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当 所 の 活 動

講 演

平成10年度京都大学公開講座 ｢森林 ･木材 と環

境｣

(平成 9年10月17日～18日,京都)

畑 俊充 :木炭で環境浄化

川井秀一 :木材の リサイクル

日本木材学会第 2分科会 シンポジウム ｢木材利用

の新分野 :極限状態の木材｣

(平成10年 8月25日,京都)

矢野浩之 :木材および木質材料の極限強度

日本木材学会中部支部大会

(平成10年 8月27日 ･28日,富山)

鈴木滋彦,池田正行,井上宏夫,川井秀一 :試作

osB および各種木質パネルの耐久性能評価

8th lnternadonalCellWallMeeting

(平成 10年 9月 1日～ 5日, ノーウィッチ,

英国)

T.NAKAl,N.ToNOUCHl,T.KoNISHI,Y.KoJIMA,T.

TsUcHIDA,F.YosHINAGA,F.SAKAland T.

HAYASHl:Enhancementorcelluloseproduc-

tionbyexpressio1-0rsucrosesynthase

T.KoNISHl,T.NAKAI,F.SAKAlandT.HAYASHL:

BiosynthesisorUDp-glucoseincottonfiber

cells

R.ToMINAGA, M.SAME.HMA,F.SAKAland T.

HAYASHl:Isolationandidentificationorcell0-

0ligosaccharides∩-om auxin-treatedpeaepl-

cotyls

T.ITOH:Comparisonorplantalldanimalcellulose

basedonitsstructureandbiogenesis

S.KIMURAandT.ITOH:BiogenesisandfilnCtionsor

celluloseil一theanimal,Tunicates

T.FujilつO and T･ITOH:Changesin cellwall

architectureduring elongati()n orepidermal

(1998年9月-1999年8月)

cells in pea (Pisum sativum) and their

implicationforpectinfunction

K･SUzUKIandT･ITOH･･Thechangeofcellwall

architectureduringlignificationofbamboo

∫.HAFREN,T.FuJINOandTJTOH:Thechangeor

xylemcellwallandmiddlelamellaarchitecture

bylignificationand ligninremovalof'PinuS

lhunbergll

第29回繊維学会夏季セミナー

(平成10年 9月 3日,上田)

則元 京 :木材の物理 ･化学加工による機能化

MieBioforum '98

(平成10年 9月 5日～13日,鈴鹿)

T.IMAI,C･BoISSETandJ･SUGIYAMA:Structural

aspectsoralgalcellulose microcrystalson

cellobiohydrolasedegradation

山形大学農学部大学院森林資源学特別講義Ⅱ

(平成10年 9月 8日,9日,鶴岡)

島田幹夫 :森林植物 と微生物の二次代謝の生化学

日本建築学会1998年度大会

(平成10年 9月11日-13日,福岡)

小松幸平,細川清司,軽部正彦 :梁受け金物を併

用 した筋違軸組み壁体のせん断強度試験

大阪木工機械展ポケッ トセミナー 『木 を使 ってい

いんですか ? いいんです』

(平成10年 9月25日-27日,大阪)

今村祐嗣 :木材防腐,防蟻処理

矢野浩之 :世界一一強い木と弱い木

畑 俊充 :炭のはなし

川井秀一 :木質資源のリサイクルと廃棄

環境科学会1998年会

(平成10年 9月30日-10月 2日,つ くば)
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桑原正章,川井秀一,渡辺隆司,畑 俊充 :ゼロ

エ ミッシ ョンを目指 したオイルパーム廃棄物

の総合的利用プロセスの開発

ThelstJSPSINRCTJointSeminar

(平成10年10月 3日～4日,バ ンコク, タイ)

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

BiotechnologlCal applications or tropICal

lignlnOlytlCbasidiomycetesfわrpapermaking

PrOCeSSeS

第28回木材の化学加工 シンポジウム

(平成10年10月8日,熊本)

矢野浩之,pJ.CoLLINS,Y.YAZAKI,土居修一 =

木粉あるいはタンニンを原材料 としたプラス

チ ック様成型物

日本農芸化学会関西支部大会 シンポジウム

(平成10年10月 9日～10日,高知)

林 隆久 :セルロースの生合成について

福建林学院講義

(平成10年10月14日,福建,中国)

則元 京 :木材の構造 と物性

愛知県建築士会セ ミナー

(平成10年10月15日,名古屋)

今村祐嗣 :木に学び,木 とともに生 きる

華南農業大学講義

(平成10年10月19日,広州,中国)

則元 京 :木材の物理 ･化学加工

AdvancesinExteriorWoodCoatingandCEN

StandardisationConference

(平成 10年10月19日～20日,ブ リュッセル,

ベルギー)

M. KIGUCHl,M. SUzuKI and Y. IMAMURA:

Weatherabilityorexteriorwood coatingsin

Japan

第 2回ニューウッ ド研究会

(平成10年10月20日,刈谷)

矢野浩之 :次世代の木質材料 をめざして-高強度

と環境調和性一

日本木材加工技術協会第16回年次大会

(平成10年10月20日-21日,東京)

畑 俊充,今村祐嗣,山根健司 :ニュー木質カー

ボ ン材料の開発一構造の構築 と機能の発現一

第43回 リグニン討論会

(平成10年10月26日,27日,東京)

鈴木史朗,梅津俊明,島田幹夫 ‥Anthriscussyl-

vestrisのリグナ ン生合成について

三亀啓吾,梅津俊 明,島田幹夫 :Linum 月avum

var.Compactum か ら単離 された新規 ジベ ン

ジルプチロラク トンリグナ ンについて

The 4th Pacific Regional Wood Anatomy

Conference

(平成10年10月26日-29日,光州,韓国)

M.KIYOSHIGE,M.hNOandT.ITOH:Theeffectof

auxinonthepolarltyOrtraCheidarrangement

inPinu∫thunbergll

T. HATA, LP. NovICIO and Y. IMAMURA:

Ultrastuructural change or wood under

thermalconversion

日本環境動物昆虫学会創立10周年記念大会

(平成10年10月30-31日,宇治)

吉村 剛,高橋 旨象,vicToUTOUNTZIS,柳 田縁

映 :ステ ンレス金網による地下シロアリの防

除 (1)-室内飼育コロニーを用いた侵入阻止

効力試験一

藤井義久,築瀬佳之,奥村正悟,山根 坦,吉村

剛,今村祐嗣 :アメリカカンザ イシロアリ食

害材から発生する AE について

NGY セミナー

(平成10年10月31日,仙台)

林 隆久 :シュクロースシ ンターゼに よるセル

ロース合成
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VIthInternationalBambooWorkshopandVth

InternationalBambooCongress

(平成10年11月 2日～ 6日,サ ンホセ, コス

タリカ)

野村隆哉

The 4th Pacific Rim BioIBased Composites

Symposium Proceedings

(平成 10年 11月 2日～ 5日,ボゴール,イン

ドネシア)

T･Kajimoto,T･Hata,Y･Imamura,MITakagaki

andS･IsHⅠHARA:Separationorcomponentsor

CCA-treatedwoodbyflashPyrolysis

K.NISHIMIYA,T.HATA,Y.IMAMURA and S.

IsmHARA:ChangesorchemicalstructtlreOr

WoodLlndercarbonizingprocess

T･ FURUNO, Y･ IMAMURA and H･ KAJITA:

Modification ofwood with low molecular

phenol-formaldehvderesin-Resinpenetration

intowoodcellwalls

T.HATA,Y.IMAMURA,S.IsHIHARAandH.KAJITA:

Production of LVIJ by incorporating fire

retardants in the glue-Analysts Or the

mOVementOrChemicalelements by X-ray

photoelectronspectroscopy

L PuLIDO-NovICIO,T･HATA,T･KAJIMOTO,Y･

IMAMURA and S.TsHIHARA:Performanceor

carbonized wood powderforpurification or

watercolltaminatedwithheaヽ′ymetals

Y･IMAMURA,M･K･YALINKILIC,HIKAJ"AandT･

FURUNO:Propertiesenhancementorwoodby

treatmentorneutralizedphenolic-resin

H･YANO,PJ･CoLLINS,Y.YAZAKlandS.DoI:

Towardsthenewmillenniumwoodcomp()sites

K.TsUNODA,M.INOIE,T.YosHIMURA and A.

ADACHI:Supercriticalfluid application to

woodpreservation(1):Principleortreatment

alldmechanicalpropertiesortreatedwood.

