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抄 録 (ABSTRACT)

J･(iu(),Y･I"-"Ll､1く､,H･Kul的1)A,11l･S､K､I,H･S･､い l̀11-d

T･KoM:TNT) :Transientexpressionofgoatgrowth

hor-onegeneinpoplar(PoptJLtJSaLbaL･)

Protoplasts!Bl'O-bl(-1･Lh'oTcch･B1-0(九二m.,6I,Il)80-I:)81

(lt)チ)7)

喬 景波,石原靖之,黒田宏之,酒井富久美,酒井

浴,駒野 徹 :ポプラプロ トプラス トにおけるヤギ

成長ホルモン遺伝子の一過性発現

ポプラのプロ トプラス ト-導入 したヤギ成長ホル

モン遺伝子の発現を逆転写酵素-pcR法により調べ

た｡その結果,導入後一 日培養 した細胞 において,

その遺伝子発現が m-RN.,,1レベルで確かめ られ たC

このポプラ一過性遺伝子発現系は,外来遺伝子の発

現を短時間で解析する上で有用である｡

T･T､仙1)ゝ､1:AS､k▲､Hll-(1T･H･､1'･ullI:Geneexpression

ofend011,4-β-glucanaseinsuspensioncul tured

poplarcells)B1-,)sc1-･Bl,)tC(h･〟)'ocJ】(､m ･,61,9()7-5)()日

日()～)7＼｣

竹田 匠,酒井富久美,林 隆久 :ポプラ培養細 泡

のcnd(ナ1､4-β-glucarlaSeの遺伝子発現

ポプラ培養細胞のHld(I-I,4-B-glLlL､乙､ImSCの遺伝子発

現について解析 した｡

Y.SlllMI/.しノ.S.A()T.lukュ,0.H＼sll(;料 -1.T.K＼＼＼'▲＼l)▲＼∴r.

S､IIUN(),lT･S､い1an〔lT･H＼､,＼.ull:Changesinlevels

ofmRNAsforcellwall-relatedenzy-esin

growingcottonfibercells)PIE" tCellPJ】vrsl'(,1▲38t

37:J)-378(1997)

清水良訓,青塚 聡,長谷川修,川田俊成,作野友

康,酒井富久美,林 隆久 :ワタ繊維細胞の成長に

おけるeHclo斗 ′̀卜針glucall'lSe,XFl/ll,エ クスパ ンシ

それぞれ遺伝子の発現について解析 した｡

Y.S1-llMl/し.T.Hへ1'＼SHⅠ∴Il.K＼い八1)▲＼alldT,S＼KLJN():

Pro-0tiom orpea ste- elongation by the

frag-entsofplantcellwallpolysaccharides)

▲u()i,uzILl'G.,1kL-;u'5/7I,4311I_)11L)7i1()()77

清水良訓 ,林 隆久,川 田俊成,作野友康 二樹木細

胞壁糖鎖 フラグメン トがェ ン ドゥ上勝軸切片に及ぼ

す伸長成長効果を調べた｡

rr.M八.lnJへⅠ()1()了r.rI｢,＼ltl･Jl)＼,lil.S▲＼k▲＼1̀111(1∫.H▲＼＼'＼川I

PllriLicationofxyloglucanaseLTro- atLXin-treated

peaste-S,tt;(,(,ClA(~･sc̀汀Ch/.83,2i-2'2(109(i)

松本健彦,竹 田 匠,酒井富久美,林 隆久 :オー

キシン処理 したェン ドゥ腔軸 よ りの.Yyl(,Lqllu(.'lIl'tSL､精

製法について記 した｡

T.rr＼hJl)＼､Y.Mll､un11,1.l.S,＼K＼lilll(IT.H＼1▲＼ヽ‖l

Xyloglucan endotrans-glycosylation in

sllSPenSion-cultllredpoplarcells,Bi,,ム̀-i･I3L'(,{(､Ch･

B1,,,I"､川 ･/.6011()ら()-1():r)I-)(I()～)())

竹田 匠,三石 安,酒井富久美,林 隆久 :ポプ

ラ培養細胞のXyloLqlu(二ill-｡1-°｡tri11-LS.qlyLIOSylasL.の性質

について詳説 した｡

T M▲＼1.1し一入1()I()∴r.rll∴Kl1.1)＼､I/.S八に＼lLtllLlT,H＼＼山 川:A

xyloglucan-specificemd0-1,4-β-glucanase

isolatedfro- auxin-treatedpeaste-S,PIE"I

J'恒,､1㌧,l･,114,(;(il-(i(う7(lt)()7)

松本健彦,酒井富久美,林 隆久 :オーキシン処理

したェン ドゥ腔軸 よ りのXyloLqlu'ノこ11-こlSPを単離 しその

酵素化学的性質を詳説 した｡

林 隆久,伊東隆夫 :細胞壁構築の観察法,細胞二1二

学別冊植物細胞工学:シ リーズ6,ll(i-1:)4 (1()97)

各種顕微鏡による植物細胞壁の観察法について解

説 した｡

K.Ku")1＼LH･Ku")I)＼こ11-〔11.1･S▲､It∴1:Expressionof

StilbeneSynthaseGeneinJapaneseRedPine

Seedlings,IV,,(,(IRc5(､こげ(-h,83,171L)O(Iチ)96)

久保 田幸治,黒田宏之,酒井富久美 :サ リチル酸処

理によって誘導 され るスチルベ ン合成酵素遺伝子の

発現をアカマツ芽生えを用いて検討 した.サ リチル

酸に対するこの遺伝子の応答は,芽生えの形質によ

- L)()2-
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って異なることが兄いだされた.

Y･AK心lATSUM･SHIMADA:StlPPreSSiveetrectofl-

phenylalanineon-anganeseperoxidaseinthe

white-rotRIngⅦS}PhaJ)eJ･OCLaetechJySOSPOrJ'u叫,

FEMSMl'cTObL'ologyLelteTS,145,83186(1996)･

赤松やすみ,島田幹夫 :白色腐朽菌phanerochacte

chTySOSPOriumのマンガンペルオキシダーゼ生産に対

するL-フェニルアラニンの抑制効果

PhanerochaetechrysosporJumのマンガンペルオキ

シダーゼ生産にたいする,アンモニウムイオン,ア

ミノ酸の効果を調べた｡フェニルアラニン,グルタ

ミン酸,グルタミン,ヒスチジン,アラニン,イソ

ロイシン,オルニチン,グリシン,アスパラギン酸,

プロリン,アルギニン,の各アミノ酸を0.2mM添

加 した場合は,フェニルアラニンの添加がマンガン

ペルオキシダーゼの生産を最も阻害 した｡ しかし,

プロリンを除く全てのアミノ酸は2mM の添加で酵

素の生産を完全に阻害 した｡

K.MII,T.HATTORl,M.SHIMAl)A:Occurrenceof

enzy-e syste-s for prodtlCtion and

deco-positionofoxalateinawhite-rotfungus

CorJ'oLusversJ'coLorandsomecharacteristicsof

glyoxylateoxidase,l′t/oodResearch,No･83,23-26

(1996)･

三井香代子,服部武文,島田幹夫 :白色腐朽菌

Coriolusヽrersicolorのシュウ酸生合成,生分解に関わ

る酵素系とグリオキシル酸酸化酵素のキャラクタリ

ゼーション

白色腐朽菌con'olusve'sl'colorのグリオキシル酸酸

化酵素,ぎ酸脱水素酵素,シュウ酸脱炭酸酵素活性

を検出し,グリオキシル酸酸化酵素のキャラクタリ

ゼーションを行った｡

梅揮俊明 :APAST (森 と木の先端技術情報),

No.20,15-19(1996)

樹木抽出成分特にリグナン生合成の研究動向

UMEZ･･tWA,T.:APAST,No･20,15-19(1996)

ReccI-tadval-CeSinresearchorlignans

樹木抽出成分特に, リグナンの生理活性 と生合成の

現状について解説 し,樹木抽出成分研究の方向性に

関して解説した.｡

梅津俊明 :木材学会誌,42,91ト920(1996)

リグナンの生理活性と生合成

T･UMEZAl＼rA:Mokuzal'Gakkal'shJ',42,9111920(1996)

BiologlCalactivityandbiosynthesisorlignans

リグナンの生理活性 と生合成に関する過去の重要な

文献並びに最新の文献を取 りまとめ, リグナン化学

及び生化学の現状について解説した｡

T･UMEZAWA:Lignans,InHSpringerSeriesinWood

Science,BiochemistryandMolecularBiologyof-WoodH

(Ed･Higuchi,T･),Springer-Verlag,Berlin,pp.181-194

(1997)

リグナン

リグナンの化学及び生化学に関する過去の重要な文

献並びに最新の文献を取 りまとめ, リグナン化学の

現状について解説した｡

M.SHJMADA,Y.AKuIATSU,T.ToKIMATSU,K.MIl,T.

