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資 料 (NOTE)

熱 帯 材 の 組 織 と 材 質

資料Ⅴ-ア ンゴラ産18樹種

林 昭 二*

AnatomyandPropertiesorTroplCalWoods

ManualV-18AngoleanWoodSpecies

ShozoH AYASHI*

(昭和63年 8月2日受理)

ポルトガルの B.SAME-)0氏 (Director,Jardim FJMuseuAgricolaDoUltramar,Belem,Lisboa)

よりアンゴラ材18樹種とギニア材16樹種の材鑑を恵贈された｡このうちアンゴラ材について資料としてまと

めたので報告する｡B.SEMEDO氏の御好意に対し謝意を表する｡

アフリカ材についてはすでにこのシリーズの資料IIl)でガーナ産11樹榎について報告した｡ ガーナはアフ

リカ西部の北緯 5-100に, アンゴラは中部の南緯 5-150に位置している｡ ともに熱帯アフリカに属して

いるが,ガーナでは年間降雨量が 4,000mm を超えるのに対し,アンゴラでは 1,00Omm 以下である｡ ア

フリカでは熱帯広葉樹が森林の96%を占めているが,植生に違いがあるのか,恵贈されたアンゴラ材のうち

には前報1)と同じ樹種は Ongokeagoreわずか 1種が含まれているのみである｡ 樹種の数が多いことも重複

しない理由の一つとして考えられるが,ギニア材についても同じ樹種は含まれていない｡なおギニア材につ

いては次の機会に報告する｡

各樹種別記載のうち,学名,科名,通俗名については,材鑑に貼付してあるラベルによった｡分布,通俗

塞,.樹木の性状,木材の諸性質,用途については参考文献2～8)によった｡ アフリカには新興国家が多く, ま

た民族もきわめて多岐にわたっているため,同･-樹種に対する通俗名が異常に多くあることは,文献にも明

らかであるO 本文では代表としてごく一部のみを記載しておいた｡樹高,比重,収縮率などの数値は文献に

より差異があり,それらをまとめて採用したため,かなり範囲が広くなっている｡強度的性質については省

略した｡顕微鏡的性質は,材鑑より作成したプレパラ-トの観察結果を記載したOしたがって文献と多少の

差異があるものもある｡ 1個の材鑑ではあるが実測値を採用した｡道管の直径は接線方向で測定した｡なお

本報の樹種はすべて散孔材であるので,本文中ではその記載を省略した｡原色写真は実物大,3断面の顕微

鏡写真は40倍である｡

1. AzdranellacongolensisA.CrlEV. SAPOTACEAE

Cdngulo

アンゴラのはか,ザイール (通俗名 Kabulunguはか きわめて多数),コンゴ (Agulu),カメルーン

*木材生物部門 (ResearchSectionorWoodBiology)

Keywords:TroplCalwood)Angoleanwood)Woodanatomy
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柿 :熱帯材の組織と材質 Ⅴ

