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業 績 (RECENTPUBLICATION)

MoR10KA,Y.,A.MoRIYAandF.SAKAI:Structural

analysis of A1-pyrroline-5-carboxylate syn-

thetasegenefrom Bruguieragymnorrhiza,Wood

Research,No･87,67-75(2000)

森岡裕子,守屋彩子,酒井富久美 :マングローブ

のプロリン合成関与酵素遺伝子の構造解析

SHIMIZtJ,Y.,M.ANDO and F.SAKAl:Clomal

structure ofnatural populationsofCrypt0-

merianjaponicagrowingatdifferentpositions

on slopes,detected using RAPD markers,

BiochemicalSLyJlematic∫andEcology(2001)

清水良則,安藤 信,酒井富久美 :RAPD マー

カーによる斜面上の異なる位置で生育 したスギ自

然集団のクローン構造解析

SHMIZU,Y.,M.ANDO and F.SAKAI:RAPD

markerdiversity within and among natural

populationsofclonaltreeCryptomeriajaponica

D･Don,JournalofSu∫tainableFore∫tr_V(2001)

清水良則,安藤 信,酒井富久美 :栄養繁殖スギ

の自然集団における RAPD マーカーの多様性

TAKEDA, T., F. SAKAl and T. HAYASHI:

Expressionofxyloglucanendotransglycosylase

duringcellulosebiosynthesis,Proceeding of the

T/tirdInternationalWoodScience鋤 o∫ium,271(2000)

竹田 匠,酒井富久美,林 隆久 :セルロース生

合成における XET の発現

PARK,Y･W･andT･HAYASHⅠ:TheimpactofT･

DNAtagglnglinefortherapidanalysisofgene･

expression patterns,Proceeding of the Third

InlernalionalWoodScience鋤 o∫ium,272(2000).

PARK,Y.lV.,林 隆久 :遺伝子発現 におけるT

タグライン

HAYASHI,T.andY.OHMIYA:Celllllosemeta-

bolism by end0-1,4･β-glucanasesin poplar,

Proceeding of the Third International Wood Science

鋤 o∫ium,273(2000).

大宮泰徳,林 隆久 :ポプラのグルカナーゼによ

るセルロース代謝

OHMIYA,Y.,M･SAMEJ"A and T.HAYASHI:

Cellulosemetabolismbyend0-I,4-p-glucanases

inpoplar,FrontiersinCelluloseScience,819(2000).

大宮泰徳,鮫島正浩,林 隆久 :ポプラのグルカ

ナーゼによるセルロース代謝

OHMIYA,Y.,Y.W. PARK and T.HAYASHl:

Cellulosemetabolism inpoplar,Proceedings0f

Work∫hop:Interactionbetween CellWallComponents,

1卜12(2001)

大宮泰徳,Y.W,PARK,林 隆久 :ポプラのセル

ロース代謝

OHMIYA,Y.,M.SAMEjlMA,M.SHIROISHI,Y.

AMANO,T.KANDA,F.SAKAlandT.HAYASHl:

Evidence thatend0-1,4･β-glucanasesacton

celluloseinsuspension-culturedpoplarcells,

PlantJ･,24,147-158(2000).

大宮泰徳,鮫島正浩,白石雅弘,天野良彦,林

隆久 :ポプラのグルカナーゼがセルロースに作用

する証拠

KIM,Y.J .,H.KURODAandF.SAKAI:Isolationof

genomicDNA from Japaneseredpine(Pinus

densiPora,WoodRe∫earch,87,9~10(2000)

金 律子,黒田宏之,酒井富久美 :アカマツのゲ

ノム DNA 単離

ETOH,K.,A.KoDAN,F.SAKAlANDH.Kuroda:An

O･methyltransferase (OMT)CDNA clone in

Japaneseredpine(Pinusdensijhra)seedlings,

WoodResearch,87,8(2000)

江藤和美,小段篤史,酒井富久美,黒田宏之 :ア

カマツ芽生えの O-メチル基転移酵素 cDNA ク
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KURODA,H.andK.KURODA:Candidategenes

involvedinwaterpumpoftrees,pp･67-75,in

"TreeSapII",ed･Terazawa,Minoru,HokkaidoUniu･

PreSJ(2000)

