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当 所 の 活 動

講 演

The7th InternationalMycologicalCongress

(平成14年 8月11-17日,

オスロ,ノルウェー)

LAMAlPIS,P.,K.FACKLER,T.WATANABE,K.,F.PoH-

LEVEN,M.SENTJURCandK.MESSNER:Methyl

radical derived from non-enzymatic

coordinated-Coppersystem anditspotentialre-

1ationtotheselectivedelignificatibnbywhite-

rotfungi

15thInternationalCongressonElectronMicros-

copy(ICEM15)

(平成14年 8月27日～ 9月9日,

ダーバン,南アフリカ)

T.HATA,P.BRONSVELD,T.VYsTAVEL,J.DEHosI

soN,H.KIKUCHI,K.NISHMrYA andY.IMA-

MURA:Electronmicroscopics山中 oncatalytic

carbonizationofbiomasscarbon

インドネシア木材学会大会基調講演

(平成14年 8月31日,

インドネシア,ボゴール)

H.YANO:Towardsthe New Millennium Wood

Composites

Tlle4仙ImternationalWoodScienceSymposinm

(平成14年 9月2-5日,

セルボン,インドネシア)

HAYASHI,T.:Promotion ofPlantGrowthbyCell

WallEngineenng

KURODA,H.:Towardsmolecularmechanism instil-

benoidbiosynthesis

OKUNISHI,T.,N.TAKAKU,P.WATTANAWIKKIT,N.

SAKAKIBARA,S.SUzUKI,F.SAKAI,T.UMEZAWA

and M.SHIMADA:EstablishmentofDaphne

odoracellcultureproducingstereochemically

(2002年 9月～2003年 8月)

unlquelignans

SUzUKI,S.,T.NAKATSUBO,T.UMEZAWAandM.SHI-

MADA:Biosynthesisofheartwoodsubstancesin a

modelplant-Firstinvitronorlignanformation

SAKAKIBARA,N.,S.SUzUKI,T.UMEZAWA andM.

SHIMADA.ABiosyntheticpathwayforheartwood

syrlngyllignansandantitum orpodophyllotoxin

NAMATSUBO,T.,S.SUzuKI,V.L.CHIANG,T.UMEZAWA

andM.SHIMADA:Regenerationsystem fb∫

Robiniapseudoacacia

HATTORI,T.A.OHTA,M.ITAYAandM.SHIMADA:

Utilizationoflipidandfatty acidsasacar-

bonsourcebyectomycoIThizalalngi

IDIYANTI,T.,SYAFWINA,B.PRASETYA,T.WATANABE

and M.KUwAHARA:Utilization ofoilpalm

empty fruitbunchtoproducelignin degrading

enzymebywhiterotfungi

L.SURYANEGARA,Y.KUsNADI,T.IDrYANTI,B.PRASE-

TYA,T.WATANABEandM.KUwAHARA:Produc-

tionoflaccaseandmanganeseperoxidaseby

white-rotfungiusingextractsfrom oilpalm

empty furitbunchflbersasinducer

PRASETYA,B.,T.IDIYANTI,L SURYANEGARA,T.

WATANABE and M.KUwAHARA:Biobleaching

ofAcaciamanglum kraftpulpuslnglaccase

secretedbylocalisolatePSM 01

SYAFWNA,E.D.WoNG,Y.HoNDA,T.WATANABEand

M.KUwAHARA:Pre-treatmentofemptyfruit

bunchofoilpalm bywhite-rotfungiforthe

utilizationofitscomponents

SUGMOTO,H.andM.NoRMOTO:Dielectricrelaxa-

tionofheat-treatedwood

HIGASHIHARA,T.,T.MoROOKA,M.INOUEandM.

NoRJMOTO:Mechanism ofpermanentfixation

ofradiallycompressedwoodbysteamlngOr

heating

MoROOKA,T.,K.OHSHIMAandM.NoRIMOTO:Ona

mastercurveforstrainrecoveryvs.steamlng
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timeobtainedundersuperheatedsteam

KoBAYASHI,Y.,Y.KAWAI,M.NoRIMOTOand0.R.

PULIDO:Industrialapplicationofhybriddrying

ofwooduslngHFheatingandhoトair

KAWAI,Y.,Y.KoBAYASHIandM.NoRMOTO:Mois-

turemovementin largesizelum berduring

HFheatingandhot-airdrying

KAWAI,S.:Manufacture and propertiesofkenaf

compositepanels

SUBYAKTO,T.HATA,I.IDE,T.YAMANE,andS.KAI

wAI:Fireprotectionofalaminatedveneerlum-

berjointbycarbonphenolicspheressheeting

OGAWA,S.,C.M.E.SUsANTIandH.YANO:Direct

UtilizationofAcaciamangium barkaswater

proofwoodadhesives

YosHIMURA,T.:TermiteSymbiosis-Wh atwecan

leam from thegutmicro-ecosystem -

Muin,M.andK.Tsunoda:Profileandeffectof

processparametersin thepreseⅣativetreat-

mentofwood-basedcompositesuslngSuPer-

Criticalcarbondioxide

NAKAYAMA,T.,T.YosHIMURAandY.IMAMURA:Wa-

terdependenceofjapanesesubtemnean ter一

mites

YUsIASIH,R.,T.YosHIMURA,T.UMEZAWA andY.

IMAMURA:Evaluationofbiologicalactivitiesof

tropicalwoodextractivesresponsiblefordura-

bility againsttermiteandfungi

INDRAYANI,Y.,Y.YANASE,Y.FUJII,T.YosHIMURA

and Y IMAMURA:Acoustic emission (AE)

monitoringofdry-woodtermitefeedingactivi-

tiesundervariousrelativehum idity (RH)con-

dition

YANASE,Y.,Y.FUN,S.OKUMURA,T.YosHIMURA

andY.IMAMURA:Detectionofacousticemis-

sion (AE)generatedby thefeeding activity

ofdry-woodtermite

TAKEMATSU, Y., H. YUKAWA, M. OHKUMA, T.

YosHIMURAandT.KUDOl.Taxonomyofthege-

nusCoptotermesofurbanareainAsiabased

ontheDNA sequencesofmitochondrialCOII

and12SrRNA geneswithreferencestotheir

morphology

NGEE,P.-S.,A.TASHIRO,C.lY.LEE and T.

YosHIMm :ComparativesusceptibilitypfMa-

1ayslanandJapanesewoodspeciesagainstter-

miteattack

SUDIYANI,Y.,Y.IMAMURAandS.DoI:Weathering

performance of wood impregnated with

phenolie-resin

FEBRJANTO,F.,M.D.PUTRI,A.H.IswANTO,B.

TAMBUNAN and Y. IMAMURA: Composite of

wood丑our-recyclepolypropyleneII,Therole

ofmaleicanhydrideanddicum ylperoxidein

也estrengtheningofthecomposites

KoMATSU,K.,S.TAKINO,T.MoRI,Y KATO,M.

NAKATANI,A.KmMORI and Y.KATAOKA :

Developmentofwooden semi-rigid column-

beamJOlntSbyutilizingwedgesandbolts

TAXmO,S.,K.KoMATU,T.MoRIandM.NAKATANI

:Effectsofreinforcementbyhigh-Strengthfi-

berforsteeトinsert-typeglulam drift-pined

MoRI,T.,K.KoMATSU,S.TAKINO,Y.NoDA,K.H A -

RADAandK.WATANABE:Experimentalstudy

onthetensilestreng血 ofsllgianddouglas丘r

mixedglulam

静岡県 しろあり対策協会研修会

(平成14年 9月 3日,静岡)

角田邦夫 :シロアリ防除の現況と将来

Kyoto University InternationalSymposium on

Post-Petrofuelsinthe21StCentury

-ProspectsintheFutureofBiomassEnergy

(平成14年 9月 3-4日,

モントリオール,カナダ)

WATANABE,T.,H.YANO,H.TERANISHI,M.ENOKI,

Y.HoNDA,N.SHIMI,M.KuwAHARAandK.

MESSNER: Lignin-degrading basidiomycetes:

Biocatalystsfb∫theconversionofwoodbi0-

massintoec0-materialsandcllemicalproducts

WADA,M.,H.ITO,Y.HoNDA,M.KUwAHARAand

T.WATANABE:Ethanolfermentation ofwood

pretreatedbywhiterotfungiandalcoholysis
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NAKAJMA, M., T.TsUMIYA, T. KosHIJMA, K.

OKUMA,K.MAMOTOandT.Watanabe:Produc-

tionofcellobioseanditsderivativesasindus-

trialbulkchemicalsfrom lignocellulosics

SATO,H.,Y.HoNDA,T.WATANABEandM.KuwAI

HARA:DNA-mediatedtransformationoflignln-

degradingfungus,Cerli?or10PSissubvermispora

日本生薬学会 第49回年会

(平成14年 9月 5-6日,福岡)

士反伸和,佐藤文彦,矢崎-史,cyrilleForestier:

オウレンのABCタンパク質qMDRlとベルベ

リン輸送機能

く社)日本 しろあり対策協会

しろあり防除施工士2次試験講習会

(平成14年 9月12日,大阪)

吉村 剛 :シロアリの生態と被害

第35回国際建築研究情報会議

(平成14年 9月16-19日,京都市)

野口昌宏,小松幸平 :木材を側材 とするボル ト締

め交差重ね合わせ接合の新評価法

小松幸平,瀧野真二郎,中谷 誠,立石 - :木

材を側材とするラグスクリュー多数本打ち接

合部の解析

15仙InternatiomalSymposillm OnAnalyticaland

AppliedPyrolysis

(平成14年 9月17-20日,

レオベン, オース トリア)

KIKUCHI,H.,T.KAKITANI,T.HATA andY.IMA-

MUM :Developmentofanovelpyrolysisreac-

tor conducting direct plllse current to

pyrolysisproducts,Pyrolysis2002

HATA,T.,P.BRONSVELD,T.VYsTAVEL,B.KooI,J.

