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論文

異なる種苗配布区域におけるスギ精英樹の生存率と樹高の遣い

－福島県と岐車県における事例一

三浦真弘氏1.野村考宏1・河崎久男1・藤津義武l

スギには日本全国に七つの種苗配布区域があり，福島県と岐阜県には，第二，三区の二つの配布区域が県内に存在する。わ

れわれは，同一県内の配布区域外へ種苗を配布した場合の妥当性を検討するため，福島，岐阜の両県について，両配布区域の

一般次代検定林に植栽された精英樹クローンの生存率と樹高のデータを用い，産地の生存率および樹高の解析を行った。遺伝

子型と環境の交互作用において，福島県の生存率についてのみ有意差が認められ，福島県の樹高，岐阜県の生存率および樹高

については有意差が認められなかった。積雪に対する生存率と樹高の相関において，福島県の二区産クローンでは相関がな

かったが，福島県の三区産クローンの一部および岐阜県の二，三区産クローンの一部では有意な負の相関が認められた。今回

の結果より，福島県と岐阜県における積雪に対するクローンの反応は異なり，林業種首法に基づく林業種苗の配布に関する規

制は，福島県では適切であるが，岐阜県で、は必ずしも適切でないことが示唆された。

キーワード： GE交互作用，種苗の流通，スギ，産地

M副 ahiroMi町 a,*.i宜3.kahiroNom町 a,1Hisao Kawasaki,1細 dYoshitake Fujisawa' (2009) Survival Rate and τree 

Height of Sugi (Cryptomeriαjaponica) Plus Trees in Different Seed Distribution Zones of Fukushima and Gi負1
Prefectures. J. Jpn. For. Soc. 91: 318 325.τbere are seven seed disbibu世onzones for sugi (Ciりφtomerwjaponica) in Japan. 
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gated survival rate and仕eeheight using the progeny tes出gda句 ofplu仔仕eesclones which were planted in two seed disbibution 

zones in bo出Fukushimaand Gifu Prefectures which have bo出thesecond and血irdseed disbibution zones.百ierewas significant 

genotype by environment (GE) interaction for survival in Fukushima Prefecture, but not in G泊1Prefecture.ηiere was no sign温－

cant GE interaction for仕eeheight in either prefecture. No clones selected泊仕iesecond zone showed a significant correlation 

between snowfall and survival rate or甘eeheight, but some clones selected in血e也rrdzone showed a significantly negative correla-

tion between snowfall and bo仕lsurvival rate and仕eeheight in Fukushima Prefecture. Some clones selected in both second and 

血irdzones showed a sigi胡αntlynegative correlation between snowfall and both survival rate and tree height in Gifu Prefecture. 

Survival and田 eheight of plus－仕eeclones in response to snowfall difたredbetween F叫mshimaand G出 Prefectures,and these 

results suggest that白eregulation of seed and seedling仕組sferbetween two seed dis廿ibutionzones was sufficient for Fukushima 

Prefecture, but insu血dentfor Gifu Prefecture. 
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I. はじめに

