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関西育種場長 廣野 郁夫

筆記用具としての鉛筆はもちろん現在でも最も身近な「木製品」の一つであり続けています。

一般筆記用具はシャープペンシル等にシェアを奪われ、国内生産量は減少傾向にありますが、依

然として鉛筆ファンは多く、多様な色鉛筆や専門的な用途に特化した製品も多数販売されていま

す｡また、一般性を失っていないことは百円ショップでも国産品に加えて中国産等の激安製品が多

数並んでいることで（先行きの不安を感じつつも）確認できます。また、小学校の低学年では必

要性があって鉛筆を使った指導が行われていることも、有力な支援になっています。

さて、木製品たる鉛筆の用材として、現在どんな木材が使用されているのか、そしてその変遷

については非常に興味深いものがあります。以下にその概要を簡単に紹介します。

（現在の鉛筆用材）

現在、国内で使用されている鉛筆軸木の用材は、そのほとんどが米国カリフォルニア、オレゴ

ン産のヒノキ科のインセンスシーダ（オニヒバとも。Incense-Cedar、Libocedrus decurrens）が利
用されています。誰もが知る慣れ親しんだ芳香のある木材です。

写真のインセンスシーダの薄板（pencil slats）を
２枚を貼り合わせて鉛筆が９本製造されます。国内

の鉛筆製造企業は多くを米国のカリフォルニア州に

所在する企業が中国国内で加工・調整して供給する

この半製品に依存しています。製品にはワックスと

染料のエマルジョンが加圧注入されていて、材を赤

く染色し、加工時の機械加工性の向上と製品の削り

やすさを高めています。赤い色はかつてのエンピツ

ビャクシンの色を模したものです。

写真１ インセンスシーダのスラット（北星鉛筆提供）

大きさは 7.2× 18.3× 0.5cm程で赤く染色されている。

一方、海外から輸入される低価格品はインセンスシーダにはこだわっていないようです。バス

ウッド（中国産のシナノキ類）、ポプラ（中国ほか）、ジェルトン（インドネシア）の名を目にし

ます。

また、商品としての環境配慮を売りとするた

め、色合わせなしのリサイクル木材の製品（ミ

ャンマー製）、森林認証の木材を無駄なくチッ

プ化して押出成形した製品（ドイツ製）が見ら

れるほか、非木材系の再生プラスティックの製

品（中国製）まで見かけます。

写真２ 樹種の異なる鉛筆軸木の例

Ａ：インセンスシーダ製（日本製）

Ｂ：非インセンスシーダ製（中国製）

Ｃ：同南洋材系（ミャンマー製）

1



（国内の鉛筆用材の変遷）

日本国内での鉛筆の工業生産の開始は明治中期とされ、当時輸入されていた欧米の製品に倣い、

米国産のエンピツビャクシン（Eastern Redcedar 、Juniperus virginiana）及び近縁ビャクシン類を
輸入・使用するとともに、代替可能な国産材として同属の国産ビャクシン（イブキ）やイチイ、

