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　この4月，東北森林管理局岩手北部森林管理署から
異動してきました春原（すのはら）です。よろしくお
願いします。昭和61年に林野庁に採用されて20数年，
林木育種は，初めて経験です。泥縄状態の毎日ですが，
最近，「これからの林木育種は面白くなる」との思いが，
日々強くなってきました。
　東北育種場が，昭和33年にスタートしてから50数年，
多くの先輩の皆さんにより，気象害や病虫害に強く，
成長の良い品種を数多く開発され，地道な検定林調査
を経て，それぞれの環境や経営目的に即した品種が明
らかとなりました。今後これらの育種成果を基にした
循環選抜育種を展開することにより，さらに国民の皆
さんのニーズに即した新たな品種を早期に開発できる
条件が整ったわけです。
　一方，先人が築き上げてきた人工林が次々と利用適
期を迎えている中で，再造林による美しい森林づくり
に当たって，様々な自然環境，林業経営のスタイル，
社会的ニーズに即した優良な種苗に対する要求も日々
高まってきています。
　正に，これからが林木育種の腕の見せ所，これまで
作ってきた種を発芽させ，大きく育てていく時代が到
来したわけです。今後，次の課題に取組み，新たな林
木育種の実現を目指していきます。

1　再造林が可能となる低コスト育林を確立する
　東北育種基本区内の国有林・各県においては，低コ
スト育林の実現を目指し，植栽本数を減らしたり，大
苗やコンテナ苗を使った下刈り期間の短縮などの取組
みが進められています。これらの取組に当たっては，
気象害や病虫害に強く，短期間で成長する優良種苗の
選択が不可欠です。このため，林木育種サイドにおい
ては，各地で行われている低コスト造林の取組みに積
極的に参加し，需要者が求める品種を早期に開発し，
早期に苗木を供給できる体制を整備していかなければ
なりません。当場では，今年度から宮城県農林種苗農
業協同組合との共同研究により，1年で山出しできる
品種の開発に取り組むとともに，育林作業システム全
体を大胆に再構築し，森林所有者が再造林できる条件
整備を進めていきたいと考えています。

2 　需要者が求める優良種苗を必要な時期，必要な量
を供給する
　最近，岩手県ではカラマツ苗木の不足が大きな課題
となっています。このことは，少花粉のスギやマツノ
ザイセンチュウに強いマツの苗木についても，同様の
ことが言えます。つまり，国民の皆さんが求めるスピー
ドに育種事業がついていけない状況にあります。確か
に林木育種には長い時間が掛かりますが，このままで
は，ニーズに応えられない林木育種，そのものがいら
ないのではないかとの話になりかねません。これを打
開するため，早期解析への取組みのほか，着花促進技
術への取組み，種子保存技術の確立，採種園の改良，
早期増殖技術の普及等を図り，需要者が求める優良種
苗を必要な時期，必要な量を供給できるような条件整
備を進めていきたいと考えています。

「一隅を照らす人，これ国宝なり（最澄）」の精神で，
東北地方の森林・林業の未来を開く林木育種を面白く
していければと考えていますので，よろしくお願いし
ます。
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国産材合板が日本の森を守る

セイホク株式会社石巻工場　資材課長　千葉　浩信　　

１　はじめに
　合板とは，原木を表面から「かつら剥き」のように
薄く剥いたものを乾燥させて，繊維方向を直角に交差
させ熱圧接着して１枚の板にしたものをいいます。
　合板という製品の特徴を簡単に表しますと，それは
軽くて丈夫で比較的大きな面を提供できるということ
になります。金属では重すぎ，プラスチックでは軽過ぎ，
適度な強度を持ち，しかも加工が楽で釘打ちもできる。
これは木材を使った合板ならではの特徴であります。
　そのためには「きれいに剥く技術」「きれいに貼る技術」
へのあくなき合板製造技術の追求が必要とされます。

2　セイホクについて
　セイホク株式会社は，1954年に西北ベニヤ工業㈱と
して設立されました。これまで1966年に宮城県石巻市
に薄物合板専門工場を建設以来，型枠用合板，構造材
合板工場などを建設しました。現在，主要の合板製造
やパーティクルボード製造事業のほか，フローリング，
ＬＶＬ（複数単板による同一繊維方向に積層接着した
木質素材），ＭＤＦ（木材繊維に良質な接着剤を添加
して成型熱圧した木質素材）製造，住宅・物流・バイ
オマス発電のエネルギー事業のほかオーストラリアへ
の植林事業など環境関連企業数が51社，社員数が2,600
名となっています。

写真－１　セイホク㈱石巻工場全図

3　合板の歩み
　合板は，これまで100年以上にわたって国民の生命
と財産を守るためにいろいろなところで使われてきま
した。昔は木の皮なども用いられたという話や品質に
関しても雨露をしのぐ程度だったと聞いています。し