林木を含む多くの植物は，選抜地と異なる環境に植栽さ

れた場合，適応性が変化する（渡辺， 1961；八重樫・草場，

1973; Hamann et al., 2000; Isik et al., 2000; Montalvo and 

Ellstrand, 2000）。特に，異なる環境下で系統の成長順位が

入れ替わる現象は，遺伝子型（genotype）と環境（Environ-

ment）の交互作用（以下， GE交互作用）と呼ばれている

(Shelbourne, 1972; Zobel and Talbert, 1984）。 GE交互作用

は育種を推進する上で不可避の問題であり，林木の選抜や

種苗の配布の際には， GE交互作用がなるべく小さくなる

ような手段が採用される。その一つの手段として地域区分

があり，地域区分は，気候や土壌，自然植生などの環境条

件を基に決定される。地域区分の妥当性は，産地試験や地

域差検定林により評価される（Yingand Yanchuk, 2006）。

日本の林木育種事業は 1950年代に開始された。育種事業

キ連絡先著者（Correspondingauthor) E-mail: miumasa@a貨c.go.jp

を推進する地域単位である育種区は，環境条件がほぼ等し

い区域とされ（図－la），スギの場合，共通の精英樹クロー

ン（以下，クローン）群を植栽した地域差検定林を複数の

育種区からなる育種基本区内に設定し， GE交互作用を評

価するためのデータを提供することでその妥当性が評価さ

れている。これまでに九州育種基本区や関東育種基本区で

は，育種基本区単位での GE交互作用の程度に関する評価

が行われてきた（西村・田島， 1993；三浦ら， 2005）。一方，

林木育種事業が始まる以前に，林木の種苗配布区域（以下，

配布区域）が 1934年に農林省告示により設定された（図

lb）。スギの配布区域は，明治期の IUFROの勧告に従った

欧州諸国の産地試験の結果や植生や，気候などの環境条件

に基づいて設定された（佐藤， 1950）。設定当初，配布区域

は9配布区域に分割されていたが，その後若干の修正を経

て，現在7配布区域に分割されている。林木における種苗

の流通は，配布区域で決められた特定地域内または特定地

l独立行政法人森林総合研究所林木育種セン夕一 干 319一1301 日立市十王町伊師3809一1 (Forest Tr巴eBreeding Center, Forest and Fores仕3T 

Product Resear Institute, 3809-1 Ishi, Juo, Hitachi 319-1301, Japan) 
(2009年1月16日受付；2009年7月10日受理）
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図－1.林木育種事業における育種基本区（a）とスギの
種苗配布区域（b)