(Elangほか多数)など赤道地域に多く, まれに西アフリカにも産する｡ ヨーロッパでは Mukulunguが

一般に通用している｡学名の同義語として,Mimusopscongolens2'sRtJSS.etHiD･がある｡

樹高は 30-40m.枝下が高く25m になり,通直,円筒形の樹幹で,直径は 150-200cm になる｡辺 ･

心材の区別は明瞭で,辺材は狭くて灰色,心材は紅褐で濃色の候紋がある｡きわめて微細な年輪状模様が認

められる｡木理は通直ないしやや交錯する｡肌目はやや精｡均質で絹糸光沢がある｡比重0.89-1.00,全収

縮率は軸方向 (I.):0.16-0.20,半径方向 (R):4.0-5.0,接線方向 (T):5.0-6.5(%)｡硬く,割れ

や反 りのでやすい傾向がある｡飽削は容易で光沢が出る｡接着剤,ねじ,釘による接合性は良好｡乾燥はゆ

っくりする必要がある｡耐久性,耐蟻性がある｡家具,内装材,とくに合板に良い｡乗物,事体,檎,床,

階段,耐酸性があるので槽に用いられる｡現地ではボート｡

道管はきわめて小さく,直径は 100-130fJm,放射方向や斜方向に数個が複合して配列する傾向がある｡

まれに着色物質を含む｡チロースが認められる｡穿孔は単一｡壁には交互状配列をした小さい壁孔がある｡

放射組織との間にはやや横長で階段状に配列した壁孔がある｡柔組織は道管と関係なく,接線状や細い帯状

に配列し,かなり顔著に認められる｡シリカの小さい結晶を含む｡放射組織は異性で, Ⅰ,Ⅰ,Ⅲの各型が

あり, 1-2細胞幅,高さは 0.3mm から 1.0mm までいろいろある｡単列で方形細胞の巽部が長いのも

あり,そこにはシリカの結晶がある｡

2. CrotonoligandrzLm PIERRE EUPHORBIACEAE

M'bambo

アンゴラ,カメルーン (Azara,Esenge),ガボン (Bamba,Mbamb),コンゴ (Munake),ザイール,

ケニア,タンガニーカなど東アフリカ一帯に分布する｡英 ･仏では Musineの通俗名がある.

樹高 20-25m,枝下高 10m で通直な円筒形の樹幹を形成する｡直径は 60-100cm｡辺 ･心材の区別

は明らかでない｡淡黄～黄白色で,黒い傑紋がある｡ 交錯あるいは波状木理,肌日はやや粗｡比重0.40-

0.45｡収縮率R :1.0-2.0,T:5.0-6.5%と小さい｡乾燥により裂けたり反ったりする傾向がある｡加工

は容易で飽削面は光沢がある｡昆虫に食害されやすい｡接着剤,ねじ 釘による接合性は良好｡床板,箱,

内装に用いられる｡合板にはあまり適していない｡

道管は大きく,170-200JJm｡分布数は少ない｡ 孤立のものと2個複合したものとあり,ノまれに3-5個

複合したものがある｡着色物質を含むものもあるが,チロースはない｡穿孔は単一で,壁には交互状に小さ

い壁孔が配列する｡放射組織との間の壁孔は小さい円形のものと,階段状のものとがある｡柔組織は周囲状

のものと接線状のものとがあり,やや顕著で,壁孔は大きい｡結晶はない｡放射組織ははば同性で1-2細

胞幅,まれに異性Ⅰ,Ⅲ型のものがある｡あまり高くない｡シュウ酸石灰の結晶を含む｡

3. EntandrophragmacutlndrlczEm SpRAGUE MELIACEAE

Undianun1-pembe

アンゴラ,コートジボアール (Abitigbro,Aboudikro ほか), ガーナ,ナイジェリア (Agiekpogoほ

か多数), 力メル-ソ (Assi,Sapele,Sapeli),ウガンダなど,西アフリカから中央アフリカにかけて分布

する輸出用材の重要な1種である｡ 独では Goldkiisten-Mahagoni,Sapeli-Mahagoni,英では Cedar

mahogany,Sapele,仏では Acajouaboudikro,Sapelliなど通俗名は各国々においてきわめて多い｡同

義語も E･pseudocJlindricumYERM.,PseudocedrelacylindrilaSpRAG.などがある｡

大高木で樹高は 30m以上 60m にも達する｡枝下も高く,幹形は通直な円柱になる｡直径は 60-120

cm になる｡板根は小さい｡辺材は径に比例して広くなり,白～灰色,心材は紅褐色で,空気に暴露してお

くと濃暗褐色になり,時間の経過とともに金色の光沢を呈する｡旋回生長が柾目面できわめて狭い規則正し

い模様を表わして装飾的である｡ 肌目はやや精｡比重0･64･～0･75｡ 収縮率は R :5.0-6.0,T :6.5-

8.0%｡材は硬く紬削は困難｡割裂容易｡釘着良好｡乾燥には注意をしないと反曲する｡耐侯 ･耐蟻性はあ
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まりない｡丸太でピンホール穿孔虫の害を受ける｡防腐処理は困難｡研磨性が良好で表面がマホガニーに似

ているため,その代用として用いられる｡合板,内 ･外装材,高級家具,階段,床板,細工物に用いられ

る｡

道管の直径は 150FLm,比較的多く分布する｡赤色内容物を含み,チロースも認められる｡ 単独で,ある

いは2個が放射方向に複合して散在する｡ときに3-6個複合することもある｡単穿孔｡壁には交互状に小

壁孔が配列する｡放射組織との問の壁孔は小型のものと縦に長い柵状のものとがある｡柔組織は顕著で,メ

ーミナル状,帯状,周囲状に配列する｡小さいシリカの結晶を含む｡放射組織は同性で 1-2細胞幅,高さ

は 0.5mm 以下で低い｡シリカの結晶を含む｡木繊維に隔壁が顕著である0

4. GilbertlodendronnlaUABmbenseJ.LEONARD

M'possa,M'banda

LEGUMINOSAE.