黒田宏之,黒田慶子 :樹木の水ポンプに関与する

と考えられる遺伝子群

KoDAN,A.,H.KURODAandF.SAKAl:Stilbene

synthasefrom Japaneseredpine,itsrolein

stilbenoid biosynthesis,Proceedings of the3rd

InternationalWoodScienceSLymPo∫ium,pp･258~263,Uji

(2000)

小段篤史,黒田宏之,酒井富久美 :アカマツ芽生

えのスチルベ ン合成酵素 そのステルペノイ ド生

合成における役割

KoDAN, A., H. KURODA and F. SAKAI:

Simultaneousexpressionofstilbenesynthase

genesfromJapaneseredpine(Pinusdensijhra)

seedlings,JIWoodSci･,47,58-62(2001)

小段篤史,黒田宏之,酒井富久美 :アカマツ芽生

えにおけるスチルベ ン合成酵素遺伝子群の同時発

現

SHIMADA,M.,M.INOUE,K.KoMATSU,T.ITOH,T.

WATANABE aIld T.YosHIMURA:Sustatinable

utilizationofforestproducts:Socio-economical

andecologicalmanagementoftropicalforests,

Proceedingsof the Third InternationalWood Science

SJmPo∫ium

島田幹夫,井上雅文,小松幸平,伊東隆夫,渡達

隆司,吉村 剛 :林産物の持続的利用 :社会経済

学的および社会経済学的な熱帯雨林の再生および

利用 (第 3回国際木材科学シンポジウム講演集)

SHIMADA,M.,T.WATANABE,T.ITOH,K.KoMATSU,

T.YosHIMURA and M.INOUE:Science for

sustatinableutilizationofforestresourcesinthe

tropics,MidtermReportofJSPS-LIPICoreUniver∫itJ

PrograminikeFieldofWoodScienceduring199612000.

績

(Eds.Shimada,M.,T･Watanabe,T･Ito,K･

Komatsu,T.Yoshimura,M.Inoue),International

CommitteeorAcademicExchange,WoodResearch

Institute,KyotoUniversity,Uji,Kyoto,Japan,pp･

62-65(2001)

島田幹夫,渡達隆司,伊東隆夫,小松幸平,吉村

刺,井上雅文 :熱帯雨林林産資源の持続的利用に

おける科学 (木材科学における JSPS-LIPI拠点

大学プログラム (1996-2000)の中間報告書)

TANAKA,S.,Y.SAKATA,K.MoRIMOTO,Y･TANABE,

Y.WATANABE,G.HoNDA,M.TABATA,T.OsHIMA,

T.MASUDA,T.UMEZAWA,M.SHIMADA,NI

NAGAKURA,W.KAMISAKO,Y.KASHIWADAandY.

IKESHIRO:InAuenceofnaturaland synthetic

compoundsoncellsurfaceexpressionofcell

adhesion molecules,ICAM･l and VCAM-1,

PlantaMed.,67,108-113(2001)

田中重雄,坂田洋一,森本勝士,旦部幸博,渡部

好彦,本多義昭,田端 守,大島庶幾,増田 徹,

梅揮俊明,島田幹夫,長倉直敬,上硲和輔,相田

良樹,池城安正 :合成および天然物の細胞接着因

千,ICAM-1および vCAM-1による細胞表層拡

張への影響

LI,L.,X.F.CHENG,J･LESHKEVICH,T･UMEZAWA,

S.A.HARDINGandV.L CHIANG:Thelaststepof

syrlngylmonolignolbiosynthesis in anglO-

spermsis regulatedbyanovelgeneencoding

sinapylalcoholdehydrogenase,PlantCell,13,

1567-1585(2001)

リー,L.,X.F.チェン,J-レシュケピッチ,梅

津俊明,S.A.ハーデ ィング,V.L.チャン :被子

植物におけるシリンギルモノリグノール生合成の

最終段階がシナピルアルコールデヒドロゲナーゼ

をコー ドする新 しい遺伝子によって制御 される

梅津俊明 :リグナンおよび関連 フェニルプロパノ

イ ドの生合成,植物の成長調節,36,57-67(2001)

UMEZAWA,T∴ Chemistry ofextractives,In

"WoodandCellulosicChemistry2ndEd.revised
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andexpanded"(Eds･Hon,D.N.-S.andShiraishi,

N･),MarcelDekker,NewYork,pp.213-241(2000)