かしながら，その用途は住宅内外装や家具材など建築・
土木現場での活用に広がりをみせ，その品質は表面の
平滑さや強度が必要になったことで，おどろくほど技
術開発が進みました。
　現在，合板は日本農林規格によって住宅等の構造用
に用いられる構造用合板，コンクリートの型枠に用い
られるコンクリート型枠用合板，その他として内装用
など用途を特に設けない普通合板に大別され製造が行
なわれています。
　平成19年度の合板の需要状況は年間1,126万m3と
なっており，木材需要の中で一定の需要が確保されて
います（図－１）。また，合板需要の内訳は，構造用
合板が40％と一定の割合を占めています（図－２）。

 

4　合板を取り巻く状況
　このような合板を取り巻く変遷のなか，かつて合板
主原材料だったインドネシアなどからのラワン材につ
いては，地球環境保護の観点から現地の蓄積や生産量，
それにともなう価格の上昇によって輸入が難しくなり
ました。また，その後合板原材料として主役の座を奪っ
たのがロシア産針葉樹のラーチカラマツでしたが，ロ
シアからの供給事情が変化し，輸入が難しくなりまし
た。これは，中国や他国でもロシア材の活用に乗り出

図－1　木材（用材）需要における合板の需要（H19）

図－2　合板の需要の内訳（H19）
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注１　一定の換算率により，
　　　製品から丸太に換算した
　　　丸太材積による。
　
注2　工場残材，解体材・廃材から
　　　生産された木材チップを除く。 出典：林野庁「木材需給表」
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し，そのため購入競争が激化しているからです。ロシ
ア丸太の価格は，上昇の一途を辿っており，国内合板
メーカーは原木供給量の不安，コストの圧迫という二
重苦を強いられています（図－3,4）。

5　国産材及び間伐材による合板の取り組み
　このようなことから国内の合板メーカーは，国産材
にシフトする動きを加速化させています。とりわけ国
内林業界でも課題となっている間伐材を有効利用する
ために，合板原料として利用する取り組みを進めてい
ます。
　しかし，国産材及び間伐材は，ラワン材などに比べ
て小径木を多数用いることになるため，形状比や細り
などの面から単板歩留りが低下します。乾燥効率にお
いても，国産材のスギは含水率60～70％と高く，ロシ
ア産の針葉樹のラーチカラマツに比べ乾燥時間が2倍
程度かかります。また，間伐材では径級が細いことか
ら連続して切削する時間が短いため生産効率等が低下
し，合板のコストは高くなります。
　このような国産材・間伐材合板製造の課題は，それ
ぞれの作業工程において合板機械メーカーや当社ほか
各合板メーカーにおいて技術開発が進められました。
現在は，課題となっていた小径木の対策や乾燥の問題
も改良が進み，スギ，カラマツ間伐材も合板用部材と
して浸透しています（写真－2）。

　ただし，製造技術のほかに合板を適正価格での安定
供給ができなければ消費者のニーズを満たす物造りは
不可能です。
　私たちは，国産材合板を外国産合板以上に積極的に
使っていただくために，ＰＲやマーケティングの拡大
を進めています（図－5）

図－5　構造用合板材の国産材シェア

6　おわりに
　この外材合板に負けない特性のある国産材・間伐材
合板づくりには，原木の安定供給があればこそで，そ
れにともなって間伐材の有効活用ができると確信して
います。併せて間伐の促進によって健全な森林づくり
に貢献し，地球温暖化の原因となっている二酸化炭素
を固定化する機能の増大も期待できます。
　セイホクでは，国産材及び間伐材活用のために5つ
の誓いをたてました。
　①そうだ！地球環境を保護しよう
　②そうだ！住環境を充実しょう
　③そうだ！自然メカニズムを理解しよう
　④そうだ！木に感謝しよう
　⑤そうだ！植林木を利用しリサイクルもしよう
　この5つの誓いをベースに森林資源を300％有効利
用し、あらゆる木質素材の製造販売、リデユース・
リュース・リサイクル事業を行い、「地球環境の保護と
住環境の充実」を目指し努力していきます。
　セイホクでは，国産材・間伐材の合板への活用を通
じて木材自給率の向上と風通しの良い森づくりの助け
となる様，また，木を植えまた使うというシステムの
構築により国土の7割が森林である日本の森を再生，
守るとの考えで取り組んでいます。
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外材
1,849