H:tTTORl:Possiblebiochemicalrolesofoxalic

acidasalow -olectllarweightco-pound

involvedinbrown-rotandwhite-rotwood

decays,J･BL'ote〔hnoloLfγ,53,103-113(1997).

島田幹夫,赤松やすみ,時松敏明,三井香代子,服

部武文 :白色腐朽,褐色腐朽過程におけるシュウ酸

の生化学的役割

白色腐朽,褐色腐朽過程におけるシュウ酸の生化

学的役割に関し,最近の知見を総説に取 りまとめた｡

T.HATTORI,M.SMMADA:The role of l-

phenylalaninea--onia-1yaseofPLaJZerOChaete

chJySOSPOJl'uJngpo-Ainthelig血 olyticcⅦlttLreS!

Proceedingsofthe9thinternationalSymposium on

WoodandPulplngChemistry,Montreal,p･F6-1-F6-4

(1997)･

服部武文,島田幹夫 :白色腐朽菌phanerochaete

chIYSOSPOriumのフェニルアラニンアンモニアリアー

ゼの役割

白色腐朽菌phanerochaetechrysospon'umのフェニ

ルアラニンアンモニアリアーゼ (PAL)は,ベラ ト

リルアルコール生合成の律速酵素ではなく,pAL生

産中は,ベラ トリルアルコール生合成が阻害されて
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いることを報苫 した｡

rr･U… ./∴＼＼＼､rl'･O KL;NI川T､M･SII111▲､Ⅰ)､:Lignan

biosynthesis in WJはstroeJnJ'a sJはokJ'aJ-5
1'ro(I(:｢dintq-,rth(･gthlllterll'lti｡1-alSvmposim-101-

＼＼'川,(lこ1--(lPul一)1叩 ChemistrylM｡lltr(-al,I,.H4-1-H4-4

(1()～)7l.

梅 揮俊明,奥 酉智裁,島田幹夫 :l′tノ')'k," Iv (:n H <17

JL･,,kl'111" のリグナン生合成

Il']'ku r,,… JJ'̀I､IL,,,Lrt'<711,,1をは じめとする種々の植物

の リグナン生合成における立体化学について従来の

報告を取 りまとめて総合的に考察 した｡

S.MI＼＼T.＼.rll.T()kI＼Ⅰ＼1㌔LT.T U.uIハlV＼∴1､.H＼日川く1.M.

SH入l▲＼1日 :Thedegradation of β10-41ignin

carbohydrateco-Flex(LCC)-odelco-pounds

bylignin peroxidase)Procc(､(lillgSOf､tl-(､f)tll

iH t(､r=Llti(川上llLb､ml-SiL1m ｡=＼＼'(,(,(I(川dl'ull--Lq

Cl-(･mi山r)㌔M(mtl･(､;11･I)･7211-7L)-4日f)9T,l･

宮田 聡,時松敏明,梅滞俊明,服部武文,島田幹

夫 二リグニ ンペルオキシダーゼによる β-0-4型

LCLIJリグニンモデル化合物の分解

βイ)-4型LCC.リグニンモデル化合物の リグニン

ペルオキシダーゼによる分解を行った｡IJCCモデ

ル化合物の糖部分は,定性的には リグニンモデル化

合物部分のC(1 -(こβ開裂反応に対 し,大きく影響を

及ぼさなかった｡

N,K()Nl)()I I.H＼11日RI, M.SU)M八1).＼.A new

oxidativedegradationofarecalcitrant (r -

carbonylβ-0-41igmim-odelco-pollnd-itll

Mn(III)/oxalatesyste- 1'T,()(ノ(:(･di.lg- ,iLll-(it)ll-

lHt(､rǹ1tiL,-1(llS､ml)()Sium (,IllVo｡d 1̀11(-1Pul一)ll-g,

C llt､lTlistり∴Molltre証 l〕･49-1-49-4(lf)m)･

近藤 登, 服部武文,島田幹夫 ,Ml-(IIl),シュウ

酸共存下における難分解性 β-0-4型 リグニンモデル

化合物の新 しい酸化分解反応

リグニンペルオキシダーゼにより分解を受けない

とされるC'tにカルボニル基を持つ BIOJl型 リグニ

ンモデル化合物をM11(lil),シュウ酸共存千分解 さ

せる反応系を見出 し,川Oを用いた実験により反応

機構の解析をさらに進めた｡

- 1_)tII

LS･KLllLlく＼ く=(1T･ll()ll:New cellulosesynthesizing

co-Flexes(≡ter-inalco-Flexes)involvedin

ani-alcellulosebiosynthesisinthetunicate,

MetaJ)drocarpatJedaJ')1'r,,[(,I)1･lSLn(]･194･lう1-I(i二ろ

(lf)～)(う1･

木村 聡,伊東隆夫 :ウエダイ トヒキボヤにおける

動物セルロース生合成に関与する新 しいセル ロース

合成酵素複合体

フリーズプラクチャ電顕法によりウエダイ トヒキ

ホヤの表皮細胞膜 でセル ロース 合成酵素複 合体

(TCH)を見いだ した｡rlt吊こよるセルロースミクロ

フイブリ/レの合成は生物界に普遍的な現象であるこ

とが明 らかになった｡ホヤのTL吊ま直線型で良さ

lt)うIIIll,幅 7Hl川1で,大小 2つの頼粒か ら構成 され

ていた｡'lt二､とセルロース ミクロフィブ リルとが直

接接 しているのが初めて観察されたoTC.Sの窪みに

は非晶性のセルロースが詰まり,そこから結晶性の

セルロースミクロフィブ リルが伸びていた｡l本報文

は動物で初めてrrCsが観察された例を示 し,かつ植

物細胞でみ られるrrcsとは形状の異なる新 しいタイ

プのTC､であることを明らかにしたO

伊東隆夫 :セルロース生合成の最近のめざましい進

歩,繊維学会誌,53(1),2O-2:)(lot-)7)

高等植物,藻類,動物,粘菌類,細菌類などの多

様な生物におけるセル ロース生合成の最近の進歩に

ついて, (1)はじめに,(i))セル ロース生合成, (3)

セル ロースミクロフィブ リルの結晶化 と膜構造,い)

ホヤにおける二つのセル ロース合成部位,G)おわ

りに,に分けて解説 した(Jl

伊東隆夫,木村 聡 :動物 (ホヤ)で初めて観察さ

れたセルロース合成酵素複合体一被のうに接 した表

皮細胞膜に局在,化学 と生物,35(G),4川)一寸(12(1t-)97)

動物で初めて観察されたセルロース合成酵素複合

体(TCs)の形状について説明 し,生物昇でこれまで

見られたセル ロース合成酵素複 合体の構造 と比較

し,生物進化とT(こSとの関係について解説 した｡

伊東隆夫 :日本産広葉樹材の解剖学的記載Ⅰ, 木材

研究 ･資料,N｡.31,tiH 81(I()()LI))

モクマオウ科からクワ科までの 11科,3う属, 日日
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種の日本産広葉樹材の解剖学的記載がなされた｡同

時に,80種の材の木口面,柾 目面,板目面の顕微鏡

写真が掲載されている｡

伊東隆夫 :日本産広葉樹材の解剖学的記載ⅠⅠ,木材

研究 ･資料,No.32,66-176(1996)

イラクサ科からトベラ科までの24科,56属,87

種の日本産広葉樹材の解剖学的記載がなされた｡同

時に,87種の材の木口面,柾 目面,板 目面の顕微鏡

写真が掲載されている｡

林 隆久,伊東隆夫 :細胞壁構築の観察法 ｢植物の

細胞を観る実験プロトコール｣,植物細胞工学シリ

ーズ6,福田,西村,中村監修,秀潤社,146-154

(1997)

細胞壁構築の機構を明らかにするための観察法に

ついて,1.偏光顕微鏡によるセルロースミクロフィ

ブリルの観察,2.フェニルプロパノイ ド化合物の観

察,3.蛍光顕微鏡による生細胞の β-グルカンの染

色,4.免疫電顕法によるペクチン質の観察,5.フリ

ーズフラクチャ法によるセルロース合成酵素複合体

の観察,6.ディープェッチング法による細胞壁三次

元構成の観察,に分けて解説した｡

AIIsHIKAWA,J･SUGIYAMAandT･OKANO:Fine

structtlreandtensilepropertiesofra-ieLibers

inthecrystallinefor- ofcelluloseI)IIIⅠIIIIand
IVIPolymer,38,4631468(1997)

