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業 績 (RECENTPUBLICATION)

酒井富久実 環境 と森林,環境保全 (京都大学環

境保全センタ一編上 14,:うう-i-)I)(=)()9)

黒 田宏之 二マツ故損防止のための新戦略構築,木

材研究 ･室料,No.35,こう2-46 (1〔)09)

KUROl)A.H･Lil.dK･KtTROl〕▲ゝ:Candidategenes

involvedinwaterpumpoftrees,TI､(I(lS叩 TIl

J'r〝(どtv/川LL,-)//fi/i"l〟fw /〟/ Jiir(ソI･S:川l/)(,～川 rri.BlflLlkとし

()卜tjH(i)り(糊

墨田宏之.黒田慶子 二水ポンプとして樹木で働 く

叶能性のある遺伝子群

K()1).＼＼, Y,､ H. KuR()D▲＼ LILld F. SAK:ill

Characterizationofstilbenesynthasegenesin

Japaneseredpine(Pinusdensijhra)seedlings,
Tl'''ノ/ノ(/RE,uJ(ITC/IHTtT｡.86∴う4日()()里

小技篤史,墨田宏之,酒井富久美 :アカマッスチ

ルベ ン合成酵素遺伝子群の特性解明

rr_ゝKlJl)A, T.､ F. Jヽ＼KÅl Ltll(Irr H▲ゝヽ,▲＼sHl･A

homologue of EGLl encoding end0-1,4-β一

glucanaseinelongatingpeastems,JZz●,J"IBz,,/i,(//

Bl,,(//(,n/..64,(:,'う()-(i)4日(2()()O)

竹田 匠,酒井富久美,林 隆久 :伸長するエ ン

ドウ駐車由中でエ ン ド 1,i-p-グルカナーゼをコー

ドしている 1二GI-1ホモUグ

H▲＼Y:lSHl∴~1｢∴ Endo-l,4-β-glucanases,I.-伸 一

川 里 川 It,,.(i(l･ヽ Ⅰ･01川i､hi,1〕Ⅰ〕11〔)7-1比.JSヽ PLH(I

林 降久 ‥エ ント 1,41p-グルカナーゼ

汁 ､ゝ,ASlll∴1'.･Xyloglucan oligosaccharidesin

plantcellenlargement,llttP://vn､'wILqhW Ii)･= 一一･

I(lr･ll)/㌔(:iH-((ソ ､､(汀d/sileL1日=C1(-/ゝ Å-A()4Ellltml

(iZ日日り)

林 隆久 ･植物細胞の成長 とキシログルカンオリ

ゴサ ノカライ ド

中井朋則,外内 尚人,林 隆久 :シュクロースシ

ンターゼによるセルロースの分子育種,化学 と生

物,37,(:'4:H'44 日〔)()())

OHへHY人.Y.A:.S▲＼KIl1LlllClT.HA＼･/＼SHl:TwoCDNA

clonesforsoluble(AccessionNo.D32166)and

wall-bound(AccessionNo.ABO25796)end0-1,

4-β-glucanasesin suspension-cultured poplar

cells,J'/(lHll'//)T川)/.､120.frう4日()()9)

大宮本則,骨刀富 久美,林 隆久 .ポプラ培養細

胞 中か ら得た ごつのエ ン ド㌧1,41β-グルカナーゼ

Ll_)_Ti▲1

林 隆 久 :セルロース合成酵素遺伝子,(,I(,/Ill/(川ノ

C,J//川 =川..6.i)1日 1()()())

LilIJ･.J.L･P()1,K｡∴rUMLZ▲- 一＼ L川(IV･L･(:I-日,u-(;:

5-Hydroxyconiferylaldehydemodulatesenzy一

matic methylation for syrlngyl monolignol

formation, a new view of monolignol

biosynthesis in angiosperms,j. ),'"/.C/","/

275.():-):う7-tう:)+:)(i)()0())

i,.リ-,J.L.ポ ブコ,梅 滞俊目札 ＼′'.L.チ ャン .