DEHOSSON,T.KAmTANI,A.OTONOandY.IMA-

MURA:ElectronmicroscopicStudyonpyrolysIS

of chromium -copper-arsenate (CCA)treated

wood,Pyrolysis2002

鹿児島県木構造計算実務講座

(平成14年 9月25-27日,鹿児島県,国分市)

小松幸平 :木構造の構造計算

(社)日本 しろあり対策協会

しろあり防除施工士登録更新研修会

(平成14年10月2日,広島)

吉村 剛 :シロアリ防除薬剤の現況

第51回高分子討論会

(平成14年10月 2-4日,北九州)

佐藤 伸,本田与-,渡辺隆司 :酵素的及び非酵

素的リビッドベルオキシデーションによる加

硫 ･未加硫ゴムの分解

佐藤 伸,本田与一,渡辺隆司,山本恵子,岸本

浩通,八木則子,村岡清繁 :白色腐朽菌によ

る加硫ゴム中のスルフィ ド結合の切断

第20回日本木材加工技術協会年次大会

(平成14年10月 4-5日,大阪)

矢野浩之,アン トニオ ノリオ ナカガイ ト,中

原進:ミクロフィブリル化植物繊維成型材料

畑 俊充,p.Bronsveld,T.Vystavel,J.DeHosson,

菊池 光,西宮耕栄,今村祐嗣 :スギ木炭か

らできた触媒黒鉛化素材の電子顕微鏡解析

柿谷 朋,畑 俊充,今村祐嗣,梶本武志 :CCA

処理廃材の熱を用いた浄化伎術の開発-ルー

プシステムの構築

菊池 光,柿谷 朋,畑 俊充,今村祐嗣 :木材

からのバイオマスエネルギーの創製-急速熱

分解炉の開発-

森 拓郎,小松幸平,瀧野鼻二郎,野田康信:Large

FingerJointと木ダボのハイブリッド接合-の

可能性について

第19回大阪木工機械展セミナー

(平成14年10月 4-7日,大阪)

吉村 剛 :弱点の補い方

森 拓郎 :世界の木構造

森林土木技術者のための ｢木造林道橋の設計と施

工｣

(平成14年10月 7日,群馬県,高崎市)
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小松幸平 :集成材の特性 と接着 ･接合

北京大学特別講義

(平成14年10月 9日,北京)

伊東隆夫 :Thereorientationoftracheidsandauxin

polartransport

2Ad InternationalSymp･on Emerglng TechnoI

Pulping& Papermaking

(平成14年10月 9-11日,広州,中国)

WATANABE,T.,H.TERANISHI,M.ENOKI,Y.HoNDA,

M.KUwAHARA andK.MESSNER:Freeradical

processcontrolledby lipid-relatedmetabolites

produced by the biopulping fungus,Cerlbo-

rl0PSISSubvermlSPOra

シロアリセミナー

(平成14年10月10日,京都)

角田邦夫 :シロアリとの戦いの歴史

植物の物質生産プロセス制御基盤技術開発-モデ

ル植物を用いた代謝基盤リソースの整備と植

物の物質生産機能の解析 一検討会

(平成14年10月11日,木更津,千葉)

梅揮俊明 :モデル植物を用いた細胞壁形成及び心

材形成の代謝プロファイリング

南京林業大学特別講義

(平成14年10月12日,南京)

伊東隆夫 :Woodcultureandwoodidentification

国際木材科学技術検討会

(平成1･4年10月12-13日,北京)

師岡淳郎 :高温水蒸気処理による木材横圧縮変形

の固定とその機構

沖縄県しろあり対策協会研究会

(平成14年10月18日,那覇)

角田邦夫 :木造住宅をシロアリからどのようにし

て救 うか

京都大学公開講座一森林と文化

(平成14年10月19-20日,京都)

角田邦夫 :木の分解者達

畑 俊充 :木炭もつくり方次第で先端材料

ダスキンシロアリ研修会

(平成14年10月23日,大阪 ;

平成14年10月29日,東京)

角田邦夫 :シロアリ防除の現状 と将来

(社)日本 しろあり対策協会

しろあり防除施工士登録更新研修会

(平成14年10月24日,大阪)

吉村 剛 :安全管理 とクレーム対策について

秋田県立大学木材高度加工研究所所内講演会

(平成14年10月24日,能代)

矢野浩之 :木質系高強度材料の創成

研究 ･技術計画学会第17回年次学術大会

(平成14年10月26日,北九州)

川井秀一 :木質資源を指標にした資源 自律型地域

圏 Ⅰ.基本的な考え方

日本生物工学会大会

(平成14年10月27-30日,大阪)

佐藤 伸,本田与一,渡辺隆司 :ベルオキシダニ

ゼ及び遷移金属を過酸化開始系とするリビッ

ドベルオキシデーションによる加硫 ･未加硫

ゴムの分解

宮崎県木材利用技術センター客員研究

(平成14年10月28-SOβ,11月19-22日,

12月18-20日宮崎県,都城市)

′J､松幸平 :集成材のせん断強度測定法の開発

第47回リグニン討論会

(平成14年10月31日～11月 1日,福岡)

榊原紀和,梅揮俊明,島田幹夫 :ケイヒ酸/モノ

リグノール経路のメタボローム解析に用いる

重水素標識モノリグノールの合成

佐藤 伸,本田与-,渡辺隆司,乗原正章 :ペルオ

キシダーゼ及遷移金属反応を開始系とするリ
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ビッドベルオキデーションによる加硫 ･未加

硫イソプレンゴムの分解

上辻久敏,本田与一,渡辺隆司,尭原正章 :白色腐

朽 菌pleurotusosireatusに よ り生 産 され る

MnPアイソザイムの発現調節について

第14回日本環境動物昆虫学会年次大会

(平成14年11月 1- 2日,吹田)

中山友栄,吉村 剛,今村祐嗣 :日本産地下シロ

アリの水依存性

河村真也,吉村 剛,角田邦夫 :各種ス トレス下

で飼育されたイエシロアリの呼吸量およびメ

タン排出量の変化

ペンスン ･ニー,田代 愛,チャオヤン ･リー,

吉村 剛 :マレーシア産および日本産各種木

材の耐蟻性比較

築瀬佳之,藤井義久,奥村正悟,吉村 剛,今村

祐嗣 :浴室下部のイエシロアリの巣から発生

するAEと巣内温度の連続計測

築瀬佳之,藤井義久,奥村正悟,吉村 剛,今村

祐嗣,前川 亨,鈴木健吾 :AE及び各種ガス

センサによるステーション内のシロアリ食害

活動のモニタリング

築瀬佳之,藤井義久,奥村正悟,吉村 剛,今村

祐嗣,石田充克,野際武敏,岩井 清 :汚泥

固化 ･破砕材 (ポリナイ ト)のシロアリ物理

バ リア-の適用一新築住宅における施工事例

lstInternationalCelluloseConference

(平成14年11月 6-8日,京都)

HAYASHI,T.,Y.PARK,R.ToMINAGA and J.SUGI-

YMA:Enhancementofgrowthbyorderedas-

semblyofcellulosemicrofibrilsinArabidopsis

thalianaexpresslngPOPlarcellulase

KATO,N.,E.IL.HUI:T,M.ToRRA,J.SUGIYAMA,Y.

KoNDO and S.YAMANAKA:Pressure induced

modificationofbacterialcellulose

HoRl,良.T.ITOHand∫.SUGIYAMA:Theinvestiga-

tion ofnano-structureinwoodcellwallsus-

1ngdifBactionandspectroscopICmethods

KITAGAWA,Y.,T.ITOHandJ.SUGIYAMA･'AnFTIR

study on cellulosepolymorphsprepared from

aslnglegelatinousflber

YUI,T.,J.SUGTYAMAandK OGAWA:Themolecul

lar directionality and hy血ogen bonding

schemeofβ-Chitin

TERANISHI,H.,Y.HoNDA,M.KUwAHARA and T.

WATANABE.･ Ceriporic acid, a metabohte of

whiterotfungus,Cerlboriopsissubvermispora

inhibitstheproductionofacellulolyticactive

oxygenspecies,hy血oxylradical

第20回木材保存講座

(平成14年11月 7日,宇治;11月15日,東京)

吉村 剛 :シロアリの生態と蟻書

目本木材総合情報センター 公開シンポジウム

｢木と文化｣

(平成14年11月9日,大阪)

伊東隆夫 :シルクロー ドと木材

第14回アジア ･オセアニア害虫管理協会連盟大会

(平成14年11月10-12日,横浜)

YosHIMURA,T.:New technologiesoftem itecon-

trolinJapan

第 6回環太平洋木質複合材料シンポジウム

(平成14年11月10-13日,

ポー トランド,アメリカ合衆国)

MUIN,M.and K.TsUNODA:IPBC treatmentof

wood-basedcompositesuslngSuPerCriticalcar-

bondioxide

FURUNO,T.,M.FUJISAWAandS.KATOH:Carboniza-

tion ofwood一mineralcompositesuslng Silica

andfbm ationofSic

HIGASHIHARA,T.,T.MoROOKA,M.hJOUEandM.

