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抄 録 (ABSTRACT)

A.ENOKI:IsomerizationandAutoxidationof

Resin Acids) Wood Research,No･59/60,49

(1976).

榎 葦郎 :樹脂酸の異性化と自動酸化

レポピマール酸 (Ⅰ),バラス トリン髄 (Il),ネオア

ビチエン酸 (111),アビェテン酸 (IV)は,暗所で N2

下でも,クロロホルム中 に保つと異性化を行い,辛

衡状態に達する(92% lV,5% H,3% HⅠ)｡しかし

これらの樹脂酸は酸素が存在 しない 条件の下で α-

ピネンまたはオクチルアルコール中に保って も異性

化は行なわない｡アビェテン髄は空気の下でクロロ

ホルム中に保つと,デヒドロアビェテン酸とその他

の複雛な酸化物になる｡ 上記の樹脂酸 (I),(JI),

(lIl),(1V)は暗所でも酸素が存在すると α-ピネン

中で酸化される｡そして Hom0annulardiel-eS(1),

(ll)は酸化物としてデヒドロアビェテン髄を生じる

が,Heteroannulardienes(Ill),(JV)は酸素付加

物のみを生成して,デヒドロアビェテン懐は生じな

いO 樹脂酸 (1),(lT),(IH),(lV)はオクチルアル

コール中では酸素が存在して も暗所に保つと酸化さ

れないo

E.MAEKAWA: Studieson Hemicellulose of

Ba-boo,WoodResearch,No･59/60,153(1976).

前川英一 :竹材のヘミセルロースに関する研究

著者が竹材のヘ ミセルロースの単離精製 ･その構

造についてこれまでに研究してきた結果がかんたん

に総説としてまとめられた｡

H.SASAKT,H.KANEDAandT.MAKU:Dry-heat

Degradation of Plywood-type Joint, Wood

ResearchNo.59/60,58(1976).

佐々木 光,金田 弘,満久崇麿 :合板の接着の乾

熱劣化

各種の接着剤を用いた合板の接着層に垂直な引張

強度の低下過程を 50cc～150℃ の範囲で 300日に

わたって測定した｡結果はコンピューターによって

処理され,データのばらつきを考慮した強度半減期

が求められ,これと反応速度論的考察から乾熱状態

における合板の設計寿命が提案された｡

(木質材料部門)

金田 弘,満久崇麿 :木質材料の耐候性に関する研

究 (第5報) 外力下における合板の接着耐候性 ･

耐久性について (1),木材誌,22,173(1976).

各種接着剤をもちいた合板の外力下における促進

劣化試験を行ない,その接着耐候性,耐久性を検討

した｡外力としては,曲げおよび引張による方法を

採用 して,一定接着面積に対して曲げの場合はたわ

みを与え,引張の 場合は分銅による静荷重を与え

た｡促進劣化試験は,ウェザーメーターと乾湿 くり

返しによった｡接着耐候性,耐久性の低下を引張せ

ん断接着力と木破率により検討した｡

(木質材料部門)

増田 稔,満久崇麿 :弾性定数分布および初期たわ

みを考慮した合板の座屈解析 (第4報),圧縮外力

下における座屈後の挙動と破壊, 木材誌,22,269

(1976)･

初期たわみを考慮した,合板の有限変形解析によ

り,座屈挙動に伴 う=曲げのモーメントおよび膜応

力分布"の変化を求め,頁の座屈挙動および座屈後

の破壊形態を推諭した｡本報では圧縮力下における

座屈挙動.特に表層繊維がェッジに対し450に傾い

た場合と 90 0(通常の用い方) の場合とを比較し

た｡4辺単純支持においては 450 の方が 900よりも

はるかに大 きな外力において座屈挙動に入るが,敬

壊値は同程度である｡また,4辺固定の場合には,

座屈値 ･破壊値共, 450の方がやや低い値となるこ

とを明らかにした｡ (木質材料部門)

