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宮城県林業技術綜合センタ一成果報告第 21号(2012.12) 

マツノザイセンチュウ抵抗性実生家系の評価と抵抗性品種の

開発に関する研究

マツノザイセンチュウ抵抗性育種に関する研究(第3報)

今 野 幸 則

要旨

松くい虫被害跡地の復旧及び松くい虫被害に5齢、マツ林を造成するため，選抜育種法を中心にマツノザイセン

チュウ抵抗性品種の開発を進めた。その結果，マツノザイセンチュウ抵抗性品種としてクロマツ 7品種・アカマ

ツ6品種を開発することができた。その抵抗性品種を用い，マツノザイセンチュウ抵抗性クロマツ採種園を造成

し，抵抗性クロマツ種子の供給を開始した。また，種子供給に伴い抵抗性クロマツ実生後代の評価を行った。

キーワード:マツノザイセンチュウ，選抜育種，交雑育種，採種園，実生後代

1 はじめに

宮城県におけるマツ林の枯損は，昭和 50年 10月石巻市で枯損木が最初に確認されて以来年々拡大を続

け，平成8年度には被害量が2万9千m3となったが，近年は被害量が 1万5千m:3を下回り減少傾向にあ

る。

特別名勝松島における風致林や沿岸部における海岸防災林をはじめ，住民生活に密着したマツ林が多く

存在しているが，マツノザイセンチュウによる枯損木により公益的機能の低下や景観の維持に支障をきた

している。さらに，平成 23年3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震の大津波により，クロマツなど

の海岸林防災林は壊滅的被害を受けた。

そのため，松くい虫被害跡地の復旧及び松くい虫被害に強いマツ林の造成，海岸林の再生に必要なマツ

ノザ、イセンチュウ抵抗性マツ苗木の早期供給が求められている。

宮城県においては，平成4年度から 13年度まで国庫補助による東北地方等マツノザイセンチュウ抵抗性

育種事業に取り組み，その成果は第1報(伊藤ら， 2004)にまとめられ，平成 14年度から 18年度までに

実施した県単独事業によるマツノザイセンチュウ抵抗性育種に関する研究の成果を第2報(今野ら， 2008) 

としてまとめた。本報告では，平成 19年度から 23年度に実施した県単独事業によるマツノザイセンチュ

ウ抵抗性実生家系の評価と抵抗性品種の開発に関する研究の成果と残された課題について報告する。

2 試験方法

2. 1 選抜育種

2. 1. 1 マツノザイセンチュウ抵抗性候補木の選抜

マツノザイセンチュウの激害林分で、生き残ったマツノザイセンチュウに抵抗性を有すると思われる健全

なクロマツ及びアカマツ(抵抗性候補木)を選抜し増殖を行って試験に供するが，本研究で使用した候補

木は前研究期間内に選抜を実施し，接ぎ木増殖を行ったものである。

2. 1. 2 接種検定

( 1 )抵抗性判定対照木

「東北地方等マツノザイセンチュウ抵抗性育種事業の実施についてJ(以下，実施要領という)には， (独)

森林総合研究所林木育種センターが指定するマツの苗木を対照木として，候補木と同時に接種検定を行う
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ことが定められている。

接種検定で目標とされる抵抗性レベルは，マツノザイセンチュウに抵抗性を有する ことで知られる北ア

メリカ原産のテーダマツと同程度とされているが，寒冷な東北地方で、はテーダマツの生育が悪いため， (独)

森林総合研究所林木育種センター東北育種場(以下，東北育種場という)アカマツ交配園産の三本木3号，

岩手 104号，岩泉 101号，一ノ関 101号，北蒲原2号の自然交配百を対照木とした。

(2)接種検定時期及び管理

宮城県石巻市におけるクロマツを用いたマツノザイセンチュウ接種試験(庄司ら， 1983)によると， 8 

月下旬以降の接種では年内には枯れず翌年に枯損する率が高い。また，東北育種場の研究(野口ら， 1987) 

