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当 所 の 活 動

講 演

大阪府立大学ニューフロンティア材料研究会

(平成12年 9月 4日,堺)

川井秀---:木質廃棄物の物質フローの解析 と総合

的利用プロセスの開発

日本建築学会2000年度大会

(平成12年 9月 8日～10日,郡山)

黄 権喚,小松幸平 :半剛節集成材フレームに合

板を釘打ちした耐力壁の水平せん断性能

小松幸平,田測敦士,加藤泰世,鈴木祥之,北原

昭男,後藤正美 :伝統木造軸組の実大振動実

験 (その 2)実験概要 (1)試験体 と材料特

性

田測敦士,小松幸平,西洋英和 :伝統的木構造の

振動特性 (野矢家住宅の常時微動測定)

中治弘行,北原昭男,鈴木祥之,小松幸平 :2階

建木造軸組構造の美大振動台実験 その 3

部材の挙動に関する検討

原田真樹,小松幸平 :集成材の面圧性能と接合部

のせん断耐力との関係

遠藤善博,小川博靖,橋爪丈夫,柴田直明,斎藤

潔,石原茂久,小松幸平 ‥炭素繊維複合強化

集成材の開発 (Ⅰ) (その 1)炭素繊維複合

強化集成材の連続製造システムに関する検討

橋爪丈夫,柴田直明,小川博靖,遠藤善博,斎藤

潔,小松幸平,石原茂久 ‥炭素繊維複合強化

集成材の開発 (Ⅱ)(その 2)連続製造炭素

繊維硬化シー トを用いた莫大試験体の評価

小川博靖,遠藤善博,橋爪丈夫,柴田直明,斎藤

潔,′ト松幸平,石原茂久 :炭素繊維複合強化

集成材の開発 川 )(その 3)炭素繊碓強化

集成材の実大継手試験体に関する曲げ試験

柴田直明,小松幸平,斎藤 潔,小川博靖,遠藤

善博,橋爪丈夫,石原茂久 ‥炭素繊維複合強

化集成材の開発 (Ⅱ)(その 4)桂一梁接合

部の静的正負繰返 し加力試験
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(2000年9月～200】年 8月)

加藤泰世,小松幸平 :木構造柱一貫接合部におけ

る棟の役割

杉森美由紀,笹川 明,五十田博,森 拓郎,熊

谷 優 :複数個節を有するラミナの引張強度

特性に関する実験的研究

森 拓郎,笹川 明,五十田博 :信州産からまつ

集成材の曲げ強度実験 とその強度推定

高橋茂男,笹川 明,五十田博,北村俊夫,森

柘郎 :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 2:

温湿度変化の影響について)

北村俊夫,笹川 明,五十田博,高橋茂男,蘇

柘郎 :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

6:仕口せん断クリープ実験および接合具単

体せん断クリープ実験)

落岩広一,笹川 明,森 拓郎,泉 尚武 :木床

版を用いた戸建て住宅床構面の力学的特性に

関する実験的研究

泉 尚武,笹川 明,森 拓郎,堤康一郎,宮原

亮,伊東 仁,橋爪丈夫,斎藤 潔 ‥集成材

を用いた柱 ･梁接合部の力学的特性に関する

実験的研究

日本木材学会研究分科会

(平成12年 9月11日,松江)

川井秀一 :木質材料の材質のバラツキについて

日本木材加工技術協会第18回年次大会

(平成12年 9月12日,松江)

小松祐一,藤井義久,奥村正悟,今村祐嗣,垂木

稔,瀧内 浩,稲井淳文 :レーダ探査による

木材の内部欠陥の非破壊検査

高橋昭博,土居修一,今村祐嗣 :低ホルムアルデ

ヒド放出木質ボー ドの腐朽およびシロアリ食

害に関する研究
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MOKスクール講演会

(平成12年 9月16日,大阪)

川井秀一 :木質材料のサイエンス

木構造計算実務講座

(平成12年 9月18日～21日,国分市)

小松幸平 :木質構造の構造計算

Progressin ThermochemicalBiomassCon-

version(PITBC)

(平成12年 9月18日～22日,チロル,オース

トリア)

HATA,T.,D.MEIER,T.KAJIMOTO,H.KIKUCHIand

Y.IMAMURA:FateorarsenicafterfastpyrolysIS

orchromillm-COPPer-arSenate(CCA)treated

wood

International Conference on Chitin and

Chitosan8thICCC _4thAPCCS

(平成12年 9月20日-23日,山口)

IMAt,T･,N.-H･KIMandJ･SUGIYAMA:Molecular

directionalitylnChitincrystallites

日本レオロジー学会レオロジー討論会

(平成12年 9月25日,高知)

則元 京 :木材の大変形と加工

東原貴志,師岡淳郎,則元 京 :高温 ･高圧水蒸

気処理による木材のケモレオロジー

日本木材学会レオロジー研究会秋季講演会

(平成12年 9月25日,高知)

矢野浩之 :楽器用木材の音響特性と化学処理によ

る改質

日本植物学会第64回大会シンポジウム :樹木生

物学の新しい展開

(平成12年 9月29日,静岡)

伊東隆夫 :セルロース合成活性はロゼットTCに

局在

西蔵農牧学院特別講義

(平成12年10月 1日,チベット)

則元 京 :日本における木材事情と木材研究

平成12年度森林土木技術者のための ｢木造林道橋

の設計と施工｣研修

(平成12年10月 5日～ 6日,高崎)

小松幸平 :集成材の特性と接着 ･接合

第18回大阪木工機械展ポケットセミナー

(平成12年10月 6日～ 9日,大阪)

今村祐嗣 :炭のはなし

吉村 剛 :弱点の補い方

吉村 剛 :しろありのはなし

矢野浩之 :世界一強い木と弱い木

矢野浩之 :楽器のはなし

ホロ二クス講演会

(平成12月10月 7日,東京)

野村隆哉 :全体学としての自然科学を構築するに

は

日本木材加工技術協会関西支部講演会

(平成12年10月 8日,大阪)

則元 京 :最近の学術成果に基づ く木材の姿

大阪木工機械展

(平成12年10月 8日- 9日,大阪)

小松幸平 :世界の木橋および木造住宅の耐震設計

The First Meeting of Far East As ia for

CollaborationonEdibleFungiResearch

(平成12年10月 9日～12日,上海,中国)

HA,H/C.,Y.HoNDA,T.WATANABEand M.

KuwAHARA:Production orlignlnOlytlCen-

zymesbyPleurotusostreatususlngarotary

drafttubebioreactor

持続性木質資源工業技術研究会

(平成12年10月11日,高山)

角田邦夫 :木材の劣化制御

吉村 剛 二シロアリと木材
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南京林業大学特別講義

(平成12年10月13日,南京,中国)

梅揮俊明 ‥Biosynthesisandmetabolicengineering

orphenylpropaI10ids

師岡敏朗 =Rheologicalproperties oftwetwood

above100oC

ケナフ国際 シンポジウム

(平成12年10月13日,広島県安浦)

KAWAl,S. et al.: Manufacture of'oriented

fiberboard from Kenafbastfibersand its

applicationtothecompositepanels

東京農工大学農学研究科集中講義

(平成12年】0月17日-18日,府中)

川井秀一 :生物材料機能学特論

Development of Energy from Biomass by

ThermalConversion(Kyoto)

(平成12年10月18日,京都)

HATA,T,:Developmentofbiol0ilfrom CCA-

treatedwoodbyfluidizedbedreactc･r

奈良国立文化財研究所 ｢環境考古学研修｣

(平成12年10月20日,奈良)

伊東隆夫 :樹種の識別

京都大学公開講座-森 と文化

(平成12年10月21日,京都)

小松幸平 :日本およびヨーロッパにおける近代木

橋の現状

BritishColombia大学特別講義

(平成12年10月25日,バンクーバー,カナダ)

StJGIYAMA,.ト Moleculardirectional恒′orcellulose

and chitin during biogenesis and biode-

gradation

材料学会木質材料部門委員会講演会

(平成12年10月25日,京都)

川井秀II-:ケナフボー ド製造の現状 と展望

第45回リグニン討論会

(平成12年10月26日～27日,松山)

佐藤 伸,榎 牧子,本田与一,渡辺隆司,桑原

正章 ‥白色腐朽菌 ceriPorioPsi∫∫ubuermisporaに

よるポリイソプレノイ ドの分解

鈴木史朗,梅津俊明,島田幹夫 :アスパラガス培

養細胞の産生する ci∫-ヒノキレジノールの生

合成機構 について

TheThird International Wood ScienceSym-

posium,

(平成12年11月 1日～ 2日,京都)

ERMAN,M.,T.HATTORl and M.SHIMADA:

distribution orisocitrate lyase and malate

synthaseamongwood-rottingfhngl

HATTORl,T.,M.ITAYA,A.OHTAandM.SHIMADA:

Apossibleroleorglyoxyaltecycleenzymesin

ectomycorrhizalfungusduringsymbiosiswith

woodyplant

ToKIMATSU,T.,Y.NAGAl,N.HAYASHI,T.HATTORI

andM･SHIMADA:Anenzymaticstudyoran

oxalate producing system in wood-rottlng

basidiomycetes

RETNO,Y.,T.YosHIMURA,T.UMEZAWAandY.