石川敦子,杉山淳司,岡野健 :ラミーセルロースⅠ,

II,IIII,IV.の微細構造と引張特性

ラミーセルロースⅠからⅠⅠ,ⅠⅠⅠ.,IV.-の結晶変態

過程で,結晶化度と結晶サイズが減少し,内部表面

積が増加 した｡一方繊維のヤング率は減少し,破壊

ひずみは増加 した｡力学モデルとしては,結晶と非

晶の並列モデルは適用できなかったが,直列あるい

は並列一直列モデルは適用できた｡直列モデルの場

合,結晶弾性率はⅠⅠⅠⅠがもっとも高く,Ⅰ,ⅠⅠ,IVIの

順で,非晶弾性率はⅠ,ⅠⅠ,ⅠⅠⅠⅠ,IV.の順 という結果

を得た｡また並列一直列モデルの場合は,結晶化度

や非晶領域の密度に弾性率の値が左右されることが

示唆された｡

M.SAMEJIMA,T,OHKUBO,K.IGARASHI,A.IsoGAI,S.

KUGA,J･SUGIYAMA,andK.-R.L.ER】KSSON:The

behavior of cellobiose .PLaJ)erOCLaete

cAJySOSPOn'uJZIdehydrogenaseonadsorptionto

crystallineaJlda-orphotlSCelluloses･BJ'otech･and

Appl･BJ'ochem,25,1351141(1997)

鮫島正浩,大久保剛,五十嵐今日子,磯貝 明,空

閑 重 則 , 杉 山 淳 司 , K.-R.L ERIKSSON :

PhanerochaetechTySOSPOn'umのセロビオース脱水素

酵素の結晶および非晶セルロースに対する吸着特性

セロビオース脱水素酵素の結晶性および非晶セル

ロース-の吸着について,バロニアの微結晶とso?

アミン溶液から再生した非晶セルロースを用いて調

べた｡吸着等温線はいずれの試料の場合もLangmuir

の理論に適合した｡最大吸着量については試料間で

大きな差が見られ,非晶セルロース-の吸着量が極

めて大きかった｡免疫電顕法により酵素の局在を調

べたところ,非晶セルロースは効率よくラベルされ

たが,結晶セルロースの表面にはほとんどラベルが

認められなかった｡

M･KoyA入lÅ,J･SUGIY,tM･ヽandT･ITOH:Syste-atic

surveyoncryslcallinefeattlreSOfalgal celltLloses･

Ce〟uJo5C4,147-160(1997)

小山牧子,杉山淳司,伊東隆夫 :藻類セルロースの

結晶構造特性の調査

起源の異なる数種の藻類のセルロースを,複合結

晶の比率 (ⅠαとⅠβの比),ミクロフィブリル断面

形状,面配向性などの観点から調べたところ次の3

種類が存在 した｡すなわちⅠαリッチ ･大断面 ･0.

6nmの面配向タイプ,Ⅰβリッチ ･扇平 (リボン状)

断面 ･0.53nm面配向タイプ,さらにⅠβリッチ ･

小断面 ･無配向タイプである｡最初のタイプは系統/

的には下等な植物にみられ,藻類から陸上の高等植

物に至る過程で第2,第3のタイプに変化 していく

ことが示唆された｡

A･A･BAKER,WIHEI-BERT,J･SUGrY心 Ⅰ-1andM･J･MILES:

Highresolutionato-icforce-icroscopyof

nativeVilo･u'acelluloseI-icrocrystalS･JIStTuCtT･

BL'oJ･119,129-13･8(1997).

A･A･BAKER,W HELBERT,杉山淳司,M.I.MILES:
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天然バ ロニアセル ロース1結晶の高分解能原子間力

顕微鏡観察

原子間力顕微鏡を用いてバ ロニアの微結晶表面の

高分解能観察を行った0分子の長 さ方向に日.llL)lHll

の,また垂直方向に約().(う11mの周期が認められたO

またセ ロビオー スの 2回らせんに相当する トポグラ

フィカルな像か ら,メチ ロール基の位置を知ること

が可能であることを示 した｡ このような高分解能像

の解析か ら,表面分子 も内部の結晶に近い構造であ

ること,さらに三斜晶が表面に露出 している可能性

が高いことを報告 した｡

M･K川'､､1▲＼ニ1＼'･Hl.nil:JRrlJ.T.1､1､IJ ･SLT←･n'▲､八1人こ11-(lli.

Hl:･N】くThL＼l:ParallelllPStru ctureevidencesthe

-oleculardirectionalityduringbiosynthesisof

bacterialcelllllose.Pr()i,.N 7̀1/,:～(I(,zd.S(1㌧L'S:1,94.

(-)091-別~)～)う目し)～)7)

小山牧子,1＼'.H).1日i1.,IirL,今井友也,杉山淳司,Ii.

HL＼lく】トト＼J●セル ロー スの平行鎖構造に基づ くバク

テ リアセル ロース合成方位の決定

セルロースLt,1.iの単位胞内での分子鎖の充填様

式について, ともに "I)こけ̀､11(､トul)"構造であること

を,セル ロースの還元末端を電子淡色する方法 とミ

クロフィブ リル軸回 りの傾斜微小部電子回折を行 う

ことにより証明 した｡また酢酸菌の合成直後のフィ

ブ リルの解析か ら,還元末端は菌体か ら離れる方向

に向いている,すなわちセル ロース合成酵素による

重合は成長中の分子鎖の非還元末端で生 じることが

分かった｡ この機構はキチンや ヒアウロン酸などの

グルコース転移酵素に特有かつ共通な機構であると

推定される｡

杉山淳司 .セルロースの構造からみた生物の多様性

木材研究 ･資料,N｡,32,1(,-i)(2(1()96)

セル ロースの生合成機構,ミクロフィブ リル構造,

結晶構造,それ らの生物種変動を関連 させなが ら,

セル ロースミクロフィブ リル構造に関する私見を紹

介 した｡

杉Ll｣淳司 .テンセルについて

lJ'.lit,Yrr,N(,.23,日i-1〔)(l')07)

環境適合性再生セル ロースとして知 られるテンセ

ルについて,その製造方法,物性,溶媒のN-メチ

などについて解説 した｡

K LhILLrr.ON＼.K.T＼1く＼lu.∴11.Ⅰ′日川 l̀ll(1K.II()

Chemicalandanatomicalcharacterizationofthe

tensionwoodofEt-caLyptL" Ca-aLdtJJeJ)SJ'sL･7
.､,Iol･tL/LLuG.LL･kLLlJ'.＼ノILJ.42.7号):-)-7!)H(1ち)!仰

弥 ･EucalyptuscaJ7)aLduLeJ"'sL.の引張あて材の

化学的 ･組織学的性質

L,lH(･ILl,17'tl't(･̀'m～̀ldUJczNS1,.の引張あて材の特徴に

ついて,その細胞壁の成分変化 と形態的変化につい

て通常材 との比較検討をした｡細胞壁成分について

は,セル ロースがニi(;.日サムか ら(,:i.～)O/),抽出成分が

(i.7%か ら10,i)'yoとそれぞれ増加 し, リグニ ンが

21.l'yoか ら(;,:-)(y(,,- ミセル ロースが42.う%か ら

1f).(1% とそれぞれ減少 した｡ リグニンのLt;/(汗ヒは

ともに雄封宴で大 きな変化はなかった｡形態につい

ては,道管分布密度が2L).r'個/mmJか らり,(;個/mlTrl,

繊維細胞壁の ミクロフィブ リル傾角が2L).:3か ら:i.I)

と減少 し,繊維長はり.(i7nH11か らり.7tilTmlと増加が

見られたoMれ11(･反応 させた切片の光顕観察で繊維

細胞の二次壁l叫こは(;層が認められた,,さらにこの

樹種の引張あて材の超薄切片を透過電顕で観察 した

ところ,繊維細胞の二次壁の壁層構成はト.+(iのタ

イプであることがわかった｡

LS Y()nlll)＼､.t;.1'()＼llnJL＼､S.MI＼＼＼日.H.-(LH＼､K.