K.TsuNODA,T.YosHIMURA,M.INOUEand A.

ADACHl:Supercriticalfluid application to

woodpreservation(2):Laboratoryevaluation

ordecayresistanceortreatedwood.

M.K YALINKIuC,R.ILHAN,Y.IMAMURA,M.

TAKAHASHl,Z.DEMEIRCIandA.C.YALINKILIC:

FT-IRStudiesortheeiTTectsofoutdoorexposure

onvarnish-CoatedwoodpretreatedwithCCB:

CoatingoverCCB-treatedwood-Ⅰ.

M.K.YALINKII.IC,R.ILHAN,Y.IMAMURA,M.

TAKAHASHl,Z.DEMIRCIandA.C.YALINKILIC:

Weatheringe恥ctsonsurfacequalityorCCB-

treated wood coated with clearvarnishes :

CoatlngOverCCB-treatedwood-II

S.YUsUF,M.K.YALINKluC,Y.IMAMURA,S.

FusHIKI,T. SAlTO and Y. KATSUZAWA:

BiologlCal properties or glue-line treated

plywoods.

Y.SUDIYANI,Y,IMAMURA,M.TAKAHASHI,S.YusUF

andH･KAJITA:Improvementorweathering

propertiesorparticleboardsbyadditionorlow

molecular weight phenolic resin to glue

adhesive.

S.KAWAI,K.UMEMURA,H.SASAKIand K.

MATSUO: Efrects of the formulation or

isocyanate resins on the properties or

particleboard

K.UMEMURA,A.TAKAHASHIand S.KAWAl:

Thermal I)rOPerties or isocyanate resin

adhesivesf♭rwood

SUBYAKTO,B.SuBIYANTO,T.KAJIMOTO,T.HATA,

S.KAWAlandS.IsHIHARA:Enhancementor

fireretardarLCyOfwoodcompositesbvsurface

coatingor(1ensification

E･D･WoNG,M.ZHANG,Q.WANGandS.KAWAI:

DensltyProfile-Itsformationandeffectson

thePropertiesorparticleboard-

T.KAWASAKl,M.ZHANGandS.KAWAl:Low-

density fiberboard and veneer overlaid

fiberboar.d

H･KAJITA,T･KAWASAKlandS.KAWAI:Properties

orlow-densltyparticleboardsfrom kenafcore

奈良国立文化財研究所環境考古研修

(平成10年11月 5日,奈良)

伊東隆夫 :樹種の見分けかた
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The2mdlntermationalWoodScienceSeminar

(平成 10年11月 6日～ 7日,セルボン,イン

ドネシア)

T.HAYASHI,T.NAKAIandT.KoNISHI:Enhan-

cementor cellulose deposition by mutant

sucrosesynthase

M.KUwAHARAA,T.HIRANO,H.ITOH)S.YosliIDA,

T.WATANABEandY･HoNDA:Degradationor

chemicalpollutantsbylignin-degradingfungl

M. KARINA,B. PRASETYA,T. IDIYANTl,T.

WATANABEand M.KuwAHARA:Characteri-

zation orresiduallignln and lignln-Carbo-

hydratecomplexesfrom unbleachedkraftpulp

afterfhngaltreatment

T.WATANABE,M. ENOKl, S. KATAYAMA,S.

NAKAGAME, M. KARINA,K. KoLLER,K.

MESSNER,Y.HoNDAandM.KUwAHARA:In

∫～ね degradation or cell wall lignin by

ligninolyticbasidiomycetes

Y.SuDIYANI,Y.IMAMURA and M.TAKAHASHI:

Weatheringpropertiesorphenolic-resintreated

wood

S･YusUF,Y.SUDIYANI,H･KAJITA,Y･ⅠMAMURAand

M.TAKAHASHl:Weathering properties or

phenolic-resintreatedparticleboardsfromfast-

growlngWOOdsandagrowastes

L PuLIDO-NovICIO,T.HATA and Y.IMAMURA:

Dynamic aspect orwood structure under

thermaltreatment

SUBYAKTO,T.HATA,I.IDE,S.KAWAland Y.

IMAMURA:Possibleusesorcarbonmaterialsto

improvethefireretardancyorwoodcomposites

T. HATA, Y. IMAMURA and K. YAMANE:

Development or new wood carbon mate-

rials-Assembling structures and revealed

fhnctions

Y. IMAMURA,Y. FuJII and T. YosHIMURA:

Development of acoustic emission (AE)

monitoringfわrdetectionortermiteactivities

Y.IMAMUR_A,Ⅰ.ⅠIDAandS.YusuF:improvementor

liquid penetration into tropICal wood by

precompressiontreatment

H.YANO,PJ.CoLLINS,Y.YAZAKIandS･DoI:

Towardsthenewmillenniumwoodcomposites

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

YUsuFand P･SUKARTANA:Coptotermesin

lndonesia

M.K.YALINKILIC,K.TsUNODA,W.Dw王ANTO,M.

INOUE,F.TANAKAandM.TAKAHASHI:Effect

orposthot-compressionorboron-treatedwood

atradialdirectiononboronleachability

M.良.YALINKILIC,YJMAMURA,K.TsUNODAandM.

TAKAHASHI:Effectiveuseofboroncompounds

in preservation or wood and wood-based

compositematerials･

S,YusUF,Y.SUDIYANI,H･KAJITA,Y.IMAMURAand

M･TAKAHASHI:Weathering properties of

phenolic-resintreatedparticleboardsfromfast-

growingwoodsandagrowastes･

Y.SUDIYANI,Y.IMAMURA and M.TAKAHASHI:

Weatheringpropertiesorphenolic-resintreated

wood.

S. KAWAI,B. SUBIYANTO, L.-M. MA, I.M.

SULASTININGSZH , T.HATA and H.SASAKI:

Cementbondedparticleboardftom non-Wood

lignocellulosicmaterials

K.UMEMURAandS･KAWAI:Optimumformationof

isocyanateadhesivesfわrwood

E.D.WoNG,M.ZIiANG,P.YANGandS.KAWAl:

TheFormationandelTTectsofdensltyProfilein

particleboard and fiberboard-A briercom-

parison-

T.KAWASAKI,M.ZHANGandS.KAWAI:Thermal

insulationpropertiesoflowdensltyfiberboard

andveneerl0Verlaidfiberboard

D,HERMAWAN,T.HATA,K.UMEMURA,S.KAWAI,

S.KANEKO,W.NAGADOMI,Y.KUROKIandK.

TsUNODA:New technologyformanufacturing

high-strength wood cement composites by

usingsupercriticalfluidorcarbondioxide

F.ANITA,E.SUsETYOWATI,B.SUBIYANTO,T.HATA,

S.IsHIHARAandS.KAWAI:Productionand

fireresistantperformanceof'cementbonded

particleboardandotherwoodbasedmaterials
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B,SUBYANKTO,T.HATA,I.IDE,S.KAWAlandY.

IMAMURA:Possibleusesorcarbonmaterialsto

improvethefireretardancyorwoodcomposites

I.M.SULATININGSIH,LF.MA,M.Z.AMINandS.

KAWAI:Predictingthecompatibilityorsome

lnsonesianbambooswithcementbyhydration

test

B. SUBIYANTO, Ⅰ.M. SULASTININGSIH, D.

HERMAWAN,K.UMEMURA,T.HATAandS.

KAWAI:Production technology oroilpalm

cementbonded particleboard I,Hydration

behaviourofcementmixedwithpowderoil

palm rronds

K.KoMA･rSU:Developmentorglulam momenト

resistingJoints

第31回酸化反応討論会

(平成10年11月9日～10日,福岡)

渡辺隆司,K.KoLLER,K.MESSNER,榎 牧子,

仲亀誠司,片山志歩子,本田与一,桑原正

章 :リビッドハイドロパーオキサイドモデル

～銅錯体反応によるリグニン分解一

岐阜大学工学部特別講義

(平成10年11月 9日,岐阜)

則元 京 :木材のバイオメカニ ックスと物性制御

名古屋大学大学院集中講義

(平成10年11月11-13日,名古屋)

則元 京 :木材の構造 と物性

福島県木材利用推進講演会

(平成10年11月14日,郡山,福島県)

今村祐嗣 :豊かな住環境を創 り出す木材の活用一

保存木材の有効利用一

名古屋大学大学院農学研究科集中講義

(平成10年 11月16日～17日,名古屋)

杉山淳司 :セルロースの高次構造について

高機能木質材料講演会

(平成10年11月16日,海老名,神奈川県)

今村祐嗣 :木材への薬液注入処理技術 ･設備開発

の動向

日本接着学会,木質 ･複合接着研究会

(平成10年11月16日,京都)

川井秀一 :イソシアネー ト系接着剤による木質

ボー ドの製造

日本木材学会木村 と水研究会

(平成10年 11月20日,東京)

師岡淳郎 .･0-2OOoC の範囲での湿潤木材の力学

挙動

木橋 ･土木材料への木の利用セミナー

(平成10年11月20日～21日,鹿児島)

小松幸平 :木橋における木質材料の使われ万一ド

イツ,スイス,オース トリアの実例

肘 日本木材総合情報センター公開シンポジウム

(平成10年 11月21日,大阪)

則元 京 :木材と健康

International Symposium on Emerglng

TechnologleSOfPulpingandPaperm akingof

Fast-GrowingWood

(平成10年11月23日-25日,広州,中国)

B,PRASETYA,Y.SRIRE.lEKI,T.WATANABEandM.

