
４　針葉樹木部の基本構造	

４．１　木部を構成する細胞	

軸方向仮道管	

　　仮道管	

　　ストランド仮道管	

軸方向柔組織	

　　樹脂細胞	

　　（軸方向柔細胞）	

　　エピセリウム細胞	

　　異形細胞	

放射組織	

　　放射仮道管	

　　放射柔細胞	

　　エピセリウム細胞	

軸方向	 放射方向	

樹体の基本方向と基本断面	

樹木細胞生理学	
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４．１．１　針葉樹材の概観	

アカマツの３断面のSEM写真	 佐伯　浩　博士　提供	 アカマツを構成する細胞の模式図	

X:横断面、T:接線断面、R:放射断面	

樹木細胞生理学	
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ほとんどが軸方向に長軸を持つ　　　　で構成されている。	

放射断面では、縦断された　　　　と、それに直行する　　　　　が現れる。	

樹種によっては、軸方向柔細胞や樹脂道の縦断面が現れる場合がある。	

接線断面では、縦断された　　　　と、小径の細胞の列として認められる　　　　　
が現れる。	

樹種によっては、軸方向柔細胞や樹脂道の縦断面が現れる場合がある。	

放射組織中に　　　　　　　の断面が現れる場合がある。	

横断面では、四角形から六角形をした　　　　の横断面と、縦断された放射組
織が現れる。	

樹種によっては横断された軸方向柔細胞や樹脂道（エピセリウム細胞）が現れ
る。	

１	

２	

３	

４	

樹木細胞生理学	
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針葉樹木部細胞の構成要素比率	

樹木細胞生理学	
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４．１．２　仮道管の特徴	

形成層の　　　　　　　　　　に由来し、直径
15～70µm、長さ1～6mmの極めて細長
い細胞である。	

　　　と　　　　　の機能を持つ。	１	

２	

スギの木口面切片	

早材、晩材の仮道管横断面が観察される。
AP:軸方向柔細胞、RP：放射柔細胞	

解繊されたスギ	

TR：仮道管、RP：放射柔細胞	

樹木細胞生理学	
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カヤ仮道管のらせん肥厚	

木口面では放射方向に整然と並んでおり、この列を 　　　　	

早材部では大きな　　　　　が主に放射壁に現れ、晩材部で
は小さくなる。年輪境界では接線壁にも現れる。	

らせん肥厚を持つ樹種がある。	

紡錘型始原細胞から分生した細胞が、横面分裂した後、
仮道管になるものがあり、ストランド仮道管と呼んでいる。	

４	

５	

６	

７	

横断面は四角形ないしは六角形状のものが多く、先端部
は接線断面で尖り、放射断面では舌先を伸ばした形をして
いる。	

３	

(　　　　　　)と呼ぶ。これは、同一の始原細胞から分生したこ
とによる。	

樹木細胞生理学	

4-6 



イチイのSEM写真（らせん肥厚が顕著）　Jun Ohtani: Wood Micromorphology より	
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４．１．３　軸方向柔細胞の特徴	

軸方向に長軸を持つ　　　　　の細胞が縦に数個
連なり、両端に先の尖った細胞がある。全体とし
て紡錘形を示す。柔細胞の連なりを柔細胞	

周囲の仮道管にくらべ、一般に薄壁である。	

しばしば着色物質を含む。	

　　　　を持つ。	

年輪内で特徴的な配列を示す樹種がある。	

・年輪後半部でやや接線状に配列。　	

　　　スギ、ヒノキ、サワラ、ヒバなど	

・年輪内で散在。	

　　　イヌガヤ、イヌマキ、ナギなど	

・年輪界に点在。	

　　　トガサワラ、ツガなど	

１	

２	

３	

４	

５	

スギの板目切片	

矢印は軸方向柔細胞、矢頭は水平壁	

　　　と呼ぶ。	

樹木細胞生理学	
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軸方向柔細胞が接線状に配列する樹種	 多数の軸方向柔細胞が散在する樹種	

樹木細胞生理学	
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４．１．４　放射柔細胞の特徴	

放射方向に長い　　　　の細胞で、早材部では長さが100～200µm、高さが10
～30µmで、晩材部では長さが短くなる。	

スギのまさ目面	

中央の強く染まった部分が放射柔組織	

スギの板目面	

放射柔細胞の断面が観察される	

１	

樹木細胞生理学	
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樹種により細胞壁の構造は異なっている。	

