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概要
木材の生産コストは主に造林コストと伐採コストで構成される。造林コストは苗の生産方法に
大きく依存する。造林作業には、苗の生産、植え付け、下刈などが含まれるが、ほとんどのプロ
セスは、自動化やコスト削減が困難である。コンテナ苗の利用は、苗の生産、植え付け、下刈な
どの造林作業に有効なコスト削減効果がある。コンテナ苗の生産と植え付けの方法を開発するこ
とで、苗の高い成長速度と収量が得られ、その結果、造林コストを削減することができる。

Summary

The production cost of wood mainly consists of afforestation costs and cutting costs. The afforestation cost
depends greatly on seedling production method. The afforestation processes include seedling production,
planting, and weeding. Most processes are hard to be automated and cost reduction. Utilization of
containerized seedlings can be cost reduction and effective for making seedlings and afforestation such as
planting and weeding. We developed the method of containerized seedling production and planting. And the
high growth rate and yield of seedlings are obtained. As a result, the afforestation cost can be reduced.
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1. 背景と技術課題
1.1 再造林における苗木の問題
建築等資材マテリアルの変革により木材の需要は激減し、さらに外国産材の輸入により、国産
材需給率は 2007 年に 19%にまで落ち込んだ。こうした背景により、日本の森林伐採（主伐）面積
は減少し、間伐による森林整備が進められてきた。間伐は植林を伴う作業ではないために苗木需
要は最盛期の 1 割にまで減少し、林業用種苗の生産業者の廃業と高齢化が著しい。一方国内の森
林資源の充実に伴い、国産材の利用率を 50%まで拡大する政策目標が立案された。またバイオマ
スエネルギーとしての木材利用に期待が高まり、森林の伐採面積が増大しつつあるが、木材生産
コストは欧米に比べ高い状況が続いている。木材生産コストは主に造林コストと伐採コストから
構成される。このうち造林コストは苗の生産作業に大きく依存している。造林作業は苗木生産、
植栽、下刈などあるが、いずれも重労働であるにもかかわらず機械化が困難な作業工程が多く、
コスト低減が進んでいない。その解決のための方法としてコンテナ苗の活用が挙げられる。コン
テナ苗の活用は苗を作る作業を機械化でき、その後の植栽や下刈を軽減できるなど造林コスト削
減が期待できる。そのためには、質の良いコンテナ苗の生産方法や、植え付け方法の開発など造
林全体のシステム開発が必要である。こうした背景の下に、日本の主な林業樹種であるスギ・ヒ
ノキ・カラマツの苗木を安定的に提供し、植栽後の優れた苗木成長を確保する技術開発は、主伐・
再造林を推進し、日本の木材利用を増強する観点から、また、山村における人手不足を解消し、
地域の発展を促すために大きな意義がある。
1.2 苗木の問題とコンテナ苗
日本の林業樹種の発芽率は 10～40%と低い。従来の苗（普通苗）では、種子を大量に苗畑に蒔
き、発芽後約 1 年間育苗し、床替えを行って整列させ、最終的に育苗 2～3 年後に根切り作業を行
い出荷される。こうした一連の作業には、雑草のコントロールや床替え作業等、座り込み作業に
よる重労働作業が必要とされる。アメリカやヨーロッパで発展した「コンテナ苗」は、
「キャビテ
ィー」と言われる孔に培地を詰め、容器（コンテナ）の中で育苗された苗を示す（図 1）
。キャビ
ティーが複数連結したものをマルチキャビティーコンテナといい、日本国内の規格として発売さ
れている（JFA-150、JFA300 等）
。キャビティー側面にはリブと呼ばれる縦方向の翼があり、根は
真っ直ぐ下方向に伸びる。さらに底面は解放されており、根は底面で空気に触れることで成長を
停止する（空気根切り）
。リブの代わりにスリットと呼ばれる縦穴が側壁に開いた形状もあり、側
面方向でも空気根切りが生じる。キャビティーをハウス内の架台にセットして育苗することで、
腰を曲げて作業することが少なくなる等、労働強度が大幅に改善される（図 2）
。一方、各キャビ
ティー内で発芽できない種子があると得苗率が大幅に減少する。またコンテナ苗では、山に植栽
した後の活着・成長がこれまでの普通苗と同等か、それ以上である必要がある。

