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１　はじめに
　平成19年度は，「花粉の少ないスギ品種」として10品種
（表－1），「マツノザイセンチュウ抵抗性品種」としてア
カマツ６品種とクロマツ１品種を開発しました（表－2）。
　抵抗性マツ開発の経緯については，既に発行されてい
る「東北の林木育種」（No.178など）で説明されています
のでご参照下さい。また，これまでに開発された「花粉
の少ないスギ品種」と「マツノザイセンチュウ抵抗性品
種」については，（独）森林総合研究所林木育種センター
のホームページ（http://ftbc.job.affrc.go.jp/）の「林木の
新品種の開発」をご参照下さい。

２　「花粉の少ないスギ品種」の追加開発
　さて，「花粉の少ないスギ品種」としては，東北育種基
本区からは既に11品種が平成14年度に認定されていま
す。しかしながら，少花粉品種を本格的に普及するうえ
で必要となるミニチュア採種園を造成するためにはク
ローン数が十分ではないので，育種場と各県の調査資料
をもとにして，さらなる「花粉の少ないスギ品種」の開
発に取り組んできました。その結果，特に雄花着生量が
少なく，そのうえ成長や材質など林業上重要な特性が優
れた精英樹クローンを「花粉の少ないスギ品種」として
新たに10品種開発することができました。

３　おわりに
　これまでに東北育種基本区で開発された品種として
は，「花粉の少ないスギ品種」は21品種となり，「マツノ
ザイセンチュウ抵抗性品種」は，アカマツが35品種とク
ロマツが10品種となりました。今後，「花粉の少ないスギ
品種」を母樹として生産された実生苗が一般造林地に植
栽され，「マツノザイセンチュウ抵抗性品種」がマツ材線

虫病被害地に植栽されることによって，東北育種基本区
内の各県と東北育種場の連携により開発された品種がス
ギ花粉症の軽減やマツ材線虫病による林分被害の対策に
広く活用されることを期待しています。

平成１９年度東北育種基本区における新品種の開発

表−１　平成１９年度に開発した花粉の少ないスギ品種

品 種 の 特 性精英樹名選抜機関

青森県内10年次実生検定林成長並増川6号東北局

青森県内10年次実生検定林成長良黒石6号東北局

推奨品種（材質形質さし木）
岩手県内10年次さし木検定林成長良水沢6号東北局

宮城県内15年次実生検定林成長良玉造8号宮城県

宮城県内15年次実生検定林成長良宮城3号宮城県

山形県内20年次実生検定林成長優，傾幹幅小
秋田県内20年次実生検定林成長並上小阿仁107号東北局

秋田県内20年次実生検定林成長良
秋田県内20年次さし木検定林成長並仙北1号秋田県

推奨品種（雪害抵抗性 実生）
秋田県内10年次実生検定林傾幹幅小
山形県内10年次実生検定林傾幹幅極小

雄勝3号秋田県

秋田県内20年次さし木検定林成長良雄勝13号秋田県

新潟県内20年次実生検定林成長良，傾幹幅小高田1号関東局

表−２　平成１９年度に開発したマツノザイセンチュウ抵抗性品種

品 種 名 称選抜地

マツノザイセンチュウ抵抗性岩手（藤沢）アカマツ6号岩手県

マツノザイセンチュウ抵抗性岩手（藤沢）アカマツ19号岩手県

マツノザイセンチュウ抵抗性岩手（藤沢）アカマツ22号岩手県

マツノザイセンチュウ抵抗性岩手（藤沢）アカマツ28号岩手県

マツノザイセンチュウ抵抗性新潟（上越）アカマツ42号新潟県

マツノザイセンチュウ抵抗性新潟（新潟）アカマツ136号新潟県

マツノザイセンチュウ抵抗性山形（遊佐）クロマツ72号山形県
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【寄　稿】

