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スギ成熟材部のフイブリル傾角の測定
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スギ成熟材部仮選管のフイブリ Jレ傾角を測定するため，剥潟jf~ l;l] n・を用いた稲光NMJ約立法?と， r:E 

締切H噂を用いた X線Iwiη法を検討し t.:. o 利潟jf~切J\~には多くの単一践が認められ，仮道官;は S 1J(;1 

十j近で剥離されることが多く，ブイブリル概角測定にはかなり有効であることがわかった。一方，

J王締した板iヨ切Jtでは仮道管が偏平になり，放射般のミクロフイブリルの影響が減少し x線開

4)[閣では，セルロース Iの (002)閣の関折スポットは分離される場合が多くなった。これによ

りブイブリル私立角のi限定が待易に行えるようになった。この方法での測定航と部光顕微税での測

定1flむを比較してみると，行L材ーでは近い1fl1を符.ることができたむしかし， I~~Hでは!王締設も 1fwi平に

ならない放射鳴が存在す岨るために， Im4Jrl認での赤道付・近のli1IiII'YYI伎にはその影響があり， この方

法でのiHlJえよ偵l主主足分小さな仰を訴した。

1.はじめに

ブイブリル1t官fiJiJllJ7E1去には各聴のブii去があるがJjなブ'ii;1;は， ヨウ議(沈滞) i;1;， f忘れも問。足

踏i1;およびX線1m折i;1;である。このうちi'!iTコ者・は臨機誌を用い111iJ々の似道管あるいは繊維のブイ

ブリルf!:Ii角(主に二次壁'111';'1s 2 111のブイブリル配的jに支配される)を測定するのに対し，x線

屈折j去では;jζ~~lìjt*+111のX線照射部分の平均のブイブリ )v傾角を求める。したがって，ブイブリ

ル傾タ!と物性・強度との関係を嗣べる場合ゃある林植の組織・構造的W!ji散としてブイブリル{鋭角

を制ベる場合には， iiij二者で1土試料採llii.， il!lJA随所， iJlJj定数などを規定した上できわめて多数の

ìWJ定安行う必袈がある x線開折1;1;では多数の繊維からの情報が回1Îrl~1\こ JIìi. I ) 込まれるが，

そこからフイブリルjtIif:fJを読みとるブ]'1去に開館がある。

このような問題があるため，実際にフイブリルjffi角を測定する際には目的に応じて測定i去を検

る必袈がある。スギ材についてはî'ilj英樹 H~~2ド木の行11):)1主的特般の制主主に関連して，幼齢材をm

いヨウ議法と によるブイブリル傾角測定法が検討されている 2}。しかし， ブイブリ
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!HI頃角の小さい成熟材では顕微鋭法でも X線IDHlritでも…juj厳滑に測定条件を検討する必袈があ

る。この報官では，試*'1作製法を工夫した偏光~fH段跳Y1;並びに X線|邸lrr去をスギ成熟材に試みた

患者栄を報告?する。

まず偏光顕微j立法については，試ギi む~].…にする必袈があるが，従米のブ!h去 2)3) では，角1(:IIJjg 

あるいは)J}L リグニン処理Hを施すため，紛i砲の変JI~や躍の膨ìll\jによりミクロブイブリル傾向が変化

する恐れがあった。そこで今問は， 11見リグニン処理をしないで，簡liilこJ:i1.…日産試事lを作製できる

切n・剥i割[法引を掠Jfjして，試料作製法・や傾灼iJW定上の問題点を検討し

x *)jll í;il ~lî'i去についてはいくつかの方法が発表されている 5) G川則。これらの多くは (002) 闘の

li;ililI"を手IJ用する方法であり，そのIITI11r強度分布rUr線を解釈することからフイブリ !Htni可を決定し

ている。しかし，この解釈には問lillがある。なぜならば， ITII初日出j交分布山総には入射する X総に

対・して角度の奥なった躍に存布するセルロースミクロブイブリルからのITII折が含まれるからであ

る。 CAVE，M日YLAN らは，純胞の木iご11mでのJI~に盟主主;し J]!.論的な解釈を行って， “T"なる指

燥を導き 11¥したが，結局はこの指擦をパラメータとする数式をヨウ紫j去の測定他と…致するよう

に定め，ブイブリル傾角を決定している引ヘつまり， x線回折12;単1'11ではフイブリル鰍角はがと

されてはいない。そこで，我々は試料に締を加え， x線に対しi直交方向の織の割合'ii:J':g力11さ
せることにより，間折強度分布rlll線の解釈を単純にしブイブリル傾角を導くことを試みた。

