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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 
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写真 「森林とのふれあい２０１１」 

 

 

 

 

 

 

１ シコクシラベのつぎ木増殖結果 

２ 関西育種場での原種の配布に関して 

３ 赤道の不思議 「１年が２年？」 

４ 「森林とのふれあい２０１１」参加者の声／「水都おおさか森林の市２０１１」に合同出展 

５ 勝間田高校就業体験学習／家族が増えました 



写真１ 採取の様子 

写真２ つぎ木後の管理（苗畑） 写真３ 穂木開葉 

品種名 収集日
つぎ木増殖

実行日

台木
の樹種

実行
数量

活着
本数

活着率
(%)

剣山1～5 H19.11.13 H20. 4.10 ｼﾗﾍﾞ 52 22 42.3
剣山6～10 H21. 4.14 H21. 4.16 ﾄﾄﾞﾏﾂ 136 77 56.6
剣山11～20 H22. 4.20 H22. 4.26 ﾄﾄﾞﾏﾂ 199 116 58.3

表　つぎ木活着率

 

 

遺伝資源管理課 収集管理係長 笹島 芳信 

関西育種場では、貴重な林木遺伝資源を後世へ継承するとともに、利用しやすくするために林木遺伝

資源の収集・保存、増殖方法の開発に取り組んでいます。今回、西日本第二の高峰「剣山（１，９５５

ｍ）」から一の森方面に向かう途中に設定されている徳島森林管理署管内の鎗戸林木遺伝資源保存林内

（標高約１，８５０ｍ）の平成１９・２１・２２年度に収集したシコクシラベのつぎ木増殖結果につい

て報告します。 

１．はじめに 

 シコクシラベは、四国に分布しているマツ科モミ属の常緑針葉樹で、高知県及び徳島県では絶滅危惧

Ⅱ類、愛媛県では準絶滅危惧種に指定されている希少な樹木です。分布域は石鎚山系、笹ヶ峰、剣山系

の標高１，７００ｍ付近から上部の稜線付近の岩礫地の極限られた領域に生育しています。ササ等の侵

入や温暖化の影響等により衰退が懸念されています。 

２．採穂及び台木 

 １回目は平成１９年１１月１３日に５クローン、２回目は平成２１年４月 

１４日に５クローン、３回目は平成２２年４月２０日に１０クローンの合計 

２０クローンを採穂しました。荒穂のままつぎ木の時期までＣＴＭ貯蔵箱に入

れ０℃の冷蔵庫で貯蔵しました。１回目の貯蔵期間が長く、開封後、葉が落ち

多少のカビが発生するなど穂木が傷んでいたため、２回目から採穂後すぐつぎ

木ができるように４月に採取することとしました。 

１回目はシラベポット苗、２回目はトドマツポット苗をガラス温室で、３

回目はトドマツを苗畑で、それぞれ購入した台木を養苗し使用しました。 

３．つぎ木方法及び管理 

 つぎ木は、台木の冬芽が開葉し始めた頃に実

施し、「割りつぎ」及び「袋つぎ」で行い、つ

ぎ木位置は昨年伸びた芯（幹）を少し切り落と

した部位にしました。また、つぎ口につぎ木テ

ープを巻き癒合剤を塗り、ビニール袋上部角を

少し切り落としたビニールで覆い、ビニタイで

止めました。 

温室では、寒冷紗は行わず多少の日陰に置

き、自動灌水により管理します。穂木が開葉・

伸長し、袋に接触する状態を見計らい、袋をは

ずしました。苗畑では、遮光率５０％の黒寒冷紗（写真２）を８月下旬まで覆い、撤去する前に徐々に

寒冷紗を上げ、順化しました。袋をはずす時期は温室と一緒です。また、温室で実施したポット苗木は、

順次苗畑で養苗を行っています。 

４．結果 

 各年度の活着率は右表のとおりです。この３

年間で、剣山のシコクシラベ後継苗木増殖の目

的は達成することができました。今後は、養苗

中の苗木を健全に成長させ当育種場内に保存

し、試験研究用等に活用して参ります。 

５．おわり 

 今回の穂木の採取にあたって、四国森林管理局、徳島森林管理署及び徳島県の各担当者の方には、生

育場所等の情報や採取等に係る便宜をいただき、この場を借りて感謝申し上げます。 

シコクシラベのつぎ木増殖結果 

１ 



H19 H20 H21 H22 H23

系統 146 171 244 167 139

本数 2,423 2,786 3,878 3,546 2,862

表　５カ年間の原種配布数

※平成23年度については見込み

 

 

