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カラマツとクリーンラーチ(グイマツ×カラマツ雑種 F1) のエタノール種子精選

および発芽に及ぼすエタノール浸漬の影響

今 博計*，1・来田和人l

カラマツとクリーンラーチ(グイマツ×カラマツ雑種Fl)の充実種子とシイナ種子を分けるため，エタノールで比重選を行

うとともに，エタノール処理が発芽に及ぼす影響について調べた。濃度 99，5%のエタノールによって充実種子とシイナ種子を

明確に選別できた。濃度99，5%のエタノールで、は充実種子の 94，0~97， 3%が沈み 沈んだ種子の 93，1~98. 7%が充実種子で

あった。エタノール浸漬による発芽への影響はカラマツとクリーンラーチで異なった。真正発芽率は，カラマツではエタノー

ル選で 36.4~50. 9%，無処理で 66.7~81. 0%であったのに対して，クリーンラーチではエタノール選で 94.2%，無処理で

88.3%であった。これらのことから，エタノール選によりカラマツとクリーンラーチでは充実種子とシイナ種子を高い精度で

選別できること， しかしながら，カラマツではエタノール選により発芽率が低下する可能性があることを明らかにした。

キーワード:種子選別，軟X線，発芽率，比重，浮遊選

Hirokazu Kou，*" Kazuhito Kita' (2014) Separatiou of Filled and Empty Seeds by Immersion in Ethanol， and Its Effects on 

Seed Germination in Japanese Larch and F， Hybrid Larch (Larix gmelinii var. japonica XL. kaempferi). J Jpn For Soc 96: 

187-192 The separation of filled and empty seeds of Japanese larch and F， hybrid larch was carried out in ethanol by the density 

method and then the effect of this treatment on seed germination was investigated. In the flotation tests， 99.5% ethanol was found to be 

most suitable for separation of filled and empty seeds. 94.0-97.3% of the filled seeds sank in 99.5% ethanol and 93.1-98.7% of the 
sunken seeds were filled seeds. The influence of ethanol immersion on seed germination was different between Japanese larch and F， hy-

brid larch. For Japanese larch， germination percentages of the flotation in ethanol and control回 atmentswere 36. 4-50. 9 and 66. 7-

81. 0%， respectively. On the other hand， for F， hybrid larch， germination percentages of the flotation in ethanol and control treatments 
were 94，2 and 88.3%， respectively. These results indicated that filled seeds of Japanese larch and F， hybrid larch could be separated 
from empty seeds at a very high proportion by flotation in ethanol and this treatment may inhibit seed germination 
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1.はじめに