梅津俊明 :抽出成分の化学

ERMAN,M.,T.HATTORIandM.SHIMADA:Anew

concept of oxalic acid biosynthesis in

physiologyofcopper-tolerantbrown-rotfungl?
Inlern･Re∫･GrouponVl/oodPre∫eru.,Doc.No.rRG/WP

Oト10394

エルマン･ムニール,服部武文,島田幹夫 :銅耐

性褐色腐朽菌によるシュウ酸生合成の新 しい生理

学的意義

HAT-110RI,T.,N.AKITSU,G:S.SEO ,A.OIrrAand

M･S上iIMADA:A possible growth promoting

effectoftheorganicacidsproduced in an

axenicsymbioticcultureofPinusdensijhraand

Lacteriushatsudakeonbothofsymbionts,Ann.,

Reportlnleγdi∫cipl.ReJ.In∫t.Enuiron.Sci.,19,59-65

(2000)

服部武文,秋津教雄,徐 健植,太田 明,島田

幹夫 :アカマツとハッタケとの共生培養系で生産

される有機酸による両共生物への生長促進効果

HATTORI, ll. and M. SHIMADA: Microbial,

enzymaticandbiomimeticdegradationoflignln

in relationtobioremediation,In"Woodand

Cellulosic Chemistry 2nd Ed. revised and

expanded"(Eds･Hon,D･N･-S･andN.Shiraishi),

MarcelDekker,New York,pp.547-57】(2000)

服部武文,島田幹夫 :微生物,酵素およびバイオ

ミメティック反応系によるリグニンの分解 とその

バイオレメディエーションへの応用

SHIMADA,M.,F.SAKAI,H.KuRODA,T.HATTORI,

Y.SETIADl,R.PRIMATURl,E. MUNIR, A.S.

HANAfiAH,tr.S.TENGKL,, D.H.GoENADI,I).

TANIWIRIYONandH.W王DIASTUDl:Biochemical

analysis of organic acid metabolism of

symbiotic and saprophtic basidiomycetes

occurringinforestectosystemsITnHSciencefor

systainableutilizationorForestResotlrCeSinthe

Tropics,Midterm ReportofJSPS-LIPI Core

Uni､′ers叫 Program intheFieldorWoodScience

during 1996-2000" (Eds. Shimada, M., T.

Watanabe,T.Ito,K.Komatsu,T.Yoshimuraand

M.Inoue),InternationalCommitteeorAcademic

Exchange, Wood Research institute, Kyoto

University,ui,Kyoto,Japan,pp･62-65(2001)

島田幹夫,酒井富久美,黒田宏之,服部武文,Y.

セティアデイ,良.プリマツーリ,E.ムニール,

A.S.ハ ナフィーア,Ir.S.テ ンク,D.H.グナ

デイ,D.タニウイリヨン,H.ウイヂアスッヂ :

森林生態系に生息する共生および腐生担子菌類に

おける有機酸代謝の生化学的分析

島田幹夫 :銅耐性腐朽菌に特有なシュウ酸合成複

合酵素系の機能解析とその制御法の開発,科学研

究費補助金 (基盤研究 費 (B)(2))成果報告書

(平成13年 3月)0

SuzuKI,K･andT･ITOH:Thechangesincellwall

architectureduring lignification ofbamboo,

Phyllostachys aurea Carr,Trees, 15,1371147

(2001).

鈴木 潔,伊東隆夫 :モウソウテクの木化におけ

る細胞壁構造の変化

KIMURA,S･,C･0HsHIMA,E.HIROSE,∫.NISHIKAWA,

andT.ITOH:Cellulosein thehouseofthe

appendicularian Oihopleura rufescens,Prolo-

pla∫ma,216,71-74(2001).

木村 聡,大島千枝,広瀬裕一,西川 淳,伊東

隆夫 :マルオタマボヤの包巣中のセルロース

OHASHI,Y.,MohdH.SAHRI,N.YosHIZAWAandT.