KuwAHARA:Accelerationormicrobiallignln

degradation orAccasia manglum Wild bv

thermalpre-hydrolysIStreatment･

6thMSJInternlational Symposium

(平成10年11月26日-27日,千葉)

Y.HoNDA and L.A.CASSELTON:Amino acid

substitutionsinapheromonealterち-mating

typespecificityofCoprinu5Cinereus

広島市工業技術センター木材高機能化技術講習会

(平成10年11月27日,広島)

則元 京 :物理 ･･化学加工による木材改質技術
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大阪大学糖質セミナー

(平成10年 11月28日,豊中)

林 隆久 :セルロースの生合成 と生分解

International Symposium onHybridAnalyses

forFunctionalNanostructure

(平成10年12月8日～11日,京都)

∫.SUGIYAMA,M.KoYAMA,T･IMAI,C･BoISSETand

W･HELBERT:Molecular directionality in

biosynthesis and biodegradation or native

cellulose

未来開拓学術推進事業プロジェク ト合同会議

(平成10年12月10日～12日,京都)

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

糖鎖の新 しい生理活性

(平成10年12月12日,京都)

伊東隆夫 :動物セルロースのできる仕組みとはた

らき

第21回日本分子生物学会

(平成10年12月16日～19日,横浜)

本田与1-,ローナ ･A･カッセル トン :ヒ トヨタ

ケ rCoprinu∫cinereus)の B交配型フェロモンの

特異性決定機構

高分子学会九州支部講演会

(平成10年12月17日,宮崎)

杉山淳司 :天然セルロースのおはなし

The XIII International Congress of the

InternationalUnion forthe Study ofSocial

lnsects

(平成10年 12月29日～11年 1月 3日,アデ レ

イ ド,オース トラリア)

T.YosHIMURA,Y.FUJIIandY.IMAMURA:Detection

ortermiteattacksbyAEmonitoringlnurban

envlrOnment.

島根大学農学部大学院講義生物材料特別講義A

(平成11年 1月20日～23日,島根)

島田幹夫 :森林植物 と微生物の代謝生化学

㈱ 日本 しろあり対策協会 しろあり防除士受験資

格第一次指定講習会

(平成11年 1月21日,大阪)

吉村 剛 :しろあ りに関する知識

大阪府木材連合会木材セミナー

(平成11年 1月22日,大阪)

井上雅文 :鉄 より強い木材

吉村 剛 :弱点の補い方

井上雅文 :曲げ木 と圧縮木材のはな し

吉村 剛 :しろあ りのはな し

セルロース学会第 4回 ミクロシンポジウム

(平成11年 1月22日,宇治)

則元 京 :木材の物性 と水

㈱ 日本木材加工技術協会中国支部木材接着講習会

(平成11年 1月26日,岡山)

則元 京 :木材の物理的性質

㈱ 日本 しろあり対策協会 しろあり防除士受験資

格第一次指定講習会

(平成11年 1月28日,東京)

吉村 剛 :防除剤に関する知識

吉村 剛 :腐朽に関する知識

ゼロエ ミッション勉強会

(平成11年 1月28日,京都)

畑 俊充 :廃棄物からの焼結炭の製造

宮城教育大学特別講義

(平成11年 1月30日,仙台)

井上雅文 :地球環境 を支える木材利用 ･鉄 より強

い木材 ･圧縮木材のはなし

サンパウロ大学特別講義

(平成11年 2月 1日-5日,サ ンカルロス,

ブラジル)

- 222-



当 所 の 活 動

Y.IMAMURA:Durabilityorwoodandwood-based

materialsanditsdevelopmentfらrexpansionor

theirapplications

秋田県立大学木材高度加工研究所

(平成11年 2月 3日,能代)

則元 京 :木材の物性と水,化学加工木材の構造

と物性

九州大学大学院高度化推進講演会

(平成11年 2月3日,福岡)

小松幸平 :集成材と集成材構築物 (建物 ･木橋)

㈱日本 しろあり対策協会 しろあり防除士受験資

格第一次指定講習会

(平成11年 2月4日,福岡)

吉村 剛 :防除剤に関する知識

吉村 剛 :腐朽に関する知識

国産中小径材の利用技術研究会第3回研究会

(平成11年 2月 5日,大阪)

川井秀一 :地域林業に適合 した IJVL化システ

ム-2,3のケーススタディー

三重大学農学セミナー

(平成11年 2月15日,普)

林 隆久 :セルロース合成菌におけるセルロース

の生産

｢新需要創出｣産業素材チーム部会

(平成11年 2月15- 16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

日本木材学会 R&D ツアーセミナー

(平成11年 2月18日,西宮)

井上雅文 :圧密化木材の最近の進歩

Biology Seminarin PennsylvaniaStateUni-

versity

(平成11年 2月24日,ユニバーシティパーク,

米国)

T･HAYASHl:Characterizationorcellulaseinpoplar

BotanyDepartlnentSeminarintheUniversity

ofCalifornlaI】Berkeley

(平成11年 2月24日,バークレー,米国)

T.HAYASHI:Ceuulosemetabolism

PlantBiology Seminarin theUniversity of

California,DaviS

(平成11年 2月24日,デービス,米国)

T. HAYASHl:Characterization ofcellulases in

poplar

木材利用推進中央協議会セミナー

(平成11年 2月24日,東京)

今村祐嗣 :木材耐久性維持 ･向上システム

SeminarinForestTechnology

(平成11年 2月26日,バンク-バ,カナダ国)

T･HAYASHl:Pc･plar(二ellulases

BotanySeminarin theUniversityofBritish

Columbia

(平成11年2月26日,バンク-バ,カナダ国)

rr･IiAYASHl.･CE･llulosebiosynthesis

培根会セミナー

(平成11年 2月26日,京都)

伊東隆夫 :ニヤ遺跡と木材

新プログラム (創生的基礎研究)発表会

(平成11年 2月28日,藤沢)

川井秀一 :オイルパームセメントボードの製造と

性質

カナダ林産研究所セミナー

(平成11年 3月 5日,バンクーバー)

井上雅文 :水蒸気前処理小片を用いた木質ボー ド

類の寸法安定化とその機構

高知県工業技術センター特別講演会

(平成11年 3月 9日,高知)
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畑 俊充 :木炭の魅力 と研究の広が り

福井県林業技術研究発表会特別講演

(平成11年 3月10日,福井市)

川井秀一 :国産スギ中小径材の利用技術 と今後の

展望

木質ボー ドシンポジュウム

(平成11年 3月11日,大阪)

小松幸平 :面材張 り耐力壁について

細 目本木材加工技術協会中国支部講演会

(平成11年 3月13日,山口)

則元 京 :木質材料と居住性

PacificTimberEngineeringConference'99

(平成11年 3月14日～21日,ロ トルア,NZ)

K.KoMATSU,Y.HARA,Y.NANAMIandT.IKKI:

DevelopmentorLagscrewboltasaconnector

rorglulam moment-resistingjoints

九州大学特別講義

(平成11年 3月15日,福岡)

今村祐嗣 :長持ちする木の家づ くり

北海道大学地球環境科学科生物学セミナー

(平成11年 3月18日,札幌)

林 隆久 :ポプラのセルラーゼ

和歌山県消費生活センター生活教養講座

(平成11年 3月18日,有田)

吉村 剛 :シロアリの防除と対策

217thACSNationalMeeting

(平成 11年 3月21日～25日,Anaheim,CA,

U.S.A.)

A.A.BAKER,J.SUGIYAMA,W.HELBERTandM.J.

