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当 所 の 活 動

講 演

5thBrazilianSymposium ontheChemistryof

LigninsandOtherWoodComponents

(平成9年8月31日～9月5日,クリチバ,ブラジル)

M.KUwAHARA:ReactionoflignlnperOXidasein

organicmedia

カンピナス大学特別講義

(平成9年9月5日,カンピナス州立大学,ブラジル)

桑原正章

FourthinternationalConferenceonCarbonDiox-

i°eUtilization

(平成 9年 9月7-11日,京都)

T.HAYASHI:CelluloseasabiologicalsinkofC0 2

第 5回樹木分子 ･細胞生物学シンポジウム

(平成 9年9月12日,東京)

杉山淳司 :セルロース分子鎖の生合成方位の実験的

解明

日本 しろあり対策協会, しろあり防除施工士受験資

格第 2次指定講習会

(平成 9年 9月12日,大阪)

高橋旨象 :防除斉机こ関する実務的知識

1997年度日本建築学会大会

(平成 9年 9月13-15日,千葉)

小松幸平,田中博之,堀野克年,高橋 智 :OSBを

面材 とした木造軸組構造用耐力壁の水平せん断

耐力

IUMRS97

(平成 9年 9月16日,千葉)

川井秀一 :TowardstheSustainalbeUtilization

of Ligno-cellulosic Resources(Key Note

Address)

日本生物工学会 1997年度大会

(平成 9年 9月17-19日,東京)

中井朋則,外内尚人,土田隆康,吉永文弘,森 仁

志,酒井富久美,林 隆久 :セルロース合成酵

素オペロンの発現制御機構

桑原正章 :リグノセルロースの利用のためのバイオ

(1997年 9月～1998年 8月)

プロセス

5thInternationalCongressofPlantMolecular

Biology

(平成 9年 9月21-27日 シンガポール,シンガポ

ール)

F.SAKAI,Y.IsHIHARA,H.SAKAI,N.KIOKAandH.

KURODA:Goatgrowthhormoneexpressedin

electroporation-transfected protoplasts of

LiriodendrontulipiferaL.

J.QIAO,H.KURODAandF.SAKAI:Foreigngene

transferinpoplartreebyelectroporation

P.C.ScuTT,Y.KAMISUGI,F.SAKAlandP.M.

GII,MARTIN:IsolationofSilenelatlfoliaSex

Chremosomesby Argon ion LaserBeam

Dissection

H.KURODA,Y.YAMAUCHIandF.SAKAI:Stilbene

synthaseisogenesfrom Japanesepine

日中共同ニヤ遺跡学術研究国際シンポジウム

(平成 9年 9月22,23日,京都)

伊東隆夫 :木質の調査

和歌山県木連研修会 ｢今後の住宅産業の展開と国産

材利用の方策｣

(平成 9年 9月30日,田辺)

川井秀一 :住宅に関わる木材 ･木質材料 とその展望

小松幸平 :今後の木造住宅の工法 ･構造の展望

第 27回木材の化学加工研究会シンポジウム

(平成 9年10月2- 3日,旭川)

石原茂久 :木質系炭素材料素材開発の新しい展開

西宮耕栄,畑俊充,石原茂久 :X線光電子分光法に

よる木質炭化物の分析

ボゴール農科大学講演

(平成 9年10月6日,ボゴール,インドネシア)

梅津俊明 :リグナンの化学 と生化学

日本 しろあり対策協会,平成 9年度 しろあり防除施

工士豊海更新研修会

(平成 9年10月9日,大阪)

高橋旨象 :環境 と防除
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高橋旨象 :薬剤について

国民大学校･山林科学研究所創立 10周年記念国際シ

ンポジウム,ForestSciencein21stCentury

(平成 9年10月15日,ソウル,韓国)

M.TAKAHASHI:Wood-preserving techniquesto

preventbioideteriorationofwoodenhousein

Japan

第7回地球環境産業技術動向調査報告会

(平成 9年10月17日,福岡)

酒井富久美 :汚染物質耐性植物 とその植栽技術に関

する調査

栃木県木材加工技術講習会

(平成9年10月17日,栃木)

井上雅文 :期待される圧縮木材

第5回高機能木質材料研究会

(平成 9年10月20日,神奈川)

井上雅文 :圧縮木材の原理 ･製造 ･利用

北京林業大学講義

(平成 9年10月20日,北京,中国)

則元 京 :木材の構造と物性

Asia-PasificBiochemicalengeneering confer-

ence1997

(平成 9年10月20日～23日,北京,中国)

M.G.SUNGUSI冬,Y.NAKAMURA,T.WAWADAand

M. KuwAHARA:Production of lignin-

degradingenzymebyfungl

建築技術セミナー

(平成 9年10月21日,広島)

今村祐嗣 :木造建築の耐久性向上と塗装

日本絶維板工業会創立 40周年記念講演会

(平成 9年10月23日,東京)

川井秀一 :わが国の木質系パネル開発研究の動向

日本木材加工技術協会第 15回年次大会

(平成 9年10月23-24日,東京)

宮武 敦,今村祐嗣,藤田和彦,和田 博,佐々木

貴 信,千 葉 一 弘 :故 障 モ ー ド影 響 解 析 法

(FMEA)を利用した木造橋の耐久設計

南京林業大学講義

(平成 9年10月24日,北京,中国)

則元 京 :木材の構造と物性

第 23回近畿アグリハイテク ･.シンポジウム

(平成 9年10月28日;京都)

酒井富久美 :木本植物の遺伝子単離

リグニン討論会

(平成 9年10月27,28日,札幌)

三亀啓吾,梅津俊明,島田幹夫 :Linumjlavum の

リグナン生合成酵素について

渡辺隆司,K.KoLLER,K.MESSNER,仲亀誠司,檀

牧子,本田与一,桑原正章 :ベルオキシラジカ

ル及びスーパーオキサイドアニオンの関与する

遷移金属錯体一電子移動系反応によるリグニン

の解重合

渡辺隆司,梶川博,工藤博,近藤恒夫,城代進,中

島由美,本田与一,桑原正章 :絶対嫌気性ルー

メン細菌による非フェノール性ベンジルエーテ

ルの開裂

奈良国立文化財研究所環境考古研修

(平成 9年10月28日,奈良)