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

H10 H13 H16 H19 H20
0 0％

10％

20％

30％

40％

50％

60％

国産材

国産材
比率

外材

入
荷
量
(千ｍ³）
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図－4　合板用素材入荷量の推移（H20）
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写真－2　 間伐材合板が生産されているセイホク㈱石巻工場
（左）とセイホク㈱石巻第三工場
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１　はじめに
　宮城県における松くい虫の被害は，昭和50年10月に
枯損木が最初に発見されて以来年々拡大を続けてきま
したが，近年は被害量が1万4千m3 前後で推移して
います。
　宮城県には，特別名勝「松島」における風致林や沿
岸部における潮害防備林をはじめ，住民生活に密着し
たマツ林が多く存在していますが，マツノザイセン
チュウによる枯損木の増加により公益的機能の低下や
景観の維持に支障を来しています。
　そのため，松くい虫被害跡地の復旧や松くい虫被害
に強いマツ林の造成に必要なマツノザイセンチュウ抵
抗性種苗の早期供給が望まれています。
　これまでの研究成果を生かし，平成15年度にマツノ
ザイセンチュウ抵抗性クロマツ暫定採種園を造成し，
平成17年度には，マツノザイセンチュウ抵抗性クロマ
ツ本格採種園を造成してまいりましたが，平成22年度
から種子の供給を開始することとなりましたので，そ
の概要を報告します。

2　採種園の改良と種子生産
　平成17年度に造成したマツノザイセンチュウ抵抗性
クロマツ本格採種園（写真－1）からの種子生産も見
込めるようになり，林業種苗法上の育種母樹林指定手
続きを行う必要が生じました。

 

写真－１　抵抗性クロマツ採種園

　しかし，隣接するマツノザイセンチュウ抵抗性クロマ
ツ暫定採種園には１次検定合格木を植栽しているた
め，１次検定合格木を除去しなければ手続きを進めら
れません。そのため，平成20～21年度にかけてマツノ
ザイセンチュウ抵抗性クロマツ暫定採種園の改良を実施
しています。この改良では，1次検定合格木11品種を

除去し，福島県林業研究センターから譲り受けたマツ
ノザイセンチュウ抵抗性クロマツ品種である福島（いわ
き）27号・（小高）等の植え込みを図りました（写真－2）。
 

写真－2　改良後のクロマツ暫定採種園

　暫定採種園の改良が終了したことで，平成17年度に
造成した抵抗性採種園と暫定採種園（写真－2）を統
合して，育種母樹林の指定申請を行い，平成21年11月
に育種母樹林の指定を受けました。
　育種母樹林として，面積0.39ha，クローン配置を9
型としクローン数14，植栽本数365本となります。
採種園からの種子生産量ですが，平成15年度に造成し
たクロマツ暫定採種園からの種子採取は平成17年度か
ら開始しています。採取される種子は，抵抗性花粉を
人工交配して得られた種子と自然交配による種子の2
種類となっています。
　種子の生産量は順調に増加し，平成20年度は約1,000
ｇを採取し，その内抵抗性品種からは約600ｇでした
が，平成21年度には抵抗性品種から1,080ｇを得てい
ます（図－１）。
 

図－１　抵抗性種子採取量

宮城県のクロマツのザイセンチュウ抵抗性種子の生産と普及

宮城県林業技術総合センター環境資源部　今野　幸則　　
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　5月21日に山形県森林研究研修センターでは，鶴
岡市羽黒林木育種園に雪害抵抗性品種22クローン，
260本による「山形雪害2010ミニチュア採種園」0.07ha

を造成しました。山形県では，今回初めてのミニチュ
ア採種園の造成となります。同センターでは，平成
15年度から多雪地帯におけるミニチュア採種園造成
の課題について試験を行ってきました（本誌№183，
№191）。
　今回はこの試験結果をもとに，平成20年度までに開
発された最新の雪害抵抗性品種による造成です。
　同センターは，今後，成長の優れたスギ品種やスギ
少花粉品種のミニチュア採種園の造成も計画してお
り，県内からはスギミニチュア採種園による雪害に強
い種苗や環境対策に対応した種苗生産に期待が寄せら
れています。
　写真は関係者による造成後の記念撮影。

山形県でスギ雪害抵抗性ミニチュア採種園が造成される

3　実生苗の普及　
　マツノザイセンチュウ抵抗性クロマツ種子の供給が
近づくにつれ，山林種苗の生産者が組織する宮城県農
林種苗農業協同組合では，どのような実生苗の生産・
販売とするか検討を進めてきました。
　宮城県内で植栽されてきたマツノザイセンチュウ抵
抗性クロマツ苗木は，大部分が九州地方のマツノザイ
センチュウ接種済健全苗です。森林所有者からの要望
もマツノザイセンチュウ接種済健全苗木を求めている
ことが多いことから，接種済健全苗木の生産を検討し
ています。
　そのため，当センターでは宮城県農林種苗農業協
同組合の若手後継者で組織された山林種苗生産技術
研究会の会員に対し，マツノザイセンチュウ接種技
術の研修会を実施し，マツノザイセンチュウ接種済
健全苗木の生産に対応できるよう指導を進めていま
す（写真－3）。