MILES:AFM orcellulose:high resolution

imaglng OrStructure and protein-cellulose

processesinJitu

K.MESSNER,K.KoLLER,K.FACKLER and T.

WATANABE:Coordinatedcopperandperoxide-
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Anewligninndegradingsystemwithpotential

forpulpbleaching

Cellcon )99

(平成11年 3月24日～26日,つ くば)

M.KuwAHARA:Characterizationandutilizationor

ligninolytlC enZymeS Produced by basidi0-

myCeteS

宮崎県地域技術研究会セミナー

(平成11年 3月25日,宮崎)

今村祐嗣 :新 しいカーボン材料一木炭一

日本植物生理学会1999年度大会

(平成11年 3月28日～30日,仙台)

大宮泰徳,酒井富久美,林 隆久 :ポプラセル

ラーゼの発現制御

小西照子,酒井富久美,林 隆久 :セルロース合

成酵素様遺伝子の機能解明

藤野猛史,曽根義昭,伊東隆夫 :セルロースミク

ロフィブリル間の架橋構造がキシログルカン

であることの実験的証明

木村 聡,横井直樹,伊東隆夫 :オオムギの正常

系統 と折れやすい突然変異系統におけるセル

ロースの量 とロゼ ットとの関係

馬場啓一,有留洋子,日比野隆,伊東隆夫 :引張

あて材形成中の木部分化帯で特異的に発現す

る遺伝子の cDNA 解析

日本農芸化学会1999年度大会

(平成11年 3月30日- 4月 1日,福岡)

森岡裕子,守屋彩子,黒田宏之,酒井富久美 :塩

生植物マングローブの生合成関与遺伝子

石原靖之,黒田宏之,酒井富久美,酒井 裕,読

部 聡,駒野 徹 :動物遺伝子 3ユ非翻訳領

域の植物細胞における3ユエ ンドプロセ ッシ

ング

大宮泰徳,酒井富久美,林 隆久 :ポプラセル

ラーゼの発現誘導

松山柘郎,入江俊一,本田与-,渡辺隆司,桑原

正章 :担子菌 pleurolu∫o∫treatu∫(ヒラタケ)

における形質転換系の開発



当 所 の 活 動

榎牧子,片しl｣志歩子,KurtMESSNER,本田与一,

渡辺 隆司,桑原正 章 :白色腐 朽 菌 ceri-

porioP∫2∫∫ubuermiSPoraの菌体外脂質過酸化反応

渡辺隆司,KarinKoLl.ER,KurtMESSNER,榎 牧

子,片山志歩子,中亀誠司,本田与-,桑原

正章 :脂質過酸化物モデルー鋼錯体反応によ

るリグニンの分解系の構築に関する研究

日本木材学会第49回大会

(平成11年4月 2日～ 4日,東京)

石原靖之,黒田宏之,酒井富久美,田中智容,潤

井 裕,式部 聡,駒野 徹 :樹木培養細胞

への BT 毒素遺伝子の導入

黒田宏之,高井一也,鈴木敏雄,黒田慶子 ･.新 し

い松枯れ防止戦略を考える-スチルベノイド

生成系の活用一

江藤和美,酒井富久美,黒旧宏之 :誘導抵抗性物

質によるアカマツのスチルベノイド生成

小段篤史,黒田宏之,酒井富久美 :アカマッスチ

ルベン合成酵素遺伝子の大腸菌における発現

とその生育阻害

竹田 匠,酒井富久美,林 隆久 :植物細胞壁酵

素遺伝子の発現

西山明雄,服部武文,島悶幹夫 :シュウ酸 ･マン

ガン共存系による有機塩素化合物からのバイ

オミメティック脱塩素反応

秋津教雄,徐 健柏,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

永井裕子,時松敏明,ErmanMuNIR,服部武文,

島田幹夫 :褐色腐朽菌オオウズラタケのグリ

オキシル酸デヒドロゲナーゼにおける分子内

電子伝達

林 展也,服部武文,島田幹夫 :phanerochaete

chrysosporium のシュウ酸生成酵素 とギ酸脱

水素酵素活性に及ぼす Tween80の効果

奥西智我,梅揮俊明,島田幹夫 :Daphnegenkwa

無細胞抽出液によるリグナン生成について

藤野猛史,伊東隆夫,曽根義昭 :細胞壁中のセル

ロースミクロフィブリル間架橋構造のキャラ

クタリゼーション

馬場啓一,有留洋子,伊東隆夫,越山淳子,日尾

野隆 :引張 りあて材形成中に発現する遺伝子

の相同性検索 (2′)

堀 律子,杉山淳司,伊東隆夫,MartinMuLLER:

回折法による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

今井友也,杉山淳司 :Ce17A の分解挙動にみるバ

ロニアセルロースの高次構造

M.MULLER,C.RIEKEL.,堀 律子,杉山淳司,H.

LICHTENEGGER,P･FRATZL:SynchrotronX-ray

scanningmLCrOdilrractionstudiesoncellulose

fibersandwood cellwalls

清重真理子,伊東隆夫 :はく皮処理によるオーキ

シン移動o;LZ変化にともなう仮道管配列の規則

的変化

鈴木 潔,伊東隆夫 :竹の成長に伴う数種細胞壁

成分の分布の変化一免疫法による検討一

入江俊一,本田キー,渡辺隆司,桑原正章 :ヒラ

タケのマンガンペルオキシダーゼ mnp3遺伝

子のクローン化と組換え担子菌の作製

河 孝哲,竹内さおり,本田与一,渡辺隆司,桑

原正章 ･.plel.ノγOlu∫o∫lrealu∫(ヒラタケ)による

リグニン分解酵素の生産

渡辺隆司,片山志歩子,榎 牧子,河 孝智,本

田与一,桑原正章 :脂質の酵素的および非酵

素的過酸化により生 じたラジカル種の検出

岩原健二,平田美緒,本田与一,渡辺隆司,桑原

正章 ‥木材腐朽担子菌,Ejerkanderaadul∫laに

より生産 されるマ ンガンペルオキシダーゼ

(MnP)によるアクリルアミドの重合

井上雅文,関野 登,梶田 興,坂田陽一,川井

秀一,E.D.WoNG:水蒸気前処理による木質

ボー ドの寸法安定化

中田欣作,杉本英明,井上雅文,川井秀一 :圧縮

成形木材を利用 した木質構造接合部材の開発

(V)･莫大接合試験における強化 LVL接合

板と鋼板接合板の比較

村瀬宏一-,畑 俊充,矢野浩之" 村祐嗣 :炭化

過程における木材の透過性変化

デデ ･ヘルマワン,畑 俊充,梅村研二,川井秀

一,金子真一一,黒木康雄 =New technolog)∫

for manura.cturing high-strength cement-

bondedparticleboardbyusingsupercritical
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fluidof-carbondioxide

畑 俊充,今村祐嗣,小林恵美子,菊池光太郎 :

電子顕微鏡による木炭の微細構造解析一木炭

中の炭素中空構造体の観察

し.PuLIDO-NovICIO,T.HATA,Y.IMAMURAandT.

KAJIMOTO:Dynamicaspectorwoodstructure

underthermalconversion

T.HATA,D.MEIER,T.KAJIMOTOandY.IMAMURA:

NonisotroplCpyrOlysISOrCCAtreatedwood-

Thefもteorarsenic

梶本武志,畑 俊充,今村祐嗣,高垣昌史 :高速

熱分解 による CCA 処理木材 の成分分離

(Ⅱ)-加熱温度と時間の影響

井上聡子,畑 俊充,今村祐嗣,ディー トリッ

ヒ ･マイヤー :異なる焼成温度で得られる木

酢液の組成と抗菌性

矢野浩之,広瀬 輝,梶田 畢 :木質系高強度材

料製造における各種前処理の効果

角田邦夫,槍皮佳信,吉村 剛 :ベイトシステム

による地下シロアリの防除 (V)移設イエシ

ロアリコロニーを用いた効力評価法

吉村 剛,今村祐嗣,高橋旨象 :発泡性断熱材料

のシロアリによる食害とその評価

M.K.YALINKILIC,角田邦夫,今村祐嗣,高橋 旨

象 :ホウ素化合物添加メラミンホルムアルデ

ヒド樹脂処理木材の耐朽性 と容脱抵抗性

熊谷 元,角田邦夫 :微生物による木材汚染の機

構 と制御 ･各種薬剤が辺材変色菌の発芽に与

える影響

ウォン ･エーデイン,川井秀一 :木質ボー ドの比

重分布の形成とその材質への影響 (Ⅲ)パー

ティクルボー ドとファイバーボー ドの比較

中田欣作,杉本英明,井上雅文,川井秀一 :圧縮

成型木材を利用 した木質構造接合部材の開発

(V)実大接合試験における強化 LVL接合

板 と鋼板接合板の比較

波多敏弘,梅村研二,川井秀一 :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

形 (Ⅱ)加熱方法および材料強度に及ぼす国

子の検討

韓 虞 洋,梅村研 二, 川井 秀一,梶 田 弊 :