NoRn40TO:Permanentfixation oftransversely

compressedwoodbysteamlnganditsmecha-

nlSm

KAWAl,S.:Developmentofkenafbastfiberboard

andcorebinderlessparticleboard

NAKAGAlTO,A.N.,H.YANOandS.KAWAI:Produc-

tionofhigh-streng也 compositesusingmicro五一

bratedkraRpulp
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YANO,H.,H.S.NAKAHARAandA.N.NAKAGAITO:

The potentialofmicrofibri1lated plantpulp

fiber-basedmaterials

アジア太平洋地域文化遺産保護調査修復研修

一木造建造物の保存と修復-

(平成14年11月11日,奈良)

ITOH,T.:ArchitecturalDevelopmentoftheJapa-

nesehouseandwoodspeciesusedforcon-

stmction

3rd JSPS-NRCT JointSeminaronDevelopment

of Thermotorelant Microbial Resources and

TheirApplications

(平成14年11月17-21日,チェンマイ,タイ)

SATO,S.,C.KHANONGNUCH,K. YAMAMOTO,N.

YAGI,H.KISHMOTO,K.MURAOKA,Y.HoNDA

and T.WATANABE:Microbialdegradation of

vulcanizedpolyisoprenerubbersbylignin-de-

gradingbasidiomycetes

KHANONGNUCH,C.,N.CHAWACHART,S.LuMYONq

Y.HoNDAandT.WATANABE:Laccaseproducl

lngthermotolerantfungusCoriolusversicolor

RC3andthepotentialusesinazodyedeco1-

0rization

PUNNAPAYAK,H.,C.NoRASINq K.CHA-AlM andT.

WATANABE:Evidence of prebleaching of a

eucalyptuspaperpulp with athermotolerant

Schizophyllum commune

複合材料界面科学研究会

(平成14年11月22日,京都)

矢野浩之 :ミクロフィブリル化植物繊維成型材料

全日本木工機械商業組合平成14年度研修会

(平成14年11月25日,宇治)

川井秀一 :無限の素材,木の使い方

(社)日本 しろあり対策協会関西支部セミナー

(平成14年11月26日,田辺)

吉村 剛 :将来どうなる白蟻業界 ･白蟻薬斉い 白

蟻防除工法

工業技術会講習会

(平成14年11月27日,東京)

川井秀一 :木質材料の開発 と今後の展望

広島市工業技術センター講演会

(平成14年12月 2日,広島)

川井秀一 :木質廃棄物のリサイクルの用途 と利用

方法

第29回炭素材料学会年会

(平成14年12月 4- 6日,大阪)

石丸謙吾,畑 俊充,今村祐嗣,T.Vystavel,P.

Bronsveld,∫.DeHosson:炭素化過程における

スギ木炭の微細構造の解析

第15回エラス トマー討論会

(平成14年12月 5- 6日,豊田)

佐藤 伸,本田与一,渡辺隆司 :ペルオキシダー

ゼ及び遷移金属反応を開始系とするリビッド

ベルオキシデーションによる加硫 ･未加硫イ

ソプレンゴムの分解

森林総合研究所特別セミナー

(平成14年12月 6日,つくば)

伊東隆夫 :セル ロース生合成 と細胞壁の分子構築

(社)日本 しろあり対策協会関西支部セミナー

(平成14年12月 6日,金沢)

吉村 剛 :しろあり防除工法と蟻害 ･腐朽検査員

特定領域研究 ｢液胞研究会｣

(平成14年12月 8- 9日,京都)

矢崎一史,士反伸和,Ⅰ.Bazin,C.Forestier,佐藤

文彦 :植物のアルカロイ ド輸送におけるABC

蛋白 qMDRlの役割

大谷美保子,佐藤文彦,矢崎-史 :オウレン液胞

膜べシクルにおけるアルカロイ ド取込機構

名古屋大学農学研究科集中講義

(平成14年12月12-13日,名古屋)

矢野浩之 :木質複合材料特論
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当 所 の 活 動

ダイワハウスセミナー

(平成14年12月18日,奈良)

吉村 剛 :シロアリの生態と防除対策

和歌山技術クラスター推進事業,木質資源高度利

用研究会第一回研究会

(平成15年 1月10日,和歌山)

畑 俊充:木質ナノカーボン材料の開発のための

電子顕微鏡学的解析

大阪ハイテクノロジー専門学校特別セミナー

(平成15年 1月14日,大阪)

渡辺隆司 :木質バイオマスの生物化学変換と地球

環境-キノコに学ぶ変換戦略

第16回次世代システム研究会

(平成15年 1月24日,北九州)

川井秀一 :資源自律型自然共生地域圏における木

材の持続的利用についての考え方

第 8回セルロース学会ミクロシンポジウム

(平成15年 1月24日,京都)

矢野浩之 :ミクロフィブリル化植物繊維成型材料

(社)日本しろあり対策協会

しろあり防除施工士 1次試験指定講習会

(平成15年 1月24日,大阪)

吉村 剛 :シロアリの知識

JointMeeting:Symposium on l'ABC ProteinsM

andThe5th conferenceonABC Proteinsand

IonChannels-From GenetoDiseases-

(平成15年 1月24-26日,京都)

YAZAKI,K:Multidrugresistanceprotein,CjMDRl,

involvedinalkaloidinfluxanditsroleinthe

translocationofberberineinplantbody

京都府理科教育研究会

(平成15年 1月30日,宇治)

吉村 剛 :シロアリの生態

第19回エネルギーシステム ･経済 ･環境コンファ

レンス

(平成15年 1月30-31日,東京)

柿谷 朋,畑 俊充,今村祐嗣 :ccA処理木材の

浄化とエレメントの回収 ･再資源化-のアプ

ローチ,第19回エネルギーシステム ･経済 ･

環境コンファレンス

畑 俊充,p.Bronsveld,T.Vystavel,B.Kooi,J.

DeHosson,柿谷 朋,音野 篤,今村祐嗣 :

ccA廃処理木材の熱分解に関する電子顕微

鏡学的研究,第19回エネルギーシステム ･経

済 ･環境コンファレンス

｢スギ材の革新的高速乾燥システムの開発｣研究

推進評価会議

(平成15年 2月 5- 6日,つくば)

師岡淳郎 :高温 ･高圧条件下での乾燥応力発生と

応力緩和機構の解明

サウンド技術振興財団講演会

(平成15年 2月10日,浜松)

矢野浩之 :スギ小径丸太からの高性能ピアノ響板

の製造

植物の物質生産プロセス制御基盤技術開発-モデ

ル植物を用いた代謝基盤リソースの整備と植物の

物質生産機能の解析 一討論会

(平成15年 2月13-14日,東京)

梅津俊明 :モデル植物を用いた細胞壁形成及び心

材形成の代謝プロファイリング

平成14年度京都大学木質科学研究所所内プロジェ

クト

低環境負荷 ･資源循環型木造エコ住宅に関する研

究開発第 2回成果発表会

(平成15年2月14日,宇治)

川井秀一 :木質資源の自律的 ･持続的利用につい

ての基本的な考え方

矢野浩之,小川壮介 :早生樹アカシアマンギウム

樹皮の木材用接着剤-の応用

畑 俊充,今村祐嗣:解体廃材の選択的木炭化技

術の開発
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角田邦夫,MllSrizalMuin:超臨界二酸化炭素を利

用して保存処理した木質材料の保存性能

吉村 剛,田代 愛,勝又典亮,今村祐嗣,三浦

雅弘,安田 佐,築瀬佳之,藤井義久,奥村

正悟 :エコ住宅に対応した木材の耐久性評価

と新しい生物劣化検出法

小松幸平,瀧野真二郎,森 拓郎,黄 権換,北

川美穂,MengGong,鄭 基浩,片岡靖夫,

安藤春久 :プレフアブ土壁を用いた木造軸組

架構の開発 とその水平せん断性能

森 拓郎,井上雅文,小松幸平 :木質クギを用い

た板壁の開発

師岡淳郎,則元 京 :調湿能の簡便な判定法とそ

の大規模木造建物-の応用

(社)日本 しろあり対策協会関東支部講演会

(平成15年 2月14日,東京)

角田邦夫 :アメリカにおけるシロアリ防除剤の動

向

シュトウツトガル ト大学オットーグラフ研究所と

の共同研究

(平成15年 2月17-4月13日,

ドイツ連邦共和国,シュトクツトガル ト市)

小松幸平 :LargeFingerJointによる集成材接着接

合部の高強度 ･高靭性化に関する研究

佐賀県工業技術センター講演会

(平成15年 2月18日,鍋島)

川井秀一 :木質系廃棄物のリサイクルと利用法

ノースカロライナ州立大学特別講演

(平成15年 2月19日,ローリー,米国)

梅揮俊明 :リグナンおよびノル リグナンの生合成

長野県木製品技術講習会

(平成15年 2月19日,松本)

矢野浩之 :木材の基礎科学

宮崎県木材利用技術センター客員研究員特別講義

(平成15年 2月19日,都城市)

今村祐嗣 :住まいとシロアリ

木質 ･森林生命21プロジェク トワークショップ

｢21世紀の森林資源 ･生命科学に向けて｣

(平成15年2月25日,

京都大学木質科学研究所)

央崎-史 :ABCトランスポータ遺伝子 を用いた

ファイ トリメディェ-ション

林 隆久 :セルロース生合成におけるセルラーゼ

の役割

黒田宏之 :針葉樹の二次代謝等に関与する遺伝子

群の異種細胞発現

島田幹夫 :木材腐朽防御のための生理 ･生化学的

研究

梅揮俊明 :リグニン及び関連フェニルプロパノイ

ドの代謝プロファイ リング

服部武文 :外生菌根菌の脂質代謝におけるグリオ

キシル酸回路の役割

伊東隆夫 :コンフォーカルレーザー顕微鏡による

セルロース合成酵素の移動の可視化

杉山淳司 :電子顕微鏡によるリコンビナントセル

ロース合成酵素の構造解析

馬場啓一 :あて材形成の分子構造

渡辺隆司 :白色腐朽菌の菌体外ラジカル制御系

本田与- :遺伝子組換え担子菌を用いた環境汚

染物質の分解

4th FEBSAdvancedLectureCourse'YATP_Bind_

ing Cassette (ABC)Proteins:From Multidrug

ResistancetoGeneticDiseaselT

(平成15年月 3月 1- 8日,

Gosau,オース トリア)