2. )iJt料とブ'j'y;lミ

2. 1 偏光顕微鍛によるブイブリルit1'ifil iJ!lJ定i去についての検討

スギ成熟材試キlとして鳥!fx県初期政スギの心材(髄からの年数30年以上)をJfjし、た。偏光野!1Y&
j:f~ìJ!lJ定にはオリンパス偏光組織ffjl (B日んP) を用い，対物レンズ20Xで行い，走資電子顕{J投J:Jt
(S EM)での観客れまJSMT330Aを月い、て仔っ

(l)切!'tの日立さ 単…践を111，るためには，仮選管阪筏秘境のj享さの切J'J-とする必袈がある 410

スギ、材の lJx:道 :m~ の }j文民 :hií'f] j[(誌は JrlH で 30~50 /1 m， 1\免材でlO~20 ，u m， t長fjlブjri'rJ 11'[ f去は

::m ~45μmである\))から，スライヂイングミクロトームで紋日切)j' (l0~30 l1!uJF，nおよび+JE1] 

切i'J' (20~30μml手)を切り出し，り'JJbJ1リ mlgi:1;' ，により偏光顕微鈴ブレパラートを行:製し，

様化の様子を検討した。

(2)溺潟!f而の観察 常jよ:!こより試*'1.を余コーティングし， SEMで観察するとともに，偏光

開{Wk~$lの直うどニコ Jレドで求Jj蹴切J'J・の蹴祭，検討を行った。

(3) "tH;i光{立の決定i去の比較 実iZiにブイブリ JHtfi角を夜交ニコル下でiJlJj恕するにあたり，

ì::iì~í7目立を i法的思!立として決定するブi i;!; と，鋭敏色検桜(侶5:-\叩Omη叫j を 1刑J刊J い

のii消iド討!守j失{佼立をi百測l!別!目1阿司定:口すす司るブ方j白;:1法1去;とがある 2)ο 4示剥i引河Ij潟期離!拒t切)片片i十“ lベ小iドiの{似反道管のli同}寸すじj場劾刻j所手計fで， 11えi府県¥1立と十'11加也市尖

{すに・より決定したm)tf立の設(a )と， I TíJ椋に別の似道管の IfiJ…の場所で11~JI奇黒{立とれ1減色消失

伎で決定したm)目立の法(b) を制べたり

(4)仮選管内，似選管聞でのブイブリル傾角の変動の検討 i司 {反道管t:jl央，分y!}の近く，

末端部など古1;1立によるフィブリル{頃角の変動ならびに|汗j…切 J\ï)~の似選管の 1mにおけるブイブリ

ル傾角変動会検討するため，同一年輪内のIjL材3悶i九 i挽材 3j笥所から11>住!切j-Tを作 1)，各々の

切!'tで 54えの似道管をび昔111立別に， 1'IEEI (刀}十についても千T".輪内 5 筒f~rについて同級にブイブリ

ル関角をiJ!IJ%:したc
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2. 2 I王締切片 X線臨~Jf法によるブイブ 1) ル i鋭角 ìJllJ 7ii i去とその検討

試料として， 2.1の4即日民政スギ，心材と ItiiJUJ時津111111スギ品秘改良試験地の*ilj'英{刻家系標本木成

熟材普11 (協からの年数28-34) 辺材を用いた。試~[!I・j王締法， x線|度J1)r写真の搬信条件とフイブ 1)

ル額角決定法は次の通りである O

(l) 試料庄市Wi:t 水没された紋日もしくは柾目切片さ 1mm1創立)をパンチを用いて打ち

抜き陛桂 5m聞の円盤l~!lの試料とした。この試料を水没状態で践{奈川市開， iI3i;さ 10翻の泉銭裂の円相:

