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　新年おめでとうございます。
　昨年１０月から東北育種場長として参りました山崎と申
します。林木育種に携わるのは初めてですが，皆様方の
ご指導，ご協力を得ながら東北の林木育種の推進に努め
て参りたいと思います。
　昨年は林木育種事業が５０周年を迎え，私も記念シンポ
ジウムに参加させていただきました。
　シンポジウムでは，精英樹選抜から始まる国家的長期
的な育種戦略や雪害抵抗性，マツノザイセンチュウ抵抗
性などの時々のニーズに対応するための特定形質に着目
した地域的な育種戦略の歴史的な話があり，さらには，
これらを支えるさし木などの無性繁殖技術，採種園の交
配管理技術などの技術的な背景の話も聞くことができま
した。門外漢の私に５０年の林木育種の歴史の重みを感じ
させるものでした。その中で，生産集団（育種種苗を生
産・普及させるための集団）と育種集団（将来世代の育
種を推進させるための集団）の議論や第二世代・第三世
代の育種を聞いていると林木育種に携わっている方々の
林木育種に対するさらなる展開への思いを感じるととも
に，今後我々へ課せられた期待の重さも感じられました。
　行政財政改革の動きは依然として厳しいものがあり，
これは国，地方ともに共通の課題となっています。林木
育種事業の重要性は分かって貰えたとしても，無いもの
はないと一律に削減され事業の推進が難しくなっている

状況にあります。また，事業の評価も非常に厳しく求め
られるようになっています。
　しかしながら，林木育種事業が林業のもととなる優良
な苗木を供給するものであると理解し期待してくれる人
がいることは確かであり，また，逆にその期待を裏切ら
ないように成果を出していかなければ存在意義がないと
言われても仕方がありません。林木育種事業の成果には
長期間かかるという特異性があり，なかなか短期間に成
果を出し得ないものですが，完全なものではなくても，
期待される地域のニーズには緊急的なもの，短期的なも
の，中期的なものなどの戦略を立てて，成果を出し現地
への普及を図っていく必要があります。そのためには地
域の戦略計画が必要であり，各機関の相互協力が不可欠
です。
　東北育種基本区では地区協議会により林木育種事業推
進計画を立てて，効率的，効果的に成果が出せるよう各
機関が分担連携を取って事業を行っていますが，東北育
種場としては，その中で地域内にある関係機関の力が遺
憾なく発揮できるようなサポートを行っていきたいと考
えています。
　最後に，今年は育種事業５０年を踏まえた新たな林木育
種事業の第一歩になります。過去の貴重な技術の蓄積を
生かした林木育種事業のさらなる発展を願うとともに皆
様方のご多幸を祈念いたします。

東北育種場　クロマツ 
マツノザイセンチュウ抵抗
性確定木他原種園にて

新年のご挨拶
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【寄　稿】

宮城県石巻地方における松くい虫防除活動について
石巻地方松くい虫防除推進会事務局
石巻地区森林組合　大内　伸之

１　会の設立までの経緯
　石巻地方の松くい虫被害は，昭和５０年秋に東北で
は初めて石巻市において確認されました。以降，被
害が急速な勢いで近隣市町村に拡大していく中，県
及び地元市町は懸命に伐倒駆除及び予防散布等，総
合的に防除方法を組み合わせながら，官民一体と
なって対策に取組んできました。
　このような状況下において，防除・駆除事業への
協力体制の確立が必要であることを背景に「石巻地
区松くい虫防除実践推進委員会」を昭和５５年９月１
日に設立致しました。この団体は，市町や森林組合
及び森林所有者と当趣旨に賛同する個人・団体とで
構成され，事務局を石巻地区森林組合に置いていま
す。その運営費は市町や森林組合等の負担金や助成
金により行うこととし，松くい虫防除に関する普及
啓発や監視体制の確立，国や県への要望活動等を主
体に事業を展開してきました。
　その後，関係者の努力にも拘わらず，松くい虫被
害は，点から面へと拡大・拡散を続け，やがて石巻
地方の全地域（１市９町，現在は２市１町）に被害
が発生確認されることになりました。これに伴い，
会も新たに被害発生した町を取組む形で，昭和５７年
１月に「石巻地方松くい虫防除推進会」へと組織が
改編され，会員数２５名の構成によって現在に至って
います。

２　会の目的
　石巻地方の松くい虫（マツノザイセン
チュウ病）被害から守り，健全な松林を保
全することを目的にしています。

３　活動内容
（１）　海岸線及び離島を重点とした空中写

真の撮影
　地上からの松くい虫被害木の発見及び
確認が困難な海岸線や離島等の重要保全
松林において，的確な伐倒駆除を推進する
ため，空中写真撮影による探査を行い，事
業実施者に写真配布し防除効果の向上を
図っています。