Improvementmechanism orbondability in

UF-bondedreedandwheatstraw baordsby

silanecouplingagentandextractiontreatments

張 敏,川井秀一 :解体材パーティクルと極薄

いス トランドを用いた 3層構造 osB の材質

大西兼司,菅原亮,上田卓実,奥平有三,張敏,

川井秀一 :非木材セルロース繊維を用いた配

向性 MDFの製造と性質 (Ⅱ)ケナフ繊維の

配向層で補強 した複合ボー ドの力学特性

梅村研二,川井秀一 :恒温下におけるイソシア

ネー ト系樹脂の耐久性

坂田和則,小松幸平,黄 権煉,加藤泰世,鈴木

隆夫 :徳島県産スギを用いた伝統木造継手 ･

仕口の強度性能

加藤泰世,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

棒直径,加力方向の影響一

小松幸平,細川清司,林 克海 :めり込み抵抗に

期待 したボル ト接合型柱一梁接合部のせん断

性能一

一木徳彦,小松幸平 :ラグスクリューボル トの押

望l_享一一1･-I

原田真樹,林 知行,軽部正彦,土田博澄,図師

朋弘,小松幸平 :集成材の面庄特性に及ぼす

MOE の影響

佐々木貴信,小泉章夫,∫.L JENSEN,松木裕一,

小松幸平 :木ダボによる構造材の縦継 ぎ (4)

長期載荷試験

韓国農化学会

(平成11年5月20日-21日,春川)

M.KUwAHARA:Characterizationandutilizationor

lignln degrading enzymes produced by

basidiomycetes.

日本菌学会

(平成11年 5月21日-23日,弘前)

本田与一,入江俊一,松山柘郎,渡辺隆司,桑原

正章 :担子菌 pleurotu∫o∫trealu∫(ヒラタケ)
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のカルボキシン耐性マーカーを用いた形質転

換系の開発

入江俊一,本田与-,平野達也,八重樫香,佐藤

利次,江井仁,渡辺隆司,桑原正章 :ハイグ

ロマイシン耐性マーカーによる担子菌 ple-

urolu∫o∫trealu∫の形質転換

InternationalConferenceonEffectiveUtiliza-

lion ofPlantation Timber

(平成11年 5月21日～23日,台湾)

T.HATA,L.PuLII)0-NovICIO and Y.IMAMURA:

Ultrastructuralinvestigationfornew applica-

tionofwoodcharcoalunderdinTerentthermal

conversiontechniques

Y.YANASE,Y.FuJll,S.OKUMURA,Y･IMAMURAand

T.YosHIMURA:Detectionoracousticemission

(AE)generatedbytermiteattackinawoode

house

S,KAWAl,K.OHNISHl,良.SUGAWARA,Y･OKUDAIRA

andM･ZHANG:Newprocessingtechnologyfわr

aligninglignocellulosicfibers

K.KoMATSU:ResearchanddevelopmentsonJOlntS

fortimberconstructionsinrecentJapan

第18回朗環境科学総合研究所助成研究報告会

(平成11年 5月22日,熱海)

服部武文,徐 健柏,秋津教雄,島田幹夫 :外生

菌根菌の着生機構の生化学的解明

韓国嶺南大学特別講義

(平成11年 5月22日)

M.KUwAHARA:Characterizationandutilizationof'

lignindegradingenzymesproducedbywood-

rottingbasidiomycetes

日本防菌防徴学会第26回年次大会

(平成11年 5月24日～25日,大阪)

木口 実,土居修一,嘉手苅幸男,中村俊一,長

谷川益男,森 満範,今村祐嗣 :屋外暴露さ

れた木材表面の光安定化による防カビ効果

土居修一,堀沢 栄,今村祐嗣,小沢 衛,森山

康司 :浴室汚染菌に対する数種の木材の成長

抑制力検討

沖谷貴久,高橋旨象,足立昭男 :国産針葉樹材の

耐朽性に与える抽出成分の影響

第54回木質科学研究所公開講演会

(平成11年 5月28日,黄葉)

黒田宏之 :マツ枯損防止のための新戟略構築-料

研費プロジェク トをめ ぐって一

師岡淳郎 :ゼロー200℃ での湿潤木材の レオロ

ン′-

小松幸平 :木橋 (もっきょう)の現状 と課題

日本材料学会大会

(平成11年 5月,福岡)

井上雅文,則元 京,演口隆幸 :常圧高温処理に

よる圧縮木材の寸法安定性

畑 俊充,今村祐嗣,小林恵美子,菊池 光 :電

子顕微鏡による木質炭素材料の微細構造解析

飯田生穂,西岡久麓,中村嘉明,柏 直樹,今村

祐嗣 :圧縮前処理法による木材の注入性の向

上一処理材 の気体透過 による評価 と実大試

験一

日本接着学会第37回年次大会

(平成11年 6月 4日～ 5日,横浜)

土居修一,田村靖夫,中村 彰,今村祐嗣 :合板

からのホルムアルデヒド放散 とカビ生長抑制

に関する予備的研究

loth lnternatiollalSymposium on Wood and

PulpingChemiLt;try

(平成11年 6月 7日-10日,横浜)

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

NAKAGAME,Y.HoNDA,M.KUwAHARA,K.

KoLLER and K.MESSNER:Peroxidation or

extracellularlipidproducedbyselectivewhite-

rotfhngl:possiblerolesinlignolysISatthesite

rarfrom enzymes

K MESSNER, K. KoLLER,K. FACKLER, E.

SREBOTNIKalldT･WATANABE:Pulpbleaching

by a coppel.based lignin depolymerization

SyStem
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M.ENOKl,T.WATANABE, S.KATAYAMA, S.

NAKAGAME,Y.HoNDA,M.KUwAHARA,K.

KoLIJERandK.MESSNER:Lipidperoxidation

duringwooddecaybyselectivewhite-rotfungl

The30thAnnualMeetingoftheInternational

Research Groupon WoodPreservation

(平成11年 6月 7日-11日,ローゼ ンハ イム,

ドイツ)

Y･FuJII,Y･YANASE,T･YosmMURA,Y･IMAMURA,S･

OKUMURA and M.KozAKI:Detection of

acousticemission (AE)generatedbytermite

attackinawoodehouse

S.Dot,M.MoRl,Y.IMAMURA,M.HASEGAWA,S.

MoRITA,S.NAKAMURA and Y.KADEGARU:

DominanantgeneraoffhngllSOlatedfrom the

surracesofsugi(CrJPiomeriajaponicaD･Don)

heartwoodlumbersexposedatsixsitesfrom

northern to southern regions orJapanese

islands

K.TsUNODA,T.YAKAHASHI,H.MATSUOKAandY.

HIKAWA:A method toevaluatetheefTTecti-

venessof'baitapplicationusingatransferred

nest or Coptotermes fbrmosanus Shiraki

(Ⅰsoptera:Rhinotermitidae)

M.K.YALINKILIC,W.DwIANTO,Y.IMAMURA,K,

TsUNODA and M･ TAKAHASHl: BiologlCal

resistance orsteam-compressed wood pre-

treatedwithboriccompounds･

S.YUsUF,Y.SUDIYANI,H･KAJITA,Y･IMAMURAand

M･ TAKAHASHI: Biological and physical

properties or phenolic-resin treated wood

beforeandafternaturalweathering･

Y.FUJIl,Y.YANASE,T.YAKAHASHl,Y.IMAMURA,S･

OKUMURA and M.KozAKl:Detection or

acousticemission (AE)generatedbytermite

attackinawoodenhouse

健康住宅推進協協議会第10回健康住宅セ ミナー

(平成11年 6月11日,大阪)

則元 京 二住空間と調湿機能

木の文化 と環境 フォーラム総会講演会

(平成 11年 6月12日,松本)

矢野浩之 :世界一強い木 と弱い木-次 世代の木質

材料をめざして-

International Workshop on SustainableUtilil

2:ationofRegionalResources

(平成11年 6月12日,東京)

