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スギコンテナ苗生産における種子サイズと稚苗サイズの影響
山中豪（三重県林業研）
コンテナ苗の生産コストを下げるためには，高い得苗率を保つ必要があるが，各個体の成長に差が生じ，十分
な得苗率を得られないことがある。この要因を明らかにするため，種子のサイズや稚苗時点での個体サイズが苗
の成長に及ぼす影響を調査した。スギ種子をその長径によって大中小に分け，コンテナへ直接播種したところ，
種子サイズ小では，他と比べ発芽時期が遅く，その後の成長も遅かった。このことから，直接播種する際，小さ
い種子を除くことで，個体サイズのばらつきを小さくできる可能性が考えられた。また，育苗箱で発芽させた稚
苗をサイズ分けし，
別々のコンテナへ移植したところ，
各区分と苗の成長との間に明瞭な関係はみられなかった。
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Ⅰ はじめに
近年，各地でマルチキャビティコンテナ（以下，コ
ンテナ）により育成した苗（以下，コンテナ苗）の生
産が行われている。コンテナ苗は再造林の低コスト化
にとって重要とされるが，価格が高いという難点があ
るため（7）
，育苗コストを低減する方法が検討されて
いる（6）
。育苗コストを低減するためには，高い得苗
率を保つ必要があるが，
苗の成長量に個体差が生じ
（2）
，
得苗率が低くなることがある。
種子は 1 粒ごとに遺伝的に異なっているため，そこ
から発芽する実生苗の成長量には必然的に個体差が生
じる。一方で，スギの種子は大きさや重さが多様であ
り（1,8）
，重さによって発芽速度が異なることが報告
されている（1）
。このような，種子の違いによる発芽
様式の違いについても，苗の成長量に影響している可
能性がある。
また，個体差の小さい，サイズの均一な苗を生産す
る手段としては，床替えの際のサイズ分けや劣勢個体
の除去（5）を行うことが有効である。コンテナ苗の育
苗においては，従来の裸苗生産で行われていたような
床替えは行わないが，別途発芽させた稚苗をコンテナ
に移植する場合に，
稚苗のサイズによる選別を行えば，
同様の効果を得られるかもしれない。
これらのことから，本研究においては，スギ種子の
サイズによる発芽率や発芽速度および苗の成長の違い
と，稚苗時点での個体サイズによる苗の成長の違いを
明らかすることを目的とした試験を行った。さらに，
これらの結果をふまえ，苗サイズのばらつきが小さく
なるコンテナ苗の生産方法を検討した。

Ⅱ 方法
1．発芽試験
種子は，2017 年 10 月に三重県林業研究所構内のミ
ニチュア採種園にて採種した特定母樹自然交配多品種
混合種子（以下，混合種子）を 10g 使用した。これを
方形ふるい（目合（mm）
：2.36，2.00，1.70，1.40，1.18，

