
５　広葉樹木部の基本構造	

５．１　木部を構成する細胞	

広葉樹材を構成する細胞	

軸方向	 放射方向	

道管要素　　　　　　　　　　	

道管状仮道管	

周囲仮道管	

繊維状仮道管	

真正木繊維　　　　　　　　　	

軸方向柔細胞	

エピセリウム細胞	

放射柔細胞	

　　　平伏細胞	

　　　直立細胞	

　　　方形細胞	

エピセリウム細胞	
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ブナの走査型電子顕微鏡写真	

①道管要素、②繊維状仮道管、③広放射組織、④単列放射組織	

②

①

③

５．１．１　広葉樹材の概観	

④

5-2 



V 

V 

V 

F 

F 

F 

F AP 

RP 

北海道大学　佐野雄三博士　提供	
ヤナギ木部の走査型電子顕微鏡写真	

V:道管要素、F:繊維状仮道管、AP:軸方向柔細胞(ターミナル柔組織）、
RP:放射柔細胞	
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        を持つ。  　　	

例外：無孔材（ヤマグルマ）	

１	

　　　はおもに水分通道を担い、 

　　　　　　　が支持機能を受け持
つ。	

２	

　　　の放射組織を持つ樹種が 

多い。	

３	

４	 木部を構成する細胞要素比率は、 

樹種により異なる。	

日本産主要広葉樹材の要素比率	
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（針葉樹：仮道管が水分通道と支持
機能の両者を担う。）	



５．１．２　道管の配列	

広葉樹を木口面で観察すると樹種により特徴的な管孔配列を示す。配列に
よって①環孔材、②散孔材、③半環孔材、④放射孔材、⑤紋様孔材に分けら
れる。	

１年輪	

１年輪	 １年輪	

孔圏	

孔圏外	

環孔材（ハリギリ）	 放射孔材（シラカシ）	散孔材（ドロノキ）	
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環孔材の孔圏外道管は、配列によって、a）散在状、b)放射状、火炎状、紋様状、
c)接線状、波状、斜状の３つに分けられる。	

散在状（キリ）	 放射状（ミズナラ）	 接線状（ハルニレ）	

孔圏外	

孔圏外	
孔圏外	

環孔材の孔圏外道管の配列	
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５．２　道管要素の特徴	

様々な道管要素	
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ミズキのせん孔板（階段せん孔）	トチノキのせん孔板(単せん孔）	

５．２．１　せん孔板の構造	
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１	 接続している2つの道管要素の間の接合している細胞壁面を　　　　　　　 

と呼ぶ。	

せん孔板は分化の過程で壁が全面、あるいは部分的に消失して穴が 

できているが、この穴を　　　　　　と呼ぶ。	

２	

せん孔板に単一のせん孔のあるものを　　　　　　、2個以上の穴のある 

ものを多孔せん孔と呼ぶ。多孔せん孔のせん孔板には　　　　　　　　、 

　　　　　　　などがある。	

３	

　　　せん孔は、細い穴が水平方向にほぼ平行に並んで階段状（はしご 

状）を示す。	

せん孔板の傾斜は一般に　　傾斜である。	

４	
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　　せん孔は、せん孔として最も発達した形で、単一の大きな穴になって 

いる。	

せん孔板は縁の部分の　　　　　　が残っている。	

せん孔板は一般に　　傾斜である。	

５	
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せん孔板の型	 調査試料数	 平均の道管要素長	

　	 　	 （μm）	

階段せん孔	 52 1,090 
階段せん孔+単せん孔	 19 810 
単せん孔/急傾斜	 34 690 
単せん孔/緩傾斜	 169 410 

５．２．２　せん孔板の型と道管要素長の関係	

階段せん孔を持つ道管要素は一般的に長く、単せん孔を持つ道管要素は 

短い。	

１	

単せん孔を持つ道管要素のうち、せん孔板が急傾斜なものは一般的に長く、 

緩傾斜なものは短い。	

２	

進化が進むにつれ、　　　せん孔から　　せん孔に、　　傾斜な単せん孔から 

　　傾斜な単せん孔へと移行する傾向がある。	

３	
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５．２．３　道管相互壁孔の構造	

カツラ(左）、ミズキ(中央）、トネリコ(右）の道管相互壁孔	
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進化が進むにつれ、　　　壁孔から　　　壁孔、　　　壁孔へと変遷する傾向 

