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独立行政法人森林総合研究所林木育種センター関西育種場

関西育種場だより
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京都嵐山での抵抗性マツ植樹の様子（関連記事 P1）
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育種課 育種研究室長 磯田 圭哉

2 月 12 日、京都市右京区嵯峨亀ノ尾町にある里山の一つ小倉山に抵抗性アカマツの苗木を植栽

しました。これは、近畿地方を中心に様々な方面から取り組まれている里山再生活動に貢献する

ために、森林総合研究所関西支所と関西育種場とのコラボレーションにより実現しました。

里山のマツ林再生への取り組み-京都嵐山近郊の小倉山への抵抗性マツ植栽-

小倉山は桂川を挟んで嵐山の北側に位置し

ており、枕草子では風情のある山のひとつと

してあげられています。鎌倉時代に藤原定家

が百首の和歌を撰したのが小倉山の別荘で、

そこから小倉百人一首という名前がついたそ

うです。このように歴史的にも文化的にも重

要な意味を持つ里山なのですが、マツ枯れの

甚大な被害に直面しています。そのため、小

倉山を見つめる会や小倉百人一集の会などの

市民団体によって古都の景観を取り戻すため

の努力が行われています。植栽地となった「小

倉山歴史的風土特別保存地区」は、景観復元

のためこれまでに数万本のアカマツが植栽さ

れたものの、マツ材線虫病による大きな被害

を受け、その駆除作業や再造林に多くの労力

を払わなければならない状況にあります（写

真 1）。このようなマツ枯れ被害に悩まされて

写真1 里山の様子(小倉山歴史的風土特別保存地区)

いる里山に、抵抗性マツを植栽することによ

り、どの程度の効果が得られるかを実証する

ための試験という目的もあって植栽を行いま

した。当日は、京都市の風致保全課で古都保

存担当係長をされている鈴木氏の取り計らい

によって、小倉百人一集の会からのボランテ

ィア 7 名と小倉山の枯損マツの駆除作業を請

け負っている嵐山造園の職員 3 名とともに植

栽作業を行いました。天候は曇りであまり寒

くなく、植栽には良好な条件でした。植栽地

は表土がほとんどなく、瓦礫に邪魔をされて

植穴を掘ること自体が困難を極める中で一同

奮闘し、植付を完了しました。(表紙写真）。

最終的に、17 系統約 240 個体の抵抗性マツを

植栽しました。過酷な環境にありますが、元

気に育つことを祈っています。

最後に今回の抵抗性マツ植栽に際してご尽

力いただいた皆様に、感謝申し上げます。

写真 2 現地での抵抗性マツ植栽作業
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育種課 主任研究員 山口 和穗

タイ王国からの研修生

昨年の 11 月 18 日― 11 月 19 日にタイ王室林野庁森林研究開発局林業研究部 主任専門官の

スワン・タンミチャロエン（Dr. Suwan Tangmitcharoen）博士が来場されました。

独立行政法人 国際農林水産業研究センターがタイ王立林野局と「東北タイにおける農業と林

業の協調管理技術と有用在来樹種の育成技術の開発」という共同プロジェクトを実施中でこれに

伴って 11 月 8 日から 11 月 21 日まで日本に研修に来られたものです。

タイ王室スワン研究員来場について

写真 1 津川山試験地の視察(写真左) 写真 2 育種集団林の視察(香川県まんのう町､四高局 7 ､写真中央)

