
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

当所の活動(1971年2月～1972年1月
)

当所の活動(1971年2月～1972年1月). 木材研究資料 1972, 6: 72-73

1972-03-25

http://hdl.handle.net/2433/51297



当 所 の 活 動

講 演

第21回日本木材学会大会

(昭和46年4月2日～4日,名古屋)

増 田 稔,満久 崇暦 :直交異方性偏平シェルの

解析 (Ⅲ)-円筒シェル実験による検討一

石原 茂久,満久 崇暦 :木質材料の防火に関する

研究-屋外暴露が防火処理合板の性能に及ぼす

影響-

金 田 弘,蒲久 崇暦 :木質材料の耐候性に関す

る研究-ラワン合板の屋外暴露-

(木質材料部門)

榎 章 即,北尾弘一郎 :樹脂酸の光化学

池田 俊弥,北尾弘一郎 :アピトン材のテルペン物

質について

前川 英一,北尾弘一一郎 :竹キシランのスミス分解

生成物について

(木材化学部門)

伊東 隆夫 :スギ樹皮の構造と発達

西本 孝一,高橋 旨象 :国産樹種の耐蟻性につい

て

西本 孝一 :カーバメイ ト系化合物の防蟻効力につ

いて

(木材生物部門)

野村 隆我,山 田 正 :竹材組織のⅩ線回折

佐 木々 徹,山 田 正 :木材の収縮応力 (2)

角谷 和男,P.MARTON,∫.SACCO:生長にともな

う木材微細構造の変化

則 元 京,山 田 正 :木材の誘電特性Ⅴ-絶乾

状態における木材の誘電特性の異方性-

青 木 務,山 田 正 :木材の動的損失について

大釜 敏正,山 田 正 :木材の高次構造と粘弾性

(2)

長谷川間作,山 田 正 :マツ苗条の粘弾性

(木材物理部門)

佐 藤 怪,北村 晃子 ‥メタセコイヤ MWLに

ついて

(1971年 2月～1972年 1月)

第21回木研公開講演会

(昭和46年 5月21日,大阪)

高橋 旨象 :木材のソフトロットについて

(木材生物部門)

西本 孝一 :塗料の生物劣化について

(木材生物部門)

満久崇暦 :木質耐力パネルの耐候性

(木質材料部門)

第22回木研公開講演会

(昭和46年10月22日,宇治)

北尾弘一郎 :木材抽出成分に関する1,2の話題

(木材化学部門)

野村 隆哉 :竹材のⅩ線回折について

(木材物理部門)

池田 俊弥 :Dipterocarpusspp.のテルペン物質

について

(木材化学部門)

佐 藤 樫 :リグニンのNMRによる解析

(リグニン化学部門)

林 昭 三 :腐朽による木材組織の変化

(木材生物部門)

南 正 院 :パルプ排液利用の動向

(木質材料部門)

レオロジー研究会

(昭和46年10月10日,八王子)

則 元 京 :木材の誘電特性

(木材物理部門)

日本化学会第25秋季年会,化学系学協会連合研究発

表会 (昭和46年10月11-14日,東京)

石原 茂久,大羽 伸和,満久 崇麿 :ホウ酸とメ

ラミン･ホルムアルデヒド初期縮合物による木

材の防火処理,とくにアルカリ金属の相乗効果

について

(木質材料部門)

第20回 Platesandshells研究会

(昭和46年11月13日,京都)

増 田 稔 :直交異方性合板偏平シェルについて

(木質材料部門)
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第16回 リグニン化学討論会

(昭和46年11月4-5日,高松)

題島 哲夫,南 正 院,村木永之介 :リグノスル

ホン酸塩 とメタクリル酸メチルのフェン トン試

薬によるグラフ ト重合反応 (その 2)

(木質材料部門)

中坪 文明 ･棚橋 光彦 ･樋 口 隆昌 :竹 リグニン

のアシ ドリシス (第 2報), アシ ドリシス生成

物の分離同定

樋 口 隆昌 ･棚橋 光彦 ･中坪 文明 :竹 リグニン

のアシ ドリシス (第 3報)ア リールグリセロー

ル一針 ア リールエーテルの合成 とその アシ ドリ

シ′ス

島田 幹夫 ･伏木 秀文 ･樋 口 隆昌 :植物体に授

与されたフェルラ酸のデメ トキシおよびメ トキ

シレーションに関する研究

島田 幹夫 ･伏木 秀文 ･樋 口 隆昌 =広葉樹およ

び針葉樹 リグニンのメ トキシル基形成に関する

比較生化学的研究

佐 藤 憧 ･北村 晃子 ･樋 口 隆昌 :NMR を用

いた MWL の測定 (リグニン化学部門)

日本材料学会講習会 (昭和46年11月4,5日,大阪)

満久 崇暦 :木質材料 ･プラスチック複合体の性質,

木材 とポ リマー複合材料 (木質材料部門)

そ の 他

貴島恒夫 ･林 昭三 ･高橋旨象 ･足立昭男 :東南ア

ジア産材の樹種とジャワおよび東マレイシアに

おける木材の劣化 と耐久性に関する調査,京大

東南アジア研究センター第 189回例会,昭和46

年6月24日 (京都) (木材生物部門)

海 外 出 張

貴島恒夫 ･林 昭三 ･高橋旨象 ･足立昭男 ‥昭和46

年 2月16日～3月20日の間に,マラヤ (クアラ

ルンプール),シンガポール,イン ドネシア(ジ

ャワ島),サラワク (クチン),サバ (サンダカ

ン,タワウ)にわたって,木材の生物劣化なら

びに耐久性に関する実態調査を行なった｡本学

東南アジア研究センター支持.(木材生物部門)

西本 孝一 :在外研究員として,木材の腐朽機構の

化学的研究のためアメリカ合衆国, ウィスコン

シン大学 (WisconsinUniversity)および西

ドイツ, ベル リン材料研究所 (Materialprti-

fungslnstitut,Berlin)に出張｡ 昭和46年10

月25日～47年10月24日｡ (木材生物部門)

そ の 他

1月 5日,FritzSchlumbom,ForestProducts

ResearchAdviser,FoodandAgricultureOrga-

nizationoftheUnitedNationsが 林産研究の動

向を視察のため来所 した｡

4月29日 StateUniversityCollegeofForestry

atSyracuse University,EmplreStatePaper

Research lnstituteの Director の Dr.Bengt

Leopoldが木材の化学的利用, リグニン,紙の利用

などの視察のため来所 した｡
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