増田 稔,満久崇麿 :弾性定数分布および初期たわ

みを考慮した合板の座屈解析(第5報),せん断外力

下における座屈後の挙動と破壊, 木材誌,22,278

(197町

前報に引続 き,合板の有限変形解析,特に,せん
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断外力下の座屈挙動の解析を行なった｡また,既往

の実験結果との比較を行ない,両者のよい一致を得,

この解析法の妥当性を確認した｡

座屈挙動を伴って破壊に至る場合は,表層繊維が

エッジに対して Ooや 900傾いた場合には面内せん

断によって破壊し, -450(傾せん断)の場合は表

層繊維に平行方向の曲げ,450(逆せん断)では虐

角方向の曲げもしくは平行方向の引張によって破壊

し,450もしくは -450に傾けた方が通常の用い方

(Ooや 900)よりも座屈しにくく,かつ終局耐力も大

きい.また,座屈を伴う場合には,座屈を伴わない

場合に比較して破壊値がかなり小さくなる｡しかし

ながら,座屈を伴う場合の破壊値は座屈値より大き

く (例えば,スパンと厚さの比が 900の場合 1･5-2

檀),4辺が支持されている場合には,座屈後 もか

なりの耐力が存在することを示している｡

(木質材料部門)

堤.KoMATSU,H.SASAKIandT.MAKU: Strain

Energy Release Rate ofDoubleCantilever

Beam Specimen with Finite Thickness of

AdlleSiveLayer,WoodResearch,No･59/60,80

(1976).

小松幸平,佐々木 光,満久崇麿 :有限厚さの接着

層を有する二重片持ちはり試験片のひずみエネルギ

解放率

有限厚さの接着層を有する二重片持ちはり試験片

のひずみ ェネルギ解放率 GIを,接着層の弾性定

数,厚さ,および被着体の弾性定数や寸法を含んだ

形に誘導した｡誘導された式の適応性が良好である

ことを,既往の解析例および実験によって明らかに

した｡フレキシビライザ60%を含むェポキシ樹脂接

着剤とブナ気乾材について行った実験から,厚い接

着層を有する場合, GIC≒2kg･cm/cm2 という非常

に高い破壊靭性値が得られた｡ (木質材料部門)

K.KoMATSU,H.SASAKIand T.MAKU:Appli-

cation ofFracture Mechanics to Strengtll

AnalysisorGluedLapJoints,WoodResearch,

No.61,ll(1976).

小松幸平,佐々木 光,満久崇麿 :添板接着継手の

強度解析への破壊力学の応用

録

二重添板をもつ接着継手が軸引張力を受ける場合

の破壊条件を G*-Gc*と仮定し,J積分と近似的

な継手の応力分布からG*を関数化し,継手の耐力

算定式を導いた｡母材,添板ともベイヒ気乾材を用

い,エポキシ樹脂を接着剤とした試験体の耐力試験

から,G｡*をモードⅡにおける破壊靭性 GIICの約

1/2とすると, この種の継手の耐力をよく表現でき

ることが明らかとなった｡ (木質材料部門)

K.KoMATSU,H.SASAKIandT.MAKU:Estima-

ting Fracture Toughness from Nonlinear

Load-DeflectionRelation,WoodResearch,No.

61,25(1976).

小松幸平,佐々木 光,満久崇麿 :非線形荷重一変

位関係における破壊靭性の算定

二重片持ちはりの接着層を3要素モデルで仮定し,

その荷重変位関係を数値解析によってまとめ, GIC

算定式を誘導した｡フレキシビリティの異なるエポ

キシ樹脂接着剤とアカマツ気乾材について行った実

験から,3要素モデルの緩和時間と試験片の破壊ま

での時間が大体同じオ-ダ (102-103秒)である場

令,接着層をとくに粘弾性モデルで仮定する必要の

ないこと,また,GICの算定には個々の実験で得ら

れる荷重 ･変位の諸関係を用いるべきであることな

どが明らかとなった｡ (木質材料部門)

佐々木 光 :木材接着に関する最近の問題,品質智

軌 No.4,24(1976).

