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エネルギー作物エリアンサスにおける分げつ形成の様相

金井一成 1,2).佐藤湧大 3)・小泉秀人 3).森田茂紀 3)

化東京農業大学大学院農学研究科， 2）鵜友学園女子中学高等学校， 3）東京農業大学農学部）

要旨：石油枯渇や地球温暖化への対応策として，バイオマスエネルギーの利用が注目されている．著者らは，エネル

ギーと食料との競合を避けるためセルロース系エネルギー作物として，エリアンサス (Saccharumspp.)に着目して栽

培研究を進めている．エリアンサスはイネ科の多年生作物で，毎年，刈り株から再生するが，この過程における分げ

つ形成が高いバイオマス収量を支えている．本研究ではエリアンサス群落を構成する株を対象として， とくに生育初

期における分げつ形成について解析を行ったその結果，再生株は発育形態学的に異なる 3種類の分げつ，すなわち，

枯死分げつ，旧分げつ，新分げつから構成されていることが明らかになった．株の再生時には，まず1日分げつが生育

を開始し，それから少し遅れて新分げつが出現したポット栽培した材料を解剖して，分げつ芽の形成や生育の規則

性について観察を行った結果分げつ芽が動き出すためには，母茎の生育がある程度進む必要があることが示唆され

たまた，定点カメラによる写真撮影とコドラート法を利用して新分げつと 1日分げつの形成位置を解析した結果，再

生では株の周辺側に形成される分げつが多いこと，とくに新分げつでその傾向が著しいことが明らかになったこの

ような生育特性の結果，エリアンサスの株は年々，分げつ数が増えながら株が大型化していくものと考えられる．

キーワード：エリアンサス，コドラート法分げつ芽，分げつ形成

石油枯渇と地球温暖化への対応は人類にとっての喫緊の

課題であり，対応策の 1つとして再生可能エネルギーが注

目されている (Shiatsuら2011)．ほとんどの再生可能エネ

ルギーは電気に変換されるが，バイオマスエネルギーは気

体，液体，固体とさまざまな形で利用される． とくに液体

のバイオエタノールは，ガソリンと混合して利用できるメ

リットがある．そのため，サトウキビ，トウモロコシ，キャッ

サバ等を原料としたバイオエタノール製造が世界的に事業

化されており，バイオエタノールの生産量は 2000年代に

入り増加してきた (REN212018).

しかし， 2008年に起こった穀物価格の世界的な高騰を契

機として，エネルギー生産と食料生産との競合を避けるた

め，セルロース系エネルギー作物を利用することが世界的

に強く求められるようになった (Boddiger2007, Hattori 

and Morita 2010)．そこで著者らは，セルロース系エネルギー

作物としてイネ科多年生草本のエリアンサス (Saccharum

spp.)に着目し，作物栽培学研究を進めている（森田ら

2013, 金井ら 2017a)．エリアンサスを日本で栽培すると，

福島県以南では越冬し，侮年，刈り株から再生が起こり（松

波ら 2013)，不良環境条件下でも高いバイオマス生産性を

示す (Hattoriら2010, Raら2012, Sekiyaら2014).