S.KAWAl,M.ZHANG,L.MA and M.OKUMA:

Manufacture and propertiesorUF resins/

cementbondedparticleboardsfrom melaleuca

G.HAN,K.UMEMURA,S.KAWAIandH.KAJITA:

UpgradingorUトbondedstraw boardsuslng

silanecouplingagents

M. ZHANG, K. HATANO and M. KAWAl:

ManufactureandpropertiesoHignocellulosic

basedec0-materials

セルロース学会第 6回年次大会

(平成11年 6月15日～16日,札幌)

林 隆久,中井朋則,小西照子 :セルロース生合

成 におけるシュクロース合成酵素の役割

大宮泰徳,酒井富久美,林 隆久 :ポプラセル

ラーゼの分子生物学的研究

堀 律子,杉山淳司,伊東隆夫,M.MUELLER:

壁形成過程におけるセルロースの高次構造

杉山淳司,ウイリアム ･エルベル :ホヤセルロー

スの超微構造

今井友也,杉 山淳司 ‥β-キチ ン微結 晶の選択的

分子末端染色の検討

秋田県立大学木材高度加工研究所所内ゼ ミ

(平成11年 6月22日,能代)

小松幸平 :木橋 (もっきょう)の現状 と課題

第10回素敵 なステ ッキ研究会

(平成11年 6月25日,大阪)

井上雅文 :木の性質 と加工か らみた福祉用具への

可能性

鹿児島県地域技術講習会

(平成11年 7月 1日- 2日,鹿児島県名瀬)
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今村祐嗣 :木材の防カビ･防蟻処理

8血 InternatiomalCoference of ArabidopsIS

Research

(平成 11年 7月4日～ 9日, メルボル ン,

オース トラリア)

T.KoNISHI,F.SAKAlandT,HAYASHl:Functional

analヽ′sis orcellulose-synthase-like genes in

ArabidopsIS

oRK Ⅱ会 (大阪理化学機器協会)研修会

(平成11年 7月8日,大阪)

井上雅文 :最近の環境問題と木材

韓国林業研究院セミナー

(平成11年 7月13日,Seoul)

島田幹夫 :Biomimeticapproachtolignindegra-

dation based on recentad､′ancesin lignm

biodegradationresearch

ソウル大学農学部特別講義

(平成11年 7月14日,Seoul)

島田幹夫 ‥Al､eWaspectOrOXalicacidmetabolism

orwooddestroylngrunglinrelationtolignln

biodegradation

日本応用きのこ学会

(平成11年 7月14日～16日,つ くば)

入江俊一,本田与一,渡辺隆司,桑原正章 :ヒラ

タケにおける組換え遺伝子発現系の構築

河 孝哲,本 田与一,渡辺隆司,桑原正章 :

pleurolu∫o∫lγealu∫(和名,ヒラタケ)が生産す

るマンガンペルオキシダーゼ (MnP)の精製

と性質

忠南大学農学部特別講義

(平成11年 7月18日,Daecheon)

島田幹夫 =Anewaspectoroxalicacidmetabolism

orwood destroylng in relation to ligllm

biodegradation

和歌山県消費生活センター生活教養講座

(平成11年 7月22日,和歌山)

吉村 剛 :シロアリの防除と対策

東京大学大学院農学生命科学研究科高度化推進特

別経費による特別講義

(平成11年 ',7月23日～24日,東京)

梅揮俊明 :リグナンの化学と生化学

Cordon Research Conferenceon "Cellulases

and CellulosomeSM

(平成 11年 7月25日～30日,Andover,New

Hampshire,U.S.A)

J.SuGIYAMA:Aspectsorcellulosemicrofibrilsat

moleculardimension.

Special LectureinKasetsartUniversity

(平成11年 7月26日,バンコク,タイ)

T･WATANABE:BiologlCaland biochemicalcon-

′ヽersionorWoodbiomass

SpecialLectureinChiangMaiUniversity

(平成11年 7月28日,バンコク,チェンマイ)

T.WATANABE:BiologlCaland biochemicalcon-

＼′ersionorlへ′00dbiomass

木構造計算実務講座

(平成11年 7月28日～30日,鹿児島)

小松幸平 :木質構造の構造計算

千葉大学教育学部集中講義

(平成11年 8月 3日～6日,千葉)

則元 京 :木材加工学[

BiologiCal Science Seminar in Michigan

TechnologlCaltJniv即Sity

(平成11年 8月 7日,ホ-グトン,米国)

T･HAYASHl:Enhancementof-celluloseproduction

inAcetobaterx＼′1inum

三菱ガス化学講演会

(平成11年8月13日,東京)
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渡辺隆司 :鋼錯体フリーラジカル反応によるリグ

ニ ン分解

名古屋工業技術研究所発表会

(平成11年 8月20日,名古屋市)

川井秀一 :植物資源のゼロエ ミッションプロセス

ⅩVth International Symposium on Glyco･

conJugateS

(平成11年8月22日-27日,東京)

T.HAYASlil,T.NAKAIandT.KoNISHI:Sucrose

synthaseinthebiosynthesisorcelluloseand

callose

7th InternationalFungalBiologyConference

(平成11年 8月22日-25日,グローニンゲン,

オランダ)

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

andM.KuwAHARA:Carboxinresistanttrans-

formation of homobasidiomycete PleurotuJ

oStreatuS

京都府立大学大学院集中講義

(平成11年 8月23日-26日,京都)

則元 京 :高分子物性論

InternationalCouncilforResearchandInno-

vationinBuildingandConstruction,The32nd

WorkingCommissionW18-TimberStructures

(平成11年 8月23日-25日,グラーツ,オー

ス トリア)

K.KoMATSU,良.H.HwANGandY.Ⅰ,ro°:Static

cycliclateralloadingtestsonnailedplywood

shearwalls

TheSeventhEastAsiaPaci丘cConferenceon

StructuralEngineering良 Construction

(平成11年 8月27日-28日,高知)

K. KoMATSU, M. INOUE and T. MAYUMI:

Experimentalstudyonstructuralbehaviouror

laminatedheavytimberbridge

M.INOUE,M.SEZAKl,K.KoMATSU and K.

TANAKA:Fieldtestorlaminatedheavytimber

bridgecomposedorsug11aminae

第17回大阪木工機械展ポケットセミナー

(平成11年 9月25-27日,大阪)

井上雅文 :地球環境を支える木材利用 (だから-

-木は地球に優 しいのです.′)

井上雅文 :鉄より強い木材 (だから--木は強い

のです.′)

吉村 剛 :弱点の補い方 (だから--木は大丈夫

なのです.′)

井上雅文

川井秀一

吉村 剛

畑 俊充

景守紀子

今村嗣司

矢野浩之
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木質資源の リサ イクルと廃棄

しろありのはなし

炭のはなし

遺跡に見るいにしえの木材

木材防腐,防蟻処理

高強度木質材料



当 所 の 活 動

海外出張 ･その他

伊東隆夫 :第 8回国際細胞壁会議に出席および発

表 と資料収集のため (平成10年 8月31日～9

月 8日) イギリス

林 隆久 :第 8回国際細胞壁会議に出席および発

表 と植物細胞-の DNA 導入に関する研究打

ち合わせのため (平成10年 8月31日～ 9月 9

日)イギリス

小松幸平 :集成材半剛節骨組構造の非線形挙動の

解析のため (平成10年10月 1日～10月30日)

ドイツ

則元 京 :圧縮木材,化学処理木材についての共

同研究打ち合わせ と早生樹を用いた木材加工

について討論および資料収集｡木材の構造 と

物性に関する研究についての討論,ユーカリ

等早生樹造林地調査のため (平成10年10月10

日～10月21日)中国

今村祐嗣 :第4回太平洋地域木材解剖学会出席お

よび研究資料収集のため (平成10年10月25

日～10月27日)韓国

畑 俊充 :第4回太平洋地域木材解剖学会出席お

よび研究資料収集のため (平成 10年10月25

日～10月27日)韓国

桑原正章 :中国林業科学研究院創立40周年式典出

席および併催国際ワークショップ参加 ･発表

と建築における木質材料の利用に関する資料

収集,調査のため (平成10年10月26日～10月

31日)中国

野村隆哉 :第 5回国際竹会議に出席および研究発

表のため (平成10年10月31日～11月 9日)コ

スタリカ

波速隆司 :第 2回国際木質科学セ ミナー出席およ

び木材腐朽性担子菌類の研究資料収集のため

(平成10年11月 1日- 11月8日) インドネシ

ア

畑 俊充 :第 2回国際木質科学セ ミナー出席およ

び木質セメントボー ド開発のための研究資料

収集のため (平成10年11月 1日～11月 9日)