 

写真－3　マツノザイセンチュウ接種状況

　造林未済地が増加する中，意欲のある若手山林種苗
生産者が将来に希望を持てる一助になればと思ってい
ます。

4　おわりに
　現在は，抵抗性実生苗の抵抗性の評価と抵抗性品種
の着果特性の調査を行っています。
　抵抗性の評価を行うことにより，抵抗性母樹の特性
を把握し，抵抗性の高い家系の種子を中心に供給した
いと考えています。その結果，種子供給苗木生産者が
行うマツノザイセンチュウの接種による苗木枯損率を
少しでも低減し，コスト縮減に繋がることを期待して
います。
　現在の抵抗性採種園では，採種木が小さく，採種園
内の花粉量が安定しないためか，雄花の着花に優れた
クローンにおいて，近交弱勢の影響か，母樹の抵抗性
を下回る家系がみられています。
　試験を始めたばかりでもあり，評価に用いた実生苗
の本数はまだ十分な量とはいえず，正確な評価は行え
ませんが，今後も研究を進め，より精度を高めたいと
考えています。
　現在のマツノザイセンチュウ抵抗性クロマツ採種園の
クローン構成は，東北地方の品種が9品種，西日本産
の品種が5品種となっています。東北地方で開発され
た抵抗性品種だけで採種園を構成するためには，最低
限度の品種数ですが，抵抗性品種実生苗の評価が進む
ことにより，採種を控える家系が現れるかもしれませ
ん。その対応としても，新品種の開発は継続していく
必要があります。
　地域の気候・風土に適した苗木生産と松くい虫被害
跡地での松林復旧のため，今後も研究を進めて参りま
す。
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１　はじめに
　平成21年度は，「マツノザイセンチュウ抵抗性品種」
としてアカマツ12品種とクロマツ4品種（表-1），
「幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きい品種」
としてスギ7品種を開発しました（表-2）。抵抗性
マツ開発のこれまでの経緯については，既に発行さ
れている「東北の林木育種」（№178ほか）で説明さ
れていますのでご参照下さい。また，東北以外の育
種基本区で開発された「幹重量（二酸化炭素吸収・
固定能力）の大きい品種」と，これまでに開発され
た「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. aff rc.go. jp/）の「林木の新品種
の開発」をご参照下さい。

平成21年度東北育種基本区における新品種の開発

東北育種場　育種課　織部　雄一朗　　

幹重量(二酸化炭素吸収・固定能力)の大きいスギ品種
左から，増川4号，水沢2号，古川6号

東北育種場内育種素材保存園にて撮影

表－1　 平成21年度に開発したマツノザイセンチュウ抵抗
性品種

選抜地 品種名称

岩手県 マツノザイセンチュウ抵抗性岩手（東山）
アカマツ25号

岩手県 マツノザイセンチュウ抵抗性岩手（東山）
アカマツ27号

岩手県 マツノザイセンチュウ抵抗性岩手（東山）
アカマツ33号

岩手県 マツノザイセンチュウ抵抗性岩手（東山）
アカマツ34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2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10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26号

宮城県 マツノザイセンチュウ抵抗性宮城（石巻）
アカマツ124号

宮城県 マツノザイセンチュウ抵抗性宮城（七ｹ浜）
アカマツ176号

宮城県 マツノザイセンチュウ抵抗性宮城（丸森）
アカマツ186号

新潟県 マツノザイセンチュウ抵抗性前橋局（村上）
アカマツ47号

秋田県 マツノザイセンチュウ抵抗性アカマツ精英樹
エ五城目105号

新潟県 マツノザイセンチュウ抵抗性新潟（新潟）
クロマツ8号

新潟県 マツノザイセンチュウ抵抗性新潟（新潟）
クロマツ40号

新潟県 マツノザイセンチュウ抵抗性新潟（相川）
クロマツ27号

新潟県 マツノザイセンチュウ抵抗性新潟（長岡）
クロマツ15号
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2 　幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きい
スギ品種の開発

　近年，地球温暖化への対策が急がれ，温暖化ガス
の一つである二酸化炭素を樹木が木材として固定す
る能力にも注目が集まっています。そこで，東北育
種場では，検定林に植栽されているスギ精英樹ク
ローンを対象に，測定した成長量と一定のエネル
ギーで打ち込んだ針の陥入量から推定した容積密度
数をもとに，幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）
の大きいスギ品種を選抜しました。

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，「マツノザイセンチュウ抵抗性品種」は，ア
カマツが48品種とクロマツが18品種となりました。
「マツノザイセンチュウ抵抗性品種」やその実生家
系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松枯れ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。また，
今回はじめて開発された「幹重量（二酸化炭素吸収・
固定能力）の大きい品種」が，地球温暖化対策の一
助になることを願っています。