人工林資源の充実にともない国産材の生産量は増加傾向

にある。なかでもカラマツは生産量が近年最も伸びた樹種

であり，現在はヒノキを抜き囲内第2位となっている(林

野庁 2013)。しかし木材価格の低迷や造林費用の負担の

重さなどにより，再造林を放棄する森林所有者も少なくな

く，将来的なカラマツ資源の減少が危倶されている。再造

林を確実に推進するためには，造林コストの削減が必要不

可欠であり，コンテナ苗の活用はそのーっとして期待を集

めている(森林総合研究所ら 2013)。

コンテナ苗は培土ごと植栽するため，根へのストレスが

小さく裸苗に比べて活着が良く植栽時期を選ばない利点が

ある(山川ら 2013)。コンテナ苗の生産にあたっても根を

傷つけないよう，苗畑で育てた幼苗をキャビティ(養苗用

の穴)に移植するのではなく，直接播種することが推奨さ

れている(落合ら 2012)。しかし発芽率の低い種子の場

合，キャピティに複数粒の播種を行わなければならず，実

生の間引く手間や種子の損失が生じる(田村 2013)。した

がって，コンテナ苗生産では l粒播きが可能になる高い発

芽率を持つ種子が求められている (Koloteloet al. 2001)。

*連絡先著者 (Correspondingauthor) E-mail: kon-hirok四 @hro瓜 jp

囲内の針葉樹種子では，一般に風選が用いられることが

多い。しかし充実種子の割合を高めるため風選を繰り返

すと充実種子の損失量が多くなるため，実用上は種子と混

ざる球果片や葉などの爽雑物を取り除く程度にとどめられ

る。したがって，風選後の発芽率は低く，スギ (Cryp-

tomeria japonica) ， カラマツ (Larixkaempferi) で 20~40%

である(小沢 1958;栄花・近藤 1998)。比重選は充実種

子とシイナ種子の相対的な比重の差を利用して選別する方

法である。最も一般的な方法は水選であり，一定時間内に

沈んだ種子を選ぶことで発芽率を高められる。例えば，カ

ラマツでは 15時間の浸漬により，精選前に 35%だ、った発

芽率を 70%まで向上でき，発芽力を持つ種子の損失も

20%に抑えることができる(小山 1914)。しかし沈下

する中にもシイナ種子が一定量含まれるため，充実種子と

シイナ種子の完全な選別は難しい。一方，エタノールは針

葉樹種子の精選に有効であり(小沢 1958)，アカマツ

(Pinus densiflora) ，クロマツ (PinusthunbergU)，エゾマツ

(Picea jezoensis) ， ヨーロツバクロマツ (Pinusn怒ra)では

96~99. 5%のエタノールに数秒から 1分間浸漬すること

で，充実種子を高い精度で精選できるとされる (Yamanobe

2008 ; Avsar 2010 ;黒丸ら 2014)。しかし，エタノールに

1北海道立総合研究機構林業試験場 干079-0198 北海道美唄市光珠内町東山 (Forestry Research Institute， Hokkaido Research Organization， 
Higashiyama， Koshunai， Bibai， Hokkaido 079-0198， Japan) 

(2013年 12月16日受付， 2014年4月21日受理)
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は種子に毒性があるとされ，ヤクタネゴヨウ (Pinusama-

