
基本形態の中に観る特徴的な組織①
頂端分裂組織

原表皮
前形成層基本分裂組織 

シュート
側部分裂組織維管束形成層

コルク形成層

根

根冠

前形成層

基本分裂組織

根毛

側部分裂組織
維管束形成層
コルク形成層

根端分裂組織

基本分裂組織

体を形成する基本組織
（柔組織・厚角組織・厚壁組織）
に分化する。
節間の伸長や果実の肥大
などをもたらす。

分裂組織



柔組織・厚角組織・厚壁組織

（a）柔組織：一次壁のみを有
し、14面体の大きな細胞を形成
する。細胞内はほぼ液胞が占め
る。

（b）厚角組織：細胞壁の肥厚が
みられる生きている細胞。若い
組織の初期的な強度保持に一役
買っている。

（c）厚壁組織：基本的に死んでいる
細胞でできた組織。２次壁を肥厚さ
せ、組織の強度を著しく向上させて
いる。



基本形態の中に観る特徴的な組織①
頂端分裂組織

原表皮
前形成層基本分裂組織 

シュート
側部分裂組織維管束形成層

コルク形成層

根

根冠

前形成層

基本分裂組織

根毛

側部分裂組織
維管束形成層
コルク形成層

根端分裂組織

側部分裂組織

植物体が太くなる － 二次成長
•コルク形成層：コルク細胞をつくる
　　　　　　　（木本植物に多い）
•維管束形成層：維管束組織をつくる

分裂組織



コルク形成層

維管束形成層の働きによって器官の
太さが増すと、表面を保護していた
表皮がその成長に追いつけず細胞同
士の結合が離れる。その「隙間」を
埋めるように、一部の細胞が分裂能
を持ち、分裂を始める。このように
生じた形成層をコルク形成層と呼
び、コルク形成層を構築する細胞を
コルク細胞という。



基本形態の中に観る特徴的な組織②
頂端分裂組織

原表皮
前形成層基本分裂組織 

シュート
側部分裂組織維管束形成層

コルク形成層

根

根冠

前形成層

基本分裂組織

根毛

側部分裂組織
維管束形成層
コルク形成層

根頂端分裂組織

表皮組織

すべての表皮細胞は原表皮に由来し、植物体を
覆う。クチクラ層は、表皮組織の更に外側に分
泌され形成される。

そのほか、表皮組織の細胞が変化した特殊な役
割をもつに至った細胞がある。

原表皮



基本形態の中に観る特徴的な組織②
頂端分裂組織

原表皮
前形成層基本分裂組織 

シュート
側部分裂組織維管束形成層

コルク形成層

根

根冠

前形成層

基本分裂組織

根毛

側部分裂組織
維管束形成層
コルク形成層

頂端分裂組織

孔辺細胞

ダンベル型の細胞で、気孔の側面にある。
細胞内外への物質移動により、浸透圧的な体積
変化を起こし、気候の開閉を司る。

特殊な表皮組織



基本形態の中に観る特徴的な組織②
孔辺細胞

ダンベル型の細胞で、気孔の側面にある。
細胞内外への物質移動により、浸透圧的な体積
変化を起こし、気候の開閉を司る。

特殊な表皮組織



基本形態の中に観る特徴的な組織②
頂端分裂組織

原表皮
前形成層基本分裂組織 

シュート
側部分裂組織維管束形成層

コルク形成層

根

根冠

前形成層

基本分裂組織

根毛

側部分裂組織
維管束形成層
コルク形成層

頂端分裂組織

トリコーム（トライコーム）

毛のような突起様構造。植物種によってその形
態や役割は様々。なかには毛先の嚢状体に毒•
強酸成分を保持し、身を守っているものもあ
る。広義には、ケイ酸結晶を含むトゲも同様の
形態に含む。

