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これからの山形県の林業を進める林木育種の成果
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　皆様には，日頃より山形県の林木育種事業に対し，
ご指導，ご協力を賜り，厚くお礼申し上げます。
　本県の林木育種事業は，昭和３２年からのスギとア
カマツの精英樹選抜に始まり，採種園・採穂園の造
成，次代検定林の設定・調査，「出羽の雪１号，２号」
に代表されるスギ雪害抵抗性育種等を中心として事
業を展開してきました。近年になってからはマツノ
ザイセンチュウ抵抗性クロマツの開発やスギ花粉症
対策品種の開発など，新しいニーズに対応した育種
に取り組んでいるところであり，ようやく一定の成
果が蓄積されてきたと感じております。
　このように林木育種事業は長い期間にわたって着
実に進められてきましたが，その一方で一般の森林
所有者の林木育種についての認識が，あまりにも薄
いと感じる瞬間が多くあります。その要因としては
林業の厳しさから経営意欲が減退していることもあ
りますが，本県では育種成果の普及体制の整備とPR
が遅れてきたことが大きな一因となっていることも
否めないところです。林木の育種は他の農業作物と
は比較にならないほど長期間を要するにも拘わら
ず，現在は短期間で目に見える成果が求められる時
代です。そのためには，完全なものでなくても，そ
の時点で一番良いものをタイムリーに出していくこ
とが現在の最優先課題と考えており，平成２１年４月
に改定された「山形県林木育種事業基本指針」では
最新の育種成果を取り入れた採種園の整備を早急に
進めることにしています。その計画の内容としては，
①全国初となるスギ雪害抵抗性ミニチュア採種園を
今年の春に造成し，平成２４年度から種子を供給する。
②少花粉スギミニチュア採種園を平成２３年，無花粉
スギミニチュア採種園は平成２７年頃を目途に造成

し，平成３０年までに
少量でも種子が供給
できる体制を整え
る。③アカマツ及び
クロマツ抵抗性採種
園についても順次造
成準備を進め，十分
なクローン数が確保
できない場合は暫定
採種園として，平成

３０年までに抵抗性種子を供給する，というものです。
今後の造林量と造林者が求めるニーズが不透明なた
め，少量の種子を安定的に生産することを基本とし
ており，そのため新しい採種園はいずれも０.１ ha未
満，小さいもので０.０１ ha程度の小区画として複数区
画を整備していく予定です。今までは昭和３０〜４０年
代に造成された精英樹採種園からの一括生産でした
が，高品質多品種生産に移行していくことは，本県
林業の大きな前進になると確信しており，造林意欲
を失くしている現状に対して少しでも明るい材料に
なれば幸いと考えております。また，次期育種計画
の柱であるスギ次世代育種には大きく期待してお
り，実生検定林の中から選ばれる初期成長の優れた
第二世代品種によるミニチュア採種園も材料が整い
次第，計画していきたいと考えています。
　今後ますますスピード化していく時代に対応すべ
く，微力ながら林木育種の発展に努力して参ります
ので，林木育種センター東北育種場並びに東北育種
基本区の関係機関の更なるご指導，ご協力をお願い
申し上げます。

スギ雪害抵抗性ミニチュア
採種園の造成
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【寄　　稿】

特色のある緑の公園を造る

新潟県村上市 特色のある緑の公園を造る会 会長　佐藤　　巧

１　始めに
　里山だった所が，化石エネルギーに代わった途端，
大人も子供もそこから姿を消した。共存共栄を忘れ，
木は束の間に枯れ果て，人は里山を無くし，人間の
発展の為だけを考え，畏敬を忘れてしまった。
　先代は，山を開墾すると，その地にあった植物を
残し，鎮守の森とし，残してくれた。それを私たちは
次代に引き継がなければならないと考えています。

２　特色のある緑の公園を造る会の発足と背景
　心豊かで，楽しい町を創ってゆこうと思った新潟
県荒川町（平成２０年４月合併により村上市となる）
法人会青年部（５０歳前の経営者又は後継者）の有志
２５名が集い，過疎化を憂い，その対処として共用開
始寸前の「グリーンパーク荒川総合運動公園」を利
用する事を考えたのです。
　山（約２０ ha）を削って造っている公園，その緑地
帯に，毎年，町内の小・中学生に植樹を体験させ，１
人１人に木を持ってもらう。そして，それを会が管
理してあげられたら，植樹者には郷土愛を持っても
らえるだろうし，この町を離れたとしても，自分の
木があれば，折々に触れ思い起こして頂けるものと
思う。この町の過疎化が進んでも潜在人口は増える，
楽しい町になるという確信の下に平成８年１１月に
「特色のある緑の公園を造る会」が発足しました。

３　特色のある緑の公園とは
　潜在人口を増やす，楽しい町を創り出すという事

と新潟県及び隣県に自生する，北限或いは南限の常
緑樹及び人為的に消滅されそうな樹木又は地域に生
息している樹木の種子を蒐集し，種子をポットに播
種し苗を作り，子供たちに植樹していただく。そし
て植栽位置図と樹木の所在及び植栽者台帳を作成
し，出来る限り追跡調査をしながら管理し，学習の
場として提供できるようにし，次代に引き継いでゆ
く事。これが当会の特色のある緑の公園です。

４　会の「特色のある緑の公園」がある所は
　新潟県村上市梨木地先（国道７号線と国道１１３号線
の交差点から国道１１３号線を山形方向に３００ m進み，
そこを右折し，５００ m直進した所）のグリーンパーク
あらかわ総合運動公園（中央広場・多目的競技場・
多目的広場・テニスコート・野球場・憩いの広場・
どんぐりの森などがあります）の管理棟付近の緑地
帯及びどんぐりの森区域の所です。

５　平成８年から平成２２年までの植樹者の経緯
　平成８年から種子の蒐集をし，平成９年から播種
を行い，平成１０年に初めて植樹を小・中学生４５名で
行いました。
　平成１１年も４５名で，平成１２年には８０名となり，平
成１３年には町内小学６年生全員と幼稚園児の１５０名
程で植樹をすることとなりました。
　平成１４年から平成１９年までは１５０名程で行い，平成
２０年には５市町村の合併となり，岩船・郡市の緑の
少年団が参加し２００名程で行いました。

写真－１　子供たちによる植樹風景

写真－２　種子から育てた苗木
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　平成２１年は２００名程で行い，平成２２年は一般者も参
加し５５０名程で行いました。
　総勢２２００名程の皆様に植樹していただきました。

