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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

関西育種場だより
NO.６２ ２０１０．７

林木遺伝資源として収集したタテヤマスギ（関連記事 P３）

１．平成２２年度関西育種場の主要な取組事項

２．平成２２年度関西育種場の主要な取組事項(続き)

複合多目的棟が完成しました

３．森の巨人たち百選「ブナ平立山のスギ」の収集

４．里山のマツ林再生への取組み(その２)

５．体積と表面積

６．育種集団林の造成について

７．山陰増殖保存園で森林教室を開催

平成２２年度関西林木育種懇話会開催



平成２２年度関西育種場の主要な取組事項

平成２２年度の関西育種場の業務運営に当たっては、独立行政法人森林総合研究所

の中期目標、中期計画に基づいて作成された平成２２年度計画を踏まえ、以下の項目

を主要な取組事項として関係機関と連携を図りつつ確実に実施することとしていま

す。
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１ 林木新品種の開発等

平成２２年度は、材質の優れたスギ品種、スギの耐陰性品種、マツノザイセンチ

ュウ抵抗性品種について、検定・評価を進め、新品種を開発する。

（１）林産物供給機能の向上に資する品種

スギ次代検定林等において、これまでに調査した材質形質のデータをとりまとめ、

材質の優れたスギ品種を開発する。スギ精英樹の苗木を樹下植栽した耐陰性試験地

の調査データをとりまとめ、スギの耐陰性品種を開発する。育林コストの削減に資

するため、ヒノキ次代検定林の５年、１０年次データを用いて成長等を評価し、初

期成長の優れたヒノキ精英樹に関する情報提供をする。

また、森林管理局及び関係府県と連携して、育種集団林の調査、次代検定林から

の第二世代精英樹候補木の選抜を着実に進め、精英樹の次世代化を推進する。

（２）マツノザイセンチュウ抵抗性品種

マツノザイセンチュウによる病害に抵抗性を有する新品種を開発するため、関西

育種場が京都府から選抜したアカマツの一次検定を行うとともに、京都府から選抜

したアカマツ、および鳥取県と島根県か

ら選抜したクロマツの一次検定合格木に

対して二次検定を行う。

また、育種素材の正確な管理のため、

抵抗性品種のクローン集植地（育種素材

保存園と交配園）において、DNA分析に

よるタイピングを開始する。

（３）原種の計画的な生産・配布

開発した品種等の種苗について、関係

府県等の要望を踏まえ原種の計画的な生

産を行い、配布する。

写真 材質の非破壊調査(ファコップに

よるヤング率の推定)