    
図 1 コンテナ苗に用いるキャビティー

図 2 コンテナ苗育苗施と架設
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1.3 解決すべき技術的課題
こうした背景から、植栽後にも良好な成功成績を示す事ができる、コンテナ苗の効率的な育苗
技術と出荷時の形状（規格）を検討することが重要である。

2. コンテナ苗育苗技術
2.1 一粒播種のための充実種子選別技術の開発
日本の林業種苗種の大きな特徴は発芽率が低く（10～50%程度、残りは不稔種子（発芽しない
種子）
）
、各コンテナで発芽できない種子があると歩留まりが悪くなる。これを避けるために各キ
ャビティーに複数種子を撒いて（複粒播種）間引き作業を行なう、または発芽床で発芽した実生
をコンテナ苗に移す移植作業を行う。これらの作業は育苗効率を下げ、またコンテナ苗の値段に
も反映されることになる。そこで発芽率の高い種子（充実種子）を選別し、一粒ずつ撒く（一粒
播種）ことを実現する技術開発を行った。原理としては、赤外光の波長域において、種子を構成
する有機物が化学構造に依存した固有の光反射（吸収）スペクトルを示すことを利用した。また
赤外光は透過性が高いため、種皮等の薄膜を隔てた内側の性質を調べるのにも適している。その
結果、充実種子は不稔種子よりも、1,730nm（ナノメートル）付近の赤外光を吸収しやすい性質を
もっており、赤外線カメラに「暗く」映る種子ほど、充実種子である可能性が高いことが明らか
である。そこで、1,730nm 付近の 3 波長の反射率の割合を表す指標（充実種子指標：SQI）を開発
して解析した結果、95%という非常に高い確率で充実種子を選別することに成功した[1]（図 3）
。

図 3 近赤外線分光による充実種子と不稔種子の分離[1]
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さらに種子を一粒ずつドラムトレーに吸着させ、安価な赤外域分光器を用いて瞬時に分析し、
高速に充実種子を選別できる一連のシステムの開発に成功することができた（ 図 4 ）。本機種は
2019 年度春以降の販売に向けて最終製品への改良が加えられている。
一方、問題点としては、発芽した種子に優劣があることである。元来的な差異以外に発芽勢（発
芽するタイミング）が揃わないため、早期に発芽した個体に、遅れて発芽した個体が被陰される
問題が生じてきた。この発芽勢の不均一性解消のために、キャビティー間の間隔を広げて個々の
個体に十分な陽光を当てられるようにすることや、発芽勢を揃えるための事前の処理を行うなど
が考えられ、今後の課題である。