６　今までに植栽された樹木
　アカイタヤ・アカガシ・アカシデ・アカマツ・ア
カメガシワ・アサダ・アベマキ・イチョウ・ウラジ
ロガシ・ウワミズザクラ・エゴノキ・エゾイタヤ・
エゾイボタ・エゾツリバナ・エノキ・オオニワトコ・
オヒョウ・カスミザクラ・カツラ・カマツカ・カヤ・
キタコブシ・キハダ・クリ・クロベ・ケアブラチャ
ン・ケナシヤブデマリ・ケンポナシ・コナラ・コハ
ウチワカエデ・コマユミ・コミネカエデ・サイカチ・
シウリザクラ・シバコブシ・シラカシ・シロダモ・
スダジイ・ソメイヨシノ・ソヨゴ・タニウツギ・タ
ブノキ・タムシバ・チドリノキ・チャ・チャボガヤ・
チャンチン・チョウセンゴヨウ・ツノハシバミ・ト
チノキ・トベラ・ナナカマド・ナンキンハゼ・ネズ
ミモチ・ネムノキ・ハクウンボク・ハルニレ・ヒサ
カキ・ビワ・フサザクラ・フジキ・ブナ・マサキ・
マユミ・マルバゴマギ・マルバシャリンバイ・ミズ
ナラ・ミツデカエデ・ミネカエデ・ミネザクラ・ミ
ヤマザクラ・ミヤマナラ・ミヤマハハソ・ミヤマイ
ボタ・ムラサキシキブ・ムラサキマユミ・メグスリ
ノキ・モミ・ヤブツバキ・ヤマグルマ・ヤマブキ・
ユキツバキ・ユキバタツバキ（５０音順）。
　以上８３種。

７　続けてこられた原動力
　最初は，子供たちの送迎，植栽後の苗の管理と大
変でした。しかし嬉しかった事が２つ生まれました。
１つは，平成１３年に「社団法人にいがた緑の百年物
語緑化推進委員会」が新潟県の肝いりで生まれ，その
お蔭様で物心両面の支援を頂くようになりました。

　２つ目は，平成１５年に町の支援と協力により「植
樹を通じ，自然を学ぶ日」が生まれた事です。
　今では子供たちと自然について講師を招き楽しく
勉強しています。
　植栽木の管理と毎年のイベントの準備，その苦労
は子供たちが笑顔と歓声で行う植樹で一掃され，ま
た来年もという原動力に変わります。

８　思い出して公園に来てくれるだろうか
　毎年，開会の挨拶のときに「木の名前は忘れても
いいから，ここに木を植えた事とその木を管理して
くれる人がいる事を忘れないでほしい」と言い続け
てきました。
　月日の経つのは早いもので，会が出来て１５年とな
り会員の平均年齢は５０代後半となりました，しかし
心はあの時のままです。
　最初の年に植えてくれた子供たちは，社会人とな
り，どこかで暮していることだろうと思います。
　そろそろ思い出し，この公園に訪ねて来てくれる
ことを楽しみに待っています。

９　最後に
　「東北の林木育種」に寄稿することとなり，初めて
林木育種推進東北地区協議会を知りました。また，
長い年月を費やし「マツノザイセンチュウ抵抗性品
種」や「幹重量（二酸化炭素吸収・固定能力）の大
きい品種」などを開発されている事を知り，大変心
強く思いました。
　壊れかけている地球，人間が壊してきた地球を救
うのは植物であろうとも云われております。
　特色のある緑の公園の木が皆様のお役に立てる日
が来る事を期待し，また，皆様の開発された品種が
人と共存し続けられるモノでありますことを祈念致
します。

写真－３　平成２２年５月の植樹会風景

写真－４　初年度(平成１０年)に記念植樹した子供たち
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要があります。
　そこで，暫定採種園のアカマツが花を付け始めた
平成１４年度から，系統ごとの着花，種子生産量の調
査を行ってきました。
　アカマツは雌雄同株で，雌花はその年の春に伸び
た枝先に，雄花はその年の春に伸びた枝の下部に着
きます（写真－２，３）。

新潟県の抵抗性アカマツ苗木の供給

新潟県森林研究所　樋口　有未

【育種トピックス】

１　はじめに
　新潟県におけるマツノザイセンチュウ病被害は昭
和５２年に確認され，その後全県的に広がりました。
被害量はピーク時に比べ減少していますが，なお継
続して発生しています（平成２１年度被害量約７千
逢）。抵抗性育種事業は平成２年から抵抗性候補木の
選抜を開始し，アカマツについては平成１２年度に，
一次検定合格木５８系統による暫定採種園を造成しま
した。この採種園では，平成１５年度から事業用の種
子生産を開始し，現在では，抵抗性アカマツ苗「に
いがた千年松」を供給するに至っています（東北の
林木育種No.１８２参照）。

２　採種園概要
　アカマツ暫定採種園は平成１２年に造成し，面積０.５３
 ha，一次検定合格木５８系統，植栽本数２９０本という
構成です。植栽間隔は３mで樹高は３.５ mで断幹を
行っています。（写真－１）

３　着花状況
　採種園では，園内の自然交配により種子を生産し
ています。そのため，各採種木の着花状況（花の量）
が，生産される種子の量と質に大きな影響を与えま
す。スギやヒノキでは，ジベレリンというホルモン
処理による着花促進を行っていますが，アカマツは
ホルモン処理による着花促進方法が確立されておら
ず，着花量は系統による性質の差や樹齢等に大きく
影響されます。
　より良い種子をより多く生産するためには，採種
園の着花状況や種子生産量の実態を明らかにする必

0

1

2

3

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

指数

雌花
雄花

図－１　平均着花指数の推移

写真－１　抵抗性アカマツ暫定採種園

写真－３　アカマツ雄花（矢印）

写真－２　アカマツ雌花（矢印）
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た系統数／接種した系統数）。
　抵抗性マツに対する需要は非常に高く，毎年出荷
調整を行っています。平成２０年度からは，過去の検
定結果も考慮し，当年度接種検定に合格した系統に
加え，過去の接種検定において成績が良好な系統も，
にいがた千年松として出荷することとなりました。
このため，平成２０年度からは供給量が大幅に増加し
ています。

　以上のように，当所では毎年，暫定採種園の後代
実生苗に接種検定を行っております。この結果がそ
の年のにいがた千年松の配布系統の基準になるわけ
ですが，この検定は後代実生苗の抵抗性を把握する
目的も持っています。
　検定は平成１８年から開始し，今年度で終了します。
この５年間の結果を受け，今年度から抵抗性の不良
な系統の種子を除いて配布する計画です。また，今
後，採種園の改良も検討する予定です。