タイは 13 世紀に中国から南下してきたタ

イ族が作った国で国民の 75%はタイ族です。

北部から東部はメコン川が国境となっていま

す。北西部に 2,000 メートル級の山岳地帯を

持ち、ここから流れるメナム川（チャオプラ

ヤー川）によって形成された広い穀倉地帯を

持つ国です。14 世紀にアユタヤ王朝が仏教を

国教として以来国王が仏教の守護者として尊

敬を集めています。古くから西洋諸国とも交

流し、現在のチャクリー朝（1782 年成立）4
代のラーマ 4 世がイギリス人女性アンナ・レ

オノーウェンズを息子の教育係として雇い息

子が名君になった話はミュージカル「王様と

私」になり、劇中歌の「シャルウィーダンス」

は日本の映画にもなりました。

果樹やチークやフタバガキなどの有用樹か

ら造林に適した木の育種を行う必要がありま

す。果樹やチークのバイテク育種では先進的

な国ですが、造林用の育種では現地検定、現

地での選抜、そのための育種戦略が重要で、

これを学ぶことが来日の主目的です。

津川山の検定林（写真1）とその中で選抜し

た精英樹、良い系統の人工交配で作った育種

集団林（写真2）と抵抗性マツ林の見学に同行

しました。

スワン博士が一番驚いたのは川の水が澄ん

でいることと山に裸地が殆ど無かったことで

した。裸地のない山はすべてが保護林だと思

われたようです。また、スギやヒノキがこれ

ほど造林されていることにも驚いていました。

熱帯地域の森林は一部の松林を除いて単一

樹種による一斉林はありません。豊富な動物

に支えられてさまざまな樹種が混在し、繁栄

しています。このため、人による増殖が困難

であったり、土壌条件に敏感であったりして、

人が動物に変わって森林を維持管理すること

の困難さを思い知らされます。外来の有用樹

種による造林は成功と失敗の繰り返しです。

あらためて、日本人が作り上げた林業技術や

スギ、ヒノキの有難さを知らされます。

今後のタイ国の森林の回復と自然との共生の

成功を願わずにはいられません。育種センタ

ーにはこのような熱帯地域の難しい造林樹種

の育種への協力に関わったスタッフも多く、

今後とも積極的に行う予定です。最後の 2 日

だけお付き合いしましたが、木に覆われた山

や透明な水の川に驚いてもらっただけでも来

て頂いた甲斐があったように思います。
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遺伝資源管理課長 山本 範廣