YAZAm K.,SHITAN,N.,BAZIN,I.,DAN,K.,UEDA,

K.,SATO,F.and FoRESTIER,C.:Plantmul-

ti血 gresistantprotein,qMDRl,isanalka-

loidinfluxpumpinvolvedintranslocationof

berberineinCoptisjaponica

第33回近畿アグリハイテク ･シンポジウム

(平成15年 3月 5日,京都)

本田与- :きのこにおける遺伝子研究の現状

バイオエレク トロン研究会
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(平成15年3月7日,東京)

渡辺隆司 :白色腐朽菌の菌体外ラジカル制御系-

木質資源変換,ポリマー分解のための新戦略

2002年度日本建築学会関東支部研究報告会

(平成15年 3月6- 8日,東京)

上島基英,長谷見雄二,安井 昇,木村忠紀,局

屋原敦,北後明彦,畑 俊充,田村佳英,大

西 卓, 酒井憲吾,清水真理子,樋山恭助,

尾野克典, 吉田正友,山本幸一 ,'市街地型

木造土壁構法の防火性能の再評価 (その4)

実大木造土壁の載荷加熱実験

樋山恭助,村上 博,長谷見雄二,馬屋原敦,安

井 昇,上島基英,木村忠紀,清水真理子,

畑 俊充,田村佳英 :市街地型軸組木造土壁

構法の防火性能の再評価 (その6)-木造土壁

の部分仕様が防火性能に及ぼす影響一

日田産業工芸試験所講演会

(平成15年 3月10日,日田)

川井秀一 :これからの木材加工技術の展望

IUFRO-AllDivision5Conference,Providingfor

SustainableChoices

(平成15年 3月11-15日,

ロトルア,ニュージーランド)

HATA,T.,P.BRONSVELD,T.VYsTAVEL,J.DE HosI

soN,H.KIKUCHI,K.NISHIMIYA and Y.IMAI

MURA:S山dyonimprovement-ofgraphitization

ofbiomasscarbon

TsUNODA,K.:Biologicalresistanceofwood-based

compositesin aprotected,above-ground test

insou也em Japan

日本吸着学会吸着技術講習会

(平成15年3舟12日,京都市)

今村祐嗣 :木質を原料とする炭化物の性質と応用

技術

第 3回廃糖質の再資源化に関する研究開発委員会

セミナー

(平成15年 3月12日,札幌)

渡辺隆司 :担子菌を利用した木質バイオマス変換

と機能性糖質の開発

鹿児島県工業技術センター講義

(平成15年 3月12日,鹿児島県,国分市)

森 拓郎 :集成材の強度推定に関する話

(社)日本しろあり対策協会

蟻害 ･腐朽検査員制度講習会

(平成15年 3月17日)

吉村 剛 :蟻害 ･腐朽検査員制度の概要

第53回日本木材学会大会

(平成15年 3月22-24日,福岡)

矢崎-史,士反伸和,植田和光,佐藤文彦 :ベル

ベ リン輸送性ABCタンパク質qm血1の構造

と機能

Y.W.park,馬場啓一,林 隆久,古田裕三,飯田

生穂,鮫島一彦,荒井基夫 :ポプラにおける

キシログルカナーゼの構成発現

伊藤洋介,酒井富久美,黒田宏之 :組換えアカマ

ツOMT群の性質一一一スチルべノイ ド生合成に

特異的なoMT は存在するか?-

棚田修史,′J､松幸平,黒田宏之 :スギ黒心生枝の

ストレス応答 一一一イオン強度･フェノール含

量 ･pH の変化一一一

中坪朋文,LaigengLi,VincentL.Chiang,Jacque-

1ineLeshkevich,服部武文,島田幹夫,梅揮

俊明 :CarthamustinctoriusCoAOMT の大腸

菌による発現とキャラクタリゼーション

奥西智哉,榊原紀和,鈴木史朗,梅揮俊明,島田

幹夫 :Daplmeセコイソラリシレジノールデ

ヒドロゲナーゼによるマタイレジノール生成

の立体化学

渡通知樹,TengkuSabrina,服部武文,島田幹夫 :

白色腐朽菌cerlboriopsissubvermispora由来

ギ酸脱水素酵素の精製およびキャラクタリ

ゼーション

堀川祥生,藤野猛史,木村 聡,伊東隆夫 :GFP

を融合させたセルロース合成酵素のタバコ

BY2原形質膜における発現

田畑泰里,伊東隆夫 :沈香の組織とその人為的誘
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導

上杉真紀,伊東隆夫 :樹木組織の成熟に伴 うペク

チンとヘ ミセルロースの分布の変化

堀 律子,杉山淳司,鈴木弘志,神山智明 :ミク

･ロフィブリル傾角と化学成分の変化一各部位

に要求される機能 との対応-

CLAIR,B.,J.SUGIYAMA,J.GRILandB.THIBAUT:

Structure and properties of the gelatinous

layer丘om tensionwood

HUI:T,E.IL.,F.KATOUNO,T.UcHIYAMA,T.WATANI

ABBandJ.SUGIYAMA:Recognlt10nOfmolecu-

1ar directionality in crystalline β-chitin

hydrolysischitinase A and B from Serratia

ma71CeSCenS2170.

北川結希,馬場啓一,林 隆久,伊東隆夫,杉山

浮司 :二次元結晶化に向けたリコンビナント

セルロース合成酵素の精製条件の検討

馬場啓一, y w park,林 隆久 :キシログルカ

ナーゼ構成発現ポプラの引張あて材

上辻久敏,本田与一,渡辺隆司,桑原正章 :ヒラタ

ケMnPアイソザイムの高分子色素による還元

月原多佳久,本田与一,渡辺隆司:銅イオンにより

発現が誘導される組換え遺伝子発現系の構築

東原貴志,師岡淳郎,則元 京 :水蒸気処理木材

の構成成分変化 と力学的性質の関係

高揮良輔,則元 京 :木材の不均一構造に基づ く

誘電緩和

杉元 宏行,則元 京 :熱変換木材の誘電特性

(ⅠⅠⅠ)

川井安生,小林好紀,石丸 優,則元 京 :高周

波 と熱気を複合した木材乾燥法 (Ⅴ)熱気お

よび複合乾燥によるスギ正角材の乾燥経過

川井秀一,徐剣豊,大場正一,山内秀文 :リサイ

クルチップを用いた垂直配向ファイバーボー

ドの製造と性質

徐剣登,R.Widyorini,川井秀一:Manufactureand

propertiesofkenafcompositepanels

稲葉大介,森田政明,中野浩之,川井秀一:スパ

イラルワインディング法を用いた円筒LVL連

続成型技術の開発

Md.IFTEKHARSHAMS,H.YANOandS.KAWAI:The

effectsoflow molecularphenolicresinimpreg-

nation on the defbmlng behavior ofwood

血ringcompression

WIDYORNI,R.,徐剣豊,渡辺隆司,川井秀一:The

bondingmechanism ofkenafcorebinderless

particleわoar°

NoRIO,A.N.,H.YANOandS.KAWAI:Stress-strain

curvesofmicrofibrillatedkraftpulpmoldings

矢野浩之,A.N.NAKAGAlTO,L.SURYjm GARA:バ

クテリアセルロースを用いた高強度成型材料

の製造

張敏,川井秀一,奥村克也,和田 弘,河野 剛:

リグニン接着剤を用いたパーティクルボー ド

および合板の製造 とその性質

CASTRO,V.,T.HATA,T.FUJISAWA,P.BRONSVELD,

T.VYsTAVEL,J.DE HossoN,H.KKUCHI,F.

TANAKA and Y.IMAMURA:Production ofce-

ramicwood and silicon carbidenanorodsby

electricpulseheating

菊池 光,柿谷 朋,畑 俊充,今村祐嗣:直パル

ス式急速熱分解炉の開発及び特長

藤揮匡志,畑 俊充,v castro,田中文男,今村祐

嗣,菊池 光,青野 毅:パルス通電加熱法

による木炭からの炭化ケイ素/炭素複合材料

の製造 とその特性解析

黒崎文雄,石丸謙吾,畑 俊充,今村祐嗣,小林恵

美子,P.Bronsveld:急速熱分解法により調製

した木質系炭素化物のⅩPS解析およびTEM観

察

石丸謙吾,畑 俊充,今村祐 嗣,小林恵美子,

P.Bronsveld,T.Vystavel,J.DeHosson:XPSに

よる木質系炭素化物のキャラクタリゼーショ

ン

畑 俊 充,p.Bronsveld,T.Vystavel,J.DeHosson:

柿谷 朋,音野 篤,今村祐嗣:ccA廃処理

木材の熱分解挙動の電子顕微鏡学的解析

吉村 剛,田代 愛,ペンスン ･ニー,チャオヤ

ン ･リー :マレーシア産および日本産各種木

材の生物劣化抵抗性比較

中山友栄,吉村 剛,今村祐嗣 :日本産地下シロ

アリの水分損失と回復

岡久陽子,吉村 剛,今村祐嗣 :シロアリによる

竹材の食害とデンプン ｡糖含有量 との関係
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KARTAL,S.N.,E. MUNIR andY. IMAMURA: Re-

movalofcopper,chromium,andarsenic丘om

CCA-treated wood by biodegradation with

brown-rotfungi

KARTAL,S.N.andY.IMAMURA:EffectsofNTIN-

(1,8-Naphthalyl)hydroxylamine(NHA-Na)on

boronleachability,anddecayandtermitere-

sistsnce

葵瀬佳之,藤井義久,奥村正悟,吉村 剛,今村

祐嗣 :圧電性高分子 (PVDF)フイルムによ

るシロアリ食害AEの検出-モニタリング･ス

テーション用AEセンサ-の適用一

葵瀬佳之,藤井義久,奥村正悟,吉村 剛,今村

祐嗣,前川 亨,鈴木健吾 :セラミックガス

センサによるシロアリから発生するガスの検

出-シロアリの摂食活動によるAE発生とガ

ス濃度との関係一

三浦雅弘,築瀬佳之,藤井義久,奥村正悟,吉村

剛,今村祐嗣,前川 亨,鈴木健吾 :シロア

リ食害活動から発生するガスの検出-ガスク

ロマ トグラフィを用いた成分分析一

安田 佐,築瀬佳之,藤井義久,奥村正悟,サ

イップ ･ナミ･カータル,吉村剛,今村祐嗣,

前川 亨,鈴木健吾 :セラミックガスセンサ

による木材腐朽菌から発生するガスの検出

藤揮匡志,畑 俊充,ⅥniciusCastro,田中文男,

今村祐嗣,菊池 光,古野 毅 :パルス通電

加熱法による木炭からの炭化ケイ素 /炭素

複合材料の製造とその特性解析

森 拓郎,小松幸平,野田康信,鄭 基浩,飯島

泰男,藤田和彦,渡辺公昭 :異樹種集成材の

引張強度に関する実験的研究 その2

野田康信,小松幸平,森 拓郎,瀧野異二郎,川

原重明 :LargeFingerJointコーナー接合部の

木ダボによる補強

藤田和彦,五島千津子,小松幸平,森 拓郎,飯

島泰男,渡辺公昭 :異樹種集成材の圧縮強度

に関する実験的研究

渡辺公昭,田中健太郎,飯島泰男,小松幸平,森

拓郎,福留重人,藤田和彦 :異樹種集成材

の曲げ強度に関する実験的研究

土屋幸敏,森 拓郎,瀧野鼻二郎,中谷 誠,小

松幸平 :京都府産スギⅠ〃Lを用いた柱一土台

接合部の強度特性に関する実験的研究

柴田直明,橋爪文夫,遠藤善博,井出 勇,樋口

尚登,月東秀夫,斎藤 健,斎藤 潔,小松

幸平,森 拓郎,石原茂久 :炭素繊維複合強

化集成材の開発 (ⅩⅩ)屋外暴露 3年経過時に

おける継ぎ手試験体の耐候性

瀧野異二郎,小松幸平,森 拓郎,中谷 誠,野

口昌宏,鄭 基浩 :集成材鋼板挿入 ドリフト

ピン接合部のアラミド繊維による端部補強効

果 (Ⅱ)

日本薬学会 第123年会

(平成15年3月27-29日,長崎)

東野 薫,夫崎-史,藤伊 正,下村講一郎 :ム

ラサキ培養系におけるシコニンおよびコー

ヒー酸誘導体生産に対するエチレンの影響

阿部郁朗,諏訪間崇治,松永亜希子,野口博司,矢

崎-史 :植物プレニル トランスフェラーゼ酵

素遺伝子の探索と機能解析

日本植物生理学会年会2003年度年会

(平成15年3月27-29日,大阪)

藤崎隆広,囲久美由紀,佐藤文彦,矢崎-史 :ム

ラサキ pHB:ゲラニル トランスフェラーゼ

の酵素化学的性質

大谷美保子,佐藤文彦,矢崎-史 :オウレン液胞

におけるベルベリン輸送活性の解析

寺坂和禅,士反伸和,佐藤文彦,真庭史雄,植田

和光,大崎-史 :バナデー ト･トラップ法に

よる植物ABC蛋白質の検出と応用

Y.W.park,馬場啓一,林 隆久,古田裕三,飯田

生穂,鮫島一彦,荒井基夫:キシログルカナー

ゼの発現による成長の促進

馬場啓一,Y.W.park,林 隆久:キシログルカナー

ゼ導入ポプラの引張あて材誘導

インドネシアボゴール農科大学特別講演会

(平成15年3月28日,ボゴール)

KAWAI,S.:Sustainableutilizationofforestproducts

平成15年度日本農芸化学会大会
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(平成15年 3月31- 4月 3日,神奈川)

寺坂和祥,高松洋美,佐藤文彦,矢崎-史 :アキ

カラマツ培養細胞のベルベ リン輸送活性の解

析

小原一朗,氏原 ともみ,佐藤文彦,夫崎-史 :モ

ノテルペノイ ド代謝工学を用いたリモネン生

産性タバコの作出

小長井智史,山中奈緒,佐藤文彦,植田和光,央

崎-史 :植物におけるヒトMRPlの発現 と環

境浄化-の応用

林 隆久 :植物におけるグライコミクス

天野成和,本田与一,渡辺隆司,若山 守,立木

隆 :BacilluscirculansKAl304由来の担子菌細

胞壁溶解酵素標品によるpleurotusostreatusプ

ロトプラス トの生成 と利用

上辻久敏,本田与-,渡辺隆司,桑原正章 :担子

菌pleu710tuSOStreatuS(ヒラタケ)のマンガン

ペルオキシダーゼ発現調整節機構の解析

9th InternationalSeminaronElastmers

(平成15年 4月 2- 3日,京都)

SATO, S.,C.KHANONGNUCH,K.YAMAMOTO,N.

YAGI,H.KISHIMOTO,K.MURAOKA,Y.HoNDA

and T.WATANABE:Degradation ofvulcanized

and nonvulcanized polyisoprene rubbers by

ligninolyticsystemsofwhiterotfungi

構造工学シンポジウム

(平成15年 4月 3- 4日,東京)

森 拓郎,北村俊夫,五十田博,高橋茂男,笹川

明 :温湿度の異なる集成材は りの曲げク

リープ特性

欧州植物化学会シンポジウム リグナンの化学と

生物学

(平成15年 4月 6-9日,

ワルベルベルグ, ドイツ連邦共和国)

梅揮俊明 :リグナン生合成における多様性

ハインリツヒハイネ ･デュッセル ドルフ大学特別

講演

(平成15年 4月 9日,

デュッセル ドルフ, ドイツ連邦共和国)

梅揮俊明 :シリンギル リグナンの生合成

Ⅵielamd2003

(平成15年 4月13-15日,

フリーランド,オランダ)

CASTRO V.,M.FUJISAWA,T.HATA,P.BRONSVELD,

T.VYsTAVELandJ.DEHOSSON:H.Kiknchi,Y.

Imamura:Productionofwoodceram ics

日本材料学会木質材料部門委員会 第250回定例

研究会

(平成15年 4月15日,

キャンパスプラザ京都)

矢崎-史 :｢植物のABCタンパク質スーパーファ

ミリーと物質輸送｣

IAWPS2003,International Conferece of Forest

Products

(平成15年 4月21-24日,デジュン,韓国)

YooN,J.J.,T.HATTORIandM.SHIMADA:Enzy一

maticstudieson rolesoftheglyoxylateand

TCA cyclesduring fruitbody formation of

thecopper-tolerantbrown -rotfungusFomitop-

sispalusiris

ITOH,T.:Theimpactofwoodidenti丘cationfbr也e

understanding of wood culture and its ex-

ChangebetweenKoreaandJapan

SUGIMOTO,H.andM.NoRIMOTO:Changesin dielec-

tricpropertiesofwoodbyheattreatment

KAWAI,S.:Roleofwood productsto ourliving

andnaturalenvironment

KARTAL,S.N.andY.IMAMURA:Removalofcop-

per, chromium,and arsenic from CCA-C

treated wood by Aspergillusnigerfermenta-

tionandacidextraction

OKAHISA,Y,T.YosHIMUh andY.IMAMURA:Poten-

tialoftemiteattackonMosobamboounder

differentseasonswith a specialreferenceto

starchcontent

KoMATSU,K.,S.TAKINO and T.MoRI:Develop-

ment of wooden semi-rigid column-beam
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JOlntSbyutilizingwedgesandbolts

MoRI,T.,K.KoMATSU,S.TABuNO,Y.NoDA,K.HA-

RADA and K.WATANABE.･Experimentalstudy

onthetensilestrengthofsuglanddouglasfir

mixedglulam.

ゴー ドン研究会議 (多糖類の科学)

(平成15年 5月 4- 9日,パルガ,イタリア)

SUGIYAMA,J.:Advancesinelucidationofcellulose

structureandorganization.

山の加工場ネットワーク公開実験

(平成15年 5月13日,宇治)

森 拓郎 :土壁,筋かいおよび金物を使用した壁

の耐力性能について

LIPI-JSPS拠点大学プログラム特別セミナー

(平成15年 5月14日,

チビノン,インドネシア)

TsUNODA,K.:Biodegradation and protection of

wood

第58回木研公開講演

(平成15年 5月16日,宇治)

島田幹夫 :木材を攻撃するキノコの特異なェネル

ギー獲得戦略

本田与- :｢バイオマス ･ニッポン｣とキノコの

遺伝子工学

吉村 剛 :シロアリと水の話

(社)日本材料学会第52期学術講演会

(平成15年 5月17-18日,東京)

藤揮匡志,畑 俊充,ViniciusCastro,田中文男,

今村祐嗣,菊池 光,青野 毅 :パルス通電

加熱法による炭化ケイ素/木質炭化物複合材

料の特性解明

34th AnnualMeeting ofthe International RC-

searchGrouponWoodPreservation

(平成15年5月18-23日,

ブリスベン,オース トラリア)

MUNIR,E.,T.IhTTORIandM.SHIMADA: A possi-

bleroleofunlqueTCA cyclesinwood-rot-

tingbasidiomycetes

TsUNODA,K.andM.MUIN:Preservativetreatment

ofwood-basedcompositeswithamixturefor-

mulationofIPBCandsilaflouofenuslngSuPer-

criticalcarbondioxideasacarriergas

LENZ,M.,T.YosHIMURA and K.TsUNODA:Re-

SponseoflaboratorygroupsofReticulitermes

speratus(Kolbe)todifferentquantitiesoffood

MoRRIS,P.I.,J.K.GRACE,K.TsUNODA andA.