ホオノキ、カツラを使用したことが明治４５年刊の「木材の工藝的利用」に記録されています。

また、同書ではそれぞれの用材に関する当時の評価を概略次のように記述しています。

①米国ビャクシン：木理が通直で軟らかく疵がない。

②日本ビャクシン：良木は米国ビャクシンに劣らない。

③イチイ：木理荒くビャクシンより材質が堅い。（注：イチイの材は国産鉛筆としては最上であっ

たとする記述も見られる。）

④ホオノキ、カツラ：極めて劣等で、本来鉛筆にするようなものではなく、我が国でこれを鉛筆

に利用するものがいるのは、用材の欠乏と鉛筆工業が幼稚で需用者の要求レベルが低いことによ

る。カツラはホオノキよりも下等である。（注：あくまで鉛筆軸木としての執筆者の評価である。）

このほか、ハンノキ（ヤマハンノキ）、シナノキ、ヒノキ等も使用された沿革があります。

エンピツビャクシンから現在のインセンスシーダに素材転換したのは米国内でより豊かな資源

を求めた結果によります。かつてのエンピツビャクシンは、樹の美しさ、材の耐久性、加工性が

高く評価されるものの、現在では経済的に重要な樹種と見なされておらず、シーダーウッドオイ

ルが採取できるほか、野生動物や土壌の保護の機能で認知されています（米国農務省）。

鉛筆用材の要件は誰が考えても明らかで、適度に軟らかくて削りやすく、できるだけ木理が通

直で均質であって、しかも安定的に安く調達できることが求められます。この視点で改めて中級

品以上の大宗を占めているインセンスシーダを検分してみると、まず色は良い（実は染色してい

ますが）、香りも良い、削り面もきれいで、特にナイフで削れば仕上がり面に艶が生じるほどです。

仮に多様な素材が利用されていて、その中で商品としての差別化を図るのであれば、この素材の

優位性が理解できなくもないのですが、日本国内ではこれ一辺倒で推移してきたことについては

やや理解しにくい感があります。むしろアジアの低価格の製品が伸び伸びと実用的視点で多様な

素材を採用していることや、エコを前面に廃材を活用している製品を見ると、価格が折り合うの

であればヒノキ間伐材の集成材は材質的にも適合していると思われ、これに多くをシフト出来な

いものかという思いを強くします。

明治以来、輸入品から学ぶことで始まった鉛筆も成熟製品であり、古い時代の仕様・価値観（グ

レード）に囚われることはないと思われます。そもそも、消耗品に対して実用性とは無関係の過

度に高級な質感を求めるのは疑問があります。それに、鉛筆材として国産材がほとんど使用され

ていないのは非常に残念なことです。

一方、素材・製品に関してはもちろん国際的な競争に晒される現実があり、実は米国のインセ

ンスシーダのスラットを供給する会社は、米国国内で中国製のバスウッドの鉛筆が市場の過半を

占めるに至った現実に対応し、既に中国国内で中国産バスウッドのスラットも製造しているとい

います。また、中国国内には２００を超す鉛筆工場が存在していて、百円ショップにはこれら工

場で生産された１ダース百円の鉛筆が普通に見られます。こうした厳しい現実にはあります。
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育種課 主任研究員 山野邉 太郎

林野庁が精英樹選抜を始めてから約５０年が経過した現在、スギおよびヒノキの精英樹選抜育

種事業は、検定林調査により精英樹各系統の性質を把握する作業（第一世代精英樹の評価）から、

精英樹の子供の中から次世代の精英樹を選んでいく作業（第二世代精英樹群の形成）への移行期

にあたります。精英樹選抜は対象樹種を育種する事業のため、第一世代の評価は、遺伝的改良の

ためのデータ整備を主目的として行ってきました。同時に、第一世代の評価値は精英樹を実際に

植えて利用する際に系統選択の尺度になりうるため、林木育種推進地区協議会（国、府県の育種

事業担当者の協議会で林野庁が主催）が精英樹特性表という名前で、適宜公表してきました。関

西育種場でも１５年次および２０年次について公表してきました。

近年、下刈り期間短縮に対する注目が再燃している状況を鑑み、森林総合研究所林木育種セン

ターでは５ヵ年計画（平成１８年～平成２２年）の中でスギおよびヒノキの初期成長について情

報開示をすすめることにしています。関西育種場では林木育種推進関西地区協議会を代表して、

各系統の５年次樹高および１０年次樹高・胸高直径の評価値を精英樹特性表に付加する作業をす

すめ、スギでは平成２０年度に、ヒノキでは今年度に作業を終了しました（精英樹特性表は、関

西育種場ホームページでご覧になれます http://kaniku.job.affrc.go.jp/tokuseihyou/index.html）。
ここで、低コスト森林経営における下刈り期間短縮の意義をおさらいしておきます。人工林に

おける造林費用のうち、その大半がⅡ齢級（～１０年生）に集中していることが指摘されて久し

いですが、その状況は近年でも変わっていないようです（図１）。Ⅱ齢級までにかかる造林費用の

７割が労賃と見られており、いかに労賃を圧縮するかが、低コスト森林経営成立のカギになりま

す。特に、５０年生までにかかる費用を１００とした場合、Ⅰ齢級の５年間における造林費用は

全体の４０％強を占めることから、下刈り期間の短縮は低コスト森林経営の重要な骨格のひとつ

と考えられます。

図１ ５０年伐期とした場合の森林造成費用の齢級別割合

（平成１８年度林業経営統計調査報告 in平成２１年度林業白書を改変）
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次に、下刈りが必要な期間における、スギ精英樹およびヒノキ精英樹の成長量を見てみましょ