種苗配布区域における矢印は種苗の移動方向を表す。

域間でのみ認められている。

本来，配布区域の概念は，林木の検定，選抜，生産種苗

の配布のための地域という意味で本質的に育種区と同じで

あるにもかかわらず，現在必ずしも両者の区域は一致せず，

育種事業を推進する上で障害となっている。たとえば，育

種基本区を越えて配布区域が同一で、ある地域では，育種基

本区を越えて同一クローンが植栽されている試験地がない

ため， GE交互作用の検証は困難である。また，同一育種

区で複数の配布区域が混在する地域もあり，クローンの選

抜，検定，採種園の造成などの労力とコストが増大するデ

メリットがある（戸田， 1978）。このような地域もしくは府

県では，各配布区域間で種苗の相互植栽試験が必要である

が，クローンを用いた実証的な植栽試験および検証は行わ

れていない。

スギでは，明治期に吉野地方の不良種子が全国に流通し

たことにより，多雪地で不成績造林地の発生が報告されて

きた（武内ら， 1910；小泉， 1924；原田， 1924）。また，明治

期にはすでに太平洋側のスギと日本海側のスギは形態的に

異なり，それが積雪に対する適応ではないかといわれ，造

林上注意すべきであると指摘されている（寺崎， 1913；白

沢， 1916）。このような経緯に基づいて，スギ種苗は，多雪

地帯の配布区域第二区のクローン（以下，二区産クローン）

を寡雪地帯の第三区へ移動することは認められているが，

寡雪地帯の配布区域第三区のクローン（以下，三区産クロー

ン）を多雪地帯の第二区へ移動することは禁じられている。

福島県と岐阜県は，育種区についてはそれぞれ北関東と中

部山岳の育種区に属す一方で、，配布区域については県内に

配布区域第二区（以下，第二区）と配布区域第三区（以下，

第三区）の異なる配布区域が存在している。第二区は，よ

り内陸で多雪地帯である会津地方（福島県），飛騨地方（岐

阜県）に相当し，第三区は，より温暖で寡雪地帯である中

通り，浜通り地方（福島県），美濃地方（岐阜県）に相当す

る。

両県内で生産された種苗が，同一県内で配布区域を越え

た場合の種苗の生存率や樹高は明らかでない。そこで，わ

れわれは，福島県と岐阜県において，第二， 三区の両産地の

選抜クローンを植栽した一般次代検定林を対象に，植栽ク

ローンの生存率や樹高について解析を行い， GE交互作用

の有無を検証するとともに，結果に基づいて種苗配布につ

いて考察した。

II.材料と方法

1. 供試クローンと使用した検定林データ

第二，三区の両配布区域の検定林に植栽されているク

ローンを解析に用いた（表－la,b）。福島県では第二区で 11

クローン（二区産クローン），第三区で26クローン（三区

産クローン）の計37クローンが選抜され， 16検定林（第

二区に 6か所，第三区に 10か所）に植栽されている（図－

2）。これらの検定林は， 1972年から 1978年に設定された

（関前 56号のみ 1984年設定）。同様に，岐阜県では，第二

区で3クローン（二区産クローン），第三区で 25クローン

（三区産クローン））の計28クローンが選抜され， 1974年

から 1978年に設定された 14検定林（第二， 三区とも 7か

所）に植栽されている。各検定林は乱塊法による 2回また

は3回反復の列状プロットで設計されている。福島県では

5, 10, 15年次の 3測定時の生存率，樹高のデータを解析

に用い，岐阜県では利用できるデータの制限のため，生存

率については 10年次の 1測定時，樹高は 5,10, 15年次の

調査データを解析に用いた。生存率は変数変換をした上で

解析を行い，樹高はプロット平均値を用いて解析を行った。

2. 遺伝子型と環境の GE交互作用の解析

解析は，以下の二つの線型モデルを用いて分散分析を

行った。

モデル Iでは，各検定林で生存率と樹高について，クロー

ン聞に違いがあるかを確認した。

九＝μ+r；＋五＋s,1 (1) 

ここで， Yijはi番目の反復のj番目のクローンのプロッ

ト平均値， μは全体平均， ηはi番目の反復の母数効果，万

はj番目のクローンの変量効果， 8ijは誤差（変量効果）で

ある。

モデル IIでは，それぞれの県で，全検定林のデータをま

とめ，県内で生存率と樹高について，産地と配布区域の GE

交互作用および検定林とクローンの GE交互作用との大き
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表ーla. 福島県で選抜された精英樹クローンおよび設定された

検定林

第二区 第三区

南会津1(7）北会津1(2) 西白河4(5) 安達1(5) 福島2(5) 

南会津2(4）河沼1(8) 東白川6(5) 双葉2(6) 富岡1(4) 

塑南会津4(2) 東白川8(7) 安積1(4) 富岡2(3) 

荷南会津5(9) 東白川10(6）石川署2(3）富岡3(5) 

ク南会津7(3) 東白川13(4）石川署3(6）勿来2(3) 

？南会津8(7) 石城7(2〕 石川署5(6）郡山1(6) 

シ南会津9(5) 相馬5(5) 石川署6(3）若松2(3) 

大沼1(3) 岩瀬1(11) 棚倉2(5) 若松3(5) 

大沼2(2) 岩瀬2(6) 棚倉3(5) 

関福19(5) 関前49(25) 関福6(4) 関前20(17) 

検関福20(6) 関福8(5〕 関前21(16) 

定関福21(5) 関福9(3) 関前23(15) 

林関福22(6〕 関福10(5) 関前56(3) 

関前40(26) 関福17(6) 関前ら1(30) 

クローン名の後の括弧内の数字は植栽か所数。検定林名の後の括弧
内の数字は植栽クローン数。

表 lb. 岐阜県で選抜された精英樹クローンおよび設定された

検定林

第二区

益田1(8) 

益田2(12) 

受鳩山）

第三区

本巣1(9) 恵那1(5) 

本巣2(10) 恵那3(7) 

山県1(4) 恵那4(5) 

郡上1(13) 揖斐1(9) 

郡上2(14）揖斐2(10) 

郡上3(7) 揖斐3(9) 

郡上4(9) 揖斐4(6) 

郡上5(12) 美波1(7) 

樹
ク
ロ

ン

郡上6(5) 武儀1(12) 

関岐8(16) 関岐20(24) 閑岐9(20) 関名16(7) 

検関岐10(20）関岐21(17) 関岐12(19）関岐19(18) 

定関岐11(18) 関岐14(19) 

