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当 所 の 活 動

講 演

第43回日本学術会議材料研究連合講演会

IEA Bioenergy Workshop,Biotechnologyfor

theConversionofLignocellulose

(平成 11年 8月22-26日, イタラ ガメ リ

セルブ,南アフリ*)

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

LAMAIPIS,E.SREBOTONIKalldT.WATANABE:

LignilldegradatioI-bvcoordiI-atedcopperand

peroxideaI-d itspotelユーialusefわrpulp and

paperproduction

ARSM6TE 1999

(平成11年 8月26日,ウメオ,スエーデ ン)

SUGIYAMA,J.:SynchrtronX-raydi恥actiol-Study

onwoodcellulose

AdvancedCourseonForestBiotechnologyand

Enzymology

(平成11年 8月31日- 9月 1日,シグソーナ,

スエーデン)

SuGIYAMA,J∴ Cellwallpolysaccharides

SUGIYAMA,J･･･Moleculardirectionalityofcellulose

microfibrilsinbiosynthesisa1-dbiodegradation

南京林業大学特別講義

(平成11年 9月 3日,南京,中国)

渡辺隆司 :木質バイオマスの成分変換

イン ドネシア ･ガジャマグ大学林学部特別講義

(平成11年 9月4日,ジョグジャカルタ)

TAKAHASHⅠ,M∴ lVoodpreser､′atiol-tOmeetthe

demandonproperuseof-chemicals

イン ドネシア ･ボゴール農科大学特別講義

(平成11年 9月 8日,ボゴール)

TAKAHASHI, M.: Current and future wood

(1999年 9月～2000年 8月)

preservatiollinJapall

第7回高知県ケナフ研究会

(平成11年 9月10日,高知市)

川井秀一 :ケナフボー ド実用化への課題

日本建築学会1999年度大会

(平成11年 9月17日-19日,広島)

加藤泰世,小松幸平,黄 権換,稲山正弘 :木造

軸組構法住宅用門型架構の開発 とその水平せ

ん断性能 その (1)接合部単独の試験

中松幸平,黄 権喚,加藤奉仕,稲山正弘 :木造

軸組構法住宅用門型架構の開発とその水平せ

ん断性能 その (2)門型架構の実験

黄 権換,小松幸平 :各種エ ンジニアー ドウッド

(EW)を対象 とした面庄パラメータと鋼極直

径の関係

原田真樹,林 知行,軽部正彦,小松幸平 :ドリ

フ トピンを用いた集成材の面圧試験

柴田直明,橋爪丈夫,小川博靖,遠藤善博,田中

宏明,小松幸平,石原茂久 :炭素繊維複合強

化集成材の開発 (Ⅰ)4m 莫大試験体の強度

特製

中治弘行,鈴木祥之,小松幸平,北原昭男,清水

秀丸 :"2階建木造軸組構造の莫大振動台実

験"その 1 実験概要 と破壊状況

北原昭男,鈴木祥之,小松幸平,中治弘行,清水

秀丸 :"2階建木造軸組構造の美大振動台実

験日その 2 計測概要 と応答特性

MOK スクール講演会

(平成11年 9月18日,大阪市)

川井秀一 :木質材料のサイエ ンス

サ トルエネルギー学会 シンポジウム

(平成11年 9月21日,22日,東京)

野村隆哉 :複合半導体による環境汚染物質の酸化

還元分解
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当 所 の 活 動

東北林業大学特別講義

(平成11年 9月24日,ハルビン)

則元 京 :木材の物性 と水

第43回日本学術会議材料研究連合講演会

(平成11年 9月30-10月 1日,京都)

渡辺隆司,榎牧子,片山志歩子,本田与一,桑原

正章,良.MESSNER:白色腐朽菌の ～〃∫加 フ

リーラジカル発生システム解析 とバイオミメ

テ ィックリグニン分解

第43回日本学術会議材料研究連合講演会

(平成11年 9月30日～10月 1日,京都)

畑 俊充 :ccA 処理木材の熱分解- ヒ素のゆ く

ス_

熊本県木構造講習会

(平成11年 9月30日～10月 1日,熊本)

小松幸平 :木橋の現状 と課題

The丘rstJSPS-NRCTJointSeminar

(平成11年 10月3-4日,バ ンコク,タイ)

WATANABE,T.,Y.HoNDA and M.KUWAHARA:

BiotechnologlCal applicatioIIS Or trOPlCal

ligninolvticbasidiomycetesforpapermaking

PrOCeSSeS

日本木材加工技術協会中国 ･四国支部講演会

(平成11年10月 5日,鳥取)

則元 京 :木質系居住空間における快適性 とその

評価

日本植物学会シンポジウム ｢植物の細胞骨格 と細

胞壁｣

(平成11年10月5日 ･6日,秋田)

林 隆久 :セルロース生合成のメカニズム

第44回 リグニン討論会

(平成11年10月 7- 8日,岐阜)

榎 牧子,本田与-,渡辺隆司,桑原正章 :白色

腐朽菌 ceriporioPSLf∫ubI,ermiSPort1の生産する新

規ジカルボン酸

上辻久敏,河考哲,本田与一,渡辺隆司,桑原正

章 :白色腐朽菌 pleurotu50∫trealuJにおける

MnP アイソザイ ムの生産調節について

入江俊一,本田キー,渡辺隆司,桑原正章 :白色

腐朽菌ヒラタケにおける組換えマンガンペル

オキシダーゼ発現系の開発

弘前大学理学部遺伝子実験施設セミナー

(平成11年 10㌧月 8日,弘前)

林 隆久 :高等植物のセルロース代謝

広島県木材加工技術研究会

(平成11年 10月8日,福山市)

井上雅文 :圧縮木材の開発 ･研究

日本木材学会接着研究会

(平成11年10月14日,能代市)

川井秀一 :ケナフボー ドの開発

愛媛大学特別講演

(平成11年10月14日,愛媛)

畑 俊充 :木炭の微細構造

International Symposium HCan Biological

ProductionHarmonizewith EnvironmentPH

(平成11年10月19日,東京)

KAWAl,S∴Sustaillableutilizationormelaleucaill

llaratiwatpr〔･viI-Ceinsouthern-Aproposalfわr

communilyI)asedlevelwoodindustry-

WoNG,E･,A･-K･RAzALIalldS･KAWAI:Properties

orMDF mat"factured from JuvenileHevea

BrasiliensismateriillS,Proc.theInternational

S､′mposium HCall BiologlCal ProductioII

Harmol-ized witllEI-Virollmellt?日,P･95-98,

October19-I-ZO,T()kyo(1999)

HATA,T.,Y.IMAMURA,E.KoBAYASHI,K.YAMANE

alldH･KIKU(1日Ⅰ:MicrostructuraliI-VeStlgatio1-

0rbiocarbon'irom wood

越井木材工業勉強会

(平成11年10月25日,大阪市)

井上雅文 二ロールプレス法による液体注入技術
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The Third International Workshop on

MaterialsScience(IWOMS'99)

(平成11年11月 2- 4日,ハ ノイ,ベ トナム)

HATA,T.,Y.IMAMURA,E.KoBAYASH㍉K.YAMANE

andH･KIKUCHI･･Microstructuralinvestlgatio1-

orwood-based carbon materialsbvelectron

microscop)∫

合板技術講習会

(平成11年11月 9日,東京)

川井秀一 :小規模 LVL生産システムー林野庁補

助事業 ニニュータイプベニヤ製造 システム開

発事業を中心に一

愛知県ベンチ ャー研究開発工房研修

(平成11年 11月11日,刈谷)

井上雅文 :圧縮木材開発の現状 と展望

生物工学技術セミナー

(平成11年11月12日,津)

桑原正章,渡辺隆司 :木材および農産廃棄物など

リグノセルロース系バイオマスのバイオコン

パーンヨ/

チ

3rd InternationalConference on Mushroom

Biologyand Mushroom Products

(平成 11年 10月11日～ 16日,シ ドニー,オー

ス トラリア)