IMAMURA:Evaluation orchemicalcharac-

teristics or tropICal wood extractives

responsiblefわrdurabilitv

SuzuKI,K.,S.KITAMURA,Y.SoNEandT.ITOH:

Distribution orhemicelluloses and pectins

variesduringtissuedevelopmentinbamboo

culm (priyllo∫tacLiy∫aureaCarr.)

OYAMA, M., K.BABA and T.ITOH:Wood

identifiCationofFagaceaespeciesinJapanby

DNA polymorpllySm

MARSOEM,SRIN.andT.ITOH:Growthrateand

growthringinmindi(MeliaazedarachLinn･)

WoodtreesgrowninYogyakarta

WATANABE,T.,K.MESSNER,M.ENOKl,S.SATO,Y･

HoNDA and M,KUwAHARA:Free radical

reactionscontrolled bylow molecularmass

metal complexes and peroxidases･ Their

potentialsfわrbiomassconversion
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WATANABE,T.,C.KHANONGNUCH,S.LuMYONG,M.

TANTIRUNGKIJ,Y.TAIPRAB,H.PUNNAPAYAK,

P.SUwANARIT,Y_HoNDAandM.KUwAHARA:

ScreenlngandbiotechnologlCalapplicationor

thermotolerantlignlnOlyticfungiinthefieldof

wood biomass science:JSPS cooperation

project between thailand and Japan

khanongnuch

WANPHRUT,C.N.,S.LUMYONG,Y.HoNDA,M.

KUwAHARA and T.WATANABE:Thermo-

tolerantW00drottingbasidiomyceteslenzites

spp･ Newlyisolatedfrom tropicalrainforest

inThailalld

HoNDA,Y.,T.IRIE,T.WATANABE and M.

KUwAHARA:Overexpression ormanganese

peroxidasebvrecombinantwoodrotfungi

KAWAI,S.and B.SUBIYANTO:Zero-emission

processes｡roilpalmutilization,Ashortreport

ofthepro)ectinthecoreuniversltyProgram

YANO,H∴ HighStrengthwoodbasedmaterials

HATA,T･,D･MEIER,T.KAJIAJIMOTO,H.KIKUCHI

and Y.IMAMURA:Behaviourorchromium-

copper-arsenate(CCA)treatedwoodafterfast

pyrolysis

NAKAl,T.,S.INOUE,T.HATAandY.IMAMURA:

Chemicalcharacterizationofwoodvinegarand

itsapplicationtobio-controlagent

NAKAYAMA,T.,T.HATA, H.YANO and Y.

IMAMURA:Application orwood charcoalto

controlorhumiditycondition

SUBYAKTO,T.IhTA,I.IDEandS.KAWAI:Thermal

properties orcarbon or graphite phenolic

spheresariditsapplication

SUDIYANI,Y･,S･YusUF,H･KAJITA,YJMAMURA,M･

TAKAHASIjland SuDIJONO:EnhaIICementOr

weathering properties orparticleboard by

phenolicresintreatment

OzAKI,S.,H.YANO and Y.IMAMURA:Wood

flour-Poly(vinylalcohol)moldedcomposites

MUIN, M., K. TsuNODA and A. ADACHI:

Supercriti｡al臥lid (SCF)application tothe

preservative treatmentofwood and wood

composites:Treatability and effectofSCF

treatmenton strength properties orwood

composites

TAKEMATSU,Y.,T.YosHIMURA,M.TAKAHASHl,S.

YUsUFandP.SUKARTANA:Presentstatusofan

iml"rtantPesttermitegenus,CoptotermeS,in

lndonesia

YUsUF,S.,Y.YANASE,Y,SAWADA,Y.FUJII,T.

YosIiIMURAandY.IMAMURA:Evaluationof

termitefeedingactivitiesbyacousticemission

(AE)undervariousrelativehumidity (RH)

conditions)

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

andYIIMAMURA:Effectoftemperaturechange

onAEgeneratedbytermiteactivlty

KoheiKomatsu:Researchanddevelopmentsor

momenトresisting JOlntS for glulam frame

structures(集成材骨組み構造のためのモー

メン ト抵抗接合法の研究 と開発)

2000 TAPPI Pulping Conference: Biote-

ChnologyinthePulpand Paperlmdustry

(平 成 12年 11月 5日 ～9日, ボ ス ト ン,

us.A.)

MESSNER, K., K. FACKLER, K. KoLLER, P.

LAMAIPIS,E.SREBOTONIK,W.GINDIJandT.

WATANABE:I)epolymerization oflignln by

coordinatedcopperandperoxideanditseffect

onwood

構造用集成材の製品計画および製造に関する講習

会

(平成12年11月 9日,東京)

小松幸平 :大断面木造建築物の接合部設計

バ イオエネルギーセミナー

(平成12年11月10日,東京)

桑原正章 :バ イオマス資源か らファインケ ミカル

への変換

国際セルロースシンポ ジウム,‖FrontierinCell

luloseSciemceM
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(平成12年11月10日～11日,京都)

ITOfl,T:Immunogoldlabelingorterminalcellulose

syllthesizingcomplexes

SuGrYAMA,I:Moleculardircctionality ofpoly-

saccllaridecrystalsanditsimplication

平成12年度林道技術 (中堅)研修

(平成12年11月13日,八王子)

小松幸平 :大型集成材の特性と接着 ･接合

powderMetallurgy2000(PM2000)

(平成12年11月13日～15日,京都)

HATA,T.,K.NISHIMIYA,E.KoBAYAS上il,H･

KIKUCHIandY.IMAMURA:Ultra-structureal

investlgationfわrnewapplicationorbiocarbon

漸江林学院特別講義

(平成12年11月14日～15日,臨安,中国)

野村隆哉 :竹炭および竹離液の製造とその機能

京都府立大学農学部大学院特別講義

(平成12年11月14日-16日)

島田幹夫 :木質バイオマス特論

ウッドサイエンスセミナー 優 しいお家

(平成12年11月15日,宇治)

矢野浩之 :木材の基礎知識

川井秀一 :Mf)F って何ですか ?

遂昌県人民政府講演

(平成12年11月17日,遂昌,中国)

野村隆哉 ‥竹炭および竹酢液の有効利用

新昌市講演

(平成12年11月19日,新昌,中国)

野村隆哉 :竹フローリング廃材の有効利用

The 2md JointSeminaron Developmentof

Th.ermotolerantMicrobialResourcesandtheir

Applications

(平成12年11月21日-25日,山口)

WATANABE,T･,K MESSNER,M･ENOKl,S･SATO,Y･
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HoNDAandM･KtJWAHARA:Metalcomplex-

Catalyzedinsitureactionsinwooddecayby

selectivelignin-degradingfungl

KHANONGNUCH,C.,N.WANPHRUT,S.LUMYONG,P.

SUwANARITandT.WATANABE:Isolationand

screenlng Or lignln degrading enzymes

producerfrom basidiomycetesisolated from

northernThailand

TANTIRUNGKIJ, M., P. SuwANARIT and rI＼

WATANABE: Degradation or recalcitrant

aromatic compounds by lignin-degradirlg

enzymesproducedbythermotolerantwhite-rot

fhngi:I･ Screeningofthermotorelantlignin-

degradingf'ungl

石炭利用技術第148委員会

(平成12年11月24日,東京)

伊東隆夫 :木材の構造 と成分

7th lnte-ationalSymposium oftheMycol0-

gicalSocietyoり apan

(平成12年11月30日～12月 1日,筑波)

HAll･1,ORI,T.,N.AKlrl,SU,G.-S.SEO,A･0HTA,S･

KIMURA,T.ITOHandM.SHIMADA:Production

oforganicacidsinaxenicsymbioticculturesof

PinuJden∫ljioraassociatedwithIJaCtariushatj.udake

andapossiblegrowth-primotingeffectonboth

orsymbionts

The Dutch Electron Microscopy Conference

2000

(平成12年12月4日,オランダ)

TsHIMARU,K･,T･VYsTAVEL,PIMIBRONSVE-,T･

HATA,Y.IMAMURA andJ･HossoN:IrlVeS-

tlgation or wood charcoal by electron

microscopy

第12回日本 MRSシンポジウム 『植物系材料の最

近の進歩』

(平成12年12月 7日- 8日,川崎)

中山友栄,畑 俊充,矢野浩之,今村祐嗣 ‥木炭

の湿度調節作用樹脂注入による圧密化
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日本学術振興会 ｢未来開拓学術推進事業｣平成

12年度 ｢植物の環境応答 とバイオテクノロジー｣

研究発表

(平成12年12月 7日～9日,東京)

伊東隆夫 :セルロース性細胞壁の構築 とセルロー

ス生合成

TheFifth PacificRim BioIBasedComposites

Symposium

(平成12年12月10日-13日,キャンベラ)

TsUNODA,K.,H.WATANABE,K.FUKUDAandK.

