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当 所 の 活 動

講 演

京都大学総合博物館平成13年度特別企画展

｢京都大学の遺伝子研究｣京都大学総合博物館

(平成13年 6月 1-9月30日,京都)

黒田宏之 :木や森の維持装置

一生命体としての木材-

9thInternationalCellWallMeeting

(平成13年 9月 2- 7日,

トウール-ズ,フランス)

PARK,Y.W.,Y.OHMIYA,andT.HAYASHl:Therole

orcellulaseoncellulosebiosynthesis

IHARA,Y andT.HAYASHI:Expressionandcharac-

terizationofGhCesA2ininsectcells

TAKEDA,T.,Y.FURUTA,T.AwANO,K.MIZUNO,Y.

MITSUISHIandT.HAYASHI:Brakeandaccelera-

torfわrtheelongationorpeasegmentsbyinte-

gratlngXyloglucans.

TAKEDA,T.,Y.FURUTA,T.AwANO,K.MIZUNO,Y.

MITSUISHlandT.HAYASHr･.Xyloglucanscontrol

cellgrowthinpeastems

ITOH,T.:Immunogoldlabelingofterminalcellulose-

synthesizingcomplexes

SUzUKL,K"T.SAITO,T.ITOHandS.KITAMURA:Ex-

plonng genesrelated to saccharidesmetabo-

1ism from rice genome sequences by

bioinfbmatics

日本木材加工技術協会

第25回木材の実用知誰講習会

(平成13年 9月 4日,京都,9月 6日,東京)

川井秀一 :建築に使われる木材 と木質材料

今村祐嗣 :腐らない,燃えない,狂わない

日仏ワークショップ 細胞壁成分の構造､代謝工

学および利用

(平成13年 9月 7- 9日,

(2001年 9月～2002年 8月)

トウール-ズ,フランス)

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

SHIMADA:BiosynthesisorNorlignansandLig-

nanS

ITOH,T..'Localizationofxylaningrassesdepend-

entonthedegreeoritsbranching

MOKスクール2001

(平成13年 9月 8日,大阪)

川井秀一 :木質材料のサイエンス

アジアー太平洋シロアリ研究セミナー

(平成13年 9月10-11日,台北､台湾)

TsUNODA,K.:Trendsinchemicalusefortermite

controlinJapan

華南理工科大学大学院集中講義

(平成13年 9月11-13日,広州,中国)

渡辺隆司 :リグニン ･糖結合体の構造と生分解

Symposium onJointsinTimberStructures

(平成13年 9月11-15日,

シュッツガル ト, ドイツ)

小松幸平 :様々なタイプのラージフィンガージョ

イン トで構成 された集成材桂一梁接合部の

モーメント抵抗性能

Royal Society,Carbohydrate Group Autumn

Meeting l'Chemistry,Physicsand Biology of

StructuralPolysaccharides'.

(平成13年 9月12日,

マンチェスター,連合王国)

SUGTYAMA,J･:Moleculardirectionality ofpolysacI

charidecrystalsanditsphysicalandbiochemi-

calimplications

(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
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(平成13年 9月12日,大阪)

吉村 剛 :シロアリの生態 と被害

中国科学院広州化学研究所特別講義

(平成13年 9月14日,広州,中国)

渡辺隆司 :木質バイオマスの生物 ･化学的変換

第45回日本学術会議材料研究連合講演会

(平成13年 9月18-19日,東京)

S.YUsUF, 飯田生穂,今村祐嗣,SUDIJONO:圧

縮前処理法を利用 した熱帯産広葉樹材の液体

注入性の向上

SpecialSeminarofMaterialScience Group at

UMTST.

(平成13年9月18日,

マンチェスター,連合王国)

SuGtYAMA,J.:StructureofNativeCelluloseMicrofi-

brilsatMolecularDimension

木構造計算講座

(平成13年 9月19-21日,国分)

小松幸平 :木構造の構造計算

ベルサイユINRA特別講演

(平成13年 9月19日,ベルサイユ,フランス)

HAYASHl,T∴Xyloglucaninthepnmarywall

Internationanl Conference on Polysaccharides,

past,presentandfuture

(平成13年9月21日,

グルノーブル,フランス)

SUGIYAMA,J∴Electronmicroscopyofcellulosemi-

crofibril

日本建築学会2001年度大会

(平成13年 9月21-23日､東京)

野口昌宏,小松幸平 :木一木ボル ト接合における

剛性 ･耐力推定法の提案

瀧野異二郎,小松幸平,立石 - :製材を側材 と

する多数本打ちラグスクリュー接合部のせん

断耐力評価 (その 1)実験方法 と実験結果の

概要

/ト松幸平,瀧野藁二郎,立石 - :製材を側材 と

する多数本打ちラグスクリュー接合部のせん

断耐力評価 (その 2)ラグ本数 と強度性能の

関係並びに許容耐力の試算

田中 圭,井上正文,小松幸平,河合直人,江川

豊宏 :RC部材 とスギ集成材のGlue-inRod接

合部の強度性能､(その 1)せん断実験

吉岡俊幸,井上正文,小松幸平,河合直人,田中

圭,渡部裕允 二木質構造におけるボル ト接

合の周辺補強に関する研究 (その 1)鋼製棒

を補強具に用いた場合

森 拓郎,笹川 明,五十田 博,高橋茂男,北

村俊夫 :信州産からまつを用いた集成材の曲

げクリープ性状に関する実験的研究(その 3)

クリープ式による評価

北村俊夫,笹川 明,五十田 博,高橋茂男,森

拓郎 :信州産からまつ集成材を用いた接合

部のクリープ特性に関する実験的研究 (その

7)接合具単体せん断クリープ実験の定量化

高橋茂男,笹川 明,五十田 博,森 拓郎,北

村俊夫 :信州産からまつ集成材を用いた接合

部のクリープ特性に関する実験的研究 (その

8)仕 口せん断クリープ実験の変位推定

田中裕嗣,笹川 明,森 拓郎,落岩広一 :角度

を自由に変えることができる金物を用いた梁

一小梁接合部の力学的特性に関する実験的研

究

泉 尚武,笹川 明,五十田 博,森 拓郎,港

岩広一 :部材､接合部を最小単位 とする筋か

い耐力壁の弾塑性応答解析モデル (その 5)

応答に対する剛性偏心の影響

田中栄次,片岡靖夫 :寺院建築の構造性能評価に

関する研究 (合板内挿型可擁耐震壁の特性)

片岡靖夫,田中栄次 :建築の構造性能評価に関す

る研究 (構造性能復元)

平林尚樹,片岡靖夫 :ハイブリッド型木質耐震壁

の研究 (その2プレス トレスの温湿度による

変動特性)

日本植物学会第65回大会

Symposium:Auxin Transportersand Receptors:
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PhysiologicalandMolecular Perspectives

(平成13年 9月25-29日,東京)

ITOH,T.,M.KIYOSHIGE,andM.ⅠINO:Tracheidsare

reorientedtogetherwiththeauxinpolartrans-

portsystem intreestems

ジョージア大学ccRC特別講義

(平成13年 9月26日､アテンズ､アメリカ)

HAYASHI,T.;Xyloglucanandcelluloseinthewalls

orgrowlngplantcells

木橋研修会

(平成13年10月 3日,高崎)