HoNDA,Y.,T.IRIE,T.MATSUYAMA,T.WATANABE

alld M･ KuWAHARA: Homologous DNA一

mediatedtransformationoftheoystermush-

room availablefわrmolecularbreedillg

Workshop on Bioconversion of Renewable

materials

(平成 11年 10月14日- 15日,ブラウンシュベ

イク, ドイツ)

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

LAMAIPIS,E.SREBOTONIKandT.WATANABE:

Degradationorwoodbvwood-rottingfhngl

京都大学公開講座 『森 と木 とくらし』

(平成11年 10月16日～17日,宇治)

今村祐嗣 :快適で長持ちする住まい

京都大学森林科学公開講座 ｢森 と木 と人｣

(平成11年10月16日, 17日,京都)

伊東隆夫 :木 と文化財

JSI'S-LIPICoreUniversitySeminar

(平成 11年 10月21日,セルボ ン,イン ドネシ

ア)

YosHIMURA,T∴Anintroductiontotermiteproblem

iI-JapaI-

奈良国立文化財研究所 ｢環境考古学研修｣

(平成11年 10月29日,奈良)

伊東隆夫 :樹種の見分け方

日本木材学会 レオロジー研究会 シンポジウム

(平成11年10月29日,京都)

矢野浩之 :室温か ら 100℃ での木材の熱軟化挙動

師岡淳郎 :100℃ を越える領域での木材の粘弾性

福島県中小企業家同友会記念講演会

(平成11年10月30日,福島)

野村隆哉 :木の文化

木材学会 シンポジウム

(平成11年 11月 2日,札幌)

林 隆久 :セルロースの生合成

日本木材学会 組織 と材質研究会1999年度 シン

ポジウム

(平成11年11月 2日,札幌)

造 とその形成 ･分解一

触 日本木材カロ工技術協会第17回年次大会

(平成11年11月 4日～ 5E],鹿児島)

西宮耕栄,畑 俊充,菊地 光,今村祐嗣 :直接

通電法により調製 された木質一金属複合体の

電気的 ･熱的性質
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第11回日本環境動物昆虫学会年次大会

(平成11年11月5日～6日,奈良)

吉村 剛,松岡宏明,高橋 旨象,DJ.CHAPPELL:

イエシロアリにおける炭素および窒素の リサ

イクル

櫓皮佳信,角田邦夫,吉村 剛,足立昭男,高橋

旨象 :異なる令数のヤマ トシロアリ職蟻の木

材摂食性

築瀬佳之,藤井義久,奥村正悟,今村祐嗣,甲崎

峯男,星野伊三雄,山根 坦,神谷忠弘 :

AE モニタリングによる木造住宅内のアメリ

カカンザ イシロアリの検出

築瀬佳之,藤井義久,奥村正悟,今村祐嗣,甲崎

峯男 :AE モニ タリングによるシロアリ食害

の検出一住宅内での AE計測の効率化に関す

る検討一

名古屋大学大学院集中講義

(平成11年11月10日～12日,名古屋)

則元 京 :細胞壁の構造 と物性 Ⅱ

日本電子顕微鏡学会関西支部 平成 11年度電子

顕微鏡技術研究会

(平成11年11月13日,京都)

杉山淳司 :セルロースー繊維状多糖類結晶の構造

解析

The2mdNew ZealandSapstainSymposium

(平 成 11年 11月 18日～19日, ロ トル ア,

ニュージーラン ド)

TsUNODA,K･and H･KUMAGAI:How sapstaiI-

alTTectsutilisatio1-0PtionsinJapan

京都府立八幡高校環境問題セ ミナー

(平成11年11月18日,八幡)

今村祐嗣 :地球温暖化防止 と森林の役割

大津市講演会

(平成11年11月24日,大津)

野村隆哉 :竹炭 ･竹酢液

International Symposium on Emerglng

TechnologleSOfPulpingandPaperMakingof

FastGrowingWood

(平成11年11月23日～25日,広州,中国)

PRASETYA,B.,Y.SRIREJEKI,T.WATANABEaIldM.

KuWAHARA:Acceleratio1-0rmicrobialligI-ill

degradatio1-0rAccasia manglum Wild b＼′

tllermalpre-1一､′drolヽ′sistreatment

第 9回地球環境産業技術動向調査発表会 (NEDO/

RITE)

(平成11年11月24日,東京)

桑原正章 :微生物バイオテクノロジーを利用 した

環境汚染物質の資源化に関する調査

木質ボー ド部会講習会

(平成11年11月25日,東京)

川井秀一 :日本 およびオース トラリア ･ニュー

ジーラン ド規格の整合化一試験方法の違いと

結果の評価一一

とちぎ産業フェアー講演会

(平成11年11月25日～27日,栃木)

野村隆哉 :複合半導体の酸化還元反応 を利用 した

環境汚染物JfBEの分解

日本菌学会1999年度西 日本支部大会特別講演

(平成12年11月27日,京都)

高橋旨象 :褐色腐朽菌の ミステリー

ケナフ利用 シンポジウム

(平成11年11月27日,北九川)

川井秀一 :ケナフボー ド実用化 と課題

持続性木質資源工業技術研究会セミナー

(平成11年11月29日,岐阜県東白川村)

今村祐嗣 :木材の劣化 と保存技術

広島市産業振興センター木質高機能化技術講習会

(平成11年12ノ]2日,広島)

則元 京 :木材の居住特性 と改質技術
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ウッドサイエンスセミナー 優 しいお家

(平成11年12月2日,京都)

矢野浩之 :木材の基礎知識

大阪府建築士会勉強会

(平成11年12月 4日,大阪)

則元 京 :木材の特性

第22回日本分子生物学会

(平成11年 12月 7日～10日,福岡)

入江俊一,本田与-,渡辺隆司,桑原正章 .･一本

鎖キャリアー DNA を用いたヒラタケの高効

率形質転換系の開発

ケナフ協議会第 7回特別講演会

(平成11年 12月10日,東京)

川井秀一 :ケナフ資源の特性 とケナフボー ドの実

用化に向けて

General Group Meeting of Neatherland's

MaterialsScienceCenter

(平成11年12月14日,グロこンゲン,オラン

ダ)

HATA,T･:BioCarboncompositesfromwoodofa

renewablenaturalresources

イン ドネシア応用物理研究開発センター講演会

(平成11年 12月13日,セルボン,インドネシ

ア)

野村隆哉 :竹の成長について

野村隆哉 :竹の煤煙熱処理と竹炭の製造

日本木材学会木材強度 ･木質構造研究会

(平成11年12月16日,東京)

小松幸平 :木質構造の限界状態設計-接合

第11回日本 MRS学術シンポジウム 『植物系材料

の最近の進歩』

(平成11年 12月16日-17日,川崎)

井上聡子,畑 俊充,今村祐嗣 :異なる炭化条件

で得られる木酢液の組成とその抗菌性

西宮耕栄,畑 俊充,今村祐嗣,菊地 光 :新 し

い粉末焼結法による木質-金属複合体の開発

ThellthMSRJ AnnualMeeting(MRSJ '99)

(平成11年12月16日-17日,神奈川)

INOUE,S･,T･HATAandY.IMAMURA:Components

alld anti-fungalefhciency ofwood-vinegar-

1iquorpreparedunderdifferentcarbonization

conditioIIS

NISHIMIYA,良.,T.HATA,Y.IMAMURA and H.

