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写真 山陰増殖保存園でヒノキの整枝剪定講習会を開催（関連記事４ページ） 

 

 
 
 
 
 
 
 

１ 着任挨拶 

２ 平成２３年度の主要な取組事項 

３ 雌性配偶体を利用してアカマツ種子の父親と母親を区別する 

４ 平成２３年度関西林木育種懇話会報告／山陰増殖保存園でヒノキの整枝剪定講習会を開催 

５ 四国増殖保存園に着任して／岡山県農林水産総合センター森林研究所と合同情報交換会を開催 

①  



 

 

 
関西育種場長 今井 啓二 

本年５月にこちらに参りました。前任地では国

有林の監査を担当していました。まったく分野が

変わりましたので戸惑いもありますが、よろしく

お願い致します。 

 

 ご案内のとおりライフサイエンスの進展はとど

まるところを知らず、最近は長寿遺伝子「サーテ

ュイン」が話題となるまでに至りました。 

 林木の育種の分野に関しても明るい展望が持て

るようになりましたが、新たな系統の創出におい

ても、その確認試験においても、さらに実用化に

おいても、他の分野より「簡単にはいかない」要

因があると感じています。 

 まず、a樹木は世代交代のスパンが長いこと、b

樹木の育つ生育環境が変化に富みコントロールで

きないこと、c森林は自然環境の一部であり導入

する樹木には制約があること、d関連したデータ

の蓄積が少ないことの４つが考えられます。 

  しかし、尻込みせず、慎重な検討を前提に積極

的に取り組み、社会の要請に応えていくことが必

要なのだと感じています。もちろん、こうした問

題を解決すべく研究は進められています。 

 

 成長がよく経済的に有利なもの、気象害や病害

等に強いもの、花粉を出さないスギなど、森林・

林業の再生、環境の保全に貢献する樹木をどんど

ん世に出していかなければなりません。 

 

  一方、育種事業を進めていくためには、優良な

系統を創出するだけではなく、関係した苗畑管理

技術や検定林造成技術など周辺の技術・技能を高

めておかなければなりません。しかし、こうした

部門は早くからアウトソーシングが進み、委託や

請負による実行へと変わってきました。そしてさ

らに、その契約に当たっても随意契約ではなく競

争入札によることが原則とされ、特定の事業体を

じっくり育てていくことも難しくなっています。 

 国有林における一般の森林育成や素材生産にお

いても類似した状況があり、近年、いろいろな取

組みがされてきていますが、やはり苦労されてい

るようです。 

 育種場においては職員や府県を対象としたさま

ざまな技術・技能の講習会を実施していますが、

そればかりではなく、現場作業の担い手となる事

業体を育てるための仕組みが不可欠と感じていま

す。 

 

 こうしたことを頭に置きながら、仕事に臨んで

いきたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 筆者と無花粉スギ「三重不稔１号」 

 

着任挨拶 
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平成２３年度の関西育種場の業務運営に当たっては、独立行政法人森林総合研究所の中期目標、中期

計画に基づいて作成された平成２３年度計画を踏まえ、以下の項目を主要な取組事項として関係機関と

連携を図りつつ確実に実施することとしています。 

 

１ 林木新品種の開発等 

（１）林業再生に資する品種の開発 

 スギ、ヒノキ精英樹の次世代品種の開発をめざし、育種集

団林の調査、次代検定林からの第２世代精英樹候補木の選抜

を進める。 

（２）マツノザイセンチュウ抵抗性品種の開発 

 山陰・北陸地方に向けた抵抗性アカマツ、クロマツ品種を

開発するため、抵抗性候補木の線虫接種検定を行う。また、

西南日本に向けた第２世代抵抗性品種の開発をめざし、抵抗

性アカマツ同士をかけ合わせた交配苗木に対して線虫接種検

定を進める。 

（３）原種の計画的な生産・配布 

 開発した品種等の種苗について、関係府県等の要望を踏ま

え原種の計画的な生産を行い、配布する。 

 