miana). ヨーロ ッパアカマツ (Pinusamamiana). ヨーロ ツ

パ トウヒ (Piceaabies). ヨーロ ツノTカラマツ (Larixde-

cidua) .ダグラスフ ァー (Pseudotsugamenziesii).スブルー

スパイン (Pinusglabra)ではエタノ ールへの浸漬に より

種子の発芽率が低下する こと，また，エタノ ール濃度や浸

漬時間，種子の採取時期によって及ぼす影響の大きさに違

いがあることが報告されている (Bamett 1970; Simak 

1973 ;千吉良・羽野 1995; Kolotelo et al. 2001)。した

がって，エタノ ールを用いた種子精選にあたっては，精選

の精度だけでなく，エタノ ールが発芽に及ぼす影響につい

ても検証が必要である。

北海道では初期成長の速いカラマ ツとク リー ンラ ーチ

(グイマツ精英樹中標津 5号を母樹，カラマツ精英樹を花

粉親とする Fl雑種 (L.gmelinii var. japonica X L. kaemp-

feri) ;北海道立林業試験場 2009)が， コンテナ苗に向く

樹種として期待され，コンテナ苗生産の試験が開始してい

る。しかし北海道ではカラマツの種子成熟が本州に比べ

遅いにも関わらず(生方ら 2012).種子の採取は本州、|と同

じ頃に実施されているため 種子が成熟する前に採取され

ている可能性が高く(畠山 1995).種子がエタノ ール浸漬

の影響を受けやすいことが懸念される。本研究ではカラマ

ツとクリーンラーチ種子についてエタノール選の実用性を

検討するため，充実種子とシイナ種子の選別精度とエタ

ノール濃度の関係，エタノールが発芽に及ぼす影響を調べ

た。

11.材料と方法

1.供試種子

カラマツ種子は北海道山林種苗協同組合が採取したもの

を使用した。カラマツの供試種子は 2種類あり. 2012年

秋に北海道愛別町のカラマツ林から採取した種子 (12愛

別)と. 2011年秋に北海道士別町のカラマツ林から採取

した種子(11士別)である。種子の採取日は不明であり ，

採取後の調整・精選過程も詳細は不明である。一方，ク

リーンラーチ種子は2011年8月10日に北海道訓子府町の

グイマツ精英樹中標津 5号とカラマツ精英樹 45クロー ン

で構成された雑種採種園のグイマツ母樹から採取した。自

然交配による雑種採種園では，種内交配種子も生産される

が，当採種園での種間雑種率は 84~94% であることから

(Moriguchi et al. 2008). 採取した種子をク リーンラーチ種

子とした。採取した球果は北海道美唄市の林業試験場に持

ち帰った後，天日にて自然乾燥し種子を取り出した。カラ

マツ種子，クリ ーンラーチ種子とも通気性のある袋に入れ

4tの冷蔵庫に，試験を行う 2013年4月まで貯蔵した。

貯蔵前の調査では，カラマツ種子 (12愛別)の 1.000

粒重は 4.10g. 100粒ずつ 3反復の平均発芽率(:tSO)は

29. 3:t4. 5%. カラマツ種子(11士別)の 1.000粒重は 3.99

g. 100粒ずつ 3反復の平均発芽率は 34.7:t11. 6%であ

る。また，クリー ンラ ーチ種子については，貯蔵途中の

2012年 12月に調査を行い. 1.000粒重は 5.46g. 100粒

ずつ 3反復の平均発芽率は 51.0:t6.6%であった。

2.種子の選別試験

充実種子とシイナ種子を分ける最適な比重を明らかにす

るため，純度 99.5%エタノ ールと水を良く混ぜて調整 し

た濃度 60. 70. 80. 90%エタノ ールと濃度 99.5%エタ

ノールとして純度 99.5%エタノ ールを それぞれ 500mL

用意した。15
0

Cにお ける比重はそれぞれ 0.91. 0.88. 

0.86. 0.83. 0.79である (産業技術総合研究所計量標準

総合センタ -web site参照)。ガラスピーカーに所定濃度

のエタノ ールを満たした後，カラマツ種子 (12愛別)を

それぞれ 2.5g投入し撹排した。l分後，浮いた種子と沈

んだ種子とに分けて取り 出した。次に，浮いた種子と沈ん

だ種子の匹乳の状態を調べるため，それぞれの種子を無作

為に 50粒ずつ取り軟 X線検査装置 (EMT-R. ソフテック

ス株式会社製)で軟 X線写真を撮影した。距乳の状態か

ら種子は，匹乳がほぼ隙間なく詰まっている充実種子.Jlf

乳が種子を満たしてなく種皮との聞に隙間がみられる未熟

種子，目玉乳が認められないシイナ種子に区分した(図-1)。

反復は 4固としたが，濃度 70%の沈下種子. 60%の沈下

種子では供試数がそろわなかったため，反復はそれぞれ3

回と l回である。また，対照としてエタノール選を施さな

かった種子についても. 50粒ずつ軟 X娘写真を 4回撮影

した。

カラマツ種子 (11士別)とク リー ンラ ーチ種子につい

てもエタノ ール選を行った。しかしカラマツ種子(12

愛別)での試験の結果，濃度 99.5%が充実種子とシイナ

種子を選別する最適な比重 (0.79) と考えられたため，

99.5%以外の濃度での試験は設けなかった。供試量はカ

ラマツ種子 (11士別)が51.5 g. クリー ンラ ーチ種子が

10.1 gである。また，軟 X線写真の撮影はそれぞれ 100

粒ずつ 3回繰り返して行った。なお，エタノール選前に無

処理種子の軟 X線写真は撮影しなかったため，供試種子

における充実種子，未熟種子，シイナ種子の割合について

は，エタノ ール選後に調べた沈んだ種子と浮いた種子のそ

図-1. クリー ンラーチ種子の軟 X線画像

エタノール選で沈下した種子 (左)と浮いた種子 (右)。 充実種子は種子の

内部が肱乳で満たされているもので黒く写る。シイナ種子は応乳がなく白

く写る。未熟種子はJJ五乳が発達途中のもので黒い剖;分が少ない。
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れぞれの重さと，充実種子，未熟種子，シイナ種子の割合

から求めた。

3.種子の発芽試験

発芽試験は 1STA (1ntemational Seed Testing Association : 