がある。	

５	

　　　壁孔：斜方向に多数の壁孔が列をなしている壁孔配列を示す。	４	

道管要素同士の間の有縁壁孔を道管相互壁孔と呼ぶ。	１	

　　　壁孔：水平方向に細長い壁孔が軸方向に連続的に配列し、はしご状 

を示す。	

２	

　　　壁孔：水平方向に列になって2個ないし数個ずつ並んだ配列を示す。	３	
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５．２．４　道管のネットワーク構造	

道管のネットワーク構造。	

連続切片を作製して調べた。矢印は道管の末端がせん孔板を介して他の道管に接続している所を示す。
作図上、軸方向を1/10に縮小して描かれている。	
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道管の末端は、他の道管に　　　　を介して接続している。	１	

平行に走行し接触している2本の道管の間には、　　　　　　　　が存在 

している。	

２	

道管は一般に接線方向に位置を変えながら走行している。このことに 

より、水を軸方向とともに接線方向にも拡散させている。	

３	

これらの結果から、例えば一本の枝は多数の根からの水分の供給を 

受けることとなる。	

４	
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５．２．５　水分通導機能の停止	

環孔材では、　　　年輪の　　　道管が通水のほぼ全てを担っている。	１	

散孔材では、外側から　　　　の道管が通水に寄与している。	２	

道管に接した柔細胞から　　　　　が発達することにより、道管内腔が 

　　　　　で充填され、通水機能が失われる。	

３	

樹種によっては、道管内腔に　　　　　　が充填され、水分通導機能が 

失われる。	

４	
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ブナ道管要素	

チロースが放射柔細胞より出芽
している	

コナラ木部のSEM写真	

道管要素の内腔がチロースによって充填されている。	

柴田直之博士　提供	猪股書恵氏　提供	
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一次壁（せん孔部以外は木化）	

二次壁（せん孔部以外は
肥厚と木化）	

酵素による分解	

水分通導の開始	
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クスノキ木口面（チロース形成）	 ヤマザクラ木口面（ガム状物質形成）	
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クスノキまさ目面（チロース形成）	 ヤマザクラまさ目面（ガム状物質形成）	
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５．３　木部繊維の構造	

１	

２	

３	

４	 ５	

６	

７	

クリの解離要素のスケッチ図	

１．道管要素(孔圏）、２．道管要素（孔圏外）、３．周囲仮道管、４．繊維
状仮道管、５．真正木繊維、６．軸方向柔細胞、７．放射柔細胞	

木部繊維は、広葉樹におい
ては道管状仮道管、周囲仮
道管、繊維状仮道管、真正
木繊維をさす。 

１	

道管状仮道管、周囲仮道管
は　　　壁孔を持ち、通水に
適した構造を持つ。	

２	

繊維状仮道管や真正木繊
維は細胞径が小さく、壁孔
が疎に分布し、　　　　　　　　
機能を果たす。	

前者は有縁壁孔、後者は
単壁孔を持つ。	

３	
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真正木繊維	繊維状仮道管	周囲仮道管	

周囲仮道管から真正木繊維に向かって、壁孔膜の直径、壁孔縁の幅、
壁孔数が減少する。	

４	
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５．４．１　軸方向柔細胞の特徴	

５．４　軸方向柔組織の分布と構造	

紡錘形始原細胞に由来し、辺材では 

　　　　　などを行う　　　細胞である。 

心材部では死滅している。	

１	

紡錘形始原細胞から分生後、横面分裂 

を行い、　　　　　　　　　　　になっている。	

２	

薄壁で　　壁孔を持つ。	３	

シナノキの軸方向柔細
胞(木口面切片）	

柔細胞は周囲の細胞
にくらべ薄壁である。	

シナノキの軸方向柔細胞(まさ目面切片）	

柔細胞ストランドを形成している。	
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広葉樹材は針葉樹材にくらべ軸方向柔組織が発達し、配列も多様である。
それは独立柔組織（道管とは無関係に配列している）と随伴柔組織（道管
と関連を持って配列している）に２大別される。	

