
６　樹木の環境への適応　　あて材形成	

針葉樹	

広葉樹	

圧縮あて材	

引張あて材	数年後	
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圧縮の力が
働く	

引張の力が
働く	

圧縮の力が働く部位にできる材を
「圧縮あて材」と呼ぶ	

引張の力が働く部位にできる材を
「引張あて材」と呼ぶ	
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圧縮の力が
働く	

引張の力が
働く	

圧縮あて材が形成されるこ
とによって、幹を鉛直方向
に持ち上げようとする力が
生ずる。	

時間の経過	

圧縮あて材の形成	

6-3 



あて材は傾斜した幹や枝の下
側（圧縮側）にできるため圧縮あ
て材と呼ばれる。	

針葉樹では樹幹が傾斜すると、幹の下側の肥大成長が促進され、　　　　　　
するようになる。肥大成長が促進された部分をあて材と呼ぶ。	

長軸収縮率が正常材の数倍から
十数倍大きいため、　　　や　　　
を生ずる。	

肉眼的には　　　　　　を呈し、早
晩材の区別が明瞭でない。	

６．1　針葉樹のあて材	

１	

２	

４	

３	

５	 縦引っ張り強さは正常材に劣る。	

カヤの圧縮あて材	

あて材部は濃暗褐色を示す（点線で囲った部分）。
写真の下が傾斜下部である。	
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幹における圧縮あて材の形成量は、鉛直方向からの傾斜角と相関があり、
90°、270°で　　　　となり、0°と180°で　　　　となる。	

圧縮あて材の形成を誘導する刺激として、圧縮応力、重力、植物ホルモン
が考えられている。	

圧縮あて材が形成されたループを半分に切断すると、上半分は　　　し、下
半分は　　　する。これはあて材形成にともなう　　　　　　による。	

　	

６	

７	

８	

樹幹の傾斜角度とあて材形成量の関係	

矢印の幅はあて材の形成量を示す。	

ループにおけるあて材形成位置と
ループを切断した時の動き	
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６．２　圧縮あて材の形成メカニズム	

若い樹幹を用いて、ループを形成・固定し、
一定期間成長させる。	

ループ上部の樹幹では　　側（　　　応力側）
に圧縮あて材が形成される。	

ループ下部の樹幹では　　側（　　　応力側）
に圧縮あて材が形成される。	

圧縮応力により圧縮あて材の形成が
誘導される可能性は低い。	

６．２．１　圧縮応力とあて材形成	

ループを形成した時の圧縮あて材形成	

１	
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６．２．２　重力とあて材形成	

ヨーロッパアカマツの先端部を曲げてループ
を作ったときの圧縮あて材形成	

太い実線があて材形成部位を示す。	

ヨーロッパアカマツの先端部を曲げて枝を鉛
直の方向に固定した時の圧縮あて材形成	

太い実線があて材形成部位を示す。	
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樹幹をまげて鉛直方向にループを形成すると、圧縮あて材は常に幹
の　　側に形成される。	

枝が鉛直方向の位置になるように樹幹を傾斜させて固定し、一定期間
成長させる。この時の枝は圧縮応力、引張応力、重力刺激などがない。	

枝の　　　　　　　　　　に圧縮あて材が形成される。	

重力刺激は圧縮あて材形成の有力なファクターだが、それのみで圧縮
あて材形成を全て説明できるわけではない。	

1937年パリ万国博覧会。テーマは「近代生活における技巧と技術」。ピカソの
ゲルニカ出展、ナチス・ドイツとソビエト連邦のパビリオンが向かい合って建つ。 	

この博覧会に参加したJaccardは、回転テーブルに載せられたGramineae 
(イネ科植物）の先端が、全て回転テーブルの中心に向かってカーブしている
ことに気付いた。	

Jaccardは、さっそく8本のヨーロッパトウヒ（Picea abies）を用いて実験してみた。	

６．２．３　遠心力とあて材形成	

１	

２	
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20～21° 

Jaccardは鉢植えされたヨーロッパトウヒを回転テーブルに載せ、20r.p.m.（0.4g
の慣性)で回転させ3ヶ月間生育させた。	

先端部は回転中心に向かって垂直方向に対し20～21°傾斜する。	

外側方向（遠心方向）の木部形成は、内側方向（回転軸方向）のそれ
に比べ10倍以上である。	

　　　方向の木部には典型的な圧縮あて材が形成される。	

Jaccardは遠心力によって圧縮あて材が形成されたと結論づけた。	

20 
r.p.m. 