アンゴラ,ザイール (Mpossa),ガボン (Moukeba)のほか中央 アフリカ一帯に分布する. 英では

Africanzebrawood,独では afrikanischeZebraholzの名がある｡

樹高 30m,枝下高 25m,直径 50-200cm になる｡辺 ･心材の区別は判然としている｡辺材は広く,自

～黄灰色であまり有用でない｡心材は紅褐色で濃色の候があり,装飾的な材になる｡木理はやや交錯,肌目

はやや粗である｡比重は0.76-0.85｡重く硬いが鋸断性は良｡加工容易｡研磨性良好｡接着剤,ねじ 釘に

よる接合性も良好｡乾燥によって反ったり割れたりする傾向がある｡耐水性があり,昆虫に侵されにくい｡

強度のいる構築用材,耐水構築物,自動車,事柄,床,内装材に用いられる｡

道管は大きく,直径 150-200fgm で着色物質を含む｡単独あるいは2個が複合したものが中庸の密度で

分布するが,ときに3-4個が複合することもある｡単穿孔で壁には小さい壁孔が交互状に配列する｡放射

組織との間の壁孔も同様である｡柔組織は翼状のものが顕著に認められる｡多室結晶細胞がある｡放射組織

は異性でⅢ型, 1-2細胞幅で高さは 0.5mm 以下である｡

5.GoeSWellerodendronbalsanllferzLntHARMS. LEGUMINOSAE

Tola

アンゴラ,ザイール (Bokuku,Ntolaはかきわめて多数),ナイジェリア (Agba,Moboron)など熱帯

アフリカ降雨林に分布する｡仏でも Tolaで通用しているが,米 ･独では Agba,英では Pinkmahogany

が通称になっている｡ザイール,ナイジェリアからの供給が多い｡

熱帯アフリカのもっとも大きい樹木の 1つで,樹高 60m,枝下高 24-30m,直径は 150-200cm で,

通直な円柱の樹幹になる｡太い丸太では中央部が脆心になることが多い｡板取はない｡辺 ･心材ははっきり

区別できないが,辺材はきわめて広く 10cm 以上あり,灰～淡褐色,ゴム質に富み,シーダ油の臭いがあ

る｡船出し前に除かれる｡心材は帯英明褐色で,弱い絹糸光沢がある｡中米のマホガニーより淡色で,それ

ほど硬くない｡とくに異なった点はしばしば生長帯に黒い線が認められる｡比重0.45-0.65でアフリカ材の

中では軽量材である｡木理交錯,柾目面ではなわ目が特徴的｡肌目は中庸｡ほぼ均質であるため加工は困難

でない｡飽削面は良好｡乾燥はきわめて容易で割れや変形の危険性は少ないが,ときにはゴム質の溶出があ

る｡ねじ 釘,接着剤による接合性は良好｡耐久性は辺材は穿孔虫の食害を受けやすいが,心材は腐朽やシ

ロアリに対し普通の抵抗性を示す｡防腐剤処理は容易でない｡天然ゴムによる臭いがあるが腐朽には効果が

ない｡ベニア化が容易で合板に適している｡内 ･外装,床板,建築,家具,指物,皿鉢｡臭気があるのでそ

れを嫌う場所では使用できない｡

道管は直径 100-150fLm,孤立が多いがまれに3個複合するものもある｡着色物やチロースはない｡壁に

は交互状に小さい壁孔が配列し,放射組織との間の壁孔も同じ型である｡穿孔は単一｡垂直樹脂道が散在す

る｡柔組織は顕著で周囲状,翼状,連合翼状に分布する｡放射組織は同性で2-4細胞幅,高さは 0.5mm

以下である｡結晶はない｡
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6. Gu紬ozLrtlaarnoldlanaJ.LEONARD LEGUMINOSAE