Ⅰ＼＼＼‖＼1u,rr.＼＼'＼t＼N＼tiI.Y.H()Nl).＼ こmdM.KH＼＼Ll＼lu:

Productionandcharacterizationofligninolytic

enzy-esofBjeL.kanderaadusta告ro-nonwood

-eal/wlleatbrancllltllreandproductionor

theseenZ:y-eSllSimgarotary-solidfer-enter,
▲l/lv(て'JrJ'rH((㌔37.417-42:)(Iチ)9畑

ま培地に生育 したIfJ'(,止=(1日-.A,L7(/uLyi‖こよるリグニン

分解酵素uj生産 と性質ならびに回転固体ファー メン

ターによるこれ ら酵素の生産木粉

ふすま培地において13]"ム<,)IJ(-)H･,II,i(IL1､7.1はマンガン

ペルオキシダーゼ (MllP) とリグニンベルオキシダ

- L)()(;--
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-ゼ (Lip)を生産 した｡イオン交換カラムクロマ

トグラフィーでは,これらの酵素は単一溶出ピーク

を与えた｡これ らの酵素をさらに精製 し,MnPは

Mlへ746,500,pI3.9であり,LiPはMl′V47,000,pI3･

うであった｡スペク トル分析により,これ らの酵素

が-ムたんばくであることが確認された｡これらの

酵素の生産は回転固体ファーメンターを用いても可

能であった｡

S.YosHIDA,T.WATÅNABE,Y.HoNI)AandM.KUWAHARA

:ReactioJIOfche-ically -odified lignin

peroxidaseofPLaJ)erOChaetechり唱OSPOn'tzJZZin

water-miscibleorganicsolvents･Bjoscl'･BLlotech･

Biochem･,60,1805-1809(1996)

吉田晋-,渡辺隆司,本田与-,桑原正章 :水混和

性有機溶媒中におけるPhanerochaetechrysospor''um

の化学修飾リグニンペルオキシダーゼの反応

p.Chrysospon'um により生産されたリグニンペルオ

キシダーゼ (Lip)をMPSS,酢酸及び安息香酸-N-

ヒドロスクシンイミドエステルにより修飾した｡こ

れらの修飾酵素は有機溶媒中での活性が増加 してい

た｡IEF分析はLiPがこれ らの修飾剤により修飾さ

れていることが確認され,さらに,GPCやアニオ

ン交換クロマ トグラフィーも酵素の化学修飾を示し

た｡さらに,修飾LiPによる3,3'-ジメトキシベンジ

ジンの酸化はエチレングリコールやジェチレングリ

コールなどの70%水混和性有機溶媒中において非

修飾LiPよりも高い活性を示した｡しかし,これ ら

の修飾酵素の活性は水非混和性有機溶媒中では極め

て低かった｡また,脂肪族酸で修飾されたLiPの反

応は水混和性有機溶媒の粘度に依存することが示さ

れた｡

S.YosHIDA,T.WAT.WABE,Y.HoNI)AandM.KUl､rAmRA

:ELrectsofwater--iscibleorganicsolventson

the reaction of lignin peroxidase of

Pムa･)erochaetecムrysospor-'tJ･n,J･Molecular

Calalysl'sB:Enzymatl'C,.2,243125I(1997)

吉 田晋一,渡辺隆 司,本 田与一,桑原正章 :

Phane,ochaetechlySOSPOrl'um リグニンペルオキシダ

ーゼの反応に及ぼす水混和性有機溶媒の影響

有機溶媒中におけるP.chrysospo')'umのリグニン

録

ベルオキシダーーゼペルオキシダーゼ (Lip)による

種々のフェノーソレやその他の芳香族アミンの酸化を

検討 した｡ 3,3'-ジメ トキシベンジジンの酸化はエ

チレングリコ-ソレやジェチレングリコール中におい

ては水中におけるよりも速やかに進行 した｡水混和

性有機溶媒中におけるLiP活性は溶媒のET (30)値

によく関連 していた.さらに,グリコール中におけ

るLiPの吸収スペクトルはコハク酸緩衝液中におけ

るものと同様であった｡これ らの結果はグリコール

は活性中心,-ム,付近の立体構造を乱さないこと

を示唆している｡さらに,LiPは70%エチレングリ

コール中でいく種類かのフェノールや芳香族アミン

を酸化することが明らかになった｡これらの基質は

低いイオン化ポテンシャルと高い疎水性を持ち,し

たがって水混和性有機溶媒中でのLiP活性にとって

好都合であることが示された｡

Y.NAKAMURA,T.SAWADÅ,M.G.SUNGUSIA,F.

KoB･･､YASHl,M KUl＼′AHAR:1andH･ITO:Lignin

peroxidase production by PムaJ)erOCムaete

cムJ･ySOSPOJ･J'tz.I)in-obilizedonpolyurethane

LToa-,J･Chem･Engin･Japan,30,116(1997)

中村嘉利,揮田達郎,M.G.スングシア,小林文久,

桑原正章,伊藤弘道 :ポリウレタンフォームに固定

化されたphane1-0chaetechlySOSPO'iumによるリグニ

ンペルオキシダーゼの生産

ポリウレタンフォーム (PUF)を固定化菌体の担

体として用いて,白色腐朽菌p･ch'ysospoliumによ

るリグニンペルオキシダーゼ(Lip)の生産を検討し

た｡この培養によりLiPの生産は生産は著しく増加

した｡また,用いるPUFの形状は酵素の生産性に大

きな影響 を与 えたく)また, グル コー ス濃度,

TWeen80,ヴェラ トリルアルコール,Peso.添加は

酵素の生産に重要であった｡ この培養 によ り,

3800unit/mlの高い活性が得られた｡

M･KUwAHARA:]RecentApproachesonUtilization

ofVegetalBiO-assinJapan,Proceedl'ngsol

Intcrnat,-onalI,I/orkshoponVegetal(Non-wood)BJ'omass

asaSourceoTFLb,ousMaten'alsandOrganicPt･oducts,

SlElleortheChcml'st,yandCheml'calTechnology,ed･

J･-xChen,p･57163(1996)
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桑原正章 :日本における植物バイオマスの利用に関

する最近の研究動向

日本における非木材植物資源の成分利用に関する

動向を,研究組合,通産省及び農林水産省のプロジ

ェク ト,国際共同研究などを例にとって解説 した｡

T.HIIく＼()Kへ.M.u.1)＼､1′'.'r＼K川 I∴r,1＼'＼.1＼N＼lHl‥N.

LSl=1日1川 1く川dT･K.)- unⅠ＼:Effectsoflignin-

carbohydrate co-Flexes on foa-ing of

benzylated wood without plasticizers)
a,,I//iu?(､JJHIIEil.51.i)73J2fn(lf)(JT).

平岡俊治,上田昌見,高見康広,渡辺隆司, 白石信

夫,越島哲夫 .可塑化剤非存在下での リグニン ･糖

結合体のベ ンジル化木材の発泡に対する影響

可塑化剤非存在下でベ ンジル化木材の発泡が可能

であることを見出 した｡ベ ンジル化木材の 1日倍か

らL)()倍の発泡には リグニ ン ･糖結合体を73%以上

含むことが必要であった｡2()倍までの発泡度におい

ては, リグニン ･糖結合体の存在量 とベ ンジル化木

材の発泡度には比例関係が成立 した｡

里内美津子,渡辺隆司,若林茂,大隈-裕, 越島哲

夫,桑]恥 L:_章 ･ラッ トおよびヒトにおけるセロオ リ

ゴ糖の消化吸収性および生体に及ぼす影響, 日本栄

養 ･食糧学会誌,49,143-148(1(Jtlfi)

バ イオ リアクターをf削 ､てセル ロースからセ ロビ

オースを主成分とするセ ロオリゴ糖を生産 し,その

消化吸収性および生体に及ぼす影響をラットとヒ ト

について検討 した｡その結果,セ ロオ リゴ糖は唾液

ア ミラーゼ,胃液,F劇蔵ア ミラーゼにより加水分解

されないが,ラット小腸粘膜により加水分解 されて

グルコー スを生 じることが明らかとなった｡ラット

ではセ ロオ リゴ糖負荷により血糖値の緩やかな上昇

がみ られたが, ヒトにおいては血糖値の上昇やイ ン

ス リン分泌は認められず,セ ロオ リゴ糖がヒ トにお

いては難消化性オ リゴ糖 として機能することが明ら

か となった｡ ラットを高ショ糖食あるいはセ ロオ リ

ゴ糖添加高ショ糖食で∠l週間飼育 したところ,セ ロ

オ リゴ糖添加高ショ糖食群では,高ショ糖食で飼育

した対照群に比べ体脂肪率,血清フル ク トサ ミン,

総コレステ ロールおよび中性脂肪濃度が低値を示 し

た(,また.セ ロオ リゴ糖添加高ショ糖食は血清総夕

一一一2日H

録

ンバク質,アルブ ミン.Al.]',カルシウム濃度に影

響を及ぼさなかった｡以上の結果か ら,セ ロオ リゴ

糖は難消化性の糖類であ り,糖代謝に影響を及ぼ し,

糖尿病や肥満予防に役立つ可能性が示唆された｡

Y.H()Nl)＼.T.1lt11㌧､M∴lJヽLTJI.I.＼′h l＼N＼IH･I(111(1M

K H ＼＼‖_＼lu .･Isolation andcharacterization of

PLe-1rOtuSOStreahJSmutantStrainsresistanttoa

carboxin-derived fungicide flutolanil,
.Wv(､()～(､)(.ll(て∴37.LLc)()-4()1Llt~)96l.