２ 林木遺伝資源の探索・収集等 

（１）遺伝資源の探索･収集 

 貴重な樹木遺伝子の滅失を防ぐとともに、多様な育種ニー

ズに対応するため、成体･種子等を収集する。また、遺伝資源

情報の利用促進のためのデータベース化を進めると共に、有

益な遺伝子を収集するため、森林管理局等を通じ情報収集を

図る。 

（２）原種の計画的な生産･配布 

 関係府県の要望を踏まえ、育種課とも調整のうえ、計画的

に生産する。 

 

３ 育種成果の普及等 

 関西育種場が取り組んでいる事業や成果の紹介、各種行 

事など積極的かつ効果的な広報活動を展開するため、ホー 

ムページに掲載する情報の更新、広報誌の発行などを着実 

に実行する。 

平成２３年度の主要な取組事項 

２ 

写真 選抜したヒノキ第２世代精英樹候補木（中央） 

写真 四万十町(椎尾山国有林)に生育する 

有名マツ「大道松」の収集 



 

 

 

育種課 研究員 岩泉 正和 
平成２３年６月２日、岡山県森林研究所と関西

育種場の情報交換会を関西育種場で行い、その中

で、関西育種場からは筆者が、針葉樹における種

子組織の一つである雌性配偶体（いわゆる「胚乳」）

を利用した DNA 分析手法について情報提供しま

した。その内容の一部を紹介します。 

近年、犯罪捜査や農作物の品種識別等に有効な

手段となっている「DNA 鑑定」が、森林科学の分

野でも応用されてきています。その中のひとつに

「親子解析」というものがあり、林分内の個体と

散布された種子の DNA 分析を行い、種子と同一の

遺伝子を持つ父親及び母親個体を林分内から探し

出す解析です。それにより、森林内で個体が繁殖

する際の、花粉や種子を介した親から子への遺伝

子の流れを把握することが可能です。 

樹木の多くは両性植物（１個体が花粉も種子も

作る）であり、もし林分内で種子と遺伝子の一致

する２個体が特定できたとしても、それが父親な

のか母親なのかを区別することは困難です。しか

し、アカマツをはじめとした針葉樹の種子につい

ては、その内部が、将来の植物体であり、父親・

母親から１つずつ遺伝子を受け継ぐ胚[2n]のほか

に、胚の養分となり、母親のみから胚と同一の遺

伝子１つを受け継ぐ雌性配偶体[n]の組織がありま

す（横山、1975；図－１）。このことから針葉樹

では、胚と雌性配偶体をきれいに単離して、別々

に DNA 分析することにより、胚における父親と母

親の遺伝子を正確に見分けることが可能と考えら

れます。 

そこで私たちは実際に、特定の母親個体から採

取したアカマツの種子を組織別に、母親とともに

DNA 分析して、針葉樹に特有の、親から子への遺

伝様式を確認できるかどうか調べました。すると

図－２のように、胚の一方の遺伝子が、同じ種子

の雌性配偶体の遺伝子及び母親の一方の遺伝子と

一致し、胚のもう一方の遺伝子が父親由来である

と判別することが可能でした。 

今回の DNA 分析手法の開発により、アカマツの

森林内での遺伝子の動きを、父親由来と母親由来

の動きに正確に区別して把握することが可能とな

りました。このことは、林分内の各個体が父親・

母親としてどれだけきちんと繁殖に貢献している

か等、森林の健全度のより正確な評価に資するも

のであると期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 組織毎に分割したアカマツ種子とその両親からの遺伝様式  