特殊な表皮組織



基本形態の中に観る特徴的な組織②
トリコーム（トライコーム） 特殊な表皮組織



基本形態の中に観る特徴的な組織②

根

根冠

前形成層

基本分裂組織

根毛

側部分裂組織
維管束形成層
コルク形成層

頂端分裂組織

根毛

表皮細胞が管状に伸長したもの。最長の単細胞
を形成する。根の表面積を爆発的に拡充してお
り、養水分の吸収に大きな役割を果たしてい
る。

特殊な表皮組織

1mm



基本形態の中に観る特徴的な組織②
根毛

表皮細胞が管状に伸長したもの。最長の単細胞
を形成する。根の表面積を爆発的に拡充してお
り、養水分の吸収に大きな役割を果たしてい
る。

特殊な表皮組織

写真は、細胞壁成分を産
生するタンパク質のみ赤
く蛍光で光るようにした
上で、根毛を撮った顕微
鏡写真。

根毛を伸ばせば伸ばすほ
ど、根と土の接地面積が
増えるので、植物は積極
的に根毛を伸ばす。





葉の基本構造
葉（外部形態）

単葉 : 分割されていない葉（a）
複葉 : 小葉に分かれている葉
　•羽状複葉 ‒ 羽状に小葉が相同的に生えている（b）
　•掌状複葉 ‒ １点から放射状に小葉が生えている（c）



葉の基本構造
葉（外部形態）

交互 （螺旋） ：
アイビー

対合:
ツルニキソウ

渦巻:
クルマバソウ葉の付き方（葉序）

•互生 ‒ 節に１枚の葉がある。アイビー　植物によって開度が異なる。
•対生 ‒ 節に２枚の葉がある。ツルニキソウ
•輪生 ‒ 同じ高さに環状に葉がある。クルマバソウ、キョウチクトウ



葉の基本構造

上面表皮

柵状
葉肉組織

海綿状
葉肉組織

下面表皮

クチクラ

孔辺細胞 気孔 葉脈
孔辺細胞 気孔

葉脈 葉（内部形態）

表皮は、蝋質のクチクラ層でコーティングされる。トリコームをもつことがある。
裏側の表皮には孔辺細胞に囲まれた気孔がある。
葉肉 ‒ 裏と表の表皮の間にある組織。
双子葉類では柵状組織と海綿状組織の分化が進んでいるが、単子葉類ではあまり進んでいない。



頂芽

葉鱗

葉柄
托葉

葉身節

腋芽

頂芽鱗痕

節間

維管束痕

茎の基本構造
茎（外部形態）

茎頂の分裂組織は、茎の基本構造をつくりつつ、環境条件や植物体内の状況によって
葉や分枝や花を分化する。
茎の伸長方向末端に形成される芽を頂芽と呼び、腋に形成される芽を腋芽という。
節：葉、分枝、花などが分化する部分。節間：節の間にある茎。
葉柄：葉側の組織で、茎との接着を担う。葉柄が無い場合もある（無柄）。



茎の基本構造
茎（内部形態）

（a）双子葉植物：ヒマワリの茎断面
　維管束は茎の外周に並んで配置。

（b）単子葉植物：トウモロコシの茎断面
　　　　　　維管束は散らばって配置。

厚

双子葉植物の場合、形成層があるので、二次成長により茎は肥厚し、環状に配置された維管束も増えていく。
単子葉植物の場合、形成層がないので形成層による二次成長はせず、主に基本組織の膨潤により茎の肥厚が促さ
れる。既存の維管束は、茎肥厚に伴い中心域で徐々に疎らとなる。共通点：どの維管束ユニットも、おしなべて
「外側が師部、内側が木部」。