Benje

アンゴラ,ザイール (M'bengi,Bengi),コンゴ (Libenge),カメルーン (Kouan)に分布する｡ ヨー

ロッパ各国では Mutenyeで通用している｡同義語 Copalj-eraarnoldianaWILD.etDURAND･

中高木で樹高は 20-27m,枝下高は 9-15m,直径は 40-100cm,通直な円筒形ないし不規則な樹幹に

なる｡ 低い板根がある｡辺 ･心材の区別は可能で,辺材は狭く灰色,心材は淡褐～橿褐色で濃色の候があ

り,絹糸光沢を有し,非常に装飾的な材である｡木理交錯,肌目は精｡硬さは中庸｡比重は0･75-0･96｡収

縮率はR :4.0-5.0,T :9.5-ll.0%｡加工性はあまり知られていないが,ゆっくり鋸断すれば良｡飽削

は困難｡乾燥でひび割れを生じるが,一度乾燥すると暴れなくなる｡ 接合性はきわめて良好｡曲げ性能は

悪い｡耐久性は中庸｡辺材はヒラタキクイムシに食害される｡装飾的な外観をしているのでとくに合板の表

板,高級指物,内装,家具,寄木細工に,またウォルナットの代用として質用される｡

道管は直径 100〃m 以下と小さく,単独,あるいは2-3個が複合して多数分布する｡着色物質を含む

がチロースはない｡壁には交互状に壁孔配列が見られ,放射組織との間の壁孔も小さい｡単穿孔｡柔組織は

周囲状,異状,連合翼状と顕著で,ターミナル状も認められる｡結晶はない｡放射組織は同性で2-4細胞

幅,高さは 1mm 以下｡結晶はない｡

7. MzLeangaCeC7･OploldesR.BR. MORACEAE

N'sanga,N'senga

アンゴラ,ザイール (Kombo-komboほか多数),コンゴ (Kilimlela),ガボン (Assang,Misengaほ

か),カメルーン (Assan,Lisengiほか),ナイジェリア (Ogohenほか), トーゴ, ガーナ, コ-トジポ

アール (Abome,Lohoほか),シェラレオーネなど赤道森林帯に広く分布する｡独では Schirmbaum,仏

では Parasolier,英 ･米では Umbrellatree,Africancorkwoodの通称がある｡同義語 M.smithiiR.

BROWN｡
樹高は 30m に達し,枝下高 15-20m,直径 30-60cm,ときに 100cm になる｡板板が 5m の高さ

になる｡辺 ･心材の区別は困難｡辺材は木口面では認められるが狭く,褐色あるいはところどころ帯赤色で

演色に見える｡後には黄白～白色に変る｡心材はバラ色～黄色で灰色を帯びる｡ 髄は褐色で径が 1-2cm

ある｡木理通直,肌目粗｡アフリカでは最軽量材｡比重0.20-0.30｡収縮率はR :2.0-3.0,T :6.5-8.0
%｡加工容易｡割裂 ･鋸断性良好｡飽削面は絹糸光沢｡乾燥容易｡強度的には弱い｡耐候性はないが腐朽に

は抵抗性がある｡軽量材として航空機用材に算用｡家具の下地材,木毛,断熱防音材,浮子,ブイに適す｡

道管はきわめて大きく,直径は 300〃m,分布数は少ない｡単独のものと2個複合するものとがある｡着

色物質は含まない｡単穿孔で壁には交互状壁孔配列が認められる｡放射組織との間の壁孔はやや大きい円形

あるいは楕円形を示す｡柔組織は周囲状のものがわずかに存在するだけで不顕著である｡結晶はない｡放射

組織は異性 1,‡型で1-3細胞幅,高さは 3mm になるものがある｡方形細胞にはシュウ酸石灰の結晶

が含まれる｡木繊維はきわめて薄壁である｡

8. NewtoniabzLChananllGILBERTetBoUTIqUE LEGUMINOSAE

N'singa

アンゴラ (上記のはか PAomuzungo),ザイール (Nsingaほか), ガボン (Ensaleほか), カメルー

ソ (Atuiほか),ナイジェリア (Osage,Sangaほか), ト-ゴ (Alagbata),コートジボアール (Abaほ

か),リベリア (Gaw ほか),シェラレオーネ (Mbeliほか)など熱帯西アフリカから東アフリカの一部

にまできわめて豊富に分布する樹木である｡ 独では Rotholz,英では Africangreenheart,その他ヨー

ロッパ一帯では Dabema,Mahamutiなどの通俗名がある｡ 同義語 PiL7EadeniaafricanaHook.f.,P.
buchananiiBAR.
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高木で樹高 30-55m,枝下高 20m,直径 90-150cm になる｡大きい板根がある｡辺 ･心材の区別は明