樹種・系統の生理特性「考」−ヒバの光合成研究から−

岩手大学　農学部　橋本　良二

１　Kozlowski教授への疑問
　樹種により環境に対する反応がちがうのは，よく経
験することです。四半世紀も前になりますが，私が米
国ウィスコンシン州立大学の森林学科に滞在していた
時，あの有名なKozlowski教授は，さまざまな樹種の
苗木（２年生の落葉広葉樹が多かった）を用いて組織
形成や生理反応のちがいを調べておりました。私は，
その頃大きくなった樹木の樹冠葉群の機能に関心を
もっていましたので，“苗木何かで調べていったい何が
わかるのかなぁ？”と疑問でしたが，教授は「苗木で
十分」です。その後も納得できなかった私ですが，時
を経てこの頃では，樹種特性については芽生えでほぼ
わかるのではと思っています（思い込んでいます）。

２　芽生えが伝える樹種特性
　葉の光合成に関する性質が樹種により異なるのは，
よく知られていますが，芽生えの葉の光合成について
はとくに針葉樹ではまったくと言えるほど研究例はあ
りません。小さい葉身の光合成を器官レベルで非破壊
的に調べることなど，長い間不可能でした。ところが，
今ではクロロフィル蛍光分析の飽和パルス法で簡単に
調べることができます。
　アカマツ（Pd），スギ（Cj），ヒバ（Td）の種子をプ
ランターに播き，芽生えを相対日射量６０％下で育て，
子葉期とそれに続く後子葉期の葉の光合成について調
べてみました（図－１，２）。どの樹種も子葉期の光合成
能力（最大電子伝達速度，ETRmax）は後子葉期に比
べ高く，樹種間ではアカマツがスギ，ヒバに比べ相当
高く，スギとヒバではスギで高くなっています。とこ
ろで，クロロフィル蛍光分析では，Fv/Fmというパラ
メータが算定されます。これは葉の強光阻害と直接関
係し，生育光条件が葉のもつ光エネルギーの光化学的
利用や熱変換消費の能力を超える場合，０.８以下にな
り，葉が光エネルギーを処理できない程度に応じて低
下します。Fv/Fmは，アカマツでは子葉期，後子葉期
ともに０.８以上ですが，スギ，ヒバでは後子葉期で低下
し，その低下はヒバで大きくなっています。
　Fv/Fmの値より，アカマツは子葉期，後子葉期とも
にもっと強い光を要求している可能性があります。一
方，スギやヒバは，後子葉期では庇陰が必要であり，
ヒバはスギに比べより強い庇陰を求めています。この

ように，芽生えは，私たちが古くから経験的に理解し
ている，樹種の光要求性あるいは庇陰要求性を実によ
く伝えています。

３　樹種特性を決めているもの
　どのような生理因子が Fv/Fmを決定しているのか，
大いに気になるところですが，樹種や生育条件を変え
てさまざま調べてみますと，Fv/Fmは大筋で葉の光合
成能力に依存しています。葉の光合成能力は光合成系
のタンパク質や酵素濃度で決まり，これらの濃度は窒
素濃度でほぼ決まります。したがって，樹種特性は葉
の栄養状態と強く結びついていることになります。
　常緑針葉樹は多くの広葉樹に比べ，また針葉樹のな
かではスギやヒバはアカマツやカラマツに比べ窒素濃
度は低く低栄養状態にあります。同じ低栄養状態にあ
りながらも，私たちが経験的に，明らかに異なる樹種
特性をもつと認識しているスギとヒバについて，葉の
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図−１　芽生え子葉期の光合成パラメータ

図−２　芽生え後子葉期の光合成パラメータ
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栄養生理を比べてみることにしました。培地の養分濃
度を４段階（Ａ＜Ｂ＜Ｃ＜Ｄ）に変え，やはりここで
も芽生えを育て調べてみました。培地養分濃度が高く
なるにつれて，両樹種とも葉の窒素濃度は同じように
高くなります（図－３）。実は実験前は，高濃度培地で
はヒバの窒素濃度は高くならないと予想していました
のでかなり意外でした。しかし，これ以前におこなっ
たヒバの若い人工林での調査で葉の窒素濃度がスギ並
みだったこと（この時も意外でした）を思い出し，納
得した次第です。