マツノザイセンチュウ接種検定
東北育種場内検定用ビニールハウスにて撮影

東北育種場内クロマツ採種園で着花したクロマツ

抵抗性候補木の選抜

表－2　 平成21年度に開発した幹重量（二酸化炭素吸収・
固定能力）の大きいスギ品種

選抜地 品種名称

青森県 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ
精英樹エ増川4号

岩手県 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ
精英樹エ水沢2号

岩手県 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ
精英樹エ岩泉1号

岩手県 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ
精英樹エ川井1号

宮城県 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ
精英樹ケ白石2号

宮城県 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ
精英樹エ古川6号

新潟県 幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大きいスギ
精英樹ケ岩船3号
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　国産材の需要が拡大する一方で林業経営は依然とし
て厳しく，林業の各分野において生産性の向上とコス
トの削減等による経営の効率化が強く求められていま
す。
　平成21年度森林・林業白書では，「スギ人工林の造成・
保育には，植栽から50年生までに平均で約248万円／
haの経費を要するが，この6割に当たる約150万円／
haが植栽後10年間に費やされている」と指摘されてお
り，地拵え，植栽，下刈等のコスト削減が特に重要と
されています。東北育種基本区でも，各県で公表して
いる，地拵え，下刈等の森林整備に係る作業種の標準
単価等から考えて，状況は同様であり，この期間のコ
ストの削減に取り組む必要があります。
　この問題への貢献のため，マルチキャビティーコン
テナ苗の高い生産技術を有する宮城県農林種苗農業協
同組合（以下，宮城県苗組という）と初期成長の早い
スギ品種の開発に取り組んでいる東北育種場が共同研
究を行うこととしました。研究の目的は，従来播種か
ら山出しまで3年を要していた育苗期間を１年に短縮可
能な短期育成系統の選抜とその養苗技術を開発するこ
とです。研究期間は平成2010年3月1日～平成2012年
4月30日の2年 2ヶ月です。

１　苗木育成技術と初期成長優良品種の相乗効果
　本共同試験の大きな目的は，苗木の育成から下刈終
了までにかかる経費の削減による低コスト林業への貢
献です。
　マルチキャビティーコンテナ苗は，植栽の省力化や
良好な初期成長が期待される生産方法です。宮城県苗
組では，マルチキャビティーコンテナ（以下，コンテ
ナと呼ぶ）による苗木育成に取り組み，スギでは露地
で3年かかる播種から山出しまでの期間を，2年に短
縮することに成功する等全国でも先進的な成果を上げ
ています（写真－1）。この生産方法では，ビニールハ
ウス等の施設やコンテナ，用土等を購入して整備する
必要があるため，現状では苗木の生産コストが苗畑で
の露地生産に比べて余計にかかっており，苗木の販売
価格も露地生産苗木に比べてやや割高です。初期成長
の早い優良品種の種子を用いれば，現在2年かかって
いる育苗期間を1年に短縮できる可能性があり，さら
に生産コストを下げられると期待しています。また，
育苗期間が1年になれば，造林者から苗木生産業者へ
の注文生産が可能となり，苗木生産者は余分な苗木を

準備しておく必要がなくなり，この点でもコストを抑
えることができます。これらにより，価格を露地栽培
に近い水準までに下げることができ，コンテナ苗に期
待されている植栽の省力化等によるコストダウンの効
果を，一層高めることができます。
　また，植栽後の下刈り回数を軽減するためには初期
成長が旺盛な品種を選んで植栽することが有効です。
なぜなら，精英樹の中でも格段に初期成長の優れた品
種を両親とする実生家系を植栽した検定林の成育状況
を見ると（写真－2），林齢10年時の段階ですでに周囲
の一般苗を凌駕しており，このような品種を植栽すれ
ば速やかに下草からの被圧を抜け出せると考えられる
からです。