TTOH:Annual rhythum ofxylem growth in

rubberwood(Heveabrasiliensis)treesgrownin

Malaysia,Holdor∫chung,55,151~154(2001)

大橋洋二,ハマ ミ･サーリ,吉揮伸夫,伊東隆

夫 :マ レー シアで成 育 す る ゴム ノキ (Heuea

bra∫ilien∫iJ)の木部成長の年周 リズム
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OHYAMA,M･,K･BABA and T･ITOH=Wood

identification of Japanese CyclobalanoPsis

species(Fagaceae)based on DNA polymor-

phism oftheintergenicspacerbetweentrnT

andtrnL5'exson,J.WoodSci･,47,81186(2001)

大山幹成,馬場啓一,伊東隆夫 :tmT と trnL 5′

エクソン遺伝子間スペーサーの DNA多型に基づ

いた日本産アカガシ亜属 (ブナ科)材の樹種識別

伊東隆夫,桑原正章,佐々木光 ‥太陽の船とレバ

ノンスギ,Magazineforqualityoflife,生きる,

38-41(2001)

伊東隆夫 :調査対象宝物の樹種同定,正倉院紀

要,第23号,20-21,29-34(2001)

SUzUKI,K.,S.KITAMURA,Y.KATOandT･ITOH:

Highly substituted glucuronoarabinoxylans

(hsGAXs)and low･branched xylansshow a

distinctlocalizationpatterninthetissuesofZea

maysL･,Plant&CellPro,∫iol.,41(8),948-959(2000)

鈴木 潔,北村進一,加藤陽治,伊東隆夫 :分岐

度の高いグルクロノアラビノキシランと分岐度の

低いキシランが トウモロコシの組織で顕著な局在

のパターンを示す

FuJINO,T.,Y.SoNE,Y.MITSUISHIandT.ITOH･'

Characterization of cross･1inks between

cellulose microfibrils,and theiroccurrence

duringelongationgrowthinpeaepicotyl,Plant

& CellPrumlol･,41(4),486-494(2000)

藤野猛史,曽根良昭,三石 安,伊東隆夫 :エン

ドウの上肱軸におけるセルロースミクロフィブリ

ル間の架橋構造の特性とその出現

MATSUOKA,T.,D.ToKUMORI,H.KoTSUKI,M.

IsHIDA,M.MATSUSHITA,S.KIMURA,T.ITOHand

G･ CHECCUC(】I: Analyses of surface of

Photoreceptor organelle and blepharismin･

associated protein in unicellular euknryote

Blepharisma,Photochemi∫trJandPhotobiology,72(4),

709-713(2000)

績

松岡達臣,徳森大輔,松下元昭,木村 聡,伊東

隆夫 :プレ77リズマにおける細胞表面光受容体

とプレ77リズミン結合タンパク質の解析

伊東隆夫 :樹種の識別,｢木質科学実験マニュア

ル｣,日本木材学会,76-83(2000)

伊東隆夫 :細胞壁,電子顕微鏡,35(2),147-

148(2000)

木村 聡,伊東隆夫 ‥ホヤセルロースの形成と機

能,cellulo∫eCommm.,7(3),117-120(2000)

伊東隆夫 :セルロースの事典 (セルロース学会

編),朝倉書店,p.71-74 (2000)

伊東隆夫 :木 と文化財,木材学会誌,46(4),

267-274(2000)

伊東隆夫 :宗存版木活字の樹種,延暦寺木活字関

係資料調査報告書,滋賀県教育委員会,150-152

(本編),214-215(図版編)(2000)

HoRI,良.,J･SuGIYAMA,T･ITOH and MiiLLER:

Synchrotron X-ray diffraction analysis of

celluloseindeveloplngXylem cellwallsfrom

CryPtomeriajaponica,WoodRe∫リNo･87,19~20

(2000)

堀 律子,杉山淳司,伊東隆夫,M.MtILLER:ス

ギ分化帯木部細胞壁セルロースの放射光X線解析

MATSUMURA,H.,J.SUGIYAMAandW.G.GLASSER:

Cellulosic nanocomposites･ Ⅰ･ The- ally

deformable cellulose hexanoates from

heterogeneousreaction,J･Appl･Po:Lym･Sci･,78,

2242-2253(2000)

松村英明,杉山淳司,W.G.GLASSER:セルロー

スナノコンポジット Ⅰ.不均一反応によるセル

ロース誘導体の熱変形

YAMANAKA,S･,M･IsHIHARAandJ.SUGIYAMA:

Structuralmodificationofbacterialcellulose,
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Cellulo∫e,7,213-225(2000)

山中 茂,石原 勝,杉山淳司 :バクテリアセル

ロースの構造改質

WADA,M.,L･HEUX,A･IsoGAI,Y･NISHIYAMA,H.