林関岐13(18) 関岐15(18) 

関名11(7) 関岐17(17) 

武儀2(3) 

武儀4(11) 

武儀5(6) 

武儀6(8) 

武儀7(14) 

武儀8(8) 

中津川2(9) 

クローン名の後の括弧内の数字は植栽か所数。検定林名の後の括弧
内の数字は植栽クローン数。

さを検討したO

J'ijklm =μ + t1 + S1,,, + rilm ＋あ＋ふ＋ Ct×ρ）j1 + Cs×I> jklm + e ijklm 

(2) 

ここで Yijklmはl番目の配布区の m番目の検定林の i番

目の反復のj番目の産地の h番目のクローンのプロット平

均値， μは全体平均， t1はl番目の配布区の母数効果， S1111は

l番目の配布区の m番目の検定林の母数効果， rilmはl番目

の配布区の m番目の検定林の 1番目の反復の母数効果，あ

はj番目の産地の変量効果，ふは1番目の産地の h番目のク

ローンの変量効果， Ct×ρ）jl はl番目の配布区とj番目の産

地の GE交互作用の変量効果， Cs×／＞jklmはl番目の配布区

のm番目の検定林と j番目の産地の h番目のクローンの

GE交互作用の変量効果， Cijklmnは誤差（変量効果）をそれ

ぞれ示している。

分散分析は農林水産研究計算情報センターの科学技術計

算システム，統計解析ソフト SASversion9.1.3の GLMプロ

シジャを用いて行った。

ム検定林・ '7ローン

図－2.福島県（上）と岐車県（下）の解析対象の検定林

とクローン

灰色部分，配布区域第二区；無色部分，配布区域第三区。

3. 各検定林設定地の環境条件と，生存率，樹高の関係

植栽クローンの環境に対する反応を調べるために，福島，

岐阜両県および各検定林の環境条件を調べた。環境条件の

指標は 12～3月の積雪量とした。積雪量のデータは国土交

通省の国土数値情報ダウンロードサービスホームページ

(http://nぜtp.mlit.go.jp/ksj／）の，気候値メッシュデータの

中から抽出した。積雪量は，福島，岐阜の各県を 3次メッ

シュ，約 lkm×lkm四方に分割した地域ごとに与えられ

ている。福島，岐阜両県の環境条件は，積雪量 lOOcm以

上， 50～100cm, 50cm未満の 3段階に分けた積雪分布図

として図示した（図 3）。また，検定林の環境条件は，次代

検定林設定台帳の附図より調べた緯度経度から，各検定林

の位置する 3次メッシュおよびそれに隣接する八つの 3次

メッシュの積雪量の平均とした。

各クローンについて，各検定林で生存率と樹高の最小二

乗推定値を求め，積雪量と生存率，樹高の関係を調べた。

福島県では 15年次データを用いた。二区産クローンは，各

配布区域で3か所以上に植栽されている 3クローン（南会

津 5，南会津8および河沼 1）を対象とした。三区産クロー

ンは，第二区で2か所以上，第三区で4か所以上に植栽さ

れている 8クローン（東白川 8，東白川 10，岩瀬 l，岩瀬

2，双葉2，石川署3，石川署5および郡山 1）を対象とし

た。岐阜県では 10年次データを用いた。二区産クローン

は，各配布区域で2か所以上に植栽されている 3クローン



1. 各検定林におけるクローン聞の生存率，樹高の差異

福島県の場合，生存率に関していずれかの調査年次でク

ローン間に有意差が認められた検定林は第二区で3か所，

第三区で4か所あった。同様に，樹高に関していずれかの

調査年次でクローン聞に有意差が認められた検定林は，第

二区で 5か所， 第三区で7か所であった（表－2）。岐阜県の

場合，生存率に関してクローン聞に有意差が認められた検

定林は第二区で4か所，第三区で2か所あった。また，樹

高に関していずれかの調査年次でクローン聞に有意差が認

められた検定林は，第二区で6か所，第三区で4か所あっ

た。

2. 県内での遺伝子型と環境の交互作用

福島県では，配布区域と産地の GE交互作用は，生存率

で5, 10年次で、は有意でなかったが， 15年次に有意なGE

交互作用が認められた。一方，樹高では全年次で有意な GE

交互作用は認められなかった（表－3）。また，配布区域内の

検定林と産地内のクローンとの GE交互作用は，生存率，