でも同様の結果が観察され，接種した首木の抵抗性を接種当年の秋に判断するためには，苗木を温室内に

植栽し，接種時期を早めることにより，マツノザイセンチュウの活動・繁殖に好適とされる 250C以上を一

定期間保つことが必要であると結論づけている。

このことから，接種検定はビニールハウス内で6月20日前後に接種した。濯水は1週間に 1回，ヒーニー

ノレハウス内の気温は，梅雨期には低温対策として密閉状態に，夏はハウス側面のビニール部分を巻き上げ

通風を確保し， 20"-'250Cを保った。

(3)人工接種

当年伸長した主軸の上部を切断し，その先端部をベン

チで押しつぶし，その部分に 0.1cc当たりマツノザイセ

ンチュウ島原個体群1万頭に調整した懸濁液を 0.1cc注

入する主軸注入法により接種している。接種漏れを予防

するため，ジベレリン用着色剤の赤色色素で判断できる

ようにした。

2. 2 実生家系の評価

2. 2. 1 実生苗
写真 1 マツノザイセンチュウ接種状況

実生家系の評価には，抵抗性クロマツ採種固からクローン毎に採種した宮城県産抵抗性品種(鳴瀬6号・

39号・亘理 56号・鳴瀬 72号・山元 82号・ 84号・ 90号)の自然交配実生苗と，宮城県産抵抗性品種を

雌親とした人工交配実生苗を使用した。

( 1 )人工交配

交配袋は雌花が確認できる 4月下旬に被せ，交配作

業は交配袋を被せていない雌花の開花状況を確認しな

がら， 5月上旬及び中旬の2回実施した。

交配袋は，抵抗性クロマツ採種圏内の雄花が全て落

下した5月下旬から 6月上旬に撤去した。

2. 2. 2 接種試験

(1)抵抗性判定対照木

選抜育種と同一の自然交配苗と宮城県林業技術総合
写真2 人工交配状況

センター内にあるクロマツ精英樹採種園産の自然交配混合苗を対照木とした。

(2)接種試験時期及び管理

マツノザイセンチュウ接種時期及び管理方法は，選抜育種と同様に行った。
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(3)人工接種

人工接種の方法は，選抜育種と同様であるが，平成 21年度に接種を行った実生苗については，平成 22

年度に2回目の接種を行い，その際にはマツノザイセンチュウ Ka-4を使用した。

3 結果

3. 1 選抜育種

3. 1. 1 一次検定数

接種試験は平成8年度から実施しているが，平成19年度から検定したクローン個体数はアカマツ 5個体，

クロマツ 59個体で、あった。

接種検定を評価する評点は，実施要領の運用についてに定める計算方法により算出した。

p= {(A-a) /A} x10+ {(B-b) /B} x 5 

p=評点， A=対照家系の生存率， B=対照家系の健全率，

a=候補木クローンの生存率， b=候補木クローンの健全率

評点Pがマイナスのものを合格とする。

3. 1. 2 一次検定結果

平成 19年度に検定を実施した抵抗性候補木は，平成 17年2月に本吉町外から現地選抜し，接ぎ木によ

り増殖したクローン百で¥クロマツ 22個体539本に対して接種検定を行った。その結果，クロマツ 3個体

(205号207号213号)が一次検定に合格した (図-1)。
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図-1 平成 19年度検定結果 (評点・ P値)

平成 20年度に検定を実施した抵抗性候補木は，平成 18年2月に石巻市から現地選抜し，接ぎ木により

増殖したクローン苗でクロマツ 15個体 336本，アカマツ 5個体90本に対して接種検定を行った。その結

果，一次検定合格木はなかった(図-2)。
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図-2 平成20年度検定結果 (評点・ P値)

平成21年度に検定を実施した抵抗性候補木は，平成 19年2月に石巻市から現地選抜し，接ぎ木により

増殖したクローン苗でクロマツ 20個体631本に対して接種検定を行った。その結果，クロマツ 7個体 (247

号249号251号252号259号260号 261号)が一次検定に合格した(図-3)。

15.00 
P 13.00 

11.00 
9.00 
;00 

5.00 
;300 

1.00 
-1.00 
-;3.00 

-5.00 

図-3 平成21年度検定結果(評点.p値)

以上の一次検定合格木の選抜調査内容については附表2に示す。

3. 1. 3 二次検定

一次検定に合格した抵抗性候補木は，東北育種場において実施される二次検定に供するため接ぎ木苗の

育苗を進めた。一次検定合格木から二次検定用の接ぎ穂、を採取し，東北育種場へ送付した。東北育種場に

おいて接ぎ木作業，育百後に接種検定(二次検定)が行われた。

平成21年度にアカマツ 3クローン，クロマツ 1クローン，平成 22年度にアカマツ 2クローンが二次検

定に合格した。平成21年度合格のクロマツについては，二次検定終了後の樹脂道調査において種間雑種で

あることが確認され，独立行政法人森林総合研究所林木育種センター優良品種評価委員会への申請は行わ
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れなかったが，アカマツ 5クローンについては評価が行われ，マツノザイセンチュワ抵抗性品種として認