エポキシ樹脂を用いた木材接着の強さを木口接着,

スカーフ接着,側面接着に分けて論じ,接着におけ

る接着層のフレキシビリティーの重要性を述べた｡

また集成材接着における品質管理上重要なラミナの

グレーディングについて,最近の進歩を紹介した｡

(木質材料部門)

A.SATO,T.KITAMURAandT.HIGUCHI:Studies

onWoodPhenolics(PartV) ChemicalPro-

perties andNMR Analysis orMilled Wood

Lignins,WoodResearchNo.59/60,93(1976).

佐藤 怪,北村晃子,樋口隆昌 :木材フェノール成

分に関する研究 (第5報),MWL の化学的性質と

NMR解析

MWLの トリメチルシリルエーテル誘導体を調製
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し,四塩化炭素に溶解後,NMR を用いてそのプロ

トンシグナルを解析した｡水酸基に由来するTMSi

プロトンの大 きな ピークが 高磁場寵域に現われ,

NMRで一般に解析困難な水酸基を定量することが

できた｡ 三種類の MWL の分子量分布などの化学

的性質について も検討 した｡メタセコイア,ブナ,

タケの MWL の分子量 (Mn)はそれぞれ,2610

2700,と1740であった｡ (リグニン化学部門)

Y.NAKAMURA and T.HIGUCHI:A New Syn-

thesis ofConiferylAldehyde and Alcohol,

WoodResearch..No.59/60,101(1976).

中村書紀,樋口隆昌 :コニフェリルアルデヒドおよ

びコニフェリルアルコールの新合成法

リグニン化学において最 も重要な化合物であるコ

ニフェリルアルデヒドとコニフェリルアルコールの,

簡便な合成法を開発した｡メトキシメチルイソオイ

ゲノールを 2,3-ジクロルー5,6-ジシアノ-1,4-ベン

ゾキノン (DDq)で酸化 しメトキシメチルコニフェ

リルアルデヒドを得,さらにこれを酢徴で処理する

ことで,目的とするアルデヒドを合成した｡コニフ

ェリルアルコールは,相当するアルデヒドを水素化

ホウ素ナ トリウムで還元 して合成した｡

(リグニン化学部門)

Y.NAKAMtJRAandT.HIGUCHI:EsterLinkage

orかcou-aricAcidinBa-booLignin,Holz-

forschung,30,187(1976)･

中村書紀,樋口隆昌 :タケリグニン中の p-クマ-

ル酸のエステル結合

モデル化合物 として ベラトリルカークマレー トと,

3-(3,4-ジメトキシフェニル)プロピル p-クマレ-

トを合成 し, タケリグニン中の カークマール酸のエ

ステル結合の様式を調べた｡前者はアシドリンスに

より容易に加水分解されたが,後者は比較的安定で

あった｡ タケ MWL を同じくアシドリンスしたと

ころ, エステル構造 をなす p-クマール儀の大部分

は,加水分解されなかった｡ PLLの ことからp-ク

マール酸の約 80%は, リグニン側鎖の γ一水酸基一一一

特に側鎖の α,βが飽和したもの-- に結合してい

ることがわかった｡同様な結果が,ポプラリグニン

中の カーヒドロキシ安息香酸のエステルについて も

えられた｡ (リグニン化学部門)

T.HIGUCHⅠ: Bioche-icalAspectsofLigni丘-

cation and Heartwood Formation. Wood

Research,No.59ノ60,180(1976).