　すなわち，コンテナによる苗木育成のノウハウを有
する宮城県苗組の技術を，東北育種場の所有する初期
成長の優れた実生品種に活用すれば，地拵え～下刈ま

マルチキャビティーコンテナと初期成長の優れた品種の相乗効果による
低コスト林業を目指した取組み

東北育種場　育種課　宮下　智弘・星　比呂志　　

写真－1　コンテナ苗（2年生）

写真－2　初期成長の優れた両親を持つ
実生苗（右側）と一般実生苗（左側）
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でのコストを大幅に削減することが可能となると期
待しています。以下は試算です。
　宮城県が公表している平成20年度森林育成事業
標準単価表によれば，スギを3,000本/haで再造林す
る場合，地拵えから植栽までに１ヘクタールあたり
783,000円，下刈は1回１ヘクタールあたり74,000円
の経費がかかります。通常6回程度下刈を行います
ので，地拵え，植栽，下刈に計1,227,000円が必要と
なります。今回の共同研究により，コンテナ苗の価
格を裸苗の2割増し程度に抑え，下刈りを6回から
2回に減らすことができれば，軽量であるコンテナ
苗の植え付けによる功程の向上も仮定すると，地拵
え～下刈に必要な経費は約35万円以上節減できま
す。さらに，ヘクタールあたりの植栽本数を3,000本
から2,000本に減らせば，約50万円以上の経費節減が
見込まれます。
　今回，東北育種場で選定した実生品種は，通常の
精英樹と比べて林齢5～20年の成長が優れているこ
とが明らかとなった精英樹の中でもいわばエース級
の品種です。しかしながら，いくつか未解明な点も
あります。一つは，これらの品種の苗畑段階での成
長量については，まだ充分な知見がありません。成
長が早いと言われるコンテナによって育成したとし
ても，播種後1年で山出しできる苗木に育てられる
かは現状では未解明です。また，これらの品種の林
地における初期成長についての遺伝的特性は，苗畑
で育成した裸苗を林地に植栽したうえで優れている
と判定しているため，コンテナによって育成した場
合でも林地で同様の初期成長を示すかどうか確認
する必要があります。このように，本試験では，ま
だ未解明の部分はあるものの，現時点で最良の品種
と苗木育成技術を充分に活用しており，低コスト林
業を苗木レベルから実現するための最大限の対応を
図っています。

2　コンテナへの播種
　これまで宮城県苗組で行っているコンテナ苗の育
成方法は以下のとおりです。すなわち，1年目の春
に苗畑へ播種し，その年の秋または翌春に毛苗をコ
ンテナに移植し，その後，コンテナでさらに1年間
養苗して2年生苗を山出ししています。しかし，こ
の方法では，苗畑からコンテナへの移植を行うため
の手間やコストが余分に必要という問題もありまし
た。これを解決するため，コンテナに直接種子を播
種することとし，また，一層の育苗コストの削減の
ため養苗期間を従来の2年から1年に短縮すること
を目指します。そのうえで苗高35㎝以上の規格苗と
なる事を目指しています。
　2010年3月1日，初期成長の優れた品種と宮城県
内で流通しているスギ種子等の計21系統をコンテナ
へ直接播種しました（写真－3）。この試験には宮城

県苗組の組合員の3名の生産者（蔵王町1名，東松
島市2名）に参加いただいています。使用する用土，
覆土は宮城県苗組が推奨する標準的なものを基本と
しつつ，各生産者が工夫を加えたものです。3名のう
ち2名は１系統あたり150㏄コンテナ3枚（1枚40穴）
に播種し，1名は1系統あたり150㏄コンテナ5枚と
100㏄コンテナ1枚に播種しました。播種後の育成方
法については各生産者がそれぞれの工夫をしながら
行うことになっています。
　2010年春の東北地方は低温となり，岩手県など
では桜の開花が例年よりも1～ 2週間程度遅れまし
た。そのようなこともあってか，発芽にかかる時
間は例年よりも長かったように思われました。しか
し，4月27日に各生産者のところに伺って発芽状況
を調査したところ，東松島の2生産者では多くの系
統で発芽が確認され，早いものでは芯が立ち，本
葉も展開していました（写真－4）。蔵王町の生産
者は蔵王山系のふもとであり気温も低いため，発
芽は東松島よりも遅くれていましたが，それでもコ
ンテナの1穴ごとに注目すれば，種子の多くは芽が
出ていて直立するのを待つばかりという穴が多く
見られました。これら発芽苗が，これから1成長期
間の間に苗高35㎝の規格苗として成育するかどうか，
各品種は初期成長が優れる遺伝的特性を十分発揮し
ているか，今後注目して調査していきます。

写真－3　コンテナへの播種

写真－4　発芽状況（2010年4月27日，東松島）
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１　はじめに
　東北育種基本区で選抜されたヒノキは，精英樹15，漏脂
病抵抗性候補木76となっています。これらは，東北育種場
（以下，当場という。）内に育種素材として保存されていま
すが，ほとんどがさし木によるクローン増殖を行って保存
されています。このヒノキのさし木について，当場で行っ
ている方法をご紹介します。

2　さし木施設
 　当場で露地のさし木は，低温や遅霜など気象の影響が
あることから，人工的に温度や湿度の管理，自動ミスト灌
水ができるミスト温室を利用しています。温室の内部は，
ある程度の温度と湿度を保つことができるよう保温シート

を用いて二重構造にしていま
す（写真－１）。さし付け床
は，運搬時の利便性や排水
面を考慮し，幅26㎝，長さ36
㎝，縦13㎝で2～ 3㎜の網目
の入ったプラスチック製のカ
ゴに用土として，ゼオライト

