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抄 録 (ABSTRACT)

角谷和男,山田 正 :木材の生長応力に関する一解

析,材料,24,828(1975).

木材の生長応力は伸長,木化をすでに完了した樹

幹の外周で,形成層帯から新生した細胞が内部の既

存の細胞に拘束されながら,伸長,木化することよ

り発生すると考え,形成層帯近傍に存在する応力と

しては浸透圧と細胞の木化に起因するものを考え

る｡さらに木材は未成熟材の弾性係数は髄より年代

に比例して増加するなど物性的にある規則性をもっ

た不均質物体であることを考慮し,有限要素法を用

いて計算した｡各要素での変位は樹皮の拘束の程度

によっていちじるしく影響され,また計算値と実測

値の比較より,材部にすでに存在する応力分布すな

わち応力の累積を考えねばならないことが明らかと

なった｡ (木材物理部門)

田中利秋,則元京,山田 正 :木材の構造と誘電特

悼 (第1報),木材誌,21,129(1975).

気乾および全乾ホオノキ,気乾台湾ヒノキおよび

気乾ベイヒの誘電特性と木理角の関係を温度一50oC

～室温,周波数 300Hz-1MHzおよび 9.4GHzの

範囲で調べ,次の結果を得た｡誘電率および損率

は,木理角の増大とともに低下し,任意の木理角の

方向の誘電率は,温度,周波数に関係なく(6)式で与

えられ,誘電率の平方根の軌跡は楕円となった｡ま

た,楕円の長軸と短軸の比は,温度の上昇あるいは

周波数の低下とともに大きくなった｡一方,Cole-

Coleの円弧側から求めた緩和時間の分布は,木理

角によってほとんど変化がなく,配向分極に基づく

仝分散の大きさは,木理角の増大とともに小さくな

った｡ (木材物理部門)

則元 京,山田 正 :γ線照射セルロースの誘電特

悼,木材誌,21,155(1975).

γ線照射セルロースの誘電特性を研究した｡ 1×

107radまで,誘電特性に顕著な変化はなかった｡

3×107radでメチロール基の配向に基づく分散の大

きさはわずかに増大したが,結晶化度には変化がな

かった｡3×107rad以上になると結晶化度は減少を

始め,1×108radで分散の大きさは最大となった｡

1×108radを越えると分散の大きさと結晶化度は急

激に減少し,緩和時間の分布は広くなった｡また,

照射によって室温で低周波に新しい吸収が現われた

が,それをカルボニル基に吸着した水分子の配向に

よるものと推察した｡ (木材物理部門)

則元 京,田中利秋,山田 正 :木材の構造と誘電

特性 (第2報),木材誌,21,341(1975).

木材細胞壁の微細構造,構成成分割合ならびに細

胞の配列等を考慮して,細胞壁および木材の誘電率

を理論的に計算した｡ 細胞壁の誘電率は 1MHz,

20oCにおいて繊維方向で5.05,織経に直角方向で

4.42(caseI) あ るいは4.53(caseII)であっ

た｡木材の誘電率は,比重とともに繊維方向では直

線的に,繊維に直角方向では曲線的に増加した｡繊

維に直角方向の誘電率の異方性は,隣接細胞間のず

れ量によって定量的に表現された｡計算結果は,実

測結果と比較的よく一致した｡ (木材物理部門)

田中利秋,則元 京,山田 正 :木材の誘電率異方

悼,材料,24,867(1975).

木材細胞壁の微細構造,化学成分の割合と分布を

考慮して,早材,晩材仮道管および放射組織の誘電

率を計算した｡さらに,木材の巨視的構造,とくに

,細胞の形態,壁率,配列様式および晩材率,放射

組織率を考慮し,木材を早材,晩材および放射組織

よりなる複合体とみなして木材の3主軸方向の全乾

状態における誘電率を求め,その横方向における異

方性を考察した｡ (木材物理部門)

則元 京,山田 正 :γ線照射木材の誘電特性,木

材誌,21,645(1975).