章 ･カルボキシン系抗菌剤フル トラニルに対するヒ

ラタケ突然変異株の単離 と解析

木材腐朽菌は,産業上または生物学的な見地にお

いてさまざまな興味の的 となってきている｡ とりわ

け,白色腐朽菌類の植物細胞壁成分 リグニンや,あ

るいはダイオキシン,PCBといった種々の難分解性

の環境汚染物質を分解する能力については過去十年

の間,精力的な研究が行われてきている｡)こうした

特殊な能力のメカニズムを分子 レベルで理解するた

めにはこれまでの生化学的な分析に加えて,還伝子

工学に基づいた分子生物学的なアプローチを導入す

ることが必要である｡本研究では,白色腐朽菌にお

ける優性の選択マーカーを開発するため,カ/レポキ

ンン系の抗菌剤フル トラニ/レに対 して耐性を示す ヒ

ラタケの突然変異体の単離を行った｡ これ らの突然

変異株は,野生型に比べて うり倍以上の濃度の薬剤

に対 して耐性 を示 し,この形質は遺伝的に優性で,

体細胞分裂および減数分裂時に安定に伝達すること

が明らかとなったO これ らの結果は,フル トラニル

耐性が遺伝マーカー として必要な諸性質を兼ね備 え

ていることを示 してるo

A･S､1くK()･̀=〔1I:･rr､N＼K､:MolecularDyna-icsof

CellulosicPoly-ers,(01はFRONTS,I2∴ト 針 1997)

アナ トール ･サーコ-,田中文男 :セル ロース系ポ

リマーの分子動力学

β-1)-gl､l(､…(Lのポ リマーであるセル ロースは地上

で最 も多量に存在する,再生産可能な資源である｡

セルロー スは,誘導体に変えることにより,化学的,

物理的性質を,より好ましいものに変えることが出

来ることから,基本的な工業原料 とな りうる｡繊維,
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紙,織物,フイルム,合成ポリマー,医用材料など

-のセルロースの利用は良く知られている｡ しかし

ながら,その生合成経路の研究ばかりでなく,分子

鎖特性の研究も科学的,工学的見地から興味が持た

れ続けている｡

セル ロースは直鎖状の高分子鎖であることから,

その物理的性質は,化学構造ばかりでな̀く,物理構

造であるコンフォメーション,即ち,分子の形にも

支配されている｡結合の回りの回転により,例え固

体状態であっても,分子鎖は時間とともにそのコン

フォメーションを変えている｡これらのコンフォメ

ーション特性とその変化は天然セルロース及びその

化学的誘導体の物理的,機械的性質に大きく影響し

ている｡

いろんな状態 (溶液,結晶,非晶)におけるセル

ロース系物質の物理的性質 を解析す る研究は,

NM RやESR, IRのようなスペク トロスコピックな

手法,X線や電子線,光の回折現象を使った手法な

どを用いて行われてきた｡これらの手法は,長時間

にわたる分子の動的変化の平均的なデータを与える

にすぎない｡それらは,情報のスナップショットを

与えてはくれない｡また,それらはコンフォメーシ

ョン変化に関与するメカニズムに対する洞察を与え

てはくれない｡ しかしながら,解析結果を十分に説

明し,高分子の物理的,機械的性質との関係を論じ

るためにはこれらの情報が必要である｡この種の情

報を得るには,分子動力学法を用いた分子シミュレ

ーションを行 うのが最適である｡

セル ロース系の物質に分子動力学法を適用する

と,いくつかの変数に払わなければならない注意点

が明らかとなってくる｡その変数とは,シミュレー

ションを行 うモデル分子の大きさ,適用する分子力

場,シミュレーションのタイムスケール,シミュレ

ーションを行 う温度条件などである｡さらに,シミ

ュレーションの目的に応じて,真空中で行 うか,浴

液中で行 うか,或いは固体状態で行 うかと言 う点も

重要である｡

比較するためのシミュレーションを,300oKと

400oKの温度条件と,8量体と16量体のモデルにつ

いて行った｡シミュレーションのタイムスケールは,

当面の目標としては10nsであるが,現時点では,2

ns迄であり,まだその段階には達していない｡

シミュレーションの全ての軌跡は,興味ある分子

運動の様子を示唆しており,分子鎖のコンフォメー

ション変化に関与する大まかなメカニズムを示唆し

ているように見える｡

M .INOUE,N.S】T.KINO,T.M oROOKA,M .NoRIMOTO :

Dimensional StabilizationofWoodComposites

byStea-ingI)FixationofCo-pressedwoodby

Pre-stea-ingITowardtheNewGenerationorBio-

BasedCompositeProducts,240-248(1996)･

井上雅文,関野 登,師岡敏郎,則元 京 :水蒸気

処理による木質材料の寸法安定化

120-220℃で5,120分間水蒸気前処理 した木材ブロ

ックを横圧縮変形した圧縮木材について,水分,熱に

よる変形回復試験を行った｡回復度と処理による重

量減少との間には高い相関関係があり,重量減少が

約 7.5%の前処理によって変形はほぼ固定された｡

水蒸気前処理によって圧縮変形の回復が減少する機

構について,電子顕微鏡による組織構造の観察,応力

緩和試験やクリープ試験などの結果から考察した｡

W.DWLm O,M .INOUE,F.T▲肌 .1m,M .NoRIMOTO:The

Per-anentFixationofCompressiveDeLTo- ation

inWoodbyHeatTreatment)TowardtheNew

GenerationorBio-BasedCompositeProducts,23ト239

(1996)･

ワヒュ一 ･ドイアント,井上雅文,田中文男,則元

京 :熱処理による木材の圧縮変形の永久固定

放射方向に圧縮 した木材を,空気中,排気下,浴

融金属中でそれぞれ熱処理し,セットの回復および

曲げ強度におよぼす各種熱処理の影響を調べた｡

N.SEKtNO,M .INOUE,M .A.IRLE,T.ADCOCK :

Di-ensional Sl二abilizationof Particleboardsby

Steam Pre-treatment,The Mechanisms

Involved,TowardtheNewGenerationofBio-Based

CompositeProducts,249-257(1996)

水蒸気前処理 した小片を用いてパーティクルボー

ドを製造 し,吸水による厚さ膨潤,曲げ強さ,曲げ

ヤング率,せん断強さ,内部結合力などに及ぼす水

蒸気前処理の影響を調べた｡圧縮変形を受けた小片

の寸法回復,小片の吸脱水による膨潤収縮,小片間

1 209-



木 材 研 究 ･資料

の接着強度の観点から水蒸気前処理によって厚さ膨
潤が減少するメカニズムを考察 した｡

ワヒュ一 ･ドイアン ト,井上雅文,則元 京 :熱処

理による木材の圧縮変形の固定,木材学会誌,-1こう,

二川こう-:I,()()(=)()7)