1.00）でふるい分けし，その後，目視にて，通常種子，
全体が黒い種子（以下，黒い種子）
，種特有の膨らみが
無い種子（以下，薄い種子）に分別し，各粒数を計測
した。このうち，通常種子については，シャーレに 100
粒ずつ（100 粒に満たない場合は全量）
，各サイズ最大
4 シャーレを用意し，2018 年 9 月 21 日から 28 日間，
恒温室にて発芽試験を行った。恒温室は室温 24℃一定，
常時明条件に設定し，発芽数は毎日夕方以降に計測し
た。
2．種子サイズごとの播種試験
種子は，混合種子の他，2017 年 10 月に三重県林業
研究所構内のミニチュア採種園にて採種した特定母樹
スギ西育 2-63 の自然交配種子（以下，単一種子）を使
用した。種子は合成洗剤水溶液 0.03％水溶液にて 7～8
時間浸け，沈んだものを使用した。その後，水に 60
時間程度浸け，
さらにベンレート水和剤の 1000 倍希釈
溶液に 6 時間程度浸けて消毒した。
これの水気を切り，
種子の長径により，6～5mm（以下，大種子）
，5～4mm
（以下，中種子）
，4～3mm（以下，小種子）の 3 区分
に分別した。この際，黒い種子や，薄い種子は除外し
た。
これらを 2018 年 4 月 20 日，JFA150 に各区分 40 キ
ャビティ（3 粒/キャビティ）播種した。発芽した個体
について，5 月に子葉長，本葉長，発芽率，8 月に苗長，
9 月に苗長および根元径を計測した。また，地上部が
混み合う 8 月中旬には，各キャビティ 1 本を残して間
引きを行った。間引きの際には，各キャビティで最も
苗長が長い個体を残した。
コンテナ培地は，
ココピート 70％，
パーライト 15％，
バーク堆肥 15％の割合で混合し，肥料としてハイコン
トロール 650-360 日タイプ（ジェイカムアグリ（株）
）
を 10g/L 加えたものを使用した。播種試験に使用した
コンテナにおいては，培地上層に発芽床として鹿沼土
細粒を薄く敷き，播種後はバーミキュライトによる覆
土を行った。育苗は三重県林業研究所内のガラス室で
行い，発芽後，本葉が展開するころまでは，遮光率 60％
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程度の遮光シート下に置いた。
3．稚苗サイズごとの移植試験
種子は混合種子を使用した。2018 年 3 月 26 日，鹿
沼土細粒で満たした育苗箱に播種し，概ね発芽した 5
月 11 日に，
サイズ分けと移植を行った。
サイズ分けは，
本葉の展開があるものの中で，子葉の長さを目視によ
り，長いもの（以下，大）
，平均に近いもの（以下，中）
，
短いもの（以下，小）に分けるとともに，本葉の展開
がないもの（以下，遅）を区分した。これらを JFA150
に各 40 キャビティ
（中のみ 80 キャビティ）
移植した。
移植直後に子葉長，本葉長，8 月に苗長，9 月に苗長と
根元径を計測した。コンテナ培地および育苗環境は播
種試験と同様とした。
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1．発芽試験の結果
以下，ふるい分けした種子の区分を「通過目合-非通
過目合」で表す。-2.36 および 1.00-は粒数が 100 粒未
満と非常に少なく，また 1.18-1.00 はほとんど発芽がみ
られなかった（図-1）
。これらを除いた発芽率について
は，2.00-1.70 が最大で，小さい種子ほど発芽率が低く
なる傾向が見られた（表-1）。発芽日数について，
2.36-2.00 および 2.00-1.70 と比較し，1.70-1.40 および
。
1.40-1.18 はより多くの日数を要した（図-2）
2．種子サイズごとの播種試験の結果
混合種子について，
発芽率は播種後 10 日が経過した
5 月 1 日時点で大種子，中種子ともに 72％であり，播
種後 25 日が経過した 5 月 15 日時点と比べてほとんど
変わらない（表-2）
。対して，小種子は 5 月 1 日時点で
43％，5 月 15 日時点で 71％であり，他と比べ，発芽速
度が遅かった（表-2）
。子葉長，本葉長についても，小
種子は有意に小さく（表-2）
，8 月 1 日時点における苗
長にも差がみられた（図-3a）
。しかし，間引きを経た
月
日時点においては差がなかった（図-3b）
。
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単一種子について，5 月 1 日時点での発芽率は小種
子が 36％と他よりも低かった（表-2）
。さらに，5 月
15 日時点の発芽率についても，大種子 93％，中種子
。子葉
87％に比べ，小種子は 67％と低かった（表-2）
長，本葉長についても小種子は有意に小さく（表-2）
，
，さ
8 月 1 日時点における苗長にも差があり（図-3c）
らに，
間引きを経た 9 月 27 日時点においても差があっ
た（図-3d）
。
3．稚苗の移植試験の結果
5 月 11 日の移植直後においては，各区分間で子葉長
および本葉長，あるいは本葉の有無に差がある状態で
あった（図-4a）
。しかし，9 月 27 日時点においては，
各区分と苗長の間に明瞭な関係はなかった（図-4b）
。
4．直接播種，稚苗移植別の個体サイズのばらつき
直接播種および稚苗移植における9月27日時点での
個体サイズを図-5 に示す。稚苗移植により育苗した苗

図－1．種子 10ｇ中に含まれるタイプ別の粒数
2.00-1.70 と 1.70-1.40 の発芽種子数については，全粒試
験を行っていないため，通常種子数に 400 粒の発芽割
合を乗じて算出した。
表－1．種子サイズごとの発芽率
目合
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図－2．種子サイズごとの発芽日数
箱中の横線は中央値，箱の上端は第 3 四分位点，箱の
下端は第 1 四位分点，下向きのバーは最小値，上向き
のバーは外れ値を除く最大値，白抜きの点は外れ値を
それぞれ示す。外れ値は，第 3 四分位点＋（第 3 四分
位点-第 1 四分位点）×1.5 を超えるものと定義した。
統計処理は外れ値を除かず行った。異なるアルファベ
ットは有意差を示す（Steel-Dwass 検定：p < 0.01）
。
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表－2．種子サイズ別の発芽率，個体数，子葉長および本葉長

各種子種類において，異なる英文字間には有意差があることを示す（Tukey-Kramer 法, p < 0.001）
。
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図－3．種子サイズと苗長の関係
エラーバーは標準偏差を示す。異なる英文字間には有意差が
。
あることを示す（Tukey-Kramer 法, p < 0.001）