（２）　松くい虫対策予算の拡充・確保についての国や
県への要望活動

　管内に存する「南三陸金華山国定公園」及び「特
別名勝松島」等の保全のため，関係機関に防除事業
の重要性を訴えながら，予算確保の働きかけを行っ
ています。

（３）　県・市町が実施する松くい虫防除に関する各種
事業への協力

　松くい虫特別防除の実施にあたり，薬剤散布の安
全確保に協力しています。

（４）　講習会や研修会の実施
　防除及び駆除事業に携わる作業員の技術向上及び
地域住民へ防除対策の必要性を啓発するために，国
や県及び先進地等の講師を招いて開催される松くい
虫予防及び対策の各種講習会等を後援しています。

（５）　管内市町への抵抗性マツ苗木の配布
　宮城県林業試験場が研究に伴い生産されたマツノ
ザイセンチュウ接種済み苗木の提供などにより，抵
抗性マツの無償配布や購入により関係市町及び関係
者に配布し，被害跡地の緑化活動を促進しています。
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（６）　松くい虫被害跡地の植栽事業の推進
　地元小学生の協力などにより，松林再生と地域住
民の意識の醸成を図っています。

４　近年における活動効果
　当管内に存している「南三陸金華山国定公園」や
「特別名勝松島」の松林は，地域の暮らしと文化を
育み，そして景観を保持してきた大切な森林資源で
あると共に国土の保全，水源涵養，防風，防潮等の
公益的機能の発揮など，他の樹種では代わり得ない
存在として重要なものとなっています。
　このような地域を抱えることを背景に，当会では
昭和５７年の発足以来２０有余年の間，一貫して地域の
松林保全のため，行政と地域との架け橋役となり，
その受け皿として活動し続け，各種事業を展開して
います。具体的な活動は，次のとおり地域に根ざし
た会として松くい虫防除活動に貢献しています。
（１）　各会員が松食い虫防除事業に係る地元の協力

体制づくりに貢献しており，円滑に松くい虫防除
活動が展開されています。

（２）　毎年撮影している空中写真は，被害木調査や空
中散布等の効果調査等，適切な防除事業の実施に
活用されています。

（３）　県林業試験場や林業普及指導員と協力して，松
くい虫防除に関する技術研修を開催し，技術の向
上に努めています。

（４）　松くい虫被害跡地において，地元小学校児童に
よる抵抗性マツの植栽を森林組合や地域住民と
ともに開催し，松林の再生の重要性をＰＲし，一
般地域住民の意識を醸成しています。

５　待たれる抵抗性品種
　当石巻管内では，海岸線・離島など激害地が多く，
裸地化が進み，平成１０年から保安林改良事業で被害
跡地の復旧を進めています。しかし，その抵抗性松
苗の殆んどが，関東・九州産の苗であるため，生育
についても海岸線で場所も悪いことなどから寒風・
強風などで今後の生育がどうなるのか心配されてい
ます。

　このような中，宮城県では，平成４年からマツノ
ザイセンチュウ抵抗性品種を開発するため事業がス
タートし，平成１８年までに，アカマツ１品種，クロ
マツ７品種を開発していることから，早期に県内産
抵抗性品種の山行苗が待たれています。

６　最後に
　宮城県林業試験場では，マツノザイセンチュウ抵
抗性採種園を造成しており，平成２２年度には種子を
採取，平成２５年度からは待望の山行苗木が出荷でき
る計画と聞いています。
　当地方の海岸部においては，他の樹種では，代わ
り得ない存在として地域に親しまれ，親近感の強い
代表的な樹木となっていることから，地域の気候風
土にあった抵抗性マツ苗が早期に出荷できる体制整
備を期待しています。
　近年温暖化対策など地域においても森林に対する
期待が年々高まっていることから，被害跡地の復元
植栽の推進など，継続的な防除活動と併せて当推進
会も微力ながら今後とも支援して参りたいと思いま
す。

石巻市田代島保安改良並びに当会での植栽現場
（空中写真・当会の活動）

平成１０年度植栽抵抗性クロマツ生育状況
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森の巨人を次の世代に残そう！

東北森林管理局　指導普及課　後藤　孝之

【育種トピックス】

　東北森林管理局管内（青森・岩手・宮城・秋田・
山形県）には，｢森の巨人たち１００選｣で選ばれた巨樹・
巨木が22本あります。
　｢森の巨人たち１００選｣は，国有林野内の巨木を中心
とした生態系に着目し，これらを健全な形で守り，
次世代に伝えていくことを目的に，平成12年度から
国有林野内の次世代への財産として残すべき代表的
な巨樹・巨木を選定しています。
　この保護活動は，個人・企業等からの寄付金と各
地域で設立する協議会の自主的な活動によって行な
うこととしています。選ばれた巨樹・巨木は，全国
の国有林の中から，太さ（人の胸の高さの直径）1ｍ
以上の樹木，又は地方のシンボルとなっている樹木
などです。
　当森林管理局管内の22本のうち18本については，
その保全のために，地元の自治体，観光協会等の関
係者からなる協議会が設置されています。協議会で
は，花国土緑化推進機構に設けられている｢巨樹・巨
木保護基金｣からの支援等を活用し，樹木の診断，治
療，保護柵，看板の設置等の保全活動を実施してき
ました。
　しかしながら，巨樹・巨木が一般に広く知られる
につれて見学者も増え，巨木の根が傷む場合もあり，
樹勢が衰えてきているものもみられます。この22本
のかけがえのない財産を次の世代に残していくた
め，林木育種センターの林木遺伝子銀行１１０番に「和
賀仙人姥スギ」（岩手県北上市）や「えぼし千年杉 」
（宮城県蔵王町）の後継クローンのさし木増殖，養
苗をお願いしており，平成21年度以降にはクローン
の里帰りが予定されています。この里帰りによって
巨木を中心とした生態系の遺伝子構成の維持が図ら
れるものと期待しています。