検定林調査用具庫、イベント倉庫、研究標本庫、肥料庫、農薬庫、作業場（ミーティングルー

ム）、器具・資材置場、農機具庫を１棟に配置した多目的棟４５７．７４㎡は平成２２年３月１０

日に工事が完了しました。

昭和３３年に国立関西育種場ができた当時の倉庫等が老朽化したために散在していた倉庫等を

１棟にまとめて、使い勝手のよいように再配置したもので今後の事業に貢献できることとなりま

す。

南側から 平面図
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２ 林木遺伝資源の探索・収集

（１）希少樹種を含む遺伝資源の探索・収集

貴重な樹木の遺伝子の滅失を防ぐとともに、多様な育種ニーズに対応した新品種

の開発を進めるための探索・収集を実施する。

このためビロードムラサキやシコクシラベ等を収集するとともに、増殖・保存及

び特性評価、情報管理等を着実に進める。

（２）遺伝資源情報のデータベース化

遺伝資源情報の利用促進を図るため、

ＰＲ、情報収集を積極的に進めるととも

に、他機関とも連携し遺伝資源情報のデ

ータベース化を進める。

また、林木遺伝資源連絡会を通じ、林

木遺伝資源情報の収集を進める。 写真 苗畑でつぎ木したシコクシラベ

３ 育種成果の普及等

関西育種場が取り組んでいる事業や成果の紹介、各種行事など積極的かつ効果的

な広報活動を展開するため、ホームページに掲載する情報の更新、広報誌の発行な

どを着実に実行する。



遺伝資源管理課 収集管理係長 笹島 芳信

近年、環境の変化や天然林の減少などによ

り、遺伝的多様性が失われつつあることが心

配され、保全が強く求められています。

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・保存に取り組んで

います。収集・保存については、絶滅に瀕し

ている種、枯損の危機に瀕している巨樹・名

木等、また、新品種の開発に役立てるための

育種素材等、保存の優先度や利用価値の高さ

を勘案して進めています。その中、対象とな

る貴重な林木遺伝資源の一つとして、森の巨

人たち百選があります。

森の巨人たち百選は、林野庁が平成１２年

に全国の国有林の中から、胸高直径１ｍ以上

の樹木、又は地域のシンボルとなる樹木など

１００本を選定しています。いずれも巨木で

推定樹齢が数百年から千年以上という特徴を

持っています。このことは、これらが長い年

月を風雪等に耐え病気や虫の害にかからなか

ったことから、他の樹木にはない長寿で風雪

・病虫害に強い遺伝子を持っている可能性が

あります。

関西育種基本区内では「森の巨人たち百選」

が２２本選定されています。現在まで１７本

について、つぎ木やさし木増殖により同じ遺

伝子をもった後継苗木が当場の保存園に植栽

され管理しています。

今回、５月２７日に富山森林管理署のご協

力のもと、ブナ坂国有林の美女平（標高約

１，０００ m ）から下ノ小平（標高約

１，３００ m）の立山黒部アルペンルート沿

いから、森の巨人たち百選「ブナ平立山のス

ギ」を含む、愛称がついた１０母樹からさし

木増殖用の穂木を収集しました。「ブナ平立山

のスギ（愛称：仙洞スギ）」（写真１）は、推

定樹齢３００年以上、幹周９．４ m、樹高

２１ m、他の母樹についても幹周４．８～

１０．５ m、樹高２０～３０ m とそれぞれ特

徴をもった巨木です。

収集した穂木は、１５ cm 程度に調整し、

一昼夜流水に浸漬した後、発根促進剤（粉剤）

を付け、鹿沼土をしいたバットにさし木を行

い、母樹別に管理をしています。（写真２）

さし木後は、温室内に置き自動潅水装置に

よるミスト管理を行っています。

今後は、発根率調査をしてポット等に植替

え、温室や苗畑において管理を行った後、当

場保存園に植栽するとともに特性調査等を行

っていく予定です。

後に、採取にあたって、ご協力をいただ

きました富山森林管理署の関係各位にこの場

をお借りして感謝申し上げます。

写真１ 森の巨人たち百選 ブナ平の立山杉 写真２ さし木の様子
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育種課 育種研究室長 磯田 圭哉

前号で紹介したように、２月１２日、京都の嵐山近郊に

ある里山の一つ小倉山に抵抗性アカマツの苗木を植栽しま

した。その後の活着と生育状況を調査したので、紹介しま

す。

ところで写真１は、嵐山の渡月橋から撮影した小倉山で

す。枕草子で風情ある山としてあげられたのは、この姿だ

ったようです。たしかに、癒される形をしているように感

じます。

さて、本題に入りますが、植栽した苗は、活着自体はと

ても良好で、枯損している個体はほとんどありませんでし

た（写真２）。植栽時には、土壌がなく瓦礫がごろごろして

いる場所も多く心配でしたが、一安心といったところです。

ところが、大きな問題がありました。シカによる食害です。

近年、各地の山々で、植林されたスギやヒノキがシカの食

害に遭い、大きな問題となっています。このような里山に

もシカがいて、しかも、マツを食べてしまうのには、正直

言って驚いています。写真３（左）のように、シカに食べ

られ、丸坊主になってしまった苗も多くみられました。中

には、中央の写真のように、萌芽して回復しようとしてい

るものもありましたが、きちんと育つかどうか不安です。一部に京都市がシカネットを設置して

いました。その効果はてき面で、その中だけ雑草が生い茂っていました。当然マツもシカに食べ

られることなく育っていました。雑草との戦いに勝てば、大きなマツに育つと期待されます。

シカの問題はありますが、食べられずに育っている苗もたくさんあるので、今後、立派な抵抗

性マツの林に育ってくれることを期待するばかりです。
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写真１ 風情のある山、小倉山 

 写真３ シカによる被害。左：食害により丸坊主になった苗。中央：食害後萌芽して回復しつ

つある個体。右：シカネットを設けた区画では、被害がなく、雑草もかなり茂っている。 

 