著者らは，エリアンサスの高いバイオマス生産性の背景

を理解するため，物質生産を支えている群落構造について

解析を進めている（金井ら 2017b, 金井・森田 2018, 水嶋

ら2018)．その結果，エリアンサスは苗を定植してから少

なくとも数年間はバイオマス収量が増加し，同化器官・非

同化器官のいずれも増加するが， とくに非同化器官の増加

が顕著であった．著者らの栽培試験では，定植 1年目は 1

~2本の茎から生育が始まり，出穂期に 70本程度になった

のに対し，定植2年目は生育初期から多くの茎数が確保さ

れ，その後若干増加して同じ 70本程度になった（金井ら

2017a)．定植 1年目と 2年目で茎数がほぼ同じレベルであ

るのに，非同化器官の乾物重は 2年目の方が高かったのは，

生育初期に形成された分げつが収穫まで十分に生育する時

間が確保され，太く，長くなったためと考えられる．本研

究のほかにも，収穫時の茎数とバイオマス収量との間に有

意な正の相関関係が認められていたり (Hattoriら2010),

とくに生育初期に形成された茎数が収量形成に重要である

ことが報告されている（松波ら 2014)．このように，エリア

ンサスのバイオマス生産では分げつ形成が重要であり，と

くに生育初期に茎数を確保することが収量形成に大きく貢

献していることが考えられる． しかし，エリアンサス株に

おける分げつ形成に関する研究はほとんど行われていない．

すでに著者らは，エリアンサスの葉と茎の生育に関する

予備的観察を行ったが（板倉ら 2018)，分げつ形成につい

てはまだ検討していなかったそこで本研究では，定植 5

年目のエリアンサス群落を構成する株について，生育初期

に済目して分げつ形成の様相を検討するとともに，ポット

栽培した材料を用いて，分げつ芽の形成と生育について検

討したそして，これらの知見に基づいてエリアンサスに

おける分げつ形成について，発育形態学的な観点から考察

を行った

材料と方法

本研究で材料としたエリアンサス (Saccharumarundinaceum 

Syn. Erianthus arundinaceus)は，東京農業大学農学部（厚木

2019年1月21日受理連絡責任者：森田茂紀 〒243-0034神奈川県厚木市船子 1737

TEL 046-270-6525, FAX 046-270-6525, sm205307@nodai.ac.jp 
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第 1図 定点カメラの設置状況