インドネシア

小松幸平 :第 2回国際木質科学セ ミナーに出席お

よび木質耐震構造に関する研究打ち合わせの

ため (平成10年11月 1日～11月9日)インド

ネシア

今村祐嗣 :第 2回国際木質科学セ ミナーに出席お

よび木質材料の耐候性に関する研究資料の収

集のため (平成10年11月 1日～11月 9日)イ

ンドネシア

島田幹夫 :第 2回国際木質科学セ ミナー出席およ

び講演と植物 ･微生物共生系の仕組みについ

ての調査 と資料収集のため (平成10年11月 1

日～11月 9日)インドネシア

高橋旨象 :第 4回環太平洋生物系材料シンポジウ

ムに出席および第 2回国際木質科学セ ミナー

出席のため (平成10年11月 1日-11月 9日)

インドネシア

川井秀一 :第 2回国際木質科学セ ミナーに出席お

よび発表 と非木材 リグノセルロースの利用技

術に関する資料収集のため (平成10年11月 1

日～11月 9日)インドネシア

吉村 剛 :第 4回環太平洋生物系材料シンポジウ

ムおよび第 2回国際木質科学セ ミナーに出

席,発表のため (平成10年11月 1日～11月 9

日)インドネシア

矢野浩之 :第 4回太平洋木質複合材料シンポジウ

ムおよび第 2回国際木質科学セミナー出席,

発表 と研究資料収集のため (平成10年11月 1

日～11月 9日)インドネシア

服部武文 :第 2回国際木質科学セ ミナーに出席お

よび発表 と菌根菌培養に関する情報交換のた

め (平成10年11月 3日～11月10日)インドネ

シア

桑原正章 :第 2回国際木質科学セミナー出席およ

び林産資源の利用に関する研究打ち合わせの

ため (平成10年11月 3日～11月 9日)インド

ネ シ ア

林 隆久 :第 2回国際木質科学セ ミナーに出席お

よび樹木育成の調査のため (平成10年11月 3

日～11月 9日)インドネシア

梅津俊明 :第 2回国際木質科学セ ミナーに出席お

よび発表 と共同研究打ち合わせのため (平成

10年11月 4日～11月9日)インドネシア

師岡俊朗 :第 2回国際木質科学セ ミナーに出席の

ため (平成10年11月4日～11月10日)インド
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ネシア

今村祐嗣 :エクステリアウッドの研究打ち合わせ

および木質複合材料の耐候性についての討議

と研究資料の収集のため (平成10年11月21

日-11月30日)オース トラリア,ニュージー

ランド

桑原正章 :早生樹の紙 ･パルプ製造の新技術に関

する国際シンポジウムに出席および研究資料

収集のため (平成10年11月22日～11月25日)

中国

波速隆司 :早生樹の紙 ･パルプ製造の新技術に関

する国際シンポジウムに出席および研究資料

収集のため (平成10年11月22日-11月26日)

中国

畑 俊充 :木質の熱分解によるバイオエネルギー

の開発の共同研究および複合材料の電子顕微

鏡的解析にかかる研究打ち合わせのため (辛

成10年11月22日～12月24日) ドイツ,オラン

ダ

梅滞俊明 :リグナン生合成に関する共同研究打ち

合わせおよび資料収集のため (平成10年12月

2日～12月6日)アメリカ

川井秀一 :創成的基礎研究に関する現地調査と資

料収集のため (平成10年12月11日-12月19

日)タイ,フィリピン

吉村 剛 :第13回国際社会性昆虫学会出席および

発表と研究内容のレビューのため (平成10年

12月27日-平成11年 1月 8日)オース トラリ

ア

今村祐嗣 :サンパウロ大学での特別講義および研

究資料収集のため (平成11年 1月30日～2月

7日)ブラジル

林 隆久 :セルロース合成酵素およびセルラーゼ

に関する情報収集のため (平成11年 2月22

日～3月6日)アメリカ,カナダ

角田邦夫 :保存処理建築材に関する国際協同研究

についての討議のため (平成11年 3月2日～

3月12日)カナダ,アメリカ

小松幸平 :汎太平洋木構造会議 '99に出席および

発表と木材加工技術の調査と資料収集のため

(平成11年 3月13日-3月22日)ニュージー

ランド

高橋旨象 :化学修飾木材の耐候性 とその機構に関

する論博研究者の指導のため (平成11年 3月

8日-3月28日)インドネシア

井上雅文 :共同研究に関する打ち合わせおよび水

蒸気処理による木質ボード類の寸法安定化に

関する資料収集のため (平成11年 3月 2日-

3月12日)カナダ,アメリカ

矢野浩之 :オース トラリアにおけるバイオマス資

源のカスケー ド型利用に関する調査と情報収

集のため (平成 11年4月11日-4月21日)

オース トラリア

梅津俊明 二リグナン生合成の分子生物学とバイオ

テクノロジーに関する共同研究のため (平成

11年 4月19日-11月19日)アメリカ

馬場啓一 :木部分化の分子機構に関する研究のた

め (平成11年 5月6日～平成12年 3月 3日)

アメリカ

角田邦夫 :国際木材保存学会出席および研究資料

の収集のため (平成11年 5月14日～6月15

日)アメリカ,カナダ, ドイツ,オース トリ

ア

桑原正章 :韓国農芸化学会での講演および嶺南大

学セ ミナーに出席のため (平成11年5月18

日～ 5月21日)韓国

川井秀一 :造林木の有効利用に関する国際会議に

出席および発表とセメントボード開発に関す

る研究打ち合わせのため (平成11年 5月19

日～ 5月26日)台湾

畑 俊充 :造林木の有効利用に関する国際会議に

出席および発表のため (平成11年 5月20日-

5月24日)台湾

小松幸平 :造林木の有効利用に関する国際会議に

出席および発表と木材加工技術の調査と資料

収集のため (平成11年 5月20日- 5月26日)

台湾

今村祐嗣 :造林木の有効利用に関する国際会議に

出席および発表のため (平成11年 5月21日-

5月24日)台湾

今村祐嗣 :第30回国際木材保存会議に出席および

発表と研究資料収集のため (平成11年 6月 5

日～6月13日) ドイツ

高橋旨象 :第30回国際木材保存会議に出席および
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木質建築物の維持管理に関する資料収集のた

め (平成11年 6月 5日～ 6月20日) ドイツ,

フランス

畑 俊充 :木質セラミックスの微細構造解析 とバ

イオエネルギーに関する共同研究打ち合わせ

並びに資料収集のため (平成11年 6月23日～

7月25日) ドイツ

川井秀一 :中国産ケナフ資源の有効利用に関する

調査および共同研究打ち合わせのため (平成

11年 6月24日～6月30日)中国

島田幹夫 :韓国国立林業研究院および忠南大学で

の森林微生物バイオテクノロジーについての

講演のため (平成11年 7月12日- 7月20日)

韓国

杉山淳司 :セルラーゼ とセルロソームに関する

ゴー ドンリサーチコンファレンスに出席およ

び講演のため (平成 11年 7月24日- 7月31

日)アメリカ

渡達隆司 :熱帯性 リグニン分解菌の利用に関する

共同研究の打ち合わせおよび講演のため (辛

成11年 7月24日～ 7月30日)タイ

杉山淳司 :セルロースおよびセルラーゼに関する

共同研究並びに教育活動のため (平成11年 8

月 1日～ 10月 3日) フランス, スウェーデ

ン,オランダ

桑原正章 :木材資源の利用に関する資料調査およ

び研究討議のため (平成11年 8月13日～ 8月

17日)中国

小松幸平 :ラージフィンガージョイント共同研究

の打ち合わせ並びに第32回国際建築研究情報

会議出席および発表のため (平成11年 8月17

日- 8月27日)オース トリア, ドイツ

本田与- :組換え糸状菌を用いた環境修復に関す

る調査研究のため (平成11年 8月22日～ 9月

10日)オランダ,イギリス,スペイン,スイ

ス

高橋旨象 :論博研究者の研究指導並びにインドネ

シア木材学会大会に出席および木材保存に関

する講義のため (平成11年 8月28日～ 9月11

日)インドネシア

畑 俊充 :南京林業大学での講演および研究資料

収集のため (平成11年 9月 2El～9月 6日)