　以下に，前述の２本の巨木の状況を報告します。

保存番号32  和賀仙人姥スギ （岩手県北上市）
　国道107号の湯田ダムのそばの仙人峠沿にひとき
わそびえ立っています。幹は大きく３本に分かれ，
真ん中の幹は落雷の影響によるものか地上12mのと
ころから枯れています。また，巨木のほぼ左側には
久那斗神社があり，地域では古くから「交通安全」
の守り神として祀られ，「仙人山」に通ずる山道があ

東北森林管理局管内の森の巨人たち１００選（２２箇所）
樹齢
（推定）愛称・呼称所在地樹高

（ｍ）
幹周
（㎝）樹種番

号

２００～３００コブ杉秋田県上小阿仁村４０３７７スギ１２
２００～３００きみまち杉秋田県二ツ井町５８５１５スギ１３
４００白神のシンボル秋田県藤里町２６４８５ブナ１４

２００～３００めおとスギ秋田県秋田市３６１,２００スギ１５
２００～３００日本一のブナ秋田県仙北市２４８６０ブナ１６
２００～３００日本一のクリ秋田県仙北市２２８１０クリ１７
１,０００オブ山の大杉秋田県大仙市３４１,２４０スギ１８
３００法内の八本杉秋田県由利本庄市４０１,１５０スギ１９
３００あがりこ大王秋田県にかほ市２５７６２ブナ２０

２００～３００上倉山のクラベ山形県朝日町２０９２７ネズコ２１
不明女甑（メコシキ）山の大カツラ山形県真室川町２５１,３４０カツラ２２
３００滝の沢の一本杉山形県真室川町４９１,１５０スギ２３

２００～３００岩神権現のクロベ山形県大蔵村２５１,２２０ネズコ２４
５００吾妻のミズナラ山形県米沢市３０７１９ミズナラ２５
１９０飯豊山のヤチダモ山形県小国町３４４６５ヤチダモ２６
３００大鰐の神木青森県大鰐町３４４４０ドロノキ２７
７００馬場山アカマツ巨樹青森県青森市２８６６０アカマツ２８
５００脇野沢千年ヒバ青森県むつ市２０６１８ヒバ２９
８００おぐり青森県むつ市２７７８０クリ３０
３００重茂の大ケヤキ岩手県宮古市２８３７７ケヤキ３１
９００和賀仙人姥スギ岩手県北上市３０１,１５０スギ３２
６００えぼし千年杉宮城県蔵王町２６５９０スギ３３
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ることから登山者も多く訪れます。ここの神社の神
木として植えられたのがこの「姥スギ」です。

【幹周り】 1,150㎝
【樹　高】 30ｍ
【樹　齢】（推定） 900年以上
【アクセス】
・ＪＲ北上線和賀仙人駅から車で国道107号を湯田
方面に１km進み，仙人橋手前から500m地点の
駐車場から徒歩45分

【問い合わせ】
・岩手南部森林管理署 0197（24）2131
・和賀仙人姥スギ保全協議会 0197（72）3136

保存番号33  えぼし千年杉 （宮城県蔵王町）
　蔵王町倉石岳国有林内に位置し，周囲のブナ等の
広葉樹林の中に一本だけ威風堂々としてその威容を
誇っています。古代修験者が奇石を発見し，その不
思議な石相に驚嘆し，お山鎮護の山の神として祀り，
神木とするためこのスギが植えられたとの言い伝え
があります。
 

【幹周り】590㎝
【樹　高】26m
【樹　齢】（推定）600年以上
【アクセス】
・ＪＲ東北新幹線白石蔵王駅から路線バスで遠刈
田温泉まで60分。更に，車で宮城蔵王えぼしス
キー場まで10分，そこから徒歩40分

【問い合わせ】
　仙台森林管理署 022（273）1111
　えぼし干年杉保全協議会 0224（33）2215

久那斗神社

和賀仙人姥杉

えぼし千年杉
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平成１９年度のマツノザイセンチュウ接種検定の結果と
実生後代からの抵抗性個体の選抜方法

東北育種場　育種課　織田　春紀

【育種トピックス】

１　はじめに
　平成１９年度は，東北育種場構内にある２棟
のビニールハウスで１０５系統２,９７９本の線虫
接種を行いました。昨年は７月及び８月に
低温と日照不足で，線虫被害の出方が遅く
（写真１），８月中旬の残暑によりようやく被
害苗が出て（写真２），なんとか検定評価が
できる状態でした。これら接種検定の結果
と実生後代からの抵抗性個体の選抜に着手
したことを以下に紹介します。