昨年 12 月 15日～ 16 日に、当場で「平成 21年度増殖保存研修」が開催されました。過去に当

場で勤務したことがある人、過去に各場で一緒に勤務した人などが懐かしそうに再会を喜びあっ

ていました。

研修講師として林木育種センターから上澤上指導課長が来場、当場からも各課長、主任研究員

等が指導に当たりました。

増殖保存研修の開催について

廣野場長から歓迎の挨拶と、最近の育種等

の状況説明で始まり、以下、下記のような最

新技術や伝統的かつ基本的な内容と広範にわ

たりました。

①ジベレリンペースト処理の講義・実習では

安定的かつ確実に種子を得るために考案され

たものであり、従来の噴霧処理よりも確実に

花芽形成が促進され、効率的に実施できると

のことです。

形成層付近まで樹皮をはがし、ゲル状のペー

ストを挿入するもので、このペースト剤は近

々認可されると聞いています。

②スギのマイクロカッティングさし木方法で

は、少花粉品種など親木が少ない個体から、

より多くの穂木を採取することを目的として

おり、従来の挿し穂サイズからは想像できな

いほどの、ミニサイズ穂を多数採取する効率

的な増殖方法です。

③マツの剪定方法は、どの部位をいつ切れば

より多くの穂が出て、効率的なつぎ穂数が確

保できるか、剪定済の原木を前にしての講義

でした。

④種子採取のための断幹・枝の切り返しと間

引き剪定は、安定した種子を効率的に得るた

めの重要かつ伝統的な基本技術です。枝を多

数配置し、各枝に光と風を当てるような剪定

が必要です。実際にやってみると、各人で個

性があり、主任研究員の指導で目合わせを実

施しました。

⑤林業種苗の概要では、苗木生産量の現状、

林業種苗法の再確認等の指導がありました。

新植面積が減った現状の中での苗木の需給動

向、コンテナ苗などの動向、少花粉スギ・ヒ

ノキの需要など最新の話がありました。

⑥マルチキャビティコンテナの使用等最新の

養苗方法、使用するコンポスト、需要の動向

等についての説明がありました。

⑦最後に出席者から各場の提案、問題及びそ

の解決方法などの発表がありました。やはり

各場共通の内容であったり、個々の悩みなど

が話されると、一同うなずいているのが見え

たところです。

技術の継承、最新の養苗技術、苗木の動向

等有意義なうちに全国研修を修了しました。

写真 研修の様子
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育種技術専門役 佐藤 省治

関西育種場では、2 月 9 日、岡山県林業試験場及び関西育種場内で林木育種技術の向上を目的

に関西育種基本区 19府県及び関係機関に参加頂き、林木育種技術講習会を開催しました。今回の

育種技術講習会は、午前の部と午後の部に分けて講義・実習を実施し、総勢 45名の参加を頂きま

した。

午前の部は、「岡山県における林木育種事業の概要」を岡山県林業試験場の石井専門研究員に説

明頂き、その後、ジベレリンペースト剤の実用化に向けて、「ジベレリンペースト剤を利用した着

花促進法」と題し、林木育種センター植田技術指導役が講義・実習を行いました。ジベレリンペ

ースト剤は、これまでよりも手軽な方法で使用することが可能となるため、効率的な着花促進が

期待されています。

午後の部は、関西育種場の概要について説明を行い、その後午前中に引き続き、植田技術指導

役から「マイクロカッティング等によるさし木方法と施設」について講義・実習を行いました。

マイクロカッティングによる大量増殖法については、平成 18年度から事業が実施されており、そ

の取組での経験及び反省点を踏まえ、簡易な施設などの紹介を含めながら、今後の大量増殖法に

ついて、詳細の説明がありました。

また、最近話題となっているコンテナ苗（マルチキャビティコンテナ）についても、コンテナ

容器や実際のコンテナ苗を見ながら、苗の特徴や今後の利用について情報提供を行いました。

参加された方は、真剣な表情で講義を受講され、ジベレリンペースト剤の注入方法やミニ穂を

使ったさし木方法についてもデモンストレーションを実施し、細かな注意点も含めた実技の指導

も併せて行いました。

今後、各府県においても伝達研修等を企画して頂き、習得した技術を実践した上で、改善点や

問題点などの意見交換を行い、より良い育種技術の向上と成果の普及に努力願いたいと思ってお

ります。

林木育種技術講習会の開催について
「ジベレリンペースト剤の着花促進法」

「マイクロカッティング等によるさし木方法と施設」

「コンテナ苗について」

写真 1 植田技術指導役による講義 写真2 「マイクロカッティングミニ穂挿し」の実習
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育種課 育種技術係長 澤村 高至