樹高ともに全年次で有意差が認められた。岐阜県では，生

存率，樹高ともに全年次で配布区域と産地における有意な

GE交互作用は認められなかった。一方，配布区域内の検

定林と産地内のクローンとの GE交E作用は，生存率，樹

高とも に全年次で有意差が認められた。

3. 各配布区域での生存率と樹高の経年変化

福島県の場合，第二区では， 二，三区産クローンの生存率

は， 5年次でそれぞれ0.66と0.58となり ，有意差は認めら

れなかった（p>0.05）。しかし，時間経過とともにそれら

の生存率は低下し， 15年次でそれぞれ0.44と0.19となり，

有意差が認められた（p<0.05，図－4）。また， 二，三区産ク

ローンの樹高は，常に二区産ク ローンが高かったが有意差
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表－3. 福島県と岐阜県における配布区域と産地および検定林とクローンのGE交互作用の平均平方

要因
5年 10年 15年

DF MS ρ値 DF MS p値 DF MS p値

福島県
生存率

配布区域x産地 1 0.00 ns 1 0.05 ns 1 0.25 ＊ 

検定林×クローン 123 0.05 ＊＊＊ 124 0.05 ＊＊＊ 124 0.05 ＊ 

樹高

配布区域×産地 1 0.13 ns 1 0.05 ns 1 0.38 ns 
検定林×クローン 123 0.12 ＊＊＊ 124 0.47 ＊＊＊ 124 1.50 ＊＊ 

岐阜県
生存率

配布区域×産地 1 0.00 ns 
検定林× クローン 197 0.08 ＊＊＊ 

樹高

配布区域×産地 1 0.02 ns 1 0.07 ns 1 0.82 ns 
検定林×クローン 197 0.08 ＊＊＊ 197 0.49 ＊ 197 1.38 ＊＊ 

***, p<0.001; * *,P<0.01; *.P<0.05; ns,p>0.05. 

福 島県
第二区 第三区

1.0 1.0 
ns 

0.8 0.8 

べふE0.4 

0.6 Jll体制十

0.4 

0.2 0.2 

。。 。。
5年 10年 15年 5年 10年 15年

岐車県
第二区 第三区

畠
1.0 

円S

0.8 0.8 

町 0.4 

0.6 Jll体制十

0.4 

0.2 0.2 

。。 。 。。
5年 10年 15年 5年 10年 15年

調査年次 調査年次

ー企生存率（二区産ウローン） --B-生存率（三区産ヲローン）

園 樹高（二区産ウローン） 口 樹高（三区産クロン）

図 4.福島県と岐阜県の各配布区域における各産地の生存率，樹高の年次変化

*・ p<0.005; ns,p>0.05. 

は認められなかった。一方，第三区では， 二，三区産クロー

ンの生存率は， 5年次でそれぞれ0.89,0.87となり，有意

差は認められなかった。 15年次でも，それらの生存率はそ

れぞれ0.82,0.80とほとんど低下せず，全年次で有意差は

認められなかった。また，二，三区産クローンの樹高は，常

に三区産クローンが高かったが，有意差は認められなかっ

た。

岐阜県の場合，第二区では，二， 三区産クローンの生存率

は， 10年次でそれぞれ0.98と0.95となり有意差は認めら

れなかった。また， 二，三区産クローンの樹高も全年次でほ

とんど同じで，有意差は認められなかった（図 4）。一方，

第三区でも，二，三区産クローンの生存率は， 10年次でそ
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在した。

岐阜県の場合，生存率は，二，三区産クローンとも必ずし

も積雪量が多いほど低くなる傾向はなく，積雪と生存率に

有意な負の相聞を認めるクローンは存在しなかった（図－

6）。また樹高は，二，三区産クローンとも積雪量が多いほど

樹高

10年
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石川署 5 6 -0.828 -0.758 

郡山 1 6 -0.790 -0.553 

下線部のある数値はp<0.05。

-0.579 0.161 

0.405 -0.543 

0.607 0.594 

樹高

15年

表ケ4.