KIKUCHl:Developmentorwood一metalcom-

Positebvnew powdersinteringmethodノ

信州大学遺伝子実験施設講演会

(平成12年 1月 7日,南箕輪村)

本田与- :担子菌キノコの遺伝子工学

サ トルエネルギー学会シンポジウム

(平成12年 1月18日～20日,東京)

野村隆哉 :複合半導体の酸化還元機能

秋田県立大学木材高度加工研究所講義

(平成12年 1月19日,能代)

則元 京 :木材と湿度調節

茨城大学大学院農学研究科特別講義

(平成12年 1月20日･21日,茨城)

林 隆久 :セルロース代謝

Can･tohUniversitySeminar

(平成11年12月25日,カント-市,ベ トナム)

KAWAI,S∴Sustainalbeutilizationormelaleucail一

swampfわrest

都市緑化技術研修セ ミナー 『循環型社会 を考 え

る』

(平成12年 1月21日,東京)

今村祐嗣 :環境に調和 した伝統的先端材料一木炭

日本学術振興会ナノプローブテクノロジー第167

委員会第13回研究会

(平成12年 1月25日,東京)

今村祐嗣 :木炭からの機能性カーボン材料の開発
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日本木材加工技術協会接着講習会

(平成12年 1月26日,大阪)

則元 京 :木材の物理的性質

木勉会

(平成12年 1月26日,盛岡)

井上雅文 :木を商う者は地球環境を語れ.′

木材接着講習会

(平成12年 1月27日,大阪)

小松幸平 :建築用パネルおよび建築接着

東京農工大学大学院集中講義

(平成12年 1月27日～28日,東京)

杉山淳司 :森林資源科学特論

上海市蘇州河浄化プロジェク ト委員会講演

(平成12年 1月30日,上海)

野村隆哉 :複合半導体による環境汚染物質の分解

スギ材の革新的高速乾燥システムの開発プロジェ

ク ト会議

(平成12年 2月 1日,つ くば)

師岡淳郎 :高温 ･高圧条件下での乾燥による粘弾

性変化および応力緩和機構の解明

富山県第2回林産技術講習会 (平成11年度)

(平成12年 2月 2日,高岡市)

川井秀一 :国産中小径材を用いた新加工システム

の開発

｢新需要創出｣産業素材チーム部会

(平成12年 2月 3日,つ くば)

則元 京,師岡淳郎,井上雅文 :水蒸気前処理木

質を用いた複合材料の開発

第 3回ゼロエミッション研究会プログラム

(平成12年 2月22日,京都)

畑 俊充 :熱による木質の高機能化

島根大学農学部大学院集中講義

(平成12年 2月14日～16日,島根)

則元 京 :生物材料工学

第3回ゼロエミッション研究会

(平成12年 2日22日,宇治市)

川井秀一 :山村における地域ゼロエ ミッションフ

ロセス

島根県立美術館講演

(平成12年 2月24日,島根)

則元 京 :内装材料と湿度調節

Seminar in UIliversity of Winaya Mukti)
Indonesia

(平成12年 2月29日,バンドン,インドネシ

ア)

KA､VAIS∴ReceI-tdevelopmeI-tSOrWOOdcomposite

productsalldtheirapplicatiollil-JapaI-

Seminar in lCentro de Investigaciones

BiologlCaS

(平成12年 2ノ]29日,マ ドリッド,スペイン)

KUWAHARA.M.:Characterizatiollandutilization

ofligI-inolvtic eI-ZymeS Produced bv basi-

diomYcetes

SeminarinUnilrerSitad FedericoII

(平成12年 3月3日,ナポリ,イタリア)

KUwAHARA, M･: Production of ligl"mlvtic

enzymesbvPleul'Olu50btreatuS

The 8th Otto Warburg Symposium,Biote-

chnologyfora]BetterEnvironment

(平成12年 3月 5日～ 6日, レオポット,イ

スラエル)

MESSNER,K･,E･SREB()TONIK,T.WATANABE,S.

BoHMER, K. FACKLER, K. KoLLER, P.

LAMAIPIS,I.MoMOHARAandW.GINDL:The

liglliI"1vtic system orwhite rot fullglaS

biotechnologlCal lool for sustainable pulp

pI､Oductiol-alldbioremediatioll
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第16回木質ボー ド･複合材料シンポジウム

(平成12年 3月10日,宇治)

今村祐嗣 :薬剤処理木材のリサイクル/廃棄処理

和歌山県消費生活センター生活教養講座

(平成12年 3月14日,橋本)

吉村 剛 :シロアリの防除と対策

京都大学ベンチャービジネスラボラ トリー3周年

記念講演会

(平成12年 3月15日,京都)

本田与- :新規約剤耐性遺伝子を用いたキノコの

遺伝子導入系

NEDO 建築廃材 リサイクル技術開発委員会セミ

ナー

(平成12年 3月16日,名古屋)

今村祐嗣 :保存処理廃棄木材のリサイクル

RITE Workshop "PlantBiotechnology"

(平成12年 3月16日-17日,京都)

HAYASHI,T.,Y.OHMIYA and 良.ToMINAGA:

Cellulosemetabolism inpoplar

日中共同尼雅遺跡学術研究シンポジウム

(平成12年 3月20,21日,ウルムチ,中国)

伊東隆夫 :尼雅遺跡出土木質遺物の調査

219th ACSmeeting

(平成12年 3月25日～28日,サ ンフランシス

コ,カリフォルニア,米国)

SUGIYAMA,J.andT.IMAl:Identificationof'chain

polarltyinchitinmicrofibril

LANGAN,P.,Y.NISHIYAMA,M.WADA,J.SUGIYAMA

and H. CHANZY: Crystal structure and

hydrogen-bonding system in cellulose from

neutronfiberdiffraction

BAKER,A.A.,W .HELBERT,∫.SUGIYAMAandMJ･

MILES:New insightintothestructureorthe

cellulosesurfacebyAFM revealstheIαphase

and suggests a modihed hydroxymethyl

confbrmation

GILKES,N.氏.,T.IMAI,D.KILBURN,T.WARRENaIld

J･SuGIYAMA:Attackorcellulose

環境に優 しい木質材料の技術開発セミナー

(平成12年 3月27日,宮崎)

川井秀一 :木質材料 とライフサイクルアセスメン

ト

日本植物生理学会2000年度年会

(平成12年 3月27日 ･28日 ･29日,名古屋)

林 隆久,大宮泰則 :ポプラ培養細胞におけるセ

ルロースの生分解機構

冨永るみ,酒井富久美,林 隆久 :エ ンド-1,4-

p-グルカナーゼを過剰発現 させたアラビ ド

プシスの解析

大宮泰則,酒井富久美,林 隆久 :ポプラエ ン

ト㌧1,4-β-グルカナーゼの分子生物学的解析

小西照子,三石 安,酒井富久美,林 隆久 :キ

シログルカン合成酵素の可溶化 と精製

竹田 匠,酒井富久美,林 隆久 :セルロース生

合成におけるキシログルカンエンドトランス

グルコシラーゼ

日本農芸化学会2000年度大会

(平成12年 3月31日～ 4月 2日,東京)

阪根和子,平瀬善幸,寺本好邦,井沢真吾,吉岡

まり子,井上善晴,桑原正章,白石信夫,木

村 光 :食品廃材を利用 した生分解性ポリウ

レタンフォームの安全性 と木材腐朽菌による

生分解

本田与一,川端智子,光永俊郎,渡辺隆司,桑原

正章 :担子菌 rcoprinu∫cinereu∫)の形質転換に

関する研究

渡辺隆司,片山志歩子,榎 牧子,本田与一,秦

原正章 :マンガンペルオキシダーゼの脂質過

酸化開始機構に関する研究

榎 牧子,本田与-,渡辺隆司,桑原正章 :白色

腐朽菌 ceriPorioP51∫∫ubuermisporaの生産する新

規イタコン酸誘導体

河考 哲,本田与一,渡辺隆司,桑原正章 :振蕩

培養条件下で Pleurolu∫o∫treatu∫が生産するマ

ンガンペルオキシダーゼ (MnP)の精製と性
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質

The5thNationalSeminaronUtilizationofOil

Palm Tree

(平成12年 4月,クアラルンプール,マ レー

シア)

OKUDAIRA,Y.,良.PHNISHI,良.SUGAWARA,T.UEDA

andS･KAWAI:Fibreprocesslngfororiented

MDFfrom oilpalm EFB fibers

日本農芸化学会2000年度大会

(平成12年 4月,東京)

小段篤史,黒田宏之,酒井富久美 :アカマツのス

チルベ ン合成酵素の大腸菌での発現

木材学会第50回大会

(平成12年 4月 3日～5日,京都)

小林由佳,黒田宏之,林 隆久,酒井富久美 :ポ

プラのレトロ トランスポゾンについて

黒田宏之,酒井富久美 :アカマツ樹幹における水

ポンプ様 タンパク質遺伝子の発現

小段篤史,黒田宏之,酒井富久美 :アカマツのス

チルベン合成酵素一大腸菌発現系による同定

と性質解明一

石原靖之,酒井富久美,武部 聡,駒野 徹 :植

物細胞内で機能する動物遺伝子の 3′非翻訳

領域配列について

有留洋子,黒田宏之,酒井富久美 :アカマツの懸

濁培養細胞系について

黒田宏之 :木はいかに環境ス トレスを感 じるか ?