HAGIO:Eqectsofzincborateontheproperties

ofmedium-densltyfiberboard

YUsUF,S.,Ⅰ.ⅠIDAandY.IMAMURA:Improvementor

liquidpelletrationintotroplCalhardwoodby

precompressiontreatment

KAWAI,S.etal.:Evaluationoffiberalignmentand

itseffectson the propertiesoflow-denslty

fiberboard

YANO,H∴ Highstrengthwoodbasedmaterials

SpecialSeminarin DepartmentofCllemical

Engineerlng,MonashUniversity

(平成12年12月15日,メルボルン,オース ト

ラリア)

YANO,H∴ T｡wardsThenew millennium wood

composites

SeminarinUniversitiSaimsMalaysla

(平成13年 1月 5日,ペナン,マレーシア)

YosHIMURA,T∴ TermiteresearchinJapan

SeminarinUnversitiPutraMalaysla

(平成13年 1月 8日,セルダン,マレーシア)

YosHIMURA,T･: Economical importance and

controlstrategleSOrWOOd-deterioratlng Or-

ganismsinJapan

Seminar inForestResearchInstituteMalaysla

(平成13年 1月 8日,クアラ ･ルンプール,

マレーシア)

YosHIMURA,T∴ Economicalimportanceandcon-

trolstrategleSOrWOOd-deterioratingorganisms

inJapan

セルロース学会第 6回 ミクロシンポジウム ｢セ

ルロースと多糖の21世紀一新世紀の可能性 を探

る-｣

(平成13年 1月26日,京都)

渡辺隆司 :木質バイオマスの有用物質への変換-

ラジカル反応によるセルロース分離 とセロオ

リゴ糖の機能開発-

九州大学大学院特別講義

(平成13年 1月29日～2月 1日,福岡)

小松幸平 :木質構造材科学

日本木材学会平成13年度第 2回 R&D ツアーセ

ミナー

(平成13年 2月22日,京都)

小松幸平 :構造安全性からみたこれからの木造住

宅 ｢これか らの住宅はどうなるか｣,p.1卜

21(2001)

InternationalSymposium intheEf丘cientuseof

Biomass(NEDOISymposium)

(平成13年 2月23日-24日,京都)

KUwAHARA,M.:Fungaltreatmentfortheeffective

enzymatic hydrosis orwood biomass and

productionormanganeseperoxidaseusingthe

bioreactor

HoNDA,Y･and M･KUwAHARA:Homologous

expressionorMnPinPleurotusostreatuswith

recombinantDNA techniques

KAWAI,S･andDIHERMAWAN:Oilpalm cement

bondedboardbyuslngrapidcarbondioxide

Curlngprocess

日本農芸化学会2001年度大会

(平成13年 2月24日～26日,京都)

石原靖之,酒井 裕,武部 聡,駒野 徹,酒井

富久美 :動物遺伝子 3′下流域配列の植物細

胞における認識

林 隆久 :セルロースの生合成 (シンポジウム)
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冨永るみ,杉山淳司,谷本英一,鮫島正浩,酒井

富久美,林 隆久 : ポプラセルラーゼを過

剰発現させたアラビドプシスの細胞壁構造

小段篤史,黒田宏之,酒井富久美 :大腸菌で発現

させたアカマッスチルベ ン合成酵素の性質

佐藤 伸,榎 牧子,本田与一一,渡辺隆司,桑原

正章 ‥白色腐朽菌 ceriporiopji∫∫ubuermiSPoraに

よる廃ゴムの分解

家亀晴字,桑原正章,原LLI重明 :白色腐朽菌によ

る トリクロロベ ンゼンの分解 と BIiRB (Re一

mazoleBrilliantBlue良)による分解促進

上辻 久敏,本田与-,渡辺隆司,桑原正章 :

Pleurotu∫o∫irealujにおけるマンガンペルオキ

シダーゼ生産の窒素源による調節

内山 拓,上遠野史基,二階堂直樹,渡追剛志,

杉山淳司 :Serratiamarce∫cenJ､2170由来のキチ

ナ-ゼA表面上に露出 した芳香族アミノ酸の

役割

鈴木史朗,奥西智哉,梅揮俊明,島田幹夫 :リグ

ナン生合成における立体化学の多様性につい

て

鈴木史朗,梅揮俊明,島田幹夫 :アスパラガス培

養細胞における ci∫-ヒノキレジノールの生合

成

ERMAN,M.,J.-J.YooN,T.ToKrMATSU,T･HATTORI

and M.SIiIMADA:Purification and charac-

terization ofisocitr･ate lvasefrom a wood-

rotting basidiomycete FomitopsIS palustris

growninaglucose-richmedium

日本農芸化学会2001年度大会 シンポジウム ｢森

林資源と樹木のバイオテクノロジー｣

(平成13年 3月25日,京都)

KurtMESSNER:微生物およびその生体触媒

機構を利用 した木質バイオマスの有用物質-

の変換

㈱ 日本木材保存協会西日本事業推進部会講演会

(平成13年 3月 2日,宇治)

吉村 剛 :シロアリ防除の趨勢

平成12年度林業経営者協議会講演会 (京都市)

(平成13年 3月14日,京都)

川井秀一 :山村における木質未利用資源のゼロエ

ミッンヨンシステム

International WoodBiotechnologySymposium

(平成13年 3月15日～17日,成田)

Ⅰ･1､0H,T∴ Immunogold labeling or terminal

cellulose-synthesizing complexes in selected

cellulosicorganism

FUJINO,T･,IJIWU,IJILI,C･P･JosHl,T.ITOHand

V･L CHIANG:Thegeneexpressionofaxylem-

specificcellulosesynthaseundergravitational

stimulusinaspen (Populu∫tremuloideS)

第 4回ゼロエミッション研究会

(平成13年 3月19日,宇治)

川井秀一- :木材のゼロエ ミッションシステム-兵

庫県ウッデ ィビジネスパーク構想のケースス

タディー

岡山大学資源生物科学研究所講演

(平成13年 3月21日-22日)

島田幹夫 :木材腐朽菌キノコによるシュウ酸生合

成機構

京都健康住まい研究会シンポジウム

(平成13年 3月24日,京都)

則元 京 :健康住 まい-の提言

日本植物生理学会2001年度年会シンポジウム

(平成13年 3月26日,福岡)

林 隆久,大宮泰徳 :ポプラのセルロース代謝

SpecialLecture in BogorAgricultural Uni-

versity

(平成13年 3月28日,ボゴール,インドネシ

ア)

KAWAl,S.:A conceptfortheinnovationofwood

compositeproducts
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日本木材学会第51回大会

(平成13年 4月 2日～5日,東京)

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-近縁

種オヒルギとロッカクヒルギの識別一

小段篤史,黒田宏之,酒井富久美 :アカマツのC

末端配列欠失ピノシルビン合成酵素の性質

黒田宏之,西岡順子,酒井富久美 :アカマツから

得た約 2千個の整列 cDNA クローン ス ト

レス下における大腸菌形質転換体の増殖解析

榊原紀和,鈴木史朗,梅津俊明,島田幹夫 :

Anthri∫cu∫sJIue∫trisにおけるシリンギル型リグ

ナン生合成経路について

奥西智哉,高久尚裕,patcharawadeeWATTANA-

wIKKIT,酒井富久美,梅津俊明,島田幹夫 :

Daphneodora培養細胞によるリグナンの生成

ERMAN,M.,平 良俊,時松敏明,服部武文,島

田幹夫 :褐色腐朽菌オオウズラタケのイソク

エン酸リアーゼの精製と性質

時松敏明,西出辰徳,服部武文,島田幹夫 :褐色

腐朽菌 Fomitop∫ispalu∫tri∫からのシュウ酸生成

酵素グリオキシル酸脱水素酵素の cDNA ク

ローニング

堀 律子,杉 山淳司,伊東隆夫,マーチ ン･

ミューラー,渡辺字外 :ヤング率の異なる木

材の MFA 精密測定-sR-X 線を用いて-

岡田ひとみ,中川真希,本田与二,渡辺隆司,秦

原正章,白井伸明 :マンガンペルオキシダー

ゼのリビッドベルオキシデーションにおいて

生成するアルデヒドとそのフリーラジカル反

応の分析

程 万里,師岡淳郎,則元 京 :過熱水蒸気下で

木材に発生する乾燥応力

大島克仁,師岡淳郎,則元 京 :過熱水蒸気下で

の木材の力学特性

村上 麗,則元 京 :木材の縦圧縮と曲げ加工

杉元宏行,則元 京 :熱変換木材の誘電特性

東原貴志,井上雅文,師岡淳郎,則元 京 :グリ

セリン処理木材の応力緩和

小幡谷英一,富田文一郎,東原貴志 :熱処理材の

吸湿性 (Ⅲ)一水蒸気処理木材の吸湿性一

小林好紀,川井安生,則元 京 :高周波 ･熱気複

合乾燥における水分移動形態

矢野浩之,shamsMd.IFTEKAR,川井秀一 :超可

塑化 ･選択的圧密法による高強度 ･高耐久木

質材料の製造

中原 進,矢野浩之,川井秀一 :植物系低環境負

荷 ･高強度材料の創製-化学パルプを原料と

した成型物一

韓 贋揮,川井秀一,梅村研二,張 敏,本田

貴久 :実大サイズのケナフ複合ボードの製造

とその性質

張 敏,大西兼司,奥平有三,川井秀一,矢野

浩之,shamsMd.IFTEKAR,川井秀一 :超可

塑化 ･選択的圧密法による高強度 ･高耐久木

質材料の製造

中原 進,矢野浩之,川井秀一 :植物系低環境負

荷 ･高強度材料の創製一化学パルプを原料と

した成型物一

菊池 光,畑 俊充,今村裕嗣 :急速加圧加熱装

置による木質バイオマスのエネルギー化

HATA,T.,D.MEIER,T.KAJIMOTO,H.KIKUCHIand

Y.IMAMURA:Arsenic behaviour after Iもst

pyrolysisorchromium-coppeトarSenate(CCA)

treatedwooduslngafluidizedbedreactor

石丸謙吾,畑 俊充,今村祐嗣,T.VYsTAVEL,

P.BRONSVELD,∫.HossoN:木炭中に形成さ

れる微細空隙とダイヤモンド構造の観察

HATA, T., P. BRONSVELD, H. KIKUCHI, K.