CHANZYandJ･SuGIYAMA:improvedstructural

dataofcelluloseIIIIpreparedinsupercritical

ammonia,Macromolecule∫,34,1237-1243(2001)

和 田昌久,L HEUX,磯貝 明,西 山義春,H.

CHANZY,杉山淳司 :超臨界処理により調製 した

セルロース恥 の精密解析

WATANABE,T.,A.IsHIBASHI,Y.ARIGA, M.

HASHIMOTO, N･ NIKAIDO, J･ SuGIYAMA, T.

MATSUMOTOandT･NoNAKA:Trp122andTrp134

0n the surface ofthe catalytic-domain are

essentialforcrystallinechitin hydrolysisby

BacilluscirculanschitinaseAl,FEBSLeft.,494,

74-78(2001)

渡追剛志,石橋明日香,有賀祐弥子,橋本昌征,

二階堂直樹,杉山淳司,松本拓男,野中孝昌 :

Baclllu∫circulan∫のキテナーゼ Alの結晶性キチン

分解には,酵素表面の Trp122とrrripl34が不可

欠である

WA｡A, M., T. OKANO and J.SUGIYAMA:

AllomorphsofnativecrystallinecelluloseI

evaluatedbythetwoequatoriald-spacings,∫

WoodSci.,47(2),124-128(Pool)

和田昌久,岡野 健,杉山淳司 :2つの面間隔か

ら評価 したセルロースⅠの結晶アロモルフについ

て

杉山淳司 :セルロースの事典 (セルロース学会

編),朝倉書店,p.8卜86 (2000)

馬場啓一 :力学ス トレスと組織,朝倉植物生理学

講座 5｢環境応答｣ (寺島一郎編),朝倉書店,p.

153-160 (2001)

IwAHARAK.,M.HIRATAY.HoNDAT.WATANABE

andM.KUwAHARA:Free-radicalpolymerization

- 48

ofacrylamidebymanganeseperoxidasepro･

ducedbythewhite-rotbasidiomyceteBjerhan-

deraadusta,Biotechnol･Left.,22,1355-1361(2000)

岩原健二,平田美緒,本田与一,渡辺隆司,桑原

正章 :白色腐朽菌ヤケイロタケが生産するマンガ

ンペルオキシダーゼを用いたアクリルアミドのフ

リーラジカルによる合成

IwAHARAK.,M.HIRATAY.HoNDAT.WATANABE

andMIKUwAHARA:Free-radicalpolymeri2:ation

of acrylamide by manganese peroxidase

produced by the wllite-rot basidiomycete

Bjerhanderaadusta,WoodRe∫ ･,87,2卜22(2000)

岩原健二,平田美緒,本田与一,渡辺隆司,桑原

正章 :白色腐朽菌ヤケイロタケが生産するマンガ

ンペルオキシダーゼを用いたアクリルアミドのフ

リーラジカルによる合成

桑原正章 :白色腐朽菌を用いる植物バイオマスか

らのセルロースの生産,BioIndu∫lrJ,第17巻,ll

号,5-ll(2000)

桑原正章 :リグノセルロース資源からの化成品の

生産,BioIndu∫trJ,第18巻,3号,4十55 (2001)

桑原正章 :バイオマス資源の化成品への変換,化

学経済,第48巻,3号,86-92 (2001)

ENOKI,M.,Y.HoNDA,M.KuwAHARA,K.MESSNER

and T･ W ATANABE: A novel lipid･related

compound, (Z)-1,7-monadecadiene-2,3･dicaト

boxylicacid,produced by white-rotfungus

CeriPoriopsissubvermisPora,IRG/WP O1-10411,

卜5(2001)

榎 牧子,本田与-,桑原正章,K.メスナ一,

渡辺隆司 ‥白色腐朽菌 ceriPoriop∫i∫∫ubuermisporaが

生産する新規脂質関連化合物 (Zト 1,7-ノナデカ

ジュン-2,3-ジカルボン酸

W ATANABE,T.,M.ENOKI,S.SATO,Y.HoNDA,M.

KUwAHARA,N.SHIRAlandK.MESSNER:Free
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Bio-ba∫edCompo∫ite∫FiymPo∫ium,p.415-418,lolls

Dec･,Canberra,Australia(2000)

河崎珠美,黄 権換,小松幸平,川井秀一 :合板

積層ファイバーボー ドサ ンドイッチパネルのせん
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