国際種子検査協会)が定める国際種子検査規程を準用した

(1STA 2004)。試験には，上述の軟X線写真を撮影した種

子を使用した。 50または 100粒の種子を木綿袋に入れ. 1 

昼夜流水に浸して吸水させた後.4
0

Cの冷蔵庫で 3週間貯

蔵した。試験時の人工気象器 (LPH-220. 日本医化器機製

作所製)の温度設定は. 1日当り 20
0

C16時間. 30
o
C8時間

の変温条件とし，白色蛍光灯 (31， 000 lx)による照射を

温度30
0

C時に行った。播種床は蒸留水で湿らせたろ紙を

2枚敷いた内径9cmのプラスチックシャーレを用い. 1 

シャーレ当り 50または 100粒の種子を置床した。観察は

およそ 7日間に l回行い，発芽は幼根が種皮を破ったとき

とした。期間は 28~29 日間である。発芽試験では 1

シャーレ当り平均(::tSD)7.4::t8.0%の割合で種子にカ

ピが発生した。これらの種子については途中で取り除き，

解析には用いなかった。

4.浸漬時聞が発芽に及ぼす影響

エタノールへの浸漬時聞が発芽に及ぼす影響を調べるた

め，濃度99.5%のエタノール溶液への種子の浸漬時間を

5. 15. 30. 60分と変え，沈んだ種子と浮いた種子それぞ

れについて，軟X線写真の撮影と発芽試験を行った。撮

影と試験は 50粒ずつ 4回の繰り返しで、行った。供試種子

はカラマツ種子 (12愛別)であり，供試量は各2.5gであ

る。また，いずれの浸漬時間でも，投入直後に沈んだ種子

は沈んだまま，浮いた種子は浮いたままの状態にあった。

したがって，上述の種子の選別試験では，濃度99.5%の

結果にこれらのデータを含めた。

5. データの解析

エタノール選による発芽率向上の効果を解析するため，

一般化線形モデル (GLM)を用いた。 GLMでは測定終了

日(播種後 28もしくは 29日目)の最終発芽数と未発芽数

を応答変数，処理の有無を説明変数，誤差構造を二項分

布，リンク関数をロジットとした。濃度 99.5%のエタ

ノールへの l分浸漬により沈んだ種子と無処理種子との発

芽率の差の検証を逸脱度分析により行った(今泉 2010)。

これは要因をモデルに加えたことで変化する尤度により要

因の効果を検証する方法である(大東 2010)。

エタノールが種子発芽に及ぼす影響については，充実種

子の発芽率(真正発芽率)に対して解析した。まず処理時

間の影響を検証するために，浸漬1， 5. 15. 30. 60分で

の充実種子の最終発芽数と未発芽数を応答変数，処理時聞

を説明変数，誤差構造を二項分布，リンク関数をロジット

とする GLMを用い，逸脱度分析を行った。この結果，真

正発芽率に処理時間による差が認められなかったため，無

処理との比較においては，充実種子の最終発芽数と未発芽

数を応答変数，処理の有無を説明変数，誤差構造を二項分

布， リンク関数をロジットとする GLMを用い，逸脱度分

析を行った。なお，カラマツ種子 (11士別)とクリーン

ラーチ種子では無処理の発芽試験を行わなかったため，貯

蔵前および貯蔵中の調査の結果を用いて解析した。

III . 結 果

1.エタノールによる種子選別

カラマツ種子 (12愛別)を用いた濃度99.5%のエタノー

ル選では軟X線撮影で充実種子と判断された種子の

95.8%が沈み，エタノール 99.5%で沈んだ種子の 98.7%

が充実種子だ、った(図-2)。未熟種子とシイナ種子はそれ

ぞれ 10.0%.0.1%が沈んだ。また，濃度別の精選試験で

は，濃度が90.80. 70. 60%と薄くなるにつれ，充実種

子のうち沈下する割合は. 90.1. 78. O. 64.1. 28.8%と

減少し未熟種子は濃度80%で沈む種子がなくなり，シ

イナ種子はいずれの濃度でも沈下割合が1.0%未満だった

(図-3)。
カラマツ種子 (11士別)を用いた濃度99.5%のエタノー

ル選では，充実種子のうち 94.0%が沈み，沈んだ種子の

93.1%が充実種子だ、った。未熟種子とシイナ種子はそれ

ぞれ22.9%.6.7%が沈んだ(図-2)。また，クリーンラー

チ種子での濃度99.5%のエタノール選では，充実種子の

97.3%が沈み，沈んだ種子の 98.7%が充実種子だ、った。

シイナ種子の1.9%が沈み，未熟種子は沈まなかった(図-

2)。

カラマツ(12愛別) カラマツ(11士別) クリーンラーチ

60 -1 

( 

~ 
~ 40 

411 

高 20

。

60 

40 

:: J・20 

。 。
充実 未熟シイナ 充実 未熟シイナ 充実 未熱シイナ

図一2.種子ロットごとの充実種子，未熟種子，シイナ種子の割合とそれらの沈下・浮遊の割合

沈下と浮遊は濃度99.5%のエタノール選での結果。

口浮遊

.沈下
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2. エタノールが種子発芽に及ぼす影響

濃度 99.5%のエタノールに 1分間浸漬した沈下種子と

浮遊種子，無処理種子の累積発芽率を図-4に示す。いず

れの種子ロットとも置床後7日目には発芽が認められた

が，特にクリーンラーチの沈下種子で発芽勢が高く. 7日

目に 66.3:t31. 2% (平均値:tSD)に達した。最終発芽率

はカラマツ種子 (12愛別)の無処理種子が 31.8:t3.7%.