樋口隆昌 :リグニンおよび心材形成の生化学的研究

裸子および被子植物 リグニン形成の代謝上の差異

杏,両種の リグニン前駆物質である桂皮酸類のメチ

ル化と還元に関与する酵素の機能的な違いで説明し

た｡シナピルアルコールの脱水素重合物 (DHP)の

性質についておよび広葉樹材にシリンギル リグニン

が存在する可能性について検討した｡クークマリルア

ルコールの DHPもイネ科植物 リグニンの形成と関

連して考察した｡心材形成を移行材の放射柔細胞の

代謝変動によって説明した｡心材抽出物の生合成場

所を明らかにした｡ (リグニン化学部門)

畠田幹夫 :シアン配糖体の生合成酵素の立体特異性

をめぐって,化学 と生物,14,686(1976).

シアン配糖体の生合成,複合酵素系の問題点,酵

素反応の立体特異性,ロトス トラリンとデュリンの

立体化学について紹介した｡天然物として兄いださ

れる立体配置の異なったシアン配糖体の生合成は,

水酸化酵素 (-原子添加酵素)およびグルコ-ス転

移酵素によって制御されることを示した｡特に興味

あることは,リグニン形成に関与するパオキシダー

ゼには,プロキラルなプロトンを識別する機能は持

たないが, ミクロソーム水髄化酵素は一方だけのプ

ロトンを特異的に除去する機能を持つことを示し

た｡このことは,リグニンは不斉炭素原子があるに

も拘らず光学活性ではない事実およびシアン配糖体

のアグリコンは光学活性である事実と良 く相関して

いる｡ (リグニン化学部門)

島田幹夫,樋口隆昌 :リグニン生合成における 0--

メチル トランスフェラーゼ, 蛋白質,核酸,酵素

(植物酵素 ･蛋白質研究法)76:2410(1976)･

0-メチ)i/トランスフェラーゼ (OMT)はリグニ

ン生合成で,メチル化反応を触媒し,リグニンの重

要な官能基であるメトキシル基を生成する｡ OMT

の基質特異性が,被子植物と裸子植物 とでは異なる

ことが明らかとなった｡OMTの活性測定法ならび

に精製法,基質特異性,代謝制御的な役割,植物材
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料の選択と問鼠点等について記載した｡

(リグニン化学部門)

M.TANAHASIiI,H.TAKEUCHIand T.HIGUCHI:

Dehydrogenative Poly-erization of 3)5-

DisubstitutedA-〔ou-arylAIcohols. Wood

Research,No.61,44(1976).

棚橋光彦,武内英夫,樋口隆昌 :3.5-二置換 p-ク

マールアルコール類の脱水素重合

3,5一二置換の p-クマールアルコ-ル類 (3-メト

キシー5-ヨウド,3,5-ジヨ-ド,3-メトキシー5-ニト

ロ,3,5-ジニトロ,3,5-ジメトキシ,および 3,5-

ジメチルクークマールアルコール) を合成し, ジオ

キサン (非極性溶媒)とアセ トン水 (極性溶媒)中

で塩化第二鉄を用いて脱水素反応を行ない二量体を

生成させた｡β-エ-テル類の収率は,シナピルアル

コールからは,85%,3,5-ジヨゥドクマ-ルアルコ

ールからは86%であった (ジオキサン中の場合)が,

後者の溶媒系では前者のェーテル類収率は27%,級

者は80%であった｡この結果から,ラジカルカブリ

ングで最 も重要な因子は,置換基による電子的効果

であり立体障害ではないことが示唆された｡

(リグニン化学部門)

K.SUMIYAandT.YAMADA:EffectofIndole-3l

aceticAcid on Tensile Creep ofJay_anese

BlackPineHypocotyl,WoodResearch,No.59/

60,1(1976).

