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林木遺伝子銀行１１０番の里帰り（関連記事 2 ページ） 

 

延寿院(三重県名張市) 

成山和紙の里公園(高知県いの町) 

京都御苑(京都府京都市) 
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育種課 育種研究室長 磯田 圭哉

関西育種場では、里山のマツ林再生への取組みとし

て、京都市内の数ヶ所でマツノザイセンチュウ抵抗性

アカマツの植栽試験を実施してきました。今年度は、

大文字山の裾野の銀閣寺山で京都大阪森林管理事務所、

大文字保存会及び法然院と共同試験地を造成すること

になりました。昨年 11月 18日に大文字保存会の管理

地に京都府トラック協会のイベントの一環として植樹

し、今年 2月 28日には銀閣寺山国有林で植栽を行ない

ました。法然院の所有地には 4月 7日に植栽する予定

です。 

 銀閣寺山国有林は銀閣寺の借景であり、送り火で有

名な大文字の山として世界遺産登録に重要な役割を果

たしています（写真１）。そのため、国有林では銀閣寺

山国有林を「世界文化遺産貢献の森林」として、古都京

都にふさわしい森づくりを進めているとのことです。し

かし、他の地域同様、マツ材線虫病による被害で銀閣寺

山のアカマツが消滅の危機にあります。このため、京都

大阪森林管理事務所や NPO法人大文字保存会及び法然

院森のセンターなどによる森林再生活動が行なわれて

います。私達の行っている里山マツ林再生試験地の目的

にかなった場所ということになります。 

今回の試験では、景観が重要となるこのような地域に

適するように配慮し、小規模な植栽エリアを複数箇所設

定することとしました（図１）。このような植栽方法は、マツノマダラ

カミキリの集中的な飛来を回避するのにも効果があるのではないかと

期待しています。 

 植栽作業は、京都大阪森林管理事務所によって実施されました。こ

れまでの里山試験地での植栽は、ボランティア等のあまり樹木の植栽

に触れたことのない方々と実施してきました。しかし、今回は造林の

プロの方々による植栽でしたので、予想よりもずっと早く作業が終わ

り、あらためてさすがだなと思いました。多くの植栽場所からは京都

市内が眺望でき、普段の山中での植栽作業とは違った新鮮味がありま

した（写真２）。このことを裏返すと、植栽したアカマツが大きくなる

と京都市内から一望できるということにもなりますので、マツ材線虫

病にしっかり抵抗して育ってほしいと願っています。 

銀閣寺山のマツ林再生 －抵抗性アカマツ植栽試験－ 

 

図 1 試験地の設定箇所。7ヶ所に植栽。 

 

写真 2 京都市内を望みながらの

植栽作業 

 

写真１ 銀閣寺参道から眺める大文字山。その裾野が銀

閣寺山国有林。 
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遺伝資源管理課 収集管理係長 笹島 芳信 

平成 15年 12月 1日に開設された「林木遺伝子銀行 110 番」は、天然記念物や巨樹・名木等の樹木が衰弱し

ている場合などに公共機関等からの要請に応じて増殖し、同じ遺伝子を受け継ぐ後継苗木を里帰りさせるサー

ビスです。その際、当育種場でも苗木を保存し、試験研究用の材料として活用しています。 

関西育種場では、今年度までに 58件の要請を受け、つぎ木・さし木増殖した後継苗木が 46件里帰りを行っ

ており、このうち今年度は 6 件里帰りしたので紹介します。 

 

1.神谷
こうのたに

の白花
しろばな

センダン（高知県いの町 神谷小中学校校庭） 

平成 25年 2月 12日、つぎ木増殖した後継苗木 6本が、高知県いの町に里帰りしました。 

センダンは一般的に淡い紫色の花を咲かせますが、里帰りした「白花センダン」はその名のとおり白い花を

咲かせる極めて珍しいセンダンの品種で、牧野富太郎博士が命名され、高知県の名木、いの町指定保護文化財

で樹齢約 200年の貴重な樹木です。いの町教育委員会は後継木を将来に向けて大切に育てていくため、いの町

立神谷中学校の生徒 11名により成山和紙の里公園に植樹を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.延寿院
えんじゅいん

のシダレザクラ（三重県名張市 延寿院） 

平成25年2月19日、つぎ木増殖した後継苗木3本が延寿院に里帰りしました。 

このサクラは、エドヒガン系のシダレザクラで、樹齢約380年にもなる同市天然記念物に指定されている貴

重な樹木です。長年厳しい風雪に耐えた老木は、台風や強風等により枝の損傷や幹の腐朽が進行してかなり傷

んでおり、過去に樹勢回復治療が施され改善も見られますが、抜本的な樹勢回復には厳しい状況とのことです。 

里帰りした後継苗木2本は、延寿院本殿裏に住職及び関係者とともに植樹を行いました。残りの1本は延寿院

の関係するお寺に寄贈され、関係者で植樹が行われる予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林木遺伝子銀行１１０番による後継苗木の里帰り 