根の基本構造
根（外部形態）

多くの植物は、
主根 型
（一本大きな根があり、
そこから細い根がはえている）
もしくはひげ根 型
（多数の細い根がある）の
どちらか の根をつくる。



根の基本構造
根（内部形態）

根

（成熟帯）

（伸長帯）

（分裂帯）



根の基本構造
根（内部形態）

カスパリー線：疎水性のリグニンに富み、
水を通さない性質を持つ。

Casparian strip

H2O
H2O





植物における水及び栄養素の輸送システムについて

高さが100mを越す樹木でも
天蓋（キャノピー）には葉が茂る。

つまり、根で吸った水をその高さまで
持ち上げていることになる。

植物の吸水メカニズムとは、どのような
ものなのか、体内での水の利用システムも
含め、概観していく。



維管束組織

•木部　主に水が通る管の集まり
•師部　主に栄養分を輸送する管の集まり



木部（xylem）

水を通す管の集まり。木部は、導管（vessel）と仮導管（tracheid）の複合
物（被子植物では導管が、裸子・シダ植物では仮導管が比較的発達してい
る）。導管は導管要素の繋がりで構成され、導管要素は穿孔板で仕切られ
る。仮導管には穿孔板はない。

二次細胞壁による裏打ちシステムを構築し、頑丈な管を形成するが、
側面に多数の壁孔が開いており、隣接する管とつながっている。したがっ
て、管同士横方向への水移動も行なっている。



師部（phloem）

師管（sieve）の集まり。栄養素（主に炭水化物）を通す生きている組織。
導管よりも外側（体外に近い方）に位置する。
師板（sieve plate）は「篩：ふるい」 的な大きな穴が多数持つ。
師管細胞は、伴細胞（companion cell）と結合している。



維管束内の流れ（木部）

シュート

根

・根から葉へ
・水を通す組織
・導管と仮導管の複合組織
・根と茎の内側に位置



維管束内の流れ（師部）

・葉からあちこちへ
・栄養素を運ぶ組織
・複数の師管の集まり
・根と茎の外側に位置

シュート

根



植物にとっての水

水は、生体維持のためになくてはならない要素。

植物の種類や生育段階、部位や器官などで、
含まれている水の量は異なる。
比較的若い、高活性の組織細胞で構成される
草本植物の含水率は約80～90％と高く、
木質組織を多く含む木本植物では約50～80％と低い。

水は、代謝が盛んに行なわれている組織細胞で
多く必要とされるので、
含水率は生育の初期段階で高く、
生育が進むとともに低下する。



作物にとっての水



作物にとっての水



水の基本物性
水の性質－水分子の３つの基本性質

①　すぐれた溶媒－水は極性分子

水の分子は、２つの水素原子と１つの酸素原子から構
築。酸素原子を中心に、104.5度の角度で水素原子が
共有結合。酸素原子は水素原子より電気陰性度が大き
く、共有結合に使われている電子は酸素原子側に引き
つけられている。これにより、酸素原子側ではマイナ
スに、水素原子側ではプラスに帯電し、水は極性分子
としてふるまう。

その結果、水素原子と周囲のマイナスイオン、酸素原
子と周囲のプラスイオンが、弱い静電的な引力によっ
て水素結合し、ほかの水分子とともに行動する。これ
が、水が他の物質をよく溶かし、優れた溶媒として機
能する理由。

イオンに限らず、極性を持つあらゆる固体にも誘引さ
れやすく、細胞壁やガラスの表面にも付着しやすい。



水の基本物性
水の性質－水分子の３つの基本性質

②　凝集力と表面張力－水分子同士の水素結合

極性分子の水は、水素結合で凝集しやすい。

水の凝集力は水の引っ張り強さを生む。蒸散が行なわ
れる「葉」と土中から水を吸収する「根」は、連続し
た水柱でつながっており、これらの水の連続性は水の
凝集力に基づいている。

水の凝集力は、空気／水の界面でも影響力する。気体
の水（水蒸気）に比べて、液体の水では隣接する水分
子同士が強く凝集する。この不均等な引力によって、
液体の水表面では表面積が最小になるように力がはた
らく。