角谷和男,山田 正 :クロマツ歴軸の引張クリープ

におよぽすイン ドール酷酸の影響

木質化する植物細胞壁の伸展性におよぼすインド

ール酪酸 (IAA)の影響を確めるために,発芽後2-

4日の急伸長生期にある クロマツ稚苗に処理を行な

った後,腔軸の引張クリープ挙動を観察した｡IAA

処理 (濃度 10ppm)によって,約50分後に現われ

るクリープコンプライアンスの上昇はおさえられ,

この時間帯に現われる変形が変形し難い ものに変化

したことが確認 された｡またこの濃度の IAA 処理

によって,小荷重下での遅延弾性が増加し,流動が

阻害されることも示された｡さらに生 きている腔軸

の伸長は以前に加えられた荷重に影響されることが

判明した｡ (木材物理部門)

M･NoRIMOTO:DielectricPropertiesofWood)

WoodResearch,No.59/′60,106(1976).

則元 京 :木材の誘電特性

木材の誘電緩和の機構を,木材の主要構成成分 と

それらの誘導体ならびに関連物質の誘電吸収の測定

を通じて解明した｡また,木材の誘電率をミクロか

らマクロなレベルに至る木材の構造を考慮したモデ

ルに基づ き理論的に算出し,木材の誘電率に関する

複合法則を求めた｡ (木材物理部門)

T.NoMURAandT.YAMADA:SmallAngleX-ray

ScatteringofWoodyPlants･WoodResearch,

No.59/60,7(1976).

野村隆哉,山田 正 :木化植物のⅩ線小角散乱

木材で比重の異なる樹種の代表的な ものおよび生

長過程にある竹を用い,それらのX線小角散乱から

どのような情報が得られるかを追求した｡得 られた

結果は全て単調減少曲線でありギニ工の近似的な解

析法およびそれの応用であるファンク-へンの解析

法によってこれらの 曲線を解析した結果,最小 10

A,最大約 150A 程度の粒度の ミクロボイドが存在

することが明らかになった｡また生長途上にある竹

の組織では成熟するにつれて 10A程度の粒度のも

のが占める割合が多 くなることがわかった｡

(木材物理部門)

M･TAKAHASHZ:Re-ovalofLigninfrom Par-

tiallyDelignifiedSoftwoodsbySoftRot-and

WhiteRotFung㍉ WoodResearch,No.61,1

(1976).

高橋旨象 :軟腐朽菌および白色腐朽菌による部分的

脱リグニン処理針葉樹材からのリグニンの除去

亜塩素酸塩法により種々の時間脱 リグニン処理し

たアカマツ,スギ,ブナ材を軟腐朽菌 (CG)(Chae-

tomiumglobo∫um KUNZE)および白色腐朽菌 (CV)

(Coriolu∫uer∫icolorqU丘L)に8週間 28oC 下で作用

させた｡腐朽材中の残存 リグニン(Klascnリグニン

および酸可溶 リグニン)の定量を行ない,両菌によ

るリグニン除去の様相を,同処理による腐朽促進と

の関連から考察した｡腐朽促進効果が急激に現われ,

比較的早 く最高レベルに達するが,以後は平衡状態

を維持する場合 (アカマツ～CG およびスギ～CV)
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は,リグニンもすみやかに除去きれ,とくに軽度の

脱 リグニン材ではリグニンと炭水化物がほ 等ゞしい

比率で除去きれた｡腐朽促進効果の出現がや 遅ゝれ

るが長 く持続する場合 (ァカマツ～CV およびスギ

～CG)は, リグニンの除去は全般に緩慢で,とく

にアカマツ～CV ではリグニンは炭水化物よりはる

かに低い比率でしか除去されない｡しかしスギでは

脱 リグニンの進行にともなってリグニン除去率が増

大した後次第に減少するとい うことになった様相を

示した｡両菌にもともと侵され易いブナ材では脱 リ

グニンによる腐朽促進はあまり放著ではないo CG

ではリグニン除去率は終始 CV より低かったが,

CV の場合無処理材ではリグニンと炭水化物がほゞ

等しい比率で除去されているが,軽度の脱 リグニン

処理でリグニンの除去率が著しく低下した｡これら

の結果をもとに,腐朽菌の木材侵害に際してのリグ

ニンの存在の意義について考察した｡

(木材生物部門)

T.ITOH: MicroscoplC and Sub-icroscoplC

ObservationoftheEffectsofCoumarinand

Colchicineduring Elongation ofPineSeed-

lings,Plant& CellPhysio1.,17,367(1976).