らかで,辺材は紅灰～黄褐色,幅は 5cm.心材は灰褐～しばしば黄褐色で,縦断面では強い光沢がある｡

木理強く交錯/肌目むしろ粗で,新しい材は少し悪臭がある｡鉄と接すると汚染される｡強く硬く重い｡比

重0.65-0.70｡加工性は良いが刃を鈍らせる｡飽削･割裂困難｡接着,ねじ 釘の接合性は良好｡乾燥する

と落込みや反る傾向があり,大きく収縮する｡氏 :3.0-4.0,T:8.0-9.5%｡曲げ加工には不適｡熱帯

シロアリに耐性を示す｡防腐剤注入は困難｡加工時の微粉は感じやすい人に咳の刺激をおこす｡垂構造物と

して oakの代用,家具,内･外装,事柄,船舶の内装,木型,指物,旋作,棉,枕木,道具に用いられ

る｡

道管は直径 170-200/～m とやや大きく,中庸の密度で分布する｡ 単独のものと2-3個複合するものが

あるが,ときには5個以上複合することもある｡着色物質を含むが,チロースはない｡単穿孔｡壁には交互

状に壁孔が配列する｡放射組織との間の壁孔は小さい円形｡柔組織は周囲状のものから翼状,連合翼状にな

るものまでかなり顕著である｡多室結晶細胞がある｡放射組織は同性で,幅は2細胞のものがほとんど,普

れに3細胞幅になる｡高さは 0.5mm 以下,結晶は認められない｡木繊維には隔壁が目立つ｡

9. Ongokeago7'ePIERRE 0LACACEAE

N'sano

アンゴラ,ザイール (Boleko,01eko),コンゴ (N'gor6),ガボン (Angeuk,Ongokeはか),カメルー

ン (Angocほか),コートジボアール (Koueroほか)など常緑雨林に分布する｡英 ･独 ･仏などヨーロッ

パでは Angueukの通俗名がある｡同義語 0.klaineanaPIERRE

樹高 30-38m,枝下高 25m,直径 80-100cm の円柱形樹幹になる｡辺 ･心材の区別は困難で,辺材が

やや淡色,青変菌に侵されやすく,心材は淡黄～褐色で,光に当ると黒くなる｡木理ほぼ通直,まれにねじ

れ生長をしている｡肌目やや精～やや粗｡撤密で硬く重いO比重0.70-0.94｡収縮率R:4.0-5.0,T :7.0

-12.5%｡加工容易で工具類を長持ちさせる｡割裂 ･釘着簡単｡接着性良好｡乾燥には細心の注意と長時間

が必要｡耐久性があり,シロアリや甲虫突如こ抵抗性がある｡建築,構造材に賞用｡枕木,道具｡

道管の直径は 170fLm と大きく,ほとんど孤立で多数散在する｡ 着色物質やチロースは含まない｡単穿

孔｡壁には交互状に配列した小さい壁孔があり,放射組織との間の壁孔は小さい円形のものと楕円形のもの

とがある｡柔組織は散在状のものと,それらが短接線状に連続したものとがあるが,あまり目立たない｡結

晶は含まない｡放射組織は同性～異性It･Ⅲ型で, 1- 2細胞幅,まれに3細胞幅になる｡高さはあまり高

くないものと 1mm になるものとある｡シュウ酸石灰の結晶を含む｡

10.PachutobuspzLbeBCenS V ERMOES BURSERACFJAE

Saf-ucala

アンゴラ,ザイール (Kapatupatu,N'kala.Sarukalaなど)に分布｡英 ･米などでも Safukalaと呼

ばれる｡同義語 Dacr)70despubescensH.J.LAM.

高木で樹高 15m,直径50-80cmになる｡辺材は白色でそれほど広くない｡心材は黄～暗紅色で Okum6

に似ている｡比重0.45-0.65｡収縮率はR :4.0-5.0,T :8.0-9.5%｡交錯木理で肌日はやや粗｡加工性

良好｡鋸断は困難｡ねじ 釘の保持力は良い｡乾燥容易｡耐久性はあまりないが,薬剤の浸透性は良い｡耐

力合板として大きい積載に耐える｡内装用材,串輔,床板｡

道管の直径は 170-200/Jm と大きく,分布は中庸｡着色物質はないがチロースはある｡ 単独のものと2

-数個が複合したものとがある｡単穿孔｡壁には交互状配列の壁孔がある｡放射組織との間の壁孔は楕円形

ないし横長になる｡柔組織は周囲状のものが少しあるが顕著でない｡結晶はない｡放射組織は異性でⅢ型の

ものが多く,ときにⅠ型もある｡2列がほとんどであるが単列もある｡単列は直立細胞のみからなる｡シリ

カとシュウ酸石灰の結晶を含む｡高さは 0.5mm 以下｡木繊維には隔壁がある｡
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ll.ParklablcotorA.CHEV. LEGUMINOSAE