小松幸平 :集成材の特性と接着 ･接合

(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13年10月 4日,大阪)

吉村 剛 :安全管理とクレーム対策について

中部化学連合秋季シンポジウム

グリーンケミス トリ-シンポジウム

(平成13年10月 5日,岐阜)

渡辺隆司 :白色腐朽菌のフリーラジカル生成プロ

セスと木質バイオマスの成分変換

第31回木材の化学加工研究会シンポジウム

(平成13年10月11-12日, 京都)

畑 俊充,今村祐嗣:木炭の微細構造と機能

日本木材総合情報センター公開シンポジウム

(平成13年10月13日,大阪)

師岡淳郎 :住環境と木材

京都大学公開講座 ｢森と木と人と｣

一森林科学とわたしたち-

(平成13年10月13-14日,宇治)

吉村 剛 :シロアリから地球環境を考える

日本木材学会組織と材質研究会 ･年輪研究会

(平成13年10月15-16日,伊那)

馬場啓一 :環境応答と遺伝子発現 -あて材形成

の場合-

Korea-JapanJointSeminaron''EffectiveInspec-

tion and Maintenance TechnologleStO Prevent

BiodeteriorationofWoodenCulturalProperties

(平成13年10月16-18日,釜山,大韓民国)

IMAMURA,Y:WoodSpeciesorCulturalProperties

inJapanandtheirFundamentalDurability

KANq AeK.,Y.IMAMURAandS.J.PARJ(:Dimen-

sionalStabilization orWaterlogged Wood by

PEG andSugar

YosHIMURA,T.:TermitecontrollingstrategleSinJa･

pan with specialreferencesto wooden cul-

turalproperties

韓国木材工学年次大会

(平成13年10月18-20日,大鞘,大韓民国)

小松幸平他 4名 :集成材半剛節フレームと釘打ち

合板パネルで構成されたせん断抵抗システム

の水平せん断性能の近似解析

第244回木質材料部門委員会定例研究会

(平成13年10月19日, 京都)

畑 俊充:CCA(クロムー銅-ヒ素)処理廃材の リ

サイクル-の挑戦

(社)日本 しろあり対策協会

しろあり防除施工士登緑更新研修会

(平成13年10月23日,大阪)

吉村 剛 二安全管理とクレーム対策について

日本木材加工技術協会第19回年次大会

(平成13年10月25-26日, 東京)

畑 俊充,p.BRONSVELD,菊池 光,西宮耕栄,今村

祐嗣,∫.DE-HOSSON:アル ミナを用いたスギ木

炭の高温触媒黒鉛化

Symposium on Utilization ofAgriculturaland

ForestryResidues

(平成13年10月31日～11月 2日,南京,中国)

KAWAI,S･,et･al.;A TrialofManufactunngHigh-

StrengthBambooFiberComposites
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第46回リグニン討論会

(平成13年11月 1- 2日,京都)

榊原紀和､鈴木史朗､梅揮俊明､島田幹夫 :An-

thriscussylvestrisにおけるシ リンギル型 リグ

ナン生合成経路について

寺西紘子､榎 牧子､本田与一､渡辺隆司､桑原

正章 :白色腐朽菌ceriporiopsissubvermispora

の菌体外フリーラジカル反応 -NDAによ

る水酸化ラジカル生成反応の抑制

榎 牧子､本田与-､渡辺隆司､桑原正章 :白色

腐朽菌ceriporiopsissubvermisporaの菌体外フ

リーラジカル反応 -NDAによる鉄酸化還

元の阻害と電価移動錯体形成

馬上 学､本田与一､渡辺隆司､桑原正章 :エレ

クトロポーレーションによるヒラタケの形質

転換

第 1回先進環境エネルギーフォーラム

シンポジウム

(平成13年11月 5日,京都)

渡辺隆司 :白色腐朽菌のフリーラジカル生成プロ

セスと木質バイオマスの成分変換

畑 俊充,D.Meier,梶本武志,菊池 光,今村祐

嗣:熱変換による木質バイオマスからのバイ

オオイルの創成

ロシア企業経営者要請訪日研修会

(平成13年11月 9日,大阪)

川井秀一 :木材 ･木質材料の加工と利用

(社)日本木材加工技術協会関西支部ウッドサイ

エンスセミナー

(平成13年11月9日,宇治)

吉村 剛:木の家に100年住めますか?-木質住宅

のメンテナンス-

InternationalSymposium orLNanoCarbons

(平成13年11月14-16日, 長野)

HATA,T.,K･NISⅢMIYA,P･BRONSVELD,T･VYs-

TAVEL,J.DEHOSSON,H.KTKUCHI,andY.IMA-

MURA:ElectronmicroscoplCStudyoncatalytic

carbonizationofbiomasscarbon:Ⅰ.Carboniza-

tionofwoodcharcoalathightemperatureby

A1-Triisopropoxide

UNEP/FAO/GIobal IPM-Termite Biology and

Management

(平成13年11月14-16日,

スイス,ジュネーブ)

TsuNODA,K.:Laboratoryandfieldevaluationofter-

miticides

日本木材学会第22回接着研究会

(平成13年11月16日,福岡)

川井秀一 :木質材料 とリサイクル

第13回日本環境動物昆虫学会年次大会

(平成13年11月16-17日,堺)

吉村 剛,景守紀子,湯川雅枝,今関 等,世良耕

一郎,ニッ川章二 :日本産地下シロアリにお

ける微量元素の体内分布

中山友栄,吉村 剛,今村祐嗣,築瀬佳之,藤井義

久 :ヤマ トシロアリの摂食活動に対する湿度

変化の影響

梁瀬佳之,柴田素子,藤井義久,奥村正悟,吉村

剛,今村祐嗣,石田充克,野際武敏 :汚泥 ･固

化破砕材 (ポリナイ ト)のシロアリ物理バ リ

ア-の応用一中古住宅 リフォーム時の施工事

例一

築瀬佳之,藤井義久,奥村正悟,吉村 剛,今村祐

嗣,近田 昇,蒔田 章 :AEモニタリングに

よる木質住宅内のイエシロアリ食害部位の標

定

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:セラミックガスセン

サを用いたシロアリ代謝ガスの検出

東京農工大学大学院集中講義

(平成13年11月20-22日,国分寺)

杉山淳司 :環境資源物質科学特別講義Ⅲ

愛知県ベンチャー研究開発工房研修会

(平成13年11月28日,刈谷)

川井秀一 :植物の組織と機能に学ぶ材料開発
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(社)日本しろあり対策協会関西支部地区講習会

(平成13年12月4日,富山)

吉村 剛 :新しい防蟻工法

第28回炭素材料学会年会

(平成13年12月 5- 7日, 桐生)

畑 俊充,p.BRONSVELD,菊池 光,T.VYsTAVEL,

西宮耕栄,今村祐嗣,∫.DEHOSSON,:アル ミナ

を用いたバイオマスカーボンの高温下におけ

る触媒黒鉛化

石丸謙吾,畑 俊充,今村祐嗣,T. VYsTAVEL, P.