伊東隆夫 :伸長生長中のマツ苗条におよぽすクマリ

ンとコルヒチンの影響に関する顕微鏡的ならびに超

顕微鏡的観察

クマリンは 10-3M～7×10~3M コルヒチンは6×

10~3M-10~2M の濃度で健全な クロマツ箇条を半

径方向に著しく膨化させた｡クマリン処理によって

膨化した箇条の特徴として一次師部細胞群の圧潰が

認みられかつ大小種々の小胞が柔細胞原形質膜に付

着し,細胞質側に突出していた｡後者の事実と細胞

壁の自己分解との関係について論じてある｡

コルヒチンは異常なラセン肥厚を誘起し,長時間

(10日以上)処理すると壁物質の堆積がい くぶん乱

れるものの,ラセン肥厚の分化パターンは不完全に

しか乱きれなかった｡ (木材生物部門)

T.ITOH:MicrofibrillarOrientationofRadially

EnlargedCellsofCou-arin-andColchicine-

treatedPineSeedlings,Plant& CellPhysiol1.

17,385,(1976)･

伊東隆夫 :クマリンおよびコルヒチン処理したマツ

苗集の半径方向に拡大した細胞のミクロフィブリル

配向

クマリンあるいはコルヒチンによって膨化した皮

層柔細胞の壁構造を電顕レプリカ法と超薄切片法に

よって調べた｡

細胞主軸に対して,平行,斜め,直角の主として

3っの ミクロフィブリル配向が クマリンおよびコル

ヒチン処理した細胞の壁の最内面において観察され,

これは無処理の細胞の壁でも同じであった｡

コルヒチン処理した細胞では微小管は兄い出され

なかったが,無処理およびクマリン処理した細胞で

は長さ方向および横巻方向に配列した微小管がまば

らではあるが認められた｡

これらの観察結果と細胞の形および ミクロフィブ

リル配向の変化との関係について論じてある｡

(木材生物部門)

T.lTOIiandK.SHIMAJI:OrientationofMicro-

fibrilsandM icrotubulesinCorticalParen-

chy-a Cells of Poplar during Elongation

Growth,Bot･Mag.Tokyo,89,291(1976)･

伊東隆夫,島地 謙 :伸長生長中のポプラ皮層柔細

胞におけるミクロフィブリルと微小管の配向

活発に伸長生長 しているポプラ (Populu∫nigra

L･var･iialicaKoeJme)皮層柔細胞の細胞壁はおお

まかには交差多層構造であった｡しかし,フリーズ

エッチング法などによるレプリカ像の観察から正確

な ミクロフィブリルの配向を求めると,細胞壁最内

面および細胞壁中を問わず主として横巻 き,細胞主

軸に平行,斜めの3つのタイプが観察された｡さら

に微小管の配向はこれら3っのタイプの ミクロフィ

ブリルの配向とまったく一致して観察された｡

これらの観察結果から, ミクロフィブリルの配向

は細胞壁の堆積の時点で決定され,その後,壁の伸

展によって ミクロフィブリルの再配列はないであろ

うと推察された｡ (木材生物部門)

西本孝一:"木材防虫剤の現状と展望",防菌防徴,

4,5,23(1976).

木材の防虫薬剤の変遷と殺虫効力などについて解

説し,あわせて将来期待されるであろう低毒性の殺
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虫剤についても論述している｡ (木材生物部門) 章木材を生産する植物,第3章樹木の生長,第4章

島地 謙 :木材の組織 (共著),森比出版 (1976).

木材組織全般を14章に分けて解説した中で,第 1

形成層,第10章あて材,第12章樹皮の組織,第13章

単子葉樹材の組織などについて概説した｡

(木材生物部門)
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