う。図２には、育種区ごとに５年次樹高の評価値を示しました。この評価値は最小二乗推定値と

いうもので、検定林が設定された数々の林地から考えてその平均的な地力の場所を想定し、そこ

に植えた場合の各系統の樹高を推定していると考えてください。身長１６０ｃｍの職員の横に太

線と矢印が描かれており、太線は評価値の範囲を表し、矢印が平均値をあらわします。色は赤が

スギで青がヒノキです。スギについては、近畿、瀬戸内海、四国南部の３育種区で評価値平均が

２．６ｍ前後となりました。毎年同じ樹高成長であると仮定すると、約３年で人の身長を超える

ことが予想されます。しかし、日本海岸東部、日本海岸西部の２育種区では２ｍ前後で、人の身

長をこえるのに約４年必要と予想されました。ヒノキでは、近畿、瀬戸内海の２育種区でやや高

くなるものの、おおむね２ｍ前後の樹高となり、育種区間での違いは明確でありませんでした。

データとしては、このような評価値が現在までに得られています。これらのデータについて、

仮に下刈りを人の背丈まで行うこととして、a）検定林は精英樹の相対評価を目的としているの
で成林する範囲においてさまざまな環境に造成されている点、ｂ）今回の評価値は第一世代の評

価を主目的にしているため初期成長のよい精英樹から初期成長のよくない精英樹まで含まれた評

価値である点、の２点を考慮に入れると、初期成長のよい系統（遺伝の力）をよい立地に（環境

の力）植えれば、近畿、瀬戸内海、四国南部の３育種区におけるスギでは植栽後下刈り期間２年

間、その他育種区でのスギおよび全育種区におけるヒノキでは植栽後下刈り期間３年間、を出発

点とする森林経営が目指せるのかもしれません。

現在、初期成長がよい第一世代精英樹の系統を用いた下刈り期間短縮に対する植栽試験地を共

同で造成していただける林業家、林業事業体を探している最中であります。興味を持っていただ

けるようであれば、関西育種場までご一報いただけると幸いです。

図２ スギ精英樹およびヒノキ精英樹の実生苗５年次樹高（最小二乗推定値）

赤：スギ、青：ヒノキ。矢印：育種区ごとの平均値、棒上端：最大値、棒下端：最小値
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育種課 研究員 玉城 聡

７月１２日と１３日に、マツノザイセンチ

ュウ接種講習会を開催しました。講習会には、

島根県の職員１名、福井県の職員３名、福井

市内のコンサルタント会社職員１名の計５名

の方が参加されました。福井県と島根県は、

両県ともに「県の木」がマツということで、

マツノザイセンチュウ抵抗性育種事業に熱心

に取り組んでおられます。今回は、接種検定

の技術を習得したいというご依頼をいただき、

講習会を開催することになりました。

１２日は、事業の概要と接種方法の注意点

について、講義形式で説明会を行いました（写

真－１）。講義では、接種の成否の鍵を握る線

虫の扱い方などを中心に説明を行いました。

講習会参加者からは、線虫の扱い方について

熱心に様々な質問が出されました。線虫は生

き物なので、弱らせないように正しい温度管

理をすることが精度の高い接種検定を行うた

めに重要となります。

写真－１ 講義の様子

講義の後で、培養した線虫のシャーレを観

察しました。さらに、シャーレから分離した

線虫の縣濁液から接種する濃度に線虫の頭数

を調整する作業を行いました。この作業は、

顕微鏡と特殊な線虫計数用のプレパラートを

使用します。ピペットで１ ml を抽出し、そ
の中の線虫をすべて計数する作業を数回くり

返し、その平均値から線虫頭数を推測します。

最後に接種に適した濃度になるように水を加

えて完成です。

１３日の午前中に線虫接種の実技として、

抵抗性育種事業の二次検定苗に対する接種作

業を行いました。始めに接種の注意点を再確

認し、その後、講習会参加者は作業に慣れた

育種場職員と二人一組のペアになり、接種作

業を開始しました。作業は、マツの樹皮を剥

がして傷を付ける係と、ピペットで線虫の縣

濁液を傷口に入れる係に分かれて、１本ずつ

漏れの無いように進めていきました。作業は

総勢約２０名で行い、２，５００本の苗への

接種を２時間ほどで行いました。

２日間の講習会で、マツノザイセンチュウ

抵抗性育種事業の基本技術である線虫接種作

業について、講義と実技を一通り行うことが

できました。本講習会が参加者に少しでもお

役に立てる内容となれば、幸いです。余談と

なりますが、写真－２は講習会で接種検定し

た二次検定苗の２ヶ月後の様子です。

写真－２ 接種したマツの２ヶ月後の様子

針葉が変色した個体が目立ち始め、接種検

定が正しく実施されたことが伺われます。今

後も接種検定方法についての質問や講習会の

希望などがあれば、できるだけお応えしてい

きたいと考えていますので、お気軽にご相談

いただければと思います。
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遺伝資源管理課 増殖保存係長 小野 雅子