伊東隆夫 :樹種の見分けかた

奈良林業試験場公開講演会 ｢木材保存剤としての銅

の現在 ･未来 (銅シンポジウム)｣

(平成 9年10月30日,奈良)

島田幹夫 :木材腐朽菌の代謝生理と解毒作用

高橋旨象 :鋼耐性菌による保存処理木材の劣化

第9回日本環境動物昆虫学会年次大会

(平成 9年11月 2- 3日,名古屋)

藤井義久,梁瀬佳之,奥村正悟,今村祐嗣,吉村 剛 :

プレー ト型ウェーブガイドを用いたシロアリ食

害 AEの検出

梁瀬佳之,藤井義久,奥村正悟,今村祐嗣,甲崎峰

男 :AEモニタリングによる木造建築内のシロ

の検出事例 (第 2報)

勝田純郎,中山幸治,高橋朋子,川井秀一,張 敏,

今村祐嗣 :パーティクルボードを利用したシロ

アリベイ ト剤

第 18匝lカナダ木材保存協会年次大会

(平成 9年11月3, 4日,バンクーバー,カナダ)

K.TsUNODA:Contributionofwoodpreservation

totheconservationofglobalecosystem

日本木材加工技術協会関西支部セミナー 『住宅と環

境』

(平成 9年11月 4日,高知)

則元 京 :住宅の居住性
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今村祐嗣 :住宅の耐久性

(社)日本木材加工技術協会木質ボー ド部会講習会

(平成 9年11月6日,東京)

川井秀一 :木質パネルの耐久性-屋内暴露一

鳥取大学大学院農学研究科 (生物機能学特論 Ⅰ)

(平成 9年11月13-14日,鳥取)

則元 京 :住宅の居住性

電子顕微鏡関西支部主催電子顕微鏡技術講習会

(平成 9年11月15日,京都)

伊東隆夫 :急速凍結ディープェッテング法

宇都宮大学大学院農学研究科特別講義

(平成 9年11月17-19日,宇都宮)

島田幹夫 :森林植物 と微生物の二次代謝生化学

絶維学会第 21回先端織維素材研究会講演会

(平成 9年11月21日,大阪)

則元 京 :住環境材料 としての新しい化学加工木材

未来エネルギー研究協会講演会

(平成 9年11月26日,京都)

桑原正章 :バイオマスエネルギーの現状 と展望

ダイセル化学工業総合研究所講演会

(平成 9年12月4日,姫路)

杉山淳司 :セルロースの高次構造に関する最近の話

題

科学技術交流財団ニューウッド開発研究会講演会

(平成 9年12月9日,宇治)

井上雅文 :木材の組織 ･物性 ･加工

SpecialSeminarimGoettingenUniversity

(平成 9年12月12日,ゲッチンゲン, ドイツ)

T.W ATANABE:Microbialdegradationoflignin

andlignln-Carbohydratecomplexesbyrumi-

nantanimals

日本木材学会第 5期研究分科会報告会

(平成 9年12月16日,東京)

今村祐嗣 :木質材料の耐久信頼性 と木質住宅の耐用

性の向上

日本分子生物学会 1997年度大会

(平成 9年12月16-19日,京都)

中井朋則,外内尚人,土田隆康,吉永文弘,森 仁

志,酒井富久美,林 隆久 :シュクロース合成

酵素の改変

未来開拓学術研究事業研究報告会

(平成 9年12月18,19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

京都府立大学大学院集中講義

(平成10年 1月5- 7日,京都)

則元 京 :高分子物性論

みやぎ木造建築セミナー'98

(平成10年 1月9日,仙台)

小松幸平 :新しい木質構造の可能性

材料学会木質材料委員会講演会

(平成10年 1月23日,大阪)

則元 京 :結露と湿度調節

平成 9年度もくもく塾

(平成10年 1月23日,大分)

小松幸平 :集成材構造物の現状 と今後の動向

第 7回日本応用糖質学会近畿支部講演会

(平成10年 1月30日,西宮)

渡辺隆司 :セルロース系オリゴ糖の機能開発

保存処理廃材のリサイクル講演会

(平成10年 1月30日,京都)

今村祐嗣 :保存処理廃材の回収システム

(社)日本木材保存協会講演会

(平成10年 1月30日,宇治)

角田邦夫 :保存処理廃材を原料にしたパーティクル

ボードの耐朽 ･耐蟻性

(社)日本 しろあり対策協会, しろあり防除施工士受

験資格第 1次指定講習会

(平成10年 2月12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

静岡大学農学部森林科学専攻特別講義

(平成10年 2月12,13日,静岡)

小松幸平 :木材接合,及び有限要素法の基礎

SamFranciscoStateUniversity特別講義

(平成10年 2月16日,SamFrancisco,USA)

T.HAYASHI:Cellulosebiosynthesisinplantsand

bacteria

UniversityofCalifornia,Davis特別講義

(平成10年 2月17日,Davis,USA)

T.HAl′ASHi:Cellulosebiosynthesisinplantsand

bacteria

Calgene特別講義

(平成10年 2月18日,Davis,USA)
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T.HAYASHl:Cellulosebiosynthesisinplantsand

bacteria

OklahomaStatetJmiversity特別講義

(平成10年 2月20日,Stillwater,USA)

T.HAYASHI:Cellulosebiosyuthesisinplants

andbacteria

地域異業種交流技術交流セミナー

(平成10年 2月25日,徳島)

今村祐嗣 :エクステリアウッドの現状 と課題

新プロ発表会

(平成10年 2月28日,藤沢)

川井秀一 :メラルーカ資源の利用 (II)木片セメン

トボードの製造 と性質

微生物機能の増強とそれを利用 した新規地球環境改

善技術の開発講演会

(平成10年 3月11日,横浜)

桑原正章 :木質科学研究所における木質バイオマス

利用の国際共同研究

和歌山県消費生活センター :生活教養講座

(平成10年 3月11日,橋本)