クローン

れぞれ0.93, 0.86と二区産クローンがより高い傾向は認め

られたものの，有意差はなく，二，三区産クローンの樹高も

また，常に二区産クローンが高かったが，有意差は認めら

れなかった。

次に，各配布区域で二，三区産クローンの生存率，樹高の

最小二乗推定値を各クローンで求め，各クローンの生存率

と樹高の関係を調べた。福島県の場合，第二区では，生存

率は，二区産ク ローンの方が三区産クローンより全年次で

高くなる傾向があった。樹高は，二，三区産クローンとも全

年次で類似した（図 5）。一方，第三区では，生存率と樹高

ともに全年次で二，三区産クローンとも類似した。岐阜県の

場合，第二，三区とも，生存率は二区産クローンより三区産

クローンでばらつく傾向にあり，生存率と樹高は，二，三区

産ク ローンとも類似した。

4. 環境条件と生存率，樹高の関係

福島県の場合，二区産クローンでは，積雪と生存率に有

意な負の相聞を認めるクローンは存在しなかった（図－6）。

一方，三区産クローンでは，積雪と生存率に有意な負の相

聞を認める 2クローン（岩瀬2，石川署 5）が存在した（表－

4）。また，樹高は，二，三区産クローンとも積雪量が多いほ

ど低くなる傾向があり，特に三区産クローンでその傾向が

顕著であった。しかし二区産クローンにおいて，積雪と樹

高に有意な負の相聞を認めるクローンは存在しなかった。

一方，三区産クローンでは，積雪と樹高に有意な負の相闘

を認める 3クローン（東白Jll8，東白川 10，岩瀬 1）が存
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低くなる傾向があり，積雪と樹高に有意な負の相関を認め

るクローンが二，三区産クローンとも各 1クローンずつ（大

野2，郡上 1）存在した（表 4）。

IV.考 察

林木育種を推進するにあたり，育種効果を上げるため

GE交互作用がなるべく小さくなるように地域区分が行わ

れる。実際，これまでにさまざまな樹種で， GE交互作用

を検証するために産地試験データを用いて地域区分の評価

が行われてきた（Carson,1991；栗延ら， 1982;Johnson and 

Burdon, 1990; Isik et al., 2000; Osorio et al., 2000; Xie, 2003; 