この力を表面張力とよび、水は他の物質に比べてきわ
めて高い値を示す。



水の基本物性
水の性質－水分子の３つの基本性質

③　大きな比熱

重さのある全ての物質には、一定の温度を上げるため
に必要な固有の熱エネルギーがあり、それを比熱とよ
ぶ。

水の比熱は、他の物質に比べ極端に大きい。物質に熱
を加えると、その熱の大きさに応じて構成分子は速く
大きく振動するが、水の場合は水素結合を切る必要が
あるので、温度を上げるためには多くのエネルギー
（熱）が必要となる。

水が液体から気体へ変化するときにも熱エネルギーが
奪われるが（気化熱）、この現象にも「水の大きな比
熱」は影響している。

これら水の熱力学的性質は、植物体の温度変化の緩慢
化や、葉の蒸散による太陽からの入射熱の放熱といっ
た、植物体中で水が果たすいくつかの重要な役割の鍵
となっている。



水の基本動態
水分子の３つの基本性質→液体の水の４つの基本動態

①　毛管現象

固体表面への付着や表面張力、凝集力といった
水特有の性質によって、毛管現象が起きる。

垂直に立てたガラス毛細管の入り口に触れた水分子には
以下のことが起こる。
1:　極性をもつガラス管内表面へ付着する力が
　　はたらく。
2:　管内の液面では、空気－水界面の面積を
　　最小にしようとする表面張力がはたらき、
　　吸い上げられる。
3:　水分子が上方に引っ張り上げられるときは、
　　水の凝集力がはたらき、水分子が一体
　　となった「水柱」として吸い上げられる。

水柱は、その重さと1～3の合力が釣り合う高さまで、
ガラス管内を上昇する。これが毛管現象で、管が細いほ
ど、水柱は高く上昇する。



水の基本動態
水分子の３つの基本性質→液体の水の４つの基本動態

②　拡散

液体の水分子はたえず小刻みに動いている。水に糖類などの溶質が溶け込んでいる場合、小刻みに
動く水分子間の溶質分子は、溶質の濃度が高いところから低いところへ徐々に移動する。これを拡
散とよぶ。溶質の拡散時間は移動距離（２乗値）に比例するので、移動距離が長い輸送には不向き
な反面、濃度勾配が大きい短い距離の場合は、最も効率的に移動できる。



水の基本動態
水分子の３つの基本性質→液体の水の４つの基本動態

③　体積流

凝集した水分子の集合体が、一体となっ
て流れる動きを体積流とよぶ。

（拡散が溶質の濃度差に大きく影響を受
けるのに対し）体積流は圧力差が引き金
となって起こる。体積流の大きさは、流
れる管の太さと圧力差に比例し、液体の
粘性には反比例する。

体積流の考え方は、植物体中の導管や細
胞膜の外環境であるアポプラスト中、ま
たは土壌中の水移動など、長距離水輸送
の多くを説明できる。特に、根による吸
水から葉への体積流のことを、その駆動
力である蒸散の名をとり蒸散流とよぶ。



水の基本動態
水分子の３つの基本性質→液体の水の４つの基本動態

④　浸透

生物の細胞をとり囲んでいる生体膜（原
形質膜）は、細胞の内外に向けて、選択
的に物質を通過させる能力をもつ。

浸透は、溶液中に生体膜がある場合、膜
内外の溶質濃度差（拡散での駆動力）お
よび圧力差（体積流での駆動力）の両方
の影響を受けて、水や分子量の小さい物
質を受動的に通過させる。

基本的に、植物細胞内外への水の出入り
は、浸透現象によって説明できる。



水の基本動態
溶液が持つ浸透圧は、基本的に
「溶質がどれだけ溶け込んでいるか」に依存する。

P = nRT/V

P：浸透圧（atm）
V：溶液の体積（L）
n：溶質のモル数（mol）

　　　 R：気体定数（atm　L K-1 mol-1）
　　　 T：絶対温度で計測した温度（K）