BRONSVELD,∫.DEHOSSON:炭化過程におけるバ

イオマス ･カーボンの微細構造の変化

日本木材学会レオロジー研究会 ･木材と水研究会､

木材乾燥シンポジウム

(平成13年12月 6日,宇治)

師岡淳郎 :100℃ 以上でのスギ乾燥過程における

収縮応力の変化

ウッドサイエンスセミナー 優 しいお家

(平成13年12月 9日, 宇治)

師岡淳郎 :木材の基礎知識

中部大学工学部特論

(平成13年12月12日,春日井)

小松幸平 :集成材構造建築の話

静岡大学大学院集中講載

(平成13年12月12-13日,静岡)

矢野浩之:木質材料学特論

UpM特別講義

(平成13年12月28日,

クアラルンプール,マレーシア)

渡辺隆司 :木質バイオマスの生物 ･化学的変換

鳥取大学大学院集中講義

(平成14年 1月15-16日,鳥取)

渡辺隆司 :木質バイオマスの生物 ･化学的変換

(社)日本しろあり対策協会

しろあり防除施工士 1次試験講習会

(平成14年 1月25日,大阪)

吉村 剛 :シロアリの生態と被害

木材接着講習会

(平成14年 1月29日,大阪)

小松幸平 :構造用接着

(社)日本しろあり対策協会関西支部地区講習会

(平成14年 2月 1日,和歌山)

吉村 剛 :シロアリの生態とこれからの防蟻工法

奈良国立文化財研究所 ｢環境考古学研修｣

(平成14年 2月4日,奈良)

伊東隆夫 :樹種の見分け方

京都府グリーンベンチャー研究交流会講演会

(平成14年 2月12日,京都)

川井秀一 :木質建材のリサイクル

高知大学農学部集中講義

(平成14年 2月12-14日,南国)

今村祐嗣 :木質資源科学

第3回 ｢エコカーボン研究会｣

(平成14年 2月15日,つくば)

石丸謙吾,畑 俊充,今村祐嗣,T. VYsTAVEL, P.

BRONSVELD,∫.DEHOSSON:炭化過程における木

炭の微細構造の解析

京都大学技術職員研修

(平成14年 2月19日,京都)

今村祐嗣 :木の文化と技術

森林総合研究所プロジェクト研究推進評価会議

(平成14年 2月20-21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

Japan Scienceand TechnologyCorporationIn-

ternational Symposium "Bio-recycle Research
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on Termites and Their Symbiotic Microorgan-

1SmSII

(平成14年 2月26-27日,和光)

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

YosHIMURAandT.KUDO:Themolecularphyl0-

geneticanalystsOfthegenusCoptotemesin

Asiabased on theDNA sequencesofmito-

chondrialCOIIand12SrRNA geneswithref-

erencestotheirmorphology

大成建設木構造研究会

(平成14年 2月25日,名古屋)

片岡靖夫 :伝統建築と新しい木質構造

秋田県立大学木材高度加工研究所所内講演会

(平成14年 2月28日,能代)

川井秀一 二木材 ･木質材料の老化と接着

2001年度日本建築学会関東支部研究報告

(平成14年 3月 1- 3日, 東京)

上島基英,安井 昇,長谷見雄二,秋月道孝,畑

俊充,馬屋原敬,木村忠紀,大西 卓,村

上 博,酒井憲吾,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2)木

造土壁の防火性能に関する実験的研究

スリビジヤ大学工学部土木工学科特別講演会

(平成14年 3月 2日,

パレンバン,インドネシア)

小松幸平 :集成材モーメント抵抗接合法の開発

ミズーリ大学特別講義

(平成14年 3月 8日,コロンビア,アメリカ)

HAYASHl,T∴Xyloglucanintegrations

森林と木と人と暮らしのフェスティバル

｢-もくもくサイエンスセミナー｣

(平成14年 3月9-10日,大阪)

吉村 剛 :弱点の補い方一腐･燃･狂わない木材一

森 拓郎 :世界の木構造

インドネシア木材学会特別講演会

(平成14年 3月20日,

ジャカルタ,インドネシア)

KAWAI,S.:Recentdevelopmentofcompositepan-

elsfrom non-woodlignocellulosics

日本農芸化学会2002年度大会

(平成14年 3月24-27日,仙台)

シンポジウム :生物の形つくり

竹田 匠,古田裕三,粟野達也,水野孝一,三石

安,林 隆久:植物細胞の形づくりはキシ

ログルカンの組み込みによって決定される

佐藤秀昭,本田与-,渡辺隆司,桑原正章 :選択

的 リグニン分解菌ceriporiopsissILbvermispora

の新規菌体外過酸化脂質生成系と反応に関わ

る酵素の探索

伊藤弘道,本田与-,渡辺隆司,桑原正章 :白色

腐朽菌処理-エタノリシス反応前処理を組み

込んだ木質バイオマスからのエタノールの発

酵生産

平成13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 1回成果発表会

(平成14年 3月25日､宇治)

師岡淳郎 :木造建物の温度環境一序にかえて-

川井秀一 :ケナフボー ドの開発

矢野浩之,I,ShamsMd.:超可塑化 ･選択的圧密

技術を活用した高耐久 ･高強度木質材料の開

発

畑 俊充,今村祐嗣:解体廃材の選択的木炭化技

術に関する研究開発,低環境負荷 ･資源循環

型木造エコ住宅に関する研究開発

角田邦夫,ムスリザル ･ムイン,吉村 剛,井上

雅文 :低環境負荷型保存処理技術の開発

吉村 剛,角田邦夫,今村祐嗣,景守紀子,杉山淳

司 :シロアリのエコ ･コントロール技術の開

発 (1)-シロアリの物理的食害能力に関する

基礎的検討-

化学工学会グリーンケミス トリーシンポジウム

(平成14年 3月27日,福岡)
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渡辺隆司 :白色腐朽菌のフリーラジカル生成プロ

セスと木質バイオマスの成分変換

第42回日本植物生理学会2002年度年会

(平成14年 3月28-30日,岡山)

TAKEDA,T., Y.FURUTA,T.AwANO,K.MIZUNO,Y

MITSUISHIandT,HAYASHI:IntegratlngXyloglu-

cansintopeastem segments

IHARA,Y., F.SAKAlandT.HAYASHI:Homodimeric

formation ofGhCesA2 expressed in insect

cells

PARK,Y.W.andT.HAYASHl:Involvementofcellu-

1aseactivltylnCellulosebiosynthesis

KoNISHI,T.,Y.OHMIYA,F.SAKAl andT.HAYASHI:

TransgenicpoplarsoverexpresslngSucroseSyn-

thase

馬場啓一,日尾野隆 :あて材形成で発現が誘導さ

れる塩基性ペルオキシダーゼの全長cDNA

森林所有者 ･森林組合 ･製材業者のための研修会

(平成14年 3月28日,田辺)

川井秀一 :地域材利用の推進方向及び木材産業体

制整備の基本方針

ウッドサイエンスセミナー

(平成14年 3月30日,奈良)

吉村 剛:木質住宅のメンテナンス一木の家に100

年住めますか?-

日本木材学会第52回大会

(平成14年 4月 2- 5日,岐阜)