１	

２	

３	
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0.4g	

1g
	

θ	 

tanθ=0.4  　θ≒22° 

先端部は回転中心に向かって垂直方向に対し20～21°傾斜した。	
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１	 ２	 ３	
遠心力の方向	

樹幹を鉛直方向、あるいは傾斜させ添え木で固定した。これらを回転テー
ブルに載せ、45r.p.m.で回転させて3週間生育させた。	

１の場合（幹を鉛直方向に固定）	

幹の外側に圧縮あて材が形成され、先端部は　　　　　　の方向に向く。	

２の場合（幹を水平方向に曲げる）	

鉛直方向の幹には　　　に、水平方向の幹には　　　に圧縮あて材が形成される。	

３の場合（曲がった先端部と同じ方向に幹を曲げる）	

圧縮あて材は形成されない。	
6-11 



枝における圧縮あて材の形成	

aの位置にあった枝をb～hの位置に曲げて固定した
場合(破線）のあて材が形成される方向（太い実線）
を示す。	

枝における圧縮あて材の形成	

aの位置にあった枝をb～hの位置に曲げて固定し
た場合(破線）のあて材の形成量（矢印の幅）と力
の方向(矢印）を表す。	

６．２．４　枝におけるあて材形成	
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枝が安定的平衡位置から他の位置に押しやられた場合は、直ちにあて材
を形成し枝を元の位置に戻そうとする。	

枝の安定的平衡位置は　a　である。	

枝を　i　の位置に固定すると、枝の　　　に圧縮あて材が形成される。	

枝を　e-c-h-d-f　の位置に固定すると、aの位置の時に枝の　　　であった
所に圧縮あて材が形成される。この時のあて材生産量は、枝の角度に関
わらず一定である。	

b　は枝の不安定的平衡位置である。	

枝を　g　の位置に固定すると、枝の下側に圧縮あて材が形成される。	

１	

２	

３	

４	

５	
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鉛直な幹にIAA(インドール酢酸）を含むラノリンペーストを塗布すると、塗布
した所と、1～２cm下方に至るまでの所に圧縮あて材が生じた。	

６．２．５　植物ホルモンによる圧縮あて材の誘導	

鉛直な幹に上から下に向かってIAA－TIBA（オーキシン輸送阻害剤）－
IAAの順で与えると、TIBAを与えた少し下方で圧縮あて材の形成が見られ
なかった。TIBAがIAAの　　　　　　　　を妨げたことによる。	

IAAの塗布とあて材形成	 IAA、TIBAの塗布とあて材形成	

１	

２	
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水平にした幹の下方に様々な濃度のTIBAを与える。	

1.0、1.5、2.0％濃度のTIBAの場合に圧縮あて材が抑制された。	

0.25、0.50％濃度では圧縮あて材が形成された。	

TIBAを与えないと活発に圧縮あて材が形成された。	

充分に高濃度のオーキシンが存在すると圧縮あて材が形成される。	

３	

水平にした幹へのTIBA
の塗布。	

数値はTIBAの濃度を表し、
太い実線はあて材の形成
を示す。	
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６．３　圧縮あて材の組織構造的特徴	