　毎年，着花が確認できる５月頃に調査を行い，採
種園を構成する５８系統，２９０本すべての個体の，雌花・
雄花の着花量を，少ない順に０〜５の６段階の指数
で評価しました。
　調査結果を図－１に示します。調査期間中に全系
統の雌花・雄花の着花を確認できました。雌花は隔
年で豊凶を示し，雄花は平成１４年〜１７年は減少して
いますが，平成１８年以降増加傾向にあります。これ
は，新枝を増やすための剪定を行ったことと，採種
木の成長によるものと思われます。この調子で今後
も雄花の量が増えれば，園内の花粉濃度が増加し，
充実した交配が期待できます。

４　種子生産状況
　これまでの種子生産量を図－２に示します。毎年
約１,０００〜２,５００ gの種子を生産しており，雌花の着花
量を反映して，隔年で豊凶がありました。アカマツ
は受粉から種子の採取まで，１年半かかるため，雌花
着花量の豊凶が反映されるのは，翌年となります。
　また，平成２０年度はこれまでの採取量より遙かに
少ない，１７８ gしか取れませんでした。これは，平成
１８年度に採種木がマツバノタマバエという害虫によ
る被害を受け，翌年の雌花量に影響を与えたためで
あると考えられます。

５　苗木供給量
　これまで供給されたにいがた千年松の量を表－１
に示します。
　にいがた千年松として供給できる苗木の系統は，
毎年，新潟県森林研究所で行っている，マツノザイ
センチュウ接種検定の結果に合格した系統のみとし
ました。合格の基準は，東北地方等マツノザイセン
チュウ抵抗性育種事業で使用されている対照苗を使
用し，対照苗と同等以上の生存・健全率を示す系統
としました。気象等の環境条件が毎年一定ではない
ため，合格率＊は表２にあるとおり，２４〜６４％と年に
より大きなばらつきがありました（＊合格率＝合格し
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図－２　種子生産量の推移

表－１　苗木供給量（千本）

２１２０１９１８年　　度

３８３０１７１２供給本数

表－２　接種検定合格率（％）

２１２０１９１８年　　度

６４２４５５５４供給本数

写真－４　にいがた千年松の植栽
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３　精英樹相互の人工交配の実施
　さらに抵抗性の高い種子を生産する採種園を造成
するため，比較的抵抗性が高い精英樹間で人工交配
を行いました（写真－２）。この人工交配で得られた
種子から苗を作り，マツノザイセンチュウを人工的
に接種しました。線虫を接種したにもかかわらず生
き残った苗は，翌年床替えし，さらに翌年もう一度
マツノザイセンチュウを接種しました。それでも生
き残った苗の中から，線虫接種のために枯れた部分
がより小さいものを選抜しました。このようにして
同じ親由来の兄弟の中でも抵抗性の高い個体を選抜
しました。選抜した個体はそのまま採種地に植栽し
採種園を造成しました。　

１　はじめに
　岩手県では，松くい虫被害対策として，マツノザ
イセンチュウ抵抗性育種を始めるにあたり，アカマ
ツの精英樹を素材に抵抗性を付与していく方法を選
びました。この精英樹は，成長や通直性といった，
林業種苗として必要な特性を改良するために選ばれ
てきたエリート集団で「南部あかまつ」の名に恥じ
ない，林業用種苗として優秀な特性を持っています。
今回は，この精英樹を育種材料として，わずかな量
ではありますが，高い抵抗性が予想される種子を生
産・供給しましたので紹介します。

２　精英樹の抵抗性評価と採種園の造成
　精英樹の抵抗性改良は，岩手県の採種園を構成し
ている精英樹の抵抗性を調べることから始まりまし
た。その結果を利用して，採種園の中の抵抗性が低
い精英樹を伐採し，その後に抵抗性が高い精英樹を
植栽する採種園改良（写真－１）を平成１０年から平
成１３年までの４年間で，２.０ ha実施しました。改良を
行ったのは，伐り残した精英樹が，多くの雄花を着
け，花粉樹となることを期待したためです。改良し
た採種園から採種を開始した平成１６年以降，植栽し
た精英樹は順調に成長し，平成２１年には，アカマツ
の生産計画量をこの採種園でまかなえるようになり
ました（図－１）。

【育種トピックス】

接種検定生存率が80％を上回る特別な種子を供給開始
−人工交配によるマツノザイセンチュウ抵抗性の改善と種子供給−

岩手県林業技術センター研究部　蓬田　英俊

写真－１　抵抗性を改良した精英樹採種園
　　　　　（抵抗性が高い精英樹の導入）
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図－１　精英樹で造成した採種園の種子生産の推移

写真－２　アカマツ雌花と交配のため掛けた交配袋
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　人工交配は平成４年から平成１０年まで，２３精英樹
を親に使って１２８の組合せを実施したので，１つの
採種園を造成するのに平成１２〜１８年までの期間がか
かりました。

４　採種園から生産される種子の抵抗性予測
　この採種園から将来生産される種子の抵抗性を予
測するため，採種園内でまた人工交配を実施しまし
た。採種木が小さいうちは，雄花が少ないため外来
の花粉で種子を着けることが多く，自然交配家系で
検定すると抵抗性が過小評価されます。将来，雄花
が増えてたくさんの花粉を飛ばし，完全に採種木が
相互交配すれば，たくさんの組合せの人工交配を
行った場合の平均生存率と同じことと考えました。
　平成１５年に５組合せの人工交配を行い，平成１９年
に線虫系統「Ka－４」で接種検定を行いました。線
虫「島原」も接種しましたが，交配家系が全体で２
本しか枯れず，抵抗性の比較ができませんでした。　
　接種検定の結果を図－２に示します。図－２には，
人工交配を行った５組合せの「①交配家系」と人工
交配を行わないで，自然の受粉にまかせた「②自然
交配家系」，さらに，比較のため抵抗性未改良の「③
精英樹採種園」の自然交配家系のそれぞれ家系平均
生存率を示してあります。採種園が若齢であるため
「②自然交配家系」の花粉源は外来花粉と考えられ
ます。
　これを見ると，①交配家系は５家系の平均生存率
が８３％であったのに対し，同じ採種園でも人工交配
を行わない②自然交配家系の平均生存率は５０％でし
た。さらに③抵抗性未改良の精英樹採種園産の平均
生存率は３３％でした。①の交配家系は，極めて高い