N'singa,Singa

アンゴラのほかコートジボアール (Ananjui,Pouapotouはか), リベリア (Boe,Gumni),ギニアに分

布｡英 ･米では Locust-beanの名称がある｡アンゴラでの通俗名が No.8Newtoniabuchananiiと同様で

あるのは材が似ているためか?

高木｡辺材はほとんど白色 (原色図版),心材は褐色で金色に輝く｡ 年輪は認めにくい｡木理は交錯,肌

目は粗｡かなり軽く柔らかい材である｡比重は0.56-0.63｡収縮率はR:2.0-3.0,T :6.5-8.0%｡切削

は容易｡抵抗力は小さい｡各種板類,小舟に用いられる｡

道管は大きいものから小さいものまでいろいろある｡ 大道管は直径が 200-250.〃m｡着色物質を含むが

チロースはない｡孤立と2-数個が放射方向や接線方向に複合したものとがある｡単穿孔｡壁には交互状壁

孔配列が認められる｡放射組織との間の壁孔は小円形｡柔組織は顕著で,翼状,連合異状に配列する｡シュ

ウ酸石灰の結晶を含む多室結晶細胞があるが,分布数は少ない｡放射組織は同性で 1-3細胞幅,高さは

0.4mm 以下｡やや層階状に配列する部分もある｡結晶はない｡

12.PazEBlnuetaliauohI'mbaPIERREeXBEILLE RUBIACEAE

T'chicuali

アンゴラ, カメルーン (N'looue,Nloue)に分布｡同属のものはガボン, リベリアなど熱帯アフリカに

ある｡

辺 ･心材に差はなく,新しい材は明褐色,のちに赤から縁黄褐色になり,淡い光沢を有する｡年輪は明ら

かでない｡肌日精で中庸の重さ｡比重0.72｡強く硬い｡加工容易｡耐候性,耐昆虫性はそれほど大きくない｡

少し刺激臭がある｡内部装飾,合板に用いられる｡

道管はかなり小さく,直径 50-80〃m,多数がほとんど単独で散在する｡まれに2個複合する｡着色物質

もチロースもない｡単穿孔｡壁には交互状に壁孔が配列し,放射組織との間の壁孔も同様に小さい円形であ

る｡柔組織は散在状のものと短接線状のものとがあるが顕著でない｡結晶はない｡放射組織は異性で l型,

単列ないし3列あり,単列は直立細胞のみからなる｡ 単列の巽で多列の部分が連続して 1mm をこえる高

さのものがある｡シリカの結晶を含む｡

13.PentaclethraeettJeldeanaDEWILD.ctDUR. LEGUMINOSAE

quiss丘もala

アンゴラ,ザイール (Kasase),コンゴ (Samo),ガボン (Tsim),カメルーン (Nsass)などの低 ･中地

に分布する｡同義語 P･PlicZformisBUREAU.

高木で樹高 25-30m,枝下高 15-20m,直径 60-70cm になる｡辺 ･心材の区別は不明で白味がかっ

たバラ色,美しい輝きを持つ｡木理やや交錯,肌目やや粗｡比重0.70｡ 加工容易で Ashの代用として有

用｡

道管は大きく,直径は 200FJm,ときに 300FLm のものがある｡中庸の分布密度で散在する｡孤立が多い

が放射方向に2-数個が複合するものもある｡ 着色物質を含む｡ チロースが ごくまれに認められる｡ 単穿

孔｡交互状壁孔配列で,放射組織との間の壁孔も同じ型をしている｡柔組織は周国状,翼状,連合翼状およ

び散在状に分布しており,顕著である｡結晶はない｡放射組織は同性で 1-2細胞幅,高さは 0.3mm｡

14.PentaclethramacrophgllaBENTH. LEGUMINOSAE

M'vanza

7ンゴラ,ザイール (Balea,M'vanzaはか きわめて多数), コンゴ (Pan2:a),カメルー ン (Bali,

Mbabaほか多数),ナイジェリ7 (Apara,Opochalaほか多数), トーゴ (Agamma),コー トジボアール
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(Obadaはかきわめて多数),その他熱帯西アフリカにかけて広 く分布する｡ 独 では Gabun-Gelbholz,