１　正常材横断面の紫外線顕微鏡写真	

２　圧縮あて材横断面の紫外線顕微鏡写真	

３a　圧縮あて材横断面の紫外線顕微鏡写真	

３ｂ　圧縮あて材のSEM写真	 6-16 



仮道管の横断面は　　　　を帯びる。	

　　　　　　が多い。	

仮道管壁には　　　　　　の細胞壁の　　　　　が認められる。	

仮道管長は正常材に比べ10～40％　　　　。	

仮道管の先端部はL字形に屈曲したり、T字形やY字形に分岐している。	

圧縮あて材部では　　　　　の収縮が著しい。そのため、圧縮あて材が混在
すると木材は反り、狂い、割れなどの原因となる。	

正常材に比べ、比重、硬さ、縦圧縮強さは大であるが、引張強さは著しく
小さい。	

１	

２	

３	

４	

５	

６	

７	
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圧縮あて材先端部のＳＥＭ写真	
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６．４　圧縮あて材の細胞壁構造	

トドマツ圧縮あて材のTEM写真	

二次壁に裂け目が多数存在している。コーナー部は
大きな細胞間隙が存在する。	

トドマツ圧縮あて材のTEM写真	

二次壁に裂け目が明瞭に観察できる。	
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　　　を欠く。	

S2のミクロフィブリル傾角は約　　　°である。	

S2には　　　　　　　　　　　　が存在する。 

・S2のミクロフィブリルに沿って、　　　　　　　　　　　が生じたとする説がある。	

・S2の不均一な肥厚によって、　　　　　　　　　　が生じたとする説がある。	

S1は正常材に比べ厚い。	

S2外側部分の　　　　　　が高い。	

樹　種	 正常材（S2) 圧縮あて材（S2) 

ヒノキ	 20.5 44.5 

スギ	 36.8 44.8 

クロマツ	 28.9 33.0－46.8 

イチイ	 24.8 44.5 

カヤ	 25.5 45.2 

ミクロフィブリル傾角	

１	

２	

３	

４	

５	
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細胞壁部位	 　	 S1 S2 S3 

正常材	 早材中央部	 0.28 0.85 0.14 

　	 早材コーナー部	 0.5 0.7 0.21 

　	 晩材中央部	 0.4 3.4 0.4 

　	 晩材コーナー部	 1.5 3.4 0.8 

圧縮あて材	 早材中央部	 1.2 4 　	

　	 早材コーナー部	 2 5.1 　	

　	 晩材中央部	 1 2.4 　	

　	 晩材コーナー部	 2.6 2.7 　	

細胞壁各壁層の厚さ(µm）	
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６．５　圧縮あて材の化学成分	

化学成分	 正常材	 圧縮あて材	

リグニン	 30 40 
セルロース	 42 30 
(1→3)-β-D-グルカン	 Trace 2 
ガラクトグルコマンナン	 18 9 
ガラクタン	 Trace 10 
キシラン	 8 7 
ペクチン	 1 1 
その他の多糖類	 1 1 

　　　　　　　含量が低く、　　　　　　含量が高い。	

リグニン中にp-ヒドロキシフェニルプロパン単位を多く含む。	

ガラクタンに富みガラクトグルコマンナンが少ない。	

(1→3)-β-D-グルカンを含む。	

１	

２	

３	

４	
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補足資料	



櫻井みづき氏提供	

iS2形成期	  
ヒノキ	

補足資料	



櫻井みづき氏提供	

iS2形成期	  
ヒノキ	

補足資料	



櫻井みづき氏提供	

成熟仮道管	  
ヒノキ	

補足資料	



補足資料	



iS2形成期の細胞壁は、「裂け目」に無数のミクロフィブリルや
ミクロフィブリルバンドルが引き裂かれたように存在する	

細胞壁形成が終了した仮道管では内表面には、いぼ状層が
存在する	

細胞壁形成が終了した仮道管の「裂け目」には、ミクロフィブ
リルが観察される	

「裂け目」の形成はoS2の木化が関与か？	

補足資料	



１	 ２	

3	 4	

補足資料	



６．６　広葉樹のあて材	
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あて材は傾斜した幹や枝の　　側（　　　側）にできるため、　　　あて材と呼
ばれる。	