小段篤史,黒田宏之,酒井富久美 :アカマツのス

チルベン合成酵素群の性質 スチルべノ

イ ド･フラボノイ ドの生合成制御

下村文恵,江藤和美,小段篤史,酒井富久美,黒

田宏之 :アカマツ0-メチル基転移酵素cDNA

群の性質

竹田 匠,古田裕三,粟野達也,水野孝一,三石

安,林 隆久 :植物細胞壁-のキシログル

カンの組込み

EmanMunir,服部武文,島田幹夫 :褐色腐朽菌オ

オウズラタケのリンゴ酸合成酵素の精製と性

質

鈴木史朗,中坪朋文,梅揮俊明,島田幹夫 :(Z)-

hinokiresinol生合成酵素について

榊原紀和,鈴木史朗,梅揮俊明,島田幹夫:Anthrisu-

cussylvestrisのシリンギル型 リグナン生合成

におけるツヤプリカチンの役割

伊東隆夫 :中国ニヤ遺跡出土木質遺物の樹種と年

代

堀 律子,杉山淳司,MartinMueller,渡辺宇外 :

MFAの季節的変化とその振動特性的意義

藤野猛史,伊東隆夫 :タバコBY-2の細胞板にお

けるinvivoでのカロースの可視化

XIN(〕lANGH.,K.SUzUKl,T.ITOH:Tわwardunder

standing thedifferentfunction oftwo types

ofparenchymacellsinbambooculms

霜尾 毅,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培養細胞BY-

2における発現

馬場啓一,日尾野隆 :引張あて材形成時に誘導さ

れる塩基性ペルオキシダーゼの全長cDNA

和田昌久,L Heux,杉山淳司 :セルロースIVlの

固体構造

都甲千鈴,高部圭司,藤田 稔,杉山淳司 :非セ

ル ロース性多糖類存在下での酢酸菌のセル

ロース合成(ⅠⅠⅠ)電子回折等による構造変化の

解析

堀 律子,杉山淳司 :ケモメトリクス法による細

胞種間の壁成分差の検出

HULTE.-L.,T.IvERSEN,J.SUGIYAMA:Characteriza-

tionorthehierarchicorganizationorcellulose

inwoodandpulpfibers

田畑秦里,伊東隆夫 :ジンコウの地域特性と組織

構造

北川結希,杉山淳司,伊東隆夫,MichaelL Sinnott:

加水分解酵素によるセルロース合成の電子顕

微鏡的観察

佐藤 伸,渡辺隆司,本田与一,桑原正章,山本

恵子,岸本浩通,八木則子,村岡清繁 二白色

腐朽菌による加硫ゴム中のスルフィド結合の

切断

杉山真樹,則元 京 :化学処理木材の誘電特性

(I),ホルマール化処理木材
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吉広 仁,大前宏輔,湊 和也,則元 京 :化学

処理木材の誘電特性①

杉元宏行,則元 京 :熱変換木材の誘電特性 Ⅲ

東原貴志,師岡淳郎,則元 京,小幡谷英一 :水

蒸気処理木材の煮沸 ･乾燥処理による変形固

定量の変化

東原貴志,師岡淳郎,則元 京,B.SUBIYANTO:熱

処理による竹材の圧縮変形固定 とその機構

川井安生,小林好紀,則元 京 :高周波加熱 と熱

気を複合 した乾燥法 (Ⅳ),熱気乾燥の役割

東原貴志,師岡淳郎,則元 京,B.SUBIYANTO,

E.MuLYAALAMSYAH:密閉加熱処理 による竹

材の圧縮加工 とその強度特性

川井秀一 :リサイクルチ ップを用いたファイバー

ボー ドの性質

SHAMS,Md.I.,矢野浩之,川井秀一:Theeffectsof

processlngParametersforthedensificationof

phenolicresinimpregnatedwood

NAKAGAlTO,A.N.,矢野浩之,川井秀一:Microfib-

rillatedplantfiberbasedcomposites I

矢野浩之,中原 進,川井秀一:ミクロフィブリル

化植物繊維複合材料 Ⅱ

中井 祐,畑 俊充,今村祐嗣:木質材料の熱分解

液の化学組成 と生物活性

菊池 光,柿谷 朋,畑 俊充,今村祐嗣:直パル

ス式熱分解装置の開発 と得 られたバイオオイ

ルの性状

畑 俊充,p.BRONSVELD,T.VYsTAVEL,J.DEHOSSON,

菊池 光,西宮耕栄,今村祐嗣:バイオマス

カーボンの触媒炭化 に関する電子顕微鏡学的

研究Ⅰト アル ミナによる高温下での木材の炭

化

石丸謙吾,畑 俊充,今村祐嗣,T. VYsTAVEL, P.

BRONSVELD,∫.DEHOSSON:炭化過程における木

炭の微細構造の変化一樹種及び炭化条件の影

響

梶本武志,久保 田静男,中井 祐,畑 俊充,今村

祐嗣:L一乳酸木材分解物の防腐防虫効果の検

討

吉村 剛,森川正文 :フィンラン ド･ラップラン

ド産オウシュウアカマツ材の生物劣化抵抗性

岡部一志,吉村 剛,角田邦夫 :ファース トマーキ

ング (fastmarking)法による地下シロア リ採

餌個体数の推定

築瀬佳之,柴田素子,藤井義久,奥村正悟,吉村

剛,今村祐嗣,石 田充克,野際武敏 :物理バ リ

アを用いたシロア リ防除システムに関す る検

討一粒子形状および表面形状がシロア リの貫

通能力に及ぼす影響-

MUIN M.,K.TsUNODA:Preservativetreatmentor

wood-based compositeswith IPBC (3-iodo-

propynylbutylcarbamate)

中山友栄,今村祐嗣 :DSCによる木炭の放湿挙動

の解析

水戸洋彦,横山茂樹,茅原信暁,今村祐嗣 :ホウ

素含有鉱物 コレマナイ トの防蟻性能 (2)粒

子形状の影響

SUDIYANI,Y.,今村祐嗣,土居修一,山内 繁 :光

音響赤外分光法による風化 した熱帯産木材の

表層分析

瀧野最二郎,小松幸平,森 拓郎,中谷 誠 :"隻

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"

森 拓郎,小松幸平,野田康信,原田浩司,渡辺

公昭:"異樹種集成材の引張強度に関する実験

的研究"

森 拓郎,小松幸平,瀧野異二郎,黄 権換,土

屋幸敏,松井正和 :"京都府産スギLVLを用い

た桂一梁接合部の強度特性に関する実験的研

究"

野 田康信,小松幸平,森 拓郎,川原重明 :"隻

成材 コーナー接合部の耐力性能向上を目的 と

したLargeFingerJointの改良"

田淵教士,小松幸平 :"土壁のせん断変形時にお

ける竹木舞の挙動についての実験的研究"

北守顕久,小松幸平,片岡靖夫,加藤泰世 :"柱

一貫接合部の耐力発現機構に及ぼす襖の役割

(2)-パネル ゾーンの応力状態-"

小松幸平,瀧野 異二郎,立石 - :"ラグス ク

リュー多列本接合部の非線形挙動 の解析 -

Lantos理論適応の可能性について"

日本木材学会第52回大会シンポジウム
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｢乾燥材問題を考える｣

(平成14年4月 4日,岐阜)

師岡淳郎 :乾燥材研究の今､過熱水蒸気下での乾

燥過程で生じる収縮応力

関西TLO技術情報クラブ例会

(平成14年 4月11日, 京都)

矢野浩之:ミクロフィブリル化植物繊維成型材料

の開発

2002年度韓国木材工学会年次大会

(平成14年 4月19日,ソウル,大韓民国)

KAWAI,S∴Developmentofkenafcomposites

ウッドサイエンスセミナー

(平成14年 4月20日,大阪)

吉村 剛 :木質住宅のメンテナンス

一木の家に100年住めますか?-

Vlieland2001

(平成14年4月22-24日,

フリーランド,オランダ)

BRONSVELD, P., T. VYsTAVEL, T. HATA, K.