　それよりもちょっとした驚きは，ヒバが高濃度培地
で高い窒素濃度をもつにもかかわらず，クロロフィル
濃度が高くならない点です（図－４）。この結果，当
然，葉の光合成能力も上がってきません。この点につ
いては，葉の窒素濃度と光合成能力との関係をみると，
よくわかります（図－５）。スギでは教科書的な結果を
示すのに対し，ヒバでは窒素濃度の上昇にともなう光
合成能力の増大は低濃度域ではかろうじてみられます
が，高濃度域では明瞭ではありません。先に葉の栄養
状態とくに窒素濃度が樹種特性に深くかかわっている
と述べましたが，これでは不十分で，葉の窒素資源を
光合成系のタンパク質や酵素にどれくらい配分してい
るかが，さらに樹種特性にかかわる生理因子として考
慮されなければなりません。

４　葉内窒素利用様式によるスギの育種提案
　林木育種センターとの共同研究で，スギ精英樹の種
子を用い，それら芽生えの子葉の光合成反応を比べた
ところ，精英樹間でかなりのちがいがありました。こ
のこともあり，今年の春先ですが，日立からお二人の
研究スタッフが盛岡に見えられ，生理を踏まえた育種
のあり方について話し合いました。選抜した系統の分
類の仕方として，まずはアカマツ型とヒバ型の整理が
考えられます（図－６）。測定・分析法はいくつかあり
ますが，実行容易性からしますと，試料個体の条件
（生育段階や環境）をそろえて，葉の窒素濃度とクロ
ロフィル濃度を分析し，２元的に特性把握をおこなうの
が適当と思われます。

　余談になりますが，表系はアカマツ型，裏系はヒバ
型かもしれません。また，成長量にウェイトを置いた
精英樹選抜では，アカマツ型を選抜するケースが多
かったかもしれません。論より証拠，何か面白い結果
が出ればと期待しています。
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図−３　スギとヒバの葉の窒素濃度

図−４　スギとヒバの葉のクロロフィル濃度

図−５　スギ（緑色）とヒバ（褐色）の光合成能力と
窒素濃度との関係

図−６　スギのアカマツ型育種とヒバ型育種
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ジベレリンペースト剤によるヒバの着花促進

森林総合研究所 林木育種センター東北育種場 育種課　織部雄一朗

【育種トピックス】

１　はじめに
　スギなどの造林用針葉樹種では，種子の安定供給
や計画的な人工交配を目的として，ジベレリン（以
下GAという）による着花促進技術が利用されていま
す。
　GA水溶液の葉面への噴霧や浸漬処理は，作業効率
が良く，処理本数が比較的多い場合に用いられてい
ます。しかし，処理直後の降雨によって葉面に付着
したGAが洗い流されてしまうことがあり，さらに，
樹幹の高い所に着生した枝への噴霧処理では薬剤の
無駄が多くなります。
　一方，幹あるいは枝へのGAの剥皮挿入は，葉面散
布と比べて作業効率が悪くなりますが，薬剤の無駄
が少ないことから，処理本数が比較的少ない場合に
は経済的で有効な方法です。

　ところで，事業で広く用いられているGA剤は農薬
の指定を受けており，法的にはヒノキ科の樹種では
葉面への散布処理しか認められていません。
　そこで，森林総合研究所林木育種センターでは，
GA剤の剥皮挿入処理のヒノキ科への適用化申請手
続きに必要な情報を収集することとなりました。こ
のため，東北育種場では青森県農林総合研究セン
ター林業試験場（以下青森県林試という）と協力し
てヒバの着花におけるGAペースト剤の剥皮挿入の
有効性を調べました。

