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観察木の着果状況

樹冠全体に濃く着果している

樹冠全体に薄く着果している。多くの枝に多数着果している。

樹冠全体にまばらに着果している。数本の枝に多数着果している。

樹冠全体にわずかに着果している。数本の枝に少量着果している。

全く着果が見られない。

カラマツ採種作業の機械化による効率化の検討 
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カラマツ球果の採種方法の違いがその後の雌花着花に与える影響を評価するとともに，高所作業車を用いた方

法と，ツリーワーク用品を用いて木に登る従来の採種方法の作業効率を比較した。その結果，採種方法が雌花着

花周期に影響する可能性が確認された。また，着果指数 4 以上の場合の従来方法とクローラ式及びトラック式高

所作業車の 1 時間あたり採種量は，従来方法と比較してトラック式で 2.0 倍，クローラ式で 3.2 倍だった。 
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Ⅰ はじめに 

近年長野県では，カラマツの主伐や更新伐が進めら

れている。それに伴い，再造林時に使用されるカラマ

ツ苗木の需要も増加している。これらに使用される苗

木を生産するための種子は，育種母樹林（以下，採種

園）から採取されることが望ましい。しかし，昭和 30
年代に造成された県内のカラマツ採種園の採種木は，

高木化が進み採種が困難な状況にある。これら採種木

から球果を採取するためには，特殊な技術を持った作

業員が採種木に登り，鋸やチェーンソーを用いて枝を

切断することによる採種や，伐採によって採種せざる

を得ないが，これらの方法は継続的な採種ができず問

題である。そこで，本研究では，球果の採取方法がそ

の後の雌花着花量や着花周期に与える影響を評価する

とともに，安全に採種作業を行うことが可能と考えら

れる高所作業車による採種の工程調査を行い，採種効

率を調査し，その効果を検証した。 
 
Ⅱ 方法 

調査は，上伊那郡箕輪町大字中箕輪にある県営中箕

輪採種園（1962 年造成，標高 820m，面積約 1ha 以下，

中箕輪）のカラマツ第一世代精英樹の採種木（平均樹

高 19.8m，平均胸高直径 44.0cm）及び，南佐久郡川上

村大字御所平字柏垂にある県営川上採種園（1961年造

成，標高 1,350m，面積 9 ha 以下，川上）の第一世代

精英樹の採種木（平均樹高 16.0m，平均胸高直径

45.4cm），北佐久郡御代田町字清万にある東信森林管理

署所管の清万採種園（標高 1,020m，面積 2.0ha 以下，

清万）の第一世代精英樹の採種木（1960年造成,平均樹

高 19.6m，平均胸高直径 36.3cm）で実施した。高所作

業車による工程調査を実施した清万採種園は,採種園

内に幅員 4m の砕石が敷設された作業路が整備されて

いる。また，同調査を行った中箕輪採種園は町道が隣

接し園内に侵入可能で，川上採種園においては,村道か

ら採種園内の幅員 2.5mの作業路が接続されている。 

1．採種方法と雌花着花量の変化 

調査は，2014 年 4 月から 2018 年 9 月にかけて中箕

輪で実施した。調査対象とした採種木は，2011年 9 月
に主幹に着生している枝をチェーンソーで根元から約

3m を残して切除し採種を行った個体（以下,強度枝切

除木，N＝1，着果指数 4），2014 年 9 月中旬に球果が

着生している枝を先端から約 3～5m 程度の長さで細

かく切り落とし採種を行った個体（以下，枝切除木，

N＝5，平均着果指数 4），同年 9月上旬に球果のみをも

ぎ取る方法と,球果がまとまって着生している部位を

剪定鋏により切り落として採種する方法を併用した個

体（以下，もぎ取り木，N=2， 平均着果指数 4）を対

象とした。その後，毎年 4 月中旬～7 月上旬に双眼鏡

を用いて目視により雌花及び球果の着生状態を確認し，

1～5段階の着果指数に分類した。なお，指数評価は北

海道育種場方式着果指数評価を採用した（表－1）。 
表－1．北海道育種場方式着果指数評価 

 