γ線照射による木材の分子構造の変化を誘電特

性,Ⅹ線回折,赤外線吸収および水分吸着量の測定

結果から考察した｡ 約3×106radまで, 顕著な構

造変化は認められなかった｡ 約3×106-107radの

領始では水分吸収量は減少したが,誘電吸収にはほ
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とんど変化がなかった｡ 約107ん108radの領域で

は,主として分子鎖切断ならびにカルボニル基とカ

ルボキシル基の生成に伴う微細構造変化によって水

分吸着量はさらに減少し,一方,配向可能なメチp

-ル基が非晶域 (水分吸着には寄与していた領域)

および結晶域内の一部 (格子欠陥部)で増加すると

思われた｡約108rad以上では著しい結晶の崩壊に

ょって吸着量が増大し,酸化 ･分解によって配向可

能なメチp-ル基が急激に減少すると考えられた｡

また,照射により新たに現われた低周波誘電吸収の

機構についても考察した｡ (木材物理都電)

大釜敏正,山田 正 :多孔体としての木材の緩和弾

性率,材料,24,873(1975).

木材の横方向の緩和弾性率にみられる異方性の原

因として,横断面における細胞配列およびその分布

に着目し,これらについて多孔積層体の概念をもと

に検討した｡まず,細胞配列の粘弾性への寄与を示

す形状指数を等質等方性材料を基材とする円孔モデ

ルの応力緩和実験により求めた｡ついで実測値のき

わめて少ない放射組織の弾性率が理論的に算出され

た｡以上の結果を用いて,細胞の分布が構成する木

材の巨視的な積層構造の寄与を針 ･広葉樹を含め

て,単純な混合則を適用することにより検討した結

莱,次のような結論を得た｡(1) 木材の横方向の緩

和弾性率にみられる異方性は細胞空孔の配列が支配

的で,それに巨視的な積層構造を考慮すれば,この

ような関係は単純化したモデルで,針 ･広葉樹を含

めて定量的に表現できる｡(2) 木材の緩和機構に多

孔構造 および巨視的な積層構造の影響はみられな

い｡ (木材物理部門)

西本孝一 :シロ7リの摂食行動,化学と生物,13,

215(1975).

シロアリは木材を生活の糧として,分解して栄養

にしている｡木材が有機窒素に乏しく栄養のバラン

スがとり難いので,シロアリは特殊な物質交代適応

を行なっている｡シロアリの木材消化に関する生理

学について詳述し,セルロース消化に密接な関係の

ある共生原生動物の作用,セルp-スの分解過程な

ど,その栄養源の特異性を種々の事実から解説し

た｡ (木材生物部門)

西本孝一 :シロアリの道しるべ物質,化学,30,9

(1975).

木材構成成分を栄養源とする唯一の昆虫シpアリ

は,その摂食にあたり道しるべ物質を分泌し統一あ

る行動をするOまた微生物による木材構成成分の酵

素分解では,その分解物中に道しるべ物質と同類の

化合物が含まれており,この分解物に対しシロアリ

が道しるべ物質に対すると同様な反応を示す｡この

ような木材を介して昆虫と微生物とがおりなす一つ

の自然の模様を,現在までに得られた知見をもとに

解説している｡ (木材生物部門)

高橋旨象 :木材の軟腐朽について,防菌防御,3,9

(1975).

木材組織内の菌糸の行動と,針葉樹材と広葉樹材

の抵抗性の相違を中心に,木材の軟腐朽に関する研

究の現況を紹介した｡また,その生理生態的特性か

ら,軟腐朽菌は木材腐朽担子菌の生育困難な特殊な

環境でのみ木材劣化の主役となり,通常は担子菌登

場のための先駆的役割を果すにすぎないが,同菌の

存在が以後の担子菌の侵入に及ぼす影響が大きいこ

とを強調したO (木材生物部門)

西本孝-,高橋旨象 :木材の劣化と微生物一軟腐朽,

木材工業,30,500(1975).

軟腐朽菌による木材劣化の特徴を,木材組織内の

菌糸の行動,針葉樹材と広葉樹材の抵抗性の相違,

木材の強度ならびに化学的性質の変化などを中心に

説明するとともに,劣化機構解明のために今後追求

しなければならない二,三の問題点を指摘した｡

(木材生物部門)

M.TAKAHASHIandK.NISHIMOTO:ActionofSoft

Rot-andWhiteRotFungionPartiallyDelig-

nifiedSoftwoodS,WoodResearch,No,59,19(1976).

