
シリーズ「日本の林木育種の過去・現在・未来」

の開始

　森林遺伝育種学会誌「森林遺伝育種」では森林遺伝

や林木育種に関する研究を掲載してきたが、樹種ごと

に特性や林木育種を包括的に説明するシリーズはな

かった。そこで、年ごとに 1つの樹種を取り上げ、生態・

遺伝特性や育種目標となる成長、材質、繁殖、林木育

種のこれまでの取り組み、現在の到達点、今後の林木

育種の方向性・目標を体系的に示すシリーズを始める

こととした。初年は 1月号から 7月号にカラマツを取

り上げることとし、次の通り掲載を予定している。本

稿は、各小論のカラマツの林木育種における位置付け

を読者に理解していただけるよう、特集の導入として

「カラマツ・グイマツ雑種 F1 の林木育種小史」を記した。

特集の掲載予定（仮題）

1. カラマツ・グイマツ雑種 F1 の林木育種小史（本稿）

2. カラマツの地球規模における環境保全上の重要性

3. カラマツとグイマツ雑種 F1 材の特徴と利用

4. カラマツ類の病虫害抵抗性と被害の歴史的変遷

5. 気候変動・環境変動（CO2、オゾン、窒素）とカラマツ

6. カラマツ類の結実特性と採種園

7. クリーンラーチの苗木生産

8. グイマツ雑種 F1 やクリーンラーチの特性を生かした

造林方法

9. カラマツ類のDNA マーカーを活用した早期選抜技術

の開発と今後の育種戦略

　なお、カラマツの遺伝変異については、同号のシリー

ズ「日本の森林樹木の地理的遺伝構造」に掲載されて

いるので併せてお読みいただきたい。

カラマツ林業の歴史

　カラマツは本州中央部を天然分布域とする落葉針葉

樹で、寛永年間（1624～ 1645年）に長野県で山取り苗

による造林が始まった（清水 2017）。現在、カラマツは

スギに次いで植栽面積の多い樹種であり、そのうち北

海道での植栽面積が最も多い（林野庁 2020）。 
　北海道へのカラマツの導入は明治初めに遡る。明治 4
年、渡島半島南部の七飯勧業苗畑で試験的な植栽が始

まり、明治 13年には札幌円山養樹園で養苗が開始され

た（北海道山林史編纂委員会 1953）。そして明治 19年
には北海道庁が設立され、カラマツ造林が本格化した。

その頃、天然分布域の長野県では、八ヶ岳、御岳山、

金峰山、甲武信ヶ岳、浅間山の天然林からカラマツ種

子を採取していた（長野県 1978）。当時、それらを起源

とするカラマツ種苗が北海道に持ち込まれていたと考

えられる。1890年頃に長野県の中信地域、東信地域に

おいてカラマツ苗木生産体系が確立され、北海道では

1900年頃にカラマツ造林全盛の時代を迎える（浅田・

佐藤 1981）。しかし、1910年頃にはカラマツ一辺倒の造

林を見直す機運が高まり、1920年頃に郷土樹種である

トドマツ、エゾマツの苗木生産が可能となったことか

ら造林樹種の主体がこれら常緑針葉樹に移った。

　戦後、経済復興を目的とした拡大造林政策でカラマ

ツの造林面積が増加し、1953年の 41,309haをピークに
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年あたり 2万 ha以上の造林が 1951年から 1972年まで