2倒の開にはさみ，特大クリップ(コクヨ製， [1111話50mm，型番クリ -31)で試料に滞iI査に力がか

かるようにfE締した (Fig.1)0 なおこのクリップは抑えの部分のIIIJ[i紛が20mmのとき約 8kg:illの力

がかかる。

クリップにはさんだ試料を水をいれた

どーカーにいれ，オートクレーブ (TOMY

AUTOCLAVE 88-240) で 1I1寺関115
0

Cで

加熱処理を行った。その後， 108"Cでi時

間， 45
0

Cで、241時間かけて乾燥ぢせ，デシ

ケー夕刊Iに!日:縦したまま保存した。また，

J王締を外しでもデシケータ 1:11に保存すれ

ば， J翠~の回復率は20 日開で 0-4% と

ffb:かであったO

(2) X線開折写真の織;括条件とフイブ

リル傾角の決定 X線閲iJf殺援 (8himadzu

COMPAX 8-12) をmい，管電Jf:40k V ， Fig. 1 A large paper clip pressing a wood sec 

管電流出mA，カメラ設2.47cm，採光時間 iion insert巴dbetween two brass stubs. 

211寺院とし，任締した試料商(板間稲)に対し直

角にX織を当てて闘i1f写真を撮影した O 現像した

X 線開折ブイルム (Fig.2) をiillif象解析装践 LUZE

XIIJ (ニレコ社製)に閥抗の1:11心と鵬首iの1JI心を

合わせて削íg~入力し，閣ígç を反 !I伝させブロッピー

ディスクに保存した。このl民没データからコンビュー

タープログラムを)1'Jいて (002) 閣の郎折スポット

が存保する内問上を 1.きざみで胸中!~ 0.8酬にわ

たって輝度を検出させ，表計~~:ソフトを mいて 5

。ずつの移動平均を算出し締法分布1111毅を作製し

た。この 11札前~J支ii立IJ、 1í自治"0 となるように玉三ての

角度のがII皮似から輝度以IJ、NIを涼し引き，ベース

ラインをl引織にした。

この純度分布1111線が訴すタイプは 3つ存夜した。

Fig.3のAの場合l羽らかにピークは分離されてお

り 2つのピーク1H1の角度の援の半分をフィブリ

Fig. 2 Compari日onof X-ray fiber 

diagrams obtained from the 

tangential seciion of sugi 

lat巴wood bofore (A) and 

after (B) pressing. Note that 

the pressed tangential section 

resu]tod in the separated 

double ref'lection spots along 

th8 equatorial arcs. 

)v 1ff!角とすることができる o B， Cの場合は 2つのどークが部分的になったためにできたと考

えられ 2つのピークに分Iilltすれば，ブイブリル{阪5:[Jを決定できる。このピーク分離はコンビュー

ターソフトを用いて分離させることも白jftであろうが，われわれは簡l:j17j:fl' l";gj i去を用いても妥当

なピーク分離ができると考え， Fig.4に示すJJitで'iTった。すなわち，料成分布



で、:垂線を立て， i詰大が!lJ支Hの 1/2

の点を Oとし oを通り布および在

のスロープ(それぞれ高さ 1/2H 

の{立設で直線を51く)に平行なi創設

を51く。揃いた 4本の直線のir.tiの
2本ずつの対が2つのピークのち

よがりを示すと考え，ベースライン

との交点の1:1:1央をそれぞれのピーク

位援とし，その問網の t/2をブイ

ブリル傾fiJとした。

(3) J王締切)十の観察 学材・およ

び晩材桜詰切)十の横断閣を，常法に

より金コーティングし SEM綴祭し

た。

(4) フィルムの思化成と締度似の

関係 '/ii士i隊機濃度!十 (Fuji

Density Step Table) を2.2(2) と

悶…条件で磁像入力し各i段!立での

*ijll廷をiJllJ定をした。

(5) 測定の精度 この方法にお

いては. Fig.3のAのように明かに

ピークが分離している場合，かなり

正確にブイブリル{頃角を決定できる。

しかし. B. Cの場合には作l:gjによ
るどーク分離にEL1米する誤を考慈

しなければならない。これまでのiJ制

らAからおに移行するブイ

ブリル傾f[jは20
0

前後と推定された。

そこで.Aに近いBを示した試料a

(フイブリル傾11J約19
0

) .典別的な

3を示した試半lb (約16
0

). Cを

訴した試料c(約10
0

) について以

下のような検討・設を行ったり

ωωω
之
L
F

工。一
α
∞
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Three different types of the brightness 
distribution curves obtained along the (002) 
arc in X-ray fiber diagrams from wood 
samplωwiih differenも fibrilangles. The 
curves A . B and C correspond to those from 
the sam ples with large • middle and small 
fibril angles . respectively. 