２　検定方法と検定結果
　接種検定の検定木の配置は，検定本数が
2,979本あるためビニールハウス２棟（Aハウ
ス，Bハウスとする）を用い，それぞれに同
じ対照苗（８家系）を植栽しました。Aハウ
スでは，つぎ木苗による候補木の一次検定に
アカマツ３クローン，二次検定にアカマツ41ク
ローン及びクロマツ２クローンを用いまし
た（表－1）。Bハウスでは，実生苗木による
候補木の一次検定にアカマツ２家系及びク
ロマツ１家系を，アカマツ精英樹交配家系の
一次検定に40家系を用いました（表－2）。各
ハウスでは，これら検定木と対照木８家系を
３ブロックの反復配置により植栽しました。

　平成19年６月20日に苗木１本あたりマツノザイセン
チュウ島原個体群１万頭を主軸注入法で人工接種し，
接種後４週目から２週毎に16週目まで，被害状況（枯
死苗，部分枯苗，健全苗の区分）を調査しました。

 

　10月に実施した16週目の調査結果に基づき検定材
料の抵抗性を検定評価しました。この結果を表－1 
及び表－2 に示します。

　二次検定では合格木としてアカマツ６クローン
（岩手県産４，新潟県産２）及びクロマツ１クロー
ン（山形県産）を選抜することができました。
　これらの系統は昨年行なわれた平成19年度の林木
育種推進東北地区技術部会（以下技術部会）におい
て各機関の承認が得られ，平成20年度の新品種開発
委員会へ申請することとなりました。

表－1 つぎ木苗による一次検定及び二次検定内容（Aハウス）

合格数評　点健全率（％）生存率（％）系統数樹種 S/G種類

０２.０～１０.１４１９.４～６８.６３３.３～８０.０３アカマツG一次

６－２.１２～１０.２８２０.０～１００３０.６～１００４１アカマツG二次

１－０.４～３.７２４２.９～８２.４７８.６～９４.１２クロマツG二次

－－８２.０９０.７８アカマツS対照

S：実生，G：つぎ木

表－2 実生苗による候補木，交配家系の一次検定内容（Bハウス）

次回
検定へ評　点健全率（％）生存率（％）系統数樹種 S/X種類

２－０.６０～－０.７８７２.２～７３.３９７.８～１００２アカマツS一次
１回目

１６－２.４８～４.０７４４.４～１００７２.２～１００２４アカマツX交配
１回目

二次へ
１５－２.４８～１.５０５５.６～１００８８.９～１００１６アカマツX交配

２回目
二次へ
１－０.７４７１.４１００１クロマツS一次

２回目

－－７７.５８７.１８アカマツS対照

X：人工交配家系

写真－１　２００７年８月７日　検定状況（Ａハウス）低温のた
　　　　　め線虫被害の進行が遅れる

写真－２　２００７年９月６日　検定状況（Ａハウス）残暑によ
　　　　　り線虫被害が進行
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３　交配家系等の実生後代からの抵抗性個体の選抜
　クロマツのマツノザイセンチュウ抵抗性育種事
業を加速するため，平成１８年度技術部会で候補木実
生後代から抵抗性個体を選抜する方法が検討され，
平成１９年度林木育種推進東北地区協議会で了承さ
れました。この方法を図－１に示します。

　この方法は，候補木の実生後代苗木を一次検定で
連年２回接種検定し，優良な健全個体を各家系から
５個体ほど選抜を行ない，これらをつぎ木等により
クローン化した苗木を二次検定します。抵抗性候補
木そのものの検定より，数十倍の実生後代個体群か
ら選抜するため，増殖及び接種本数は増加します
が，候補木よりも抵抗性の高い個体を選定する可能
性が高くなります。東北育種場では，平成１８年度の
検定からこの手法を取り入れており，アカマツ精英
樹一次検定合格木間で行なった人工交配家系苗木
から抵抗性個体の選抜作業を進めています。なお，
クロマツの実生後代からの選抜は平成２１年度から
開始予定で増殖作業を進めています。

　１９年度の２回目接種検定は，表－２に検定の種類
欄で「交配２回目」及び「一次２回目」と標記した
１７家系を対象に実施しました。これら１７家系は１８年

度に１回目接種検定を行い，生存した健全個体で構
成されています。　２回目の接種検定により表－2
に示した「交配２回目」のアカマツ１５家系，「一次
２回目」のクロマツ１家系と合わせて１６家系から成
長旺盛な優良個体を１家系当たり３～５個体選抜し
ました（「次回検定」へ欄参照）。また，表－2の２
回目接種検定苗木は，総じて１回目接種検定苗木よ
り抵抗性が高いと思われます。これらの抵抗性が期
待される優良個体１６家系７４個体は数年後にクロー
ン化し二次検定を行うことにしています。
　なお，東北育種場では以上の１回目及び２回目の
実生検定で家系選抜をしています。１８年度の接種検
定で，プラスの評点が高い交配家系は抵抗性が小さ
いと判断し，棄却しました。どの程度の強さで家系
選抜するかは今後の課題となりますが，抵抗性の信
頼度を高めるためにも，抵抗性が小さいと思われる
家系から抵抗性個体を選抜することは，できるだけ
避けた方が得策と考えています。