NISHIMIYA,Y. IMAMURA and ∫.HossoN:

Catalyticcarbonizationathightemperatureor

biomasscarbonbyAluminiumoxide

中山友栄,畑 俊充,矢野浩之,今村祐嗣 :高温

炭化 した木炭の吸脱湿性能

中井 祐,畑 俊充,今村祐嗣 :樹種相違による

木酢液の化学組成と抗菌 ･防蟻性能

吉村 剛,景守紀子,高橋旨象,Y,Ⅰ.MANDANG:

熱帯産パレット材の虫害とその予防 (1)-加

害虫および被害樹種の同定一

岡部一志,吉村 剛,角田邦夫 :キチン合成阻害

剤ヘキサフルムロン処理木材に対するシロア

リの摂食性

MUIN,M･,AIADACHI,T.YosHIMURA,M.INOUE

andK･TsuNODA:Feasibilityorsupercritical
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Carbon dioxideasacarriersolventin the

preservativetreatmentorwood and wood-

basedcomposites

盛田貴雄,林 知行,小松幸平,飯島泰男 :フィ

ンガージョイントラミナの保証荷重試験の検

討

藤田和彦,吉村秀幸,五島千津子,斎藤一郎,森

園菓子,小松幸平,飯島泰男 :集成材ラミナ

の圧縮破壊強度について

戸田正彦,前田典昭,小松幸平 :異種接合具を用

いた集成材継手の引張特性

新 田亜希,小松幸平,北守顕 久,川原重明 :

Largefingerjointを用いた集成材骨組み構造

の変形 と耐力に関する研究 その 2-ボル ト

挿入による耐力 ･変形能力向上の試み

黄 権換,小松幸平 :側材に合板を用いた集成材

接合部の強度性能に及ぼす釘打ちピッチの影

響

瀧野真二郎,小松幸平,中谷 誠,立石 - :莱

材を添板 とする多数本打ちラグスクリュー接

合部の引張耐力実験

田捌致士,小松幸平 :土壁の力学的特性に関する

実験的研究 その 2-線形力学モデルによる

小壁のせん断挙動の推定

中谷 誠,小松幸平,黄 権喚 :接合具にラグス

クリューボル トを用いた門型ラーメンの水平

努断性能

林 知行,軽部正彦,原田浩司,森 俊宏,大野

智則,小松幸平,飯島泰男 :異樹種複合集成

材の接合強度一金物工法用梁受け金物のせん

断強度

耐力発現機構 における槙 の役割-モーメン

ト･変形角に及ぼす棋軟合皮の影響

森 俊宏,小松幸平,細川清司 :異樹種集成材を

用いたボル ト接合型桂一梁接合部のせん断性

能

小松幸平,黄 権換,加藤泰世,川原重明 :集成

材大型 トラス構造用に開発された大径 ドリフ

トピン挿入引 きボル ト接合部の引張耐力評価

野口昌宏,中谷 誠,戸田正彦,小松幸平 ‥集成

材門型架構のためのボル ト締めクロスラップ

ジョイントに関する研究 (その 1)一主材,

側材共に荷重角度を変えた場合の耐力と剛性

森 拓郎,笹川 明,鈴木 基,小平直人,斎藤

潔 :シアプレー トを用いた梁一小梁接合部の

せん断耐力に関する実験的研究

日本木材学会生物劣化研究会春季講演会

(平成13年 4月4日,東京)

今村祐嗣 :国際木材保存会議奈良大会-IRG32

Malayslan PestControlConvention & Ex･

hibition2001

(平成13年4月11日～13日,ペナ ン,マ レー

シア)

YosHIMURA,T∴Termitepestsandtheircontrolin

Japan

YosHIMURA,T･:Controloftermitesuslngfungal

baits

中部大学工学部特別講義

(平成13年 4月12日,春 日井)

小松幸平 :近代木橋の現代

韓国林業研究院特別講義

(平成13年4月19日,ソウル,韓国)

今村祐嗣 :木材への薬剤注入性向上技術

第 3回徳島スギ高度利用技術研究会

(平成13年4月20日,徳島)

吉村 剛 :各種木材の生物劣化抵抗性 とシロアリ

防除における趨勢

The Korean Society ofWood Science and

TechnologyAnnualMeeting

(平成13年4月20日～21日,ソウル,韓国)

IMAMURA,Y.,Y.YANASE and Y.FUJII:Non-

destructivedetectionorwooddegradationby

mo-1itoringoracousticemission

MoROOKA,T.,K.OHSHIMA,C.WENLIand M･

NoRIMOTO:Thestressinwoodu-1dersuper-

heatedsteam abovelOOoC
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FirstInternationalConferenceoftheEuropean

SocietyforWoodMechanics

(平成13年 4月21日,ローザ ンヌ ･スイス)

KAWAI,S･,H･SASAKIand H･YAMAUCHI･･Bi0-

mimeticapproachesfordevelopmentofnew

compositewoodproducts

木文研究会講演

(平成13年 4月21日,宇治)

野村隆哉 :煙煙熱処理によるスギ素材の有効利用

煤煙熱処理研究会

(平成13年 4月22日,宇治)

野村隆哉 :住宅建材 としてのスギ素材の煙煙熱処

理特性

Vlieland 2001

(平成13年 4月22日-24日,オランダ)

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

NISHIMIYA,Y.IMAMURAand∫.DEHossoN:

CatalytlCCarbonizationathightemperatureor

biomasscarbonbyAluminum oxide

関西建築市場設立セミナー

(平成13年 4月25日,大阪)

小松幸平 :木造住宅の構造安全性

南京林業大学セミナー

(平成13年 5月 8日,南京)

T.ITOH:Woodanatomyandcultureorwood

MaterialsResearch2001

(平成13年 5月 8日- 9日,オランダ)

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

NISHIMIYA,Y.IMAMURAandJ.DEHossoN:

CatalytlCCarbonizationathightemperatureor

biomasscarbonbyAluminum oxide

Second InternationalSymposium on Copto･

term esformosanus

(平成13年 5月13日～15日,ニューオリンズ)

TsuNODA,K･:EconomicimportanceorFormosan

termiteandcontrolpracticeinJapan

第56回木研公開講演会

(平成13年 5月18,宇治)

林 隆久 :炭素循環 むか し ･いま ･みらい

桑原正章 :木質資源のグリーンケミス トリー

矢野浩之 :世界一強い木と弱い木 一次世代の木

質材料を目指 して一

木俣信行 (鳥取環境大学)‥建築関連 5団体 の

｢地球環境 ･建築憲章｣-その背景 と狙い-

日本菌学会第45回大会

(平成13年 5月19日-20日,東京)

平 良俊,宮宗秀伸,E.MUNIR,服部武文,寺

下隆夫,島田幹夫 :白色腐朽菌エノキタケの

菌糸体生長 と子実体形成における炭素代謝

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アカマツとの共生培養

における有機酸代謝関連酵素の解明

32th Annual meeting of the International

GrouponWoodPreservation

(平成13年 5月20日～25日,奈良)

WATANABE,T.,M.ENOKI,S.SAでO,Y.HoNDA,M.

KUwAHARA,N.SHIRAIandK.MESSNER:Free

radical process controlled by manganese

peroxidase and lipid-related metabolites

producedbyCeriPoriop∫i∫∫ubuermisPora

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

and T.WATANABE:A novellipid-related

compound,(Z)-1,7-monadecadiene-2,3-dicar-

boxylicacid,produced bywhite-rotfunguP

CeriPorioPSiSJubuermiJPora

FACKLER, K.,P.LAMAIPIS,E.SREBOTNIK,M.

HUMAR, C. TAVZES F. PoHLEVEN, M.

SENTJURC,T.WATANABEand K.MESSNER:

Mechanisticaspectsorthereactionsorcopper

complexeswith lignln in the presence or

hydrogen peroxideand lipid hydroperoxide

modelcompoundsasproposedfわrwhiterot

fungi

ERMANM.,T.HATTORIandM.SHIMADA:Anew
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concepet or pxalic acid biosynthesis in

physiologyorcopper-tolerantbrown-rotrung1

0zAKl,S.K.,M.YALINKILIC,Y.IMAMURAandM.

SoUzA:Effectofboron compounds-furfhryl

alcoholtreatmentorwood on dimensional

stability, termite resistance and boron

leachability

KIGUCHI,M.,Y.KArrAOKA,P.EvANS,Y.IMAMURA,

Y,KADEGARU,S.NAKAMURA,M.HASEGAWA

andM.MoRl:Pre-treatmentoI､Woodsurfaces

forimprovingweatherablityofclearfinishing

TAKIUCHI,H.,Y.KoMATSU,Y.FuJIIand Y.