Fig. 3 

A schematic illustration of the fibril angle 
determination from the brightness distribuion 
curve. The point 0 is且 halfof tho brightness 
maximum H. The tangentiallines of the curve 
are drawn atthe height of 1/2 H. Two 
additional lines parallol to these tangetial 
lines are drawn pas日ingthrough th台 pointO. 
Two pair‘s of thes巴linesrepresent the slopes of 
dou blopoaks estimated from the brightness 
curve. The distance between the double peaks 
(fibril angle X 2) can be obtained from 
crossing points o[ th巴slopelines with the base 
line. 

Fig.4 

試キ:1+'ヲ変動の i((~定:直後 5mmの i可昔話状の|行j…試キ:1の 5 所に Xkðj! を!出品、J.

を 11íi1;~~ ， ブイブ 1)ル傾角を決定，その標準備設を;jとめた。

ブイブリル1ft!角決定11寺の変動の推定 a. b. c各々のi吋…のが11度分布ill!線について

5剖ピーク分離を行いブイブ 1)ル傾角を決定，その様準備設を求めた。

間故人力i時の変蕗の検定:mUi象入力の|出(中心合わせも含む)に起こり {4)¥るjj;{設を検

討するため. bのl枚のフィルムについて 5盟関ITf象入力しフイブリルitiU司会決定，そ

の記長怒ifÎ~il:: をオとめた。

X斜llIil折実験 I

実験日

m出
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2. 3 剥離切jf偏光臨11都立i1~ と!王締切j十 X線回折j去による測定値の比較

スギ梢英樹家系別措本木201tlil体の成熟1~ 部の i可…年輪(拙からの年数28~34) を試料とし，次

の(1)-(4)のiJilJ定を行った。

(l)剥11jlt切jf偏光践機鋭法:桜器切j十を学材!'JIrネ・後三|土， I挽材前半・後半の4筒所から採取し，

切I] J'\・剥高lfri去4)~こ従い剥離， 45 切j十20本の仮道官:のフイブ 1) ル傾角 (m.e.p.) を各 3 恒j測定した。

(2)圧縮・切j十X線i割前去…ピーク分離: 紋日試幸子を勾・材ーが01.2mmJ乳 i似せ約300fJ.mJ!jf[で採取，

!恒締試料とし2.2(2) と同じ方法でX線限折写真を各試料 1剖jJal揺し， ブイブリル傾角(I格号

Fp) を決定した。

(3) ピーク高さの40%の分布i陥7)によるブイブリル傾角の決定 (2) による 婦

、l
 

i
 
i
 

'リ

mmTj
 

品
川
同

ついて， ピーク高さの40%の分布憾の半分をフィブリ)1.-間角(lij各分F4合)とした。

(4) 締j支分布!日1線の変!出点接線 5)6)によるブイブリル傾角の決定 (2) による純度分布1I~1 線

について， iIi限度1iI:Iの 10 ごとの変化事 ({I噴き)の変化事が精力日から減少もしくは減少から地加す

る位置を変l加点とし，そこでの変化事(傾き)を抜殺の傾きとして接線を決定し，ベースライン

との交点からangle“T"を3f<め， 0.6Tをフイブリル間fiJ(111各号.1町、)とした。

3. 結果と考察

3. 1 鏑光顕微鋭によるフイブリル鋭角iJllJ定法についての検討

(l)切j十の!翠さ 坊j 十剥 11Jmr.去りの試~q・として板日切j十をmいた場合，恥材では原さ30， 25， 2 

0μmのいずれの切!十でもほぼきれいに単一敏化され， I挽材への移行部では20μ ml!jf[の切)'(でよ

り良い結巣が得られた。また境科 1+1央あたりでは15μmJ.:J、下で，年輪界近くでは10μm厚でほ

ぼIii…盤化されていた。 it総界ではさらに薄い切ji-にすると良いと思われるが，切}十の切り出し

となる G 以上の紡糸から， f1主材板日切j十{立20fAm，I挽材似日切)"(は15-10μm障さが良い

と判断した。

ーブ'j，柾日切J¥・で、は30μml手よりも20μml事の切Jtがよりきれいに織化されていた。ただ

し，晩材の後三!土音11では良好な単即位2が得られなかったので， [事さをさらに部くするか， il詑い税 1)