写真２ ２月に植栽し４ヶ月経

った苗。活着は良好。 



育種課 主任研究員 山口 和穗

表面積と体積の比はさまざまな場合に問題

になります。有名なガリレオの実験では、大

小の鉄球を落下させると、同じ速さで落下し

たことになっていますが、一般には大きな球

が先に落ちます。これは、空気抵抗の重さに

対する割合が大きさにつれて減少するため、

大きな球の方が空気抵抗の影響を受けにくい

ためです。真空状態や空気の抵抗が無視でき

るほどの大きさの場合にのみ同時に落下する

のです。小さな埃のような砂粒を考えれば、

これが舞い上がって落ちてこないことは経験

でよく分かっていることです。全く同じ形な

のに大きさによって空気抵抗の影響が異なる

ことは、我々の感覚と相容れないものがあり

ます。実際、ジャンボジェット機と小型の飛

行機をみて、ジャンボジェット機の方が空気

抵抗の影響を受けにくいことを知っている人

はほとんどいないでしょう。

立方体の一辺の長さをａとした場合、体積

はａ
3
、表面積は6ａ

2
で比は6/aになります。a

が１ｍの時、比表面積は6/mあるいは6m
-1
です。

ａが1cmの時は1cmは0.01mですから600m
-1
に

なります。比表面積は１ｍのサイズの時の100

倍になります。

どんなに複雑な形であっても体積は長さの三

乗に比例し、面積は長さの二乗に比例するこ

とは変わりがないので、サイズに反比例して

面積の割合が減少します。

全く同じ体形の大きな人と小さな人がいた

場合に感覚的には表面積と体積の関係は同じ

だと判断してしまいますが、実際には大きさ

に反比例します。体積に対して表面積が大き

いと冷えやすく温まりやすくなりますが、逆

に表面積の割合が小さいと冷えにくく温まり

にくいことになります。動物が北に行くほど

大きいのは寒冷地での体温維持に大きいほう

が有利だからと考えられています。腸の内部

の面積も同じようにサイズが大きくなると、

体積に対する割合が小さくなります。そこで、

微生物の腸は直線で体長に比べて短く、大き

な生物ほど体長に比べて長い腸が必要になり

ます。このように考えると、体の大きな人ほ

ど胴長になるのが普通です。実際にはそれほ

ど大きな変化がありません。同じだけの消化

効率を上げるためにはより細かく砕くために

顎を発達させるか、エネルギー節約で寝てい

るかあるいは、食べ続ける必要があります。

植物は葉の表面や植物の表面で光を吸収し

て光合成を行います。光合成は植物の表面積

におおよそ比例します。大きさが2倍になると

表面積は4倍になり、光合成も4倍になります

が、体積は8倍になりますから、すべての細胞

が生きていて体積に比例して8倍になると分け

前は半分になってしまいます。このような関

係で草本では、大きさに限度があり、限度を

越える前に種子を作り枯れるのですが、樹木

では幹や枝の内部の細胞はすべて死んでおり、

表面の細胞だけが生きている構造になってい

ます。このため、大きさが2倍になって表面積

は4倍になった時、生きた細胞の数もおよそ4

倍なので、分け前に変化がなく、いくらでも

大きく成長できるようになっているのです。

表面積と体積の比は説明されて初めてわか

る面白い見方の一つです。「そう言われれば、

自分の知っているこの現象も表面積と体積の

比で説明できるかもしれない」と思われる方

がいれば、この文章も役に立ったことになり

ます。考えるヒントや発明の発端になれば幸

いです。
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育種課 育種技術係長 澤村 高至

関西育種場ではスギカミキリ抵抗性の第二

世代品種選抜を目的として、育種集団林を近

畿中国森林管理局の協力を得て岡山県と山口

県に各１箇所造成しました。その中で岡山県

内に造成した育種集団林の作業内容について

ご紹介します。

育種集団林は、「育種集団林推進プロジェク

ト実施要領」に基づいて造成しています。

森林資源の質的な充実、活力ある多様な森

林の維持･推進を図るためには、成長、材質、

諸被害への抵抗性等の単一または複数形質に

ついて、現行の精英樹などと比べてさらに優

れた品種を創出する必要があります。このた

め精英樹などによる人工交雑により第２世代

品種を検定し選抜するための評価を行うこと

を目的としています。