・薄壁	 コウヤマキ	

・厚壁	 モミ、トウヒ、カラマツ、ツガ、トガサワラ	

じゅず状末端壁を持つ。	

・辺材で薄壁で未木化、心材に向かって厚壁化し木化している	

アカマツ、クロマツ	

・厚壁で木化した細胞壁	

ヒメコマツ	

・やや厚い一次壁	

イチイ、カヤ、イヌマキ、スギ、ヒノキ、ネズコ、アスナロ	

放射柔細胞と軸方向仮道管とが接している部分を　　　と呼び、そこにできる壁孔を	

２	

３	

　　　　　と呼ぶ。　　　　　は樹種の特徴を示す。	

樹木細胞生理学	
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　　　壁孔	 　　　　型壁孔	

　　　型壁孔	 　　　　型壁孔	

樹木細胞生理学	
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　　　　壁孔	

　　　型壁孔	

　　　　型壁孔	

　　　　型壁孔	

分野いっぱいを占めるほどの広い孔口を持ち、壁孔縁は
わずかに認められる程度である。	

　　　アカマツ、クロマツ、コウヤマキなど	

卵円形から円形の輪内孔口を持ち、壁孔縁の幅は孔口
の幅より狭い。	

　　　スギ、モミ属、ネズコ属など	

卵円形の輪内孔口を持ち、壁孔縁の幅は孔口の幅より大きい。	

　　　ヒノキ、イチイ属、カヤ属、ツガ属、ヒノキ属、アスナロ属、	

　　　ビャクシン属など	

輪出孔口で孔口の幅は狭い。	

　　　トウヒ属（エゾマツなど）	

樹木細胞生理学	
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放射柔細胞の細胞壁	

仮道管の細胞壁	
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４．１．５　放射仮道管の特徴	

放射仮道管に鋸歯状肥厚を持つ樹種	

放射仮道管と放射柔細胞	

放射柔細胞とほぼ同じ長さか、やや短い。	

　　　　　を持つ。末端壁はしばしば傾斜し　　　　　　を持つ。	

硬松類（アカマツ、クロマツなど）では、内腔面に著しい　　　　肥厚がある。	

一般に放射組織の上下両縁に１～３列並ぶ。	

１	

２	

３	

４	

樹木細胞生理学	
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４．１．６　樹脂道とエピセリウム細胞	

樹脂道の特徴	

細胞間隙の一種。	

分化中に隣接する細胞間で 　　　　　　　　　　　（　　　）により間隙となる。	

かなりの長さの細胞間隙でエピセリウム細胞に囲まれている。	

１	

２	

３	

薄壁のエピセリウム
細胞を持つ樹種	

厚壁のエピセリウム
細胞を持つ樹種	

樹木細胞生理学	
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アカマツ樹脂道のSEM写真　Jun Ohtani: Wood Micromorphology より	
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軸方向樹脂道（垂直樹脂道）と水平樹脂道が存在
する。後者は紡錘形放射組織中に含まれている。	

エピセリウム細胞の特徴	

樹脂道を取り囲む分泌細胞をさす。	

マツ属は薄壁、エゾマツ、カラマツ、トガサワラは
薄壁と厚壁の細胞が混在している。	

４	

１	

２	

ヒメコマツのSEM写真	

接線断面に水平樹脂道（矢印）が観察される。	

樹木細胞生理学	
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４．２　樹幹の巨視的構造	

４．２．１　早材・晩材（年輪の形成）	

　　　径は年輪内であまり変動しないが、	

壁厚は早材で　　　、晩材で　　　となり、
年輪境界でやや薄くなる。	

晩材での細胞壁厚さは樹種で異なり、
アカマツ、カラマツなどでは厚く、ヒノキ
やヒバでは顕著でない。	

晩材の壁厚が大きな樹種はおおむね
早材から晩材への以降が急である。	

１	

２	

３	

ヒノキの横断面切片	 カラマツの横断面切片	

　　　径は早材で大きく、晩材で小さい。
年輪境界では扁平な構造となる。	

樹木細胞生理学	
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早材と晩材の境界を定めるには、Morkの定義が用いられる。	