吉村 剛 :白蟻の防除と対策

健康住宅推進協議会セミナー

(平成10年 3月13日,京都)

今村祐嗣 :木材の防腐 ･防虫処理と環境問題

九州大学高度化推進事業講演

(平成10年 3月16日,博多)

則元 京 :水蒸気処理による軟質木材の圧密加工

九州大学農学部講演会

(平成10年 3月16日,福岡)

川井秀一 :ゼロエミッションマテリアルとしてのリ

グノセルロース資源

ルーメン研究会

(平成10年 3月29日,京都)

島田幹夫 :リグニンの生合成から生分解まで

ブリス トル大学ポリマ-グループセミナー

(平成10年 3月10日,ブリストル,イギリス)

J.SuGIYAMA:A crystallographic approach to

studyingthemoleculardirectionalityofcell

luloseandβ-chitin

フランス科学研究庁植物高分子研究所講演会

(平成10年 3月19日,グルノーブル,フランス)

J.SuGIYAMA:Crystallographicapproachtothe

moleculardirectionality ofcellulose and

β-chitin

GeneticsandCellularBiologyofBasidiomycetes

Ⅳ
(平成10年 3月27-30日,ニーメ-ゲン,オランダ)

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

and M.KUwAHARA:Isolation ofthegene

encodingtheiron-sulfurproteinsubunitof

succinate dehydorogenase from Pleurotus

ostreatus

第 16回ルーメン研究会｢植物細胞壁の木化過程とル

ーメン内消化性｣

(平成10年 3月29日,京都)

梶川博,近藤恒夫,渡辺隆司 :ルーメン微生物によ

るリグニンモデル化合物の分解

日本農芸化学会 1998年度大会

(平成10年 3月31-4月4日,名古屋)

石原靖之,喬 景波,黒田宏之,酒井富久美,木岡

紀幸,酒井 裕,駒野 徹 :形質転換ポプラ細

胞によるヤギ成長ホルモンの産生

小西照子,外内尚人,土田隆康,吉永文弘,森 仁

志,中井朋則,酒井富久美,林 隆久 :シュク

ロースからのセルロース合成

中井朋則,外内尚人,小島由貴子,土田隆康,吉永

文弘,森 仁志,酒井富久美,林 隆久 :形質

転換体 Acetobacterによるシュクロースからの

セルロース生産

冨永るみ,鮫島正浩,酒井富久美,林 隆久 :エン

ドウアポプラス ト中に生成するセロオリゴサッ

カライド

小段篤史,黒田宏之,酒井富久美 :アカマツのポリ

ケチド合成酵素のcNAクローニング

時松敏明,永井裕子,服部武文,島田幹夫 :褐色腐

朽菌 Tyromycespalustrisのシュウ酸合成酵素

河孝哲,岩本邦子,本田与一,渡辺隆司,桑原正章 :

担子菌 Pleurotusostreatus(ヒラタケ)が生産

するマンガンペルオキシダーゼ (MnP)アイソ

ザイムの精製と性質

岩原健二,本田与-,渡辺隆司,桑原正章 :担子菌

Bjerkanderaadusta(ヤケイロタケ)の生産す

るマンガンペルオキシダーゼ (MnP)による有

機溶媒中でのグアイアコールの重合
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渡辺隆司,K.KoLLER,K.MESSNER,仲亀誠司,檀

牧子,本田与-,桑原正章 :銅錯体一電子移動

系反応によるリグニンの解重合

日本木材学会第48回大会

(平成10年 4月3- 5日,静岡)

石原靖之,喬 景波,黒田宏之,酒井富久美,木岡

紀幸,酒井 裕,駒野 徹 :エレクトロポレー

ションによるポプラのstabletransformation

中井朋則,外内尚人,小島由貴子,土田隆康,吉永

文弘,森 仁志,酒井富久美,林 隆久 :シュ

クロースからのセルロース生産

黒田宏之,酒井富久美,園城倫子 :アカマツのスチ

ルベン合成酵素遺伝子

小段篤史,黒田宏之,酒井富久美 :スチルベン合成

酵素遺伝子プローブによるアカマツ芽生 え

cDNAライブラリーのスクリーニング

黒田慶子,黒田宏之,A.M.LEWIS:顕微鏡下での

仮道管キャビテーションおよびAEの検出

鈴木史朗,梅津俊明,島田幹夫 :Arctium lapPa登

熟種子におけるリグナンの生合成について

奥西智哉,梅津俊明,島田幹夫 :Daphnegenku)aの

リグナンについて

永井裕子,時松俊明,服部武文,島田幹夫 :銅耐性

を有する褐色腐朽菌 Tyy10myCeSPalustrisのシ

ュウ酸合成酵素の生成 と性質

服部武文,徐 健櫓,秋津教雄,赤松やすみ,太田

明,岡部宏秋,島田幹夫 :共生菌根菌の有機酸

生産に及ぼす培地の影響

服部武文,西山明雄,島田幹夫 :フェニルアラニン

によるPhanerochaetech7ySOSPorium PALの

活性誘導とベラトリルアルコール生産阻害

清重真理子,伊東隆夫,飯野盛利 :クロマツの木部

組織の配列方向決定に及ぼすオーキシン極性輸

送の影響

豊田純一郎,有留洋子,馬場啓一,伊東隆夫,日尾

野 隆 :引張あて材形成中に発現する遺伝子の

相同性検索

鈴木 潔,伊東隆夫 :ホテイチクの木化に伴う細胞

壁構造の変化一急速凍結 ･ディープェッチング

法による観察-

J.HAFREN,藤野猛史,伊東隆夫 :分化中のクロマツ

仮道管細胞壁のディープェッチング法による可

視化

木村 聡,伊東隆夫,棲井直樹 :オオムギの野生種

と変異種におけるセルロース量の違いとロゼッ

トの関係

今井友也,杉山淳司,J.L.PuTAUX :HRTEM 像の

位相情報からみたシオグサセルロースのドメイ

ン構造

大山幹成,馬場啓一,伊東隆夫 :日本産ブナ科樹木

のDNA分類-コナラ属を中心に-

伊藤弘道,本田与一,渡辺隆司,桑原正章 :食用担

子菌を用いたバイオレディエーションに関する

研究-ヒラタケによる塩素化フェノールの分解

渡辺隆司,仲亀誠司,榎牧子,本田与-,桑原正章,

K.KoLLER,K.MESSNER:銅錯体-ハイドロパ

ーオキサイド系反応によるリグニンの解重合

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(Ⅳ)