２　試験方法
　ヒバ（Thujopsis dolabrata Sieb. et Zucc. var. 
hondai Makino）としては，東北育種場（岩手県滝
沢村）内に植栽されている５３個体と青森県林試（青
森県平内町）内に植栽されている５１個体を対象に調
査しました。
　各供試木からは成長が良好な直径２～３cmの枝
を３本選びました。このうちの１枝には，剥皮した
部位（幅１cm×長さ３cm）にGAを２.７％含む「ジベ
レリン協和ペースト」（製造元：協和発酵工業株式会
社）を１５０mg塗布し，樹皮を元に戻した上からガム
テープを巻き「GA処理枝」としました。他の１枝に
は剥皮処理を施して，ジベレリンペースト処理はせ
ずに樹皮を元に戻した上からガムテープを巻き「剥
皮処理枝」としました。残りの１枝には剥皮処理も
ジベレリン処理もせずにガムテープだけを巻き「対
照枝」としました。これらの処理は２００６年７月下旬
に施しました。

図−１　GA剤のいろいろな処理方法
A：噴霧による葉面散布　B：浸漬による葉面散布

C：ペースト剤の剥皮挿入

図−２　GAペースト剤の剥皮挿入の手順

テープ巻きつけ

GA 挿入

剥皮
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　東北育種場では２００６年１０月下旬に，青森県林試で
は２００７年３月下旬に，GA処理枝，剥皮処理枝と対照
枝に着生した葉芽，雄花と雌花を計数しました。

３　結果
　東北育種場では，GA処理枝のうち４８本では雄花と
雌花が，残りの５本では雄花だけが観察されました。
剥皮処理枝と対照枝では花が確認された枝がそれぞ
れ４本と３本ありましたが，花の着生量は１個体を
除くとGA処理枝よりも著しく少なくなりました。
　青森県林試では，４７本のGA処理枝でのみ花が確認
され，このうち２４本では雄花と雌花が，残りの２３本
では雄花だけが観察されました。
　両場においても，雄花と雌花が着生している枝で
は，雄花の数は雌花の数よりも著しく多くなりまし
た。

  
４　これから
　以上の結果から，GAペースト剤の剥皮挿入はヒバ
の着花を促進することが確認されました。今後は，
ヒバの結果を森林総合研究所林木育種センターの他
場所でおこなったヒノキとサワラの結果と併せて，
GA剤の剥皮挿入処理のヒノキ科への適用化申請手
続きを進める予定です。
　さて，ジベレリンをヒバの葉面に散布する場合，
処理時期によって着生するヒバの花の性比が変わる
ことが知られています。そこで，ジベレリンペース
ト剤の剥皮挿入についても，処理時期を変えて着生
する花の性比を調べておく必要があります。さらに，
葉面散布処理との効果の比較，クローン・系統・個
体によるジベレリンへの感受性の違いについても調
べる必要があります。
　試験を実施するにあたっては，青森県林試の田中
功二総括主任研究員に多大なご協力をいただきまし
た。
距距距距距距距距距距距距距距距距距距距距距距距

お　知　ら　せ
　平成２０年４月１日，宮城県林業試験場は，試験研
究への迅速・機動的な対応と林業・木材産業へ積極
的支援を行うため部を新設するとともに，技術の普
及と人材育成を強化するため，普及指導との一体化
を図り，宮城県林業技術総合センターに改編されま
した。
〒９８１−３６０２　宮城県黒川郡大衡村字大衡はぬ木１４
　TEL：０２２（３４５）２８１６　  FAX：０２２（３４５）５３７７
（センターの所在地・電話等は従来と変更はありません。）

図−５　GAペースト剤の剥皮挿入は着花を促進する
葉：葉芽のみが確認された　♂：雄花のみが確認された

♂＋♀：雄花と雌花が確認された

図−３　GAペースト剤処理の状況

図−４　ヒバの葉芽、雄花と雌花
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東北育種場におけるヒバ精英樹の保存状況