独立行政法人森林総合研究所林木育種セン

ターでは、開発された品種を増殖して得られ

た苗木や穂木（原種）について、都道府県の

要望に基づき、採種園や採穂園の造成・改良

用の育種素材として配布を行っています。

現在、関西育種基本区では花粉の少ないヒ

ノキ品種、マツノザイセンチュウ抵抗性アカ

マツ及びクロマツ品種について要望が多く、

関係府県で採種園や採穂園の造成・改良事業

が進められています。平成２１年度について

は１４府県に対し３，８７８本の配布を行い、

採種園や採穂園の造成・改良に利用されてい

ます。平成２２年度については１４府県に対

し２，９４０本の配布を予定しており、現在

苗木の養苗、採穂木の管理等を行っています。

写真 つぎ木養苗中の

マツノザイセンチュウ抵抗性アカマツ

過去５ヶ年の原種の配布数をみてみると、

近年配布数は増加しています。平成１５年度

以降日本海側で利用できるマツノザイセンチ

ュウ抵抗性アカマツ及びクロマツ品種が開発

されたこと、花粉症に対する林業的な対策と

して花粉の少ないスギ及びヒノキ品種を用い

た採種園の造成・改良が進められてきたこと

が理由として挙げられます。

表 平成18～22年度における原種の配布数

18 19 20 21 22
系統 143 124 117 144 92
本数 996 2,403 2,786 3,878 2,940

※平成２２年度については予定数

関西育種基本区では、雄花の着生が著しく

少なく花粉症対策に有効な花粉の少ないスギ

２７品種及びヒノキ２２品種、松枯れに強い

マツノザイセンチュウ抵抗性品種については

太平洋側だけでなく日本海側の気候に適した

品種についても開発が進んできています。毎

年、次年度以降５ヶ年間について府県から配

布要望計画を提出いただき、要望のある府県

へは、計画的にこれらの配布を行っています。

マツノザイセンチュウ抵抗性品種については

抵抗性採種園で種子が生産されている県もあ

り、抵抗性採種園で生産された種子から育苗

された苗木が生産されています。関西育種基

本区では、今後、さらにマツノザイセンチュ

ウ抵抗性品種の開発に取り組む他、耐陰性の

高いスギ品種、材質の優れたスギ品種等につ

いて開発予定です。

樹木は草本などと異なり、苗木ができるま

でに２～５年程度の期間が掛かります。さま

ざまなニーズによって新しく開発された品種

については、早期に採種園及び採穂園に導入

できるよう苗木の養苗、採穂木の保存・管理

を進めていきます。
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連絡調整課 連絡調整係長 林 勝洋

本年度の林木育種推進関西地区協議会は、

７月１５日に兵庫県たつの市において、林野

庁、近畿中国森林管理局、関西育種基本区各

府県、森林総合研究所森林農地整備センター

中国四国整備局、関西林木育種懇話会及び、

林木育種センター、関西育種場から４２名が

出席して開催されました。

会議では、最近の林木育種の情勢として、

林野庁から花粉症対策苗木の安定供給を支援

するミニチュア採種園等緊急整備事業の説明

があり、また、林木育種センターからは、「次

世代育種」促進研究会の概要について説明が

ありました。

次に林木育種の推進について、関西育種場

から主に花粉症対策品種の開発、幹重量（二

酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ品種

の開発、マツノザイセンチュウ抵抗性品種の

開発、材質の優れた品種の開発等の取り組み

状況を説明をしました。

意見交換では、次期林木育種事業推進計画

の作成、次期中期計画における花粉症対策育

種、マツノザイセンチュウ抵抗性育種、精英

樹の次世代化等について協議し、府県からは

現状及び今後の課題について意見が出されま

した。

２日目は、兵庫県立農林水産技術センター

森林林業技術センターにおいて、「採種園の設

計」並びに「品種の開発」について育種技術

講習会を開催し、併せて同センター内での育

種事業の取り組み状況についての説明を受け、

苗畑を視察しました。その後、兵庫県立国見

の森公園に移動して、間伐材を利用した防災

林整備事業の概要について説明を受け、２日

間の日程を終了しました。

８月３日、岡山県立林野高等学校の生徒８

名と引率の先生２名が来場し、林木育種事業

の概要及び、マツノザイセンチュウ抵抗性品

種、無花粉スギ品種の開発について、体験学

習を受講しました。

午前中は、室内で事業・研究の概要説明を

行った後、マツノザイセンチュウを顕微鏡で

確認するなどして、驚きの声が聞かれる場面

もありました。また、午後は猛暑の中、場内

においてマツノザイセンチュウの接種作業や、

ジベレリン散布の作業を体験しました。

慣れない作業に緊張気味でしたが、最後ま

で頑張ってくれました。
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