写真 1 神谷の白花センダン 写真 2 白花センダンの花 写真 3 植樹の様子 

写真 4 延寿院のシダレザクラ 写真 5 親木の前で里帰り 写真 6 植樹の様子 
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3.近衞
こ の え

邸
てい

の糸
いと

桜
ざくら

（八重紅、白一重）（京都府京都市 京都御苑） 

 平成 25年 3月 13日、つぎ木増殖した後継苗木

の八重紅 3本、白一重 4本が京都御苑に里帰りし

ました。 

親木の場所は近衞家の屋敷のあったところ

で、邸跡には昔から多くの糸桜（枝垂れ桜）があ

り、これらを近衞邸の糸桜と呼んでいます。花が

八重咲きの紅色の八重紅枝垂や、一重で白色のも

のがあります。 

かつては、この庭園の池の西側に大きな屋敷が

あり、御所炎上の際には仮の皇居にもなりました。

池のほとりは昔から糸桜の名所で、孝明天皇も次

の歌を詠まれています。 

「昔より 名にはきけども 

今日みれば むべめかれせぬ 糸さくらかな」 

平成 22年 3月、今上天皇陛下も京都行幸の際に足を止めてご覧になられたそうです。 

 

4.市原
いちはら

虎
とら

の尾
お

（京都府京都市 京都御苑） 

平成 25年 3月 13日、つぎ木増殖した後継苗木 2本が京都御苑に里帰りしました。 

京都市左京区の市原にあったと言われているサクラで、長く伸びた主枝に短枝が多数つき、開花すると枝全

体が虎の尾の様に見えることから、大谷光瑞が「イチハラトラノオ（市原虎の尾）」と名付けたと言われてい

ます。 

京都御苑では、明治以降の大内保存事業をはじめとした整備事業や献木等により、多くの樹木が植栽されて

きました。これらの樹木の中で市原虎の尾は、京都御苑の歴史的経緯を残す貴重な樹木の一つとして位置づけ

られるとともに、京都ゆかりのサクラとして後世に長く残していくことが望まれていることから要請がありま

した。親木は残念なことに、後継樹の到着前に枯死してしまいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.おわりに 

 里帰りした 6件は、文化財指定や歴史的経緯のあるもので、枝の採取からつぎ木増殖、育苗が順調に進み、

無事に 2代目として要請者へ里帰りすることができました。関係者や地域の皆様の期待に応えることができ一

安心ですが、今後、後継苗木が立派な 2代目になるまで、関係者の皆様と協力し見守って参りたいと思います。 

今後も「林木遺伝子銀行 110番サービス」を通じて、後世に貴重な林木遺伝資源を少しでも多く残せ

るよう努力して参ります。 

写真 7 糸桜（八重紅） 

写真 9 糸桜（白一重） 

写真 8 親木の前で里帰り 

写真 10 親木の前で里帰り 

写真 11 市原虎の尾 写真 12 糸桜（八重紅） 写真 13 親木の前で里帰り 
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写真 1 保温シートを巻いた鉢（左） 

 

 