エタノール選により沈んだ種子が 50.9:t11. 2%であった。

また，クリーンラーチ種子の最終発芽率では，無処理の種

子が 51.O:t 8.5%. エタノール選により沈んだ種子が 93.0

:t 5.6%であり，これら二つの種子ロットでは，エタノー

ル選を行うと無処理のものより発芽率が有意に高くなった

(p<0.001)。しかしカラマツ種子 (11士別)では，無

処理種子が 34.7:t 11. 6%. エタノール選により沈んだ種

子が40.1:t2. 5%であり，精選によるわずかな増加はみら

れたが有意で、はなかった(p=0.182)。
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図 3.エタノール濃度別にみた充実種子，未熟種子，シイナ種
子の沈下割合

種子ロットはカラマツ(12愛別)。

カラマツ種子 (12愛別)でのエタノール浸漬時間別の

真正発芽率(図-5)は. 0分(無処理)が81.0士2.7%. 1 

分が50.9:t11.2%.5分が 55.5:t 12. 8%. 15分が40.3:t 

11. 8%. 30分が46.7:t 3. 1 %. 60分が51.2:t9.0%で

あった。 1~60 分間のエタノールへの浸漬時間によって，

真正発芽率に有意な違いはなかった(p=0.104)。しかし

ながら，真正発芽率は，エタノールへの浸漬によって著し

く低下し浸i責処理区と無処理区の聞には有意差が認めら

れた(p<0.001)。また，カラマツ種子 (11士別)でも，

1分間のエタノール浸漬により真正発芽率が 66.7:t22.3% 

から 36.4:t5. 7%へと有意に低下した(図-5.p<O.OOl)。

しかしクリーンラーチ種子では. 1分間のエタノール浸

漬でも真正発芽率は 94.2:t 5.6%であり，無処理 (88.3:t 

13.4%) と同じく高い発芽率を保っていた(図-5)。

IV.考察

カラマツ属の種子はシイナ種子を多く含むことが原因で

発芽率が低い。そのため種子の品質を改善する試みは，シ

イナ種子の除去に焦点があてられてきた。しかし充実種

子とシイナ種子の比重の幅が重複していることが多く，満

足いく選別が難しい (Simak 1973; Eavy and Houseweart 

1987 ; Lycksell 1993)。例えば. Simak (1973)はヨーロツ

パカラマツを対象に濃度 60~99. 5%のエタノールを用い

て，充実種子とシイナ種子の選別を行った。充実種子は濃

度 80~99. 5% でほとんどが沈む一方，シイナ種子も 27~

40%が沈んだ。供試材料における充実種子とシイナ種子

の比率 (56: 40)から計算すると，精選後の充実種子率は

70~80% である。また，アメリカカラマツ (Larix laricina) 

を対象に濃度 95%のエタノール選を行った研究では

(Eavy and Houseweart 1987).精選後の充実種子率は

96.9%と高いものの，除去される充実種子は充実種子の

39.8%にも及んだ。したがって これまでのカラマツ属

の種子でのエタノール選の試験結果からは，エタノール選

カラマツ(12愛別) カラマツ(11士別) クリーンラーチ
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図-4.濃度 99.5%のエタノール選による沈下種子と浮遊種子および無処理種子の累積発芽率

発芽試験はカラマツ(12愛別)が50粒ずつ 4反復，カラマツ (11愛別)とクリーンラーチが 100粒ずつ 3反復で行った。エラーパーは標準

偏差を表す。



であるが，真正発芽率は 12愛別で 81.0%. 11士別で

66.7%であった。一般に真正発芽率は種子の成熟にとも

なって増加し(今・小山 2000). カラマツでは 100%近く

にまで達する(柳沢 1965)。長野県で採取時期別の真正発

芽率を調べた報告によると. 8月23日で 69.1士8.7%. 9 

月 17日で 91.1:t5.7%. 10月8日で 96.3:t2. 3%と採取

日が遅いほど発芽率が高い(柳沢 1965; Table 38の実粒

発芽率を計算)。緯度の高い北海道では種子成熟が長野県

より 10日から 2週間程度遅いため(生方ら 2012).供試

種子のような真正発芽率 (66.7%.81. 0%)に達するのは

9月上中旬頃と思われる。しかしこの時期に採取された

種子は成熟途中であり. 10月上中旬の成熟期と比べると

充実率も低く発芽勢が弱い(柳沢 1965;佐々木ら 1972; 