４　おわりに
　候補木の自然交配による実生後代や人工交配家
系から抵抗性個体を選抜することは，東北育種場に
とって初めての経験です。これには，選抜基準の明
確化，検定手法の見直し（接種線虫の種類や接種頭
数の吟味），二次検定対象の大幅な増加に伴う増殖
コストの低減（クローン増殖の効率化）など，取り
組むべき課題が山積しています。東北育種場として
は，東北育種基本区並びに関係各機関と連携を強め
てこれら抵抗性選抜技術の確立に努めて参りたい
と思います。

　西南日本では，抵抗性育種事業終了時１９８４年にク
ロマツ抵抗性個体は１６個体でしたが，近年クロマツ
候補木の実生後代からの選抜を開始し，２００７年５月
現在では５５個の抵抗性個体を保有するに至りまし
た。それらに係わった技術を参考にして東北地方の
マツノザイセンチュウ抵抗性個体の増加に努めた
いと思います。

抵抗性候補木

実生後代苗を連年に
２回接種検定
（一次検定）

健全個体選抜 健全個体をクローン化し,
クローンを用いた二次検定

暫定実生採種園
抵抗性個体の選抜

抵抗性個体による改良
及び採種木の後代検定

抵抗性採種園

図－１　実生後代からの抵抗性個体の選抜

写真－３　マツノザイセンチュウ抵抗性個体（クロマツ）の
　　　　　原種保存



東　 北　 の　 林　 木　 育　 種東　 北　 の　 林　 木　 育　 種 №１８６　２００８.１8

１　はじめに
　サクラは，遙かな昔から日本人にもっとも愛されて
きた樹木の一つです。エドヒガン系，ヤマザクラ系な
ど多くの品種があり，春のおとずれを告げる花として
日本各地に植栽されてきました。
　サクラのクローン増殖はつぎ木やさし木等により
行いますが，このうちさし木増殖による方法としては
３～４月に挿す「春ざし」や，葉のついている当年伸
長枝を６～７月に挿す「緑枝ざし」があります。今
回，当保存園内にある保存本数の少ないいくつかの品
種において，緑枝ざしによる増殖を行ってみました。

２　材料と方法
　まず，６月２８日に第１回目のさし木を行いました。
その時の材料と方法等を表－１に，増殖状況を写真－
１に示します。

表－１　第１回目のさし木の材料と方法

写真－１
　さし木後経過観察していると，穂にカビが生えて枯
れるものが多数見られました。そこで７月１８日に第２
回目のさし木を行い，その際さし穂をさし付ける直前
に殺菌剤に浸してからさし付ける方法を行ってみま
した。その時の材料と方法等を表－２に示します。

表－２　第２回目のさし木の材料と方法

 ３　結果と考察
　第１回目のさし木結果を表－３に，第２回目のさし
木結果を表－４にそれぞれ示します。

表－３　第１回目のさし木結果

表－４　第２回目のさし木結果

　第２回目のさし木後の経過観察では，穂にカビが
生えたものはかなり減っていましたが，発根率には
あまり変化は見られませんでした。第２回目にさし
木し，発根した個体が下記写真－２です。

写真－２　左が十月ザクラ，右がベニシダレザクラ（平泉寺）
　
　サクラにも発根性の良いものと悪いものがあるこ
とから，今後はこの発根性が悪い系統でのさし木発
根率の上昇を目指し，さし木時期や用土の選定等見
直していく必要があると考えられます。

緑枝ざしによるサクラの増殖
東北育種場　遺伝資源管理課　竹田　宣明

【育種トピックス】

奥羽増殖保存園内採穂場所
モリオカシダレ材　料　名
十月サクラ
ベニシダレザクラ（平泉寺）
ベニシダレザクラ（半郷）
カスミザクラ
採穂し２０㎝ に調整後ＩＢＡ４０倍液剤に２４ｈ基部浸漬前処理等
さし木の際基部にIBA粉剤を塗布さし付け
1系統当たり２０本さし木
温室内にて、育苗箱に鹿沼土を敷き、さし木さし木床等
灌水後ビニール袋で密閉し、育苗箱上に
寒冷紗を掛け光と温度を調節、時々灌水

奥羽増殖保存園内採穂場所
モリオカシダレ材料名
十月サクラ
ベニシダレザクラ（平泉寺）
ベニシダレザクラ（半郷）
カスミザクラ
採穂し２０㎝ に調整後ＩＢＡ６０倍液剤に４８ｈ基部浸漬前処理等
（１９日に他の業務があった為浸漬時間を４８ｈとした）
さし付け直前にさし穂を殺菌剤（水和剤）に浸漬さし付け
１系統当たり２０本さし木
温室内にて、育苗箱に鹿沼土を敷き、さし木さし木床等
灌水後ビニール袋で密閉し、育苗箱上に
寒冷紗を掛け光と温度を調節、時々灌水

発根率８/２０調査発根本数さし付け本数系統名
５%１２０モリオカシダレ
２０%４２０十月サクラ
１０%２２０ベニシダレ平泉
０%０２０ベニシダレ半郷
５%１２０カスミザクラ
８%８１００計