　　　　　　　　L:仮道管の内腔径、w：隣接した細胞壁の二重の接線壁厚さ	

ｗ	

L 

放射方向	

接線方向	

放射壁	

接線壁	

５	

樹木細胞生理学	
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４．２．２　未成熟材・成熟材	

【仮道管長の樹軸方向の変動】 

樹幹基部より上方に向かうにしたがって次第に増加し、ある地上高（20～50%の
部位）で最大となり、それより梢端に向かうにしたがって漸減する(Sanioによる)。	

【定義】 

「未成熟な形成層によって形成された木部を未成熟材、成熟期の形成層によって
形成された木部を成熟材」	

樹木細胞生理学	
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【S2層のミクロフィブリル傾角】 

髄付近で最大の値を示し、樹皮側に向かって小さくなり、安定する。	

【仮道管長の放射方向の変動】 

髄付近で短く、外側に向かって増加したあと、ほぼ一定となる 。このほぼ一定となる
部位を　　　　としている。	

樹木細胞生理学	
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４．２．３　辺材・心材	

SW 

HW 

辺材　	 根から葉に向かう通導機能を持つ	

樹体支持機能を持つ	

貯蔵機能を持つ	

心材	 かつて辺材であった部分が生活機能を
失う（柔細胞の死）	

機械的支持機能を持つ	

心材成分が充填される	

心材への移行	

（３.１　参照）	

貯蔵物質が心材物質に変わり、材
中に沈着する。	

心材化にともなう変化	

　　１．　　　　　　　　　　　　　	

　　２．	

樹木細胞生理学	
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４．３　形成層活動	

４．３．１　細胞分裂・表面成長・二次壁形成	

形成層帯	 細胞拡大帯	 二次壁形成	

形成層帯では主に　　　　　分裂によって細胞を生み出す。	

細胞拡大帯（一次壁形成期）では、主に放射方向に細胞径を拡大しながら、わずか
に伸長する。伸長は始原細胞に対して　　～　　％程度である。	

二次壁形成期では、一次壁の内側に付加的に二次壁が堆積される。セルロース、
ヘミセルロースの堆積が先におこり、リグニンの沈着は細胞壁の肥厚に遅れて進行
する。	

１	

２	

３	

樹木細胞生理学	
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４．３．２　形成層活動の季節変動	

冬季の形成層帯は４～６細胞列である。	

細胞分裂を開始すると、接線面分裂を繰り返し、形成層帯
から派生した細胞は放射方向に拡大し始める。	

細胞分裂開始期には　　　　　　　　　と呼ばれる4細胞のグ
ループが認められる。	

春先から夏にかけては、木部母細胞は10～15細胞に及び、
分化中木部は広く、形成される細胞は直径が大きく、細胞壁
は薄い。	

この時形成された細胞は、　　　を形成する。	

１	

２	

３	

４	

５	

1月	

５月	

６月	

カラマツ分化中
木部の季節変動	

樹木細胞生理学	
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夏から秋にかけては、木部母細胞の数が減少し、分化中木部は狭まり、形成
される細胞は徐々に放射径が小さくなり、細胞壁は厚くなる。	

この時期に形成された細胞は、　　　を形成する。	

晩秋には、形成層活動は停止する。	

６	

７	

７月	

８月	

樹木細胞生理学	
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４．４　仮道管の基本構造	

４．４．１　細胞壁構造	

一次壁(P)と二次壁(S)で構成されている。	

一次壁は　　　　　　　に形成された細胞
壁をさす。	

ミクロフィブリルはランダムながら外側で
は主に　　　方向に配向し、内側では長
軸に対して　　　方向に配向している。	

二次壁は表面成長終了後に内側に	

二次壁はミクロフィブリル傾角の違いから、
さらに　　層に分けられる。	

１	

２	

３	

４	

５	

６	

針葉樹仮道管の細胞壁モデル	

　　　に堆積された細胞壁をさす。	

ミクロフィブリルは細胞長軸に対しらせ
ん状に配列し、その配向性は極めてよ
い。	

樹木細胞生理学	
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二次壁外層(S1)は細胞長軸に対しかなり　　　　　　傾角で配向している。	

二次壁中層(S２)は細胞長軸に対しかなり　　　傾角で配向している。	

二次壁の　　　　　　％を占めているため、木材の物理的・化学的諸性質に大きな影
響を与えている。	

二次壁内層(S３)は、細胞長軸に対しかなり　　　　　傾角で配向している。	

細胞同士を接着している層を細胞間層（Ｉ）と呼ぶ。	

細胞間層とこれを挟む2細胞の一次壁を合わせて、複合細胞間層と呼ぶこと
がある。	

７	

８	

９	

１０	

４．４．２　有縁壁孔の構造	

正面から見ると壁孔縁の外周はおおむね円形で、孔口は早材部で円形、晩材部
で凸レンズ状を示す。	

壁孔縁の直径は10～25µm、孔口は4～8µmである。なお、放射仮道管との間の
壁孔は、これよりかなり小さい。	

１	

２	

樹木細胞生理学	
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4-29 
木口面から見た有縁壁孔	



有縁壁孔	

有縁壁孔	

まさ目面から見た有縁壁孔	 板目面から見た有縁壁孔	

樹木細胞生理学	
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北海道大学：佐野雄三博士提供	

有縁壁孔対	

樹木細胞生理学	
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北海道大学：佐野雄三博士提供	

有縁壁孔対	

樹木細胞生理学	
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カラマツ木口面のSEM写真	

有縁壁孔	

北海道大学　佐野雄三博士　提供	

樹木細胞生理学	
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４．４．３　壁孔対の種類	

仮道管に形成される壁孔は　　　壁孔である。	

柔細胞に形成される壁孔は　　壁孔である。	

仮道管間に形成される壁孔対は　　　　　対である。	

柔細胞間に形成される壁孔対は　　　　対である。	

仮道管・柔細胞間に形成される壁孔対は　　　　　対である。	

１	

２	

３	

４	

５	

樹木細胞生理学	
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