一二次代謝 ･心材成分 ･水一

小西照子,三石 安,酒井富久美,林 隆久 :キ

シログルカンシンターゼの単離

竹田 匠,酒井富久美,林 隆久 :セルロース生

合成とキシログルカンエンドトランスグルコ

シラーゼの遺伝子発現

林 隆久,大宮泰則,鮫島正浩 :成長するポプラ

培養細胞におけるセルロースの生分解

冨永るみ,酒井富久美,林 隆久,鮫島正浩 :セ

ルラーゼを過剰発現させたアラビドプシスの

解析

大宮泰則,酒井富久美,林 隆久 :ポプラセル

ラーゼの発硯制御

エルマン ム二一一ル,時松敏明,服部武文,島田

幹夫 ‥Noveloccurrenceorthegl)′oXylatec〉′cle

ellZ､′meS ll. WOOd-rotti-1g basidiomycetes

growinglIリ,,lucose-richmedia

秋津教雄,徐 健植,服部武文,太田 明,島田

幹夫 :外生菌根菌ハッタケとアカマツとの共

生培養系において生産される有機酸の役割

エルマン ･ム二一一ル,時松敏明,服部武文,島田

幹夫 :Al-eWroleorg1170Xylatecydeinwood-

rottillg basidiomycetes in relation to the

biosynthesisoroxalicacid

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 ci5-ヒノキレジノールの生

合成について

大山成幹,馬場啓一,伊東隆夫 :DNA 多型に基

づ くアカガシ亜属の樹種同定

鈴木 潔,北村進一,伊東隆夫 :タケの成長段階

の違いによるキシラン分布の変化

今井友也,杉山牢司 :新規還元末端ラベル化法に

よる β キチンの平行鎖構造の実験的証明

堀 律子,杉山淳司,伊東隆夫,M.Mt)LLERニ

スギの木部形成過程におけるセルロースの高

次構造の変化

佐藤秀昭,本田与-,渡辺隆司,桑原正章 :白色

腐朽菌 ceriP'･riopsi∫∫ubuermiSPo7･aのハイグロマ

イシンB耐性遺伝子を用いた形質転換

渡辺隆司,片山志歩子,榎牧子,佐藤伸,本田与

一,桑原正章 :マンガンペルオキシダーゼの

脂質過酸化開始機構に関する研究-MIl(ⅠⅠⅠ)

による 13-ヒ ドロベルオキシー9Z,llE-オク

タデカジエ ン酸か らのアシルラジカルの生

成一

榎 牧子,渡辺隆司,本田与一,桑原正章 :選択

的白色腐朽薗 ceripol･iopSl∫∫ubue7･miSPoraの生産

する新規 イタコン酸誘導体,1-110Iladecelle-

2,3-dicarbom1icacidの化学的合成

岩原健二,平田美緒,本田与-,渡辺隆司,桑原

正章 :ペルオキシダーゼによるアルブチンと

クレゾールの共重合反応

野村隆哉 :タケの P恒′sicalTaxo1-0m)∫-短軸分岐

と多軸分岐のタケの形態比較-
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野村隆哉 :モウソウチクの繊維細胞の成長過程に

おける寸度変化

束原貴志,師岡淳郎,則元 京,サンドリン ･バ

ハデット:高温 ･高圧水蒸気下における木材

の横圧縮クリープ

東原貴志,師岡淳即,則元 京 :熱処理木材の圧

縮変形固定とその機構

演口隆幸,角田敏彦,井上雅文,則元 京 :常圧

高温処理による圧縮木材の寸法安定化 (第 2

報)-各種触媒添加の効果一

井上雅文,足立幸司,川井秀一 :木材の横圧縮変

形 を応用 した液体注入除去システム (第 4

報)-液体中ロールプレス法による液体除去,

注入同時処理一

横山 操,古田裕三,金山公三,則元 京 :木材

に吸着 した水の誘電緩和 (6)一吸着質がアル

コールの場合一

渡辺宇外,則元 京,藤田 稔 :針葉樹早材の放

射 ･接線方向ヤング率と細胞構造

小幡谷英一,富田文一郎,大野善隆,則元 京 :

漆塗装による木製響板の振動特性の変化

野村隆哉 :モ ミの燥煙熱処理効果

小林好紀,川井安生,則元 京 :高周波加熱と熱

気 を複合 した木材乾燥法 (Ⅰ) 材内圧力 と

水分状態との関係

本馬洋子,師岡淳郎,則 元 京 :木材の調湿能に

及ぼす温度変動の影響 (Ⅰ)

足立幸司,井上雅文,川井秀一,金山公三 :木材

の横圧縮変形を応用 した液体注入 ･除去シス

テム (第 1報)一各種圧縮法 による液体注

入 一

足立幸司,井上雅文,川井秀一,金山公三 :木材

の横圧縮変形を応用 した液体注入 ･除去シス

テム (第 2報)-液体中ロールプレス法によ

る液体注入一

足立幸司,井上雅文,川井秀一 :木材の横圧縮変

形を応用 した液体注入 ･除去システム (第 3

報)-ロールプレス法による液体除去一

足立幸司,井上雅文,川井秀一 :木材の横圧縮変

形を応用 した液体注入 ･除去システム (第 4

報)-液体中ロールプレス法による液体除去,

ti主人同時処理-

河崎珠美,小松幸平,川井秀一,王 潜,荏田

紀年 :低密度ファイバーボー ドの製造とその

イバーボー ドの水平加力試験によるせん断性

能

波多敏弘,川井秀一,山内秀文,佐々木光 :スパ

イラル ワインディング法 による中空 円筒

LVLの連続成型一平板 LVLの曲げ性能に及

ぼすバットジョイントの影響一

失野浩之 :木質系材料の到達強度について

山内秀文,馬宝飛,片谷光輝,佐々木光,川井秀

一 :円筒 LVL の内圧抵抗強度

馬 霊飛,山内秀文,オーランド･プリド,田村

靖夫,川井秀一,佐々木光 :スギを用いた木

質セメントボー ドに及ぼす珪酸塩類添加の影

響

遠藤啓二郎,矢野浩之,今村祐嗣 :樹脂含浸圧密

化による高強度木材の製造一脱成分処理によ

る庄締圧力低減の試み-

NAKAGAITO,A.N.,矢野浩之,今村祐嗣 :植物繊

維を原材料とした高強度材料の製造

韓 贋洋,川井秀一,梅村研二,張 敏 :pro-

pertiesorplantstrawparticleboardsoversilaI一c

couplillgageIユーalldextractiolltreatments

梅村研二,川井秀一 :高温 ･高圧水蒸気を用いた

木材才妾着用イソシアネー ト樹脂の促進劣化試

験

菊池 光,畑 俊充,今村祐嗣 :高圧下急速通電

装置による木質液化条件の検討

井上聡子,畑 俊充,今村祐嗣,D.MEIER:異

なる原料樹種 ･炭化条件で得られる木酢液の

組成とその防腐 ･防蟻性

中山友栄,畑 俊充,矢野浩之,今村祐嗣 :木炭

の吸湿性能に及ぼす焼成温度の影響

西宮耕栄,畑 俊充,菊池 光,今村祐嗣 :直接

通電法による木質系炭素材料の開発 (1)-ア

ル ミニウム添加による電気的 ･熱的特性-の

影 響 -

HATA,T.,K NISHIMIYA,P.BRONSVELD,JITH･M･

DE.HossoN,H.KIKUCHIand Y.IMAMURA:

Developmel-tOfbiocarboncompositesby(2)