IMAMURA: New approaches to practical

evaluation method or biodegradation or

woodenconstructioIl:Nondetructivedetection

ordefectsusingradertechnique

NISH10KA,H.,I.IIDA,Y.IMAMURAandS.Dot:

Innovativemachinefわrcompressiontreatment

orwood

NoBASHI,良.,Y.NoMURA and K.TsuNODA:

Developmentprocessoranew anti-sapstain

rormulation and itspresentstatuswith the

relevantproblems

GRACE,J.K.,R･OsHIRO,T･BYRNE,P･I･MoRRIS

and 良.TsuNODA:Perfわrmance orborate-

treatedlumberinafour-year,above-ground

termitefieldtestinHawaii

lNOUE,M.,K.ADACHI,K.TsuNODA,Y.IMAMURA

andS･KAWAI:Applicationorroller-pressing

method to the novelliquid impregnation

treatmentorgreentimber

MuIN, M･, A･ ADACHI and K･ rrstTNODA:

Applicabilityorsupercriticalcarbondioxideto

thepreservativetreatmentofwoodcomposites

YANASE,Y.,Y.FuJIl,S.OKUMURA,TIMAEKAWA,

K.SuzuKI,rr.YosHIMURAandY･IMAMURA:

Detectionofmetabolicgasfromtermitesusing

ceramicgassensors

YusIASIH,R.,TIYosHIMURA,T･UMEZAWAandY･

IMAMURA:Biocidalscreeningmethodorwood

extractivesbvadirectuseorcelluloseTLC

plate

日本材料学会創立50周年記念学術講演会

(平成13年5月23日-24日)

東原貴志,師岡淳郎,則元 京 :高温高圧水蒸気

下における木材のクリープ

空気調和 ･衛生工学会近畿支部総会記念講演会

(平成13年 5月25日,大阪)

今村祐嗣 :伝統的先端材料-木炭-そのパワーを

検証する

第6回日本竹炭竹酢液協会総会

(平成13年 5月26日,宇治)

野村隆哉 :竹炭竹酢液の規格化について

シロアリセミナー ｢世界におけるシロアリ防除の

趨勢｣

(平成13年 5月26日～27日,京都)

吉村 剛 :アジアにおけるシロアリ問題と防除

㈱ 日本木材加工技術協会九州支部総会特別講演会

(平成13年 5月28日,福岡)

今村祐嗣 :低環境負荷の木材保存に対応する診断

と保守

耐久性木造建築シンポジウム

(平成13年 5月28日,東京)

角田邦夫 :室内および野外試験によるホウ酸塩の

木材保存剤としての効力評価

九州大学大学院農学研究院集中講義

(平成13年 5月28日～6月 1日,福岡)

今村祐嗣 :生物材料機能学特論

第8回国産中小径材利用技術研究会

(平成13年 6月 1日,愛媛県久万町)

川井秀一 :山村における木質資源の総合加工シス

テムの構築

8thInternationalConferenceonRiotechnology

inPulpandPaperIndustrylPresymposium on

RecentAdvancesinLigninBiodegradationand

Biosynthesis

- 72-



当 所 の 活 動

(平成 13年 6月 3日- 4日,ヘ ル シ ンキ,

フィンランド)

WATANABE,T.,K.MESSNER,P.LAMAIPIS,N･

SHIRAI,M.ENOKI,S.SATO,Y.HoNDAandM.

KuwAHARA:Acylradicalchainreactionsin

enzymatic and non-enzymaticlipid peroxi-

dation

KHANONGNUCH,C.,N.WANPHRUT,S.LUMYONG,P.

SUwANARIT and T. WATANABE: A new

thermotorelantwood rottlng fhngi Coriolus

versicolorisolatedfromnorthernThailandand

itspotentialinlignindegradingapplications

SATO,H.,Y.HoNDA,T.WATANABE and M.

KUwAHARA:DNA-mediatedtransformationof

whiterotfungusCeriPoriop∫i∫∫ubuermiJPora

京都府環境計量士交流講演会

(平成13年 6月 4日,京都)

今村祐嗣 :木と環境

8th InternationalConferenceonBiotechnology

inthePulpandPaperIndustry

(平成 13年6月 4日～8日,ヘ ル シ ンキ,

フィンランド)

FACKLER,K.,E.SREBOTNIK,T.WATANABE,P.

LAMAIPZS,M･HUMAR,C･TAVZES,MISENTJURC

andK･MESSNER:Biomimeticpulpbleaching

withcoppercomplexesandhydroperoxides

LAMAIPIS,P.,K.FACKLER,E.SREBOTNIK,T.

WATANABE,W.GINDL and K.MESSNER:

Semiquantitativeandquantitativeassayorthe

capacltyOrthecoordinatedcopperperoxide

system todegradenativewoodlignln

北海道林産技術普及協会国際交流講演会

(平成13年6月 7日,旭川)

今村祐嗣 :木材保存の国際情勢-国際木材保存会

議 IRG32から一

第16回セルラーゼ研究会

(平成13年 6月14日～ 6月15日,霞 ヶ浦)

渡辺隆司 :木材腐朽菌による酵素的および非酵素

的リグニン分解

全国森林組合連合会シンポジウム

(平成13年 6月15日-17日,山形)

野村隆哉 :実践的林産学

第 3回農業 と光技術研究会

(平成13年 6月19日～20日)

桑原正章 :化石資源に代わるエネルギー源 ･原材

料の生物生産の現状 と将来展望

高分子学会一エコマテ リアル研究会講演会

(平成13年 7月 3日,和光)

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

イン ドネシア ･パジャジャラン大学講演

(平成13年 7月4日,バ ンドン)

服部武文 :production oroxalicacid bywood-

rottlngfunglandectomycorrhizalfungl

｢木質細胞壁の構築｣研究会

(平成13年 7月4日～ 5日,名古屋)

杉山淳司 :セルロースの高次構造一結晶学から構

造生物学へ

第39回日本接着学会大会

(平成13年 7月 5日,金沢)

川井秀一 :木質材料における接着

3rdInternationalConferenceon Mycorrhizas

(平成13年 7月8日～13日,オース トラリア)

HATTORI,T.,M.ITAYA,A.OHTAandM.SHIMADA:

Comparison or the activities or isocitrate

dehydrogenaseandisocitratelyaseinvolvedin

isocitrate metabolism in Laccaria ametlty∫tea

duringsymbiosiswithPinu∫den∫ljhm

竹炭研究会

(平成13年 7月 6日,宇治)

野村隆哉 :竹炭前処理 としての燥煙熱処理
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中国東北林業大学特別講義

(平成13年7月9日,ハルビン,中国)

今村祐嗣 :木材への薬液注入技術

今村祐嗣 :木炭の利用技術

セルロース学会第8回大会

(平成13年 7月12日～13日,普)

和田昌久,西山義春,磯貝 明,L HEUX,H.

CIiANZY,杉U｣淳司 :超臨界アンモニア処理

で調製 したセルロースⅢ Jの結晶構造

京都府立大学大学院集中講義

(平成13年 7月16日19日,京都)

川井秀--一:生物機能学 Ⅰ

7血 InternationalIUFRO Wood DryingCon-

ference

(平成13年 7月9日-13日,つ くば)

WANLI,C"T.MoROOKAandM.NoRIMOTO:The

stressin wood occurring underhigh tem-

peratureSteam

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ceriPorioP5iL=ub乙,eγ-

misporaのサイエンス

名古屋大学農学部集中講義

(平成13年 7月24日-26日,名古屋)

今村祐嗣 :木材保存学

日本応用きのこ学会第5回大会

(平成13年 7月26日-27日,京都)

入江俊一一一一,佐藤利次,斎藤久美子,本田与一,渡

辺隆司,桑原正章,江井 仁 :カルボキシン

耐性マーカーを用いたシイタケ (I,entinula

edodej)の形質転換

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を用いたヒラタケのカ

ルボキシン耐性-の形質転換

第15回キチン ･キ トサンシンポジウム

(平成13年 7月26日～27日,米子)

内山 柘,石橋明日香,上遠野史基,二階堂直

樹,野中孝昌,杉山淳司,渡追剛志 :細菌キ

テナーゼの結晶性キチン分解機構について

日本レオロジー学会関西支部講演会

(平成13年 7月28日,黄葉)

矢野浩之 :次世代の木質材料を目指 して

AnnualMeetingoftheSocietyforlndustrial

Microbiology(SIM)

(平成13年 7月29日～ 8月2日,セントルイ

ス,U.S.A.)

PUNNAPAYAK,H.,M.KUHIRUN,N.KUNPRATUM,T.