グニン処砲をした後で剥l~mをするほうがよいと思われる O この点から， COUS1NSの方法!日との折

~~が考・えられる O

(2)制緩閣の観察 SEM綴祭すると，剥お!日前は縦割tな枚組をおしていた。

ブリル配的]が級{険会干の SlI貯の外it1U村・近で生ずることが多いが (Fig.5)， @Zらせん，

ブイブリル配il:lJを訴す S12J，;"Iもしくは S2/í~1付近・でも起きているようである。しかも〈かま，イ反道

管のかなりの領域にわたって観察されることが多く，出現獄1立も高い。

切!午を観察すると，…様なm.e. p. (主iili光位)を示す仮選管領域 (A) と， l11.e.p.がブイブ

リルftfif1]が:大きくなるにつれ (A) のl11.e.p.との設が大きくなる(約十 20 .~十日。)鎖j或

(B) があることがわかった。

これらを併せて考えると， S E 空間jそのむは11f11光臨殺絞殺奈の (A)(こ対応し，②は(B)に

立す叫すると推測され， (A) と (B) のl11.e.p.の迷いは!j11jllJ!f~ i萌に付殺する S1I討のl事さの;伝堺

(Fig. 6)のためと'l'1J関される o (8)は/1:¥現領域も扶いので. (A)領域を測定するほうが良い

と判断した。このi恥 S11Mの拶響は1;泣かでありへまたFig.6のAとA-の浸も無視できる程度

と考えられる。
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Fig.5 SEM micrographs showing 1'raciured surfaces of iracheid walls in spliticd 

iangeniial scctions of earlywood. Texiurcs of Sl layers were clearly observed in B. 

-S12向 S2

直前
A A 日

Fig. G A schemalic presentation 01' the iransverse 

自己ciion of splitted iracheids plac色d over 

the slide glass. The Sl layers appear on 

ih母fracturedsurfac巴sin A and A， wher8as in 

B， ihe surfaces of 812 and 82 are oxposed. 

(3)主ii1i7目立の決定j去の比較

2.1 (3) の(a )では設はわずかに

0.2
0

で、有意設はなく ，(b) では段階黒

{立の組が4.1
0

に立すし相 i)f~急消失{立の lí:立

は6.4'であり， 90%の器頼度で有志・と

判定された。幼鈴材では相減色i~í9d立

によるiJIIJ定偵は， J山崎県位による測定

1i白よりも若子小さくへ今i到の結栄と異

なるが，いずれにせよ相減色消失{立に

よる虫ii守光{立のiJllJ5誌には如:点がある。

さらに， '~I二 j歩色の変化を線接する擦に，

測定対象の細胞の周りもしくはすぐ近

くに1!J.fi試料 (530nm:干渉色)の部分があると参照することができて，干渉色の微妙な変化に気付

きやすいが，それがないと判定に苦しむことになる。…ブi. 11えIl f~:思{立で、測定する場合には，測定

対象細胞の|暗黒化だけに集'11できるので判定しやすい。

( 4 )仮選管内，奴選管1mにおけるブイブリル傾s'lの変動 2.1 (4) の結果をTable1 に示す。

これをもとにJ，j、下のことについて考察した。

{反道管内におけるブイブリル制タiの変動 向一似道管内の. ~I.I 央，分U!1'付近，末端部で

なったフイブリル傾角の怖が?なられ，その分散分析の紡糸は有意であった。分野付近のブイブリ

ル{鋭角は':1:'央の傾角より柾目での i間i9rをi徐き大きい組がi専られた。{災道管末端部のブイブリル

傾角は. 1¥19とのブイブリル傾firjと比べて大きい場合も小さい場合もあった。末端部は湾Illlしてい

ることが多く. i!il!Jlfliijの合わせかたが難しく，また，末端部内でのブイブリル傾角の変動も大き

いようであった。また校iヨ切IJ)十では末端部;で滋が虫なっていることが多く iJIIJ定が倒嫌であった。

さらに，放射般には犠孔が多いが， ブイブリルが挫孔の周りを迂l到するように配Ifけ切るので， ffig 

fL付近でのil!lJ7誌は避けるべきであろう。したがって，仮道管の機準のブイブリ Jv傾角を求めるに

はj週日まな ql央1~:1;で楼孔や分盟f'が近くにない簡所が好ましいであろう。

1凶器1~\: IlJ1 におけるブイブリ JVj!凶作j の変動 似道管'1'火郊の接線控ブイブ J)ルitfifIJについて

谷切片内似道官:による変動をみると. 11立kitI(frJが14S. 11~/J、傾 ifJ が2.9
0

で 50 から 10' ぐらいの
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ぱらつきがあった。エf1.材初1)JtJJの切!¥"j;''lでの