畠山 1995)。したがって 成熟期に採取したカラマツ種子

であればエタノールによる影響を受けない可能性がある。

実際，種子が自然落下する直前に採取したクリーンラーチ

では，真正発芽率が 94%に達するなど種子の成熟度は高

く，エタノールによる影響が生じていない。今後は採取時

期別にエタノール選後の真正発芽率を調べ検討することが

必要と思われる。

今回の試験では比重 O.79のエタノールにより充実種子

とシイナ種子の選別が可能なことが示されたが，一方でエ

タノール選による発芽率低下の問題も指摘された。仮にエ

タノール選が推奨できない手法であるならば，種子に毒性

のない同程度の比重を持つ石油での精選(内山 1942; Si-

vakumar 2007)の検討も必要だろう。

種子の発芽率はコンテナ苗の生産コストに大きく影響す

る。種子の発芽率が低くなると，発芽しないキャピテイが

増え，培士やスペースの無駄が発生する。そのため種子の

発芽率が低い場合は lキャピティに複数の播種が行われる

(Kolotelo et al. 2001)。しかし複数播種を行うには種子

が少なくとも 2倍以上必要になるとともに，間引きする人

員やコストもかかる (Lunaet al. 2009)。したがって，コ

ンテナ苗生産にあたっては高い発芽率を持つ種子が必須と

なる。実際，フィンランドの UPM社では，発芽率 95%

のヨーロッパトウヒで l粒播種が行われており(田村

2013) .また，アメリカ農務省森林局の育苗マニュアルで

は. 1粒播種には発芽率が90%以上必要であることを紹

介している (Lunaet al. 2009)。今回の試験では，クリー

ンラーチで発芽率を 93%まで向上させることができ，こ

れにより I粒播種が可能と考えられた。現在，道総研林業

試験場ではクリーンラーチ種子とカラマツ種子をコンテナ

に直接播種し育苗する試験を開始し，クリーンラーチでは

コンテナにおいても 93%の発芽率を示すことを確かめて

いる。今後は l粒播種におけるコンテナ苗の生産について

もf食言すしたい。
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図-5.濃度99.5%のエタノール浸漬時間と真正発芽率の関係

標準偏差を表すエラーパーは，重なりを避けるため実線と破線に分けて示
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本研究を実施するにあたり北海道山林種苗協同組合に試料の提供

を図っていただいた。北海道立総合研究機構林業試験場の黒丸亮博

士，山本典生氏，花山大輝氏には試験に際しご指導および?協力いた

は精度の高い手法ではなかった。

本研究ではカラマツ，クリーンラーチ(グイマツ×カラ

マツの Fl雑種)とも，比重 0.79. 濃度 99.5%のエタノー

ルによって充実種子とシイナ種子を明確に選別できた。精

選後の充実種子率は 94.0~98. 7%であり，処理前に比べ

て 40~60 ポイント向上させることができた。また，損失

する充実種子の割合は 2.7~6.1 %と低く抑えられた。し

たがって，濃度 99.5%のエタノールによって，カラマツ

とクリーンラーチの充実種子を高い精度で精選可能といえ

る。今回の試験結果がヨーロッパカラマツ，アメリカカラ

マツと異なった原因は不明であるが，一つの可能性とし

て，種子の含水率や成熟度との関わりがある。一般にこれ

らの要因は比重に影響し比重選による結果をばらつかせ

る原因となる。したがって，種子選別の最適な比重の検討

のためには多くの種子ロットを対象に試験を繰り返すこと

が必要で、ある。またその際には，球果採取から乾燥，脱

粒，精選に至る一連の工程を同じ条件で行う必要がある。

エタノール浸漬が種子発芽に及ぼす影響は，カラマツ種

子とクリーンラーチ種子で異なる結果を示した。カラマツ

種子ではいずれの種子ロット(12愛別.11士別)とも真

正発芽率が30ポイント低下し薬害が発生していること

を示していた。一方，クリーンラーチ種子ではエタノール

浸漬による影響はなく. 94%もの高い真正発芽率を保っ

ていた。カラマツの種子発芽がエタノール浸漬により低下

した原因としては，種子の採取時期が関わっている可能性

がある。千吉良・羽野 (1995)はエタノールによるヤクタ

ネゴヨウの発芽率の低下が種子の採取時期によって異なる

ことを報告している。この試験では 9月20日と 10月7日

に採取した種子を用いているが. 9月20日採取の発芽率

が 5~10% であるのに対して. 10月7日採取の発芽率は

60~70% と著しい変化がみられた。これは種子が成熟す

るにつれ，エタノールによる影響を受けにくくなるためと

考えられる。本研究で供したカラマツ種子の採取日は不明
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