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変色したキリ材の観察

Observation of Discolored Kiri (Paulownia tomentosa Steudel) Wood 
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1.はじめに

キリ (pαuloω巾αtomentosaSteude])は， 日本を

代表する広葉樹材であり，古くから，家具，楽器及び

工芸品などに用いられてきた。その材色は，美しい銀白

色を呈し優美であり，高級材として取り扱われている。

一方，キリ材は， しばしば灰褐色~赤紫~黒紫へと

変色が生じることが知られている。この変色の原因は，

業者の聞で「アク」と呼ばれる物質が含まれているた

めとされており，利用上の大きな問題点となっている。

この 「アク」と呼ばれる成分は，木材袖出成分に含ま

れていると考えられており，これらが変色に関与して

いることが指摘されている l叫。 しかしながら，実際

に材内のどの部位にこれらの変色物質が含まれている

のか，また，どの組織が変色しているのかについては，

明らかにされていない。

本研究では，キリ材の変色がどの部位において生じ

ているのかを明らかにするために，変色部位の顕微鏡

観察を行った。

2. 材料と方法

2.1 供試材

供試材には，福島県三島町産，直径約20cmのキリ

(pαuloωmα tomentosαSteude])丸太を長さ50cmに

玉伐りして使用した。玉伐り後，厚さ 2cmの板に製材

し，光りが当たらないように，空調設備のない実験室内

で気乾状態になるまで放置してから， 実験に使用した。

2.2 顕微鏡観察

変色部位から作製したブロックを実体顕微鏡により

観察した。また，このブロックから，スライディング

ミクロトームを用いて50及び100μm厚さの切片を切

り出し，無染色切片のプレパラ ー卜 を作製し，光学顕

微鏡観察を行った。

3. 結果

Fig. 1に変色した材を示す。板材は，製材後，空調

設備のない実験室内に放置することにより赤紫色に変

図1 変色した板材

注 .点線の上側;黒変部，点線の下側 ;赤変部

Fig. 1 Discolored wood 

Note: Upper side of doted line; blackening part， 

lower side of doted line; reddening part. 
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図2 表面に付着している菌の顕微鏡写真

Fig. 2 Microphotograph of surface strain in kiri 

wood. 

色した。また，実験室内に放置した際に， 材どうしが

重なりあった部分では，変色が認められなかったが

(Fig.1中の点線よりも上側)，この部分では斑点状に

黒変しているのが認められた。その部分の顕微鏡写真

を Fig.2に示す。表面の黒変部には菌糸が蔓延して

いるのが観察された。また，変色材の横断面を観察す

ると，変色は表面から 1mm程度の部位て‘生じている様

子が観察された (Fig.3 )。

図3 変色材の木口面 (A)及びまさ目面(B)

注 :矢頭 ;変色部

Fig. 3 Cross (A) and radial (B) section of 

discolored wood 

Note: Arrowheads indicate discolored parts. 

変色部位から作製した無染色切片の光学顕微鏡写真

を Figs.4~6 に示す。変色部から作製した切片では，

全体的に赤紫色を呈していた。また，ある特定の組織

が変色しているのではなく，道管 (V)，木繊維 (Wf)

及び柔細胞 (Ap)のいずれも赤紫色を示 した。

図4 木口面における無変色部及び変色部位の光学

顕微鏡写真

注:A ;無変色部 B 変色部 :スケ ールパー;

100 μm 

Fig. 4 Microphotographs of non-discolored and 

discolored part in cross section. 

Note: A; Non-discolored， B; discolor巴d，Scale bar; 

100μm. 

図5 木口面における変色部位の光学顕微鏡写真

注:V;道管，Wf;木繊維， Ap;軸方向柔細胞

:スケールパー;50μm 

Fig. 5 Microphotograph of discolored part in 

cross sectlOn. 

Note: V; vessel， Wf; wood fiber， Ap; apical 

parenchyma， Scale bar; 50μm. 
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図6 まさ目面における変色部位の光学顕微鏡写真

注:V;道管， Wf;木繊維， Ap;軸方向柔細胞，

Rp;放射方向柔細胞，スケールパー;100μm 

Fig. 6 Microphotograph of discolored part in 

radial section. 

Note: V; vessel， Wf; wood fiber， Ap; apical 

parenchyma， Rp; ray par官 lchyma，Scale bar; 
100μm. 

4. おわりに

本研究では，キリ材 の変色現象に関して，変色部位

の顕微鏡観察を行った結果を報告した。今後は，この

変色現象の生 じる条件や，原因物質の特定を行う必要

がある。
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