放射方向に圧縮 したスギ ((:177〕′… 7(,rI'(,,j(,LI',:,m'(<,,I)･

1~)(､‖),ラジア一夕パイ ン (J'm u "tIldl'LIIl,71二)r)(=),

アル ビジア (J',W.1､日･i,.LIthl､､/.TLI(･JLtLtlう(I(ニkcr)材 を,空

気中,排気下,溶融金属中でそれぞれ熱処理 し,セ

ットC7)t州夏および曲げ強度におよぼす熱処理の影響

べると,空気中,溶融金属中,排気下熱処理の順に

大きくなった｡ しか し,処理方法,樹種によらず,

セ ットの回復は,重量減少率の双曲線式で表わされ

た｡セ ットは,約 1.()%の重量減少率で完全に固定

った｡ しか し,樹種,熱処理方法に依存せず,それ

らと重量減少率の関係は,近似的に直線式で表わさ

れた｡既往の研究,熱処理による木材の寸法安定性,

結晶性,強度的性質の変化,変形を与える前に熱処

理 した場合の変形固定などを総合的に判断すると,

熱処理による変形の固定には,吸湿性の低下,応力

の緩和,分子間架橋あるいは凝集構造の形成が∴ 寄

与 していると推察されたo

M Y()1く()Y＼＼I＼ (=nd M .N()KIMO I() Contour

Diagra-sofDielectricLossETorAbsollltelyDried

SpruceWood,ltT,,,,(IJlLゝ､̀ l̀Lrtj).N(,i83∴う71こうf)(1()(湘

種山 操,則元 京 :全乾スプル-ス材の誘電損失

の等高線図

全乾状態におけるスプルース材の誘電損失につい

て,広い周波数と温度領域に渡 り,周波数の対数 と

温度の関係を求めた｡ メチロール基の配向分極に基

づ く誘電損失の最大値は,周波数 1川〕KH/,温度

川(ド(二以上の領域に存在することが推定された｡

＼＼',1_)= ＼n().I/:r＼N＼l＼＼,入′1.IN日日1.iⅢdM.N()lくlhl()=):

CIYStallinityCllangeSOfWoodbyHeatorStea-

Treatment,llYl,o(IJく(､､(-̀Lr(h.N('83./17㌧′1()I1t)fi(,＼･

京 .熱処理および水蒸気処理による木材の結晶化度

､_一日l

第33号 (lf)～)7)

の変化

熱処理および水蒸気処理による木材の圧縮大変形

の永久固定の機構を明らかにする目的で,スギ木粉

を温度 lL)()～tjL)()℃の範囲で2(川封苛烈処理 した場合

と,同 じ温度範囲で 川分間水蒸気 した場合のX線

回折測定を行って,結晶化度と (i)()0)回折の半値幅

の変化を調べた,, 熱処理では, 温度の増加 ととも

に結晶化度は減少 し,回折幅は広くなったのに対 し,

水蒸気処理では,温度の増加とともに結晶化度が増

加 し,回折幅は狭 くなったOこれ らの結果から,変

形固定の機構について推察 した｡

llOl与＼I＼＼＼, M .SLL(,ll-＼＼1-＼ 乙川 (1M NolくIM()lt)

ModellingtheEffectsofChe-icalModification

onDyna-icMechanicalpropertiesorWood,
lt'()()(/It(,～(,,,II(九 No,83.4()-42日f)(i(il

動力学的特性のモデル化

L)次壁中 層C/)ミクロフィブ リル傾 角を考慮 した細

胞壁モデルを用いて,種々の化学処理による細胞壁

のマ トリックス成分の粘弾性変化を推定 した｡

杉山真樹,則元 京 .化学処理木材の動的粘弾性の

温度依存性,木材学会誌,42,10:lfHOうti(lf)6(i)

無処理木材 とう種類の化学処理木材の動的粘弾性

の温度依存性を調べた｡無処理木材には,こうつの緩

和が観測され,それ らは,高温からそれぞれ木材主

酸基の運動に帰属された｡ホルマール化処理では,

分子間架橋の形成により, ミクロブラウン運動は拘

束され,オキシメチ レン鎖の運動による緩和が現れ

た｡アセチル化処理およびプロピレンオキシ ド付加

処理のいずれにおいても,かさ高い基が導入される

ため, ミクロブラウン運動が活発 とな り,アセチル

基やオキンメチレン鎖の運動による緩和が認められ

た｡ メチル メタクリレー トによる処理では,無処理

木材に認められる緩和に加え,ポ リメチルメタクリ

レー トの ミクリブラウン運動 と側鎖の運動による緩

和が認められたC､平均分子量 l()川)のポ リエチ レン

グリコール含浸処理では, ミクロブラウン運動が活

発とな り,拘束されたポ リエチレングリコール主鎖

のミクロブラウン運動が認められた｡
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尾崎真由子,師岡淳朗,則元 京 :調湿の指標B値

の簡便な測定法とその大規模木造建物への応用,ハ

ウスクリマ研究ノー ト,No.23,1-8(1997)

一面が開放 しているスチール箱を用いて内装材料

の簡便な調湿能を定量する方法を提案し,この方法

を用いて,大規模木造建物内における調湿の機構を

明らかにした｡

U･WÅTAN人BE,M･FUJITÅandM･NoRIMOTO:An alysis

oftheShrinkageDefor-ationofWoodCells

UsingtheReplicaandFastFourierTransfor-

Methods,"RecentAdvancesinWoodAnatomy"(L･A･

DoNALDSON,A･PISlNGH,B･G･BUTTERFIELDandLJ･

WHITEl10USEeds･),P･363-365NewZealandFRILtd･,

NewZealand,1996

渡辺宇外,藤田 稔,則元 京 :レプリカ法および

m 法を用いた木材の収縮変形の解析

レプリカ法とパワースペク トル解析を併用 して,

針葉樹仮道管の収縮挙動を検討した｡飽水状態から

全乾状態に至る乾燥により,細胞内こうは,正常材

では縮小し,アテ材では拡大した｡明瞭な生長輪を

持たないアガチス材の仮道管の横断面においても,

収縮異方性が認められた｡パワースペクトル解析に

よって構築した細胞モデルによる解析から,樹種間

に認められる収縮異方度の差異は,細胞形状に大き

く依存していることが明らかとなった｡

M.MATSUN,lG人,M .SUGIYAMÅ,K MINÅTOandM.

NoRJMOTO:PhysicalandMechanical Properties

forViolinBow Materials)Holzforschung,50,51ll

517(1996)

松永正弘,杉山真樹,湊 和也,則元 京 :バイオ

リン弓材に要求される物理的,力学的性質

バイオリン弓材として最適とされるベルナンブコ

心材の物理的,力学的性質を,他樹種のそれと比較

した｡他樹種と著しく異なる点は,同一比重,同一

比ヤング率で比較 した時,損失正接が著しく低いこ

とであった｡この原因は,多量に含まれる水抽出成

分によることが明らかとなった｡

M.SUGJYAMA,E.OBATAYA and M.NoRIMOTO:

Te-peratⅦre Dependence Or Dynamic

ViscoelasticityforChe-icallyTreatedWoodsI

Proc･PacificRim BioIIiasedCompositesSymposium,

Kyoto,416-422(1966)

杉山直樹,小幡谷英一,則元 京 :化学処理木材の

粘弾性の温度依存性

5種類の化学処理木材の繊維方向の貯蔵弾性率と

損失正接を周波数 11Hzにおいて,温度一 150-

200℃に渡って測定した｡観測された緩和過程に関

与する分子運動を帰属するとともに,2軸細胞モデ

ルを用いて,化学処理による細胞壁マ トリックス物

質の粘弾性変化を解析した｡

W.Dl＼rLANTO,M.XNOUE,F.TANAKAandM.NoRIMOTO:

The Per-anentFixation ofCo-pressive

Defor-atioJ10rWoodbyHeatTreat-entIProc･

PacificRim Bio-fiased(二ompositesSymposium,Kyoto,

23ト239(1966)

ワヒュ一 ･ドイアント,井上雅文,田中文男,則元

京 :熱処理による木材の圧縮変形の永久固定

享容融金属中,空気存在下,排気化で圧縮木材を熱

処理 し,変形の固定の様子を調べた｡熱処理の方法

によらず,重量減少率と変形の回復度の関係は,双

曲線関数で表現できた｡変形の永久固定は,重量減

少率約4%の時達成された｡IR吸収およびX線回測

定の結果から,熱処理による変形の固定は,主とし

て,成分の分解に伴 う内部応力の緩和によって起こ

るものと推定した｡

S.IsHIIIIRAandT.FURUTSUK-1:RemovalofNOxor

Its Conversion into Har-less Gassesby

CharcoalsandtheirCo-PositesofTransition

Metal Oxide5iOr Zeolite, 23rd Biennial

ConferenceonCarbon,CARBON 9̀7,Extended

Abstracts,Vol･1,4961497(1997)

石原茂久,古塚毅士 :木炭および木炭 ･遷移金属酸

化物あるいはゼオライ トの複合物によるNO.Yの除

去あるいは無害化ガス-の変換

木炭および木炭とバナジウム,チタン,秩,銅な

どの遷移金属酸化物あるいはゼオライ トの複合物を

用いて,NO､の除去あるいはN2などの無害化ガス

-の変換を試み,その有効な可能性を示した｡
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石原茂久 :木質系炭素材料素材開発の新 しい展軌

木材学会誌42(8),771-723(1996)