22年間続いた（北海道水産林務部　各年版）。1943年に

は道内でカラマツ種子の組織的な採取が始まっていた

が、この膨大なカラマツ苗木需要を満たすため、長野

県では、中信地域の波多村、山形村、東信地域の川上

村に北海道向けカラマツ幼苗生産組合が設立され、1954
年から 1965年ごろまで苗木の半数以上は長野県から移

入されていた（北海道林業経営協議会 1983）。
　北海道における膨大なカラマツ人工林の造成は、当

初、石炭採掘のための坑木生産が主な目的であった（浅

田･佐藤 1981；坂東 2013）。しかし、カラマツは北海道

にとって移入種であり、拡大造林初期ではカラマツ先

枯病の被害が蔓延した。さらに新植地では、カラマツ

は野鼠害も深刻で、その成林も危ぶまれる状況に陥っ

た（横田 1968；小池 2008）。多くの造林地が間伐期に入っ

た 1970年代後半になると、1977年に苫小牧市と厚真町

で発生したカラマツハラアカハバチの食葉被害が大き

く拡大し 1986年まで継続した（東浦 1990）。この被害

は一旦、終息したが 2000年代に入り再び渡島半島で被

害が発生し、全道に拡大し約 20年被害が継続している。

また、2016年、道東の陸別町を中心にカラマツヤツバ

キクイムシの甚大な被害が発生した。この原因は、発

生年までに起こった雪害（2013年）、成長期の乾燥（2012
～ 2015年）、ナラタケ病によるストレスの複合要因が

関連していると考えられている。このようにカラマツ

には大規模な病虫害の発生が歴史的に複数回記録され、

国内外来種ならではのリスクを内包しているといえる。

　これらの弱点に加え、若齢木では幹の通直性が劣り、

乾燥によってねじれ、ヤニが多い問題もある。これら

の欠点は拡大造林期にも認識されていたであろうが、

坑木から梱包材、合板、建築材へと新たな用途が指向

されることで、より顕在化したといえる。後述するよ

うに林木育種を通じて改良されたのは主に幹の通直性

であり、乾燥によるねじれ、ヤニの発生への対処は乾燥、

製材、接着技術の開発によるところが大きい（北海道

立林産試験場 2005；中嶌 2016；大橋 2021）。
　カラマツはスギに比べて材の強度が高く、加工技術

の開発と相まって、現在、本州でも需要が高まってい

る。植栽する側には成長の早さも魅力的で、拡大造林

期に造成した人工林が皆伐期になり、カラマツ林に再

度カラマツを選択するだけでなくトドマツ林の次にカ

ラマツを選択することも多くなっている。今後、カラ

マツ人工林が増加することが予測されているが（北海

道 2017）、過去の失敗を繰り返さないよう最適な樹種選

択を主にした慎重な対応が必要である。

カラマツ精英樹の選抜

　日本において林木育種事業が 1956 年に開始され、

1970年までに北海道、長野県を主に 12の道県で 576本
の第一世代精英樹が選抜された（林野庁 1970）。北海道

では 1957年に林野庁北海道林木育種場（現・国立研究

開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所林木育種

センター北海道育種場）と岩見沢林務署光珠内事業所

（現・北海道立総合研究機構林業試験場）が開設された。

北海道のカラマツ精英樹は、1955年から 1961年にかけ

て合計 270クローンが選抜され、選抜された林分の多

くは戦前に造林された20～40年生の人工林であった（林

木育種センター北海道育種場 1998）。北海道へのカラマ

ツ導入の歴史と考え合わせると、北海道で選抜された

カラマツ精英樹の多くは、昭和初頭に長野県から移入

された種苗を起源とすると推察され、それらを対象に

カラマツ育種が進められてきた。マイクロサテライト

分析結果からの推定によると、北海道カラマツ精英樹

は明治時代から苗木生産が盛んであった長野県川上村

周辺の天然林を起源とするものが多い傾向にあったも

のの、天然分布域全体にその起源が散らばっていた（戸

丸、私信）。元来、カラマツは成長がよいことから第一

世代精英樹で、まず育種目標としたのは、幹曲がりで

あった。採種園においてクローン検定を行い、不良ク

ローンを除去する採種園改良を行った（北海道林務部

道有林管理室経営課 1997）。成長については現在、検定

林から第二世代エリートツリーの選抜に取り組んでい

る（花岡ら 2019）。
　本州では、岩手県、長野県において採種園、検定林

が造成されたものの拡大造林後、植栽量が減少し、林

木育種の取り組みも下火となっていた。しかし、近年

のカラマツ需要が増加したため、長野県、岩手県にお

いて 2021 年 3 月現在で 76 本の特定母樹が選抜されて

いる。

グイマツ精英樹の選抜

　グイマツは、ダフリカカラマツを母種とする千島・

樺太の地域亜種である。最終氷期には北海道に分布し

ていたが、温暖化とともに北海道から絶滅し、分布域

が樺太や千島列島まで後退した。グイマツの北海道本

島への導入は江戸時代に遡り、色丹島から持ち帰った

グイマツが厚岸町の国泰寺と松前町の狩場神社に単木

的に現存する。グイマツ精英樹は 1956 年から 1970 年
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に 82クローンが全道各地から選抜された。これらの人

工林の多くは林齢 26 〜 44 年で、戦前、千島・樺太か

ら入植者が持ち帰った種苗をもとに造成されたと推察

される。1980年代に行われた旧ソ連と北海道の経済交

流事業において黒丸亮氏（当時・北海道立林業試験場）

が持ち帰った樺太産グイマツを除き、戦後、新たなグ

イマツ資源の導入はない。

　グイマツには、黄葉の早い樺太系と黄葉の遅い千島

系があるとされ（佐藤ら 1992）、成長、結実特性、落

葉病抵抗性など林業上の優れた形質は千島系グイマツ

に多い傾向にある。クリーンラーチの母樹であるグイ

マツ精英樹「中標津 5号」も千島系と考えられている。

しかし、最近の葉緑体ゲノムの解析では両者を明確に

区別することができず（石塚・原 2020）、グイマツ精英

樹の起源について更なる検討がなされている。

カラマツ交雑育種の取り組み

　カラマツ属は北半球に広く分布し、亜種を含め 17種
に分類されている（Farjon 1990）。特にユーラシア大陸

北東部に広く分布しており、ウラル山脈から東部にか

けて分布するシベリアカラマツ （Larix sibirica）、ダフリ

カカラマツ （Larix gmelinii var. gmelinii, syn. L. dahurica）、
中国に分布するマンシュウカラマツ （L. olgensis）とホ