図－4．稚苗サイズと苗長の関係
エラーバーは標準偏差を示す。異なる英文字間
には有意差があることを示す（Tukey-Kramer 法,
。
p < 0.001）
c)稚苗移植(稚苗サイズ 4 区分混合)

図－5．直接播種（混合種子）
，直接播種（単一種子）
，稚苗移植（稚苗サイズ 4 区分混合）の 9 月 27 日時点におけ
る個体サイズ
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は苗長40cm以上または20cm以下の個体が多く混在し
ているのに対し（図-5c）
，直接播種（混合種子）およ
び直接播種（単一種子）は概ね苗長 20～40cm に収ま
っており，比較的個体間差が小さかった（図-5a,b）
。

Ⅳ 考察
1．種子サイズが発芽率，発芽速度，苗の成長に及ぼす
影響
発芽試験の結果から，スギ種子には多様な大きさや
タイプのものが混在しており（図-1）
，小さい種子は発
芽率が低く（表-1）
，発芽の速度も遅い傾向があること
がわかった（図-2）
。また，播種試験の結果からも，小
種子は発芽の速度が遅いことが確認できた（表-2）
。苗
長について，クロマツやアカマツで種子サイズと苗の
成長の関係を調査した例によると，種子の大きさは，
発芽後の初期成長に影響するが，その後の成長には影
響しないと報告されている（4）
。今回の結果からも，
種子サイズの違いによる貯蔵養分量が直接その後の成
長に影響しているとは考えにくく，種子サイズにより
異なる発芽時期の違い（表-2）が，その後の苗の成長
（図-3a,c）に影響したと考えられる。また，混合種子
よりも単一種子でより発芽率や苗長の違いが生じたこ
とから，母樹の品種系統によって種子の発芽様式が異
なっていることが考えられた。
2．稚苗サイズが苗の成長に及ぼす影響
播種試験においては，上述のとおり，種子サイズに
より子葉長や本葉長に差があり，その後の苗長にも差
が生じた。一方で，稚苗移植の試験では，発芽直後の
子葉長や本葉の有無で区分しても，各区分の苗長に明
瞭な差は生じなかった（図-4）
。つまり，子葉長等と成
長量との間には直接的な関係はなく，優劣を判断する
指標にはならないと考えられる。あるいは，混合種子
を使用したことによる個体間の遺伝的なばらつきや，
移植時の根の損傷具合等が，結果を不明瞭にした可能
性がある。
従来の裸苗生産においては，
床替えを 1～2 回行う。
この際，規格外の個体を除去するとともに，苗をサイ
ズごとに選別する（5）ことが，規格の揃った苗の生産
に影響していたものと考えられる。コンテナへの稚苗
移植においては，その後の成長や作業性の問題から，
発芽後間もない稚苗を移植することが好ましいが
（9）
，
この時点で選別を行うことは難しく，床替えと同様の
効果を得ることは容易ではないと考えられる。
3．個体サイズのばらつきについて
稚苗移植した苗については，移植後の成長量に個体
差が生じ，個体サイズが大きくばらついた（図-5c）
。
これに対し，直接播種した個体のサイズはばらつきが
小さくなっていた（図-5a,b）
。これについては，高い
発芽率を持った種子を多粒播種することによって，各

キャビティに複数の個体が発芽し，間引きによる優勢
個体の選別が可能となったことが影響していると考え
られた。
これまで，
コンテナへの直接播種においては，
発芽が生じない空きキャビティの割合を少なくするこ
とを目的に，播種粒数の算出が行われてきた（3）
。し
かし，個体サイズのばらつきを低減させるためには，
優勢個体の選抜が可能となるよう，より多量の種子を
播種する必要があると考えられる。一方で，図-5b を
みると，小種子を除いた場合，さらにばらつきが小さ
くなることから，コンテナへの播種において小種子を
除くことで，個体サイズのばらつきを小さくする効果
が得られる可能性があると考えられた。

Ⅴ おわりに
コンテナ苗生産の目指すべきところは 1 粒播種によ
る低コストで高い得苗率を保った育苗である。これを
実現するためには，種子の発芽率を高めるだけではな
く，その後の成長をいかにコントロールするかが重要
となる。今後，種子の形状や発芽に関する知見を蓄積
し，高度な種子選別技術に繋げていくことで，発芽の
一斉化を可能とし，さらに，配置換えできるタイプの
コンテナの活用や，
育苗密度の再検討等を行うことで，
より効率的なコンテナ苗生産が可能となると考えられ
る。
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