高橋旨象,西本孝一 :脱リグニン処理針葉樹材に対

する軟腐朽菌および白色腐朽菌の作用
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44種の針葉樹材を亜塩素酸塩法により40oCで6時

間脱 1)グニソ処理した後,軟腐朽菌 (Chaeiomium

globosum,ケトミウム･グロボサム)に8週間28oC

下で作用させた｡処理による重量減少率には樹種に

よりかなり相違があり,1.6% (ヒノキ)から21.9

% (グイマツ)に及んだ｡腐朽による重量減少率は

最小6.2% (ヒノキ),最大 58.2% (アカニゾマツ)

で,一般に脱 リグニンによる重量減少の大きいもの

はどよく腐朽した｡ アカマツ, スギ, ブナを種々

の時間脱 リグニン処理し,軟腐朽菌と白色腐朽菌

(Coriolusversicolor, カワラタケ)に作用させた

ところ,いずれの場合にも腐朽促進がみとめられた

が,その様相は樹種と菌種によりことなっていた｡

アカマツではケトミウムの場合,脱 リグニソ度43%

で腐朽促進が最大に達したが,カワラタケの場合は

それ以後も促進がみとめられた｡スギではケトミウ

ムの場合,脱 リグニン度50%まで腐朽促進が統いた

が,カワラタケにおいては12%で促進が最大に達し

た｡耐朽性の低いブナでは腐朽促進はあまり顕著で

はなかった｡無処理材に対する両菌の腐朽力から比

較すると,いずれの樹種においても脱 リグニン処理

による腐朽促進は,ケトミウムの方が著しかった｡

(木材生物部門)

T.ITOH:ApplicationofFreezeEtchirLgTechi-

queforInvestigatingCellWallorganization

ofParenchymaCellsinHigllerP)ants,Wood

Research,58,20(1975).

伊東隆夫 :高等植物の柔細胞の壁層構成を調べるた

めのフリーズエッチング法の応用

皮層柔細胞の壁層構成を調べるのにフリーズェッ

チソグ法を応用した｡この技法ではいかなるラメラ

でもきわめて配向性のよい ミクロフィブリルが見ら

れかつ細胞質,原形質膜,細胞壁間の立体的な関係

を調べるのに適している｡この技法ではまた複雑に

ラメラが重なり合った壁において,各ラメラ固有の

ミクロフィブリルの配向が明らかにできる｡したが

って,フリーズエッチング法はこれまでのレプリカ

法に比べて壁層構成の自然に近い状態を研究するた

めにより信頼のおける方法であろうと思われる｡

(木材生物部門)

T.ITOH:FineStructureoftllePlasmalemma

SurfaceofPoplarParenchymaCellsObserved

bytheFreezeEtchingTecltnique,Bot.Mag.

Tokyo,88,131(1975).

伊東隆夫 :フリーズエッチング法で観察したポプラ

柔細胞の原形質膜表層の微細構造

フリーズエッチング法で見たポプラ柔細胞の原形

質膜表層には 11nm径の額粒, 一次壁孔域, ロマ

ゾ-ム様構造そしてフィブリル状構造が見られる｡

就中,最も著しい特徴はフィブリル状構造の存在

であり,これは原形質膜面に微小管の形が刻印され

た結果だと考えられる｡原形質膜より内側の細胞質

の微小管が見えているとするこれまでの観察は疑わ

しい｡

フィブリル状構造は普通主細胞軸とは直角方向に

走行するが主軸方向に走行するものも見られ,この

事実がセルロースミクロフィブリルの配向との関連

において議論してある｡ (木材生物部門)

T.ITOH:CellWallOrganization ofCortical

ParenchymaofAngiospermsObservedbythe

FreezeEtchingTechrLique,Bot.Mag.Tokyo,

88,145(1975).

伊東隆夫 :フリーズエッチング法によって観察した

被子植物皮層柔細胞の壁層構成

Populusnigra var. tialicaKoehne, Morus

bombycisKoidz. and Phaseolusvulgarisvar.

humilisAlef.の三種の被子植物の皮層柔細胞の壁

層構成を71)-ズエッチング法で調べた｡

これら柔細胞壁は交差多層構造を有した｡最も隣

接する二枚のラメラのミクロフィブリルの交差角に

は種種のものが見られた｡

この事実に基づいて,この報文では柔細胞壁の伸

展がマルティネット説で説明できるか否かが論じて

ある｡ (木材生物部門)

K.TsUNODAandK.NISHIMOTO:Studiesonthe

ShipwormsII- MonthlySettlementofShip-

worm Larvae,WoodResearchNo.59,33(1976).