桂一梁接合部に用いた強化 LVL接合板の強度

性能

井上雅文,大前宏輔,則元 京,金山公三,小原光

博 :ロールプレスによる木材の横圧縮大変形

杉山真樹,大越 誠,則元 京 :化学処理木材の力

学緩和 (Ⅳ)

小幡谷英一,小野晃明,則元 京 :飽水状態におけ

る木管楽器 リード用葦材の振動特性

小幡谷英一,大野善隆,則元 京 :塗装膜の動的粘

弾性(Ⅰ)一動的粘弾性の経時変化および熱処理

による変化

古田裕三,則元 京,矢野浩之 二膨潤状態における

木材の熟軟化挙動(Ⅵ)一構成成分の寄与-

ワヒュ一 ･ドウイアント,師岡淳郎,則元 京 :高

温 ･高圧水蒸気下での木材の横圧縮クリープ

渡辺宇外,則元 京,藤田 稔 :仮道管横断面の圧

縮変形

本多幸子,師岡淳郎,則元 京 :湿潤木材の横圧縮

変形

古田裕三,則元 京,矢野浩之 :乾燥条件の変化が

木材の曲げヤング率に与える影響

処理としての煩煙熱処理の効果一

原田寿郎,谷内博規,佐藤夕子,服部順昭,今村祐
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嗣 :木質材料における建設省告示表面試験 と

ISO5660コーンカロリーメーター試験の相関

木口 実,森 満範,土居修一,長谷川益夫,中村

俊一,嘉手苅幸男,今村祐嗣 :木材保護塗料の

地域別暴露による耐候性の評価 (Ⅳ)一塗料タ

イプ別劣化傾向-

M.K.YALINKILIC,蘇 文禄,吉村 剛,今村祐嗣,

畑 俊充,石原茂久,高橋旨象 :ホウ酸を混合

した難燃処理合板の防腐性能 と表面性能

村瀬宏一,畑 俊充,今村祐嗣,石原茂久 :スギ材

の透過性に及ぼす熱処理の影響

今村祐嗣,梶田 照,樋口尚登 :低分子量フェノー

ル樹脂含浸処理による木材材質の改善 (1)中性

およびアルカリ性樹脂の影響

古野 毅,今村祐嗣,西宮耕栄,梶田 照 :低分子

量フェノール樹脂含浸処理による木材材質の改

善 (2)木材中での樹脂の トポグラフィー

M.K.YALINKILIC,蘇 文橡,吉村 剛,今村祐嗣,

畑 俊充,石原茂久,高橋旨象 :ホウ酸を混合

した難燃処理合板の防腐性能 と表面性能

畑 俊充,杉 至朗,今村祐嗣,石原茂久,梶田 照 :

接着剤混入法による難燃性木質材料の製造-X

線光電子分光法による薬剤成分の移動の解析-

SUBYAKTO,T.HATA,I.IDE.S.KAWAI,Y_IMAMURA,

S.IsHIHARA.･Investigation ofanisotpropy

characteristicinthermalpropertiesofcar-

bonphenolicspheres

梶本武志,高垣昌史,畑 俊充,今村祐嗣,石原茂

久 :高速熱分解法によるCCA処理木材の成分

分離

LL.PULIDE,T.HATA,Y.IMAMURA,S.IsHIHARA,T.

KAJIMOTO:Purification of heavy一metal

contaminatedwaterbywoodpowdercarbon-

izedathightemperature

坂本義和,築瀬佳之,藤井義久,奥村正悟,今村祐

嗣,吉村 剛 :振動刺激に対するイエシロアリ

の反応

浅野典男,西村 淳,西宮耕栄,畑 俊充,今村祐

嗣,石原茂久,富田文一郎 :木質炭化物による

室内環境の浄化 ･制御 (Ⅰ)木質炭化物のホル

ムアルデヒド吸着性能

西村 淳,浅野典男,西宮耕栄,畑 俊充,今村祐

嗣,石原茂久,富田文一郎,井出 勇,月東秀

夫 :木質炭化物 による室内環境の浄化 ･制御

(ⅠⅠ)組成比の異なる接着剤で調製した合板から

のホルムアルデヒドの放出量

吉村 剛,高橋旨象 :ガルバ リューム溶射処理木材

の生物劣化抵抗性

松岡宏明,吉村 剛,角田邦夫 :ベイ トシステムに

よる地下シロアリの防除 (Ⅳ)-コロニー根絶

後の新コロニーの侵入一

川井秀一 :メラルーカ資源の利用(Ⅰ)パーティクル

ボー ドの製造 と性質

岸本芳昌,川井秀一,王 潜 :配向性ランバー(Ⅳ)

山内秀文,三浦 泉,岡崎泰男,佐々木光,川井秀

一 :スパイラルワインディング法による円筒形

LVLの製造(Ⅳ)-木理傾斜 を持つ LVLのバ

ットジョイントの避距 と強度-

林 知行,宮武 敦,川井秀一 :木質ボー ド類の信

頼性評価 (ⅠⅠⅠ)- 5年間の屋外暴露による強度

分布の変化-

村上幸一,上田 膏,松田 明,張 敏,河崎珠美,

川井秀一 :表層に単板は偉材を用いた三層表層

配向OSBの製造 と性質 (第 2報)-ス トランド

厚さおよび蒸気噴射プレスの影響-

EeDINGWoNG,張 敏,川井秀一,王 潜 :木質

ボー ドの比重分布の形成 とその材質への影響

(ⅠⅠ)

川井秀一,張 敏,大熊幹章 :Melaleuca資源の利

用 (Ⅰ)- パーティクルボー ドの製造 と性質一

梶田 照,張 宏,矢野浩之,河崎珠美,川井秀一 :