IndirectpulsesinteringvestlgatiollOf'micro
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当 所 の 活 動

structuresbvelectrol一microscopy

角田邦夫,櫓皮佳信,吉村 剛 :ベイ トシステム

による地下シロアリの防除 (Ⅵ) 移設イエ

シロアリ巣に適用 したベイ トシステムの効果

吉村 剛,高橋旨象,伏木活行,斎藤隆信,勝沢

義永 :湿度条件がシロアリの摂食行動に及ぼ

す影響

熊谷 元,角田邦夫 :微生物による木材汚染の機

構 と制御一辺材変色菌の生育に及ぼす樹種の

影響一

萩尾勝彦,吉村 剛 :ヤマ トシロアリによる各種

建築材料の選択試験

須田岳晴,築蘭佳之,藤井義久,奥村正悟,今村

祐嗣,吉村 剛 ニシロアリ食害 AEに及ぼす

温度変化の影響

柴田素子,築瀬佳之,藤井義久,奥村正悟,岩本

勲,野際武敏,今村祐嗣,吉村 剛 :物理バ

リアを用いたシロアリ防除システムに関する

検討一汚泥固化 ･破砕材のシロアリバ リ7-

の応用-

築瀬佳之,柴田素子,藤井義久,奥村正悟,岩本

勲,野際武敏,今村祐嗣,吉村 剛 :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-AEモニタリングによる物理バ リア内

へのシロアリ侵入の検出-

青柳涼子,新田亜希,中谷 誠,黄 権換,小松

幸平 :新開発筋違金物を用いた木造軸組み壁

体の水平せん断性能

新 田亜希,小松幸平,川原重明 ‥Largefinger

joilユーを用いた集成材骨組み構造の変形 と耐

力に関する研究

田淵敦士,小松幸平,黄 権喚,中谷 誠,加藤

泰世,新田亜希 :土壁の力学的特性に関する

実験的研究

加藤泰世,新田亜希,中谷 誠,黄 権換,小松

幸平 :木材のめ り込み抵抗に依存 した半剛節

骨組み架構の耐力 ･変形挙動の解明

黄 権換,中谷 誠,新田亜希,小松幸平 :集成

材柱一梁接合部のモーメント抵抗性能に関す

る実験的研究

中谷 誠,小松幸平,新田亜希 :ラグスクリュー

ボル トの引抜 き性能

河崎珠美,小松幸平,川井秀一,王 潜,荏田紀

年 :低密度ファイバーボー ドの製造 とその応

用 (第 3報)一厚物合板オーバーレイファイ

バーボー ドの水平加力試験によるせん断性

能一

斎藤一郎,五島千津子,藤田和彦,図師朋弘,′ト

松幸平,飯島泰男 :集成材用ラミナの引張破

壊強度に関する一考察

柴田直明,橋爪丈夫,月東秀夫,上野加恵,遠藤

善博,小川博靖,樋口尚登,斎藤建,小松幸

平,石原茂久 :"炭素繊維複合強化集成材の

開発 (ⅩⅤ),連続製造炭素繊維硬化シー トを

用いた美大試験体の評価

原田真樹,林 知行,軽部正彦,小松幸平 :集成

材を用いた鋼板挿入式 ドリフ トピン接合部の

強度性能-加力方向の影響一

日本木材学会第5･0回大会きのこ研究会

(平成12年 4月 5日,京都)

桑原正章 :pleurotu∫o∫treatu∫(ひらたけ)による芳

香族化合物の分解

WURC semhar (Swedish University of

Agriculture)

(平成12年 4月12日,ウプサラ,スエーデン)

SUGIYAMA,I.:Moleculardirectionalityincellulose

al-d chitil-bios)′Ilthesis-crystallographic aP-

Proacll

VINITA テクノフェアー

(平成12年 4月17日,八尾)

井上雅文 :圧縮木材の製造における高周波加熱の

利用

韓国木材工学会2000年度大会

(平成12年 4月21日,ソウル,韓国)

則元 京 :高温 .･高圧水蒸気による木材の圧密加

二L

日本 InternatioI.alBirchSymposium

(平成12年 4月21日～23日,美深)

KURODA,H･an(1K･KURODA:Candidategenes
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involvedinwaterpumportrees

慶北大学特別講義

(平成12年 4月24日,チ-ク)

則元 京 :高温 ･高圧水蒸気による木材の圧密加

工

京都府相楽郡森 と緑の振興会講演会 『間伐材の利

用促進に向けて』

(平成12年 4月26日,木津)

今村祐嗣 :木でつ くる道路施設の耐久設計

AustrianBiotechnologyMeeting,2000

(平成12年 4月27-28日,ズガウ,オース ト

リア)

LAMAIPIS,P.,W.GINDL,K.FACKLER,T.WATANABE

andK･MESSNER:Lig一一in-degradatiollb＼′non-

eI-Zymaticsystem:Coordinated copperand

peroxidedegradationorlignlllinwood cell

walls

第 7回 NMCC 共同利用研究成果発表会

(平成12年 5月12日～13日,盛岡)

吉村 剛,景守紀子,川井秀一,世良耕一郎,ニ

ッ川章二 :シロアリの体躯に含 まれる微量元

素の PIXE 分析

京都健康住 まい研究会講演

(平成12年 5月13日,京都)

則元 京 :健康 と住まい

InternationalResearch Group on Wood Pre-

servation

(平成12年 5月14日～19日,ハワイ,アメリ

カ合衆国)

LAMAIPIS,P.,lV.GINDL,T.WATANABEand K.

MESSNER:Lignin degradation bv a non-

enzymaticsystem supposed to beactivein

whiterotfhngl

XVth InternationalCongresson theScience

andCultivationofEdibleFungl

(平成12年 5月15日～19日,マース トリヒト,

オ ラ ンダ)

HoNDA,Y.,T.IRIE,T.MATSUYAMA,T.WATANABE

andMIKUwAHARA:Molecularbreedingofthe

oystermushroom usingahomologousDNA-

mediatedtransformationsystem

新潟大学農学部特別講義

(平成12年 5月17日～19日,新潟)

林 隆久 :セルロースの代謝

The3lstAnnualMeetingofthelmtermational

ResearchGrouponWood Preservation

(平成12年 5月15日～19日,コナ,アメリカ

合衆国)

TsUNODA,K.,Y.HIKAWA and T.YosHIMURA:

Efhcacyofhexaflumuronasabait-toxicantin

thefieldusingatransferrednestofCopiotermes

formoSanu∫Shiraki(Isoptera:Rhinotermitidae)

TsUNODA,K.,A.ADACHI,T.YosHIMURA,T.BYRNE,

P･Ⅰ･MoRRISalldJ.K.GRACE:ResistaIICeOr

borate-treatedlumbertosubterraneantermites

ul-derprotected,above一groundconditiollS

GRACE,∫.K.,良.Ⅰ.OsHIRO,T.BYRNE,P.Ⅰ.MoRRIS

and良.TsuNODA:Termiteresistanceorborate-

treatedlumberillathree-yearabove-ground

fieldtestinHawaii

GREEN,F.HIaIldT.YosHIMURA:ⅠIlhibitiollOr

termitedamageby N′N-Ilapthalovlhvdroxy-

amine(NHA):ReticulitermeSjlauiPe∫(Kollar)vs.

CoptotermeSformosanusShiraki

YANASE,Y･,M･SHIBATA,Y.FuJII,S.OKUMURA,K.

IwAMOTO,T.NoGIWA,T.YosHIMURAandY.

IMAMURA:Feasibil恒′ortermitecontrolusillg

crushedcemenトstabilizedsludge(Polynite)as

aphysicalbarrierandacousticemissioll(AE)

mollitorillg

FUJII,Y.,Y.KoMATSU,Y.YANASE,S.OKUMURA,Y.

IMAMtJRA,M.TARUI,H.TAKIUCHIalld A.