うーヒドロキシコ二フェリルアルデヒドによるシリ

ンギルモ ノリグノール生成の制御 -双子葉植物

におけるモ ノリグノール生合成の新展開--

(二)Kt,.＼lSHl.T.｢Jl.し'Mt∠▲い＼,▲＼ tm(l Iヽ. fヽllM▲＼1):～

Enantiomericcompositionsandbiosynthesisof

Wikstreomiasikokianalignans,L/･Tl有,,IL～‖-46,

奥酉智 裁,梅滞俊明, 島田幹夫 :汁宜､/7H H Pml､IA''-

Al,I/JrJリグナンのエナンチオマー組 成 と生合成

H▲ゝ11()RI.rr.IA.IVISt-IlY▲ヽMノ＼ tmrl tヽ. HヽIM:ll)▲ゝ :

Induction ofL-phenylalanine ammonia-1yase

and suppression ofveratrylalcoholbiosyn-

thesisbyexogenouslyaddedLIPhenylalaninein

awhite-rotfungusPhaT7erOChaetechrysosporium,

川l



莱

FEMSMicl.ObiologyLetters,179,305-309(1999)

服 部 武文, 西 山 明夫, 島 田幹 夫 :白色腐 朽 菌

Phanerochaetechl:V∫OfPoT･iumにおける L-Phenylala1-ine

添加 による L-Phe1-7′lalal､il-eammOI､ia-1yaseの誘導

とベ ラ トリルアルコール生合成の阻害

服部武文,秋津教雄,徐 健柏,太田 明,島田

幹夫 :外生菌根菌の着生機構 に関する研究 (第一

鶴)-Lactariushatsudaheとpinusdensijhra共

生培養系で生産 される有機酸- ,環境科学総合研

究所年報,18,121-127(1999)

HIROSE,E･,S･KIMURA,T.ITOHaIldJ･NISHIKAWA:

Tunicmorphologyandcellulosiccomponents

ofpyrosomas,doliolids,andsalps(Thaliacea,

Urochordata),Biol.Bull.,196,113-120(1999)

贋蘭裕一,木村 聡,伊東隆夫,西川 淳 :ヒカ

リボヤ 目, ウ ミタル目,サルパ 目の皮のうの形態

とセルロース構造

KIMURA,S.,W.LAOSINCHAI.T.ITOH,X.CUlalld

R･M･BROWN,JR∴ Immunogold labeling of

rosette terminalcellulose synthesizing com･

plexesin avascularplant(Vignaangularis),
PlantCell.ll(ll),2075-2085(1999)

木村 聡, ワライ ラ ･ラオシ ンチ ャイ, 伊東 隆

夫, シャオジャン ･クィ,マルカム ･ブラウン :

維管束植物 (アズキ)におけるロゼ ッ トTCの免

疫標識

伊東隆夫 :日本産広葉樹材の解剖学的記載 Ⅴ,木

材研究 ･資料,35;47-175 (1999)

Ol"AMA,M･,K･BABAandTIITOH:Possibilityof

grouping Cyclobalanopsis species (Fagaceae)

growninJapanbasedonananalysisofseveral

regionsofchloroplastDNA,J･WoodSci･､45,

498-501(1999)

大山幹成,馬場啓一,伊東隆夫 : 葉緑体 DNA

上の複数の領域の解析 に基づ く日本産アカガシ亜

属 (ブナ科)のグルーピングの可能性

績

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,66-68

(本編),214-215 (図版編) (2000)

HAFR丘N,J.,T.FUJINO,T.ITOH,U.WESTERMARK

alldN･TERASHIMA:Ultrastructuralchangesin

the compound middle lamella of Pinus

thunbergii during ligni丘cation and lignln

removal,Holdor∫chung.54,234-240(2000)

ジ ョナス ･ハ フレン,藤野猛史, ウラ ･ウエスタ

マーク,寺島典二 :木化および リグニ ン除去の間

のアカマツの細胞間層の微細構造変化

FUJINO,T･,Y･SoNE,Y.MITSUISHIalldT.ITOH:

Characterization ofcross.linksbetween eel.

lulosemicro丘brilsandtheiroccurrenceduring

elongationgrowthinpeaepicotyl･Plant& Cell

P/Ly∫10/"41(4),486-494(2000)

伊東隆夫 :樹種の識別,木質科学実験マニュアル

(分担執筆), 日本木材学会編,文永堂 出版,76-

83 (2000)

KIMURA,S.,D.-H.KIM,J.SUGIYAMA and Y.