NISHIMIYA,Y IMAMURA,∫.DEHOSSON:Catalytic

carbonizationathightemperatureofbiomass

carbonbyaluminum oxide

MaterialResearch2002

(平成14年5月 8- 9日,

コニングスホフ フェル ドホ-ベン,

オランダ)

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

H.KJKUCHI,K.NISMMIYA,Y.IMAMURA:Cata-

1yticgraphitizationorbiomasscarbon

第33回国際木材保存学会年次大会

(平成14年 5月12-17日,

カーディフ､連合王国)

TsUNODA,K.,A.ADACHI,T.BYRNE,P.I.MoRRIS,

and J.K. GRACE:Performance ofborate-

treatedsillplates(dodai)inaprotected,above-

groundfieldtestinJapan

日本電子顕微鏡学会第58回学術講演会

シンポジウム ｢外界との界面｣

(平成14年 5月14-16日,大阪)

木村 聡, 伊東隆夫 :酢酸菌におけるセル ロー

ス合成活性化に関わるタンパク質(C-di-GMP

bindingprotein)の局在

静岡大学農学部人間環境科学科特別講義

(平成14年 5月15日,静岡)

黒田宏之 :｢木材中の二次代謝 ･通水の制御｣

マツ枯れから見えてきたもの

第57回木研公開講演

(平成14年 5月17日,宇治)

伊東隆夫 :幻の古代都市 『二ヤ遺跡』と木材

森 拓郎 :大空間建築-の展開を目指して

片岡靖夫 :木と建築の構築

日本菌学会第46回大会

(平成14年 5月18-19日,長野)

ダ 最俊,E.Munir,服部武文,島田幹夫 :木材

腐朽菌オオウズラタケの子実体形成期におけ

るグリオキシル酸およびクエン酸回路の生理

学的役割

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代謝におけるグリ

オキシル酸回路の役割

中国新江林学院特別講演会

(平成14年 5月20日,臨安,中国)

川井秀一 :木材の構造と機能を活かした材料開発

ウィーン工科大学特別セミナー

(平成14年 5月23日,

オース トリア,ウィーン)

TsUNODA,K･:Applicabilityorsupercriticalcarbon

dioxidetotreatwoodandwood-basedcompos-

ites

京都大学農学部四明会培根会講演会

(平成14年 5月24日,京都)

今村祐嗣 :伝統的新素材-木炭
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メッシュ防蟻工法研究会

(平成14年 6月5日,東京)

吉村 剛 :防蟻業界の最新技術 とその動向

セルラーゼ研究会

(平成14年 6月12-13日,茨城)

PARK,Y.W.,T.HAYASHl,T.NAKAlandM.SHODA:

Iscellulaserequiredforcellulosesynthesis?

京都市工業試験場研究発表会講演

(平成14年 6月12日, 京都)

矢野浩之 :ミクロフィブリル化植物繊維複合材料

の開発

第21回エネルギ- ･資源学会研究発表会

(平成14年6月13日, 大阪)

柿谷 朋,畑 俊充,今村祐嗣,梶本武志:ccA防

腐処理木材の熱分解廃棄処理の可能性につい

て一熱分解時におけるヒ素の挙動一

河合塾京大特別講座

(平成14年6月15日,京都,

6月22日, 7月7日,大阪)

今村祐嗣 :木炭で地球をきれいにする

日本建築学会近畿支部研究報告会

(平成14年 6月15日,大阪)

小松幸平､瀧野異二郎､森 拓郎､中谷 誠 :集

成材鋼板挿入 ドリフ トピン接合部の高強度繊

維による補強効果 (第 1報)接合部全体 を外

から巻いた場合

12thEuropeanConferenceandTechnologyExhi-

bitiononBiomassforEnergy,IndustryandCli-

mateProtection

(平成14年 6月17-21日,

アムステルダム, オランダ)

KAKITANl,T.,T.HATA,Y.IMAMURA,T.KAllMOTO:

BehaviourofarsenicinthebeginnlngOfpyro-

1ysis or chromium-coppeトarSenate (CCA)

treatedwood

旭化成基盤技術センターセ ミナー

(平成14年6月21日,富士)

杉山淳司 :薬剤および圧力によるバ クテ リアセル

ロースの高次構造変化およびセル ロース ミク

ロフィブリルのナ ノ構造 とその可視化

日本建築学会北陸支部研究報告会

(平成14年 6月23日,長野)

森 拓郎,小松幸平,瀧野星二郎,黄 権換 :戻

都府産スギLVLを用いた桂一梁接合部の強度

特性に関する実験的研究

西中大雄,笹川 明,森 拓郎,神戸 渡 :高圧

木毛セメン ト板真壁耐力壁に関する実験的研

究

上田一郎,笹川 明,五十田 博,高橋茂男,森

拓郎 :小断面集成材梁の曲げクリープ挙動

に関する実験的研究

落岩広一,笹川 明,五十田 博,田守伸一郎,

森 拓郎,神戸 渡 :接合部復元力特性 を考

慮 した木造軸組構法住宅モデルの地震応答解

析

萩原靖則,笹川 明,関松太郎,森 拓郎,落岩

広一,神戸 渡,田中裕嗣,上田一郎,西中

大雄,矢島賢一,桑原慎治 :量産公営住宅型

組立コンクリー ト造建築物の耐震性能に関す

る調査研究

大阪税関特別講演

(平成14年 6月26日,大阪)

伊東隆夫 :木材を見分ける ｢古代遺跡から出土し

た木材の樹種鑑定｣

PlantPolysaccharideWorkshop

(平成14年 7月 4- 6日,

パルム ･コープ,オース トラリア)

ITOH,T∴Localizationorcellulosesynthasesandre-

1ated enzymes using freeze-fracture replica

labelling

2lstInternationalCarbohydrateSymposium

(平成14年 7月 7-12日,

ケアンズ,オース トラリア)
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ITOH,T∴Cellularanddevelopmentaleventsoncel-

1ulosebiosynthesisin animalkingdom,tuni-

cates

東北林業大学創立50周年記念講演会

(平成14年 7月11日,ハルビン,中国)

則元 京 :木材物性及び加工研究における最近の

進展

セルロース学会第9回大会

(平成14年 7月11-12日,長野)

林 隆久,竹田 匠,粟野達也,三石 安,古田

裕三,水野孝一,園部誠司 :表層微小管によ

るセルロース生合成の制御機構

北川結希,馬場啓一,林 隆久,伊東隆夫,杉山

淳司 :昆虫細胞におけるリコンビナントBc

sAの発現

杉山淳司,ら Maret,K.,Mazeau,H.Chanzy:セル

ロースとキチン結晶の反磁性異方性

堀 律子､杉山淳司 :あて材形成木材の化学的及

び組織的変化

HULTE.L,杉山淳司､上遠野史基､内山 拓､渡

追剛志: Recognitionormoleculardirectional-

ityincrystalline β-chitinhydrolysisbychiti-

nasesA and B from Serratiamarcescences

2170

矢野浩之,中原 進,A.N.Nakagaito:ミクロフィ

ブリル化植物繊維複合材料の開発

セルロース学会林治助井受賞講演

(平成14年 7月11日,長野)