四国森林・林業研究発表会が平成 22年 1月 26日から 27日にかけて四国森林管理局主催で開催

されました。

平成２１年度 四国森林・林業研究発表会の開催について

この発表会は四国森林管理局及び管内森林

管理署の職員、四国 4 県、市町村、森林・林

業関係団体、試験研究機関の職員と小中高の

学校の生徒を対象として、日頃から取り組ん

でいる森林の有する多面的機能の発揮、森林

の持続的かつ健全な発展、並びに林産物の供

給及び利用の確保を図るための研究・技術開

発の成果を発表し、その普及及び情報の交換

を図り、もって地域における森林・林業の発

展に資することを目的として実施するもので

す。

発表課題は森林・林業技術に関するものや

森林とのふれあいに関するもの、「国民の森林」

の実現に向けた取り組みに関するもので、今

後の森林・林業の発展に資するような内容で

あることとされています。

発表課題数は全部で 18課題あり、機関毎の

発表課題数は管内森林管理署が 7課題、県が 1
課題、小学校が 2 課題、高校が 3 課題ありま

した。また、特別発表は 5 課題ありました。

高校生による発表では、間伐材の役割、CAD
で設計後の施工した 2 階建て展望台、森林環

境教育の実施報告といった内容で行われまし

た。いずれも発表内容と発表方法のレベルが

高く感心しました。

発表後に審査と表彰が行われ、一般の部･学

校の部毎に企画性、研究・技術開発の進め方、

業務等に対する貢献度及び発表能力・態度な

どについて審査されました。

表彰では最優秀賞には四万十川森林環境保

全ふれあいセンターによる「森林環境教育指

導者の拡大を目指して」、優秀賞には四万十市

立津野川小学校による「西土佐で学ぶ森林環

境学習」が選ばれました。その他に奨励賞、

社団法人日本森林技術協会理事長賞、財団法

人日本森林林業振興会会長賞の表彰がそれぞ

れ行われました。ただし、森林総合研究所な

ど試験研究機関の職員による特別発表は審査

対象には含まれません。

関西育種場からは「四国森林管理局管内の

スギさし木次代検定林における材質調査」（発

表者澤村高至、山口和穗）と題して発表しま

した。

まず、スギ精英樹の材質調査の概略と今ま

での成果について紹介したあとに、四国管内

の検定林 5 カ所（香川県 1 カ所、愛媛県 1 カ

所、高知県 3 カ所）の材質調査の結果報告を

行いました。結果報告では成長形質とヤング

率、容積密度、根曲がり、幹曲がりの材質形

質について系統別に評価を行い、グラフと表

に示し発表を行いました。

発表後に四国森林管理局の質問者から、木

材を部材などの工業原料として扱うことは大

切なことなので今後も調査を続けてほしいと

いった意見を頂きました。

写真 研究発表会の様子
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遺伝資源管理課 収集管理係 尾坂 尚紀

林木遺伝資源の収集実績

平成 21年度に収集した穂木、実生苗、花粉・種子は 221点（系統）になります。

収集した穂木の中には、森の巨人たち 100 選に指定されている「猪伏の大トチ」、「さおりが原

の巨人たち（イヌザクラ）」や、環境省により「絶滅危惧Ⅱ類（VU）」（絶滅の危険が増大してい

る種）に指定されているトガサワラなど、林木遺伝資源として非常に貴重なものばかりです。

これらの収集された林木遺伝資源は、今後、利用価値を高めるための特性評価や情報提供を実

施するとともに、試験研究用としての配布も行われます。

平成 22年度は、平成 18～ 22年度の 5カ年計画に基づき、231点の収集を計画しています。

林木遺伝子銀行 110番
天然記念物の樹木や巨樹・名木等は、生物学的に貴重であるとともに地域のシンボルや信仰の

対象として文化的にも重要です。このような樹木の後継クローン苗木の増殖の要請があった場合

に、さし木や接ぎ木により増殖し、後継苗木を里帰りさせるとともに、林木育種センターに保存

し研究材料用として活用することを目的とし、林木遺伝子銀行 110 番が平成 15 年 12 月に設立さ

れました。制度設立以来、関西育種場では平成 22 年 2月現在までに 22 件 246 本の後継樹が里帰

りを果たしています。近年では、新聞やニュースで後継樹の植樹祭等が紹介されたこともあり、

多くの反響を頂いています。

今年度は、広島県指定の文化財である「小奴可（おぬか）の要害桜」（樹種：エドヒガンザクラ）、

「下領家のエドヒガン」の巨樹と、京都府にある「同志社高等学校のメタセコイア」計 3 件の里

帰りを行いました。

平成 22年 3月以降においても既に 7件の後継樹増殖依頼を受けており、順次里帰りする予定で

す。

平成21年度収集の実績と林木遺伝子銀行110番について

写真 1 収集の様子 写真 2 里帰りの様子
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地域の職場体験活動を通じ、生徒の望ましい職業観や勤労観を育て、様々な課題を乗り越える

とともに、学習や生活に挑戦する意欲や態度を育て、自立心を高め、生きる力を育てることを目

的に勝央町立勝央中学校から職場体験活動の要望があり、2 名の中学 2 年生を受け入れました。

 

 職場体験 「勝央中学校」 

 

まず、関西育種場の概要について説明を行

い、場内を案内、花粉の少ないスギの品種や

マツノザイセンチュウ抵抗性品種等を見学、

実験室では育種研究室長から DNA 抽出方法

などの説明を受けました。2 日目は、実際に

マツの枯損調査やマツの植栽（点付けから植

え付けまで）を担当してもらいました。

二人とも、「力を合わせてマツの植栽が完了

したことがとても印象に残っている。」「マツ

を植えて非常に疲れましたが、達成感は最高

でした」とのこと。3 日間の貴重な体験、改

めて森林・林業の大切さと仕事の苦労を痛感

しているようでした。

写真 体験学習の様子

トピックス
来場者及び現地指導

兵庫県立山崎高校来場（11月 17日 43名）

広島県樹苗農業協同組合来場(11月 30日 17名）(写真右)

滋賀県森林センター来場（2月 10日 1名）

鳥取県山林樹苗協同組合来場 (2月 12日 20名)（写真左）

徳島県森林林業研究所現地指導（2月 25日 2名 スギ着花調査）

岡山県立勝間田高校教員来場（3月 8日 5名）
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