角田邦夫,西本孝一 :フナクイムシの研究ⅠⅠ-フナ
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クイムシ幼生の月別定着数について

1974年 5月から1975年 4月にわたる1カ年間,宮

城県女川,三重県多徳島,石川県能登の3カ所で調

査を行ない,各試験地点における海虫の存在種,フ

ナクイムシ幼生の月別定着数に関する結果を得た｡

女川では,TeredonavalisLINNAEUSとLimnorid

lignorum (RATliKE),多徳 島では, T.ndValis,

Lyroduspedicellatus(QUATREFAGES) と L,.lig･

norum,能登では, T.navalis,I,.pedicellaius,

TeredofurciferaVONMARTENSと L.lignorum

の存在が確認された｡

フナクイムシ幼生の月別定着数は,アカマツ辺材

から作製した試験材 (5×20×2cm)を,水面下30-

100cm に3枚浸漬し, 1ケ月後に 回収することを

繰り返して調査した｡回収した試験材について,幼

生の木材表面孔数を立体顕微鏡下で計数した｡女川

では,9月と10月の2カ月間のみ,ごく少数の定着

が認められたにすぎなかった｡多徳島では,6月か

ら11月にわたって,幼生の定着が認められたが,定

着数は木材表面積 100cm 2当 り10個体以下であっ

た｡能登では,水温が約20oCに達する6月から幼生

の定着が始まり,以後 9カ月間認められた｡定着数

のピ-クは9月に記録されたo (木材生物部門)

H.MATSUOandK.NISHIMOTO:Responseofthe

Termite,CoptotermesformosanusSHIRAKltO

theExtractsfrom Fungus-infectedWoodand

Delignifiedfungus-infectedWood. WoodRe-

search,No.59,40(1976).

松尾治夫,西本孝一 :腐朽材抽出物および,脱リグ

ニン処理後の腐朽材抽出物に対するイエシロアリの

反応｡

アカマツ,ブナおよび,それらの脱 リグニン処理

木粉を soilblock法に準じて腐朽させ,各々のエー

テル抽出物のイエシロアリ (Coptotermesformosa-

nus)に対する ｢道しるべ｣活性を調べた. 白色腐

朽菌を用いた場合,4種の菌 (Coriolusversicolor,

Lenziiesbeiulina,PycnoporuscoccineusandGa-

nodermalucidum)はすべて,非常によく腐朽して

いたのにもかかわらず ｢道しるべ｣物質を生成する

ことはなかったところが,褐色腐朽菌の場合, 7種

の菌 (Tyromycespalustris,Daedaleadickinsii,

Lenziiestrabed,Gloeophyllum sael)iarium,Conio･

phoraPuteana,SerpulalacrymansandLentinus

lepideus)のうち,C.puteana以外はすべて, ｢道

しるべ｣物質を生成したo とくに, G_sael,iarium

と L,.lepideusでは,脱 リグニソ処理をすることに

よりはじめて ｢道しるべ=｣物質を生成する｡また,

S.lacrymansでは,脱 リグニン処理により ｢道し

るべ｣物質の生成が促進される傾向が認められた｡

(木材生物部門)

E.MAEKAWAandK.KITAO:IsolationandCha･

racterizationofHemicellulosefrom aGinkyo

NutShell,WoodResearch,58,33(1975).

前川英一,北尾弘一一郎 :ぎんなんの皮殻からのヘミ

セルロースの単離およびその特性づけ

ぎんなんの皮殻に存在する- ミセルロ-スの性質

をしらべるために予備的に実験を行なった｡脱脂し

た皮殻の粉末を亜塩素酸ソ-ダで脱 リグニン処理し

た後,24%KOHおよび5%ホウ酸をふくむ17,5%

NaOHで連続的に- ミセルロース区分を抽出した｡

- ミセルロース区分は水酸化バ リウムで分別沈でん

によって精製し,QAE-SephadexA-50(酢酸型)カ

ラムを通して,超遠心的に,電気泳動的に均一なガ

ラクトグルコマンナンをえた｡ぎんなんの皮殻の-

ミセルロースはキシラン区分を 9.8%,マンナン区

分を2.6%,その他の多糖類を0.8%の収率でえた｡

この結果,ぎんなんの皮殻の- ミセルp-スがマン

ナン区分よりもキシラン区分をはるかに多くふくむ

ことを指摘した｡

E.MAEKAWA:IsolatiomandFractionation of

Water-Soluble Polysaccharidesfrom Bamboo

Shoot,Agr.Biol.Chem.,39,2281(1975).