森林総合研究所 林木育種センター東北育種場 遺伝資源管理課　湯浅　　真

【遺伝資源情報】

１　ヒバ精英樹とヒバ優良樹の選抜
（１） ヒバ精英樹の選抜
　ヒバ精英樹は，昭和２９年～４５年度まで青森県内の
国有林においてヒバの生産が多かった大畑町（現む
つ市）と市浦村（現五所川原市）を中心に２５本選抜
しました。また，岩手県内では昭和３０～３１年度に川
井村の早池峰山内の国有林から３本を選抜しまし
た。
　平成元年には，新潟県林業試験場（現新潟県森林
研究所）が新潟県相川町（現佐渡市）の民有林から
５２本を選抜しました。
  
（２） ヒバ優良樹の選抜
　近年，青森県内の民有林では複層林樹下植栽用の
主要な樹種として，ヒバの人工造林が急激に増加し
ています。青森県内のヒバ造林は，平成１８年では３４６
千本と平成８年度から比べ３倍の伸びとなっています。
　この状況を受け，東北森林管理局，青森県及び東
北育種場の三機関では，採種園産の優良なヒバの種
苗を生産するため，青森県内から平成１５年から１７年
の３年間で青森県内からヒバ優良樹を選抜しました。
　ヒバの優良樹の選抜においては，生育分布を考慮
して青森県内を津軽，下北，青森三八上北の３つの
地域に区分し，既存精英樹２５本の分布も含めて選抜
本数を決定しました。さらに選抜の基準として，樹
高及び胸高直径に加え，ヒバの特徴として見られる
曲り，ネジレ，枯れ枝，漏脂病などの少ないものを
選抜しています。特に材質関連では製材所や工務店
の意見も参考にしました。
　その結果，青森県内から優良樹６５本が選抜され，
平成１９年度に精英樹として登録となりました。この
ことにより，東北育種基本区内より選抜されたヒバ
精英樹は合計１４５本となりました（表－１）。
　

２　ヒバ精英樹の保存
　採穂後クローン増殖されたヒバ精英樹は，東北育
種場および奥羽増殖保存園に保存され，採種園の造
成等に原種として配布されることとなっています
（図－１）。
　東北育種基本区は，東部（青森・岩手・宮城）及
び西部（秋田・山形・新潟）の二つの育種区に区分
され，東部から選抜された個体は東北育種場（岩手
県滝沢村），西部から選抜された個体は奥羽増殖保存
園（山形県東根市）に保存されます。
 

（１） 既存精英樹の保存
　青森県及び岩手県から当初精英樹として選抜され
た２８本は昭和４６年に東北育種場の育種素材保存園
（写真－１）へ保存され，平成１８年９月現在，２７ク

　最近のヒバ造林は，青森県や新潟県において複層林樹下植栽樹種として急激な伸びが見られています。この
ため，これまでの精英樹に加えてヒバミニチュア採種園による種苗生産を推進するために生育分布や各種形質
を考慮した精英樹の追加選抜が行なわれました。
　今回は，東北育種場におけるヒバ精英樹の保存までの取り組みを報告します。

図−１　ヒバ精英樹選抜から造林までのイメージ

表−１　ヒバ精英樹の選抜本数

保存場所選抜
本数種別選抜

地域育種区

東北育種場25精英樹
青森

東部 〃(増殖中)65精英樹
（優良樹）

東北育種場3精英樹岩手

奥羽増殖保存園52精英樹新潟西部

145合計
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ローン１９５本が保存されています。
　新潟県民有林から選抜された５２本は平成１８年に奥
羽増殖保存園の育種素材保存園（写真－２）に植栽
され，全てのクローンが５本ずつ保存されています。