ケナフを原料 とするボー ドの製造 と性質 (2)

馬 霊飛,山内秀文,オーランド･プリド一,佐々

木光,川井秀一 :竹質セメントボー ドの迅速硬

化 (ホットプレスの場合)

大場正一,南葉一志,笹田智貴,川井秀一 :軽量木

質繊維板 (VOF)の開発 とその基礎的材質

張 敏,川井秀一 :中空構造を持つバンプ-ファイ

バーボー ドの製造 とその性質

梅村研二,川井秀一,高橋昭博 :ポリオール少量添

加によるイソシアネー ト系樹脂の耐熱性向上の

メカニズムについて
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馬 霊飛,オーランド･プリド一,山内秀文,田村

靖夫,佐々木光,川井秀一 :スギ樹脂を原料と

する竹質セメントボードの製造 (II)

小松幸平,細川清司,黄 権燥 :木造傑締めラーメ

ン架構の水平せん断性能

小泉章夫,J.JENSEN,佐々木貴信,飯島泰男,松木

裕一,小松幸平 :仕口接合具としての木ダボの

引き抜き性能

佐々木貴信,小泉章夫,J.JENSEN,飯島泰男,田村

靖夫,小松幸平 :木ダボによる構造材の縦継ぎ

(3)大断面集成材の曲げ性能

高橋宏成,小松幸平,黄 橿燥 :釘打面材張 り耐力

壁における剛性耐力計算式の適合性に関する検

討

瀧野県二郎 :各種軸組壁の面内せん断性能 (･)

第 48回日本木材学会 組織と材質研究会

(平成10年 4月5日,静岡)

杉山淳司 :画像 を含めたIAWA-LISTSの普遍的

データベース化法

日本木材学会生物劣化研究会春期講演会

(平成10年 4月5日,静岡)

吉村 剛 :菌類利用によるシロアリ防除技術開発の

試みとその展望

日本植物生理学会 1998年度年会

(平成10年 5月3- 5日,札幌)

冨永るみ,井原由理,酒井富久美,林 隆久 :ワタ

細胞におけるpcsAポリペプチドの局在

小西照子,中井朋則,森 仁志,酒井富久美,林 隆

久 :シュクロースからのカロース生合成

豊田純一郎,有留洋子,馬場啓一,伊東隆夫,日尾

野 隆 :傾斜樹幹内であて材形成中に特異的に

発現する遺伝子の探索

岐阜大学大学院農学研究科特別講義

(平成10年 5月14-15日,岐阜)

梅津俊明 :リグナン及び関連化合物の化学と生化学

COSTActionE8ワークショップ

(平成10年 5月12日,フローレンス,イタリア)

則元 京 :木材の化学修飾,最近の研究と応用

塑性加工学会春期講演会

(平成10年 5月13-15日,大阪)

井上雅文,大前宏輔,則元 京,金山公三,小原光

博 :ロール成型時に発生する木材の破壊

日本菌学会第42回大会

(平成10年 5月16,17日,京都)

徐 健植,服部武文,秋津教雄,赤松やすみ,太田

明,岡部宏秋,島田幹夫 :外生菌根性担子菌類

が生産する有機酸に関する研究

木研公開講演会

(平成10年 5月22日,宇治)

馬場啓一 :あて材形成のメカニズム

角田邦夫 :地球生態系とシロアリ･木材保存

井上雅文 :木材利用と環境保護

エネルギー再資源化酵素技術研究会

(平成10年 5月26日,東京)

桑原正章 :酵素とバイオマスエネルギー

木勉会

(平成10年 5月28日,盛岡)

川井秀一 :住宅に関わる木質材料の最近の動向

南京林業大学特別講義

(平成10年 5月29日,中華人民共和国,南京)

井上雅文 :地球環境をささえる木材利用

井上雅文 :圧縮加工による軟質早生樹材の利用

吉村 剛 :日本における木材保存

Am InternationalSymposium on Biochemical

PrinciplesandMechanismsofBilISynthesisand

BiodegradationofPolymers

(平成10年 6月3- 6日,Munster,Germany)

T.HAYASHI:Enhancementofcelluloseproduc-

tionbyexpressionofplantsucrosesynthase

inAcetobacterxylinum

R.ToMINAGA,M.SAMEJIMA,F.SAKAI and T.

HAYASHI:Formation of cell0-

01igosaccharidesinthecellwallofelongat-

ingpeastems

第 12回キチン･キ トサンシンポジウム

(平成10年 6月11日,12日,別府)

杉山淳司,CLAIREBoISSET,渡適剛志,橋本昌征 :

βキチン生合成における分子鎖の方位について

The29thAnnualMeetingofThelnternational

ResearchGroupomWoodPreservation

(平成10年 6月14-19日,マーストリッヒ,オラン

ダ)

S.FusHIKI,T.SAITO,Y.KATUZAWA,M.K.YALIN

KILICandY.IMAMURA:Effectivenessofinsec-
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ticidesandfungicideadditiontoastrong

alkalineadhesiveontermiteresistanceof

plywood

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

P.i.MoRRISandJ.K.GRACE:Resistanceof

borate-treatedlumberinthefield,

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

M.TAKAHASHI:A new process in situ

polymerizationofvinylmonomersinwood

todelayboronleaching.

K.KoLLER,K.MESSNERandT.WATANABE:Deg-

radation oflignln modelcompoundswith

coordinatedcopperinthepresenceofperox-

ide.

7thInternationalConferenceonBiotechmology

inthePulpandPaperIndustry

(平成10年 6月16-19日,バンクーバー,カナダ)

M.KUwAHARA,S.YosHIDA,A.CHATANI,T.

WATANABE,and Y.HoNDA:Conersion of

lignin and lignln-related compounds by

ligninolyticperoxidasesinorganicsolvents

Y.NAKAMURA,T.SAWADA,M.G.SUNGUSIAand

M.KUwAHARA:Effectsofoperationalcondi-

tionsonlignin-degradingenzymeproduction

bywhite-rotbasidiomycete

D.H.GoNEADI,Y.AwAY,SUHARYANTO,T.PANJI,

T.WAOANABEandM.KUwAHARA:Biopulp-

ingofemptyfruitbunchesofoilpalm by

white-rotfungllSOlatedfrom troplCalplata-

tion.