遺伝資源管理課 増殖保存係長 篠﨑 夕子 

１．原種の配布について 

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では、選抜・開発した品種を原種園等に保

存しています。そこから得られた原種（穂木や苗木）は、府県の要望に基づき、採種園や採穂園の造成・

改良用として配布しています。さらに、府県の採種穂園で生産された種子や穂は、民間の苗木業者等に

販売され、造林に用いられています。 

２．原種の配布状況について 

平成１９年度から２３年度まで５カ年間の原種の配布状

況は右表のとおりで、雄花の少ないスギ、ヒノキ及びマツノ

ザイセンチュウ抵抗性品種が大半を占めています。 

３．関西育種場における気候に合わせた作業 

気候、土壌や作業資材が異なるため、全国各地域でそれに合わせた工夫がさ

れています。例えば、関西育種場のつぎ木の台芽切りは、次の３段階できめ細

かく実施しており、つぎ穂の成長を促しつつ、日射等の環境変化に徐々に苗木

を慣らしています。 

（１）台芽の今年伸長した分を切り落とす。 

（２）その後再度伸長した分の切り落とし及び枝の間引きを実施する。 

（３）全ての台芽を切り落とす。 

また、関西育種場よりも積雪が多い鳥取県内にある山陰増殖保存園では、

採穂木仕立て等により来年度の穂を発生させることに加え、冬季の降雪によ

る枝折れを予防するため、枝をより短めにする剪定が施されています（写真

－１参照）。 

４．苦労点と工夫 

同じ場所での苗木生産でも毎年の天候や発生する病虫害が異なりますので、

天気予報と苗木の様子の確認は欠かせません。当初計画した作業も苗木の状態

や天気により予定を変更することがしばしばです。天候に合わせて発生する病

虫害も年により変動がありますので、土壌消毒や殺菌剤、殺虫剤を状況に応じ

て施しています。今年度は、新たに導入した土壌注入ノズル（写真－２参照）

で、苗木の根切り後の追肥を行いました。その他、なかなか上に伸びようとし

ない苗木もありますので、なるべく早く大きく真直ぐな苗になるよう、支柱に

結わえる樹形誘導も実施しました。 

５．終わりに 

関西育種場に異動して５カ月弱が経ちましたが、他の育種場とは異なる細か

な作業が多々ありました。それらも含め今後継承できるよう、引き続き工夫を

しつつ、より良い原種の配布ができればと思います。 

 

関西育種場での原種の配布に関して 

２ 

写真－２ 土壌注入ノズル

による施肥 

写真－１ 山陰増殖保存園におけ

るスギの採穂木仕立て 



項目 計算式 備考
太陽高度 90°－｜（緯度ー赤緯）｜ 夏至の赤緯を23.4°とした。冬至の赤緯はー23.4°
日長 cos(真夜中から日の出までの自転角度）＝tan（赤緯)xtan(北緯） 角度を15で割ると時間になる。
日の出日の入り方位 sin(東からのずれ角）＝sin(赤緯）／cos(北緯） 北を＋とする。ーは南を表す。

北緯 季節 太陽最大高度 日長 日の出方位

0 春分 90度 １２時間 真東
0 夏至 北66.6度 １２時間 東北東23.4度

0 秋分 90度 １２時間 真東

0 冬至 南66.6度 １２時間 東南東23.4度

35 春分 南55度 １２時間 真東

35 夏至 南78.4度 １4.35時間 東北東29度

35 秋分 南55度 １２時間 真東

35 冬至 南31.6度 9.65時間 東南東29度

 

 

育種課 主任研究員 山口 和穂 

先日テレビでエクアドルに住んでイチゴの品種開発を行っている若い日本人を紹介していました。そ

の時、彼は赤道直下のここでは、１年に２回花が咲くので２回交配できるのが魅力だと語っていました。 

 ケニアでマツの３年生苗木を見たことがあります。枝階が６個ありました。やはり１年を２年に数え

ているように見えます。なぜなのか、この機会に赤道の季節について調べてみました。 

下の図は地球で、太陽は右側にあります。黄色の昼と青色の夜の境界線と地軸が成す角を赤緯といい、

この赤緯と緯度で南中高度、昼の長さ、日の出の方位が計算できます。下の図で、北回帰線よりも北に

線を引いて赤い丸を付けているところが北緯３５度で東京や大阪のある緯度です。 

北緯０度の赤道では、１年中日長が１２時間で太

陽は春分と秋分に真上に来ます。冬至と夏至の時に

南中高度は最低で６６．６度になります。赤道付近

では春分から秋分までは北から、秋分から冬至を経

て春分までは南から日が射します。南中高度６６．

６度は日本の四月下旬の高度です。夏至や冬至の時

期は赤道上は最も日差しが柔らかな季節です。 

太陽が真上に来る春分と秋分は日差しが強烈です

が、日差しのエネルギーはおよそ cos（太陽高度）ですので、夏至の東京の７８．４度は０．９７となり、

１４時間半と昼の長さが長いため赤道よりも高温になります。赤道では日長は一定、太陽が真上に来る

春分や秋分はこの時期を中心に雨季

があるため、それほど暑くなりません。

赤道上では世界中どこを探しても月

平均で３０度を超えるところはあり

ません。グラフは北緯１．３５度、標

高３２ｍのシンガポールと南緯１．２

１度、標高１６８５ｍのナイロビの月

平均気温です。ナイロビでは気温の山

が２つありますが、このような場所はむしろ稀で、ほとんど平均気温が変わらないかあるいは年に一度

比較的低温な月があるというパターンで、始めに述べたような１年が２年に間違えるような要因とは考

えられません。 

温帯の植物は、日長や太陽高度や温度変化によってさまざまな活動時期を決めています。温帯の植物

を熱帯に持って行った時、日長は一定、温度も一定なのでしかたなく周期のある太陽高度を目安とした

のではないか、赤道上で年に２回シュートが伸びたり花が咲いたりしたのは、太陽が１年に２回真上に

来て、冬至と夏至に一番低くなる２周期をもつためではないかと思います。 

赤道の不思議 「１年が２年？」 

３ 



 