変動を検定した結果， I円らかに有意設が認 Table1 

められた。また級間の焔設は約 4
0

であり

切j十|付似道官:111]のブイブリル傾fiJの変動は

かなりあるようだ。今回は， 1災選管 i121所
につき 3闘のiJllJlむを行ったが， そのiJIJJ5誌の

f~i\iをは0.50 以下程度であり， ìJ!iJ 7ËìÌ~~設は仮

道管キm正1mのブイブ 1))レ傾向の変動に比べ

ればかなり小さいの切j十内f反iill管問のブイ

ブリ )v傾角の焔殺の大きさは， iWJ定数と僚

が11jflZF:の決定にとって議裂である。

Varialion of fjbril angles in different 

cell wall pOrlion日 ofthe lracheid as 

clelerminecl by polarizing microscopy 

with spliued seclIons. 

ネ材からlぬ材へのブイブリル制1[1の変

動 Table 1にみられるように，学科か

らlぬ材へとフイブリル傾角はわずかにi/I長少

し， I挽材後期で増加lしている。ただし，分

散分析では有窓とは認められなかった。ま

た，接線樫ーではネ材初IJJOJの{頃f立が大きい餓

i匂がみられた。

C巴nter
CF 

Center 
CF' 

'Ii!:! 
Early L.W. 

Centcr 
CF' 

Lale 
Cenlcr 
CF' 
Tio 

I.70 
14.0 

8目70
8.85 :3.47 
9.14 8.57 

6.26 5.17 
7.51 7.17 

6.31 2，;')7 
G.5~) 7.7:1 
6.07 8.40 

8.80 
8.96 
6.87 

T.W. : tangenlIal wall， H.W. : raclial wall， 

E.W. : earlyもNOocl， L.W. : lalev九fOocl，

Center: c日ntγalparl of lho trachoid， 

CF : wall ncar thc cross-Iielcl， 

Tip: wall near the tracheicl tip. 

3. 2 I五締切れ-x線!日折;1;によるブイブリルftf(角iJ[lJ7iii1;の検討

( 1) I主織の効栄とお務 Fig.7 (二百:縦したス平行主材およびiぬ材似日切n.横路II'TfIiの SEM

を示す lf!.材の{災選管の内総，まほとんど1!!fiくなり，細胞搬はほぼ:1:E締jIii7nfjjをluj¥，、ているc また，

畑らは日締与L材切!十のツイブリル{頃11)をデイブラクトメーターでのiJIIJ定総と比較し，ほほ一致し

F'ig. 7 A cross-sectionaJ vicw of tracheicls i n the pressed seclIons for the Xィay

cliffraction mcasurement岨入:carlywoocls8ction， B:lat8wood section. 
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た1[在を得たことを十li脅している附C このことは，完全に偏王子にならなかった幣の影響はほとんど