PANGJUNAN,P.LIAWSAKULandT.WATANABE:

Prebleachingoraeucalyptuspaperpulpwith

whiterotfhngl

和歌山県消費生活センター生活教養講座

(平成13年 8月 2日,和歌山)

吉村 剛 :シロアリの防除と対策

福井県農林漁業大学校研修会

(平成13年8月 3日,福井)

川井秀一 :魅力的で経済的に成 り立つ林業の復活

一川上と川下を有機的につなげるには一

宇治市市民大学

(平成13年 8月 4日,宇治)

今村祐嗣 :森林資源と生活

SeminarinUniversityofGもttingen

(平成13年 8月9日,ゲッティンゲン, ドイ

ツ)

HoNDA,Y.:MolecularbreedingofPleurotu505lreatuS

usingDNA-mediatedtransformationtechnique

三重県農林水産支援センター講演会

(平成13年 8月9日,久居)

野村隆哉 :竹炭竹離液について
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放送大学奈良学習センター面接授業

(平成13年8月14日～15日,奈良)

今村祐嗣 :木の文化と技術

The 4th Asian Pacific Conference ofEnto-

mology

(平成 13年 8月 14日～17日, クアラ ･ル ン

プール,マレーシア)

YosHIMURA,T･andT･HIGUCHI:Fungus-baitsf♭r

controllingJapanesesubterraneantermites

7血 InternationalPllyCOlogicalCongress

(平成13年 8月18日～25日,テッサロニキ,

ギリシャ)

SUGIYAMA,J.･.The directionality ofmicofibril

formation in algae-a crystallographic apI

proach

関西自然住宅研究会講演会

(平成13年 8月25日,宇治)

川井秀一 :木材の寿命を予測する

ウッドヘッド研究会竹材工業研究部会講演会

(平成13年 8月27日,大阪)

川井秀一 :竹ボー ドの開発について

(平成12年 8月以前の追加分)

The2md∫nternationalWoodScienceSeminar

(平成10年11月 6日- 7日,セルボン,イン

ドネシア)

SHIMADA,M :Productionandprotectionorwoods

based o∫l bioscience or symbiotic and

saprophyticfungl

SHIMADA,M.,T.ToKIMATSU,Y.NAGAIandT.

HATTORI:A biochemicalroleoroxalicacid

biosynthesis in forest fungiand enzymes

involved:Towardprotectionandproductionor

woods

UMEZAWAT.,S.SUzUKI,T.OKUNISHI,K.MIKAME,

andM･SHIMADA:Chemistryandbiochemistry

orlignanciosynthesis

Hattori,T.,G.S.Seo,N.Akitsu,A.OhtaandM.

SHIMADA:A possibleroleororganicacids

duringsymbiosisbetweenwoodyplantsand

mycorrhizalfungl

LISWIDOWATI,W･SYAfiI,S･SUzUKl,T･UMEZAWA

andM･SHIMADA:Syringaresinolisolatedfrom

Paraserianthesfalcataria

ForestProdllCtSLaboratorySeminar

(平成11年10月 4日,マジソン,アメリカ合

衆国)

梅津俊明 :Chemistryandbiochemistyorlignans

第44回リグニン討論会

(平成11年10月 7日～8日,岐阜)

高久尚裕,奥西智哉,三亀啓吾,鈴木史朗,梅津

俊明,島田幹夫 ‥チャボヒバ (ChamaecJPari∫

obtu∫acv.Breviramea)から単離された新規 リ

グナンについて

鈴木史朗,梅津俊明,島田幹夫 :ゴボウ (Arctium

laj･Pa)におけるセコイソラリシレジノール生

成の立体化学的選択性について

島田幹夫 :リグニン生分解研究から派生 したシュ

ウ酸合成酵素研究-の新局面-木質資源の育

成 と保護に関わる菌類の役割一

南京林業大学特別講義

(平成11年11月30日,南京,中国)

島田幹夫 :木質生化学特論

ボゴール農科大学林学科講演

(平成11年12月16日,ボゴール,インドネシ

ア)

島田幹夫 :Rolesofsymbioticfungitohelpgrowth

ortreeswith oxalicacid produced bythe

forestfungl

The 3rd InternationalWood Science Sym-

posium

(平成12年 1月 1日～ 2日,宇治)

TAKEDA,T.,F.SAKAIandT.HAYASHI:Expression

or xyloglucan endotransglycosylase during

cellulosebiosynthesis
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PARK,Y･W･andT･HAYASHI:TheimpactorT-

DNAtagglnglinefわrtherapidanalysisorgene-

expressionpatterns

HAYASl,T.andY.OHMIYA:Cellulosemetabolism

byend0-1,4-p-glucanasesinpoplar

KoDAN. H.KuRODA and F.SAKAl:Stilbene

syrlthasefrom Japaneseredpine,itsrolein

stilbenoidbiosynthesis

UPM における講演

(平成12年 3月15日,マレーシア)

島田幹夫 :Biochemicalrolesorsymbiotic and

saprophytic mushroom fungl in a forest

ecosystem

日本林学会

(平成12年 4月,東京)

清水良訓,安藤 信,川部辺三郎,酒井富久美 :

RAPD-PCR によるスギ伏条繁殖パターンの

検討

日本木材学会第50回大会

(平成12年 4月 3日-5日,京都)

エルマン･ムニール,平 良俊, 時松敏明,服部

武文, 島田幹夫 :Noveloccurrenceorthe

glyoxylate cycle enz)rmes in wood-rotting

basidiomycetesgrowinglngluccse-richmedia

エルマン･ムニール,平 良俊,時松敏明,服部

武文,島田幹夫 :A new roleorglyoxy1ate

cycle in wood-rotting basidiomycetes in

relationtothebiosynthesisofoxalicacid

日本菌学会第44回大会

(平成12年 5月20日-21日,奈良)

エルマン･ムニール,平 良俊,時松敏明,服部

武文, 島田幹夫 :occurl･enCeOr glyoxylate

cycleenzymesinwood-rottingbasidiomycetes

growing｡nglucosemedia

ヂ 最俊,エルマン ･ムニール,時松敏明,服部

武文,寺下隆夫,島田幹夫 ‥食用キノコの子

実体形成におけるグリオキシル酸回路の役割

㈲環境科学総合研究所 第19回助成研究報告会

(平成12年 5月20日,熱海)

服部武文 :外生菌根菌の着生機構に関する研究-

IJaClariuShal∫udakeとpinu∫den∫ljZora共生培養系

で生産される有機酸の役割

第55回木研公開講演

(平成12年 5月25日,宇治)

梅揮俊明 :樹木フェノール成分の代謝工学

渡辺隆司 :地球を救 う木質成分変換-不思議なキ

ノコのミラクル木材分解術-

畑 俊充 :熱による木質サイエンス

北スマ トラ大学における講演

(平成12年 7月 6日,メダン,インドネシア)

島 田幹夫 :Biochemicalrolesoroxalicacid in

symbiotic and saprophytic basidiomycetous

fhnglinaforestecosystem

セルロース学会第 7回大会

(平成12年 7月12日～13日,普)