Kongo-Akazia,英では Oilbean,Wildlocust,仏では Ovalaなどの通俗名がある｡

樹高 20-30m,分枝の多い樹木で枝下高は 10-20m,直径 80cm 以上になる｡ 板取も大きく,ときに

地上 3m に及ぶ｡辺材は狭く自～帯褐灰色,心材は黄褐～紅褐色｡螺旋生長をしている｡ 木理交錯,肌目

やや粗｡かなり密で非常に硬く脆い｡重くて比重は0.84-1.03｡収縮は大きい｡鋸断性は良いが飽剤のとき

逆目を生じやすい｡割裂困難｡ねじ･釘 ｡接着性良好｡塗装性良｡乾燥はゆっくりしないと割れ,反 りが生

じる｡水中で耐性がある｡構築物,水中構造物,建築,串柄,枕木,棉,氏,机などに用いられる｡

道管は大きく,直径は 250FLm ある｡ 分布数は少ない｡着色物質を含む.チロースはない｡単独のもの

が多いが,2-4個が群状に複合する｡単穿孔｡壁には交互状に壁孔配列があり,放射組織との間の壁孔も

小さい円形でほぼ同型をしている｡柔組織は翼状および連合翼状に分布していて顕著である｡多室結晶細胞

がまれに認められる｡放射組織は同性でほとんどが2列,ときに単列と3列のものがある｡高さは 0.4-0.5

mm,結晶は認められない｡

15.PeeZFdoSPOndiaslonglfouaENGL. ANACARDIACEAE

N'sassebe

アンゴラからガボン(Of'oss),コートジボアール (Ozozo)に分布する｡同義語 HaematosEaPhisklaineana

PIERRE,H,pierreiENGL.

樹高 25m,枝下高 15m,直径 50-70cm の高木｡辺材は 白色でかな り狭い｡心材は淡紅色で,濃

赤色の斑点がある｡ 木理はやや交錯,肌目中庸でかなり密な材｡比重は0.73｡家具や指物に好適な材であ

る｡

道管の大きさは 150/Jm で,分布密度は中庸｡着色物質を含むがチロースはない｡孤立のものもあるが,

2-数個が放射方向や群状に複合したものがある｡単穿孔｡壁には交互状に配列する壁孔がある｡放射組織

との間の壁孔も小さい円形で同じ型をしている｡柔組織はかなり顕著で周囲状のものと散在状のものとがあ

る｡結晶はない｡放射組織は異性で Ⅰ型と‡型がある｡単列と3-5細胞幅のものとがあり,単列のものは

直立細胞のみからなる｡高さは 4-5mm ときわめて高い｡シュウ酸石灰の結晶を含む｡

16.StalEdLlagabonensisWARD. MYRISTICACEAE

Menga-menga

アンゴラ (Memenga).ザイール (Bososa,Kamashimashiはか きわめて多数), コンゴ, ガボ ン

(M'boun),ギニア (Bokapi),カメルーン (Ekop,Niov6ほか多数),ナイジェ1)ア (Oropa)など熱帯

雨林に分布する｡英 ･米では Camashi,独 ･仏では Nioveが通用している｡同義語 S･stipitataWARB･,

S.niohuiPIERRE,Myrislicam'ohuiBAILL･.Pγcnanlhu∫niohuiWARB.