今回の育種集団林は当場から車で１時間程

の場所にある白水山国有林内（美作市）のス

ギ伐採跡地内に造成されました。伐採跡地は

標高約３５０ｍに位置し傾斜は約３５度あり

ます。土壌は近畿、中国、四国地方に分布す

る真砂土が多いために赤みを帯びています。

作業の経過について、平成２１年４月に森

林管理局職員と当場職員が候補地を視察した

後、用地を選び７月下旬に現地での測量作業

を行いました。縦辺約２５ｍ、横辺約５０ｍ

の長方形のブロック６カ所を伐採跡地内に設

定しました。測量作業は晴天の中でイバラ等

を処理しながら行ったために負担の大きな作

業となりました。

翌年２月から岡山森林管理署により伐採跡

地に地拵えが行われ、その周囲を取り囲むシ

カ柵が設置された後に、点付けと植付け作業

を行いました。点付け作業は植付け位置を決

める作業です。竹を割いて製作した長さ１ｍ

強の杭を、巻尺上の目印に従って試験地に刺

し付けます。刺し付ける位置は植付ける苗木

の間隔に合わせ、スギの場合は水平距離で

１．８ｍ間隔としています。また、傾斜度の

違いにより水平距離に対する斜距離が異なる

ために、巻尺には傾斜度別に分けて植付け位

置を示す目印を取付けています。作業は岡山

森林管理署職員と当場職員７名が行い２日間

で終了しました。

その後３月中旬に植付け作業に移り、育種

場職員がライフパックに梱包された苗木

２，１００本を当場から現地まで軽トラック

等に積み込み運搬し、委託会社の作業員７名

と当場職員４名で植付け及び野帳への植栽位

置の記入を行い、２日間で完了しました。苗

木はスギカミキリ抵抗性品種間の人工交雑で

得られた種子を、平成１９年に山陰増殖保存

園内苗畑に播種して養苗管理し、平成２１年

１２月にその苗木１，４４０本に系統名等を

記したラベルを取り付け、当場の苗畑に仮植

していたものを使用しました。

集団林等試験地の造成は苗木の養苗、用地

選定から植付けまで、長期間にわたり行われ

ます。今後、継続して調査を行い、第２世代

品種が選抜されることを期待します。

写真 伐採跡地の様子
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連絡調整課 連絡調整係長 林 勝洋

４月２８日、鳥取県智頭町の山陰増殖保存園において、同

町立土師小学校の全校生徒５４名を対象に森林教室を実施し

ました。

当日は晴天に恵まれ、遠足を兼ねて山陰増殖保存園に遊び

に来ました。園内では紙芝居の後、葉脈のしおり作り、木工

工作、丸太切りチャレンジ、パネル展示を４グループに分か

れて順に体験しましたが、葉脈のしおり作りや木工工作では、

細かな作業に熱心に取り組む姿が見られました。 写真 木工工作

完成した工作の中には家族へのお土産もあるようで、とても嬉しそうでした。

育種技術専門役 坂本 庄生

平成２２年度関西林木育種懇話会総会及び

現地視察が６月７日から８日、当場（岡山県

勝田郡勝央町植月中）において、２５名の参

加の下に開催されました。

写真 総会の様子

初日は、定例総会を行い、平成２１年度活

動報告及び平成２１年度会計報告が承認され、

引き続き平成２２年度の活動計画案、予算案

が提案され了承されました。

その後、役員の改選にあたり会長以下現職

は再任され、欠員であった副会長及び監事が

選任され了承されました。また、今後の懇話

会の活動として、林木育種推進関西地区協議

会の参加及び経費等の節減を行うこととなり

ました。

定例総会終了に引き続き、情報交換を行い、

岡山県森林研究所の森所長から「岡山県の森

林・林業政策」について講演を頂きました。

その後、「岡山県森林研究所における試験研究

について」（岡山県森林研究所石井特別研究

員）、「初期成長の早い精英樹を用いた共同試

験について」（関西育種場山野邉主任研究員）、

「高野マキの挿し木」（赤堀懇話会員）「コン

テナ苗自動耕耘植付機について」（事務局）の

情報提供を頂きました。

二日目は、岡山県真庭市の真庭木材市売株

式会社を訪問し、土場において国産材の市場

動向とその利用について説明がありました。

次に、銘建工業株式会社を訪問し、集成材に

おける外材の利用、バイオマス発電とペレッ

ト生産について説明を聞き、全日程を終えま

した。
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