抵抗性であることが判ります。①と②の差が花粉の
差と見られることから，花粉をコントロールするこ
とは極めて重要と言えます。また②の平均生存率と
③の上位の家系では生存率にそれほど差がないこと
が判ります。
　この結果から，精英樹相互の人工交配家系で造成
した採種園からは，高い抵抗性の種子が得られる可
能性が高いことが判りました。しかし，この採種園
から種子生産できるようになるには，さらに１０年以
上かかると見込まれます。
　この採種木が成長するまでの間，高い抵抗性の種
子を前倒し生産ができるように，平成２０年から種子
供給を目的とした人工交配をこの採種園で開始しま
した（写真－３）。少ない花粉を人工交配でカバーし
ようというものです。そして，平成２２年春に４０ gと
いう極めてわずかな量ではありますが，苗木生産者
に対し種子の販売を開始しました。この人工交配に
よる種子供給は，採種園が成長するまでの間，継続
して実施する予定ですが，種子生産に多大な労力が
かかり，生産量が増える見込みがないため，植樹祭
などのイベントに，抵抗性苗を宣伝する目的で使用
していただきたいと考えています。

５　今後の問題点
　今回の結果は，極めて限られた交配家系の，少な
い本数で実施した結果ですので，より多くの組合せ
で接種検定を行い，交配家系からの選抜の効果など
の検証を十分に行う必要があると考えています。
　外来花粉については，改良効果が大きくなるにつ
れ，影響が大きくなることから，今後林木育種にとっ
て，ますます大きな問題になると考えられます。

写真－３　種子供給のための人工交配
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１　低コスト林業を巡る状況
　近年の，主に合板・集成材等の工業製品原料とし
ての国産材需要の拡大，平成２１年１２月に公表された
森林・林業再生プランにおける１０年後の木材自給率
５０％以上の目標等，国産材の利用拡大に向けた動き
が加速しています。その一方で，林業経営は経済的
に困難な状況が続いており，造林未済地が問題化し
ています。林業採算性向上のため，生産性の向上と
造林・保育経費の縮減等の低コスト林業への取り組
みが重要です。
　東北地方は，九州地方に次ぐスギの産地であり，
両者を併せると全国の生産量の６割を占めていま
す。このため，東北地方で低コスト林業を実現する
ことは，日本のスギ林業にとって大変重要な課題で
す。
　７月に開催された林木育種推進東北地区協議会に
おいて，低コスト林業に向けた取り組みは，平成２３
年度から始まる次の５カ年の次期地区推進計画の重
点事項として提案され，１２月に開催予定の技術部会
では技術的な具体的方法を検討することになってい
ます。

２　東北育種場における取り組み状況

　東北地方ではスギは４０年〜６０年伐期であり，伐期
齢の幹材積はおおよそ４００ 逢鍬ha程度です。利用材積
を３００ 逢鍬ha程度，立木販売価格を３，３００円鍬逢程度と
考えれば，森林所有者・経営者が造林地から得られ
る収入は，概ね１００万円鍬ha程度となります。一方，
造林から伐期までに必要なコスト（支出）は，東北
地方の各県で算定している標準単価から計算すると
約１９０万円鍬haとなり，経営上大幅な支出超過となっ
ています（図－１）。作業種別に必要なコストを見る

と，地拵え，苗木代等の造林経費が約８０万円，下刈
り経費が５０万円程度と両者で総経費の７割程度を占
めており，このコストを大幅に下げることができれ
ば効果的なコストの削減が出来ます。

（１）　初期成長が早い品種を活用したコスト削減
　平成２１年度の林木育種推進東北地区技術部会で
は，初期成長の優れたスギ品種として管内の精英樹
７１４本から６４品種（実生品種５４，さし木品種１４；重
複有り）を選定しています。
　また，ここ数年大きく注目されている低コスト林
業に役立つ育苗技術として，キャビティーコンテナ
による育苗があります。この方法では育苗期間を短
縮出来，良好な初期成長，植え付け時期の拡大，植
え付け作業効率の高さ等，コスト削減に寄与する要
素が多くあり，宮城県農林種苗農業協同組合がトッ
プランナーとなって全国的な取り組みがなされてい
ます。
　初期成長の早い品種とキャビティーコンテナによ

る育苗を組み合わせて
活用すれば，一層のコ
スト削減が可能となる
と考え，当場が初期成
長の早い品種の種子
を，宮城県農林種苗農
業協同組合がキャビ
ティーコンテナによる
育苗技術を提供して共
同研究を進めています
（１９３号参照）。
　この方法によるコス
ト削減効果は，植え付

写真－１　共同研究で育成
している苗木の生育状況
（H２２.９.２４撮影）
矢印は苗木の高さ

低コスト林業に向けた取り組みについて

東北育種場育種課　星　比呂志
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図－２　初期成長の早い品種をコンテナで育苗すること
で期待されるコスト削減（試算）

図－１　造林・育林に必要な経費とその割合 
　　　　　東北各県のホームページに掲載されている標準単価から計算
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け功程が２倍になることによる植え付け経費半減，
品種×コンテナの相乗効果で初期成長が向上し，下
刈り回数を三分の一に，また，育苗期間を１年に短
縮することにより種苗価格を裸苗の２割増し程度に
抑えることで，２０〜４０％程度を見込んでいます（図－
２）。
　共同研究で進めている苗木の育成状況は，９月下
旬時点で成長が良好な品種では２０〜２５ 唖に達してお
り（写真－１），来年６月頃には山出しできそうです。
育苗期間は１５ヶ月と見込まれ，東北地方としては過
去最速です。
　また，この方法は，従来の品種から優れたものを
選定して利用するため，技術開発後短期間で普及で
きる利点があります。

（２）　超優良品種（次世代優良品種）の開発
　東北育種場では，トップクラスの成長を示すエー
ス級の精英樹同士を交配して，これらの苗木による
検定林（育種集団林）を，森林管理局署の連携・協
力の下に設定してきました。これらの交配家系の成
長は，優良なものでは，単木材積では，従来の品種
よりも８０％程度，林分材積では４.５倍もの優れた成績
を示します（図－３）。これらの家系から，特に成長
が優れ材質も優れた個体を選抜します。材質の
チェックにはファコップによる立木状態でのヤング
率の推定法を用います。

　東北育種基本区全域から４００個体程度を選抜し，こ
れらから採穂して苗木を育成し，初期成長の検定を
行って，最も優れたものを「超優良品種」として開
発する計画です。品種開発の期間に５年程度，苗木
生産に５年程度と，従来にない短期間での開発・普
及を目指します。また，初期成長のスピードも，１年
あたり１m程度と，これまでにないものを目指しま
す。
　超優良品種とコンテナ苗を活用したコスト削減効
果は，植え付け功程が２倍になることによる植え付
け経費半減，初期成長の一層の向上により無下刈り