発根率１１/２８調査発根本数さし付け本数系統名
０%０２０モリオカシダレ
１０%２２０十月サクラ
２５%５２０ベニシダレ平泉
０%０２０ベニシダレ半郷
０%０２０カスミザクラ
７%７１００計

緑枝ざしによるサクラの増殖
東北育種場　遺伝資源管理課　竹田　宣明

【育種トピックス】
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　林木育種事業の開始から今年で半世紀。木材生産
力の向上を目指した精英樹選抜育種から始まった林
木育種ですが，森林に対するニーズの多様化に応え
るべく，現在では幅広い取り組みを行っています。
ここでは，東北育種基本区（以下，基本区）の最近
の取り組みや課題についてご紹介します。

１　マツノザイセンチュウ抵抗性品種
　抵抗性品種の開発は，平成４年度から本格的に開
始され，平成１８年度までにアカマツ２５品種，クロマ
ツ９品種を開発しました。アカマツについては，基本
区のほぼ全ての県で暫定採種園※が造成されており，
新潟県と岩手県では抵抗性苗木の出荷が始まってい
ます。クロマツについては，宮城県に抵抗性採種園
が，新潟県に試験実生採種園が造成されています。
　長年の取り組み成果が実際の森林づくりに活かさ
れ始めている一方で，日本海側地域のクロマツ抵抗
性品種は現在２品種しか開発されていません。クロ
マツはアカマツよりもマツノザイセンチュウに弱い
ことが知られています。抵抗性品種を増やすには，
検定に供する抵抗性候補木を多く確保する必要があ
るため，昨年度からは国有林内での候補木探しに力
を入れています。また，これまでは候補木そのもの
のクローンを使って検定を行ってきましたが，今後
は候補木の実生を使った検定にも取り組む計画で
す。これにより，検定合格率が以前よりも高まると
期待しています（本誌Ｐ６～７ 参照）。
（※暫定採種園：抵抗性を調べるためにセンチュウ
を接種して行う検定は，一次と二次の二回実施しま
す。一次検定に合格したクローンを使って造成した
採種園を暫定採種園といいます。）

２　花粉の少ないスギ（少花粉スギ）品種
　今年度，林野庁に「花粉発生源対策プロジェクト
チーム」が設置され，既存のスギ林から花粉の少な
いスギ林への転換を促進するとした推進方策がまと
められました。
　林種転換の促進には苗木の供給体制整備が必要で
す。基本区では岩手県と宮城県から少花粉スギのさ
し木苗が供給されています。また，少花粉スギ品種
は平成１９年度中に追加開発される予定で，ミニチュ
ア採種園の造成に必要な品種数が揃う見込みです。
しかし，新規にミニチュア採種園を造成し種子が生

産されるまでには数年かかるため，その間の対応と
して，既存の採種（穂）園を改良して活用する，新
たなさし木技術を導入する等が考えられています。
　林木育種の新品種普及に際しては，考え方を地域
内で共有し，関係する各機関が連携して体制づくり
に取り組むことが重要です。

３　優良広葉樹の育種
　基本区の造林面積が減少傾向にある一方で，近年，
広葉樹の造林面積は全体のおよそ１割を占めるほど
になっています。広葉樹への林種転換は松枯れ対策・
花粉発生源対策の一環とも考えられ，広葉樹造林の
重要性が高まっています。
　このような状況のなか，環境条件の違いや遺伝子
撹乱防止への配慮から，その土地に適した苗木を植
えようという動きがみられます。新潟県では，県内
を５つの区域に分け，区域内で採れた種子から生産
したブナの苗木を区域内に供給するという試みを進
めています。
　基本区としての取り組みでは，ケヤキ優良木を収
集し，東北育種場内に地域別モデル採種林の造成を
進めています。種子が採れるまでには時間がかかり
ますが，将来，基本区の優良種苗普及に役立つもの
と考えています。

図－１　東北育種基本区の広葉樹造林面積
（「林木育種事業実施報告」及び「林木育種の実施状況及び統計」から作成）

＜参考資料＞
１．新潟県森林研究所研究報告第４８号，本誌№１８２・１８５
２．林野庁ホームページ，本誌№１８１
３．林業にいがた№６４７，本誌№１８５

林木育種事業の最近の取り組み
東北育種場　連絡調整課　増山　真美

【普及情報】
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平成１８年度　林木育種事業の実施状況
　東北育種基本区における林木育種事業の取り組みは，森林管理局・県・東北育種場の各機関が連携を図りな
がら精力的に実施しています。平成１８年度の実施状況を取りまとめましたのでご紹介します。

１　育種素材の選抜
　東北地方等マツノザイセンチュウ抵抗性育種事業で
は，平成１８年度に秋田県の国有林と宮城県，秋田県，
山形県の民有林から抵抗性クロマツ候補木が９１本選抜
されました。候補木は，抵抗性品種開発のための材料
で，松食い虫被害を受けている松林から健全な木を選
んだものです。これらの実生苗やつぎ木増殖した苗を
抵抗性検定に供します。また，抵抗性クロマツが２品
種開発され（「宮城（鳴瀬）クロマツ６号」と「山形
（遊佐）クロマツ２７号」），東北育種基本区内の抵抗性
クロマツは全部で９品種となりました。
　多様な優良品種育成推進事業では，優良広葉樹とし
て，宮城県と秋田県の民有林からブナやケヤキなど７
樹種２０本が選抜されました。選抜された広葉樹は順次，
東北育種場へのクローン保存を進めています。また，
ケヤキについてはモデル採種林の造成を始めていま
す。（詳細は本誌№１８５をご参照下さい。）