矢印は定点カメラを示す

キャンパス）で栽培した品種JESlの群落である．2014年 6

月 13日に苗を条間 1mX株間 lmの栽植間隔で 10条 x

11株（合計 110株）定植し， 2016年 4月 16日に間引いて

条間 2m X株間 lmとし，さらに 2017年4月13日に間引

いて条間 2m X株間 2mとしたいずれの年も施肥と灌

水は行わず，定植 1年目のみ，適宜，手取り除草を行った．

苗を定植してから 4年間にわたって，群落を代表する株に

ついて生育（草丈と茎数）および収量の調査（金井ら

2017a,金井 ・森田 2018,板倉ら 2018)を行った

2018年度 (2018年 4月～2019年 3月）に定植 5年目の群

落の中から，標準的な生育を示してきた株を 5株，選定し

たこの内 2株について， 2018年 3月 15日と同年 3月

24日にそれぞれ株直上にカメラ （サンワサプライ 400-

CAM061)を設置し（第 1図）， 2ヶ月間毎日 1回株の

写真を撮影した

また，残りの 3株については， 10cm格子のコドラート

を設置し，生育が開始した分げつに印を付け，株の中にお

ける分げつの位置を 2ヶ月間毎週1回記録した．2ヶ月後

株に外接する長方形を設定して，対角線の交点である株の

中心から，それぞれの分げつまでの距離を計測して，株内

における分げつの形成位置について解析を行った

さらに， 2018年 5月25日から同年 6月 10日に，コドラー

ト設置株から 10本の分げつを採取して解剖し，実体顕微

鏡 (OLYMPUS社 SZ61型）で生長点の様相について観察を

行った

もう 1つの研究材料は，ポット栽培したエリアンサスで

あるすなわち， 1/2000aワグナーポットに市販の腐植質

火山灰土壌の下層土（赤土）約 10kgを充填し， 2015年 10

月6日と 2017年 5月 10日に 1株ずつエリアンサス品種

JESlの苗を定植して栽培した施肥は行わず，ポッ トは

露地に置いて灌水も行わなかった 2016年 9月 7日から

第 2図 定点カメラで撮影した分げつ形成の推移

撮影日は， ① 2018年3月15日， ②同年 3月28日 （①から

13日後），③同年 4月3日 （同19日後），④同年 4月8日（同

24日後）

2017年 8月28日に， このように栽培したエリアンサスか

ら適宜，生育段階の異なる 21株を採取した株の周辺側

から順次，中心側に向かって分げつをそれぞれが母茎か

ら出現している基部で切り離して解剖し，分げつ芽につい

て観察を行った肉眼で確認できる段階をもって分げつ芽

の形成を確認し，形成位置生育を始めている分げつの位

置と数母茎の生育との対応関係について検討した

結果

l 分げつの発育形態学的な分類

エリアンサス株の再生における分げつ形成について定

点カメラを用いて追跡するとともに， 目視による観察を

行った結果，いずれの株においても，株を構成する分げつ

には3種類あることが明らかとなった（第2図）．すなわち，

1つは， 2017年度（以前）に地表面から 30cm以上を刈取

られて， 2018年度には葉身が展開しなかった分げつ（枯死

分げつ）である枯死分げつは，株の上側から茎の切断面

が確認でき，全体が茶褐色を呈していた

2018年度に緑色の葉身が展開してくる分げつは， 2つに

分類できた．いずれも 2017年度（以前）の収穫時に地上30

cm以上を刈取られて， 2018年度に刈り株から葉身が展開

したものである 1つは，最初に展開してくる葉身 (1~2

枚程度）の先端が切断されているもので（旧分げつ）， この

場合葉身の切断部分は褐色に枯れていたもう 1つは，

2018年度に先端が切断されていない，インタクトな葉身が

展開するもの（新分げつ）である

以上のように，エリアンサスの再生株を構成している分

げつには，枯死分げつ，旧分げつ，新分げつの 3種類があ

り，新分げつと旧分げつが葉身を展開して株の再生を担っ

ていることが明らかとなった
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分げつ分類別の生長点の様相

エリアンサスの株を構成する分げつの形成を発育形態学

的な観点から考察するために，上記のように 3分類したそ

れぞれの分げつにおける生長点の有無および状態を観察し

たその結果，枯死分げつではすでに節間伸長が起こり，

2017年度 （以前）の刈取りで生長点 （に由来する穂を含む

部分）は切り取られていた（第 3図）．これに対して旧分

げつを解剖すると栄養相の生長点が存在し，その周りを生

育途中の複数の葉原基と幼葉が取り囲んでいた （第 4図）．

また，新分げつでも基本的に同じで，栄養相の生長点と，

2
 

第 3図 枯死分げつの縦断面

①は収穫時の刈取り面， ②は分げつの基部

側を，それぞれ示す

それを取り囲む葉原基 ・幼葉が確認できた

3.分げつ分類別の形成順序と数

エリアンサスの分げつの種類別に，株の再生における分

げつ形成を追跡したその結果まず最初に旧分げつから

葉が展開を始め，その後も生育を続けてい く．この旧分げ

つの出現がほぽ完了したころから，新分げつの葉が抽出を

開始した （第 5図）．そして調査終了時 (2018年 5月25日）

の分げつ数は，枯死分げつ＞新分げつ＞旧分げつであった

が生育した分げつ （新分げつ＋旧分げつ）＞枯死分げつ

であった．

次にそれぞれの分げつが，株のどの部分に形成されるか

を解析したその結果枯死分げつは株中心から 15~20

cmに位置しているものが最も多く，最周辺部分にはあま

第 4図 旧分げつの生長点の様相

①は生長点 ②は生長点をフード上に毅っている葉原基を，

それぞれ示す
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第 5図分げつ形成の推移

■：枯死分げつ，忽．旧分げつ， □：新分げつ いずれもバーは標準誤差を示す (n= 3) 
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第6図 それぞれの分げつの形成数と形成位置の関係

〇三□;,a5. 0 cm, 5く口 ;,a10. 0 cm, 10く圏 ;,a15. 0 cm, 15く口 ;,a20. 0 cm, 

20. 0 < II ;,a 25. 0 cm, 25. 0く■;,a30. 0cm. 数字は株の中心か らそれぞれの分げ

つまでの距離を示す．いずれもバーは標準誤差を示す (n= 3) 