を見込み，３０〜５０％程度を見込んでいます（図－４）。

　平成１１年度に検定林から実験的に選抜して育成し
ているものでは，７年生で樹高７m，胸高直径１２ 唖程
度に達している個体もあります（１９２号参照）ので，現
在開発を進めている超優良品種の成長についても大
きな期待を持っているところです。

３　今後の取り組み
　これらの取り組みを東北育種基本区の取り組みと
して進め，可能な限り早期に開発品種の種苗生産を
行うためには，森林管理局，県，民間等関係機関と
さらに連携・協力・分担を行って進める必要があり
ます。
　また，初期成長の早い品種や超優良品種により，
これまでにない大幅な経費削減が可能になると期待
できますが，経費削減の点では，素材生産と造林の
連続実施による地拵え等造林コストの大幅削減や，
１,０００本程度の低密度植栽による植え付け経費，苗木
代，除伐間伐等のコストの大幅削減など，他分野と
の連携により達成可能な削減があります。また，品
種にあった育林方法，効率的・合理的な経営管理手
法などの検討も必要で，これらのためには，育林，
経営，素材生産等関連分野との連携も必要不可欠で
す。
　このための方策の一つとして，東北地区林業研究
機関連絡協議会（東北林試協）内に，「東北地域低コ
スト林業研究推進連絡会」を発足することになりま
した。
　東北林試協の資源環境専門部会と育種専門部会で
それぞれ行っている低コスト造林・育林研究の連携
を推進することを目的とし，研究情報の収集・提供，
共通研究テーマの提案，合同部会，現地検討会の開
催，共同出版物の発行，外部資金への共同での応募
等を推進することにしています。
　東北育種基本区はスギ育種種苗の生産規模が大き
い地域です。低コスト林業に向けて，効率的，戦略
的な取り組みが必要です。
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図－３　スギ育種集団林における一般造林木と検定木の比較
　　　　優良個体では，一般造林木に比べて，樹高，胸高

直径で単木材積では８０%増（林分材積では４.５倍）

図－４　超優良品種をコンテナで育苗することで期待さ
れるコスト削減（試算）
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（２）　優良堆肥等の投入
　施肥に関しては，これまでの経験をもとに安価
に入手可能な豚糞尿の散布とモミガラ等の有機質
肥料を投入することで地力維持を図っています。
特にモミガラは，曝気処理水を含ませた状態で野
積みにし，発酵させてから苗畑に投入しています。
まき付け床には，リン酸と加里が主成分である炭

【インタビュー】

優 良 山 林 種 苗 生 産 者 に 聞 く
― 岩手県気仙郡住田町　吉田　正平氏 ―

東北育種場  遺伝資源管理課　山口　秀太郎

１　はじめに
　平成２１年度全国山林苗畑品評会で岩手県気仙郡
住田町の吉田正平氏が最高賞に当たる農林水産大
臣賞を受賞されました。そこで，８月３１日に吉田
氏を岩手県（沿岸振興局大船渡農林振興センター
並びに岩手県林業技術センター），東北育種場の職
員が同氏苗畑を訪れてお聞きしたので紹介します。
　吉田氏の受賞は，機械化による苗畑作業の合理
化，発酵させたモミガラ等の有機質肥料を利用し
た土作り，コスト削減努力，優れた育苗技術が総
合的に評価されました。今回，これらに加え新た
な育苗技術や森林林業に対する取り組み等につい
てもお話いただきました。
　吉田氏は，先代から苗木生産を引き継がれ３代
目となります。現在は，１.６９ haの苗畑でスギ，ヒノ
キ，カラマツを年間約２０万本生産されています。
苗畑を引き継いだ頃は，スギとヒノキを主体に生
産していましたが，近年の鹿被害によるヒノキ造
林の減，カラマツの需要増による生産開始等生産
量の調整をしています。

２　苗木生産について
（１）　機械化による苗畑作業の合理化
　床替の方法は，三人乗りスライド式床替プラン
ターを利用し，作業者の熟練した技術と苗木箱の
受皿を独自に改良するなど徹底した作業体系を工
夫することで，一日で２万〜２.５万本の床替えを可
能にしています。また，トラクタを十分活用し根
切や薬剤散布労力の省力化と適期作業の実現を
図っています。また，今年は，はじめての試みと
して，まき付け機を導入するなど，さらなる作業
の合理化に取り組んでいます。

写真－２　三人乗りスライド式床替プランター

写真－３　ブームスプレーヤーが取付けられた防除機

写真－１　吉田正平氏，同氏苗畑にて（写真中央）

写真－４　まき付け床に散布する炭化させた鶏糞
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化させた鶏糞も同時に散布することでまき付けに
適した土壌を維持管理しています。

（３）　病虫害対策
　まき付け床は，４月中旬にNCS（カーバム剤）
を注入し２〜３週間被覆することで，立枯病やネ
グサレセンチュウの防除に努めています。また，
種子にタチガレン粉剤をまぶすことによる立枯病
予防に努めています。

（４）床替床の除草
　畑によって雑草の生え方，種類が違うことも考
慮して，複数の除草剤を基本的に月に一回散布し
ています。一回目の散布は，床替後，雑草が少し
出たころにダイヤメート水和剤を散布し，その
一ヶ月後に一回目とは別の除草剤のコワーク乳剤
等を使用し，最後に一回目と同じダイヤメート水
和剤をかけることで雑草の発生を抑制していま
す。

３　経営について
　苗木を生産するうえで最も難しい点を吉田氏に
伺ったところ「作ることよりもいかにして売るか
が一番難しい。｣と述べられました。そのため，様々
なユーザーの要望にあわせた苗木作りが行われて
います。具体例としてカラマツを冷蔵庫に保管す
ることで芽吹きを抑制し，遅い注文にも応じられ
る工夫や苗高の要望に応じた苗木販売などを行っ
ています。

４　新たな取り組み
　吉田氏は，低コスト造林実現のために全国的に
取り組まれているマルチキャビティコンテナに今
年からチャレンジされています。精力的に各地の
勉強会等に参加して育苗方法を習得する一方で，
自分の施設や環境条件に合わせて元肥に使用する
肥料の検討や，コンテナの水はけを良くするため
に使用している紐の種類等を検討するなど独自の
工夫も試みながら生産しています。