INAI:NewApproachestopracticalevaluatioIl

methodof'biodegradationorwoodenconstruc -

tionnondestructivedetectionof'defectsusing
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radartechnique

日本材料学会第49回学術講演会

(平成12年 5月18日～19日,札幌)

小松幸平,黄 権喚 :各種エンジニアー ドウッド

(EW)の面庄特性

環境科学総合研究所助成研究報告会

(平成12年 5月20日,熱海)

桑原正章 :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

次世代 システム研究会セミナー

(平成12年 5月23日,北九川)

川井秀一 :木材資源の現状 と長寿命化のための技

術

日本木材保存協会第16回年次大会

(平成12年 5月23日,東京)

熊谷 元,角田邦夫 :防かび成分の木材腐朽菌生

育抑止効力

南京林業大学特別講義

(平成12年 5月24日,南京,中国)

日本における木の文化

(平成12年 5月25日,東京)

渡辺隆司 :地球を救 う木質成分変換一不思議なキ

ノコの ミラクル木材分解術-

国際竹炭竹酢液シンポジウム2000

(平成12年 5月27日,宇治)

野村隆哉 :竹炭竹酢液の科学と用途開発

室生森林組合講演会

(平成12年 5月27日,室生村)

井上雅文 :これからの木の売 り込み方

北京大学特別講義

(平成12年 5月29日,北京,中国)

細胞壁の構築 とセルロース生合成

WoodAdhesives2000

(平成12年 6月,ポー トランド,米国)

UMEMURAK･andS･KAWAl:Effectofisocyanate

Resinadhesivesforwood

木 と住宅の3日学校

(平成12年 6月 1日,神戸)

小松幸平 :木質建材 と接合-強い家を造るには

大型木造建築セミナー

(平成12年 6月 2日,山口)

小松幸平 :これからの木造建築について-大型木

造建築における接合の現状 と課題-

ウッドヘッド研究会

(平成12年 6月 2日,神戸)

井上雅文 :地球環境 と木材利用

関西植物生理談話会

(平成12年 6月10日,大阪)

伊東隆夫,木村 聡 :フリーズフラクチャ一 ･免

疫電顕法で可視化 したセルロース合成酵素の

局在

南京林業大学特別講義

(平成12年 6月14日,南京,中国)

川井秀一 :木質ファイバーの配向とその評価

南京林業大学特別講義

(平成12年 6日15日,南京,中国)

今村祐嗣 :木質材料の耐久性

6thInternationalCongressofPlantMolecular

Biology

(平成12年 6月18日～24日,ケベ ック,カナ

ダ)

HAYASHI,T.:CelJLulosemetabolism bvcellulasein

poplar

McGillUniversity)Biologyseminar

(平成12年 6月26日,モ ントリオール,カナ

ダ)
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HAYASHI,T∴ Cellulosemetabolism

紙パルプ技術協会年次大会

(平成12年 6月28日-29日,東京)

渡辺隆司,本EEl与-,桑原正章,K.FACKLER,P.

LAMAIPIS,E.SREBOTONIK,K.MESSNER:ヒ

ドロペルオキシ ドからのフリーラジカル発生

系の制御を利用 したリグニン分解系の開発 と

応用

島根大学大学院農学研究科生物材料工学特別講義

(平成12年 7月4日～ 7日,松江)

渡辺隆司 :木質バイオマスの生物化学的変換

公共事業木材活用技術セミナー

(平成12年 7月6日,高知)

今村祐嗣 :屋外における木材活用の留意点につい

て

木の良 さ不思議を知 ってみようセミナー

(平成12年 7月8日,神戸)

井上雅文 :木についての新発見

Fifth lntermationalSymposium on Environ･

mentalBiotechnology

(平成12年 7月9日-13日,京都)

KuwAHARA,M.,T.HIRANO,Y.HoNDA aI-d T･

WATANABE:DegradationorbispheI101Abvthe

ligniI一一degrading enzyme,manganese pero-

xidase, produced bv the white-rot basi-

diomycete,Pleurotu∫o∫treatus

KUwAHARA M.,T.WATANABE,Y.HoNDA,T･

HIRANOandH.ITO:Oxidativedegradationor

aromatic compounds by lignlnOlytlC basi-

diomycetes

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

andM.KUwAHARA:Mechanismoffreeradical

generation from unsaturated lipids bv

manganese-dependellt PerOXidase from a

selectivelignin-degradingfungus,CeriPor2-opsis

subI)eγmlSPora

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

KuWAHARA:Extracellularlipid peroxidatioIl

ofaselectiveligrlill-degradingfungus,Ceγip-

oriopSi∫jubuermifPora

セルロース学会第 7回大会

(平成12年 7月13日～14日,東京)

竹田 匠,酒井富久美,林 隆久 :セルロース生

合成におけるキシログルカンエンドトランス

グルコシラーゼの発現

大宮泰則,酒井富久美,林 隆久 :成長するポプ

ラの葉におけるセルラーゼの相補的発現

林 隆久 :セルロース学会賞受賞講演 ｢セルロー

スの生合成｣

藤野猛史,伊東隆夫,曽根義昭,三石 安 :植物

細胞壁中のセルロース/キシログルカン架橋

構造の可視化

伊東隆夫,木村 聡 :ターミナルコンプレックス

がセルロース合成酵素であることの直接的証

明

木村 聡,伊東隆夫 :原始ボヤ もセルロースを生

産する

今井友也,杉山淳司 :ビオチ ン標識によるキチ ン

分子末端のラベル化

坂本純二,LoisJ.HoBSON,木村俊作,小林四郎,

杉山淳司,今井友也,伊東隆夫 :酵素触媒重

合により形成する人工セルロース球晶の構造

解析

金南勲,今井友也,杉山淳司 :種々の繊維状多糖

における分子極性

和歌山県消費生活センター生活教養講座

(平成12年 7月13日,和歌山)

吉村 剛 :シロアリの防除 と対策

日本白アリ協会講演会

(平成12年 7月18日,大阪)

野村隆哉 :竹炭の機能

木の良 さ不思議 を知ってみようセミナー

(平成12年 7月22日,豊中市)

井上雅文 :木についての新発見
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日本植物分子生物学会第50回大会

(平成12年 7月24日～25日,静岡)

小段篤史,黒田宏之,酒井富久美 :大腸菌で発現

させた 3種類のアカマツ rPinu∫de'mj70'･a)スチ

ルベン合成酵素の性質

日本木材学会研究強化委員会分科会セミナー

(平成12年 7月27日,橿原市)

今村祐嗣 :薬剤処理木材のリサイクルと廃棄処理

日本学術振興会未来開拓学術研究事業班会議

(平成12年 7月28日 ･29日,京都)

伊東隆夫 :酢酸菌の C-di-GMPたんぱく質の細胞

膜上の局在

WorldConferenceonTimberEngineering2000

(平成12年 7月31日～ 8月3日,ウイスラー,

カナダ)

KoMATSU,K∴ Flexuralbehaviororglulam beam

edgeJoil-ted b､′lagscrewsWith steelsplice

plates

第9回日本エネルギー学会大会

(平成12年 8月 2日～ 3日,東京)

渡辺隆司,榎 牧子,佐藤伸,本日]与一,桑原正

章,K.MESSNER:選択的 リグニ ン分解菌の

フリーラジカル発生系の解析と木質成分変換

第21回世界林学研究者連合 (IUFRO)大会

(平成12年 8月8日, クアラル ンプール,マ

レーシア)

KAWAI,S∴ Developmel-tSiI一､､′00d composites

researchandilldustrialmallufactureofwood

compositesil一JapaI-

FURUNO, T･, Y･ IMAMURA and H･ KAJrrA･･

Modificationofwoodbvtreatmentwithlow

molecular phenol-formaldehvde resin-Pro-

pertiesellhallCemel-tOrl-eutralizedphe1-01ic-

resil-alld resiI-Pel-etratioI-iI-tO W00d cell

walls-

名古屋工業技術研究所流動研究員講演会

(平成12年 8月11日,名古屋)

今村祐嗣 :景観施設-の木材利用の課題と展望

HierarchicalOrganization ofPolysaccharides

and Lignocellul･cISics,ICBT Symposium

(平成12年 8月15日～18日,Fiskeba:ckskil,

swedeIュ)

SUGIYAMA,J･:Pllylogeneticvariatioll/distribution

orcelluloseiLIldtheirstructuraldiversity

SpecialSeminorinAandDCenterforBiology9
IndonesianInstjLtuteofSciences

(平成12年 8月20E7,ボゴール,イン ドネシ

ア)

ITOH,T･:What."ntrolsthepolarityoftracheids

Cordon Research Conference HPlant Cell

WallsH

(平成12年 8月20日～25日,メリデン,米国)

HAYASHl,T･:Mechanism orbeta-glucaI-Synthesis

alollgCOrticalmicrotubules

TAKEDA,T‥FISAKAIalldT･HAYASHI:Expression

or xyloglucall endotransglycosvlase during

cellulosebiosylltlleSis

KoNISHI,T.,Y.MITSUISHI,F.SAKAIand T.