り認められなかった （第 6図）． これに対して，新分げつと

旧分げつは，株の中心部分にはほとんど形成されず，株の

中心から周辺側に向かうにつれて両分げつとも数が増加し

た （第 6圏）．また，個々の株の茎数を見ると差があるが，

いずれの株においても株の周辺側に多いという特徴は，旧

分げつより新分げつで顕著であった

4. 母茎と分げつ芽の生育の対応

ポッ ト栽培したエ リアンサスについて，母茎の葉数に着

目しながら分げつ芽の形成や生育を観察したその結果，

母茎から 4~5枚の葉が展開すると，母茎の第 4葉が着生

するファイ トマーに分げつ芽の形成が認められたその後

葉の展開に伴って順次，向頂的に分げつ芽の形成が進んだ

例えば，母茎が 7葉期に 3ヶ所， 8葉期に 5ヶ所， 9葉期

には 6ヶ所に分げつ芽が形成されていた （第 7図）．

また， このようにして形成された分げつ芽のすべてが，

すぐに生育を開始して，分げつ茎になるとは限らず， 休眠

するものもあったエ リアンサスの分げつ芽は母茎に向頂

的に形成されていたが，母茎に形成された分げつ芽の中で

最も基部側に位置するものと同じ側において，頂端側に形

成された分げつ芽が発育することが多かったまた，これ

らの旺盛に生育した分げつとは，母茎に対して反対側に形

成された分げつ芽は休眠することが多かった

考察

1. 分げつの発育形態学的分類と生育順序

本研究では，エ リアンサス群落を構成する標準的な株を

選定して， とくに生育初期における分げつ形成の様相につ

いて発育形態学的な観点から検討を行ったその結果，

エリアンサスの再生株を構成する分げつが，枯死分げつ，

旧分げつ，新分げつの 3種類に分類できた．枯死分げつは

第 7図 エリアンサスの苗の基部お よびその縦断面．

左 ：苗の基部およびその縦断面右 ：苗の基部（根を除去して

ある）．縦断面をサフラニンで染色している．M は母茎， Tは

分げつ， Tbは分げつ芽を示し，アルファベットに付随する数

字は向頂的にナンバリングした分げつと，分げつ芽とを示す

生長点がなくなっているため主軸は生育できない（第 3

園）．これに対して新分げつと旧分げつには栄養相の生

長点が残っており（第 4図），主軸が生育再開することで株

が再生する ことが明らかとなった

これらの 3種類の分げつは，形成時期や生育段階が異な

るものと考えられるすなわち，枯死分げつでは 2017年

度の刈取り時期（出穂期後）にすでに生殖相に転換して生

長点から穂が形成されており，節間伸長した茎が刈取られ

た分げつ (2016年度以前に刈取られた分げつも含まれてい

る）と考えられる

これに対して旧分げつは， 2017年度の収穫時期に生育中

の分げつで，刈取りのショックや環境条件の影響によって

生長点が生育を止めたまま生き残って越冬し， 2018年度に
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環境条件が整うと生育を再開したと考えられる．また，新

分げつでは最初に展開してくる葉の先端部分が切れていな

い，インタクトな状態であることから， 2017年度の刈取り

時期にはまだ新しい葉の抽出・展開が開始しておらず，お

そらく分げつ芽のまま越冬し， 2018年度になって初めて生

育が開始した可能性が高い．

このような分げつの生育や生育の再開については，飼料

作物において年数回の刈取直後の再生という観点から取り

扱った研究がいくつかみられる（藤井 2009, 橋本・青田

1964, 佐藤・大友 1974, 佐藤・佐々木 1987)．出穂せずに

越冬した後の分げつの生育あるいは生育の再開に着目した

研究は，オーチャードグラス（伊東ら 1989)，リードカナ

リーグラス（伊東ら 1990a:1993)，チモシー（藤井 2009)

や，イネ科Panicum属（察ら 1998)など限られたものしか

ない．

例えば，リードカナリーグラスでは，まず既存分げつ（本

研究でいう旧分げつに相当）が早期に生育するため，再生

初期から多くの葉数と葉面積が確保されること（伊東ら

1990b)，既存分げつが刈取りによって生長点を失うと，既

存分げつに形成されていた分げつ芽がすぐに生育を開始し

て，茎数を確保していることが報告されている（伊東ら

1990a)． このような生育特性が， リードカナリーグラスの

高いバイオマス生産を支えている可能性が高いまたチモ

シーにおいても越冬前に存在した分げつが，翌年に旧分げ

っとなって一番草の乾物生産を担っていることが報告され

ている（藤井2009).