を使用しています。ゼオライトは，通水性と通気性が良く，
土壌改良材や根腐れ防止剤として他の用土と混合し販売
されています。また，土壌用以外にも用水排水処理剤やろ
過剤など工業用にも用いられています。このゼオライトを
さし木用土として青森県が取り組んだ成果を参考にして当
場でも利用しています。カゴに入れたゼオライトはそのま
ま使わず，一度水を通して微細粒を除いた状態にします（写
真－2，3）。

 

3　さし穂
　ヒノキの採穂は，他の樹木と同様に活動休止期の冬季に
行いますが，積雪により採穂ができない場合があるため，
雪解けが始まる3月から行い，親木の樹幹によく陽光が当
たり，気象害などの被害を受けていない枝を選びます。さ
し付け作業まで期間がある場合は，おが屑に水を含ませた
ものの中に穂木を入れて低温貯蔵しています。水分は，強
く握りしめた時に水がしたたり落ちない程度にします。
　さし穂の大きさは，約20㎝（剪定バサミと同等程度の長

さ）にし，下部の3分の1程度はさし付部位になるため，
葉が着いている場合は剪定
バサミで切り落とします。さ
し付け先端の切口は，切り出
しナイフなどの鋭利な刃物
で楕円形に切り，反対側を3
分の1程度切り返しています
（写真－4）。

4　さし付け
　床土が乾燥しているようであれば灌水により水分を含ま
せておきます。さし付けは，割り箸などの案内棒で垂直に
穴を開け，さし穂の切口にインドール酪酸の粉剤を塗布後，
切口が損傷しないよう慎重にさし穂の3分の1程度を床土

にさし付け，床土と切口が密
着するようにさし穂基部付
近の床土を指で押さえます。
1カゴ当たり20本～ 30本程
度さし付けをしています（写
真－5）。

5　管理
　平成21年度は，4月初旬にさし付けを行い，湿度が90％
を下回らないよう窓の開閉温度を30度より高めに設定し，
ミスト灌水を7時から18時の間を60分間隔で30秒行い，7
月初旬からは，保湿被覆材を徐々に開放し，温室窓の開閉
温度を25度程度にしました。また，9月からは，苗畑で越
冬させるために野外へ運び出し，管理をしています。1系

統当たり25本，68系統のさし
木を行った結果，90％を超
える発根率を示した系統や
全く発根が見られなかった
系統がありましたが，全体の
発根率は平均33％でした（写
真－6）。

6　おわりに
　昨年は，多湿気味によりさし穂の根元付近に腐れが見ら
れたこと，機械の異常により一時高温状態になったことが
ありました。昨年の問題を整理し，安定的な苗木生産に努
めていきたいと思います。

参考文献
　樹木のさし木増殖　　平成11年3月　　林木育種セン
ター東北育種場指導課

ヒノキのさし木増殖
東北育種場　遺伝資源管理課　千葉　信隆　　

写真－１　ミスト温室

写真－4　さし穂

写真－5　さし付後

写真－6　越冬したさし木苗写真－2　ゼオライト 写真－3　さし付床
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　平成21年12月3，4日の両日，東北育種場において平
成21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。
　会議の主な内容について以下のとおり紹介します。
 

１　マツノザイセンチュウ抵抗性育種事業
　平成21年度のマツノザイセンチュウ抵抗性二次検定
の結果，アカマツ12クローン，クロマツ6クローンの
合格が東北育種場から報告され，今年度の優良品種評
価委員会に新品種として申請することで了承されまし
た。また，依然として合格木本数が少ないクロマツに
ついては，今後の選抜及び検定を推進する必要性につ
いて再確認されました。
　平成18年度より，林野庁からの委託事業として抵抗
性品種等緊急対策事業が実施されており，クロマツに
ついては合格木が少ないこと，特に，日本海側に適し
た品種も少ないことから重点的に選抜・採種が行われ
ています。
　既に開発された抵抗性アカマツ，クロマツについて
は，採種園造成用の苗木育成を行っており，また，ア
カマツの未検定精英樹について，検定用苗木の育成を
行っていること等が説明されました。
　当該対策事業は，今年度で終了するものの，クロマ
ツについては，今後も各県と連携して品種開発を推進
していく必要があることが確認されました。

2　花粉症対策品種の開発
　各県における，花粉症対策品種の開発ニーズについ
て調査を行った結果，無花粉及び少花粉品種開発の
ニーズが高いことが報告されました。また，少花粉品
種における精英樹からの選抜については，概ね終了し
たと考えられ，今後は，スギカミキリ抵抗性品種や寒
害抵抗性品種等からの選抜も検討する必要性があるこ