独立柔組織の配列	 随伴柔組織の配列	

５．４．２　軸方向柔組織の配列	
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網状柔組織	 ターミナル柔組織	 周囲柔組織	
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５．５　放射組織の分布と構造	

５．５．１　放射柔細胞の特徴	

①平伏細胞	 細胞の長軸が放射方向にあるもの	

②直立細胞	 細胞の長軸が軸方向にあるもの	

③方形細胞	 細胞の軸方向と放射方向の長さが
ほぼ等しいもの	

放射方向に水平に配列して放射組織を構成している。	１	

放射組織始原細胞に由来し、辺材部では　　　　　などの　　　細胞として 

機能し、心材部では死滅している。	

２	

放射方向に長軸のある平伏細胞、長軸が軸方向にある直立細胞、 

放射断面で見てほぼ正方形の方形細胞が存在する。	

３	

多数の単壁孔を持つ。	４	

① 

② 

③ 

カツラのまさ目面切片	
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５．５．２　放射組織の分布と構造	

　　　型	 すべて、あるいは一部が直立細胞または方形細胞に 

よって構成されている放射組織。	

　　　型	 平伏細胞のみからなる放射組織。	

幅が１細胞列のものを　　　放射組織、２細胞列以上のものを　　　放射 

組織と呼ぶ。	

１	

非常に幅が広く、高さのある放射組織を　　放射組織と呼ぶ。	２	

接線面で見た放射組織の分布より　a)　散在放射組織、b)　集合放射 

組織、　　c)　複合放射組織に分けられる。	

３	

放射組織を構成する細胞により、大きく２つの型に分類される。	４	
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散在放射組織（シナノキ）	 集合放射組織（ハンノキ）	 複合放射組織（ブナ）	

板目面切片	

木口面切片	

5-29 



ドロノキの放射組織（同性）	

カツラの放射組織（異性）	

まさ面切片	
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放射組織のタイプ	

a～c：同性型，d～g：異性型，h：混在型．
e：異性Ⅰ型，ｆ：異性Ⅱ型，g：異性Ⅲ型．	

それぞれ左側が板目面，右側がまさ目面．	

（伊東隆夫による）	

放射組織型の分類	
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板目面	 まさ目面	

B 

B A ＞	異性Ⅰ 

A

まさ目面	板目面	

B A ＜	異性Ⅱ 

B 

A

A

A

まさ目面	板目面	

異性Ⅲ（単列部は方形細胞で一列）	
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５．５．３　放射組織の特殊な配列	

層階状配列	

放射組織が接線面において高さがそろって水平方向に並んで配列している。
このような材にはリップルマークと呼ばれる水平の微細な縞模様が板目面に
認められる。日本産樹種ではトチノキが顕著で、シナノキにも弱いリップルマー
クが認められる。	

トチノキの板目面切片	
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５．６　樹幹の巨視的構造	

５．６．１　木部繊維長の年輪内変動	

繊維長は針葉樹に比べかなり　　　、特に進化の度合いの高い樹種で 

　　　傾向がある。	

１	

髄に接した部分で短く、１０～１５年輪まで増加し、その後ほぼ一定となる。	２	
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５．６．２　道管要素長、道管直径の年輪内変動	

道管要素長の長さはいつも繊維長より　　　　。	１	

髄から外側に向かって急に伸長し、その後一定になる樹種、髄から 

わずかに増加し続ける樹種、ほぼ一定の長さを保つ樹種がある。	

２	
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道管の直径は髄から外側に向かって徐々に大きくなり、あるところ
からほぼ安定する。	

３	

単位面積当たりの管孔数は、道管径の変動と負の関係で変動する。	４	
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