前川英一 :たけのこから水溶性多糖類の単離および

分別

たけのこの可食部を磨潰し,絞って脱脂処理した

調製粉末を DMSO(ジメチルス′レホキシド)で地出

して,抽出液からでんぷん質以外の水溶性多糖類区
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分を調製した｡大量のでんぷん質およびタン白質は

α-アミラーゼ とプロテア-ゼで酵素分解によって

除去後,水溶性多糖類区分 は エタノール分別沈で

ん,Sephadex-ゲル,DEAE-セルロースカラムを通

して分別精製し,主として水溶性のキシラン区分,

アラビノガラクタン,グルカンからなることを明ら

かにした｡

E.MAEKAWA:TheStructuresofWater-Soluble

PolysaccharidesIsolatedfrom Bamboo Shoot,

Agr.Biol.Chem.,39,2291(1975).

前川英一 :たけのこから単離した水溶性多糖類の構

追

先に報告した水溶性多糖類の構造をメチル化分析

およびスミス分解法によって研究した｡それらの生

成物は主としてガスクロマ トグラフィーによって確

認した｡その結果,水溶性 キシランは基本的には

β-(1-4)結合したキシロピラノース鎖にアラビノ

ース基が結合したアラビノキシランであるが,キシ

ランの構成単位としてのガラクトース基,グルクロ

ン酸基の結合に関する明確な知見はえられなかっ

た｡ アラビノガラクタンは (1-3)結合したガラ

クト-ス鎖のC-6位で分岐してアラビノース基が

側鎖としてついた構造であることを実験的に示した｡

A.ENOKIandK.KITAO:AutoxidationofResin

Acids.III.Photooxidation ofAbieticAcid,

MokuzaiGakkaishi,21,101(1975).

榎 章郎,北尾弘一郎 :樹脂酸の自動酸化(第3報)

アビエチン酸の光酸化

日光と大気のもとで,メチルアビ-テートの自動

酸化について検討した｡反応物から5つの 1ト-キ

サン可溶成分を分離し,それらをそれぞれ,メチル

7-オキソデヒドロアビ-チ-ト(I),メチル7α-

ヒドT]キシデヒドロアビ-チ-ト(Ⅱ), 7α-ヒドP

キシー8α,9α;13α,14α-ジエポキシド(Ⅲ), パ

ーオキシド(Ⅳ),メチル13α,14α-エポキシー△ 7(8)

-ジヒドロアビ-テI卜(V)と同定したOメチルパ

ルス トレ-ト,メチルレポピマレ-トの増態剤なし

での光酸化の結果から,生成物(I), (牡),(班)

はメチル 7α-ヒドロパーオキシ/ミルストレ-トを中

間体として形成されるものと類推した.-キサン可

溶生成物に加えて,-キサン不溶生成物が得られた

が,このものはかなり多くの酸素が付加した複雑な

混合物らしいのでくわしい検討は行わなかった｡

佐 木々 光,瀧野 真二郎,内田 良末,金田 弘,

増田 稔 :耐候試験のための木質耐力壁パネルの剛

性 ･耐力試験法

外装用木質耐力壁パネルの耐候性試験のための剛

性ならびにせん断耐力の試験法の提案と測定例なら

びに応力分布に関するものである｡提案された試験

法は枠付正方形パネル2枚を太鼓状に合せ対角線方

向に圧縮するタイプのもので,繰返し測定に対する

再現性がよく,簡便な点が耐候性試験に要求される

大量繰返し測定に適している｡ (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3報)外装用合板および構造用合板の屋外暴

露による強度低減ならびに接着性能低減について,

木材誌,21,596(1975).