中国

波速隆司 :南京林業大学での講演および研究資料

収集のため (平成11年9月 2日-9月 6日)

中国

今村祐嗣 :木材の熱変換に関する研究打ち合わせ

および研究資料の収集 と木造建築物の調査の

ため (平成11年 9月19日～ 9月30日)オラン

ダ, ドイツ

則元 京 :木材の横圧縮加工についての情報収集

のため (平成11年 9月22日- 9月28日)中国

人事往来 ･その他

1.所内 (人事)

矢野浩之 :京都府立大学農学部講師より複合材料

分野助教授に採用 (平成10年10月 1日)

福田清春 :木質環境研究部門 (客員)教授に採用

(平成11年 4月 1日)

小島一男 :基碇物理学研究所事務長に配置換 (平

成 11年 4月 1日)

塩見良隆 :経理部課長補佐から事務長に昇任 (辛

成 11年 4月 1日)

大川昌治 :奈良国立博物館から会計掛主任に転任

(平成11年 4月 1日)

玉井裕之 :経理部第一用度掛へ配置換 (平成11年

4月 1日)

2.所外 (外匡l人来訪)

McclltildMERl.Z (パ リ国立 自然史博物館)木彫

にかかわる日本産木材樹種の調査 (平成11年

5月6日･6月5日)

InderSAXENA .二アメリカ合衆国 ･テキサス大学植

物科学科)セルロース生合成に関する研究

(平成11年 7月 8日･8月15日)

李 大剛 (南京林業大学木材工業科学科)木材の

組織構造に関する研究 (平成11年 8月2日 ･

8月30日)

AlesandroGANDINI(グルノーブル国立工学研究

所 ･紙および工業印刷専門校教授)ポリマー

合成に関する研究討議およびセ ミナーのため

来所 (平成11年 3月21日･23日)

余世蓑 (南京林業大学学長),王厚立 (南京林業

大学木材工業学院院長),王活字 (南京林業
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大学国際合作処副処長)学術交流に関する打

ち合わせのため来所 (平成11年 5月10日)

NelsonDuRAN (カンピナス大学化学研究所教授)

担子菌によるリグニン分解に関する研究討議

およびセ ミナーのため来所 (平成11年 6月11

日 ･13日)

KarinFACKLER (ウィーン工科大学生物化学工学

微生物学研究所研究員)鋼錯体フリーラジカ

ル反応に関する研究のため来所 (平成10年 6

月 ･11日13日)

ChartchaiKHANONGNUCH (タイ ･チェンマイ大学

農産学部講師)熱帯性 リグニン分解菌の分離

と利用に関する研究のため来所 (平成 9年 8

月 1日･9月29日)

Omon.S.TsIKHUEMHENF(チェコ科学アカデミー

微生物学研究所博士研究員)リグニン分解菌

およびリグニン分解酵素に関する研究のため

来所 (平成10年 5月20日)

NurwatiHADJIB (インドネシア ･林産物社会経済

研究開発センター研究員)化学処理木材 ･木

質材料の物理 ･機械特性に関する研究のため

来所 (平成11年 2月15日～ 2月28日)

許 柏鳴 (南京林業大学木材工業学院副教授)家

具,デザイン,木質材料に関する研究のため

来所 (平成10年 9月 2日･9月30日)

AnitaFirmantiLovIAN (インドネシア ･労働省建

築研究所研究員)木質セメントボー ドの耐火

性能の研究のため来所 (平成10年11月23日 ･

平成11年 2月20日)

張 敏 (農林水産省森林総合研究所科学技術特

別研究員)植物繊維からの高性能材料の創製

の研究のため来所 (平成11年 2月 8日･平成

12年3月31日)

趨 掠 (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 (平成11年 4月 1

日･平成12年 3月31日)

石 徳新 (南京林業大学助教授)学術交流にづ く

共同研究の打ち合わせおよび日本における教

育,研究体制の調査のため来所 (平成11年 8

月 2日･8月27日)

SUBYAKTO (R&D CenterforApplied Physics

Researcher)木質材料の耐火性の向上につい

ての研究のため来所 (平成11年 7月 1日 ･9

月28日)

Anita FirmantiLovIAN (Research lnstitute or

HumanSettlement)木質セメン トボー ドの

耐火性能の研究のため来所 (平成11年 8月19

日-平成12年 2月18日)

BambangPRASETYA (インドネシア科学院応用物

理研究開発センター研究員)インドネシア熱

帯林から分離された白色腐朽菌を用いるクラ

フ トパルプ漂白の最適化の研究のため来所

(平成10年 7月20日～ 9月17日)

RidwanAchmadPASARIBU (インドネシア林務省

林産物および社会経済開発センター ･ペマタ

ン ･シアンタ-林産研究所所長)バイオパル

ビングおよびバイオ漂白の研究ため来所 (辛

成10年 7月20日～ 8月 2日)

AimAbdurachimIDR王S(インドネシア ･労働省建

築研究所技術部長)木質構造部材の力学的性

能に関する研究のため来所 (平成10年 7月20

日～ 8月 2日)

LISWIDOWATI(インドネシア ･科学院生物学研究

開発センター上席研究員)熱帯産広葉樹の生

理活性抽出成分の探索と同定の研究のため来

所 (平成10年8月25日-10月23日)

WiwikSringatinSuBOWO (インドネシア ･科学院

応用物理研究開発センター主席研究員)熱帯

産木材の耐久性の解明の研究のため来所 (平

成10年 9月 1日～9月14日)

播 彪 (南京林業大学木材工業学院副教授)早

生樹の細胞構造に関する共同研究のため来所

(平成10年 9月 2日～ 9月30日)

BambangSUBIYANTO (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長)水

熱処理による早生樹圧密化木材および木質材

料の高寸法安定化の研究のため来所 (平成10

年11月23日～平成11年 2月20日)

I.G.K.TapaDARMA (ボゴール ･農科大学林産部

講師)拠点大学方式国際交流 (JSPS)に基づ

く交流のため来所 (平成11年 1月24日～ 2月

6日)

NurwatiHADJIB(インドネシア ･林務省林産物社

会経済学研究開発センター研究員)複合材料
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における化学化工 (平成 11年 2月15日～ 2月

28日)

RetnoYusIASIH (イン ドネシア ･科学院応用物理

研究開発センター研究員)熱帯産木材の耐候

性 と耐久性研究のため来所 (平成11年 7月 1

日-7月14日)

sUBヽ′AKTO (イン ドネシア ･科学院応用物理研究

開発セ ンター研究員)木質材料の耐火性の向

上についての研究のため来所 (平成11年 7月

1日- 9月28日)

LimaKARLINASARl(ボゴール ･農科大学講師)木

材の物性 に関する調査のため来所 (平成11年

7月 1日- 7月14日)

sriPUJIASTUTI(インドネシア ･科学院応用物理研

究開発セ ンター研究員)セルロースか らの機

能性糖誘導体の生産の研究のため来所 (平成

11年 7月 1日～7月14日)

EuisHermiatiSuHERMAN (インドネシア ･科学院

応用物理研究開発センター研究員)木材の化

学的利用の調査研究のため来所 (平成11年 7

月 1日～ 7月14日)

Bardet Sandrine NADIA (モ ンペ リエ ･第 2大

学機械土木工学研究所博士課程 TA)高温湿

潤木材のクリープの研究のため来所 (平成 11

年 7月6日- 8月26日)

saxenaInderMoHAN (テキサス大学講師)セル

ロース生合成に関する研究のため来所 (平成

11年 7月9日- 8月15日)

李 大剛 (南京林業大学助教授)木材の組織構造

に関す る研 究 のため来所 (平成 11年 8月 2

日-8月30日)

BambangSubiyanto (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長)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11年9月 1日～11月29日)

DidiekHadjarGoENADI(イン ドネシア ･栽培穀

物バイオテクノロジー研究所主席研究員)オ

イルパームのゼロエ ミッシ ョン (平成11年9

月 1日～ 9月14日)

NurulSUMIASRI(インドネシア ･科学院応用物理

研究開発セ ンター研究員)樹木生理に関する

調査のため来所 (平成11年 9月 1日～ 9月14

日)

RLldiDUNGANl(ウイナヤ ･ムクティ大学講師)

シロアリの食害に関する調査のため来所 (辛

成 11年 9月12日～ 9月25日)

MertzAnnelieseHenrietteMECHTILD(パ リ自然史

博物館研究員)木彫にかかわる日本産木材樹

種の調査のため来所 (平成11年 9月21日～平

成 12年 9月 9日)
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