樹高 30-40m,枝下高 20-25m,直径 50-80cm の円柱形の樹幹になる｡辺 ･心材の区別は明らかで,

辺材は淡色,新しいときは紅樺色,心材は暗黄紅色で濃色帯がある｡アフリカで最も美しい材の一つ｡木理

ほぼ通直,肌目は精｡比重0.75-1.00｡硬いが加工性は良い｡鈍削 ･鋸断容易｡可擁性 ･割裂性 ･研磨性良

好｡釘着 ･ねじ止めきわめて容易で持ちも良い｡耐久 ･耐水性がある｡良好な家具,内 ･外装用材,事柄 ･

船舶の構造用材,枕木,床板,靴型｡耐水湿 ･虫害用材として賞用｡

道管の直径は 150lum,中庸の密度で分布する｡ 孤立のものと2-3個が放射方向に複合したものとがあ

る｡着色物質は含まないがチロ-スが認められる｡大きい道管は単穿孔であるが,小さい道管では階段穿孔

も認められる｡壁には交互状壁孔配列がある｡放射組織との間にはやや階段状になった壁孔がある｡柔組織

は周囲状のものとターミナル状のものとがある｡結晶は含まない｡放射組織はほとんど2列であるが,単列

のものと3列のものもある｡高さは 2mm 以下｡放射組織の占有率は大きい｡異性で 1,a,lE型ともあ

る｡結晶はない｡

- 62-



林 :熱帯材の組織と材質 Ⅴ

17.TermlnauaeZLPerあaENGI..etDIELS COMBRETACEAE

Limba

アンゴラ (Mulimba),ザイール (Moulimba,Ndimba),コンゴ (N'ydimba,N'limba),カメルーン

(Landi,Moulimbaほか多数),ナイジェ1)ア (Afara,Egoinほか多数), トーゴ (Afraaはか多数),

ガーナ (Framcri,Ofram ほか多数),コートジボアール (F6,Sahan,Saloほか), リベ リア (Baye),

シェラレオーネ (Bagiほか)など熱帯西アフリカに多 く分布す る｡ 独では GelbesMahagoni,Limba,

英では Arara,Congowalnut,仏では Limbaなど多くの通俗名があるごく一般的な樹木｡

樹高 45m になる高木で枝下高は 30m,板取が 4-5m まであり,その上の直径が 90-150cm ある通

直な円形のすぼらしい樹幹を形成する｡辺 ･心材の境界ははっきりしないので区別は困難｡黄～くすんだ褐

色,樹齢の大きい材ではしばしば暗褐色か黒褐色,-とき甘こ縞模様が現れる｡光沢がある｡しばしば旋回木理

や交錯木理が生じる｡肌目はやや粗｡比重は範囲が広く0.45-0.70,軽い材は脆心の影響に よることが多

い｡収縮率はR :4.0-5.0,T:5.0-6.5%｡中庸の硬さで加工性はきわめて良好｡鋸断 ･割裂容易｡飽削

･研磨は良好,面はくすんだ絹糸光沢を有する｡釘やねじで裂ける傾向がある｡接着 ･染色 ･塗装性良好｡

乾燥容易｡腐朽菌に侵されやすい｡耐虫害性もない｡薬剤注入が望ましい｡ロータリ-切削が容易なため合

板生産に適す｡家具,内装用材として用いられるが,外装用としては不適｡

道管は 250Flm と大きいが分布は中庸｡着色物質やチロースはない｡単独のものもあるが2-3個が放

射方向に複合するものもある｡単穿孔｡壁には交互状壁孔配列があり,放射組織との間の壁孔も小さい円形

で同じ型をしている｡柔組織は周囲状,翼状,連合翼状のほか,散在状,ターミナル状にも分布し,きわめ

て顕著である｡多室結晶紳胞があり,柱晶を含む｡放射組織は同性でほとんど単列,部分的に2列になるも

のがある｡高さは 0.5mm 以下｡結晶は含まない｡

18.Trlchlliagllgz'anaHARMS. MELIACEAE

quissoco

文献にはこの樹種に対する記載は少ないが,同属の樹種はザイール,コンゴ,ガボン,カメルーン,ナイ

ジェリア, トーゴ,ガ一一ナ,コートジボアールに分布する｡

いずれも高木で樹高は 20-30m,枝下高 10-Ism,直径 80-150cm の円柱形樹幹になる｡心材は灰紅

～淡紅色｡木理やや通直,肌目やや精｡比重は0.60-0.90｡加工性は良いが耐久性はない｡建築,家具｡

道管は直径が 150-200/!m,中庸の分布密度を示す｡着色物質を含み,チロースはない｡孤立管孔と2-

3個が放射方向に,あるいは数個が群状に複合したものとがある｡単穿孔｡交互状の壁孔配列があり,放射

組織との間の壁孔も同様で小さい円形である｡柔組織は周囲状,翼状,ターミナル状,接線状,帯状とかな

り顕著である｡結晶はない｡放射組織は異性Ⅲ型で1-2細胞幅｡高さは 0.5mm｡ごく弱い層階状配列を

する｡シリカの結晶を含む｡木繊維には隔壁がある｡ビスフレックがある｡
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