外装 および構造用合板の屋外暴露試験を実施し

て,曲げ性能 (曲げヤング係数,曲げ破壊係数)と

接着性能 (引張せん断接着力,木破率)の3-4年

にわたる経時変化を,表面塗装の有無ならびに使用

接着剤の相違に関して比較した｡その結果,これら

の要田が曲げ性能と接着性能の一部に影響を与える

ことが認められた｡ (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4報)ASTM 板面垂直剥離法 の接着性能試

験への適用,木材誌21,604(1975).

外装および構造用合板の屋外暴露による接着性能

の低下に関して, ASTM-D-1037-60Tの板面垂直

剥離試験を行ない,この方法による剥離抵抗強さな

らびに剥離状態の観察を,従来の引張せん断接着力

ならびに木破率と比較した｡両方法の間にはかなり

類似性があり,また試験も簡単に迅速にできること

から,特に,多層合板の屋外暴露による最弱層の判

定に有効であると考えられる｡ (木質材料部門)
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座屈的挙動を明らかにした｡ (木質材料部門)

増田 稔,溝久崇麿 :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 1報),基礎式の

誘導および数値解析法,木材誌,21,123(1975).

どのような合板でも大なり小なり初期たわみや弾

性定数分布をもっている｡しかしながら従来の座屈

解析は, これらが微小 (無限小) であると仮定し

て, 固有値問題的に取扱われてきた｡ ここでは,

≠有限の不完全さを考慮に入れた,合板の大変形解

析''のための基礎式を誘導し,かつその解法として

非線形差分法による解析を試み,≠其の座屈的挙動〃

の究明を可能とした｡ (木質材料部門)

増田 稔,満久崇暦 :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2報),解の精度

および初期たわみや弱点郡の与える影響について,

木材誌,21,493(1975).

本報では最初に,前報で誘導した基礎式を非線形

差分法により解く場合の解の近似精度の検討と正解

の推定方法について述べ,次にその結果として--

初期たわみの増加にともない,合板が座屈的挙動を

示さなくなること,450合板が00,900合板よりた

わみにくいこと,弱点部の存在が座屈的挙動に大き

な影響を与えること等を定量的に明らかにした｡

(木質材料部門)

増田 稔,満久崇麿 :合板の座屈的挙動に与える非

対称積層,荷重条件および支持条件の影響,材料,

24,897(1975).

合板の座屈的挙動に影響を与える初期不整 として

ほ,初期たわみや弾性定数分布以外に,単板構成の

非対称性 (表と裏の単板の厚さが異るとか,繊維走

向にずれがある等)辛,偏心荷重がある｡ ここで

は,これらの初期不整の個々の影響およびいくつか

の初期不整が複合した場合の効果について,数値解

析により明らかにした｡また,圧縮荷重とせん断荷

重が同時に加わった場合や,せん断外力に分布があ

る場合, 周辺支持条件が各辺において異なる場合

辛,単純支持と固定の中間的な支持の場合について

も解析を行ない,初期不整を考慮した,合板の真の

小松幸平 :木材接着の破壊と破壊力学,接着,19,

315および352(1975).

破壊力学の立場から,木材接着の破壊について論

じた,始めに破壊靭性 G(二の由来,求め方等を 2,3

の例で説明し,次に予備的な試みではあるが,二重

ラップ継手の破壊を破壊力学のクリテリアに則って

解析し,実験結果との対応を論じた｡

(木質材料部門)

T.HIGUCHI,F.NAKATSUBO and Y.IKEDA:Enz-

ymicFormationofArylglycerolsfromp-Hyd-

roxyclnnamylAIco九ols,Holzforschung,28,189

(1974).

樋口隆昌, l~仲l''･文明,池田良久 :p-ヒドロキシシン

ナミルアルコ-ルからの酵素的アリルダリセロ-ル

の生成

p-ヒドロキシシンナミルアルコ-ル類の酵素的脱

水素生成物としてグワヤシル,シリンギル,♪-ヒド

ロキシフユニルグリセロールが単離同産された｡こ

れらのアリルグリセロールはスレオおよびエリスロ

体の混合物で,スレオ体がエリスロ体よりも1- 4

倍多かったO リグニン分子一二回こおけるアリルグリセ

ロールの側鎖の存在の可能性について論議 した｡

F,NAKATSUBOandT.HIGUCHI:EnzymicDehyd-

rogenationofp-CoumarylAlcohol.I.Structure

ofDimericCompounds,Holzforschung,29,64

(1975).