クシカラマツ （L. principis-rupprechtii）、千島・樺太にも

分布するグイマツ （L. gmelinii var. japonica）、日本のカ

ラマツ （L. kaempferi, syn. L. leptolepis） などが挙げられる 
（Abaimov et al. 2004）。また、ヨーロッパにはヨーロッパ

カラマツ （L. decidua）、北アメリカにはアメリカカラマ

ツ （L. laricina）などが分布する（Farjon 1990）。カラマ

ツ属では種間交雑が容易に起こり、ヨーロッパや北ア

メリカではヨーロッパカラマツと日本のカラマツの交

雑育種を行い、成長とカラマツ先枯病抵抗性の改良を

行っている（Pâques et al. 2013；Perron 2007）
　北海道では、カラマツの欠点を克服するために、育

種用に世界各地からカラマツ属樹木が集められ、東京

大学北海道演習林（倉橋 1988）や林木育種センター北

海道育種場、北海道立林業試験場などが交雑育種に取

り組んできた。その結果、千島樺太産のグイマツとカ

ラマツを交配したグイマツ雑種 F1（グイマツ×カラマ

ツ）がカラマツに比べて初期成長、野鼠害抵抗性に優

れることが明らかとなり（宮木 1990）、複数のダフリ

カ系カラマツで構成されていた雑種カラマツ採種園は

1970年頃よりグイマツとカラマツの雑種採種園に改良

され、1980年代からグイマツ雑種 F1 の造林が始まった。

　グイマツ雑種 F1 の材質育種の取り組みは、まず 20
年生以下の次代検定林において幹曲がりの検定から始

まった。グイマツ雑種 F1 はカラマツに比べて幹の通直

性が優れることが明らかとなり（大島・錦織 1994；大

島・黒丸 1995）、その中から特に幹が通直な家系「中標

津 5号×胆振 1号」を「グリーム」として品種登録し

た（大島 1996）。次いで取り組んだのは間伐期（30年生）

に入った検定林における材強度の検定である。グイマ

ツ雑種 F1 は材の密度と強度に優れ、国産針葉樹材では

作ることができなかった高強度の構造用集成材を作れ

ることが判明した（根井ら 2006；松本 2016）。また、成

長にも優れた家系を選抜することで炭素固定能に優れ

る家系があることが判明した。グイマツ「中標津 5号」

を母樹とし、カラマツ精英樹を父親として自然交配で

得られるこの半兄弟家系は、クリーンラーチと呼ばれ、

今後の利用拡大が期待されている（Kita et al. 2009）。

カラマツ・グイマツ雑種 F1 の種苗生産と造林

　カラマツ・グイマツ雑種採種園は、北海道において

これまでに 109.7 ha が造成されている。しかし豊凶が

大きく（山田ら 2013）、かつ高木化したため安定生産で

きず需要を満たせていない。カラマツでは植栽苗木に

占める普通種子、いわゆる山取り種子の割合が高いこ

とが問題となっている。岩手県のカラマツ採種園では

環状剥皮により結実促進を行っているが、スギのジベ

レリン散布のように処理すれば必ず結実するという確

実な結実促進方法のないことが安定供給できない大き

な理由の一つでもある（内山ら 2007）。林木育種事業が

始まったころには労力・予算が潤沢に配置され、多く

の採種園が造成された。しかし、現在では大きく状況

は変わり、需要を満たすだけの新規の採種園を造成で

きる状況にはない。最低限の遺伝的な品質を保証する

ために、育種種子で作られた一般造林地を普通母樹林

として積極的に利用することも必要でないかと、昨今、

考えているところである。

　グイマツ雑種 F1 の種子は、グイマツ精英樹とカラマ

ツ精英樹をランダムに混植した採種園で、グイマツか

ら球果を採取して生産される。北海道にはこのランダ

ム混植タイプの採種園が 1977年までに 65 haが造成さ

れ、2000 年代には年間 300 ha、植栽本数にして 80 万

本程度の造林が行われるようになったが（北海道林業

統計各年度版）、常に植栽希望量が供給量を上回ってい
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た。2008年に開発されたグイマツとカラマツの種間識