熱減成,熱分解,木炭化,炭素化,燃焼などの変

化過程を経て得 られる炭素素材 とその応用について

述べた｡

石原茂久 :熱による機能性木質複合材料素材の開

発,木材研究 ･資料,No.32,23-29(1996)

熱により木質複合材料素材-の機能性賦与の例 と

して,環境浄化 ･制御 ･保全材料 としての応用につ

いて述べた｡

石原茂久 :残廃木材の熱変換による環境浄化 ･制御

材料の開発,資源処理技術,44,35-38(1997)

環境浄化の制御,保全材料 としての熱変換木質お

よび木炭について解説 した｡

S.IsHIHARAandT.FURUTSUKA:RemovalorNOxorits

conversionintoharmlessgasesbycharcoalsand

compositesofcharcoalsandmetaloxides,PrepIPap･

Am.Chem.Soc.,DI'V･FuelCheml41(1)258-262(1996)

石原茂久,古塚毅士 :木炭および木炭 と金属酸化物

の複合材料によるNO､の除去あるいは無害化ガス

-の変換

木炭および木炭とバナジウム,チタン,秩,銅な

どの遷移金属酸化物の複合物を用いて,NO､の除去

あるいはN2などの無害化ガス-の変換を試み,そ

の有効な可能性を示 した｡

S.IsHIHARA,L.L.PULIDO and T.KAJIMOTO :

CarbonizednaterialadsorbentsLTortheremoval

ofmercttryfrO- aqueoussoltltionsIPI･ePIPap･Am･

Chem.Soc.,Dl'V.FuelChem･,41(I)476-480(1996)

石原茂久,L.L PUUDO,梶本武司 :水溶液中からの

水銀除去に用いられた熱変換木質材料素材

水銀のような重金属を種々の濃度で含む水溶液中

からの水銀の除去に,スギを原料 とした熱変換木質

材料素材の利用の可能性について示 した｡熱変換木

質材料素材の吸着に対する浸せき時間,空隙解析,

化学的性質の影響 を調べた｡浸せ き中のpH値,

coDについても検討した｡

H･GETrO andS･IsHIHARA :Develop-eatofthe広re

doorwith functional gradientwoodI･,The4th

InternatfonalSymp･Functl'onallyGTadedMaten'alPL･OC･,

92(1996)

月東秀夫,石原茂久 :機能傾斜木材からの耐火性木

製 ドアの開発Ⅰ

20mm厚さの熱圧処理されたバースウッドをJISA

1304の燃焼試験によって調べたところ,1.5-2倍耐

火性能が向上した｡表面処理された積層ボー ドを耐

火性木製 ドアの表面に用いたところ,耐火性能を大

幅に向上させることができた｡

S.IsHlllARA,T.FURUTSUKAandL.L.PULIDO :Removal

ofNo又oritsconversionintobar-lessgases

throtlghcharcoalsandco-positesofcharcoals

and metaloxides,CaL･bonMateL･1'alsforThe

Envl'TOnmenl,Amen'canCarbonSoc･Workshop･74

(1996)

石原茂久,LL.PuLIDO,古塚毅士 :木炭および木炭

と金属酸化物の複合材料によるNOxの除去あるい

は無害化ガス-の変換

木炭および木炭とバナジウム,チタン,秩,銅な

どの遷移金属酸化物の複合物を用いて,NOxの除去

あるいはN2などの無害化ガス-の変換を試み,そ

の有効な可能性を示した｡

伊藤貴文,石原茂久 :熱ロールプレスを用いた木材

の圧縮とグリオキザール樹脂による変形の固定,木

材学会誌,43,52-60(1997)

熱ロールプレスを用いて,スギ材に圧縮処理を施

し,その変形の固定をグリオキザール樹脂 とジプロ

ピレングリコールの混合溶液で処理することによっ

て,圧縮変形を永久固定できることを示 した｡

橋爪丈夫,斎藤 進,野田道雄,石原茂久 :連続送

り式グレーディングマシンの特性とその調整,木材

学会誌,43,14日 48(1997)

国産の連続送 り式グレーディングマシンにより,

3樹種,3種類のラミナを用いて曲げヤング係数を

測定 して,材料試験機によるそれ との比較を行い,

装置の性能評価を行った｡
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橋爪丈夫,斎藤 進,武田孝志,石原茂久 :カラマ

ツ同一級構成集成材の実大材曲げ強度性能,材料,

46,395-400(1997)

カラマツ集成材用ラミナの材内曲げヤング係数変

動の解析の結果,1枚のラミナ内の曲げヤング係数

とその最小値 との差が0.92GPaであり,上級等級ほ

どその差が大きくなることを示した｡

SUBYAKTO,WIY.SU, S.IsHIHARA :Mass loss

observation ofba-boo-particleboard and

orientedstandboardandfireretardanttISing

conecalorineter,Fl'rstInternatl'onalWoodScJ'cncc

Selm'narProcecdl'ngs,66-73(1996)

SUBYAKTO,WIY.SU,石原茂久 :難燃薬剤によって

処理 された竹-パーティクルボー ドと配向性ス トラ

ン ドボー ドの質量減少のコーンカロリーメーターに

よる観測

本研究は,トリメチロールメラミンとリン酸,トリ

メチロールメラミン,ジシアンジアミドとリン酸の混

合薬剤によって処理された竹パーティクルボー ドと

配向性ス トラン ドボー ドに対する難燃薬剤の添加の

効果を検討するために行った｡難燃薬剤によって処理

されたボー ドの着火時間と重量減少率は,処理されて

いない木材よりも小さくなることがわかった｡

W-Y.Su SUBYAKTO,T.H ATA,Y.IMAMURA,andS.

IsHtHARA :I-prove-entoffireretardancyof

strandt"ardsandplywoodsbysurfacetreat-ent

of-eta-inewith boricandphosphoricacids,

PTOC･0T3TdPacl'rl'c Rl'm BJ'O-BasedCom1-SJ'tes

Sympos)rumKyolo1931200(1996)I

蘇 文愉,スビヤク ト,畑 俊充,今村祐嗣,石原

茂久 :ホウ酸とリン酸を含むメラミンを使った表面

処理によるス トラン ドボー ドと合板の難燃性能の向

上

メラミンと難燃薬剤による表面処理 と熱圧の併用

による木質材料の難燃性能の向上を図る効果的で単

純な方法を開発 した｡ 2種類の木質ボー ドと2種類

の試験方法を使って,難燃薬剤のさまざまな調合に

よる効果の度合いを検討した｡ トリメチロールメミ

ンとりん酸 (TMP)あるいはホウ酸 (TMB)およ

びジシアンジアミドとリン酸 (TMDP),ジシアン

ジアミドとホウ酸 (TMDB)と一緒に混合 した｡用

いたすべての難燃薬剤の調合で,12mm厚さのス ト

ラン ドボー ドと4mm厚 さの難燃性能を向上 した｡

ス トラン ドボー ドの表面にTMPを200g/m2塗布 し

た場合には,着火時間が著 しく減少 した｡一方,

TMBは塗布量が比較的低いレベル,例えば50g/mj

で,試験体の燃え抜け時間が低下した｡TMDPは試

験体の燃え抜け時間を低下させるのに効果的であっ

たが,TMDBは着火の初期段階での燃え広がりを抑

えた｡薄い合板がTMPまたはTMBによって塗布さ

れ た場合,試験体の着火時間が著 しく遅れ た ｡

TMPが用いられた場合には重量減少率 と炭化長が

減少 した｡

W-Y.SU,SUBYA)(TO,T.HATA,Y.IMAMURA,andS.