?!!い、ことを不峻している。…方， I挽材 ~j\nで、は似選管内!陀は1'1三 íl命界を除けばほとんど無くなって

いるが， I草壁のi挽材似道官をJ.I締によって完全に偏平化するのは闘離である。しかし，元米放射

獄の割合がノj、さい晩材・を放射方向に任締することによって， さらに位争J践のij三饗を 1!:í: ìl，~させる効

来はあるものと見られる (Fig.2)。また， J王締による細胞の変形のためにフイブリル幻{角が変

化サる1可能性が考えられるが，ij>:研究のj王締条件は非'ii?に緩和であり， (1吹fI:Jが有窓な遣を生ずる

おiに変化することは;剣山、と忠われる。

(2) 黒イヒ皮とおIf皮1ft'[の間需と作区litの検討 際司l! il1!U!rJ'(の il~~J交の援を)Ïl!{皮 1ftlのとして識別

できたのは， i，鉛支1iti2.00 l!Jl皮までであったO なおこの ilPt: l}t悩は，本研究でiJíHiちした Xk~jll副Ji'フィ

ルムのM-;J\:の県化度よりもす‘分に大急い。また，約{度~1i立は濃度1f!\{ 1.20程度までは濃度1f!¥fIこlまぽ

比例して精力uするが，それは上では徐々に比例しなくなり，濃度依 2.00以上ではほぼ機ぱいに

なった。このキj!i.J;!~から，純度分イrî 1111*)j1の立ちよがり椴域ではブイルムの熱化成と比例していると

考えられる O したがって，作|玄!の 1;~1(: !ま1111*哉の立ち上がりの部分にできるだけ平行な直線(スロー

プ)をヲ|くことが好ましし、。また，試料聞に対・し張泊:にX線が照射されていない場合には， ピー

ク111時iのf"rA:iの直線の傾きが若子災なることがあるが，ベースラインとの交J誌の1:111問点を求める

ことで， ブイブリルftIi角iJliJ定似への影響せと小さくできる。 li，l:-;Jdi!lJ支が比例純|却をj越えた場合には

ピークi告さに若干ii怒鳴iするが，提出の測定1iな
Tablo 2 Varialion in fibril amde moasurements 

凶 b匂yg♂r問叫.司apμ凶h山 aω1p仰凶ωal←凶s叫〉刈a削

iコopulationstandard 

Fibril anglos of samplos 

Variation 
a : 19

0 

b : lG
o 

c : 10
0 

1: Boiween 
mcasurements 0.98 l.39 O.GO 

1I: BeLwoon 
81ra131i1ty: cai 

soparal1ons 
。目5G 1.04 O.4G 

[]J: Betwoon 
rmago mputs 0.711 

5 m巴asuremontson th巴samosamplos 
II 5 measureη10nts on the samo brightness 

distribution curve話。

!日 5measurement日onthe same negative film 
Laken by Laue method. 

日.b，c:pr巴ssedsampl巴shaving fibril angles of 
about 19¥lG

o
and 10¥respecLively. 

条f刊件iド二で;はまX線ブイルムの探化j成支が飽手和|口iしてい

ることは考考.えられないο

(3) iJ特定の1'i'/J!t 2. 2 (5) の検討実験

の結果をTable2に示す。これらの結栄から，

CDiili:筏 5mmのTIj¥lBIではX線の照射位慨による

ìWJ定lÍ1~のばらつきは小さしりゅ実験m の結以

がほよりもむしろ小さかったことから， illiH~ 

入)J の I:~~ に ~I;. じる測定偵のばらつきはほとん

どない，③iJ!IJJiJHのばらつきに大きく影響す

る嬰l設はピーク分離にあるがせいぜい標準備

にして 10 程度である，ことなどが考えら

hる。また， 1七絞(J0i'l'rらかながliJ}t分布IJ!i線を

{TJるためには，絢l]支の検出の11I誌は0.8剖m以上，

移動平均懇聞は γ以上必要であることにつ

いても硲認をした。

3. 3 剥潟m切JHlid光開滋続法とl主総切PrX線l!ili1ritの測定値の比3段

2. 3の(l) (2) のilllJ泡怖をFig.8tこ訴す。まずJlp.材ではばらつきはあるが， iIl7i oをでほぼ等

しい悩が伴られている。偏光郡関議でのiJllJ定1fl立は特に平林仮道管で S1， S 3JÇ~1 の桜饗を受けるこ

とがある引が， ここでjifij者の測定1fl1に大きく迷う例があるのは，舗光路絞鋭i限定Jllの切れーが， た

またま特典的に大きなあるいは小さなフイブリル{tJ(角をもっ部分から採llKされたのであろう。Il免

材では!壬締試やI.X 手~j(JEiI 11ri:1;でのiWJ定fit'Iが-般に数!立小さくなっているつこれは，スギのi挽材仮道
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m.e.p. 