定された。

3. 2 実生家系の評価

3. 2. 1 検定数

実生家系の接種試験は，平成21年度から宮城県産抵抗性品種7家系について順次実施してきた。クロー

ン聞の採種量に大きな差異があり，同一本数での試験とはなっていない。

3. 2. 2 検定結果

平成 21 年度に実施した家系は 13 家系であるが，採種量が安定せず試験本数は 2~50 本となっている。

人工交配により得られた実生百は，自然交配の実生苗より低い生存率となった家系もあり，期待した抵

抗性を示さなかった(図-4)。
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図-4 平成21年度生存率

平成 22年度に実施した家系は 14 家系であるが，採種量が安定せず試験本数は 2~122本となっている。

人工交配による実生苗が高い抵抗性を示し，自然交配による実生苗においても，高い抵抗性を示す家系

が確認された(図-5)。
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図-5 平成22年度生存率

平成 23 年度に実施した家系は 13 家系で，試験本数は 14~58 本となっている。

人工交配による実生苗が高い抵抗性を示しているが，交配に用いた花粉により抵抗性に差が生じた(図-

6)。
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図-6 平成23年度生存率

平成21年度にマツノザイセンチュワ島原個体群を接種し生存していた実生苗について，平成 22年度に

マツノザイセンチュウ Ka-4を再度接種した。前年度の接種結果より全ての家系での生存率は上昇し，誘

導抵抗性が発現 (福田ら， 1997)したと考えられる。

なお，クロマツ混合苗については平成21年度の生存苗ではなく，平成22年度が 1回目の接種である。
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図-7 平成21， 22年度生存率

3， 3 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

平成 14年度に造成したクロマツ暫定採種園は一次検定

合格木で構成され，その後の二次検定を経てマツノザイセ

ンチュウ抵抗性品種と一次検定合格木とが混在する状況と

なった。採種木の成長に伴い，着花が安定して確認できる

状況となったが，一次検定合格木が植栽されている状態で

は採種源として「抵抗性クロマツ採種圏Jの育種母樹林指

定が受けられず，種子供給に支障を来すようになった。

そのため不良クローンの除去 ・優良クローンの植え込み

を行い，マツノザイセンチュウ抵抗性クロマツ本格採種園

へ誘導した。

写真3 抵抗性クロマツ採種園

暫定採種園の改良により，平成 17年度に造成した本格採種園と一体的に管理することが可能となり，平

成21年 11月に育種母樹林の指定を受け，平成22年度から種子供給を開始した。
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4 おわりに

マツノザイセンチュウ抵抗性育種事業は，松くい虫被害跡地の復旧及び松くい虫被害に強い松林の造成

を目指し，研究を進めてきた。

しかし，平成23年3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う大津波は，宮城県の海岸防災林に

壊滅的被害を与え，造林の対象となるクロマツ海岸防災林面積が桁違いに拡大した。仙台湾岸のクロマツ

海岸防災林は江戸時代から造成・保育を続けてきたもので，沿岸部の農地を潮害・風害・飛砂から保全し

てきた。

東日本大震災からの仙台湾岸における農業復興を図る上からも，短期間で海岸防災林の再生を図る必要

が生じたが，これまでの試験結果による抵抗性の高い評価を得た家系の種子のみを供給するだけでは，被

災した海岸防災林再生に必要なマツノザイセンチュウ抵抗性クロマツ苗木の総本数を生産することは困難

である。そのため，マツノザイセンチュウ抵抗性クロマツ苗木を中心とした植栽樹種の検討や，マツノザ

イセンチュウ未接種百木の抵抗性種百の有効利用が図られる工夫を凝らす必要があると考える。

海岸防災林の再生は，今後 10年以内を目処に植栽が実施される見込みであるが，その後も植栽箇所の補

植も必要となることが考えられ，その際には抵抗性の高いクロマツ百木が利用で、きるよう，今後も抵抗性

品種の開発と抵抗性家系の評価を継続し，抵抗性マツの種苗供給体制の強化に資するo
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