別マーカーの解析によると雑種採種園における雑種率

には年変動があるうえ、花粉親のカラマツが豊作年で

も 56.3%で、凶作年では 23.2%と低く（Kita et al. 2014）、
雑種苗木の生産量を増やすためにも安定して高い雑種

率を示す採種園の造成が求められる。

　品種登録したグリーム（中標津 5号×胆振 1号）の

苗木生産のために組織培養による苗木生産を試みたが、

枝性の発現や高コストが実用化の障害であった（黒丸・

佐藤 1987）。このため、クリーンラーチは、採種園の自

然交配で種子が生産できるよう、あえて花粉親を特定

のクローンに限定せず多数のカラマツ精英樹とする戦

略をとった（黒丸 2005）。クリーンラーチ用の採種園で

はグイマツ母樹の中標津 5号 1クローンと複数の花粉

親カラマツクローンで構成されている（単一クローン

母樹採種園）。グイマツ同士の交配が起こった場合には

自殖となるが、中標津 5号の場合には近交弱勢が強く

働き、成熟種子（次世代の苗木）はほとんど得られな

いことが示唆されている。そのため花粉親の豊凶にか

かわらず雑種率が高く、84%から 100%近い値を示す

（Moriguchi et al.2008；石塚　未発表）。

　戦後、造成したカラマツ人工林が現在、主伐期を迎え、

今後、カラマツ人工林の更新面積が増えると考えられ

ている。北海道庁はその値を 2036年には 5,900 ha/年と

なると試算し、そのうち 1,770 haをクリーンラーチにす

ると計画している（北海道 2017）。それに必要な苗木本

数は 280万本であるが、実生苗木では需要を満たせず、

挿し木苗木を生産している（黒丸・来田 2003）。技術的

には 1本の実生苗木を 7倍にすることが可能であるが、

苗木生産者の育苗施設や気象条件などの育苗環境の制

限から2倍強に留まっている現状にある。2019年現在で、

年間 20万本の挿し木苗木が生産されているが、北海道

庁が掲げる目標とは隔たりが大きく、挿し木苗木増産

に向けた技術開発（今ら 2021）や生産体制の整備が求

められている（北海道 2017）。
　グイマツ雑種 F1 は初期成長がよく、生存率が高く、

幹が通直である。この特徴は、たくさん植えて形質の

悪いものを除き最終的に本数を減らして、良いものだ

けを残すという従来の本数密度管理の考えを踏襲する

必要性が少ない。また、材の強度が高く疎に植えても

求められる基準を下回る心配も少ない。このため林業

の省力化、低コスト化を図るためグイマツ雑種 F1 では

低密度植栽が推奨され、造林補助の対象となる植栽密

度の下限値が 1,500本から 1,000本に引き下げられてい

る。特にクリーンラーチは植栽直後の成長がよく、造

林作業で最もコストがかかる下刈り作業の軽減ができ

ると期待され、その実証が進められている。

カラマツ・グイマツ雑種 F1 の林木育種の今後

　人間の経済活動により、二酸化炭素濃度が増加し、

全球的に温暖化が問題となっている。また局所的なオ

ゾン前駆体（NOxやVOC：揮発性有機化合物など）の

増加や越境大気汚染による窒素降下物の増加による森

林衰退が懸念されている。グイマツ雑種 F1 の苗木を用

いた操作実験によると二酸化炭素と窒素の増加により

根量の低下や地上部／地下部（T/R）比が大きくなった

（Watanabe et al. 2013；Fujita et al. 2018）。一方、オゾンの増

加に対して、カラマツはオゾンの低濃度増加で成長量

が増加するホルメシス（毒物が毒にならない程度の濃

度で刺激効果）が見られたが、グイマツ雑種 F1 では肥

大成長が抑制された（Koike et al. 2012；Sugai et al. 2018）。
このようにグイマツ雑種 F1 では極端な気象現象による

風害の増加が懸念される環境応答を示し、気候変動や

無機環境の変化を考慮した林木育種も必要である（Ryu 
et al. 2009；来田ら 2018）。
　クリーンラーチやカラマツ第二世代精英樹の選抜に

50年以上を要した。樹木は世代間隔が長いこと、カラ

マツには確実な結実促進処理方法がないため、致し方

ないと言えば致し方ないが、それでも時間がかかりす

ぎである。現在、北海道では遺伝子マーカーや幼老遺

伝相関を利用した早期選抜技術の開発に取り組んでい

る。また、森林総合研究所林木育種センターではカラ

マツの遺伝子情報基盤の構築に取り組んでおり、筆者

は育種期間の短縮が進むことを期待している。
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