２　検定林の設定と調査
　検定林の現況は，育種集団林が西部育種区の国有林
に３箇所設定され，４３０箇所（５７５.６６ｈａ）となりまし
た。育種集団林は，今ある精英樹よりさらに優れた品
種を作り出すことを目的とした検定林です。成長等の
評価が良い精英樹同士を交配して得られた苗木を植栽
し，その成長や形質を調査します。東北育種基本区で
は平成１０年から造成が始められ，現在では１４箇所（６.５０
ｈａ）のスギ育種集団林が設定されています。
　平成１８年度の検定林調査箇所数は国有林１８箇所，民
有林１７箇所，計３５箇所でした。

写真－１　育種集団林に設置した表示看板
 

３　種園・採穂園の造成と管理
　採種園の現況は，青森県でスギ及びヒバのミニチュ
ア採種園が各１箇所，岩手県でカラマツ採種園が１箇
所造成されたほか，既存採種園の統合があったため，１
箇所増の１１３箇所（２３０.７０ｈａ）となりました。青森県で
は，平成１２年度から進めてきたスギミニチュア採種園
の造成が一段落し，出荷されるスギ種子の全量がミニ
チュア採種園産へと切り替わっています。
　採穂園の現況は，部分的な廃止により，１ｈａ減の３３
箇所（２２.９７ｈａ）となりました。

表－１　採種（穂）園の現況

　　※採種園の内数。

４　育種種苗の生産と普及
　育種種子，育種穂木，育種山行苗木の生産量は，そ
れぞれ４０８㎏，１２万４千本，６７７万２千本でした。全生
産量に占める育種種苗の割合は，それぞれ９８％，１００％，
８３％となっています。
　また，１８年度から新潟県においてマツノザイセンチュ
ウ抵抗性アカマツ苗「にいがた千年松」の生産が始まり，
初年度は１万８千本が生産されました。（生産までの経
緯などは本誌№１８２に詳しく載っていますのでご参照下さ
い。）

表－２　育種種苗の生産量

※１　スギ，ヒノキ，アカマツ，クロマツ，カラマツの５樹種で，

　　　育種山行苗の内数。

※２　全生産量に占める育種種苗生産量の割合。

（東北育種場　連絡調整課　増山　真美）

【報告】

面積（ha）箇所数施設の種類

２３０.７０１１３採種園

３.２４７マツノザイセンチュウ抵抗性※

６.０５２５ミニチュア採種園※

２２.９７３３採穂園

育種割合※２（前年度比）   生産量種　　　類

９８％（７２％）４０８育種種子（㎏）

１００％（９８％）１２４育種穂木（千本）

８３％（８６％）６,７７２育種山行苗（千本）
９６％（８６％）６,７４５　　主要造林樹種※１
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　１２月６，７の両日，冬晴れのもと，東北育種場におい
て平成１９年度 林木育種推進東北地区技術部会が開催
されました。
　当部会は，東北育種基本区における林木育種に関す
る事業及び調査研究の効率的推進と相互の連携を図る
ことを目的とし，東北森林管理局，青森，岩手，宮城，
秋田，山形，新潟，福島の７県の林木育種担当者及び
東北育種場で構成されています。
　本年度の会議で主だった内容を以下に報告します。

技術部会議事

１　花粉症対策に有効な品種の開発
　各県の調査結果から推薦があった花粉の少ないスギ
品種の候補については，東北育種場で３年間自然着花
及びジベレリン処理した系統の調査結果と併せて，本
年度は１１品種（東部６，西部５品種）を東北育種基本
区から新品種開発委員会へ申請することになりまし
た。その後，東北育種場育種素材保存園内に植栽され
ている品種を視察し，雄花着生状況を確認しながら今
回申請する品種への理解を深めました。また，ミニチュ
ア採種園などにおける実生苗を早期普及するため，今
後開発予定の花粉の少ないスギ品種も含めて育種場と
県が連携し既存の実生検定林での着花状況調査を進め
ることになりました。

スギ雄花着花状況視察

２　マツノザイセンチュウ抵抗性育種事業
　本年度のマツノザイセンチュウ抵抗性二次検定結果
により，アカマツ６クローン（岩手県４クローン，新
潟県２クローン）及びクロマツ１クローン（山形県）
が合格となり，抵抗性品種として新品種開発委員会へ
申請することになりました。東北育種基本区（福島県
含む）で二次検定合格品種の累計はアカマツ３６本，ク
ロマツ１２本となりました。
　アカマツは，抵抗性採種園造成が見込める状況とな
りますが，クロマツは造成にまだ足りないことから，
今後も精力的に選抜・検定の必要性が確認されました。
　また，西日本産のマツノザイセンチュウ抵抗性品種
を植栽した県から情報提供があり，植栽箇所によって
生育状況に差があることや，種苗法の改正に伴う種苗
特性の表示事項に対応した採種園の造成・改良などが
議論され，今後の抵抗性採種園造成に向け協力し推進
することになりました。
　新潟県からは，アカマツ暫定採種園産家系苗のハウ
ス内及び露地での接種検定結果が報告されました。毎
年この検定によって合格した家系と同一の家系は「に
いがた千年松」として種苗生産者が出荷していること
から各機関の関心を呼びました。