５　品種への要望
　以前は，成長が早いものと良い材は相反すると
考えられていましたが，今は，ほとんどが集成材
として利用されること，また，時代のニーズとし
て低コスト造林が求められていることから良材以
上に成長が早い品種を私は望んでいます。

６　次の世代へ……
　吉田氏は，苗木生産を円滑に後継者に引き継ぐ
ために，作業の要点を逐一記録することや，日記
をつけることを心がけているそうです。そういっ
た記録が後々貴重な財産になっていくだろうと感
じました。
　また，苗木生産は循環型の健全な山つくりが
あってはじめて成り立つという考えから，森林認
証を取得した森林の再造林で使用した苗木に対し
ては，再造林のコスト削減に少しでも貢献できれ
ばという思いで，苗木の売り上げの一割を造林者
に還元されているそうです。さらに，この取り組
みを他業種にも行ってもらえれば再造林のコスト
削減につながると考え，素材生産者や製材所のグ
ループにも精力的に働きかけています。
　苗木生産に限らず，経営を優先して考えると，
目先の利益にとらわれがちになると思いますが，
２０年先，５０年先に森林を利用して生活していく人
たちのことを考え，さらに，パワフルな行動に取
り組む姿勢の吉田氏のお話に深い感銘を受けまし
た。また，こういった方々が日本の林業を支えて
いると感じました。

写真－５　表示板を設置するなど管理が行き届いた床替床

写真－６　マルチキャビティコンテナによる育苗方法に
ついて説明する吉田正平氏　　　

写真－７　マルチキャビティコンテナの水はけを
　　　　　良くするために底から垂らす紐の検討
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国有林及び各県の林木育種関係機関の皆様には，引き続
き精度の高い検定林データの収集について格段のご協
力をお願い申し上げます。

２　特性評価に用いた検定林の現況
　３０年次特性評価に用いた検定林の成育・被害・管理状
況等の現況評価については６９箇所の検定林（表－３）で
評価されており，C（プロット別の評価に大きな支障は
ない）３（病虫獣害，気象害等の影響があるが，今後回復
の見込みがあるもの）以上のものは東部育種区で９割，
西部育種区では６割以上（表－４）となっています。
　現況評価区分の詳細については，「東北育種基本区検
定林の技術マニュアル　２００４年７月」をご覧下さい。

　
３　今後の取り組み
　精英樹特性表は，次代検定林の調査から得られる東北
地方の貴重な財産であり，次代検定林を定期的に調査す
ることにより新たな情報が蓄積されていきます。
　今後もこれらの蓄積された多くの情報を解析・評価す
ることによって，新品種の開発，採種（穂）園の造成・
改良の推進，さらには低コスト林業推進のための初期成
長の早い品種や第二世代精英樹の選抜のための活用な
ど，より良い東北地方の山造りに貢献していきたいと思
います。

スギ検定林30年次調査データの解析状況

東北育種場　育種課　辻山　善洋，千葉　一美 

　平成２１年度現在，東北育種基本区内にはスギ，ヒノキ，
アカマツ，クロマツ，カラマツなど国有林で１６６箇所，
民有林で２５７箇所の次代検定林が設定されています。
　森林管理局，各県の林木育種関係機関及び東北育種場
では，精英樹次代検定林を定期的に様々な形質を調査
し，その結果を「精英樹特性表」として取りまとめ，公
表してきました。スギの３０年次については，平成３０年頃
を目処に公表する予定ですが，第二世代精英樹の選抜等
に際して，参考データとして早期に活用したいと考えた
ことから，今回，予備的な解析を行い，特性評価を行い
ました。

１　スギ３０年次検定林データの解析状況
　今回は，３０年次を越えたスギの検定林を東部育種区
（青森・岩手・宮城県内の国有林と民有林）と西部育種
区（秋田・山形・新潟県内の国有林と民有林）に，さら
に実生とさし木に区分し，調査データの集計及び解析・
評価の取りまとめを行いました。この内容は，東北育種
基本区各機関に配布された林木育種CDに「スギ特性評
価３０年次育種区単位」（表－１）として収録しています。
　今回の特性評価では，表－２のとおり東部育種区で５４
箇所，西部育種区では１９箇所，計７３箇所の次代検定林で
測定された樹高，胸高直径のデータを解析し，５段階指
数評価及び解析の段階で得られる最小二乗推定値を記
載しています。

　なお，設定後３０年に至っていない検定林が国有林と民
有林を併せ７６箇所，設定後３０年を越えているがデータが
未提出のものが２６箇所あります。現在，２０年次で評価が
されているが，３０年次では未評価の精英樹は３分の１
程度あります。今後は，これらの未調査，未集計の検定
林データも併せて解析して特性表の充実を図っていく
必要があります。

表－１　スギ特性評価３０年次育種区単位（抜粋）
東部育種区 さし木検定林東部育種区 実生検定林

選抜地機関精英樹名精英樹
コード

胸高直径樹　　高胸高直径樹　　高
30年次30年次30年次30年次
最小二乗
推定値

回
数

評
価

最小二乗
推定値

回
数

評
価

最小二乗
推定値

回
数

評
価

最小二乗
推定値

回
数

評
価

17.69213.593青森県青森県ｹ青森 1　140
18.09313.893青森県青森県ｹ青森 2　141

17.14412.24319.66514.564青森県青森県ｹ青森 3　142
17.97313.873青森県青森県ｹ東津軽 2143

13.43211.03318.29314.194青森県青森県ｹ南津軽 1144
18.95512.85418.614413.7143青森県青森県ｹ南津軽 2145
18.24412.44416.71112.511青森県青森県ｹ南津軽 3146

青森県青森県ｹ南津軽 4147
17.18213.182青森県青森県ｹ南津軽 5148

15.63312.13318.29314.594青森県青森県ｹ南津軽 6149
18.18313.683青森県青森県ｹ南津軽 7150
18.78414.484青森県青森県ｹ南津軽 8151

16.34312.54418.414314.4144青森県青森県ｹ南津軽 9152
17.13412.23317.78313.683青森県青森県ｹ南津軽10153

表－３　３０年次特性評価に用いた検定林の現況評価

総　

計

未
評
価

西　　部東　　部育種区
さし木実生さし木実生増殖別

12345123451234512345現況評価
2611351483Ａ
3021423216Ｂ
101212112Ｃ
11Ｄ
211Ｅ
44未評価
734122300317000481017263総　計