杉山淳司 :糖鎖の合成ならびに分解における分子

極性の可視化

信州大学繊維学部応用生命学科集中講義

(平成 7月17-18日,上田)

杉山淳司 :天然繊維の生物学

第16回キチン ･キ トサンシンポジウム

(平成14年 7月25-26日,上田)

井上 茜,上遠野史基,金子良補,内山 拓,二

階堂直樹,野中孝昌,杉山淳司,渡追剛志 :

serratiamarcescensをモデル とした細菌の結

晶性キチン分解機構の解析

微生物高分子セミナー

(平成14年 7月26-27日,宇治)

杉山淳司 :薬剤によるバクテリアセルロースの高

次構造変化

The14(AInternationalCongressofIUSST

(平成14年 7月27日～8月 3日､札幌)

YosHTMURA,T.,N.KAGEMORI,J.SUGIYAMA,S.KA-

WAl,K.SERA,S.FUTATSUGAWA,M.YUKAWA

andH.IMAZEKI:Traceelementsinmandibles

ofCoptotermesformosanus

INDRAYANI,Y.,T.YosHIMURA,Y.lMAMURA,Y.

YANASEandY FUJII:Acousticemission(AE)

monitonngofdry-woodtermitefeedingactivi-

tiesundervariousrelativehumidity(RH)and

temperatureconditions

XthInternationalCongressofBacteriologyand

AppliedMicrobiology

(平成14年 7月27日～8月 1日,

パリ,フランス)

HoNDA,Y.,M.MoUE,T.WATANABEandM.KUwA-

HARA:DegradationofbisphnoIA byrecombi-

nantPleurotusostreatus

木質炭化研究会講演会

(平成14年 7月31日,東京)

中山友栄,吉村 剛,今村祐嗣 :シロアリの湿度

レスポンス-木炭よる住宅の床下調湿の視点

から-

日本建築学会2002年度大会

(平成14年 8月 1-4日,金沢)

安井 昇,上島基英,長谷見雄二,秋月道孝,大西

卓,馬屋原敬,畑 俊充,木村忠紀,村上

博,田村佳英,酒井憲吾:木造土壁の防火性

能に関する実験的研究(その 1)実験計画と試

験体仕様について

上島基英,長谷見雄二,畑 俊充,木村忠紀,村上
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博,田村佳英,秋月道孝,馬屋原敬,大西

卓,酒井憲吾,安井 昇:木造土壁の防火性能

に関する実験的研究(その2)実験結果と考察

北守顕久,加藤泰世,小松幸平,片岡靖夫 :模倣

合度を考慮に入れた柱一貫接合部の耐力推定

中谷 誠,′ト松幸平 :集成材接合部用ラグスク

リューボル トの引抜き耐力

瀧野異二郎,小松幸平,森 拓郎,中谷 誠 :隻

成材鋼板挿入 ドリフトピン接合部の高強度繊

維による補強効果

野口昌宏,小松幸平 :合わせ梁型モーメント抵抗

接合部の回転剛性 ･降伏モーメントの評価法

小松幸平,瀧野最二郎,森 拓郎,片岡靖夫 :自

然素材活用型木造真壁軸組架構の開発 (その

1)模 ･ボル ト活用による桂一合わせ梁門型

架構の水平せん断実験

森 拓郎,小松幸平,野田康信,原田浩司,渡辺

公昭 :異樹種集成材の引張強度特性に関する

実験的研究

矢島賢一,笹川 明,五十田 博,森 拓郎,田

中裕嗣 :信州産からまつ湾曲集成材の曲げ強

度に関する実験的研究 曲率をパラメータと

した場合

森 拓郡,笹川 明,五十田 博,高橋茂男,北

村俊夫 :信州産からまつを用いた集成材の曲

げクリープ性状に関する実験的研究(その3)

クリープ式による評価

上田一郎,笹川 明,五十田 博,高橋茂男,森

拓郎 :信州産からまつを用いた集成材の曲

げクリープ性状に関する実験的研究(その4)

実験期間についての考察

高橋茂男,笹川 明,五十田 博,森 拓郎,上

田一郎 :信州産からまつ集成材を用いた接合

部のクリープ特性に関する実験的研究 (その

9)長期変形の推定

野田康信,小松幸平,森 拓郎,瀧野異二郎 二ボ

ル ト挿入型LargeFingerJointの強度特性に関

する実験研究

桑原慎治,笹川 明,五十田 博,森 拓郎,港

岩広一,神戸 渡 :筋かい壁の履歴特性把握

のための静的繰 り返し実験 (その3)両筋か

い壁の実験とその接合部部分実験

神戸 渡,笹川 明,五十田 博,田守伸一郎,

森 拓郎,落岩広一,桑原慎治 :部材､接合

部を最小単位とする筋かい耐力壁の弾塑性応

答解析モデル (その6)応答に対する剛性偏

心の影響

落岩広一,笹川 明,五十田博,田守伸一郎,森

拓郎,神戸 渡 :部材､接合部を最小単位

とする筋かい耐力壁の弾塑性応答解析モデル

(その7)応答に対する剛性偏心の影響

西中大雄,笹川 明,森 拓郎,神戸 渡 二高圧

木毛セメント板真壁耐力壁に関する実験的研

究

田中裕嗣,笹川 明,関松太郎,森 拓郎,落岩

広一,神戸 渡,上田一郎,桑原慎治,西中

大雄,萩原靖則,矢島賢一 :量産公営住宅型

組立コンクリー ト構造物の耐震性能に関する

調査研究 (その 1)調査結果と経年指標

萩原靖則,笹川 明,関松太郎,森 拓郎 :量産

公営住宅型組立コンクリー ト構造物の耐震性

能に関する調査研究 (その 2)耐震性能の検

討

片岡靖夫,小川晃司,大丸 隆 :枯木の構造的考

察

田中栄次,片岡靖夫 :合板内挿型可境耐震壁の水

平剛度算定式

大丸 隆,片岡靖夫 :永平寺大庫院軸組の部材構

成

日本エネルギー学会大会

(平成14年 8月 1日,東京)

伊藤弘道,和田真典,本田与-,渡辺隆司 ･'白色

腐朽菌処理 エタノリシス前処理を組み込ん

だ木質バイオマスからのエタノールの醗酵生

産

静岡大学農学部集中講義

(平成14年 8月 1- 2日,静岡)

今村祐嗣 :木材保存学

和歌山県消費生活センター生活教養講座

(平成14年 8月 8日,和歌山)

吉村 剛 :シロアリの防除と対策
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The7th InternationalMycologicaICongress

(平成14年 8月11-17日,

オスロ,ノルウェー)

HoNDA,Y"C.IMAMURA,H.TAKAHASHl,T.WATAN-

ABEandM.KUwAHARA:Heterologousexpres-

sionofPhanerochaetemanganeseperoxidases

inPleurotusostrealus

7thworldConferenceonTimberEngineerlng

(平成14年 8月11-15日,

クアラルンプール,マレーシア)

小松幸平,瀧野鼻二郎,中谷 誠,立石 - :木

材を側材とするラグスクリュー多列本打ち接

合部の水平せん断性能

北守顕久,小松幸平,加藤泰世,片岡靖夫 :柱一

貫接合部の回転挙動に及ぼす模倣合度の影響

第 5回インドネシア木材学会大会講演

(平成14年 8月30日,

ボゴール,インドネシア)

矢野浩之 :Towardsthenewmillennium wood

composites

(平成13年8月以前の追加分)

ウィーン工科大学大学院特別講義

(平成13年2月28日,

ウィーン､オース トリア)

渡辺隆司 :選択的白色腐朽菌のフリーラジカル生

成プロセス

8th InternationalConference on Biotechnology

inPulpandPaperIndustryIPresymposium on

RecentAdvancesinLigninBiodegradationand

Biosynthesis

(平成13年6月3- 4日,

ヘルシンキ, フィンランド)

SUzUKl,S･,T･UMEZAWAandM･SHIMADA:Norlig-

nanbiosynthesisinAsparagusoがcinalisL.