HAYASHI:Expressi()1-Of､cellulose-synthase-like

genesillPicl~Liaal-dCoscells

TheXXIInterna-tionalCongressofEntomology

(平成12年 8月20日～26日,イグアス)

TAKAHASHl, M. alld T. YosHIMURA: Recellt

developmelユー ill the control orJapanese

subterrallealltermites

第3回イン ドネシア木材学会

(平成12年 8ノヨ22日,バ ン ドン,インドネシ

ア)

KAWAI,S･:Rec∈1-tdevelopmentsin composite

woodproductsillJapall
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日本農芸化学会中部支部第128回例会

(平成12年 8月23日,静岡)

桑原正章 :リグノセルロース系バイオマスの微生

物変換-バイオグリーンケミス トリーの構築

を目指 して-

SpecialSeminorin Gadjah MadaUniversity

(平成12年 8月24日,ジョグジャカルタ,イ

ンドネシア)

ITOH,T∴ CellwallstructureanditsbiogeI-eSis

木の良さ不思議を知ってみようセミナー

(平成12年 8月26日,川西)

井上雅文 :木についての新発見

日本木材保存協会西日本事業推進部講演会

(平成12年 9月 1日,京都)

矢野浩之 :長期耐用住宅のための材料開発

TheThird InternationalSymposium on BioI

PIXE

(平成12年11月16日,宇治)

KAGEMORI,K.,良.UMEMURA,T.YosHIMURA,M･

INOUE,S.KAWAI,良.YANO,S.FuTATSUGAWA

and Y.NAKAMURA:Identification orurushi

coatedfilmstakenfromancientbuddhaimages

by using PIXE, FT-IR, and Organic

ElemeI-talAnalysュs

海外出張 ･その他

本田与- :第3回きのこの生物学 ときのこの生産

物に関する国際会議出席のため (平成11年10

月10日-11年10月17日)オース トラリア

川井秀一 :ケナフボー ドの共同研究実施のため

(平成11年10月25日～11年10月30日)中国

吉村 剛 :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ため (平成11年10月18

日-11年10月31日)インドネシア

畑 俊充 :第 3回材料科学国際会議出席および研

究資料収集のため (平成11年10月29日～11年

11月5日)ベ トナム

畑 俊充 :木質廃棄物の急速熱分解システムに関

する研究開発動向の調査のため (平成11年11

月 7日～11年12月16日) ドイツ

則元 京 :高温 ･高圧水蒸気下における木材の横

圧縮クリープ測定結果の考察等のため (平成

11年11月22日～11年11月28日)フランス

角田邦夫 :防かびに関する国際シンポジウム出席

および研究資料収集のため (平成11年11月13

日～11年11月21日)ニュージーランド

野村隆哉 :煤煙熱処理法による竹材の性能改良お

よび竹炭製造のため (平成11年12月 1日-ll

年12月14日)インドネシア

桑原正章 :拠点大学として LIPIと共同研究打ち

合わせおよび現地調査のため (平成11年12月

15日-11年12月22日)インドネシア

島田幹夫 :拠点大学として LIPIと共同研究打ち

合わせおよび現地調査のため (平成11年12月

15日～11年12月22日)インドネシア

矢野浩之 :拠点大学 として LIPIと共同研究打ち

合わせおよび現地調査のため (平成11年12月

15日～11年12月22日)インドネシア

川井秀一 :Asia-PacificForum に出席のため (辛

成11年12月15日～11年12月22日)シンガポー

ル

野村隆哉 :竹炭および複合半導体を用いた蘇州湖

浄化プロジェクト検討委員会出席 (平成11年

12月17日～11年12月20日)中国

島田幹夫 :木質生化学の講義 と研究資料の収集の

ため (平成11年11月28日～11年12月4日)

則元 京 :拠点大学として LIPIと共同研究打ち

合わせおよび現地調査のため (平成12年 1月

10日～11年 1月16日)インドネシア

伊東隆夫 :パプアニューギニアの森林研究計画実

施のため (平成12年 1月17日～12年 1月22

日)パプアニューギニア

桑原正章 :組み替え糸状菌を用いた環境修復に関

する調査研究のため (平取12年 2月28日～12

年 3月8日)スペイン,イタリア

桑原正章 :NEDO 国際共同研究 ｢バイオマスエ

ネルギー｣に関する研究討議および研究打ち

合わせのため (平成12年 3月23日～12年 3月

27日)イギリス
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川井秀一 :論博研究者の指導および研究打ち合わ