エリアンサスでは，まず旧分げつが動き出し葉を展開す

る（第 2図）．そのため，再生初期から茎数が確保されると

ともに，それぞれの茎が生育する結果早期に葉数および

葉面積が確保される． この点で， リードカナリーグラスの

生育と似ているなお，リードカナリーグラス（伊東ら

1990a)，オーチャードグラス（伊東ら 1989)，チモシー（藤

井 2009)では生育期間中に一部の分げつが枯死するが，エ

リアンサスでは認められていない． これらの生育特性よっ

て，エリアンサスの高いパイオマス生産性が発揮されてい

る可能性が高い．

また，同じ株の中に出穂してすでに刈取られた枯死分

げつと，栄養相の生長点を持つ1日分げつおよび新分げつと

が観察されたこの事実から，エリアンサスの株を構成し

ている分げつの生育は必ずしも同調しておらず，幼穂分化

して出穂する年度が分げつによって異なる場合があること

が分かる．エリアンサスでは，株を構成するすべての分げ

つから同時に出穂するわけではないことは以前から観察

されていた．本研究の結果，新分げつの一部が次年度に旧

分げつとして生育を再開することが明らかになった．

同じように，すべての分げつで相転換が一斉には起こら

ず，低次の分げつほど幼穂分化が早い條向は，チモシー（藤

井 2009)やイネ科Panicum属の牧草（察ら 1998)で報告さ

れている．本研究の結果，年 1回の刈取りを想定した多年

生草本作物の再生における分げつ形成を全体として統一的

に理解することができるようになったといえる．

エリアンサスの分げつの生長点が相転換を起こすために

は，環境条件や一定の生育期間が必要であり， とくに基本

栄養生長性が強いと考えられる．その結果，同じ株に形成

された分げつであっても，すべてが斉ーに相転換したり，

出穂するわけではなく，新旧分げつの区別に典型的に現わ

れているような生育段階のズレがみられる．このことは，

穂を収穫する通常の穀類であれば望ましくない特性である

だろうが，エネルギーの原料として栽培する多年生草本作

物では毎年の再生が速やかに開始するので，出現した分げ

つの生育期間が十分に確保できる可能性が高い．

このように，株を形成する分げつの生育が同調していな

いことが多年生作物の持続的収量形成にはプラスに働く

可能性も考えられる． したがって，株を構成するそれぞれ

の分げつにおける相転換のタイミングや斉一性が， 2016年

9月7日から 2017年8月28日に，収量形成をどう規定し

ているかに着目して解析を進める予定である．

2. 株におけるそれぞれの分げつ形成の位置

エリアンサスの再生株におけるそれぞれの分げつの形成

位置を調査したところ，新分げつと旧分げつは株の周辺側

に多く形成される傾向が認められた（第 6図）．

エリアンサスを栽培する場合，株分けした苗を定植す

ることが多い．その場合苗の主茎的な茎に形成された分

げつ芽が生育を開始することで株の形成が始まり，その分

げつからさらに高次の分げつが分枝し，茎数が増えていく．

予備的観察の結果では，分げつ芽の形成位置，形成時期，

休眠の様相は，他のイネ科作物と基本的に共通していた．

すなわち，エリアンサスでも主軸の生育に伴い，主軸の葉

の葉腋に順次，向頂的に分げつ芽が形成され，生育する（第

7図）．ただし，形成されたすべての分げつ芽が生育するの

ではなく，母茎を中心として一方の側の分げつが生育し，

反対側に形成された分げつ芽は休眠することが多いという

特徴が認められた（第 7図）．

分げつ芽が生育するか休眠するかがどのようなメカニズ

ムで決まるかは明らかではないが， コムギの分げつの生育

に物理的力が影響しているというアイデアが古くからある

(Williams and Langer 1975)．エリアンサスの分げつ形成に

おいても，既存分げつの密度が低い株の周辺側に新しい分

げつが生育する傾向が認められることは，このアイデアと

矛盾してしない．いずれにしても，徐々に株の周辺側に向

かって新しい分げつが形成される傾向があることは事実で

あり，それに伴って株が大型化していく．このように，枯

死分げつ，旧分げつ，新分げつの 3種類の分げつが，形成

時期と形成位置がそれぞれ異なっていることが明らかと

なった．

以上，本研究の結果，エリアンサスの生育における分げ

つ形成の特性と，その発育形態学的な背景が明らかとなっ
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た．ただし，この生育特性が株全体の生育や群落構造（の

推移）をどう規定し，群落としての物質生産にどう影響し

ているかは今後の課題である．
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Abstract : Bioethanol is a promising alternative to fossil fuels and a potential countermeasure to global warming. We have been 

studying Erianthus, a perennial C4 grass, as a raw material for cellulosic bioethanol, mainly because it has potential of high 

biomass production due to its large canopy. The effect of tillering on biomass production in Erianthus has hardly been studied. 

Preliminary observation showed that there might be three kinds of tillers, namely dead, old and new ones in Erianthus. Old tillers 

with a stem apex restarted growing after overwintering. Such old tillers were slowly followed by the appearance of new ones 

which started to develop. Both old and new tillers were well developed in the peripheral zone of each individual, probably 

because there was room for the development of tiller buds. The shifting and formation of these tillers in Erianthus secures leaf 

number and leaf area at the growing stage, contributing to high biomass productivity. 

Keywords: Dry-matter, Erianthus, Quadrat, Tillering. 
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