３　広葉樹優良形質品種の開発
　東北育種場から，国有林・県で選抜された広葉樹優
良形質候補木の選抜・保存状況について説明があり，
未保存個体の収集と送付要請がありました。
　また，広葉樹の増殖方法について通常のつぎ木のほ
か，「夏ざし」や温室を利用した「冬つぎ」，台木を現
地まで持って行き採穂直後につぎ木を行う手法などの
実作業に即した情報提供があり，採穂時期や現地から
穂木の輸送方法について情報交換しました。 

４　個別打合せ
　東北育種場の職
員が分野ごとに分
れ，事業・研究実行
のうえでの機関ご
との問題点や，今後
の進め方について
打合せを行いまし
た。                                         個別打合せ

（東北育種場　連絡調整課　今野　敏彦）

【報告】

平成１９年度　林木育種推進東北地区技術部会
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森の巨人たち１００選は，本号に詳しく紹介してい
ますので，ここではこれらの巨木と遺伝資源と

の関わりについて述べたいと思います。

樹木の寿命は超長期であるため，その成育期間中
に起こる様々な被害に対する抵抗性が必要と

なります。伐期５０年程度のスギ人工林であっても，
冠雪害のような数十年に一度発生する致命的被害に
よって，あと少しで収穫できる林が一夜にして壊滅
することもあるのです。これに加え，我々の知りえ
ない未知の被害によって樹木が枯損する可能性も否
定できません。つまり，将来重要となる遺伝子を保
有する個体も遺伝資源として収集する必要がありま
す。

しかし，現代を生きる我々にとっては，現代の
ニーズに合った形質を持つ樹木を重点的に遺

伝資源として収集しています。なぜなら，将来どの
ような形質が重要となるかを知ることはなかなか難
しいためです。しかし，このような巨樹・巨木たち
は，数百年から数千年もの長い年月を生き抜いてき
た個体たちですので，長期間健全に生き抜くために
必要な数多くの重要な遺伝子を保有していると考え
られます。このような個体を遺伝資源として収集す
ることによって，時代とともに変化する森林や林業
へのニーズに対して，迅速な対応ができると期待で
きます。

これらの巨樹・巨木たちは，地域の住民にとって
大切な存在となっています。これらの個体は老

齢であるため，幾つか
の個体ではその後継樹
を植栽したいという地
元住民などのニーズが
ありました。このため，
前述の１１０番サービス
によって，森の巨人た
ち１００選では宮城県蔵
王町の「えぼしの千年
杉」と岩手県北上市の
「和賀仙人姥スギ」の２
個体から採穂し，元気
に里帰りできるよう当
場で養苗しています。

（東北育種場　育種課　宮下　智弘）

東北育種場では，天然記念物や巨樹，銘木等を対
象に，それらの後継樹を無料で増殖する「林木

遺伝子銀行１１０番」とい
うサービスを平成１５年
１月より開始しまし
た。このサービスによ
り，東北育種基本区で
は１５件のクローン増殖
が行われました。

このサービスは林木
のジーンバンク事

業の一環として行うも
のです。林木のジーン
バンク事業では，林木
遺伝資源を①絶滅が危
惧されている種等，②

育種素材として利用価値が高いもの，③その他森林
を構成する多様な樹種の三つに区分しています。こ
のうち，①には天然記念物や巨樹・銘木等が含まれ
ており，当サービスでは主にこれを対象としていま
す。

林木遺伝子銀行１１０番では，対象となる個体をさ
し木やつぎ木などにより増殖します。つまり，

後継樹は親木のクローンとなります。このサービス
の一環として行われる里帰りによって，親木のもと
にこのクローン苗を戻すことができます。超長期間
を生き抜いた巨木などは，長年の風雪による傷跡や
寿命などによって樹勢が弱まり，枯損が危惧された
ため，地元住民や所有者などの要請により里帰りが
実施されています。これまでに東北育種基本区で里
帰りした件数は３件となっています。

（東北育種場　育種課　宮下　智弘）

りんぼくいでんしぎんこう１１０ばん
【林木遺伝子銀行１１０番】

巨木・銘木等の樹木の後継樹を増殖す
るサービス名
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写真－1　秋田県秋田市土崎神
明社御神木（ケヤキ）の里帰り

もりのきょじんたち１００せん
【森の巨人たち１００選】

全国の国有林から選ばれた胸高直径１ｍ以
上または地域のシンボルとなっている樹木名

写真－２　森の巨人たち１００選で
ある女甑（めこしき）の大カツラ
の採穂（山形県真室川町）