2．異なる採種方法の効率調査 

調査は，川上，中箕輪及び清万で 2016～2018 年に

実施した（表－2）。ツリーワーク用品を用いて木に登

る技術を持つ作業者が採種木に登る方法（以下，従来

方法）と，トラック式高所作業車（4ｔ車ベース，アー

ム長 23m 以下，トラック式）及びクローラ式高所作

業車（バケット容量 0.45m3相当のベースマシン，アー

ム長約 21m 以下，クローラ式）による採種方法を用

い，各作業ともに，球果のみを手でもぐ若しくは，球

果がまとまって着生している部位を剪定鋏で切除して

採種した。採種作業をビデオカメラで撮影し，各作業

方法の工程を解析した。さらに，採種された球果を計

量するとともに採種にかかった費用計算を行った。費
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用計算には，1 日当たり作業員単価，高所作業車リー

ス費や機械運搬費，保証料，燃料費を加算した金額を

1日あたりの費用として算出した。なお,従来方法は 3
名についてそれぞれ実施した。 

表－2．各工程調査対象木の樹高と本数

調査方法 従来方法 ホイール式 クローラ式

調査本数（本） 5 3 3

平均樹高（ｍ） 18.4 17.3 17.6  

 
Ⅲ 結果 

1．採種方法と球果着果量の変化 

 過去の採種方法別着果指数の経年変化を図－1 に示

す。調査を行った 2014～2018年 5年間の県内の作柄は

並作が 2回，凶作が 3回であった。強度枝切除木は，

前回の採種から3年が経過した2014年は並作であった

にも関わらず，指数は 1となり着果は確認できなかっ

た。その後当該木で着果が確認できたのは，前回の採

種から 6年が経過した 2018年だったが，その着果指数

は 2で，僅かに着果が確認できるのみに留まっていた。

それに対し，もぎ取り木及び枝切除木は，作柄の影響

により平均指数の増減はあるものの，毎年着果が確認

できた。もぎ取り木の平均着果指数は枝切除木と比較

すると採種翌年の 2015年は低かったものの，その後 3
年間は高く，2回目の並作だった 2017年の平均着果指

数は 4 で，前回の採種時の平均着果指数と等しかった。 

2．異なる採種方法の効率調査 

 着果条件のよい指数 4以上の 1時間あたり平均採種

個数を作業方法別に比較した。その結果，従来方法で

は平均で 786個，トラック式では 1,559個,クローラ式

では約2,485個となり, トラック式が従来方法の約2.0
倍,クローラ式が 3.2倍の採種量となった（図－2）。 

次に, 作業方法別の球果 1個あたり単価と指数の関

係について調査した（図－3）。その結果，従来方法で

は，調査を行った指数 2～5の平均で 35円だったもの

の，指数4でも球果単価は6～69円と差が大きかった。

トラック式では，指数 5で 5円と最も低かったが，他

の指数でも平均 11円だった。クローラ式では，指数 2
で 157 円と調査対象指数中最も高額だったもの，指数

3と 4では 18円及び 13 円と若干安価となっていた。 

Ⅳ 考察 

 強度枝切除による採種では他の採種方法と比較して

翌年以降の着果指数が減少した。カラマツは 3～5年生

枝に着生した短枝に雌花着花することから（１），枝を

切除して採種を行うことは着生後数年が経過した枝が

切除されることに繋がり，次期雌花着花を延ばす要因

の一つであることが考えられる。 

 また,従来方法と比較するとトラック式，クローラ式

ともに指数が高くなると球果単価は従来方法より安価

になる傾向だった。これは，指数が高いと採種時間が

増加する一方で着果枝への移動時間が減少することが

要因と考えられる。このことから，指数が高い作柄で

は，従来方法ではなく，高所作業車を用いた採種を行

うことで安価で大量の球果を採取することが可能と考

えられる。しかし，高所作業車は採種園までの接続道

路や，園内作業路があることが条件で，さらにトラッ

ク式では採種対象木に近接した堅固な作業路の整備が

必要であるため，これらの条件が揃わない採種木では，

従来方法を併用して採種を行い，どの方法を選択する

としても，最小限の枝の切除による採種が重要である。 
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図－1．過去の採種方法別着果指数の経年変化 

（指数 1は着花無し） 

 
図－2．採種方法別の平均球果採種個数の比較 

（Tukey-Kramer法による多重比較検定 *：ｐ<0.05） 

 
図－3．作業方法別の球果単価と指数の関係 
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