IMANISHⅠ:Vesicularself･assemblyofahelical

peptideinwater,Langmui7-.15,446114463(1999)

木村俊作,金 度亨,杉 山淳司,今西幸男 :ヘ

リックスペプチ ドの水中での自己集合化 によるベ

シクル形成

IMAI,T･,∫.SUGIYAMA,T.ITOH aIld F.HoRII:

AlmostpureIαcellulosein thecellwallof

Glaucocystis,J.Struct･Biol･_.127(3),248-257(1999)

今 井 友 也, 杉 山淳 司, 伊 東 隆 夫,堀 井 文 敬 :

GlaucocJ.-t～∫細胞壁 に見出されたほぼ純粋な Iαセ

ルロース

KIMURA,S･,Y･MURAJI,J.SUGWAMA,K.FUJITAand

Y･IMANISHⅠ:Spontaneousvesicleformationby

helicalglycopeptidesinwater,I Co/loidInterface

Sci.,222,265-267(2000)

木村俊作,村司雄一,杉山淳司,藤田克彦,今西
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木材研究 ･嚢利

幸男 :ヘ リ ックスを形成す るグリコペ プチ ドの水

中での 自己集 合化 に よるベ シ クル形成

H/＼㌧王m10TO.M ..T.IKE(iAMl.S.SEIN｡,N out-(.Hl,

H.FuK.＼r,.～,J,Su(11ヽ,:＼入Ⅰ▲ゝ､M.SHIRAK▲ゝWAall(iT.

1＼r･､lJゝ､̂ 批 :Expressionandcharacterizationof

thechitin-bindingdomainofchitinaseAlfrom

BacilluscirculansWL-12,J,,u川〔l/(,/B'IL/川(ノ/,Jg1.

182(ll).3()45-3054(i)000)

橋本 昌征,池上貴 久,清野静香,大内信 史, 深出

はるみ,杉 止=幸司, 白川昌宏,渡遁剛志 :Bull//lハ

川川/〃7Hl＼'IJ-1L)由来 キチナーゼ Alのキチ ン結 合

ドメインの発現 とそのキ ャラクタリゼ ーシ ョン

St/7LiI1--ゝ入1▲ゝ J･tmdT.IM-ゝ1:Cellulosemicrofibrils-

structurereflectsbiologlCalmechanism)(:i,//〟/,川,

(:oHl〝iu′/"7(1),卜H(i)OOO)

杉 山淳司,今井友 也 :セ ルロース ミクロフ ィブ リ

ルー 構造 と生物機構 の接点

杉 LLl淳司 ･木材科学実験 マニ ュアル (分担執筆 ),

日本 木材学 会編,文永生出版, 1りHIL)(日 (i_loo())

K()13ÅHSHI.S.LJ.Ho13S()へ.∫.SAK八八10IO. ㌔,

KIMLTR.1..I.StTGIY▲lM▲ゝ∴ 1'. IMÅlLLll(IT.TTOl-1･

Formationandstructureofartificialcellulose

spherulites via en2:ymatic polymerization,

I,'川〝Illlr(JW川ん,tlL/(,～.I(i))､川tト17:i(200())

小 杯LTlJ郎,LJ.HoBSO､,坂 本純 二,木村便作,

杉 山淳司,今井友 也,伊東隆夫 :酵素触媒重 合に

よる人⊥ セルロース球晶の形成 と構造

LtlKAM()川.十.J.St･(,lYAMÅ､S.KIMt,.RÅ ,T.IM,u∴r･

I-lot-i.'ll.1＼7ÅT▲＼N:llilここlll(1㌔.Ko13.＼YÅSHl:Artificial

chitin spherulites composed of single cry-

stalline ribbons of α-Chitin via enzymatic

polymeri2:ation, ▲,I,I,"r,","/t,,/～J/LJ ､･ 33･ 41ラ:,-4日it,

(]()i)0)

坂 本純二,杉 山淳司,木村俊作,今井 友 也,伊東

隆夫,渡遷剛志,小林 四郎 :酵素触媒重合に よ り

得 られた α キチ ンの単結 晶 リボ ンで形 成 された

第3()号 rLlOU())

人工 キチ ン球 晶

B:ゝKER.A･A..1＼'.HELliER'1J.ゝLTGIY▲仙l▲ゝこtll(IMJ

MIljESINew insightintocellulosestructureby

atomicforcemicroscopyshowstheIαcrystal

phaseatneaトatOmicresolution,βJ叫恒 ､=′〟リ‥79.