木質細胞壁の構築研究会

(平成13年 7月 4- 5日,名古屋)

梅揮俊明 :リグナン､ノルリグナンおよび関連フェ

ニルプロパノイ ドの生合成

四国紙パルプ研究協議会講演会

(平成13年 7月23日,高松)

渡辺隆司 :バイオパルビング菌

ceriporiopsissubvermL'sporaのフリーラジカル

生成プロセスとバイオミメティック反応の構

築

海外出張 ･その他

林 隆久 :樹木の遺伝学に関する研究 (平成13年

9月 1日～10月4日)フランス､アメリカ合

衆国

角田邦夫 :第13回アジア及びオセアニアペス トマ

ネジメント協会連盟大会出席及び防蟻剤に関

する研究資料の収集(平成13年9月9-14日)

台湾

渡連隆司 :リグノセルロースの構造と生分解に関

する講義､研究資料収集 (平成13年9月10-

16日)中華人民共和国

杉山淳司 :王立化学会炭水化物討論会に出席､講

演および植物多糖とその合成酵素の機能と構

造に関する特別講演及び情報交換および炭水

化物の構造に関する国際シンポジウムに出席､

講演 (平成13年 9月10-24日)連合王国､フ

ランス

今村祐嗣 :木材保存に関する研究打ち合わせ及び

研究資料の収集 (平成13年9月14-29日)イ

タリア､フランス

林 隆久 :韓国分子細胞生物学会にて発表 (平成

13年10月10-13日)大韓民国

吉村 剛 :プサン国立大学において日韓セミナー

｢合理的な木製文化財の生物劣化防止に関わ

る点検 ･維持管理技術に関するセ ミナー｣に

出席､研究発表を行 うとともに､韓国におけ

るシロアリ被害に関する実地調査｡(平成13年

10月16-19日)大韓民国

今村祐嗣 :日韓科学協力事業に参加 ･研究発表

(平成13年10月16-18日)大韓民国

井上雅文 :圧縮木材に関する共同研究打ち合わせ､

講演､ならびに資料収集 (平成13年10月18-
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29日)中華人民共和国

小松幸平 :韓国木材工学会秋季大会にて ｢集成剤

半剛節フレームと面材打ちパネルの組合わ

さった壁体の水平勢断挙動の近似解法｣につ

いて発表 (平成13年10月18-21日)大韓民国

角田邦夫 :アメリカ合衆国ペス トマネジメント協

会年次大会出席 (平成13年10月27日～11月2

日)アメリカ合衆国

川井秀一 :ケナフ植栽視察および農産廃棄物 ･森

林残漆の有効利用に関する国際シンポジウム

出席 ･発表 (平成13年10月28日～11月6日)

中華人民共和国

角田邦夫 :UNEP作AO主催の防蟻剤会議出席 (辛

成13年11月13-18日)スイス

野村隆哉 :2001国際竹炭竹酢液学術シンポジウム

出席､基調講演発表 (平成13年11月8-16日)

中華人民共和国

渡連隆司 :白色腐朽菌のリグニン分解酵素に関す

る研究討議およびオイルパームの利用に関す

る研究討議およびsuminlbberlndustriesゴム工

場視察 (平成13年12月23-29日)インドネシ

ア､マレーシア

吉村 剛 :ベ トナムにおけるシロアリ被害の防止

技術に関する研究資料収集､熱帯産木質資源

の高耐久利用技術の開発に関する共同研究の

実施 (平成14年 1月 4-18日)ベ トナム､イ

ンドネシア

畑 俊充 :熱分解生成物の微細構造解析に関する

研究打ち合わせ及び資料収集 (平成14年 1月

4-26日)オランダ

井上雅文 :施設視察､研究打ち合わせおよび木材

および竹材の利用と加工を視察､竹材資源 と

利用に関する資料収集 (平成14年 1月15-23

日)インドネシア

島田幹夫 :来年度セ ミナー実施事務連絡等計画協

議､セ ミナー出席､視察､研究打ち合わせ

(平成14年 1月28日～2月6日)インドネシ

ア

伊東隆夫 :沈香木の調査､沈香木に関する資料調

査 (平成14年2月11-20日)インドネシア

則元 京 :竹材の軟化挙動とそれを応用した加工

の研究結果の議論とまとめのためおよびフア

ルカ一夕など早生樹種植林の現状調査､LVL

合板工場視察､LIPIにおいてOEMRY所長を訪

問後打ち合わせ (平成14年 2月 8-14日)イ

ンドネシア

畑 俊充 :廃棄木材からのナノ素材による新エネ

ルギー変換技術の開発 (平成14年 2月15日～

3月23日)オランダ

小松幸平 :アニタ ･ファーマンティさんの論博指

導のためおよびアカシアマンギューム植林地

視察､及びザガーフ教授と木質構造に関する

共同研究の打ち合わせ (平成14年 2月25日～

3月6日)インドネシア

野村隆哉 :オイルパーム材の総合的利用開発プロ

ジェクトに関する打ち合わせならびに未利用

林産資源調査(平成14年2月23日～3月 2日)

マレーシア

林 隆久 :GFPアラビドプシスを用いセルロース

生合成の実験｡(平成14年 3月 3-19日)アメ

リカ合衆国

川井秀一 :論博研究者の研究指導 (平成14年 3月

14-22日)インドネシア

野村隆哉 :オイルパーム材の総合的利用開発プロ

ジェクトに関する打ち合わせならびに未利用

林産資源調査(平成14年3月23-30日)マレー

シア

川井秀一 :韓国木材学会年次大会に参加､発表

(平成14年 4月18-21日)大韓民国

角田邦夫 :第33回国際木材保存学会大会出席およ

び研究発表､地下シロアリに関する調査､超

臨海二酸化炭素を利用した木材保存処理に関

するセ ミナーおよび共同研究に関する討議

(平成14年 5月12-26日)連合王国､オラン

ダ､フランス､ウィーン

島田幹夫 :第33回国際木材保存学会に出席､発表､

木製文化保存管理の情報収集､民族学的木製

品保存法に関する情報収集､木材工学研究セ

ンターで講演･情報 (平成14年 5月12-24日)