（２） 優良樹の増殖と保存
　優良樹は，平成１５年から１７年まで選抜を行ないま
したが，採穂・増殖は平成１６年から行なっています。
平成１６年のさし木の結果では，発根率が低いものが
多く，優良樹の増殖ではこの発根率の向上が課題と
なりました。これは，優良樹の選抜・増殖が３年間
と短期間で行なわれたこと，採穂が現地の融雪状況
に左右されることなどから，さし木適期の早春だけ
ではなく夏頃まで延びてしまったことによるものと
思われます。また，天然林から選抜された優良樹は
高樹齢のものが多いことも原因のひとつと考えてい
ます。
　このため，東北育種場ではさし木発根率の向上策
として用土やミスト潅水の方法など試行錯誤を重ね
ました。また，春ざしで未発根の個体に対しては，
その年の秋に温室を利用して２度目のさし木も試み
ました。
　しかし，こうした取り組みを行っても，なお発根
率が低い個体があることから，平成１７年はさし木の
ほかにつぎ木増殖を併用して増殖数量の確保に努め

ました。
　つぎ木の場合でも，適期以外の樹液流動期に採穂
する５～７月期のつぎ木は，ミスト温室を活用する
など活着率の向上に取り組みました。
　このように取り組んだ結果，平成１７年からは期待
どおりの増殖本数が確保されるようになりました。
　東北育種場における年次別増殖系統数を表－２に
示します。

　
　平成１８年まで増殖した結果，現在も苗畑で養苗中
のものもありますが，初期のものは，育種場内へ植
付保存が開始されています。

３　今後のヒバ優良種苗の生産
　青森県では，既に選抜されているヒバ精英樹に
よって，早期に種子生産が可能なミニチュア採種園
が造成され，種子生産の段階に入っています。今後
は，新たに精英樹となった優良樹も導入し，生育分
布ごとのミニチュア採種園の造成計画も進められて
おり，数年後にはミニチュア採種園からの種子生産
体制が充実すると思います。
　また，新潟県においても今後ヒバミニチュア採種
園の造成が予定されており，東北育種基本区のヒバ
優良種苗の生産供給体制の進展が林業界各方面から
期待されています。
　これまで東北育種基本区関係機関と連携して行
なったヒバ精英樹の選抜から保存が，今後のミニ
チュア採種園の造成を始めとする効率的かつ効果的
な育種事業推進の一助になればと思います。

参考文献
１）篠崎夕子・佐々木文夫・古本良・高橋大樹：ヒバ
優良樹クローンの増殖，平成１７年度東北森林管理
局 森林･林業技術交流発表集，P１６９-１７３，２００６.９

２）篠崎夕子・佐々木文夫：ミスト温室を使用したヒ
バの樹液流動期のつぎ木について，東北の林木育
種№１８４，P８-９，２００７.６

写真−１　東北育種場に保存されているヒバ精英樹

写真−２　奥羽増殖保存園に保存されているヒバ精英樹

表−２　東北育種場における年次別の増殖系統数

H18年H17年H16年選
抜
系
統
数

選抜
年度 つぎ木さし木つぎ木さし木つぎ木さし木

641416H15年

252525H16年

242424H17年

2424312901465計
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１　これまでの充実率の調査方法
　従来，充実率の調査は，発芽率の調査後に未発芽
種子を１個ずつカッターで切って断片を観察して充
実種子かどうかを確認しています。他の方法として
は，軟Ｘ線照射法などもありますが，特定の研究な
どで用いる場合を除いて，あまり一般的ではありま
せん。
　また，スギやヒノキでは，充実率を測定する場合，
発芽率に関連して調べる種子数が多くなるので調査
の負担となります。そのため調査形質から充実率の
測定を省略している場合もあります。

２　改良のポイント
　平成１８年度のスギ種子調査において，発芽調査の
後に残った種子を鉄板にはさんで加圧すると結実種
子の胚乳が白く押し出されて確認できることから，
この方法を参考に簡易に充実率を調査できる方法を
検討しました。