 

連絡調整課 連絡調整係長 林 勝洋 

 ７月３１日に関西育種場で開催しました一般公開「森林とのふれあい２０１１」には、１５６名の方

にご参加いただき、その内１２７名の方から内容についてのアンケートにご回答していただきました。

今回はそのアンケート結果について、一部ご紹介したいと思います。 

 まず、「あなたのことを教えてください」では、約５０％が大人で、４０％が小学生、１０％が幼児で

した。次に「この行事は何で知りましたか？」では、約８５％が事前に配布したチラシで、１０％が口

コミとのことでした。続いて人気コーナーの投票結果では、１位「クラフト・工作」、２位「はがき・し

おり作り」、３位「森の迷路」となりました。この結果は、小学生が夏休み中であることにある程度関係

しているようです。なお、開催時期については、「今回と同じ」が９４％でした。 

 具体的なご意見・ご感想では、「子ども（孫）と工作ができて良かった」、「緑の多い場所（自然）に行

く機会ができて良かった」が多く、要望としては、「大きな材木（クラフト材料）がほしい」、「釘や金槌

も使いたい」、「乳児コーナーを設けてほしい」等がありましたが、皆さんに喜んでいただけたと思いま

す。 

 

 

 

連絡調整課長 園田 茂 

１０月８日～９日の２日間、「水都おおさか森林の市２０１１」が大阪市北区天満橋の近畿中国森林管

理局や、隣接する毛馬桜之宮公園及びＯＡＰ（大阪アメニティパーク）周辺において開催されました。 

森林総合研究所では、関西支所及び近畿北陸整備局、関西育種場の地方３組織が、今年初めて１つの

ブロックで合同出展しました。当育種場からは３名が参加し、マツクイムシ対策や林木遺伝子銀行１１

０番のパネル展示及び、各育種業務のパンフレット配布、ヒイラギモクセイの葉（葉脈）を使用した「木

の葉のしおりづくり」などを出展しました。木の葉のしおりづくりに参加者からは、自分で作った木の

葉のしおりを見て「すごくきれい」との声が多く聞かれ、とても満足した笑顔で大切に持って帰られま

した。 

今年は天候に恵まれ、終了間際まで木の葉のしおりづくりなどを楽しまれ、大盛況にうちに２日間の

日程を終えることができました。 

「森林とのふれあい２０１１」参加者の声 

「水都おおさか森林の市２０１１」に合同出展 
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育種技術専門役 坂本 庄生 

９月１２日から１３日の２日間の日程で、岡山県立勝間田高等学校グリーン環境科の２年生３名が来

場し就業体験学習を行いました。この就業体験学習は、生徒が関西育種場で実習を行うことにより、学

習意欲を喚起し、高い就業意識を育成するとともに、当場で行っている業務に関する理解を深めてもら

うことを目的として実施しました。 

１日目は、鳥取県智頭町の山陰増殖保存園でファコップとピロディンを使用したスギの材質調査と樹

高・胸高直径の調査を行いました。３名とも講師の説明を興味深く聞き、それぞれの機械を実際に使用

して熱心に調査を行いました。２日目は、前日行った材質調査等の調査結果を、実際にパソコンを使用

しながら入力して解析を行いました。講師の説明を聞きつつパソコンに四苦八苦しながらも、それぞれ

集中して調査データを入力・解析することができました。午後からは、林木のジーンバンク事業の説明

を受け、収集した天然記念物等の遺伝資源について、ガラス温室や苗畑でつぎ木やさし木などの増殖方

法について講義を受けました。 

２日間の就業体験学習を終えて生徒からは、最初は緊張しましたが貴重な体験ができ、これからの学

校生活や今後の進路選択に活かしていきたいということでした。短い期間でしたが今回の体験が、生徒

たちのこれからの将来に役に立てれば幸いと思います。 

 

 

 

 

遺伝資源管理課 四国増殖保存園管理係 河合 貴之 

この９月に妻が初めて

の出産を無事終え、女の子

が生まれました。名前は

咲南（さな）です。 

 子供が生まれて１ヶ月

ほど経ちますが、生活は一変です。

とにかく、自分の事は何も出来ません。子供一色。で

きる限り早く家へ帰って子供の面倒を見るようにし

ています。 

妻も同じ関西育種場の職員ですが、復帰後は岡山県

と高知県での別々の生活になります。不安はありますが、多くの楽しみが増えたんだと思えるようにし

たい、３人でそのように話しています。 

 

 

 

 

勝間田高校就業体験学習 
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家族が増えました 
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