連合王国､フランス

矢野浩之 :熱帯産早生樹の調査､アカシアマン

ギュ-ム､マングローブ樹皮抽出物に関する

実験 (平成14年 5月24日～6月 2日)インド

ネシア
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川井秀一 :学院訪問視察､木質複合材料に関する

講演､林産工業学院を訪問視察,ケナフボー

ドの共同研究打ち合わせ､南京林業大学創立

50周年記念式典に出席､林野庁プロジェクト

の評価会議出席 (平成14年 5月16-22日)中

華人民共和国

畑 俊充 :廃棄木材からのナノダイヤモンド構造

形成による新用途開発 (平成14年 6月16日～

8月17日)オランダ

野村隆哉 :オイルパーム材の総合的利用開発プロ

ジェクト会議に出席 (平成14年 6月22日～ 7

月 3日)マレーシア

伊東隆夫 :植物多糖2002ワー クシ ョップでセル

ロース生合成に関する招待講演および研究資

料収集､第21回国際炭水化物シンポジウムで

セルロース生合成に関する講演および研究資

料収集 (平成14年 7月 3-13日)オース トラ

リア

則元 京 :東北林業大学50周年記念式典参加､講

演､木材の物性研究についての討論､共同研

究の打ち合わせ (平成14年 7月 9-13日)中

華人民共和国

野村隆哉 :オイルパーム材利用開発プロジェクト

会議出席ならびにオイルパーム資源調査 (平

成14年 7月10-17日)マレーシア

本田与- :菌類を用いた物質変換に関する資料収

集､組替え担子菌を用いた共同研究打ち合わ

せ､ リグニン生分解に関する資料収集 (平成

14年 7月26日～ 8月19日)フランス､ ドイツ､

ノルウェイ-

川井秀一 :学位論文の作成等､論博研究者の指導

(平成14年 7月29日～ 8月 7日)インドネシ

ア

景守紀子 :地質調査および木材化石採集に関する

野外調査打ち合わせ､ラングカスピトング地

域の地質調査に関する資料収集､熱帯植物に

関する資料調査 (平成14年 7月29日～ 8月12

日)インドネシア

小松幸平 :第 7回木質構造世界大会に出席 ･ラグ

スクリュー多列本打ち木一木接合の性能に関

する発表､Ahmad助教授 と木質構造に関する

共同研究の打ち合わせ (平成14年 8月11-18

目)マレーシア

畑 俊充 :第15回国際電子顕微鏡学会における発

表と黒鉛化木炭の微細構造解析に関する研究

打ち合わせ､ウッドカーボンの微細構造解析

に関する研究打ち合わせ､第15回分析応用熱

分解国際会議における発表 と保存処理木材の

炭化機構に関する研究打ち合わせ (平成14年

8月27日～ 9月22日)オランダ､南アフリカ､

オース トリア

矢野浩之 :第 4回国際木質科学シンポジウムに出

席 (平成14年 8月29日～ 9月 4日)イン ドネ

シア

黒田宏之 :ボゴール農科大学においてプロジェク

トの討議､第 4回国際木材科学シンポジウム

に出席･発表 (平成14年 8月29日～ 9月 6日)

インドネシア

服部武文 :ボゴール農科大学において外生菌根菌

の炭素代謝に関する討議､第 4回国際木材科

学シンポジウムに出席 ･発表 (平成14年 8月

29日～ 9月 5日)イン ドネシア

梅滞俊明 :第 4回国際木質科学シンポジウムに出

席､研究発表､討論ならびに共同研究協議並

びに熱帯樹木の植林調査 (平成14年 8月30日

～ 9月 7日)インドネシア

今村祐嗣 :第 4回国際木材科学シンポジウム出席､

講演 (平成14年 8月31日～ 9月 5日)インド

ネシア

野村隆哉 :第 4回国際木材科学シンポジウム出席

オイルパームに関する研究調査､マレーシ

アオイルパーム委員会 (MPOB)出席ならびに

オイルパーム資源調査 (平成14年 8月31日～

9月12日)マレーシア､イン ドネシア

師岡淳朗 :第 4回国際木質科学シンポジウム出席､

木材乾燥に関する発表 (平成14年 8月31日～

9月 8日)タイ､イン ドネシア

井上雅文 :第 4回国際木質科学シンポジウムに参

加および打ち合わせ､圧縮木材に関する研究

発表､圧縮木材に関する資料収集 (平成14年

8月31日～ 9月 8日)インドネシア
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人事往来 ･その他

I.所内 (人事)

反町 始 :技術職員に採用 (平成14年 4月 1日)

渡連 隆司 :教授に昇任 (平成14年 6月 1日)

矢崎 -史 :京都大学大学院生命科学研究科助教

授より教授に昇任 (平成14年 9月 1

日)

索原 正章 :辞職 (平成13年10月31日)

足立 昭男 :定年退職 (平成14年 3月31日)

酒井富久美 :定年退官 (平成14年 3月31日)

2.所外 (外国人来訪者)

chartchaiKhanongnuch(チェンマイ大学農産学部

講師)耐熱性白色腐朽菌の生産するラッカー

ゼに関する研究 (平成13年 9月17日～11月 4

日)

FimantiAnita(住宅研究所 ･研究員)熱帯早生樹

の耐火 ･耐力性能 (平成13年 9月24日～10月

30日)

setiadiYadi(ボゴール農科大学上級講師)菌根菌

類の代謝生理機構の解明 (平成13年10月 2-

15日)

溝 鐘声 (東北林業大学助教授)圧縮木材の製

造 (平成13年10月 5日～平成14年 3月29日)

謝 益民 (華南理工科大学紙 ･パルプ工学国家重

点研究所副所長 ･教授) リグニン ･糖結合体

の構造解析 と生分解に関する研究 (平成13年

10月10日～11月 7日)

subiyantoBamban(イン ドネシア科学院応用物理

研究開発センター材料物性研究室長)オイル

パームのゼロエ ミッションプロセス開発の共

同研究 (平成13年11月 6日～12月20日)

賀 新強 (北京大学生命科学学院 非常勤研究員)

細胞壁の構築に関する研究 (平成13年11月29

日～平成14年 4月 6日)

張 敏 (南京林業大学教授)ケナフの総合利用

システムの開発 (平成14年 1月 1日～12月31

日)

YuliatiIndrayan(Tanjungpura大学農学部講師)熱

帯産木質資源の高耐久利用技術の開発に関す

る共同研究 (平成14年 1月18日～ 3月18日)

GuamZhongwei(ブライ トン大学上級講師)部 材

のめり込みに起因した木造骨組み架構の非線

形変形挙動の数値解析 (平成14年 2月20日～

4月 1日)

KartalNamiSa主(イスタンブール大学助手)環境

負荷の低い木材保存システムの開発に関する

共同研究 (平成14年 6月 3日～平成15年 6月

2日)

播 彪 panBia(南京林業大学助教授)細胞壁

に関する研究(平成14年 6月 3日～ 8月31日)

TahirParidahMD (プタラ大学講師)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 (平成14年 7月 1-20日)

AhmadZakiah(マレーシア工科大学助教授)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 (平成14年 7月 1-20日)

程 万里 (東北林業大学助教授)木材乾燥時の乾

燥応力発生機構に関する研究 (平成14年 7月

19日～10月14日)

3,受寅

井上 雅文 :社団法人 日本木材加工技術協会市川

賞受賞 (平成14年 5月31日)

杉山 淳司 :セル ロース学会林治助賞受賞 (平成

14年 7月11日)
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