113〔卜114f)(tj日日())

B･､KER.A･A., lV.HEIJ批RT, 杉 山 淳 司, MJ.

M目上S:原子 間力跡微鏡 によるセル ロー ス表 面の

Io フェー ズが原子 分解能 に近 い レベ ルで可 視化

された

(i)),i)OO (i)川)())

B人IiA.lt‥｢Jl.As▲LDAL=ldT.H.＼ヽ,ASHlニRelation

betweendevelopmentalchangesonanatomical

structure and on protein pattern in dif-

ferentiatingxylem oftensionwood,j ll/,",,/Ll､lz･

46.I-7(i)()00)

馬場啓一,昌津二l隆之,林 隆 久 ･引張 あて材形成

中の木部分化帯 における組織構造 の変化 とタンパ

ク質パ ター ンの変動

YosHII):L㌔∴LCH:lrANl.Y.HoNl)Å∴r.＼＼'Å1▲＼＼▲113L

Lllld M･kl7､､,人は､RA‥Reaction ofmanganese-

dependentperoxidasefrom Bjerkanderaadutsa

in aqueousorganicmedia,J," 川,//,,/1110/i,,il/,17

(:(l叫 川 ～/～.jil/lfJ.""lfH 9(十し江 17:卜lHL)(L70(〕0)

正章 :Bj'L,Ib〟"dL,r'l'ulll/､〃か ら得 られたマ ンガ ンペ

ルオキ シ ダーゼの有機溶媒中での反応

IWAI-LlRÅ.K‥Y.Ho:YDA.｢1'lVTAl▲＼＼ÅBLLul(IM.

Km ､′ArIÅR-ゝ Polymerization of guaiacol by

lignin-degradingmanganeseperoxidasefrom

BjerhaTlderaadutsainaqueousorganicsolvents,

-1/)/)/JI/I"),,/)W/IB川/"///"/.I54(1).101-1日 (i)OO())

jljl,7ん"}〃晶〝√lf/LJf川 の生産す る リグニ ン分解酵素,

マ ンガ ンペ ルオキシダーゼ, に よる有機溶 媒 中で

の グア イアコールの重 合反応



莱

HIRANO,T.,Y.HoNDA,T.WATANABEaI一d M.

KuWAHARA:DegradationofbisphenoIAbythe

lignin-degrading enzyme,manganese pero-

Xidase,produced by the white･ro卜basidio･

mycete,Pleurotus ostreatus,BioSCi･B101echno/･

Biocjlem.I.64(9),1958-1962(2000)

平野多江子,本田与一,渡辺隆司,桑原正章 :白

色腐朽菌,Pleurotuso∫tγeatufの生産す る リグニ ン

分解酵素,マ ンガンペルオキシダーゼによるビス

フェノールAの分解

桑原正章,伊藤弘道,平野多江子,渡辺隆司,本

田与- :きのこによる有毒化合物の分解 ･脱塩素

機構の解明 とそのバイオレメディエーションへの

応 用,環境科学総 合研 究所年報,18, 113-120

(1999)

KAMITSUJI,H.,Y.HoNDA,T.WATANABEandM.