Fig.8 

管は序盤でしかも内Jlr，~が狭いため

に臣締役も偏平にならない放射

援が存在し，これが赤道付近の閤

i1T強度に影響していて，このため，

作闘によりこつに分離されたピー

ク開の距離がやや近くなったと挽

定される。

また，偏光顕椴鋭でのiJlll定備は

銀総控ブイブリ lレ傾角の1i主であり，
iヨE締切j十からのiJ!1j定備は接線挫お

よび放射駿フイブリル傾角の向者

を反映しているが，ス午、成熟1せで

は接線嬢，放射携関でブイブリル

傾ii1はほぼ等しい組が得られてい

る100

3. 4 J王締切}'j'x線開;11fr:去にお

けるブイブ 1))レ傾角決定法の比較

Fig.9に2.3 (2) (3) (4) による測定f砲を比較して訴した。 F40はFpの約 2倍もあり，明

らかに正確なブイブ1))レ傾角を与えていない。一方，FTtまFpに比べ数}立大きい。今関の変説i

点及びその接線の決め方はやや簡略的であり，これを改帯しでもう少し厳密に決定すれば接線の

傾きは念、になり， F1、は小さくなるであろう O しかし，変!日i点及びその接総会より厳穏に決定す

ることは，実際上かなり困難である。以上の比較から，日目れ点字iの純度分布rlll線を本研究にj河い

た作図法によりピーク分肉11; してブイブリル何'ii写会決定することは，与1;j~試学|ではかなり有効であ

る。また挽材試料においても， Jモ締することにより [ij]i1ff象が分離されたスポットを訴す場合が

多くなり，ブイブリルftt[

戸jを符易に決定できる場

合が鳩えるであろう。
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4. 結論

スギ成熟材部のブイブリル傾角を測定するために，剥l~!í~切 ji- を用いた稲光顕微鋭法ならびに任

締切Jtを用いたX線1m折j去について検討し，以下のような結果を持た。

剥潟m切片をj刊いた偏光顕拙鏡抜:

(1)剥再生切片は S11ft?付近で議lj離されることが多く， フイブリ )v傾fIJ測定に有効である。

(2)主消光位のi限定には紋il青島位による測定が好ましい。

(3)仮道管の襟携のブイブリルftTI角測定には， 1瓦道官:1:1:1央審11の測定がj主い。

(4)年ilfiIiWす，切Jtl付においてもフイブリル傾角は変動している。

tE締切H・X線開1)rr去:

(l)板日切}十の!主締lこより， 1反j悲鳴:墜を板日開方向iに倒王子にすることができた。

(2) (002) 間関折スポットのi\íll度分布副総を 2 つのどークに分自!í~することにより，持Liオ試料で

は，偏光顕畿説法での測定1i主とほぼ等しい{砲を得たO

(3) I斑材試料でも回折スポットが分離する場合が培えたが， ピーク分般による測定値は偏光臨

{般鋭のiJ!iJ定1fEIに比べ…般に数度小さな依となった。
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Resume 

A polarizing microscopic method with splitted sections and on X向 raydiffraction method 

with pressed sections were examined in order to measur巴fibrilangles in mature wood of sugi 

(Cryptomeriαjαpo九LCαD.Don). 
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The slides of splitted sections for polarizing micr‘oscopy were prepared from tangential 

and radial sections of 10 to 20 f1 m thick by FU.JITA'S method. Many single walls were 

observed in splitted sections. Tracheid walls were splitted most1y in or near th♀ Sl-layers. 

It was confirmed that the splitted-section method was useful for the measurements of the 

small fibril angles in mature sugi wood. 

For measurements by the X“ray diffraction method thick tangential sections of about lmm 

thick w巴r邑 immersedwith water， pressed by the large paper clips and heated at 115
0

C for 1 

hour in an autoclave. They were then dried in an oven. X幽raydiffraction diagrams (Laue 

method) were obtained， and brightness distribution curves of the 002 reflection were drawn 

by an image analizing system. 

Tracheids in pressed tangential sections were severely flattened. Dif'fraction from radial 

walls decreased in those pressed sections， and reflection spots of 002 plane of cellulose 1 

frequently appeared as separate spots in brightness distribution curves of X-ray diffraction. 

The determination of the fibril angles fr‘om the curves can b日 therefore，made readily， 

particularly in measurements on earlywood. An effect of pressing sections decreased for 

latewood tracheids because of their thick radial walls‘ A graphical method was used for 

separating the peaks when the double peaks were not separated clearly on the brightness 

curves. 

The fibril angles obtained by the X-ray method mentioned above were nearly 

corresponding with thos巴 obtainedby the polarizing microscopic method with splitt記d

sections in the measurements on earlywood. However the former revealed the smaller v段lu日s

than the latter in the measurements on latewood. 