と，山林種苗協同組合等の民間業者から，苗木生産の
ための種穂の増産や，穂木から種子への供給切り替え
の要望が各県へ出されていること等が東北育種場から
報告されました。

3　林産物供給機能の向上に資する品種の開発
　東北育種基本区は，スギの素材，苗木ともに，全国
でも主要な生産地であり，今後も，健全な林業経営を
行いながら，継続的に木材生産を行うことが重要です。
ここでは，初期成長の優れた品種の開発について東北
育種場から説明され，育林経費で高い割合を占めてい
る下刈り費用の削減につながる点等，将来の林業経営
において有用な品種であることが紹介されました。

4　抵抗性クロマツのさし木による増殖技術の開発
　東北育種場から，九州育種基本区で用いられている
クロマツのさし木増殖について，開発された技術のポ
イント・必要な施設等紹介されたほか，夏季が短く，
冬季の寒さが厳しい東北地域での技術開発における検
討課題や，現状で想定される品種開発と苗木生産のス
ケジュールについても説明されました。
　これまでクロマツのさし木については，当部会でも
取り組んできましたが，マツノザイセンチュウ抵抗性育
種事業や緊急対策事業で培った成果と共に，この増殖
技術が本格的に活用され，東北地域におけるマツ材線
虫病被害地に抵抗性苗木の早期植栽が期待されます。

5　情報提供
　平成20年度の各県と東北育種場における採種園産種
子生産の傾向と問題点が示されました。この課題は平
成17年度から継続して行われており，今回，青森県と
秋田県からは，種子精選と発芽検定に関する報告があ
りました。
　育種事業の基盤である苗畑事業における情報の共有
化を図るため，各機関の苗畑作業の実施体制や，作業
の工夫点，問題点が紹介されました。
　東北森林管理局からは，低コスト造林を目指したコ
ンテナ苗の普及推進について，仙台森林管理署管内
で行われたスギコンテナ苗の植栽試験が紹介されまし
た。また，花粉症対策に関して三陸中部森林管理署管
内で花粉の少ないスギを植栽しており，今後，供給が
可能になるようであれば積極的に使用していきたいと
の説明がありました。

　議事終了後は，東北育種場と出席機関の個別の打ち
合わせが行われ閉会されました。

（東北育種場　連絡調整課　黒沼　幸樹）

技術部会の状況
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日本の林業では裸苗を用いることが一般的です
が，ポット等により育成された培地付きの苗

木を植えることもあります。これらの苗木は，植え
る時に根の形が崩れずに形を保つ性質，すなわち成
型性を必要とします。培地付きの苗木は成型性が生
じる要因によってブロック苗とプラグ苗に分けられ
ます。

ブロック苗は崩れにくい培地で育成された苗木
です。すなわち，ブロック苗の成型性は培地

自体によって得られたものです。一方，プラグ苗は
根が鉢内に充分に伸長することによって成型性を得
たものです。すなわち，培地の種類によらず，根自
身によって成型性を得た苗木です。コンテナ苗はプ
ラグ苗の典型であり，根系が充分に発達しているた
め手にしても根の形が崩れません。

従来のポット苗などでは根系の発達によって生
じる根巻きのため，植栽後の成育不良や倒木

等の問題もありました。しかし，コンテナ苗の育成
に使われるマルチキャビティーコンテナにはこれを
防ぐための工夫が施されています。

（東北育種場　育種課　宮下智弘）

マルチキャビティーコンテナとは，苗木を育て
るための多数（マルチ）の穴（キャビティー）

が付いた容器（コンテナ）であり，単にコンテナと
も呼ばれます。また，コンテナによって育成された
苗をコンテナ苗と呼びます。コンテナ苗の成長は早
いため，苗木育成に必要な経費の節減が期待でき，
また，裸苗と比べて軽量であるため苗木運搬から植
え付けまでの作業が効率的に行えると期待されてい
ます。

コンテナの側面にはリブと呼ばれる鉛直の方向
に高さ1㎜程度の壁が複数作られており，根

はこのリブに沿って下まで伸びることにより根巻き
が防止されます。また，コンテナの各穴の底は開い
ているため，リブに沿って伸びた根や直根はいずれ
底から出ます。しかし，コンテナを中空に設置する
ことにより，穴の底から出た根は空気に触れて成長
を止めます（空中根切り）。この現象によって，苗木
にダメージの少ない形で根切りが行われ，成長が促
進されると考えられています。

 

（東北育種場　育種課　宮下智弘）

ぷらぐなえ
【プラグ苗】

名 根系の発達により成型性を得た苗木

まるちきゃびてぃーこんてな
【マルチキャビティーコンテナ】

名 苗木を育てるための多数の穴が付いた容器

コンテナ苗の成型性

中空に設置されたコンテナによる育苗
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