大宮泰徳,Y.lV.PARK,林 隆久 :ポプラのセル

ロース代謝

海外出張 ･その他

梅津俊明 :北米植物化学会2000年年会に出席およ

び資料収集のため (平成12年 8月5日～12年

8月12日)アメリカ合衆国

桑原正章 :バイオマス変換に関する研究打ち合わ

せおよび資料収集 (平成12年 9月23日～12年

10月 1日)イスラエル,ラ トビア

桑原正章 :第 1回食用菌研究に関する極東地域会

議出席および坦子菌に関する資料収集 (平成

12年10月8日-12年10月14日)中国

今村祐嗣 :木材保存に関する研究打ち合わせおよ

び木質科学に関する研究調査並びに資料収集

(平成12年 9月15日～12年 9月30日)連合王

国,フランス

則元 京 ‥木材科学に関する講義および研究討論

- 76-



当 所 の 活 動

並びに交流 (平成12年 9月28日-12年10月 6

日)中国

矢野浩之 :タンニンの利用に関する研究打ち合わ

せおよび資料収集 (平成12年 9月28日-12年

10月 5日)インドネシア

梅揮俊明 :国際交流協定に基づ く木材成分の化学

に関する調査研究のため (平成 12年10月11

日～12年10月15日)中国

師岡敏朗 :国際交流協定に基づ く木材成分の化学

に関する調査研究 (平成12年10月12日～12年

10月15日)中国

梅沢俊明 :国際交流協定に基づ く木材成分の化学

に関する調査研究 (平成12年10月12日-12年

10月15日)中国

小松幸平 :木橋構造に関する研究打ち合わせおよ

び資料収集並びに集成材構造接合部加工技術

の資料収集)オース トリア, ドイツ

杉山淳司 :セルロースとセルラーゼに関する共同

研究打ち合わせ,セミナー出席 (平成12年10

月23日-12年10月28日)カナダ

野村隆哉 :特別講義および中国の竹資源利用調査

(平成12年11月13日-12年11月23日)中国

今村祐嗣 :木材の耐候性向上に関する研究資料の

収集 (平成12年11月 2日～12年11月 6日)マ

レーシア

矢野浩之 :早生樹皮の利用に関する研究 (平成12

年11月25日～13年 1月 2日)オース トラリア

角田邦夫 :第 5回環太平洋木質系複合材料シンポ

ジウム参加および国際共同研究に関する討議

(平成12年12月 8日-12年12月29日)オース

トラリア,ニュージーランド

則元 京 :第 5回環太平洋木質系材料シンポジウ

ム参加および木質バイオマス利用研究につい

ての資料収集 (平成12年12月 8日～12年12月

15日)オーース トラリア

川井秀一 :第 5回環太平洋木質系材料シンポジウ

ム参加および生物材料に関する資料収集 (平

成12年12月 8日～12年12月16日)オース トラ

リア

井上雅文 :第 5回環太平洋木質系材料シンポジウ

ム参加および木材の圧縮技術に関する資料収

集 (平成12年12月 8日～12年12月18日)オー

ス トラリア

今村祐嗣 :環太平洋生物系複合材料シンポジウム

出席および研究発表 (平成12年12月10日-12

年12月14日)オース トラリア

吉村 剛 :木材 ･木質材料の生物劣化に関するセ

ミナー開催およびシロアリ被害に関する研究

資料収集 (平成 13年 1月 4日-13年 1月10

日)マレーシア

林 隆久 :セルロース生合成新発見に対するコメ

ントおよびセルロース合成酵素のダイナミズ

ムの資料収集 (平成13年 2月26日-13年 3月

3日)スペイン

渡達隆司 :｢ポス トペ トロケ ミス トリー構築を目

指 した選択的白色腐朽菌のリグニン分解機構

解析 とバイオミメスティック反応の開発｣に

関する調査および講演 (平成13年 2月24日-

13年 3月 7日)ベルギー,オース トリア, ド

イツ

伊東隆夫 :希少木に関する野外実験 (平成13年 2

月23日～13年 3月 2日)インドネシア

畑 俊充 :表面処理および炭素材料による木質材

料の耐火性能改善についての研究打ち合わせ

(平成13年 2月27日-13年 3月 2日) イン ド

ネシア

畑 俊充 :木質バイオマスの熱分解生成物の用途

展開についての資料収集 (平成 13年 3月18

日～13年 3月25日)カナダ

川井秀一 :論博研究者の研究指導 (平成13年 3月

21日～13年 3月29日)インドネシア

野村隆哉 :国際竹炭竹酢液シンポジウム2001運営

委員会出席 (平成13年 3月29日～13年 4月 1

日)中国

吉村 剛 :2001年マ レーシアペス トコンクール大

会参加お よび講演の実施 (平成 13年 4月10

日～13年 4月15日)マレーシア

川井秀一 :LVL の力学特性に関する研究打ち合

わせおよび木製文化財の修理修復研究の調査

および資料収集 (平成13年 4月17日-13年 4

月28日)スイス,イタリア

今村祐嗣 :韓国木材工学会に出席講演 (平成13年

4月19日-13年 4月22日)韓国

師岡敏朗 :韓国木材工学会に出席講演 (平成13年
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4月19日-13年4月22日)韓国

林 隆久 :スウェーデン農業科学大学のセ ミナー

出席および木質細胞壁 第 2回ワークシ ョッ

プ出席 (平成13年4月23日～13年 4月30日)

スウェーデン

角田邦夫 :シロアリ防除剤の環境毒性,生態毒性

に関する研究資料収集および第 2回イエ シロ

アリに関する国際シンポジウムに出席 し研究

成果発表 (平成 13年 5月 9日-13年 5月 17

日)アメリカ合衆国

伊東隆夫 :遺跡出土木製品,木彫像,木製遺物お

よび造古建築の調査並びに木の文化に関する

研究打 ち合わせおよび講演並びに遺跡出土木

材に関する研究打ち合わせ (平成13年 5月 5

日-13年 5月18日)中国

今村祐嗣 :木質劣化制御に関する講義および共同

研究の打ち合わせ (平成 13年5月 3日～13年

5月 7日)イン ドネシア

川井秀--A:ケナフ複合ボー ドの製造実験 (平成13

年 5月 7日-13年 5月10日)中国

畑 俊充 :バイオマスカーボ ンの微細構造解析 に

関する研究打 ち合わせおよび資料収集 (平成

13年5月25日～13年 6月16日) オランダ

桑原正章 :第 8回紙 ･パルプ産業におけるバ イオ

テクノロジー国際会議および組織委員会出席

および研究資料調査 (平成13年 6月 1日-13

年 6月11日)フィンランド,フランス

波速隆司 :リグニ ンの生合成 と生分解の最近の進

展に関する国際会議出席,研究発表および第

8回紙 ･パルプ産業におけるバ イオテクノロ

ジー国際会議出席 し研究発表および研究資料

収集 (平成 13年6月 1日～13年6月11日)

フィンランド

梅沢俊明 :第 8回紙 ･パルプ産業におけるバ イオ

テクノロジー国際会議および同プレシンポジ

ウムに出席 し研究発表お よび研究資料収集

(平成 13年 6月 2日-13年 6月9日) フィン

ランド

本田与一一 :第 8回紙 ･パルプ産業におけるバ イオ

テクノロジー国際会議および同プレシンポジ

ウムに出席 し研究発表お よび研究資料収集

(平成 13年 6月 2日-13年 6月10日) フィン
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野村隆哉 :国際竹炭竹離液シンポジウム2001運営

委員会出席 (平成 13年 6月2日～13年6月4

日)中国

井上雅文 :木材の表面硬化 とその評価 に関する技

術指導および資料収集 (平成13年 7月 2日～

13年8月15日)中国

服部武文 :菌根菌の培養および有機酸の植物成長

に対する影響に関する資料収集および第 3回

国際菌根菌学会出席 (平成13年 7月 2日～13

年 7月14日) イン ドネシア,オース トラリア

今村祐嗣 :木質劣化制御 に関する講義および木質

化学に関する研究交流 (平成13年 7月 7日～

13年 7月11日)中国

則元 京 :マ レーシア理科大学 との交流協定調印

式出席および熱帯林産資源の有効利用に関す

る共同研究 (平成13年 7月23日～13年 7月26

日)マレーシア

吉村 剛 :マ レーシア理科大学 との交流協定調印

式出席および熱帯林産資源の有効利用に関す

る共同研究 (平成13年 7月23日～13年 7月26

日)マレーシア

本田与- :坦子菌の遺伝子発現制御系に関する調

査研究 (平成13年 7月28日～13年 8月14日)

オランダ,イタリア,スイス, ドイツ

吉村 剛 :第 4回アジア太平洋地域昆虫学会に出

席,寄生菌 を用いたシロアリ防除についての

研究成果発表 (平成13年 8月13日-13年 8月

18日)マ レーシア

杉山淳司 :第 7回国際藻類におけるセルロース ミ

クロフィブリル形成の極性-結晶学的なアプ

ローチについて講演 (平成13年 8月18日～13

年8月26日)ギリシャ

波速隆司 :耐熱性白色腐朽菌の研究打ち合わせお

よび資料収集 (平成13年 8月20日-13年 8月

25日) タイ

梅沢俊明 :リグニンおよび関連フェニルプロパ ノ

イ ド生合成の分子生物学 と代謝工学に関する

調査並 びに共 同研 究協議 (平成 13年 8月25

日～13年 9月11日)アメリカ合衆国,フラン

ス



当 所 の 活 動

人事往来 ･その他

1.所内 (人事)

桑原 正章 :木質科学研究所長退任 (平成13年3

月31日)

則元 京 :木質科学研究所長就任 (平成13年4

月 1日)

片 岡 靖夫 :木質環境研究部門客員教授 に採用

(同上)

森 拓郎 :木質材料機能研究部門助手に採用

(同上)

樋口 隆昌 :日本学士院賞授賞 (平成13年6月11

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)論博プログラムの実施の

ため来所 (平成12年 9月 1日-12年11月29

日)

WahyuDwIANTO (インドネシア応用物理学研究

センター研究員)竹材の軟化に関する研究の

ため来所 (平成12年 9月4日-12年12月2

日)

AnitaF.LovIAN (インドネシア労働省住宅研究所

建築材料分野長)木質材料の耐火性能に関す

る研究のため来所 (平成12年9月 5日-12年

12月3日)

DededS.NAWAWI(ボゴール農科大学研究員)熱

帯産造林木のパルプ化および漂白過程におけ

る抽出成分の挙動についての研究のため来所

(平成12年 9月6日～12年11月4日)

Mechtild MERTZ (パ リ自然史博物館研究員)木

彫に関する日本産木材樹種の調査のため来所

(平成12年 9月10日-12年12月20日)

BambangSUBIYANTO (インドネシア科学院応用物

理研究開発センター研究員)オイルパームの

ゼロエ ミッションプロセスの研究のため来所

(平成12年 9月10日-12年11月9日)

MohamadGot,AR (インドネシア科学院応用物理

研究開発センター研究員)音響探査によるシ

ロアリ行動の解析の研究のため来所 (平成12

年 9月14日～12年11月12日)

YanniSUDIYANI(インドネシア科学院応用物理研

究開発センター研究員)木質材料の耐候性向

上に関する研究のため来所 (平成12年 9月14

日-12年12月12日)

河 孝哲 :リグニン分解酵素に関する研究のため

来所 (平成12年 9月24日～13年 3月29日)

MeierDIETRICH (ドイツ連邦林学林産研究セ ン

ター,木材化学工学研究所部長)木質からの

バイオマスエネルギーの開発 と応用のため来

所 (平成12年10月16日～12年10月29日)

patcharawadeeWATTANAWIKKIT (カセサー ト農工

業生産改良研究所研究員)組織培養とその周

辺技術 による大量増殖法の研究のため来所

(平成12年10月17日～13年 2月 5日)

wasrinSyAFH (ボゴトル農科大学教授)熱帯産造

林木のパルプ化および漂白過程における抽出

成分の挙動についての研究のため来所 (平成

12年10月26日～12年11月 4日)

sipon MULADI(ムルワルマ ン大学講師)パルプ

の生物漂白法の調査研究のため来所 (平成12

年10月30日-12年11月 8日)

YadiSETIADI(ボゴール農科大学講師)森林生態

系における共生ならびに腐朽性担子菌類に特

有な有機酸代謝の生化学的解析のため来所

(平成12年10月30日～12年11月 8日)

Ir･SabrinaTENGKU(UniversityorSumateraUtara)

3rdInternationalWoodScienceSymposium で

の発表のため来所 (平成12年10月30-12年11

月 5日)