表－４　現況評価値Ｃ３以上の検定林の割合
西　　部東　　部育種区

さし木実生さし木実生評価値
６３％７３％１００％９７％Ｃ３以上

【技術ノート】

表－２　３０年次特性評価に用いた検定林数
西　　部東　　部育種区

さし木実生さし木実生増殖別
民国民国民国民国年次　国民別
６/２２２/２７/１２４/４９/１２５ /５３２/３４８/８３０年次以上
４０２２１１９８６１６３０年次未満

※３０年次以上の内容：評価済み／（評価済み＋未評価）
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に枝を採穂，同月にさし木を行い，その後約３年間
育てられた後継樹が平成２２年６月８日に同神明社の
境内に植栽されました。

３　「扇田神明社の大杉」（秋田県大館市）
　この大杉は，江戸時代
中期に植えられたとさ
れ，扇田神明社のシンボ
ルとして地域の方々に親
しまれていましたが，平
成１８年に倒伏の危険性を
考慮し，伐採されること
となりました。その際に
同神明社より平成１９年１
月に１１０番の要請があり，
同年２月に枝を採穂，同
月につぎ木を行い，その
後約３年間育てられた後
継樹が平成２２年６月１９日

に同神明社の境内に植栽されました。

４　おわりに
　本年里帰りを果たした３件は，採穂時に親木が伐
採及び倒木となっていたため，樹体からの採穂や増
殖・育苗が順調に進んで無事に里帰りを果たし，地
域の皆様の想いに応えることができて安堵していま
す。
　しかし，後継樹が立派な二代目になるまでは，ま
だまだ長い年月を要するので，今後も関係者の皆様
と共に後継樹の成長を見守っていきたいと思います。
　なお，本サービスでは，今後も引き続き地域の貴
重な遺伝資源保存の取り組みを進めていきたいと考
えています。

１　「半蔵金の大杉」（新潟県長岡市（旧栃尾市））
　この大杉は，旧栃尾市
の重要文化財で半蔵金地
区の御神木（写真－１樹
齢８００年　樹高５０ m　幹周
り１０ m）として地域の
方々に親しまれていまし
たが，中越地震と豪雪被
害により平成１７年１月１
日に倒壊しました。
　しかし，地区の御神木
を復活させたいという地

域の方々の強い願いか
ら，平成１７年１月に旧栃
尾市を通じて１１０番に要
請があり，同月に枝を採
穂，同年４月にさし木を
行いました。その後約５
年間育てられた後継樹が
平成２２年６月１８日に中越
地震復興の象徴として同
地区に植栽されました。

２　「飯塚神明社の大杉」（秋田県潟上市）

　飯塚神明社の御神木であるこの大杉は，老齢に
よって境内にある国指定重要文化財の「神明社観音
堂」への倒伏の恐れがあり，やむを得ず伐採するこ
ととなりました。そのときに１１０番の新聞記事を目に
した同神明社役員の方から，潟上市を通じて１１０番へ
平成１９年４月に保存と里帰りの要請があり，同年５月

遺伝子銀行１１０番　順調に里帰り！！
東北育種場　遺伝資源管理課　佐藤亜樹彦

【遺伝資源情報】

写真－４　飯塚神明社の大杉の
　　　　　　後継樹と関係者の皆様

　平成１５年１２月１日に開設した「林木遺伝子銀行１１０番」（以下１１０番という）は，天然記念物や巨樹・名木等の樹木が
衰弱しているなどの場合に所有者等からの要請に応じて，その後継樹を増殖し里帰りさせるサービスです。

写真－５　扇田神明社の大杉

写真－１　半蔵金の大杉

写真－３　飯塚神明社
　　　の大杉

写真－６　扇田神明社の大杉の後継樹と関係者の皆様

写真－２　半蔵金の大杉の
　　　　　後継樹植栽風景
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【報　告】

　平成２２年６月１７，１８日に，山形県新庄市において平成
２２年度東北林業試験研究機関連絡協議会林木育種専門
部会が開催されました。本育種専門部会は，東北６県と
新潟県の林業試験研究機関の林木育種担当者及び森林
総合研究所東北支所が会し，互いの研究成果の報告・情
報交換を行うとともに，東北地方における地域共通の重
要課題の抽出を大きな目的として開催されています。

　
１　地域共通の重要課題
　地域共通の重要課題としてマノザイセンチュウ抵抗
性品種の開発については，福島県から東北産と九州産マ
ツ苗のどちらが高い抵抗性を発揮するか，また，どちら
が冷涼な東北の環境に適応できるのか検証していくこ
とについて報告がありました。新潟県からは，潮害等の
被害を軽減するために用いられる海岸植栽に適した抵
抗性クロマツの普及技術の開発について報告がありま
した。
　無花粉スギ品種の開発については，山形県から雄性不
稔遺伝子を保有したスギ精英樹の探索及び，無花粉苗木
の簡便な判別方法の開発について報告がありました。
　木材価格低迷による造林未済地問題の解消に向けた，
造林経費のコスト削減が期待されるコンテナ苗での育
苗に関して，宮城県からコンテナ苗による大型苗の生産
技術の開発について，山形県から寒冷地でのコンテナ苗
木の適応試験について，それぞれ報告がありました。
　岩手県からは，育種区内での品種の普及をより促進し
ていくため，育種区と配布区域の再検討（構想）につい
て意見がありました。

２　最近の研究成果と情報提供
　最近の研究成果として，岩手県からこれまでのものよ
り生存率の高いマツノザイセンチュウ抵抗性品種の種

子供給を開始したことについて報告がありました。秋田
県からはマツノザイセンチュウ抵抗性木の大量選抜に関
する研究について，新潟県からは抵抗性アカマツ暫定採
種園の種子生産性に関して，それぞれ報告がありました。
　情報提供として，岩手県からカラマツ種子需要に対す
る対応について，秋田県からは少花粉スギの人工交配に
ついて，宮城県からは，平成２２年度よりクロマツのマツ
ノザイセンチュウ抵抗性品種の種子供給が開始された
ことについて，それぞれ取り組みの報告がありました。

３　講演会
　森林総合研究所林木育種センター九州育種場倉本育
種研究室長から「九州地域における林業再生・生産力向
上を目的としたスギ次世代品種開発の取り組み」と題し，
造林未済地解消のための成長・材質ともに優れた短伐期
スギ次世代品種の開発に向けた九州地域での取り組み
について講演いただきました。

４　現地検討会
　東北地方での林業再生・生産力向上を目指した低コス
ト・短伐期林業用品種開発のための第二世代精英樹候補
木の選抜をテーマに，山形県鮭川村の東秋局４６号育種集
団林において，精英樹交配家系と周囲の造林木の成長（写
真－２）を比較しながら，今後の品種開発の計画につい
て説明された後，質疑・意見交換が行われました。