３　機材の準備
（１） 改良に用いた資材
　購入した資材は１台分約１０,０００円程度。
　Ｃ型クランプ（シャコ万）１００㎜ １ 個，鉄板１２０
㎜×１２０㎜×９ ㎜ ２ 枚（加圧用），鉄板１５０㎜×１５０
㎜×９㎜ ２ 枚（底板用），ラチェットレンチ１７㎜ １ 
個（締め付けレバー）その他育種場内の遊休機材を
利用しました。

（２） 溶接等の加工
　これらの加工は東北育種場の溶接機など加工機器
を用いて作成しました。
　加工は以下の手順によります。
　①　底板用鉄板を２枚合わせて溶接する。
　②　Ｃ型クランプと溶接する。

　③　Ｃ型クランプには締め付け時に安定するよう
に支えレバーを溶接する。

　④　ラチェットレンチの尖っているシノー部の先
端を安全のためカットして丸く加工する。

　⑤　全体を塗装。加圧用鉄板の内側はさび止めし
た。

　⑥　底板にはゴム足を取り付け，机に傷がつかな
いようにした。

４　作成した調査機

【技術ノート】

種子調査方法の改良
−充実率測定の効率化−

森林総合研究所 林木育種センター東北育種場　欠畑　　信
青森県農林総合研究センター 林業試験場　田中　功二

　林業用種子の配布には，林業種苗法において発芽率の表示が定められていますが，発芽率を測定した後に種
子の品質を把握するため充実率を調査する場合があります。充実率は，種子のうちシイナやシブダネを除いた
種子数，つまり結実種子数のことをいい，種子の品質の良し悪しの目安となっています。また，充実率は畑地
発芽率にも関連し，まき付け作業の発芽基礎資料として活用されています。
　今回，充実率の調査方法を効率的に行なうため測定機器の開発を試み，充実率の測定を行なってみました。

作成した調査機の正面
（加圧鉄板をセットした状態）

横から見た調査機
寸法：底板３００㎜×１５０㎜，高さ３００㎜
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５　使用結果
（１） スギの場合
　平成１９年１０月に採種したミニチュア採種園産種子
を同年１２月に発芽検定後，本機で調査しました。従
来方法の種子１個ずつ切断面を確認する方法に比べ
て格段に調査能率が上がりました。また，加圧する
と胚乳がつぶれて白く押し出されるので簡単にシイ
ナとの確認ができました。

（２） ヒノキの場合
　平成２０年５月に発芽検定後に行った。ヒノキ種子
はスギと比べて種子の形状が小さく，加圧によりつ
ぶれて押し出された胚乳も少ないので見えにくいが
確認はできました。

（３） ヒバの場合
　青森県農林総合研究センター林業試験場では，平
成１９年１０月に採種したヒバ種子について充実率の測

定を行いました。１００粒ずつ７日間の水浸処理後に本
機と切断法によって行なったところ，双方とも測定
にかかる時間は１５分となり差はでませんでした。し
かし，大量に調査する場合は本機を利用し，結果を
写真撮影しておくと後日判断できるので有効と判断
しました。また，充実率を測定するためにオートク
レーブで１２１℃２０分間の処理を行ったところ，胚乳が
煮えすぎて色が透明になり，逆に判断が難しくなり
ました。ヒバは２４時間で吸水するので水浸処理によ
る調査が有効と思います。

６　おわりに
　この機材を用いて充実率を測定する方法は簡単な
ので針葉樹の小型の種子には活用できると思いま
す。
　また，広葉樹の中でも小型の種子にも活用できる
ものがあると思うので今後検討してみたいと思いま
す。