BYRNE:Performance of borate-treated wood

against Reticulitermes flavipes in above

groundprotectedconditions

YANASE,Y.,Y.FUJII,S.OKUMUFtA,T.YosHMURA,

Y.IMAMURA,T.MAEKAWAandK.SUzUKI:De-

tectionoftermiteattacktowoodstakesina

monitonng station uslng Ceramicgassensors

andacousticemission(AE)sensors

YANASE,Y.,Y.FUJII,S.OKUMURA,T.YosHMURA

andY.IMAMURA:A long-term observation of

temite activity in the nestby continuous

acousticemission(AE)monitoring

KARTAL,S.N.andY.IMAMURA:Leachingcharacter-

istics,decayandtemiteresistanceoftreated

wood with boron compounds,NTIN-(1, 8-

Naphthalyl)hydroxylamine(NHA-Na),andhy一

血oxynaphthalimide(NHA-H)

日本防菌防微学会第30回年次大会

(平成15年 5月26-28日,豊中市)

篠田克巳,吉見 操,NamiS.Kartal,今村祐嗣:

超強酸を対イオンとするジデシルジメチルア

ンモニウム塩の木材に対する防腐性能及び防

蟻性能

SpecialSeminaratCSIRO

(平成15年 5月27日,

クレイ トン,オース トラリア)

TsUNODA,K.:Supercriticalfluidapplicationtothe

preservative treatment of wood and wood-

basedcomposites- jack-in-the-box?
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第 1回最先端バイオテクノロジー公開セミナー

(平成15年 5月27日,京都)

渡辺隆司 :木質バイオマス成分利用のためのグ

リーンテクノロジー

第19回 (社)日本木材保存協会年次大会

(平成15年 5月29日,東京)

網田克明,橋本 茂,高麗寛紀,在原重信,梅山

明美,吉村 剛,山本幸一 :徳島スギ黒心材

の特性について一新たな抗蟻成分の単離と優

れた抗菌活性一

日本菌学会第47回大会

(平成15年 5月31日～ 6月 1日,札幌)

板谷真之,服部武文,太田 明,島田幹夫 :外生

菌根菌ウラムラサキの脂質 ･脂肪酸代謝にお

けるグリオキシル酸回路の役割

服部武文,板谷真之,太田 明,島田幹夫 :外生

菌根菌が脂肪酸および脂質を炭素源 として利

用する能力

SpecialSeminarattJSM

(平成15年 6月 3日,ペナン,マレーシア)

TsUNODA,K.:Wood decomposers- marinebor-

ers,microorganisms,lnSeCtSincludingtemites

日本微生物資源学会第10回大会

(平成15年 6月 4- 5日,つくば)

渡適崇人,村田善則,岩橋 均,岡 修一 :出芽

酵母の DNA マイクロアレイを用いた酵母

の種特定法の開発

木材工業新聞社講演会

(平成15年 6月 5日,名古屋市)

今村祐嗣 :木材の耐久性

InternationalSymposium onPolysaccharideEngi-

neerlng

(平成15年 6月 7- 9日,堺)

SUGIYAMA,J.:Molecular directionality ofpolysaccha-

ridesdmingbiosynthesisandenzymaticdegra-

dation

12th International Symposium on Wood and

PulpingChemistry

(平成15年 6月 8-12日,マディソン,USA)

WATANABE,T.,H.TERANISHI,M.ENOKI,Y.HoNDA

andM.KuwAHARA :Suppression oftheiron

redox reactionsby cerlPOric acidsproduced

byaselectivelignin-degradingfungus,CerlPo-

rl0PSISSubvermlSPOra

Xie,Y.,R.Gu,T.WATANABE,S.ZENG and H.

Wu:Studiesonthelinkagesbetweendehy血0-

genationpolymerandcellwallpolysaccharide

bycarbon-13isotopIC tracermethod

EIMRSSpringMeeting2003,Symposium B,Ad-

vanced Multifunctional Nanocarbon M二aterials

andNanosystems

(平成15年6月10-13日,

ス トラスブール,フランス)

HATA,T.,T.VYsTAVEL,P.BRONSVELD,J.DEHOSSON,

H.KIKUCHI,K.NISHIMIYA and Y.IMAMm :

Catalytic carbonization of wood charcoal,

graphiteordiamond?

森林と木と人と暮らしのフェスティバル

(平成15年 6月14-15日,大阪)

吉村 剛 :弱点の補い方

森 拓郎 :世界の木構造

日本建築学会近畿支部研究報告会

(平成15年 6月20日,大阪)

小松幸平,森 拓郎 :伝統木造継手 ･仕口におけ

る ｢胴付き力｣の測定に関する実験的研究

森 拓郎,野田康信,小松幸平 :木ダボ挿入補強

型LFJコーナー接合部の実験研究

インドネシア林産研究所特別講演会

(平成15年 6月24日,ウジャンパンダン)

KAWAI,S.:Recentdevelopmentofcompositepan-

elsfrom non-woodlignocellulosics

第 1回木質炭化学会

(平成15年 6月25日,東京)
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畑 俊充,白水聡子,中井 祐,今村祐嗣,D.

Meier:木材の熱分解液の組成とその防腐 ･防

蟻性能

PlantBiology2003(AnnualMeetingofASPP)

(平成15年 6月25-30日,

ホノルル,アメリカ合衆国)

OHARA,K.,UJIHARA,T.,SATO,F.,YAZAKI,K.:

MetabolicenglneermgOfmonoterpenebiosyn-

thesis with Perilla limonene symthase in

tobaceo

8th conferenceendExhibitionoftheEuropean

CeramicSociety(ISTANBUL2003)

(平成15年 6月29日～7月 3日,

イスタンブール, トルコ)

CASTRO,V.,M.FUJISAWA,T.HATA,P.BRONSVELD,

T.VYsTAVEL,J.DE HossoN,H.KIKUCHIand

Y.IMAMURA:Siliconcarbidenanorodsandce-

ramicsfrom wood

第17回キチン･キ トサン学会

(平成15年 7月 3-5日,秋田)

樫井謙吾,井上 茜,上遠野史基,田口 仁,池

原朋憲,内山 拓,二階堂直樹,杉山淳司,

渡連剛志 :S.mw cescens2170由来キチナ-ゼ

Cのキチン吸着機構と抗真菌活性

今井友也,湯井敏文,渡蓮剛志,杉山淳司 :キチ

ン生合成の方向性

メッシュ防蟻工法研究会

(平成15年 7月11日,東京)

吉村 剛 :基礎外断熱メッシュ防蟻工法 (タ-ミ

メッシュフォームシステム)の防蟻性評価総

括と今後の技術的展望

PragueMeetingsonMacromoleculesII)egrada-

tion,StabilizationandRecyclingofPolymers

(平成15年 7月14-17日,プラハ,チェコ)

WATANABE,T"S.SATO,Y.OHASHI,Y.HoNDA,K.

MURAOKAandT.Km4URA:Degradationofvu1-

canizedrubbersandpolym ethanesbybiomi-

metic free radical reactions catalyzed by

oxidativee㍑ymes

KIMURA,T.andT.WATANABE:New enzymaticreac-

tionsforthedegradationofpolyurethanes

SATO,S.,Y.HoNDA,K.MURAOKAandT.WATjNABE:

Devulcanizationofpolyisoprenerubbersby

woodrotfungi

チェコ科学アカデミー微生物学研究所特別セミ

ナー

(平成15年 7月17日,プラハ,チェコ)

WATANABE,T.: Controlof 丘･eeradical reactions

bylipid-relatedmetabolitesproducedbyasel

lective lignin-degrading fungus,Cerlboriopsis

subvermlSPOra

LIPI_JSPSワークショップ

(平成15年 7月17-18日,

ジャカルタ,インドネシア)

梅揮俊明,今村裕嗣 :熱帯森林資源の持続的有効

利用の科学

第10回セルロース学会年次大会

(平成15年7月17-18日,吹田)

今井友也,湯井敏文,波速剛志,杉山淳司 :キチ

ン生合成における糖転移の方向性 他のGT-

2糖転移酵素との比較

加藤直人,田口吾朗,天野良彦,杉山淳司,山中

茂 :酢酸菌の分類体系とセルロース合成株

田中文男,福井則子 :水和及び非水和環境下にお

けるセルロース分子鎖の挙動

NAKAGAlTO,A.N.andHIYANO:Effectofdegree

of丘brillationonthemechanicalpropertiesof

bighstreng血 biocompositesbasedonmicro丘b-

rillatedcellulose

次世代システム研究会東京部会第 2回講演会

(平成15年7月18日,東京)

川井秀一 :木質資源を指標にした資源自律型地域

圏

日本建築学会北陸支部研究報告会
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(平成15年 7月19日,金沢)

矢島賢一,森 拓郎,神戸 渡,橋爪丈夫,武田

孝志,笹川 明 :信州産カラマツ大断面集成

材の曲げ強度特性に関する実験的研究

リブリヤーナ大学生物工学部特別講義

(平成15年 7月24日,

リブリヤーナ,スロベニア)

WAmNABE,T.:Controlof丘eeradicalreactionsby

lipid-relatedmetabolitesproducedby aselec-

tiveligmin-degradingfungus,Cerl.POriopsissub-

VermlSPOra

名古屋大学農学部集中講義

(平成15年 7月24-26日,名古屋)

今村祐嗣 :木材保存学

ゴー ドン研究会議 (セルラーゼとセルロソーム)

(平成15年 7月27日～8月 1日,

アンドーバー,アメリカ)