T.WATANABE,K.KoLLERandK.MESSNER:De-

polymerizationofphenolicandnon-phenolic

ligninsbycopper/coordinationcompound/

peroxidereactions.

T.WATANABE,K.KoLLER and K.MESSNER:

Delignificationof14C-labelledpulpbycop-

per/coordination compound/peroxide reac-

tions

T.WATANABE,M.SATOUCHI,S.WAKABKYASHⅠ,K.

OHKUMA,T.TsUMIYA,M.NAKAJIMA,T.Ko-

sHIJIMA,and M.KuwAHARA:PhysiologlCal

functions of cellobiose continuously

producedbycellulaseultrafiltrationmem-

branebioreactor.

T.ToKIMATSU,Y.NAGAI,T.HATTORI,andM.

SHIMADA:Purificationandcharacterization

ofcytochromecdependentglyoxylatedehy-

drogenaseasnew enzymefrom Tyy10myCeS

palustris.

AnnualMeetingofAustrianSocietyforBiote-

chnology

(平成10年 6月16-19日,ウィーン,オース トリア)

K.KoLLER,K.MESSNER,andT.WATANABE.･Deg-

radationofligninmodelcompoundsbya

coppercoordinationcomplex.

フォリンテック ･カナダ ･セミナー

(平成10年 6月24日,カナダ,バンクーバー)

K.TsUNODA:Collaborative work on borate-

treatmentofsillplates.

高分子学会 98-1エコマテリアル研究会

(平成10年 6月25日,26日,箱根)

杉山淳司 :生分解性多糖材料の新展開 (Ⅰ)セルロ

ースの結晶構造と酵素分解機構

九州紙パルプ研究会

(平成10年 6月26日,福岡)

桑原正章 :担子菌の生産するリグノセルロース分解

酵素の利用

OSYセミナー

(平成10年 6月29日,コ-パ リス,アメリカ合衆国)

K.TsUNODA:Propertyenhancementofwoodby

doublediffusionprocess.

南京林業大学特別講演

(平成10年 6月30日,南京,中国)

桑原正章

今村祐嗣 :木質材料の防腐 ･防虫 ･難燃

セルロース学会第 5回年次大会 '98CelluloseR&D

(平成10年7月9-10日,宇治)

冨永るみ,鮫島正浩,酒井富久美,林 隆久 :エン

ドウ上腔軸アポプラス ト中に生成するセロオリ

ゴサッカライド

今井友也,杉山淳司,JEAN-LUcPuTAUX:二相モデ

ルに基づいたミクロフィブリル構造の解析(ⅠⅠ)

格子像の位相情報よりみた ドメイン構造

今井友也,CLAIREBoISSET,杉山淳司,五十嵐圭日
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子,鮫島正浩 :Valonia微結晶に対するCBHI

の選択的分解作用一結晶学的アプローチー

田中文男,福島厚哉,福井則子 :(1,4)一結合した

多糖のコンフォメーション解析

木構造住宅研究所セミナー

(平成10年 7月11日,大阪)

今村祐嗣 :木材の保存

姫路木材仲買協同組合講演会

(平成10年 7月14日,姫路)

川井秀一 :木材流通との現状 と将来の展望

京都府立大学大学院農学研究科集中講義

(平成10年 7月14-17日,京都)

島田幹夫 :木質バイオマス持論

第 20回糖質シンポジウム

(平成10年 7月15--17日,札幌)

中井朋則,外内尚人,土田隆康,吉永文弘,酒井富

久美,林 隆久 :シュクロース合成酵素の発現

とその利用

日本応用きのこ学会第 2回大会 ･シンポジウム

(平成10年 7月16-18日,新潟)

桑原正章 :産業用酵素源としての担子菌の利用

日本接着学会木質 ･複合接着研究会

(平成10年 7月17日,大阪)

今村祐嗣 :木質建材の腐朽と虫害-ホルマリン問題

との関連-

AmericanDairyAssociation(ADSA)-American

SocietyofAnimalScience(ASAS)JointMeet-

ings,

(平成10年 7月17-31日,デンバー,アメリカ)

H.KAJIKAWA,H.KUDO,T,KoNDO,M.KUwAHARA

andT.WATANABE:Degradationoffluores-

centlignlnmodelcompoundsbyruminant

microbes

和歌山県消費生活センター :生活数童講座

(平成10年 7月23日,和歌山)

吉村 剛 :白蟻の防除と対策

PhytochemicalSocietyofNorthAmerica1998

Conference

(July26-31,1998,Pullman,USA)

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

M.SHIMADA:StereochemiCal diversity in

lignanbiosynthesis

中国南京林業大学講演会

(平成10年 7月28日,南京,中国)

川井秀一 :木質資源のゼロエミッションプロセス

日本木材学会第6分科会第 3分科シンポジウム ｢環

境修復材料としての木材｣

(平成10年 7月31日,札幌)

島田幹夫 :バイオレメディェ-ション系におけるシ

ュウ酸の役割

米国ミシガン工科大学講演

(平成10年 8月2日,USA)

T.UMEZAWA:SterochemicalDiversityinLignan

Biosynthesis

インドネシア応用物理研究開発センター講演会

(平成10年 8月3日,バンドン)

川井秀一 :Zero Emission Process for Ligno-

cellulosicMaterials

MichiganTechnologicalUniversity特別講義

(平成10年 8月7日,Houghton,USA)

T.HAYASHI:Enhancementofcelluloseproduc-

tionbyplantsucrosesynthaseinAcetobacter

xylinum

18th lnternatiomalCarbohydrate Symposium

(ICS98)

(平成10年 8月9-14日,サンジエゴ,USA)

J.SUGIYAMA:Molecular directionality in the

biosynthesisofcelluloseIandβ-chitin:A

crystallographicapproach.