４　調査機による充実率の調査方法（スギ種子）

①スギ発芽率調査終了後の状態。
種子を濾紙ごと鉄板に移動する。

③種子が重ならないよう鉄板に広
げる

②このとき濾紙の上からティッシュ
ペーパーなどで水分を吸い取ると種
子が扱いやすい。

④片方の鉄板をかぶせる ⑥鉄板を開いた状態。つぶれた胚
乳が白く確認できる

⑤レバーをまわし加圧する

⑦結実種子とシイナほかに分ける。 ⑨充実粒の測定終了⑧結実種子を数える
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ヒノキアスナロのことを林業の世界ではアスナロと
ともにヒバと呼んでいます。ヒノキアスナロの名

前の由来は，外観がヒノ
キに似ていることから，
「ヒノキに明日なろう」が
縮まって，ヒノキアスナ
ロになったという有名な
説があります。「ヒノキに
なろう」としているくら
いですから，林業用樹種
としてヒバはヒノキより
も下位な存在と認識され
ていたのかもしれません。

しかし，ヒバには木材として優れる特性があります。
例えば，木材腐朽を抑制する働きがあるヒノキチ

オールの含有量が多い点が挙げられます。ヒノキチオー
ルはその名からヒノキに多く含まれると思われがちで
すが，日本のヒノキにはこれがほとんどありません。ヒ
バはこのヒノキチオールのおかげで木材が腐りにくく，
シロアリにも強いことが知られています。

ヒバの需要は近年とみに高まっているため，国有林
ではヒバ天然更新を考えながら択伐施業を進めて

います。東北育種基本区の各県および東北育種場ではヒ
バの天然林・人工林から精英樹等を選抜し，将来のヒバ
優良林分形成に向けて遺伝資源の保存を行ってきまし
た。現在，青森県では選抜されたヒバ精英樹のミニチュ
ア採種園を造成し，苗木の供給体制を整えています。こ
れらの詳細は本誌本号や田中（2008）をご参照ください。

農作物などにおける品種の概念は，利用上の特性か
ら分類しており，その特性は環境によって変化し

にくい遺伝的支配を受けている形質を対象としていま
す。育成した植物の新品種に対する育種家の権利等を
謳った国際条約（UPOV条約）では，品種として認定さ
れるために必要な条件，すなわち，①一定期間よりも前
に販売や譲渡がされていない（新規性），②他の品種と
明確に区別できる（区別性），③有性繁殖や栄養繁殖を
行っても特性が均一である（均一性），④繰り返し増殖
した後でも特性が変わらない（安定性），の四つを挙げ
ています。

一方，林木における品種という概念は，農作物等で
用いられているものと意味が異なります（図参

照）。林業における品種は，地域品種と栽培品種に大別
されます。地域品種は，アキタスギのようにその地域の
気候条件等による自然淘汰によって天然に成立したも

のを指します。栽培品種は，さらに在来品種と育成品種
に分けられます。在来品種は，長い栽培期間中の自然淘
汰や人間の無意識的な選択によって成立したもので，ボ
カスギやメアサなどがその代表です。育成品種は，育種
による目的をもって意識的な選択を受け育成された品
種です。

林木育種事業では，育成品種をその繁殖方法の違い
から実生品種と栄養系品種に区分し，実生品種は

さらに集団品種と家系品種に分けています。家系品種お
よび栄養系品種は，例えば雄勝３号からの実生苗集団で
は前者，さし木等の栄養系繁殖による苗木集団では後者
を指します。集団品種とは，採種園産種苗を一つの品種
として捉えたものです。採種園を構成する系統の種類に
よって採種園産種苗の遺伝的な質は異なるため，このよ
うな集団品種という概念が導入されています。

ひんしゅ
【品種】

特定形質が遺伝子型として実用上支障のない均等性
と永続性を保持しうる作物・家畜の個体群名
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ひば
【ヒバ】

ヒノキ科アスナロ属のアスナロとその変種である
ヒノキアスナロの別称名

写真　青森ヒバの天然林
津軽森林管理署金木支署管内

（森林総合研究所 林木育種センター東北育種場　
  育種課　宮下　智弘）
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図　林木育種事業における品種の概念