SUGIYAMA,J.:Structuralaspectofcrystallinecellu-

loseandCBM binding

第12回日本エネルギー学会

(平成15年 7月30-31日,札幌)

sya知ina,本 田与一,桑原正章,渡辺隆司 :酵素

糖化 ･発酵のための白色腐朽菌によるオイル

パーム空果房の前処理

インドネシア木材科学学会2003招待講演

(平成15年 7月30日～8月 2日,

インドネシア,ブキティツキ市)

KoMATSU,K.:Researchanddevelopmentsofeng1-

neeredtimberjointsfb∫glulam stmc山reS

秋田県立大学木材高度加工研究所所内講演会

(平成15年 8月 4日, 能代)

矢野浩之 :セルロースミクロフィブリル材料科学

の創成

スリビジャヤ大学土木工学科特別講義

(平成15年 8月 4日,

インドネシア,パレンバン市)

KoMATSU,K.:Researchanddevelopmentsofeng1 -

neeredtimberjointsforglulam structures

九州大学農学部集中講義

(平成15年 8月 4- 8日,福岡)

今村祐嗣 :木材保護化学

インドネシア土木交通運輸セミナー招待講演

(平成15年 8月 5日,

インドネシア,パレンバン市)

KoMATSU,K.:The state ofthe arts oftimber

bridgesinrecentjapan

木質炭化物合同研修会

(平成15年 8月 6-7日, 山形)

黒崎文雄,石丸謙吾,畑 俊充,p.Bronsveld,小

林恵美子,今村祐嗣:急速熱分解法を応用し

て調製した木質炭素化物の微細構造解析

石丸謙吾,畑 俊充,杉山淳司,今村祐嗣,小林

恵美子,P.Bronsveld,T.Vystavel,J.DeHos-

son:スギ炭素化物の炭素化挙動の解析

畑 俊充,ポール ブロンスペル ド,トーマス ビュ

スタベル,バー ト クーィ,ジェフ ドホッソ

ン,柿谷 朋,青野 篤,今村祐嗣 :CCA

(銅 ･クロム ･ヒ素)廃処理木材の熱分解に

関する電子顕微鏡学的研究

第21回 日本植物細胞分子生物学会シンポジウム

(平成15年 8月 7- 8日,高松)

矢崎-史 :植物のABCトランスポータとアルカロ

イ ド輸送

大谷美保子,佐藤文彦,矢崎-史 :オウレン液胞

膜におけるベルベ リン輸送の生化学的解析

小原一朗,小門善正,藤崎隆広,山本浩文,佐藤

文彦,矢崎-史 :酵母pHB:プレニル トランス

フェラーゼ遺伝子を用いたユビキノンの代謝

工学

吉松嘉代,士反伸和,佐藤文彦,矢崎-史 :物質

輸送エンジニアリングによる新規有用植物の

育種 1.遺伝子組換えオウレンの作出
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当 所 の 活 動

和歌山県消費生活センター生活教養講座

(平成15年 8月 8日,田辺)

吉村 剛 :シロアリの生態 と防除

日本木材学会組織 と材質研究会夏のシンポジウ

ム ー木質の形成

(平成15年 8月 9-10日,宇治,京都)

梅揮俊明 :心材成分の生合成

杉山淳司 ‥ⅠαとⅠβの精密化

馬場啓一 :引張あて材の応力発生に対するキシロ

グルカンの関与

矢野浩之 :心材抽出成分の物理特性-の寄与

チェンマイ大学特別セミナー

(平成15年 8月11日,タイ,チェンマイ)

HoNDA,Y.:Molecularbreedingofwood-rotfungi

uslnggeneenglneenngtechniques

宮崎県木材利用技術センター客員研究

(平成15年 8月19-21日,宮崎県,都城市)

小松幸平 :集成材のせん断強度測定法の開発

海外出張 ･その他

林 隆久 :第4回国際木質科学シンポジウム出席

(平成14年 9月 1-5日) インドネシア

則元 京 :第 4回国際木質科学シンポジウム出席

及び拠点交流事業における協議 ･資料収集 ･

共同研究打合せ (平成14年 9月 1-6日)イ

ンドネシア

川井秀一 :第 4回国際木質科学シンポジウム出席

(平成14年 9月 1-6日)インドネシア

渡連隆司 :京都大学国際シンポジウム開催運営 ･

準備･情報収集 (平成14年 9月 1-7日)(カ

ナダ)

森 拓郎 :第 4回国際木質科学シンポジウム ･セ

ミナー出席,発表,熱帯樹木 に関す るセ ミ

ナー出席,調査 (平成14年 9月 1-8日)イ

ンドネシア

小松幸平 :第 4回国際木質科学シンポジウム ･セ

ミナー出席,発表,熱帯樹木 に関す るセ ミ

ナー出席,(平成14年 9月 1-8日)イン ド

ネシア

瀧野異二郎 :第 4回国際木質科学シンポジウム ･

セ ミナー出席,発表,研究資料収集 (平成14

年 9月 1-8日)インドネシア

吉村 剛 :第 4回国際木質科学シンポジウム ･セ

ミナー出席,熱帯樹木セ ミナー出席,樹木調

査 (平成14年 9月 1-11日)インドネシア

伊東隆夫 :環太平洋木材解剖学会出席,発表,資

料収集 (平成14年 9月10-18日)インドネシ

ア

林 隆久:第 1回スペイン糖質学会出席,発表,打

ち合わせ,資料収集 (平成14年9月20-29日)

スペイン

今村祐嗣 :木材の機能性向上に関する共同研究,

資料収集,研究討議 (平成14年 9月13-29日)

フランス

渡連隆司 :第 2回パルプ化及び製紙の新規技術の

国際会議出席,研究資料収集 (平成14年10月

7-11日)中華人民共和国

川井秀一 :ケナフボー ド製造工程の視察,生産技

術に関する共同研究 (平成14年 9月29-10月

2日)中華人民共和国

伊東隆夫 :オーキシン極性移動 と木部細胞の配列

変化及び香木の形成に関する講演,研究資料

収集 (平成14年10月 9-16日)中華人民共和

国

師岡敏朗 :木質科学セ ミナー出席,発表 (平成14

年10月11-18日) 中華人民共和国

野村隆哉 :マレーシアオイルパーム委員会,オイ

ルパーム材利用開発 プロジェク ト会議出席

(平成14年10月17-21日)マレーシア

森 拓郎 :集成材構造における接合技術の開発に

関する研究打ち合わせ

(平成14年11月5日～12月21日) ドイツ,逮

合王国

角 田邦夫 :シンポジウム出席,発表,資料収集

(平成14年11月 6-17日)

カナダ アメリカ合衆国

井上雅文 :第 6回環太平洋生物材料シンポジウム

出席,発表,資料収集 (平成14年11月8-17日)

アメリカ合衆国,カナダ

川井秀一 :第 6回環太平洋生物材料シンポジウム
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出席,発表,フォー リンテック ･カナダ視察,

共同研究の検討 (平成14年11月 9-17日)ア

メリカ合衆国,カナダ

矢野浩之 :第 6回環太平洋生物材料シンポジウム

出席,発表,資料収集(平成14年11月 9-17日)

アメリカ合衆国,カナダ

野村隆哉 :鞘子の木の有効利用の会議,煉煙熱処

理の会議出席 (平成14年11月 9-12日)中華

人民共和国

畑 俊充 :ccA保存処理廃材の熱分解生成物の微

細構造解析の研究打ち合わせ (平成14年11月

9日～12月14日)オランダ

渡連隆司 :3回耐熱性微生物資源 とその利用の国

際会議出席,研究資料収集 (平成14年11月17

-22日)タイ

今村祐嗣 :学振論博研究者の指導 (平成14年11月

20-25日)インドネシア

今村祐嗣 :木材保存 と木材炭化に関する研究資料

収集 (平成14年11月28-12月 1日)台湾

梅揮俊明 :フェニルプロパノイ ド生合成に関する

調査 (平成15年 2月18-22日)アメリカ合衆

国

小松幸平 :ラージフィンガージョイントによる集

成材接着接合部の高強度 ･高靭性化に関する

研究 (平成15年 2月27日～4月14日) ドイツ

矢 崎 - 史 :4thFEBSAdvancedLectureCourse

ABCProtein参加 ･ABC蛋白に関する研究成

果発表のため (平成15年 2月28日～3月 9

日)オース トリア

野村隆哉 :マレーシア政府によって建設中の野村

式燥煙熱処理炉の施行管理及びオイルパー

ム ･ゼロエミッション会議に出席のため (平

成15年 3月 8-15日)

角田邦夫 :IUFRODivision 5 Conferenceに出席 ･

研究発表及び資料収集及び建築材料の保存処

理に関する研究資料の収集 (平成15年 3月 8

-19日)ニュージーランド

畑 俊充:IUFRO Division 5 Conferenceの発表

と研究資料収集(平成15年 3月 9-16日)

ニュージーランド

今村祐嗣 :拠点校事業に関わる共同研究の打ち合

わせ (平成15年 3月16-19日)マレーシア

川井秀一 :日本学術振興会論博事業に関わる学位

論文の作成等,論博研究者の指導 (平成15年

3月25日～4月 1日)インドネシア

杉山淳司 :ラウェ ･ランジェバン研究所 (ILL)

で中性子回折実験 (平成15年 4月 1-7日)