7thInternationalCongressofPlantPathology

(平成10年 8月9-16日,Edinburgh,Scotland)

H.KURODAandK.KURODA:Expressionofstil-

benesynthasegeneandpinewiltdiseases

平成 10年度森林インス トラクタ-董成講習

(平成10年 8月11日,大阪)

伊東隆夫 :森林の利用

国産中小径材の利用技術研究会

(平成10年 8月20日,大阪)

川井秀一 :地域林業に適合 したLVL化 システム

(ⅠⅠ)

6th International Mycological Symposium,

IMC6

(平成10年 8月23-28日,エルサレム,イスラエル)

K.MESSNER,P.ANDER,K.GRABNER,K.KoLLER,E.
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SREBOTONIK,S.SEMAR,H.ANKE and T.

WATANABE:Evaluation of fungal lignin-

degradingsystemsonradioactivitylabelled

pulp

日本材料学会第 2研究分科会講演会

(平成10年 8月25日,京都)

今村祐嗣 :木質炭化材料の将来

人事往来 ･その他

1.所 内

人 事

石原茂久 :停年退官 (平成10年 3月31日)

奥野昌一 :農学部附属農場京都事務掛長へ配置換

(平成10年 4月1日)

石田長男 :学生部から会計掛長に配置換 (平成10年

4月1日)

南 次男 :農学部庶務掛主任へ配置換 (平成10年 4

月 1日)

藤木清文 :再生医科学研究所から庶務掛主任に配置

換 (平成10年 4月 1日)

海外出張その他

高橋旨象 :｢早生樹ならびに農産廃棄物を原料にし

た化学修飾木質材料の耐候性に関する研究打ち合わ

せ及び資料収集のため｣(平成 9年 8月30日～9月11

日) インドネシア

黒田宏之 :｢第 5回国際植物分子生物学会議に出

席 ･発表ならびにマツの遺伝子発現に関する最新の

情報収集のため｣(平成 9年 9月21日～ 9月27日)

シンガポール

酒井富久美 :｢国際植物分子生物学会出席 ･発表の

ため｣(平成 9年 9月21日～9月27日) シンガポー

ノレ

本田与- :｢担子菌類における遺伝子発現系の構築

研究のため｣(平成 9年 9月24日～平成10年10月24

日) イギリス

渡遵隆司 :｢植物資源の利用におけるゼロエミッシ

ョン型変換プロセスに関する調査のため｣(平成 9

年10月 1日～10月8日) マレーシア

川井秀一 :｢オイルパーム資源の利用におけるゼロ

エミッション型変換プロセスの調査のため｣(平成 9

年10月1日～10月8日) マレーシア

畑 俊充 :｢オイルパーム資源の利用におけるゼロ

エミッション型変換プロセスの調査のため｣(平成 9

年10月1日～10月8日) マレーシア

今村祐嗣 :｢木質複合材料の耐候性向上についての

研究資料収集のため｣(平成 9年10月 1日～10月 9

日) カナダ,アメリカ合衆国

梅津俊明 :｢インドネシア産植物の生理活性及び木

材分解菌に関する情報収集のため｣(平成 9年10月2

日～10月11日) インドネシア

師岡敏朗 :｢早生樹の利用に関する調査及び資料収

集のため｣(平成 9年10月8日～10月20日) インド

ネシア

高橋旨象 :｢国民大学校 ･森林科学大学創立10周年

記念シンポジウムに出席及び木材保存に関する資料

収集のため｣(平成 9年10月14日～10月16日) 韓国

高橋旨象 :｢第11回世界林業会議に出席及び研究資

料収集のため｣(平成 9年10月17日～10月23日) ト

ノレコ

則元 京 :｢中国における木材物性研究についての

資材料収集のため｣(平成 9年10月19日～10月28日)

中国

角田邦夫 :｢カナダ木材保存協会年次大会に参加及

び木材の高耐久化に関する国際共同研究についての

討議のため｣(平成 9年11月 1日～11月14日) カナ

ダ,ニュージーランド

川井秀一 :｢新プログラム "東アジアにおける地域

の環境に調和した持続的生物生産技術開発のための

基盤研究〟に関わる調査のため｣(平成 9年11月30日

～12月8日) インドネシア

渡遁隆司 :｢ヨーロッパ諸国におけるバイオレメデ

ィエーションの研究調査のため｣(平成 9年12月5日

～12月19日) オランダ, ドイツ,オーストリア

野村隆哉 :｢ミャンマーにおける竹の利用に関する

基調講演及び竹資源の調査のため｣(平成10年 2月2

日～2月10日) ミャンマー

林 隆久 :｢ワタセルロース生合成に関する調査の

ため｣(平成10年 2月14日～ 2月23日) アメリカ合

衆国

桑原正章 :｢アメリカ合衆国におけるバイオレメデ

ィエーションに用いる微生物の育種研究に関する調

査研究のため｣(平成10年 2月18日～2月24日) ア
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メリカ合衆国