Zhelev et al., 2003）。トルコマツ （Pinusbrutia）では，地理

条件や気候条件だけで決めた配布区域は，産地試験により

最適でないことが明らかとなり（Isiket al., 2000），オース

トラリアにおけるラジアータマツ （Pinusradiata）では，

提案する育種区はより細分化した地域区分で育種効果が大

きい（Wuand Matheson, 2005）。スギの場合，育種区区分

の妥当性は育種基本区単位で行われ，地域差検定林の解析

により評価され，現在の育種区を統合しでも育種効果をあ

げることが示唆されている（西村・田島， 1993；三浦ら，

2005）。これらの研究の結果，地域区分は実証試験により統

廃合が可能である場合も，より細分化が必要な場合も示唆

されている。一方で，配布区域は，適切な評価を行うこと

ができる試験地を欠いていたため，その妥当性は評価され

てこなかった。本研究では，一般次代検定林に植栽されて

いる共通クローンを用いることで，同一県内に異なる配布

区域が存在するパターンについて GE交互作用を解析する

ことができた。

関東育種基本区内で育種区と配布区域が統一されていな

かった二つの県のうち，福島県では，第二区における産地

聞の樹高の違いはなかったが，産地聞の生存率は異なり，

二区産クローンは三区産クローンより明らかに生存率が高

い（図 4,5）。一方で第三区では，産地ごとに生存率，樹高

を観察した場合，時間経過に伴う産地聞の生存率，樹高の

違いは認められなかった（図 4）。 GE交互作用を大きくす

る要因として，積雪や特定のクローンの寄与があることが

報告されており（Wuand Matheson, 2005；西村・田島，

1993），福島県では第二区と第三区の境界は，積雪量の分布

図の境界と類似している。したがって，福島県では，多雪

地帯で選抜された二区産クローンは積雪に適応しているだ

けでなく，異なる環境でも地元産のクローンと同様に適応

していることが示唆される。一方，寡雪地帯で選抜された

三区産クローンは，積雪に適応できないクローンが存在し，

選抜された環境には適応しているが，異なる環境では地元

産のクローンと比べて明らかに適応性が劣ることが示唆さ

れた。岩手県でも，温暖な太平洋側地域産のスギは，多雪

地域産のスギより，突発的な冠雪害に対して感受性が高い

ことが明らかとなっている（八重樫・草場， 1973）。これら

の結果から，福島県では種苗の配布に注意を払う必要があ

り，環境条件を考慮した現在の配布区域の境界に妥当性が

あることが示唆された。

一方，岐阜県では，配布区域と産地の GE交互作用は，

生存率，樹高とも有意な GE交互作用は認められなかった

（表－3）。実際，第二，三区とも，二，三区産クローンは，生

存率，樹高とも同じようなパターンを示した（図 4,5）。岐

阜県では第二区と第三区は，積雪量の分布図と重ならない

部分が多く，また各配布区域内で多雪地帯と寡雪地帯が混

在しており，配布区域に従って選抜，検定を行った場合，

配布区域内に多様な環境が含まれ，どちらの配布区域でも

積雪に対して感受性の高い精英樹が選ばれてきた可能性が

ある。育種を進める場合， GE交互作用が大きい場合は改

良効果を上げるために，特定の環境に適応したクローンを

用いる地域ごとに環境区分するか，あらゆる環境で安定的

に成長するクローンを用いて環境を区分しないかの二つの

手法をとることが可能である（菊池， 1973）。しかし，対費

用効果の観点から，ある程度GE交互作用が大きくても地

域区分を行わないで育種を進めることがしばしば行われる

(Carson, 1991）。岐阜県の場合，二，三区産クローンとも選

抜された環境だけでなく，異なる環境でも地元産クローン

と同等の成長が認められたことから，県内では，産地を区

別する必要がなく，適応能力の低い特定のクローンを両産

地から排除した上で，現在の配布区域の境界を越えた種苗

の流通の規制を撤廃しでもよい可能性が示唆された。

造林地が安全に成林するには，造林地の環境に適応した

種苗を利用することが必要である。そのため配布区域が定

められてきた。現在スギ種苗は，第二区から第三区への移

動は認められるが，第三区から第二区への移動は認められ

ていなしミ。今回の福島県，岐阜県における研究により，福

島県ではこれまでの規制どおり，配布区域に従って種苗の

移動を行うのが適切であるのに対し，岐阜県ではこれまで

の規制とは異なり，第二，三区間で積雪に感受性の高いク

ローンを除けば，相互に種苗を移動しでも安全に成林する

可能性があることが示唆された。本研究では，スギの生育

に特に影響すると考えられる積雪のみを環境評価の対象と

したが，植物の生育には，気温や降水量など複数の要因が

影響することから，今後もさらに環境要因を精査すること

で，配布区域の妥当性の評価が可能であると思われる。

国有林における検定林の設定および調査は，関東森林管

理局，中部森林管理局管轄の森林管理署等の職員および森

林総合研究所林木育種センターの職員により行われたもの

で，関係各位に厚くお礼申し上げる。また民有林での検定

林の設定およびその後の調査，データの利用は，福島県で

は福島県庁および福島県林業研究センターの職員および関

係各位，岐阜県では岐阜県庁および岐阜県林業センター（当

時）の職員および関係各位により行われたもので，関係各

位に厚くお礼申し上げる。また，論文作成にあたり，森林

総合研究所林木育種センターの栗延晋博士，渡遁敦史博

士より有益な助言，批評をいただいた。ここに厚くお礼申

し上げる。
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