１	

含水率は生材で大きいが、乾燥しやすく、乾燥したものは吸湿性に乏しい。	２	

生体内では軸方向に　　　　応力を持つ。そのため、組織を分離すると収縮
する。	

３	

生材の鋸断面は毛羽立ち、乾燥後に
絹糸状光沢が見られる。	

４	

乾燥に伴う収縮は、軸方向および接
線方向に著しい。	

５	

乾燥後の引張強度は非常に強い。	６	

偏心成長したヤマボウシ	



６．７　引張あて材の形成	

若い樹幹を用いて、ループを形成・固
定し、一定期間成長させる。	

ループ上部の樹幹では　　側（　　　応力側）
に引張あて材が形成される。	

ループ下部の樹幹では　　側（　　　応力側）
に引張あて材が形成される。	

引張応力により引張あて材の形成が
誘導される可能性は低い。	

１	
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ループを形成した時の引張あて材形成	



６．８　引張あて材の構造	

ユーカリのゼラチン繊維	

塩化亜鉛-ヨウ素反応でセルロースを検出。未木
化でセルロースが存在すると青紫色を呈する。	

紫外線顕微鏡で観察したユーカリのゼラチ
ン繊維	

リグニンが含まれると吸収を示す。G層は紫外線
吸収がない。	
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光学顕微鏡で引張あて材を観察すると、　　　層は無色透明でまる
で　　　　　のように見えたことから、　　　　　　層と名付けられた。
現在では、　　　層は　　　　　　を多量に含み、ヘミセルロースが存
在し、典型的な　　層にはリグニンが含まれないことが知られてい
る。	

　　　　	セルロースの結晶化度は高い。	

引張あて材部では道管の　　、　　とも少なくなる。	１	

多くの樹種で　　　　　層（　　層）をもつ　　　　　　繊維が存在する。	２	

ゼラチン繊維は通常の繊維よりも細長く、壁孔が少ない。	３	
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６．９　ゼラチン繊維の細胞壁構造	

①　S1＋G ②　S1＋S2＋G ③　S1＋S2＋S3＋G 

ゼラチン繊維は3つのタイプが存在する。	１	

S1層は正常材より薄いことがある。	２	

S1＋Gタイプの
ゼラチン繊維	

S1＋S2＋Gタイプの
ゼラチン繊維	

S1＋S2＋S3＋Gタイプ
のゼラチン繊維	
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科	 樹   種	 二次壁の層構成	

ブナ科	 ブナ	 S1＋S2＋G 
　	 コナラ	 S1＋S2＋G 
　	 クリ	 S1＋S2＋G 
ニレ科	 アキニレ	 S1＋S2＋G 
　	 ケヤキ	 S1＋S2＋G 
　	 エノキ	 S1＋S2＋（S3)＋G および S1＋S2＋G 
　	 ムクノキ	 S1＋S2＋G 
カツラ科	 カツラ	 S1＋G および S1＋S2＋G 
モクレン科	 ユリノキ	 S1＋S2＋G 
マメ科	 ハリエンジュ	 S1＋S2＋G 
トチノキ科	 トチノキ	 S1＋S2＋G 
モクセイ科	 トネリコ	 S1＋G 
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引張あて材のゼラチン繊維二次壁の層構成	



最も厚い細胞壁層は　　層
である。	

３	

G層のミクロフィブリル傾角
は　　　	

４	

G層のミクロフィブリルの
配向性は極めて　　　。	

５	

S1＋S2＋Gのタイプで
は、S2のミクロフィブリ
ル傾角が、正常材S2の
それに比べ大きい。	

６	

フリーズエッチング法で観察したユーカリのゼラチン繊維	
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に近い。	



補足：	

引張あて材はセルロースを多く含むゼラチン繊維が存在することか
ら、セルロース生合成や、セルロースの配向制御、セルロースの結
晶構造などの研究に用いられてきた。2枚の写真は超薄切片法で
観察したゼラチン繊維である。微小管の配向がセルロースミクロフィ
ブリルの配向と一致していることから、微小管がミクロフィブリル配
向を制御しているものと考えられている。	

写真（上）　ゼラチン繊維の横断面切片。微小管（MT)は細胞膜
（PM)直下に存在している。	

写真(右）　ゼラチン繊維の縦断面切片。微小管の配向とミクロフィ
ブリルの配向が一致している。	
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