写真左は全景、右は種子送り出しフィーダと種子吸着選別用ドラム回転装置

図 4 開発した全自動充実種子判別システム

3. 植栽後のコンテナ苗成績
3.1 コンテナ苗の活着率
コンテナ苗は根鉢に土を抱えるために、植栽可能時期を延ばすことができるとされる。九州の
スギコンテナ苗事例では通年に渡り 94%以上の活着率を示しており、従来の普通苗に対する明ら
かな優位性が認められた[2]。岡山県における 3 月のスギの植栽試験では、コンテナ苗が（100%）
普通苗（85.7%）より高い活着率を示した[3]。長野県北部において 11 月に植栽されたスギでは、
コンテナ苗の活着率が 90%を超え、一鍬植えの普通苗の活着率（69%）を大きく上回っていた[4]。
一方、長野県御代田町に 10 月に植栽されたカラマツでは活着率が 65～72%であったが、普通苗
の 30～40%よりは上回っていた[5]。岡山県のヒノキコンテナ苗では、夏・秋・春の植栽で 85%以
上の活着率を示し、普通苗に比べて良好な活着率を示した（諏訪 2016）
。秋（10 月）に植栽した
カラマツコンテナ苗では、普通苗が半数以上枯死したが、コンテナ苗は 90%以上の生存率を示し
た[6]。さらに東北のカラマツでは 5 月から 11 月まで活着率は 97%以上であった[7]。
一方で、極端にコンテナ苗の活着率が落ちる場合が散見されている[8]。特に筆者らが茨城県で
10 月植栽したスギコンテナ苗は、寒風害により 70%以上が枯損した。そのほかコンテナ苗の初期
活着率が低かった報告は、北海道のカラマツの 5～7 月[9]、長野県のカラマツにおいて 80%未満
の活着率のプロットが数例[5]、宮城県と福島県においてスギコンテナ苗の秋植栽が 20～30%の枯
損率であり、秋植えに伴う寒風害と野鼠害が原因[10]とされている。コンテナ苗は普通苗に比べ
て植栽可能な時期が延びることは確かである。しかし急傾斜地や積雪地急斜面、粘土質土壌など
3
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の立地（植栽直後の土壌と根鉢の接着性が悪い）
、極端な乾燥、秋の活着不良を起因とした春の寒
風害、霜による浮き上がり、イノシシによる撹乱やシカの食害なども考慮に入れながら、コンテ
ナ苗の植栽時期や植栽場所を検討する必要がある。
3.2 植栽後のコンテナ苗の成長
コンテナ苗は露地栽培の普通苗と比べて育苗中の個体間隔が狭いために（密植状態）、形状比
（苗高/苗地際直径）が普通苗に比べて高くなるのが一般的な傾向である[11]。
また高い形状比は樹高成長に対して負の影響を与える[12]～[14]。図 5 に関東森林管理局内の植
栽試験での形状比と苗高の変化を示す[15]。植栽当年のコンテナ苗の形状比は 55～104（平均 82）
であるが、普通苗は 46～66（平均 54）である。植栽後 3 年には同様にコンテナ苗で 46～80（平
均 61）
、普通苗で 53～71（平均 61）となり、両者とも 60 程度に収束している。その結果、植栽
後 3 年は普通苗の樹高成長がコンテナ苗に比べて優れていた。
D
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        （a）植栽時点および 3 年後の形状比    （b）植栽時点および 3 年後の苗高
（横軸はサイトの違いを示す）

図 5 関東森林管理局管内におけるスギコンテナ苗と普通苗の植栽試験成績[15]

コンテナ苗の耐ストレス性の特徴は 1 年から数年で消えてしまうことを考慮すると、可能な限
り形状比を低くしたコンテナ苗を植栽し、植栽現場での活着や初期成長の優位性を発揮させるべ
きである。そのためには育苗時にキャビティー間の間隔を広げ、十分な下枝の発達を促すことが
必要である。大型の苗木になれば林地でのハンドリングが悪化するが、林業専用道等が近くにあ
り、競合植生が多い現場には、大きく健全な苗（普通苗でもコンテナ苗でも）を高コストでも植
栽し、将来の下刈り回数を減らした方が再造林コスト全体から見れば安くなる可能性が高い。ま
た立地土壌環境条件が厳しい場所には、普通苗に比べてストレスに強いコンテナ苗を積極的に活
用する事が考えられる。
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4. 政策目標達成に向けた技術開発の提案
以上を踏まえて、本書では、政策目標達成に向けて次の技術開発を提案する。
（１）コンテナ苗を普及させるためには、日本独自の育苗技術を開発する必要がある。そのため
の手法として、発芽率の悪い種子を選別して発芽率を高めた種子をコンテナに播種する事
が考えられた。そこで全自動充実種子選別システムを開発したが、これを利用した歩留ま
りの高い効率的なコンテナ苗育苗技術を広めることが必要である。
（２） 既存のマルチキャビティーによる育苗では、コンテナの個体間隔が狭いために徒長1)傾向
が強い。これを避けるために新しいキャビティー等を用いて十分に個体間隔を広めること
が必要である。
（３）山に植栽した苗木は、乾燥による枯死、動物からの食害、競合植生からの被陰が生じるた
め、根鉢サイズや苗高は大型で太さのある苗が推奨される。一方で大型の苗は育苗に多量
の土が必要なこと、育苗施設が大型化する事、苗木出荷後の運搬がコスト高になることが
リスクとして発生する。地域による立地条件によってコンテナ苗のサイズに自由度を持つ
ことができるシステムの開発が必要である。
※本報告書内容は、農林水産省「革新的技術開発・緊急展開事業（うち地域戦略プロジェクト）
」のう
ち「優良苗の安定供給と下刈り省力化による一貫作業システム体系の開発（H28–30）
」
（森林総合研
究所代表機関）の支援、および国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所のこれまでの
研究プロジェクトによって得られた研究成果を、低炭素社会戦略センターの定量的な技術評価の一
環として取りまとめたものである。
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