KUwAHARA:Studies on the production of

manganeseperoxidasebyawhite･rotfungus

Pleurotusostreatus,WoodReseal･C/iNo.86,41142

(1999)

上辻久敏,本田与一,渡辺隆司,桑原正章 :白色

腐朽菌 pleurolu∫o∫h▲eatuSのマ ンガ ンペ ルオキシ

ダーゼの生産に関する研究

渡辺隆司,桑原正章 :リグニンの酵素的分解一ペ

ルオキシダーゼの触媒するラジカル酸化反応によ

るポ リマーの分解,化学 と生物,38(3), 161-

166 (2000)

WATANABE,T.,S.KATAYAMA,M.ENOKI,Y.HoNDA

al-dM･KUWAHARA:Formationofacylradical

in lipid peroxidation of linoleic acid by

manganese-dependentperoxidase from Ceri-

PoriopsissubvermisPoraandBjerhanderaadusta,

Eul-･J･Biochem..13,4222-4231(2000)

渡辺隆司,片山志歩子,榎 牧子,本田与-,秦

原正章 ‥cerlPoJ･ioPSi∫∫ubue7･miSPo'･aおよび Bje7-ktL'l-

deraadu∫la由来のマ ンガン依存性ペルオキシダー

ゼによるリノール酸 リビッドベルオキシデーシ ョ

ンにおけるアシルラジカルの生成

績

1VATANABE,T･,H･KAMITSUJI,M･ENOKI,Y･HoNDA

and M. KUwAHARA: The first evidence

indicatingformation ofsuperoxidebyman-

ganese･dependentperoxidase (MnP)in 山e

presenceofexcessH202,Chem･Letl･.44,4451446

(2000)

渡辺隆司,上辻久敏,榎 牧子,本田与-,桑原

正章 :過剰過酸化水素存在下におけるマ ンガン依

存性ペルオキシダーゼ (Mop)によるスーパーオ

キシ ド生成を示す最初の証拠

KAJIKAWA,H･,H･KuDO,T.KoNDO,良.JoD叫 Y.

HoNDA, M. KUWAHARA alld T.WATANABE:

Degradationofbenzyletherbondsofligninby

ruminalmicrobes,FEMS MicrobzoILeft.,187,

15-20(2000)

梶川 博,工藤博,近藤恒夫,城代一人,本田与

一,桑原正章,渡辺隆司 :ルーメン微生物による

リグニ ンベ ンジルエーテル結合の開裂

WATANABE,T.1S.KATAYAMA,M.MATSUBARA,Y.

HoNDA alld M. KUWAHARA: Antibacterial

carbohydrate monoesters suppressing cell

growthof Streptococcusmutansinthepresence

ofsucrose,Cu7~7･･MICrObiol‥41,210-213(2000)

渡辺隆司,片山志歩子,桧原真由,本田与-,秦

原正章 :スクロース存在下で Streptococcu∫mula'l∫の

生育を抑制する抗バクテ リア性糖モノエステル

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

and M. KUwAHARA: A novel fluorescent

dicarboxylicacid,(Z)-1,7-monadecadiene-2,3-

dicarboxylic acid〉Produced by white-rot

fungusCerif,oriopsissubvermispora,Chem.Left..

54-55(2000)

榎 牧子,渡辺隆司,仲亀誠司,本田与-,桑原

正章 :ceriPorz'opfi= ubuermiSPwaの生産する新規な

蛍光性 ジカルボ ン酸,(Z)-1,7-ノナデカジュ ン-

2,3-ジカルボン酸

渡辺隆司 :構成糖の分析 と定量,木質科学実験マ

ニュアル,文永堂出版,104-109 (2000)
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木材研究 ･嚢料 第36号 (

IJÅMAIPIS,P..lV.GINDI｣.T.lVArANÅBJlalld K.

MESSNER= Lignin degradation by a non･

enzymaticsystem supposedtobeactiveinwhite

rotfungi,PIT,C.,1/I/le/′～Jer,"I/zo",I/Re-e(-jl(-;roLLP ,"i

Tl/o')APJIWJてF(Jfl')n.TRG/WP00-10340､卜18(i)000)

I).ラマ イビス,lV.ギ ン ドル,渡辺隆司,K メ

スナ- :白色腐朽歯における作用が推定 される非

酵素的 リグニ ン分解

F八｡KI､M.IT.lVATÅNABE.S,NAKA(iAML K.

K()I,LER. K. MESSNER. Y. HoHl):1 こtlld M.

KLW .lHARノゝ:Extracellularlipidperoxidationof

selective white-rotfungus,Ceriporiopsissub-

vermisPora,FENSi/1,IIC7砧 o/.Let/-180.2Ur)-i)11

日999)

榎 牧子,渡辺隆司,仲亀誠司,K.コラー,K.
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