　
（東北育種場　連絡調整課　黒沼　幸樹）

平成２２年度　東北林業試験研究機関連絡協議会
− 林木育種専門部会 −

写真－１　室内協議の様子（わくわく新庄）

一般造林木
（精英樹採種園産）

検定木
（トップクラス精英樹の交配家系）

写真－２　東秋局４６号育種集団林
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【報　告】

　平成２２年７月２１日，２２日の両日，岩手県北上市に
おいて平成２２年度林木育種推進東北地区協議会が開
催されました。
　林野庁，来賓の方々，東北育種基本区の関係機関
及び福島県の林木育種担当者が出席し，育種事業の
進捗状況と，今後の事業推進の方向性等について活
発な議論が行われました。

　
１　林木育種センターからの説明
　次世代育種促進研究会の概要として，現在選抜が
進んでいる第２世代精英樹から，さらに優れた第３世
代精英樹の開発を進めるため，次世代化を促進する
方策を検討する必要があるとした「高速育種」の取
り組みについて説明がありました。

２　平成２１年度技術部会報告
　抵抗性種苗の早期普及を目的とした「マツノザイ
センチュウ抵抗性クロマツのさし木増殖技術の開
発」について，技術講習会の開催，その後の取り組
み状況の報告がありました。
　次に「ミニチュア採種園技術マニュアルの改訂」
について，対象樹種にヒバを追加し，最新情報を盛
り込んだ改訂版を，平成２２年度中の完成を目指して
各県への協力依頼がありました。

３　林木育種事業の推進
　今中期計画の節目となる今年度は，基本区の林木
育種の各事業への取り組み状況と林木育種推進計画
の達成状況について説明があり，各事業とも計画が
達成される見込みであることの報告がありました。
　次いで，次期推進計画における各事業への取り組
みについての検討案が示され，少花粉スギの開発・
普及，抵抗性マツ開発の高速化，検定林の見直しに
ついて各県から意見・質問があり，東北育種場から，
今後の取り組みについて各県とともに進めていく旨
の回答がありました。

４　各機関における育種成果の普及
　３県から，地域ごとに特色のある新品種普及への
取り組みについて紹介・報告がありました。
　（１）　宮城県
　　「マツノザイセンチュウ抵抗性クロマツの種子
生産と普及」として，平成１５年度に造成した暫定
採種園が抵抗性採種園に改良され，育種母樹林の
指定を受けて本年度から種子の供給予定の状況に
ついて報告がありました。

　（２）　新潟県
　　「抵抗性アカマツ暫定採種園による苗木の普及」
として，県内で抵抗性マツに対するニーズが高い
ことから，これまでの検定結果を基に優良系統を
決定し，採種園の改良と抵抗性の向上を図る計画
について報告がありました。

　（３）　秋田県
　　「少花粉スギミニチュア採種園の試験導入と種
子採取へ向けた取り組み」として，少花粉スギ採
種園で，本格導入に向けた試験造成を行い，種子
調査や雄花着花性調査の計画について紹介があり
ました。

５　現地検討会
　２日目は，岩手県林業技術センター林木育種場（奥
州市）で現地検討会が開催されました。
　まず，岩手県林業技術センターの木戸口主任専門
研究員から林木育種場の概要について，蓬田上席専
門研究員から岩手県におけるマツノザイセンチュウ
抵抗性育種，次に近年需要が高いカラマツの種子生
産等について説明の後，現地に造成された抵抗性ア
カマツ及びカラマツの採種園を視察し，活発な意見
交換が行われました。

　
　（東北育種場　連絡調整課　大城　浩司）

平成２２年度　林木育種推進東北地区協議会

写真－２　現地検討会（カラマツ採種園）

写真－１　室内協議
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アカマツは我が国では青森県から屋久島までの
広い範囲に天然分布する樹種です。気温や土地

に対する適応性が大きく，痩せた乾燥地などでもよ
く耐えて成育します。アカマツの材は美しく強度も
あるため，林業において大変重要な樹種でもありま
す。適応性が大きく，材質も優れることから，有名
なアカマツ産地は全国各地に存在します。今回のミ
ニ事典では，これらアカマツ品種（地域品種，精英
樹，マツノザイセンチュウ抵抗性品種）について紹
介していきます。

地域品種とは，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。

特に岩手県は全国一の生産量を誇るアカマツ大産地
であり，それらは南部アカマツとして広く知られて
います。南部アカマツは旧南部藩にあたる岩手県と
青森県にかけて成育するアカマツの総称です。南部
アカマツには岩手県のミドウマツ（御堂松）やサム
ライハママツ（侍浜松）青森県のカッチマツ（甲地
松）などの地域品種が含まれます。また，東北育種
基本区内の有名アカマツ地域品種として，山形県の
シラハタマツ（白旗松）なども挙げられます。

アカマツの精英樹は東北育種基本区から201個体
選抜されています。アカマツ精英樹は成長だけ

でなく通直性なども考慮した選抜が行われていま
す。このため，当然のことではありますが，精英樹
は林業用種苗としての即戦力となります。アカマツ

精英樹が植栽されている東北育種場内の育種素材保
存園を観察すると，通直性の高
い，良く成長した個体を観察す
ることができます。アカマツ精
英樹の大半は有名産地でもある
天然林から選抜されています。
これらは林業用種苗の母材料と
して活用するばかりでなく，近
年になって東北育種基本区内に
猛威を奮う松枯れ被害に対して
の遺伝子源保全としても重要な
役割があります。

マツノザイセンチュウ抵抗性品種は，松枯れによ
る激害林分において生き残った個体のうち，抵

抗性が一定レベル以上認められる品種です。抵抗性
品種の中には精英樹から選ばれたものもあり，これ
らは抵抗性だけでなく成長等の重要形質も優れるた
め，これからのアカマツ林業において重要な品種と
言えます。また，東北育種基本区内にはアカマツ精
英樹の高齢な検定林が多数あり，その中には抵抗性
が優れる精英樹を両親に持つ実生苗を植栽している

こともあります。東北育種場で
は，これら抵抗性の高い両親か
らの実生苗を対象として，林業
上優れた形質を保有する後代個
体の選抜・採穂を行っています。
これらはザイセンチュウ抵抗性
をあわせもった木材生産用のア
カマツ品種であると期待できま
す。これらの品種は今後のアカ
マツの育種に積極的に活用して
いきます。
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