中坪文明,樋叫墜呂:p-クマリルアルコールの酵素

的脱水素反応 I.二量体の構造

か クマリルアルコール(1)がペルオキシダーゼ/H2

02によって脱水素され, 匹卜つの二量体,クークマリ

ルレジノ-ル(2), デヒドロジーや-クマリルアルコー

ル(3),p-ヒドロキシフユニルグリセFl-ルーβTP-ク

マリル--テル(4)と2-(4-ヒドロキシフェニル)T3-

ヒドロキシメチ/レ4-(α,4-ジヒ ドロキ シベ ンジ

ル)-テトラヒドロフラン〔モノエポキシリグナン(5)〕

が単離, 同定された｡ これらの二量体の γ-メチレ
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ソプロトンの NMRによる非等価性と帰属が論議さ

れ,その立体配置が決定された｡(4)の化合物は主と

してスレオ体として得 られた｡(2)および(5)のテ トラ

ヒドロフラン環 の Cβ,Cβ′プロトンはそれぞれシ

スおよび トランスであ り,酵素的脱水素反応におい

てラセモイ ドとメゾイ ド結合をとおしての生成機構

が論議された｡

F.NAKATSUBOandT.HIGUCHI:EnzymicDehy-

drogenationofp-CoumarylAlcohoI.II.Confi-

gurationofPhenylcoumaranes,Holzforschung,

29,95(1975).

中坪文明,樋口隆昌 :♪-クマ リルアルコールの酵素

的脱水素反応 Ⅰ.フユニルクマランの立体配置

デヒドロジコニ7- 1)ルアルコ-ル(2)が H2/Pd-

カーボンで還元され,還元生成物はジアブメタンで

メチル化された｡ メチル化合物は次いでベンゼンス

ルホニルクロライ ドでスルホン化され,生成物は リ

チウムアル ミニウム-イ ドライ ドで γ,γ′-メチル

誘導体(4b)に還元され, ジヒドロデヒドロジイソ

オイゲノールメチル--テル(4a)と同じ構造であ

ることが確かめられた｡両化合物のNMRスペクト

ルの比較によりデヒドロジコニフエ リルアルコール

の立体配置は トランスであることが確認された｡さ

らにデヒドロジ-p-クマリルアルコール (3)の γ,γ′

メチル誘導体 (4e)が (2)と同様の方法で合成され,

NMR スペクトルにより側鎖のプロトンの化学 シフ

トと結合定数が (4a)のそれとはば一致することを

確認した｡これ らの結果によりデヒドロジ-p-クマ

1)ルアルコール(3)の立体配置が トランスであること

が証明された｡

F.NAKATSUBO,K.SATOandT.HIGUCHI:Synt-

hesis of GuaiacyIgycer01-β一guaiacyl Ether,

Holzforschung,29,165(1975).

中坪文明,佐藤公彦,樋口隆昌 :グワヤシルグリセ

ロールーβ-グワヤシルエーテルの合成

グワヤシルグリセロール-β-グ ワヤルシルエーテ

ル(1)がバニリンから5段階の反応により高収率で合

成された｡ この合成法の キーステップはエチル-2-

メトキシフエノキシアセテ- ト(4)とベンジルバニリ

ン(5)の縮合反応で, リチウムジイソプロピルアミド

が塩基として使用され,β-ヒドロキシエステル(6)が

95%収率で油状物質として得 られた｡このものは二

つの立体異性体の混合物で,その中からエ リスロ体

のみが51%収率で結晶として得 られた｡残った油状

物質はそのカルバメー ト(7)に誘導され,70%収率で

結晶が得られた｡ 結晶状 β-ヒドロキシエステル(6)

とそのカルバメー ト(7)は リチウムアル ミニウム-イ

ドライ ド還元および Pd-Cにより最終生成物(1)に転

換された｡(1)のベンジルバニリン(5)からの収率は約

72%であった｡

F.NAKATSUBOandT.HIGUCHI:EnzymicDehy-

drogenationofp-CoumarylAlcohol.III.Anal-

ysISOfDilignolSbyGasChromatographyand

NMR Spectrometry,WoodResearch, No.58,

12(1975).