Ee-dingWoNG (プ トラマレーシア大学講師)オ

イルパームのゼロエ ミッションプロセスの研

究のため来所 (平成12年10月30日～12年11月

5日)

MANDANG,Y.Ⅰ.(林務省林産物およ社会経済開発

センター研究員)木材組織に関する研究のた

め来所 (平成12年10月30日～12年11月 8日)

BambangPRASETYA (インドネシア科学院応用物

理学研究開発センター研究員)バイオブリー

チグの機構研究のため来所 (平成12年10月30

日～12年11月 8日)

HappyWIDIASTUTI(インドネシア農務省農園作

物バイオテクノロジー開発研究所研究員)菌
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根菌研究の調査のため来所 (平成12年10月30

日～】2年11月 8日)

As marlailiSAHARIHANAfiAH (スマ トラ大学講師)

高強度木材材料開発の調査のため来所 (平成

12年10月30日～12年11月 8日)

SuDUONO (イン ドネシア科学院応用物理学研究開

発セ ンター研究員)木材工学研究調査のため

来所 (平成12年10月30日-12年11月 8日)

NtlrulAiniStJLISTYOWATI(イン ドネシア労働省建

築研究所研究員)木材材料 に関する研究のた

め来所 (平成 12年10月30日～12年11月 8日)

IJuCiaINDRARTl(イン ドネシア科学院応用物理学

研 究開発 セ ンター研 究 員)バ クテ リアセル

ロースの研究調査 (平成 12年10月30日～12年

11月 8日)

EuisHERMIATI(イン ドネシア科学院応用物理学

研究開発セ ンター研究員)木材抽出成分の研

究調査のため来所 (平成 12年10月30日～12年

11月8日)

FauziFEBRIANTO (ボゴール農科大学講師)木材

保存剤の開発研究のため来所 (平成12年10月

30日-12年11月 8日)

YuliatiTNDRAYANI(TanjungPura大学農学部講

師)木材保存 に関する調査のため来所 (平成

12年10月30日～12年11月8日)

EkaMulyaAl.AMSYAH (ウイナヤ ･ムクチ ダ大学

講師) タケ材木質材料 に関する研究のため来

所 (平成12年10月30日～12年11月 8日)

YusursudoHAI)I(ボゴール農科大学副学部長)

熱帯樹木における木部形成の特質解明 と材質

特性の評価のため来所 (平成12年10月30日～

12年11月7日)

sulacmanYUsUF (イン ドネシア科学院応用物理

研究所研究員)熱帯産木質資源の高耐久利用

技術の開発のため来所 (平成12年10月30日-

12年11月 8日)

Khanongnuch CHART(二HAI(チェンマ イ大学農産

学部講師)耐熱性 白色腐朽菌の分離 と応用の

ため来所 (平成 12年 10月30日～12年 11月26

日)

YustinusSurantoSEllYOHARJONC (ガジャマ ダ大学

講師)熱帯産早生樹種の乾燥特性の研究のた

め来所 (平成 12年10月30日～12年11月 8日)

SriNugrohoMARSOEM (ガジャマ ダ大学講師)熱

帯樹木における木部形成の特質解明 と材質特

性の評価のため来所 (平成12年10月30日～12

年11月9日)

Maria∫.HARRISON (TheSmuelRobertsNoble

Foundation)RecentAdvancesinBiochemistry

or Phosphate Transport in Arbuscular

Mycorrhizas(SymbioticFungi)講演のため来

所 (平成 12年12月 5日)

GironMagdalenaYAO (フ ィリピン国立林産研究

所研究員)竹材料の保存に関する共同研究の

ため来所 (平成 13年 1月25日～13年 2月 17

日)

Mandang Yance IKWARTUS (Forest Products

ResearchlnstituteAssociateResearcher)熱帯

産材の樹種識別法に関する共同研究のため来

所 (平成 13年 2月13日-13年 2月25日)

WidjayaEIZABETH (イン ドネシア科学院生物科学

研究セ ンター研究教授)木材の形成に関する

研究,DNA によるブナ科樹木の分類に関す

る研究のため来所 (平成13年3月 4日～13年

4月30日)

vincentL CHIANG (米国 ミシガン工科大学植物

バ イオテクノロジー研究セ ンター所長) リグ

ニ ンおよリグナン生合成の代謝調節機構の解

明 とその応用 に関す る共同研究 のため来所

(平成 13年 3月14日～平成13年4月 3日)

韓 贋洋 (黒龍江省林産工業研究所研究員)農産

廃棄物 を用いた多機能性ボー ドの開発に関す

る共同研究のため来所 (平成 13年 3月24日-

14年 3月31日)

朴 龍又 (ギ オ ンサ ン国立大学遺伝子工学研究

所 ･リサーチアソシェ- ト)セルロース生合

成 におけるセルラーゼの役割に関する研究の

ため来所 (平成 13年 4月 1日-14年 3月31

日)

劉 -星 (東北林業大学木材科学研究科教授)高

温 ･高圧水蒸気による木材の圧密加工の研究

のため来所 (平成 13年 4月 6日-13年 4月21

日)

Mechtild MERTZ (パ リ自然 史博物館研究員)木
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の文化に関する研究のため来所 (平成13年5

月21日-13年7月 1日)

Ee-DingWoNG (プ トラマレーシア大学林学部講

師)オイルパームのゼロエ ミッションプロセ

スの研究のため来所 (平成13年 5月30日-13

年 7月9日)

HultEvA-LENA(スウェーデン王立工科大学博士

課程)再生セルロースの分子鎖極性一平行 ･

逆平行鎖構造についての研究のため来所 (辛

成13年6月3日～15年6月 2日)

李 大網 (南京林業大学助教授)中国産木材の組

織構造に関する研究のため来所 (平成13年 7

月20日-13年 9月30日)

WahyuDwIANTO (インドネシア科学院応用物理

研究所研究員)竹材の軟化挙動 とそれを応用

した加工の研究のため来所 (平成13年 7月28

日～13年 9月25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のため来所 (平成

13年8月 1日-13年8月14日)

Ir･SabrinaTENGKU(UniversityorSumateraUtara)

拠点大学国際学術交流の一環 として,｢森林

微生物,特に木材腐朽菌の酵素生化学に関す

る共同研究を実施するために来所 (平成13年

8月10日-13年10月8日)

TengkuDjunitaSABRINA (北スマ トラ大学農学部

講師)森林微生物の酵素分析のため来所 (辛

成13年8月10日-13年10月 8日)

TamiIDIYANTI(インドネシア科学院応用物理研

究所主任研究員)オイルパームのゼロエ ミッ

ションプロセスの研究のため来所 (平成13年

8月17日-13年 9月30日)

CiciliaMariaErnaSUsANTI(Cendrawasih大学農

学部講師)オイルパームのゼロエ ミッション

プロセスの研究のため来所 (平成13年 8月20

日～13年11月17日)

DamュSoBARI(LambungMangkerat大学講師)令

板技術の研究調査のため来所 (平成13年 8月

20日～13年8月27日)

KomarKosASIH (WinayaMukti大学林学部講師)

防火関連分野における情報交換 と将来の共同

研究の可能性づ くりのため来所 (平成13年 8

月20日～13年 8月27日)

TheodoreAlfredEvANS(オース トラリア連邦科学

工業研究所 ･昆虫部門研究官)シロアリの採

餌活動における振動音による情報伝達につい

ての研究のため来所 (平成13年8月28日-13

年 9月17日)

NaniNURIYATIN (Bengkulu大学林学部講師)木

材解剖学およ木材物理学の分野における情報

交換 と将来の共同研究の可能性づ くりのため

来所 (平成13年8月20日-13年8月27日)

AnisSAGGAF(Sriwijaya大学工学部建築材料研究

室長)木構造の分野における情報交換 と将来

の共同研究の可能性づ くりのため来所 (平成

13年8月20日-13年8月27日)

DarniSUBARI(LambungMangkorat大学講師)

合板工業の分野における情報交換 と将来の共

同研究の可能性づ くりのため来所 (平成13年

8月20日～13年 8月27日)

wiekePRATIWI(セルロース研究所パルプ研究室

長)パルプと漂白の分野における情報交換 と

将来の共同研究の可能性づ くりのため来所

(平成13年8月20日～13年8月27日)

IrawanWijayaKUsUMA (ムラワルマ ン大学林学

部講師)木材化学の分野における情報交換 と

将来の共同研究の可能性づ くりのため来所

(平成13年8月20日～13年8月27日)

AstutiARIF(Hasanuddin大学)シロアリ制御分

野における情報交換 と将来の共同研究の可能

性づ くりのため来所 (平成13年8月20日-13

年 8月27日)

PipinPERMADI(林産研究セ ンター研究員)木材

保存の分野における情報交換 と将来の共同研

究の可能性づ くりのため来所 (平成13年8月

21日～13年8月28日)

WasrinSYAFII(インドネシア ･ボゴール農科大学

林産学科長)熱帯産広葉樹の生理活性抽出成

分の探索 と同定に関する共同研究のため来所

(平成12年 1月15日～12年 1月25日)

VincentL.CHIANG (アメリカ合衆国 ･ミシガン

工科大学)フェニルプロパノイド生合成に関

する共同研究打ち合わせのため来所 (平成12

年3月16-12年 3月17日)

81-