図－２（右） 母親と種子各組織の DNA分析（マイクロサテライト分析） 

における遺伝子サイズの波形データ。種子 1、2へは母親の実線のほうの

遺伝子が、種子 3へは点線の遺伝子が遺伝している。 

雌性配偶体を利用してアカマツ種子の父親と母親を区別する 

３ 
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育種技術専門役 坂本 庄生 

平成２３年度関西林木育種懇話会総会及び現地見学が、６月７日から８日の２日間にわたり、島根県

松江市宍道町の島根県立緑化センターにおいて開催され、１４名の会員が参加されました。 

初日は定例総会を行い、平成２２年度活動報告及び、平成２２年度会計報告が承認され、続いて平成

２３年度の活動案、予算案が提案され了承されました。 

総会終了に引き続き情報交換を行い、島根県立緑化センター主任の三島様から「抵抗性マツ『くにび

き松』について」の取り組みについての講演をいただいた後、関西育種場から、「“初期成長の早いヒノ

キ”を植えてみませんか？－育林コスト削減に向けた取り組み－」（磯田 育種研究室長）及び、「スギ第

２世代精英樹の選抜と普及に向けて」（久保田 育種課長）についての情報提供を行いました。その後、

緑化センター内を見学し、ヒノキ採種園や抵抗性マツ等の取り組み状況の説明を受けました。 

２日目は、鳥取県日野郡日南町の株式会社オロチを訪問し、地元の国産材を利用したスギ LVL

（Laminated Veneer Lumber）の製造工程を見学しました。LVLは丸太を大根のかつらむきのように剥き、

薄く切削した単板を乾燥、そして接着して作られる木材加工製品です。 

最後に製品の生産状況や特徴などの説明をしていただき、全日程を終えました。 

 

 

 

 

育種技術専門役 坂本 庄生 

去る５月３１日、鳥取県智頭町の山陰増殖保存園において、ヒノキの整枝剪定講習会を実施しました。 

当日は、講師に育種場ＯＢの谷口雅啓氏を招き、府県の育種担当者及び育種場職員の総勢２４名が出席

しました。 

最初に、講師の谷口さんから採穂園の整枝剪定作業の説明と実技

指導を受けて、その後、出席者全員が実際に整枝剪定作業を行いま

した。 

参加者からは、剪定する枝の他、施肥の時期や量など、剪定以外

の採穂園管理全般についての技術的な質問も出されていました。 

平成 23 年度関西林木育種懇話会報告 

山陰増殖保存園でヒノキの整枝剪定講習会を開催 
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遺伝資源管理課 四国増殖保存園管理係 河合 貴之 

今年の５月、高知県香美市にある四国増殖保存園に着任しました。高知県は、気候が温暖なだけでな

く、住む人たちも裏表がなくおおらかという印象を受け、初対面でもこれでもかというくらい面倒をみ

てくれる、そんな温かさがあります。一緒に勤める非常勤職員をはじめ、そんな高知県人と共に毎日の

仕事をしています。また、梅雨時期は、降水量の多さに驚き

ました。苗畑にはバケツをひっくり返したように雨が降り、

畑の苗木が水没すると思うほど水であふれます。そして、梅

雨が明けると身を炙られるような日差しが降り注ぎます。と

にかく暑く、草の伸びも早いです。 
まだ着任して日が浅く戸惑うことばかりですが、今後は地

域のことを勉強し、吸収することで、より一層保存園や苗畑

の管理に生かしていきたいと思っています。 
 

 

 

連絡調整課 連絡調整係長 林 勝洋 

 毎年実施している岡山県農林水産総合センター森林研究所との本年度第１回情報交換会を６月２日に

関西育種場で開催しました。 

例年、森林研究所と関西育種場からそれぞれ１課題の研究成果を発表しており、まず、森林研究所の

片桐研究員から「ハーベスタ・バケットハイブリッド機による作業路作設について」を発表していただ

き、続いて関西育種場からは岩泉研究員が「雌性配偶体を利用したアカマツ天然林における遺伝子流動

の解明」を発表しました（Ｐ３参照）。 

 １課題２０分程の発表予定時間でしたが、片桐研究員の効率的な機械による作業路の作設は興味深く、

多くの質問に対し丁寧に時間をかけて解説していただきました。また、岩泉研究員からは、花粉や種子

による遺伝子の拡散等につ

いて、分かり易く解説してい

ただきました。 

今回も予定時間を越える

有意義な情報交換会となり

ました。次回は秋頃の開催を

予定しております。 

 

 

 

 

四国増殖保存園に着任して 
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５ 

岡山県農林水産総合センター森林研究所と合同情報交換会を開催 
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