中坪文明,樋口隆昌 :♪-クマリルアルコールの酵素

的脱水素反応Ⅲ,二量体のガスクロマ トグラフィー

およびNMRスペク√トルによる分析

♪-クマ1)ルアルコールがペルオキシダーゼ/H202

によって脱水素され, 二量体として カークマリルレ

ジノール(I),デヒドロジークークマリルアルコール

(Ⅰ),♪-ヒドロキシフェニルグ1)セロール-β-p-ク

マリルエーテル(価),モノ-ポシリグナン(Ⅳ)およ

び5-5′-ジリグノール(Ⅴ)が ガスクロマ トグラフと

NMRスペクトルによって同定,定量された｡ 三つ

の主要な二量体(I,Ⅰ,班)の量的割合は31:49:20

で,(Ⅴ)は敬量(0.6%),1･2-ジアリルプロパン-1,

3-ジオール(Ⅵ)は検出されなかった｡C-β,C-β′に

おける ラセモイ ドおよび メゾイ ド結合の割合は約

9.4:1で,(Ⅲ)はエ リスロ,スレオ体の混合物(1:

4.7)として得 られ,その他はガスクロマ トグラフに

よって決定された｡これ らの結果からコニフエ リル

および クークマ リルアルコールは酵素的脱水素反応

に対 しほぼ同じ反応性を持つことが結論された｡

樋口隆昌 :リグニンの生合成一植物の進化と関連し

て-,化学と生物,13,206(1975).
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リグニンの生合成の最近の知見について,植物系

統発生の立場から,1.植物の進化とリグニン,2.

フェニルアラニン,桂皮酸の代謝,3.グワヤシル･

シリンギル リグニンの生成を 制御する 0-メチル ト

ランスフェラーゼ,4.か ヒドロキシ桂 皮酸の還元

酵素系,5. リグニンモノマー の脱水素重合とベル

オキシダ-ゼ, 6. リグニン形成と細胞器官との関

係の各項目にわたって詳述した｡

樋口隆昌 :木材細胞壁成分の生合成と細胞器官,材

料,24,798(1975).

木材細胞壁成分の生合成と細胞器官との関係を,

1.細胞壁多糖類の生合成,1.1.セルロース (高等

植物),1.2.セルロース (微生物),1.3.- ミセル

ロース (キシラン,ガラクタン,グルコマンナン,

ペクチン),2.リグニンの生合成,2.1.リグニン

前駆物質 (p-ヒドロキシ桂皮アルコール類)の生成

経路,2.2.1)ダニソモノマ-の脱水素重合,3.細

胞壁物質の形成と細胞器官の関係の各項目にわたっ

て詳述した｡

H.KuRODA,M.SHIMADA andT.HIGUCHI: Pl1-

rificationandPropertiesof0-methyltranste･

raseinvolvedintheBiosynthesisofGymnosp･

erm Ligin,Phytochem 14,1759(1975).

黒田宏之,島田幹夫,樋口隆昌 :裸子植物 リグニ

ン生合成に含まれる0-メチル基転移酵素の精製と

特性

グアヤシル リグニンのメトキシル基生成を触媒す

る 0-メチル基転移酵素を クロマツ芽生えから抽出

した｡この酵素は硫安沈殿,DEAE-セルp-スクロ

マ トグラフィー,セファデックス GIOOクロマ 1､グ

ラフイーにより90倍に精製した｡精製酵素は主とし

てコ-ヒ-酸のフェルラ酸へのメチル化を触媒し,

5-ヒドロキシフェルラ酸のシナップ酸へのそれはほ

とんど行なわれなかった｡後者のメチル化反応はコ

-ヒ-酸の存在で競争的に阻害された｡コ-ヒー酸

に対する Vmaxは 5-ヒドロキシフェルラ酸のそれ

より25倍大きかった｡また Km値は前者に対しては

5.11×10-5M, 後者に対 しては 2.77×10-4M であ

った｡ 分子量はゲル ろ過法によって 6.7×104であ

った｡マグネシウムイオンに対する要求性は絶対的

なものではなかったが本酵素の活性を増加させた｡

これ らの結果は針葉樹 リグニンがほとんどグアヤシ

ル単位のみから成ることをよく説明する｡
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