川井秀一 :｢マレーシア及びタイ国における木質ボ

ードの規格 とその使用の実態に関する調査のため｣

(平成10年 3月 1日～ 3月6日) マレーシア,タ

イ

杉山淳司 :｢原子間力顕微鏡に関する共同研究打ち

合わせと,日仏科学協力事業に関連する共同研究の

実施及び講演のため｣(平成10年 3月8日～ 3月28

冒) イギリス,フランス

則元 京 :｢規格外木材に関するワークショップ参

加及び資料収集のため｣(平成10年 5月9日～ 5月17

日) イタリア,フランス

井上雅文 :｢交流協定に基づく共同研究の実施及び

講演,並びに関連研究機関の訪問のため｣(平成10年

5月28日～ 6月8日) 中国

吉村 剛 :｢交流協定に基づく共同研究の実施及び

講演,並びに関連研究機関の訪問のため｣(平成10年

5月28日～ 6月8日) 中国

林 隆久 :｢国際シンポジウム "ポリマー生合成と

生分解の生化学的原理とメカニズム〟に参加 ･講演

のため｣(平成10年 6月2日～ 6月8日) ドイツ

桑原正章 :｢第 7回紙 ･パルプ産業におけるバイオ

テクノロジーに関する国際会議出席のため｣(平成10

年 6月 15日～ 6月21日) カナダ

渡遺隆司 :｢第 7回紙 ･パルプ産業におけるバイオ

テクノロジーに関する国際会議出席及び研究資料収

集のため｣(平成10年 6月13日～ 6月22日) カナダ

高橋旨象 :｢第29回国際木材保存学会年次大会出席

及び木材保存に関する研究情報･資料収集のため｣

(平成10年 6月13日～ 6月26日) オランダ, ドイ

ツ

島田幹夫 :｢第 7回紙 ･パルプ産業におけるバイオ

テクノロジーに関する国際会議出席のため｣(平成10

年 6月14日～ 6月26日) カナダ,アメリカ合衆国

角田邦夫 :｢第29回国際木材保存学会年次大会出席

及び保存処理に関する研究資料収集のため｣(平成10

年 6月13日～ 7月3日) オランダ,カナダ,アメ

リカ合衆国

今村祐嗣 :｢南京林学大学との共同研究打ち合わせ

及び研究資料の収集のため｣(平成10年 6月29日～7

月7日) 中国

川井秀一 :｢講演並びに関連分野の研究機関 ･木材

工業の訪問,視察のため｣(平成10年 6月29日～ 7月

7日) 中国

桑原正章 :｢講演並びに関連分野の研究機関 ･木材

工業の訪問,視察のため｣(平成10年 6月29日～7月

2日) 中国

伊東隆夫 :｢ニヤ遺跡出土木材の樹種の調査のため｣

(平成10年 7月14日～ 7月20日) 中国

梅津俊明 :｢北米植物化学会1998年度年会出席及び

資料収集のため｣

川井秀一 :｢拠点校プログラムによる共同研究の実

施のため｣(平成10年 7月27日～ 8月9日) インド

ネシア

林 隆久 :｢ピキアによる遺伝子発現の共同研究の

ため｣(平成10年 8月5日～8月9日) アメリカ合

衆国

黒田宏之 :｢第 7回国際植物病理学会出席 ･発表の

ため｣(平成10年 8月8日～ 8月17日) イギリス

杉山淳司 :｢第19回国際糖質シンポジウムに参加発

表のため｣(平成10年 8月9日～ 8月17日) アメリ

カ合衆国

田中文男 :｢第19回国際糖質シンポジウムに参加及

び資料収集のため｣(平成10年 8月9日～8月22日)

アメリカ合衆国

小松幸平 :｢第31回国際建築研究情報会議に出席 ･

発表及び第 5回木構造世界大会に出席･発表のため｣

(平成10年 8月10日～ 8月25日) フィンランド,

スイス,オース トリア

2.所 外

MohamadGopAR (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)木質材料の化学修飾に

関する研究のため来所 (平成 9年 8月 1日～ 9月29

日)

SUBYAKTO (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)炭素複合素材を用いた新規耐

火性木質複合材料の開発のため来所 (平成 9年 8月

1日～平成10年 3月31日)

AnitaFirmantiLo＼′IAN (インドネシア労働省建築

研究所 建築材料副部門主幹)木質セメント板の調

整 とその耐火性能及び焼燃動態の解明のため来所

(平成 9年 9月 1日～10月30日)

BambangSU131YANTO (インドネシア科学院応用物
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理学研究開発センター 複合材料研究室長) リグノ

セルロース原料を用いた木質セメントボー ドの開発

研究のため来所 (平成 9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)白色腐朽菌

によるバイオマス変換にかんする調査研究のため来

所 (平成 9年 9月1日.-9月14日)

WasrinSYAFII(ボゴール農科大学林学部林産学科

長)熱帯樹木 (木材)から得られる生理活性物質の

単離同定に関する研究のため来所 (平成 9年9月1

日～ 9月14日)

SulaemanYUsUF(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)早生樹並びに農産廃棄

物を原料にした化学修飾木質材料の耐候性に関する

研究のため来所 (平成 9年10月1日～12月29日)

NinikSETYOWATI(インドネシア科学院生物学研究

開発センター 研究員)森林植物の環境生理学に関

する研究のため来所(平成 9年10月1日～10月14日)

SiponMULADI(ムラワルマン大学林学部 講師)熱

帯産木質資源からのパルプ ･紙の生産に関する調査

のため来所 (平成 9年10月1日～10月14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 と同定に関する調査のため来所 (平成

9年10月13日～12月11日)

TriadiBASUKI(インドネシア科学院応用化学研究

開発センター 上席研究員)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 9年10月13日～12月11日)

KASMUDJO(ガジャマグ大学林産工学部長,講師)木

質材料の研究開発に関する調査研究のため来所 (平

成 9年10月6日～10月19日)

PaiminSUKARTANA(林産物研究開発センター 研

究員)早生樹ならびに農産廃棄物を原料にした化学

修飾木質材料の耐候性に関する調査研究のため来所

(平成10年 1月17日～ 1月26日)

NursyamsuBAHAR(工業貿易省セルロース工業開

発研究所 研究員)木質資源を用いた新規繊維素材

に関する調査研究のため来所 (平成10年 2月11日

～2月20日)

BambangSUBIYANTO(インドネシア科学院応用物

理学研究開発センター 複合材料研究室長)木質無

機質複合材料の開発研究のため来所 (平成10年 3月

7日～ 3月31日)

YanniSuDIYANI(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)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10年 7月 1

日～9月28日)

SulaemanYUsUF(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)早生樹並びに農産廃棄

物を原料にした化学修飾木質材料の耐候性に関する

研究のため来所 (平成10年 7月1日～9月28日)

WASRIN SYAFIl(ボゴール農科大学林学部林産学

科長)熱帯産広葉樹の生理活性抽出成分の探索と同

定に関する調査のため来所 (平成10年 7月5日～7

月18日)

RIDWANAcHNIADPASARIBU(インドネシア林務省

林産物及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

イオ漂白に関する研究のため来所 (平成10年 7月20

日～ 8月 2日)

BAMBANGPRASETYA(インドネシア科学院応用物理

学研究センター 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)

AIMABDURACHIMIDRIS(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)
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