育種課 主任研究員 河合 慶恵 

 春の訪れを目前に控え、関西育種場では苗畑で育成した苗を鉢に植え替える作業が進められています。

鉢に植え替えられた苗は温室等で管理し、交配や実験の材料とします。昨夏は平年より気温が高く、鉢

植え苗の中には夏の間に弱ってしまったものもありました。同じ失敗を繰り返さないために、鉢植え苗

の暑さ対策を考えてみました。 

鉢植え苗にとって最も厳しい季節は夏です。夏は暑さによる水分ストレスに加え、直射日光が当たる

と鉢内部の温度が上昇し、根が自然状態にはない高温にさらされます。鉢植え苗は夏の間、寒冷紗をか

けるなどして直射日光を当てないこと、コンクリートなどの上に置かないことが基本ですが、場所の制

限から直射日光が当たる場所に置かざるを得ない場合もあります。こうした場合は断熱効果の高い水冷

鉢や断熱鉢を使用することも考えられますが、これらの鉢は高価です。

一方、安価で加工の容易な保温アルミシートでも断熱できると聞き、

効果を試してみることにしました。 

8 号の駄温鉢（開口部外径約 255mm、高さ約 225mm）に保温アル

ミシートを巻き、シートの端をガムテープで止めました（写真 1 左）。

この鉢に土を入れ、土の表面から 10cm の深さに温度センサーを埋め

込み、2012 年 8 月 22 日より 20 分間隔で温度を記録しました。また、

対照としてシートをつけない鉢を用い、同様に温度を記録しました。

二つの鉢はガラス温室内の日向に隣接して設置しました。8 月 22 日か

ら 27 日までの毎日、鉢から水があふれるまで灌水し、28 日以降は灌水しませんでした。また関西育種

場内で測定している気温および地温を比較データとしました。 

図 1 に 8 月 22 日から 9 月 5 日までの温度データを示します。鉢内部の温度は気温変化に伴い大きく変

動しました。鉢内部温度の変動は地温と比較すると著しく大きく、苗の育成にとって厳しい条件である

と考えられます。8 月 22 日から 27 日までの保温シート有りの鉢の内部温度（最高値）の平均値は 32.8

度、シート無しの鉢は 33.2 度でした。また灌水を止めた 8 月 28 日から 9 月 5 日までの値はそれぞれ 32.2

度及び 33.6 度でした。同様に 8 月 22 日から 27 日までの保温シート有りの鉢の内部温度（最低値）は

24.6 度、シート無しの鉢は 23.8 度でした。8 月 28 日から 9 月 5 日までの値はそれぞれ 24.4 度及び 23.5

度でした。十分に灌水されていた 8 月 22 日から 27 日までの保温シートの効果は小さく、温度の上昇幅

と下降幅をそれぞれ平均 0.4 度および 0.8 度抑制し、また上昇幅と下降幅をそれぞれ最大 1.0 度抑制しま

した。保温シートは安価で鉢に巻く作業も容易ですが、灌水が十分な場合の断熱効果は小さく、鉢植え

苗の夏バテ対策にはまだまだ工夫が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉢植え苗の夏バテ対策 

図 1 温度データ 
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育種課 主任研究員 山口 和穂 

 林木育種センターに就職して以来、私は精英樹の検定林調査や材質調査を 20 年以上行ってきました。

ここで、精英樹との最初の出会いから振り返ってみたいと思います。 

私が精英樹に出会ったのは、茨城県水戸市の笠原にあった関東林木育種場の保存園が最初です。各地

の実生林分の中から際立って大きく、立派なものを選抜し、保存していたという事ですが、保存園には

目を見張るほど立派なものは殆どなく、細く曲がってみじめな有様のものもありました。その後、私は

関西育種場に移りましたが、関西育種場の保存園も水戸市のものと同様で「親の顔が見たい」と思われ

るようなものもありました。ところが、当時の関西育種場山陰支場の保存園のスギは、皆立派なもので

した。水戸市の時にも選抜した精英樹の本体を見る機会がありましたが、保存園の姿とは異なり、非常

に立派な木でした。 

 適地適木という言葉はよく聞いていましたが、主に樹種の事だと思っていました。立地で大きく結果

が異なるという事は、検定林のデータを眺めて最近ようやく分かってきたことです。結局、スギの適地

ではないところにある保存園では、本当の実力を発揮していなかったのです。 

 最近、80 年も以前の遺伝子と環境についての簡単なモデルを再現してみました。想定される地域に共

通する環境因子とそれに適合する対立遺伝子、地域内の環境因子とそれに適合する対立遺伝子を 1,0 や

1,-1という数字にして成績を見るというものです。 

 このモデルから見ると、地域選抜精英樹すべてを交配した実生集団を植栽した場合、その子供集団の

平均値は交配親集団をその場所に植えた場合の平均値に等しくなります。最大値は親の集団よりも大き

くなり、最小値は小さくなります。植栽地に適した精英樹が多いほど、成績は良くなります。様々な環

境から選抜された精英樹が多いほど、多くの環境に対応できることになります。 

 精英樹選抜育種事業が始まって間もないころ、まだ数少ない精英樹のクローンを植栽してがっかりさ

れた方もおられるかもしれません。これは、植栽場所に合わなかった可能性が高いと思われます。採種

園産の実生なら、おそらく満足な結果を示すものが多数現れたはずです。 

 一見、最高の遺伝子のみを集めて、最高の木を作るのが林木育種のように思えますが、実際には一つ

の林分でも場所によって異なる環境要因があります。さし木検定林には 3 つ以上のブロックがあります

が、1ブロックで良いクローンと、2ブロックで良いクローンは異なる場合が多くあります。まれにどの

ブロックでも良いクローンがありますが、前述のモデルで解釈すれば、環境適応遺伝子座に 2 種類の対

立遺伝子をヘテロで持っていると考えられます。いずれにせよ山で成林するためには、様々な環境に適

応した対立遺伝子をたくさん持っている集団であることが望ましいのです。 

精英樹は、各地域で様々な環境因子に適応する対立遺伝子や、多くの優れた対立遺伝子を持っている

集団を作る目的で、１林分につき 1 本、そして近くの林分からは選ばない、という厳しい基準により、

千か所以上から選んでいます。したがって、各地域で数百から千以上ある精英樹の集団は、いわば様々

な環境適応性対立遺伝子の宝庫といえます。 

私達は優良さし木品種の創出にも取り組んでいますが、精英樹の実生集団はより野性的で適応範囲が

広くあります。現在、野性味（遺伝的多様性）を保ちつつ、より優れた性質を発揮する第二世代の精英

樹を創出中です。また、多様な在来品種や有名スギ、ヒノキ等の遺伝資源の貯金も増加しています。 

今後、地球温暖化による環境の変化に対応しながら、より広範囲に適応する造林木を創出する上で、

このような対立遺伝子の多様性は貴重です。 

出会いから 20年以上経って、どうやら私の中でだめ精英樹も多様性を担う宝に変身したようです。 

 

 

 

 

私と精英樹 
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