フランス

梅揮俊明 :リグナンの化学と生物学国際会議に出

席,プレナ リーレクチャー並びに討論を行 う

(平成15年 4月 4-11日) ドイツ

川井秀一 :マレーシアプ トラ大学の外部評価及び

ケナフ植栽 とボー ド化 に関する視察調査

(平成15年 4月7-14日) マレーシア

小松幸平:｢2003年国際林産学会議｣に出席及び研

究成果発表 (平成15年 4月20-24日)大韓民

国

則元 京 :林産物に関する国際木材学会会議に出

席 (平成15年 4月20-24日)大韓民国

今村祐嗣 :国際木質会議 (IAWPS-2003)に参加,

研究発表及び資料収集 (平成15年 4月20-24

日)大韓民国

伊東隆夫 :国際林産物会議に出席,研究発表及び

研究資料収集 (平成15年4月20-25日)大韓

民国

森 拓郎:2003年国際林産学会議 (IAWpS-2003)に

出席,発表及び資料収集,韓国唯一の集成材

工場の視察を行 う (平成15年4月20-25日)

大韓民国

島田幹夫 :第30回韓国林産工学会 ･林産物国際会

議に出席,発表及び木造文化財保存管理に関

する情報収集 (平成15年 4月21-25日)大韓

民国

林 隆久 :拠点校プログラムにおける組換え樹木

の打合せ及びオイルパームについて資料収集

(平成15年 4月19-25日)インドネシア,マ

レーシア

川井秀一 :国際木材学会に出席,発表 (平成15年

4月20-24日)大韓民国

杉山淳司 :ゴー ドン研究会議 (多糖類の化学)に

出席し,セルロースの構造 と構築に関する最

近の進歩について研究成果発表 (平成15年 5

月 3-11日)イタリア

角田邦夫 :第34回国際木材保存学会 (IRG)出席
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および木材保存法 ･シロアリ防除に関する研

究資料の収集 (平成15年 5月12- 6月7日)

インドネシア,オース トラリア,マレーシア

井上雅文 :圧縮木材に関する実験及び資料収集,

第 7回国際木質プラスチック複合体シンポジ

ウムに参加 (平成15年 5月16-29日)アメリ

カ合衆国

島田幹夫 :第34回国際木材保存学会 (IRG)に出

席,木材腐朽菌の酵素系阻害反応を利用した

新規防腐剤選抜システムの開発に関する発表,

森林研究所視察及び研究課題 に関するセ ミ

ナー及び植林地視察 (平成15年 5月17-29

日)オース トラリア,ニュージーランド

渡過隆司 :第12回木材 とパルプ化学に関する国際

会議 (ISW?C)出席および木質バイオマス変

換 の研究資料収集 (平成15年 6月 8-14

日)アメリカ合衆国

畑 俊 充 :E-MRSSpringMeeting2003Sym po-

sium Bでの ｢ウッドバイオマスからの機能性

ナノカーボン-の熱変換技術の開発｣に関す

る発表 と研究資料収集 (平成15年 6月 9-15

日)フランス

川井秀一 :論文作成指導,アカシア植林地調査

(平成15年 6月23-30日)インドネシア

畑 俊充 :ISTANBUL2003での ｢木質炭素化物の

空隙構造 を利用 した新規sicナノロッドの開

発｣に関する発表 と研究資料収集 (平成15年

6月28日～ 7月5日) トルコ

渡遠隆司 :白色腐朽菌の菌体外ラジカル制御系に

よるポリマーの分解に関する研究資料収集及

びポリマーの分解,安定化, リサイクルに関

す る国際学会で講演 (平成15年 7月12-26

日)チェコ,オース トリア,スロベニア

梅揮俊明 :共同研究協議会を行 う及びインドネシ

ア科学院 ･日本学術振興会に出席し木質科学

分野共同研究事業の将来構想の概要説明を行

う (平成15年 7月14-20日)インドネシア

今村祐嗣 :インドネシアとの木質科学に関する国

際共同研究の打合せ及び情報収集 (平成15年

7月16-20日)インドネシア

矢崎-史 :米国植物生理学会年会 (plantBiology

2003)に参加 し,研究成果の発表を行 う (平

成15年 7月25日～ 8月 1日)アメリカ合衆国

杉山淳司 :ゴー ドン研究会議 (セルラーゼとセル

ロソーム)でセルロースとセル ロース結合モ

ジュールの相互作用についてKeynote講演及

事前打合せ,情報収集 (平成15年 7月26日～

8月 1日)アメリカ合衆国

小松幸平 :インドネシア木材科学学会年次大会出

席,並びに拠点大学共同研究打合せ (平成15

年 7月30日～ 8月 8日)イ ン ドネシア,マ

レーシア

本田与- :熱帯性担子菌及び担子菌酵素に関する

研究資料収集 (平成15年 8月 7-14日)タイ

林 隆久:｢植物細胞壁｣に関するゴー ドンリサー

チコンファレンスに参加及び討論進行 (平成

15年 8月9-17日)アメリカ合衆国

小松幸平 :第36回国際建築構造研究情報 会議

(CIB-W18)出席 (平成15年 8月10-16日)

アメリカ合衆国

井上雅文 :第 8回国際林業研究機構木材乾燥国際

会議に参加,研究発表及び資料収集 ･欧州に

おける木材利用に関する資料収集 (平成15年

8月25日～9月 3日)ルーマニア,オランダ

人事往来 ･その他

1.所内 (人事)

本田与- :木質バイオマス研究部門 助教授に昇

任 (平成14年11月16日)

則元 京 :木質科学研究所長 再任 (平成15年 4

月 1日)

渡連崇人 :木質バイオマス研究部門 助手採用

(平成15年 5月16日)

野村隆哉 :木質バイオマス研究部門 助手定年退

職 (平成15年 3月31日)

2.所外 (外国人来訪者)

Subyakto(イン ドネシア科学院応用物理研究開発

センター研究員) 木材 ･木質材料の耐火性能

の改善技術 (平成14年 9月 8日～12月 6日)

KhanongnuchChartchai(チェンマイ大学農産学部

講師)耐熱性白色腐朽菌のラッカーゼに関す

る研究 (平成14年 9月10日～10月24日)
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GrilJoseph (モンペ リエ第 Ⅱ大学研究所長)高温

域での木材 レオロジー (平成14年 9月 7-20

日)

MunirEman (北スマ トラ大学講師)森林微生物

の生化学的解析 (平成14年 9月15日～12月 3

日)

Len∑Michael(オース トラリア科学工業研究所主

席研究員) 本産ヤマ トシロアリの採餌行動

学 (平成14年 9月14日～10月25日)

RowellRoger (ウィスコンシン大学教授)環境負

荷の少ない高機能化学処理木材の開発 とその

評価 (平成14年 9月25日～11月 8日)

黄 権 換 (日本学術振興会外国人特別研究員)

棟 とボル トを併用したハイブリッド接合法を

用いた木造半剛節骨組み架構の開発研究

(平成14年 9月30日-平成16年 9月29日)

simottMichael (マンチェスター工科大学紙科学

科教授)分解酵素の逆転移反応による糖鎖合

成に関する研究 (平成14年11月 4日～平成15

年 1月 3日)

clairBruno(国立農業研究所 (rNRA)研究員)木

質繊維の引張ス トレス と微細構造の関係

(平成14年 1月29日～平成15年11月28日)

GongMeng(ニューブランズウイック大学ボス ド

ク研究員)エンジニアーウッド疲労挙動に関

する研究 (平成14年11月28日～平成15年 9月

5日)

李 大綱 (南京林業大学教授)細胞壁に関する研

究 (平成14年12月19日～平成15年 3月15日)

YanniSudiyani(インドネシア科学院 (LIPI)研究

員)木材の耐候性評価 と向上技術に関する論

博事業の実施 (平成14年12月18日～平成15年

3月25日)

SutadjiYuwasdiki(国民安全工学研究所研究員)熱

帯産木材を利用したLVLの性能評価 とその住

宅構造部材-の適用に関する研究を遂行

(平成15年 1月 6日～ 2月 5日)

BambangSubyanto(イン･ドネシア科学院 (LIPI)

バイオマス開発研究部部長) 熱帯産木材を

利用したⅠ〃Lの性能評価 とその住宅構造部材

-の適用に関する研究を遂行 (平成15年 1月

6日～2月19日)

LeeChow-Yang(マレーシア理科大学助教授)イ

エシロアリに対するマレーシア産および日本

産木材の感受性に関する比較研究 (平成15年

2月15日～3月 7日)

FirmantiAnita(インドネシア労働省住宅研究所研

究員)熱帯植林木の構造的利用に関する研究

(平成15年 1月 6日～ 3月25日)

AboodFaizah (マレーシアプ トラ大学講師)木質

系複合材料の熱帯での生物的劣化防止と難燃

性付与のための新しい試み (平成15年 3月 6

-19日)

HamdanSinin(サラワクマレーシア大学講師)AE

による木質材料の性能評価に関する研究 (平

成15年 3月 9-31日)

氾lanOngnuChCharchai(チェンマイ大学農産学部

講師)耐熱性白色腐朽菌のラッカーゼに関す

る研究 (平成15年 4月30日～ 6月13日)

張 敏 (南京林業大学教授)ケナフ総合利用シ

ステムの開発 (平成15年 1月 1日～12月31

日)

AdamM Taylor(オレゴン洲立大学博士課程学生)

心材抽出物 と耐蟻性に関する研究 (平成15

年7月 1日～ 8月21日)

BardetSandrine(モンペ リエ第 Ⅱ大学講師)木材

レオロジーに関する研究 (平成15年 6月12日

へ 9月 8日)

程 万里 (東北林業大学助教授)木材乾燥過程に

おける収縮応用発生機構)(平成15年 7月18

日～10月15日)

李 志真 (福建省林業科学研究所上級研究員)森

林共生菌根菌の遺伝子解析 (平成15年 8月11

日～平成16年 1月20日)

Thiba山Bemard(モンペ リエ第二大学教授)木材

力学に関する調査 (平成15年8月22日～9月

17日)

3.受賞

本田与- :日本応用きのこ学会奨励賞受賞 (平成

14年 9月 4日)

央崎-史 :武田研究奨励賞受賞 (平成14年11月20

日)

-104-