せのため (平成12年 2月23日～12年 3月6

日)インドネシア

野村隆哉 :蘇州河の河川浄化事業プロジェク ト委

員会出席のため (平成12年 1月30日～12年 2

月2日)中国

桑原正章 :学術協定の締結およびケナフプラン

テーション視察のため (平成12年 3月14日～

12年 3月17日)マ レーシア

島田幹夫 :学術協定の締結およびケナフプラン

テーション視察のため (平成12年 3月14日～

12年 3月17日)マ レーシア

川井秀一 :学術協定の締結およびケナフプラン

テーション視察のため (平成12年 3月14日-

12年 3月17日)マ レーシア

杉山淳司 :アメリカ化学会に出席のため (平成12

年 3月25日～12年 3月30日)アメリカ合衆国

杉 山淳 司 :ESRF にお い て 共 同研 究 お よ び

WURC セ ミナーで講演のため (平成12年 4

月 6日～12年 4月15日)アメリカ合衆国

伊東隆夫 :日中共同ニヤ遺跡国際シンポジウム出

席 (平成12年 3月19日～12年 3月26日)中国

則元 京 :韓国木材工学会に参加 ･発表および慶

北大学校にて木材の曲げ木加工共同研究の打

ち合わせ等のため (平成12年 4月20日～12年

4月26日)韓国

角田邦夫 :第31回国際木材保存学会出席および研

究資料収集のため (平成12年 5月 7日-12年

3月21日)アメリカ合衆国,カナダ

本田与- :第15回食用菌類の科学 と栽培に関する

国際会議に出席のため (平成12年 5月14日～

12年 5月22日)オランダ

伊東隆夫 :細胞壁の形成に関する講義および研究

打ち合わせのため (平成12年 5月22日～12年

6月2日)中国

今村祐嗣 :第31回 IRG (国際木材保存会議)大

会出席,研究発表のため (平成 12年 5月 14

日～12年 5月21日)アメリカ合衆国

林 隆久 :国際植物分子生物学会出席 と植物細胞

壁に関する研究調査のため (平成12年 6月16

日～12年 6月28日)カナダ

小松幸平 :中 ･大規模集成構造建築物における接

合法に関す る共同研究のため (平成12年 6月

13日～12年 6月22日) ドイツ

畑 俊充 :流動層 リアクターを用いた CCA処理

木材からのバイオオイル開発についての調査

研究のため (平成12年 5月26日～12年 9月25

日) ドイツ

川井秀一 :南京林業大学および西南林学院におい

て共同研究打ち合わせ,講演並びに森林資源

の調査のため (平成12年 6月14日～12年 6月

20日)中国

島田幹夫 :共同研究課題を実施するための研究の

打ち合わせ並びに資料収集のため (平成12年

7月1日-1:)年 7月10日)中国

今村祐嗣 :南京林業大学において木質科学に関す

る講義および研究資料の収集のため (平成12

年 6月14日一-12年 6月17日)中国

師岡敏朗 :竹材の軟化に関する共同研究のため

(平成12年 7月10日～12年 7月20日)イン ド

ネシア

井上雅文 :竹材の軟化に関する共同研究のため

(平成12年 7月10日～12年 7月20日)イン ド

ネシア

黒田宏之 :第 6回国際植物分子生物学会出席,情

報収集,交換のため (平成12年 6月18日～12

年 6月24日)カナダ

川井秀一 :ケナフボー ドの製造実験 と共同研究打

ち合わせのため (平成12年 7月 7日-12年 7

月14日)中国

伊東隆夫 :共同研究打ち合わせのため (平成12年

7月17日～12年 7月14日)アメリカ合衆国

川井秀一 :IUFRO (国際林学研究者連合)21回

大会に参加 ･招待講演のため (平成12年 8月

7日～12年 とリ]13日)マレーシア

川井秀一 :拠点校プログラムに係わる共同研究打

ち合わせお よび学会大会出席 ･講演のため

(平成12年 8月19日～12年 8月28日)インド

ネシア

伊東隆夫 :拠点校プログラムに係わる共同研究打

ち合わせおよび学会大会出席 ･講演のため

(平成12年 8月20日～12年 8月28日)インド

ネシア

梅津俊明 :北米植物化学会2000年年会に出席 し,
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リグナン生合成に関する討論 ･情幸馴文集を行

うのため (平成12年 8月5日-12年 8月12日)

アメリカ合衆国

吉村 剛 :第21回国際昆虫学会参加および研究資

料収集のため (平成12年 8月18日-12年 9月

1日)ブラジル

小松幸平 :2000年世界木構造会議に参加 し,口頭

発表を行うため (平成12年 7月30日～12年 8

月6日)カナダ

林 隆久 :｢植物細胞壁｣に関するゴー ドンコン

フェレンスに出席のため (平成 12年 8月19

日-12年 8月27日)アメリカ合衆国

杉山淳司 :多糖およびリグノセルロースの層階状

構築に関するワークショップに出席,発表の

ため (平成12年 8月14日-12年 8月22日)ス

ウェーデン

田中文男 :第20回国際炭水化物シンポジウム参加

および研究資料収集のため (平成12年 8月26

日-12年 9月 9日) ドイツ,アメリカ合衆国

人事往来 ･その他

1.所内 (人事)

高橋 旨象 :停年退職 (平成12年 3月31日)

川井 秀一 :構造機能分野教授より複合材料分野

教授に担当換 (平成12年 4月 1日)

今村 祐嗣 :複合材料分野教授より劣化制御分野

教授に担当換 (同上)

小松 幸平 :構造機能分野助教授 より同分野教授

に昇任 (同上)

吉村 剛 :劣化制御分野助手より同分野助教授

に昇任 (平成12年 7月 1日)

塩見 良隆 :宇治地区経理課長に配置換 (平成12

年 4月 1日)

坂田 節子 :宇治地区研究協力課国際交流掛長に

配置換 (同上)

石田 長男 :宇治地区研究協力課研究協力掛長に

配置換 (同上)

藤木 清文 :宇治地区総務課庶務掛主任に配置換

(同上)

大川 昌二 :宇治地区経理課第一用度掛主任に配

置換 (同上)

田中 耕二 :医学部附属病院医事課に配置換 (同

上)

田中 朋牡 :宇治地区経理課に採用 (同上)

野崎 恵 :宇治地区経理課に採用 (同上)

中西 正彦 :京都教育大学庶務課課長補佐から宇

治地区総務課専門員 (木質科学研究所担当)

に転任 (同上)

野田村佳子 :宇治地区総務課 (木質科学研究所担

当)に採用 (同上)

上地 恭子 :宇治地区総務課 (木質科学研究所担

当)に採用 (同上)

※ 平成12年 4月 1日付けで木質科学研究所事務

部は宇治地区事務部 として統合改組 された｡

2.所外 (外国人来訪)

金 南勲 (春山大学林学部助教授)セルロースの

結晶構造に関する研究のため来所 (平成11年

12月11日-12年 1月12日)

DaleThomasKARISON(パデュー大学)免疫電顕

法による耐凍性タンパク質の局在観察に関す

る研究のため来所 (平成11年10月 1日～11年

12月27日)

HeXINGIANG (中国科学員植物研究所研究員) タ

ケの形成に関する研究のため来所 (平成11年

10月 1日-11年12月20日)

YanniSUDIYANI(R&DCenterforAppliedPhysics)

化学修飾木材の耐候性 とその機能に関する研

究のため来所 (平成11年 9月20日-11年12月

18日)

YufinalAwAY(BiotechnologyResearchInstitute

forEstateCrops)生物的手法を用いる熱帯産

木質資源からのパルプ紙の生産に関する研究

のため来所 (平成11年10月15日～11年12月28

日)

Bambal一gPRASETYA(R&D CenterforApplied

Physics)生物的手法を用いる熱帯産木質資源

からのパルプ紙の生産に関する研究のため来

所 (平成11年10月15日-11年12月13日)

除 珍錫 (韓国林業研究院林産工学部研究員)木

質無機質複合材料 に関する研究のため来所

(平成11年11月1日～11年11月30日)

LEE,WeonHee(慶北大学校農科大学副教授)木
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材の軟化 を応用 した加工に関する研究のため

来所 (平成12年 1月15日～12年 2月11日)

Eva-LenaHuLT (ス ウェー デ ン紙 パ ル プ研 究

所):繊維化学- セルロースおよびヘ ミセル

ロースの構造に関する研究のため来所 (平成

12年 3月20日～12年 6月20日)

SulaemaI-YUsUF(R & D CellterfわrApplied

PhySics)熱帯産木質資源の高耐久利用技術の

開発に関する研究のため来所 (平成12年 1月

16日-12年 3月15日)

Myrtha KARINA (R & D CenterforApplied

Physics)熱帯産広葉樹材の生理活性抽出成分

の探索 と同定に関する研究のため来所 (平成

12年 1月20日～12年 3月19日)

SriNugrohoMARSOEM(GadjahMadaUniversity)

熱帯樹木における木部形成の特質解明 と材質

特性の評価に関する研究のため来所 (平成12

年 1月20日～12年 3月19日)

ElizabethA･WIDJAJA(R&DCe"terforBiology)

木材組織 と材鑑に関する調査のため来所

WasrinSYAfiI(BogorAgriculturalU1.iversity)熱

帯産広葉樹の生理活性摘出成分の探索 と同定

に関す る研 究のため来所 (平成 12年 2月2

日～12年 2月12日)

SaleteKiyokaOzAKI(サ ンパウロ大学研究員)持

続的な木質資源の高機能化技術の開発に関す

る研究のため来所 (平成12年 4月 3日～12年

10月2日)

peterCOLLINS(CSIRO林産物研究所主任研究員)

タンニンの接着剤 としての利用に関する研究

のため来所 (平成12年 3月30日～12年 4月14

日)

朴 龍又 (ギオンサ ン国立大学遺伝子工学研究所

研究員)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12年

4月 1日～13年 3月31日)

張 敏 (南京林業大学助教授)植物繊維からの

高性能材料の創製のため来所 (平成12年 4月

1日～13年 3月31日)

趨 諒 (西 安 市 西 北民 間芸術 博 物 館 ･副館

長):仏教彫刻 に関す る研究のため来所 (辛

成12年 4月 1日～13年 3月31日)

河 孝署 :リグニ ン分解酵素 に関する研究のため

来所 (平成12年 3月24日～12年 9月23日)

李 大綱 (南京林業大学助教授)中国産木材組織

に関す る研究 のため来所 (平成 12年 7月15

日～12年10月15日)

郁 寧仲 (南京林業大学助教授)木質資源の有効

利用に関する研究のため来所 (平成12年 8月

1日～12年 8月29日)

孫 軍 (南京林業大学助教授)木質材料の製造

に関す る研究のため来所 (平成 12年 8月 1

日～12年 8月29日)

RetllOYUsIASIH (イン ドネシア科学院応用物理研

究開発セ ンター複合材料研究室研究員)熱帯

産木材の化学成分 と耐久性の研究 (平成12年

8月 1日-13年 1月31日)
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