IsHM ARA :Combustionbehaviourofnelanine-

boricand-phosphoricacidstreated-oodtISing

ther-ographic analysis, Proc･ or lhc lsl

In{ernatJ'onalI/I/PodSc)'enceSeml'narKyoto57-65

(1996)I

蘇 文愉,スビてクト,畑 俊充,今村祐嗣,石原

茂久 :熱画像装置を用いたメラミンとりん酸あるい

はメラミンとホウ酸により処理された木材の難燃性

能の検討

表面処理されたス トランドボー ドの難燃性能の評

価を非接触の温度測定方法である熱画像装置を用い

て行った｡木質材料に難燃性能を付与する表面処理

方法としては,メラミンと難燃薬剤による表面処理

と熱圧の併用による木質材料の難燃性能の向上を図

る効果的で単純な方法を開発 した｡2種類の木質ボ

ー ドと2種類の試験方法を使って,難燃薬剤のさま

ざまな調合による効果の度合いを検討 した｡ トリメ

チロールメミンとりん酸 (TMP)あるいはホウ酸

(TMB)およびジシアンジアミドとリン酸 (TMDP),

ジシアンジアミドとホウ酸 (TMDB)と一緒に混合

した｡用いたすべての難燃薬剤の調合で,ス トラン

ドボー ドの難燃性能が向上 した｡熱画像解析装置を

用いることによって,燃焼試験中の試験体表面の温

度分布 と試験体の難燃性能が視覚的に,また正確に

行 うことができた｡

I-prove-eat of the fire retardancy of
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strandboards by surface treat-eatwith

mela-iJleandboricorphosphoricacids,W-Y･

SU ,SUBYAKTO,T.HATA,Y.IMAMURA,andS.IsHIHARA,

MokuzaJ'Gakkashl',43,75-8i(1997)･

蘇 文愉,SUBYAXTO,畑 俊充,今村祐嗣,石原茂

久 :ホウ酸およびリン酸混合メラミンの表面処理に

よるス トランドボー ドの難燃性能の向上

難燃薬剤を含むメラミン樹脂を塗布 した後ホット

プレスにより硬化させ,効果的に木質材料を硬化す

る方法を検討した｡難燃薬剤 として トリメチロール

メラミンにホウ酸を混合 したもの (TMB) とリン

酸を混合 したもの (TMI'),およびそれぞれに,ジ

シンアンジアミドをさらに添加 したもの (TMDB,

TMDP)を使用 した｡いずれの薬剤についてもス ト

ラン ドボー ドの難燃性能の向上に効果が認められ

た｡TMBとTMP処理は200g/m2の塗布できわめて

顕著な着火時間の延長をもたらしたが,TMBの場

合一番低い塗布量で燃えぬけ時間をTMPより明ら

かに延ばすことができた｡ジシアンジアミドの添加

はリン酸に対 しては燃え抜け時間の大幅な延長をも

たらし,ホウ酸に対しては燃焼の初期段階で燃焼効

果を発揮 した｡TMBで処理 したボー ドは均一な炭

化層を形成 し,その結果,加熱時の熱の分散が均一

的に生 じて難燃効果の向上に寄与 したと考えられ

た｡ここで採用された熱画像分析の手法は,熱の分

散や燃焼現象を経時的に把握する上できわめて有用

であった｡

Combustiblebehaviourofboron-alkalimetal

treatedwoodbytlSingther-ographicanalysisI
W-Y.SU,T.HATA,Y.IMAMURA,S.IsHIHARA:Mokuzal'

GakkajsJ"I,43,82-89(1997)･

蘇 文愉,畑 俊充,今村祐嗣,石原茂久 :ホウ素

とアルカリ金属により処理 した木材の熱画像による

燃焼挙動の解析

ホウ素とアルカリ金属の混合処理により難燃性能

を付与することを目的に,その最適混合比率を求め,

あわせて熱画像によって燃焼挙動を解析 した｡ベイ

マツ単板とろ紙を,ホウ素とアルカリ金属を1:0.5,

1:1, 1:2の比率で混合 した薬剤で処理 し,炎上

性試験を行 うと同時に,熱画像装置により温度分布

と経時変化を測定した｡ホウ素とリチウムで処理 し

た試料の炭化長はホウ素とナ トリウム,あるいはホ

ウ素とカリウムで処理 したものよりも短かった｡ホ

ウ素とリチウムで処理 した場合,モル比を1:0.5

で処理したときに炭化長が最短となった｡アルカリ

金属の中では原子番号が小さいほど炭化長が短いこ

とが観察された｡一方,ホウ素とリチウムで処理 し

た試料の温度上昇速度は,ホウ素とナ トリウム,ホ

ウ素とカリウムで処理 したものより小さかった｡熱

画像解析法を用いることによって,炭化の進行度合

いならびに燃焼挙動を正確にまた明瞭に観測するこ

とができた｡ したがっ七,この方法が有効な木材の

燃焼制評価法の一つになると思われる｡

Y.FUJll,Y.h,UMURA,E.IwATSUBOandS.YAMAMOTO:

ControlofTer-iteAttackUsingaTrapplng

MethodandAcotlSticE-ission(AE)Monitoring,

-CaseStudyatanElectricPowerPlant-,TheInt･Res･

GI･OuPOnWoodPI･eSeIV･,IRG/WP97110224,pp.I1,

1997

藤井義久,今村祐嗣,岩坪永治,山本捷二 :トラッ

ピング法とAEモニタリングを用いたシロアリ食害

の防除,一電力設備についてのケーススタディー

建物周辺に設置 した人工餌場にシロア リを誘導

し,定期的に餌を取 り出して更新することによって

建物内へのシロアリの侵入を阻止し,かつ薬剤処理

を行 うことなく周辺のシロアリ活動領域を管理する

ことを試みた｡また餌場の餌木や周辺の餌杭の食害

時に発生す るアコースティック ･エ ミッシ ョン

(AE)を計測 し,餌場内および周辺での食害活動の

非破壊的な監視を行った｡

人工餌場は,束ねたアカマツ小角材の周辺に発泡

スチロールの丸棒を配置 した構造 (直径約300mm,

高さ約600mm) とし,これを土中に埋設 した内径

300mmの塩化ビニール製の筒内に設置 して蓋をし

た｡設置した10基の餌場の内,8基にシロアリが集

まり,そのうち3基には特に多くのシロアリが集ま

った｡餌は1ないし2ケ月に一度,シロアリを取 り

出して更新した｡第 1回目 (1993年6月)の更新で,

餌場内のシロアリ頭数は激減 したが,その後2年半

の間は,頭数に大きな変化はなかった｡1995年9月

以降,餌を投入するもののその更新を停止すると,

餌場内のシロアリ頭数は増加 した｡試験地に打ち込
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んだ餌杭や人工餌場の食害調査から推定したシロア

リ分布の時間変化から,人工餌場の設置と更新によ

って試験地内のシロアリの活動が抑制され,試験期

間内に新たに大きな被害は発生しなかったことが分

かった｡また,AE事象率は餌場内のシロアリ頭数

や温度に応 じて変化 した｡

今村祐嗣 :植物系材料の展開を考える,木工機械,

No.176,5-8(1997)

植物材料としての木材 ･木質資源の特徴を,その

成分構成や細胞構造に起因する環境調和性や機能性

の視点から考察 し,今後の展開を,エンジニアリン

グ化,機能化,環境調和型の処理法,などの点から

解説 した｡

今村祐嗣 :木材および木質住宅の劣化診断,日本木

材学会第5期研究分科会報告書,No.5,99-108(1996)

木質材料の耐久性信頼性 と木質住宅の耐用性の向

上に関する論述の中で,劣化診断について解説 し

た｡

H.M ATSUOKA,Y.FuJII,S.OKUMURÅ,Y.IMAMURAandT.

YoshlMURA :RelationshipbetweentheTypeof

FeedingBehaviorofTer-itesandtheAcoustic

Endssion(AE)Generation,WoodRes･,No･83,1-7

(1996)

松岡宏明,藤井義久,奥村正悟,今村祐嗣,吉村

剛 :シロア リの食餌行動の様式 とアコースティッ

ク ･エミッション (AE)の発生との関係

3種類のシ ロア リ,す なわち,イエシ ロア リ

(copto{ermesfTormosanus), ヤ マ トシ ロア リ

(Relllcul''lcrmesspe'arus)およびダイコクシロア リ

(cI7PToteTmeSdomestl'cus)について,食餌行動の様

式 とアコースティック ･エ ミッション (AE)の発

生との関係を,ccDカメラとAE測定を連動させて

観察 した｡シロアリの食餌行動は,基本的には3つ

の様式に分けられ,大胆を木材に突き刺 し木材繊維

を引き抜 く動作 (pulling),木材繊維を切断する動

作 (ctltting),および口器で木材表面を繰 り返 し掻

きながら微小な木材片を取 り込む行動 (scraping)

が見られた｡pullingでは断続的に発生するAEに大

振幅成分が含まれ,cuttingとscrapingでは小振幅の

AEが波が連続 して発生することが確認された｡

妾 愛慶,今村祐嗣,朴 相珍 :水浸出土木材の寸

法安定性に関する研究,-PEG ･糖 ･糖アルコー

ルによる寸法安定化の違いについて-,考古学と自

然科学 (日本文化財科学会誌),第 33号,39-56

(1996)

水浸出土木材のオーク材を対象に,PEG,糖,糖

アルコールによる寸法安定化を目的に,最適な含浸

処理条件を検討 した｡

すべての薬剤において,水溶液の濃度が30%に

達すると,試験体重量が急速に増加するが,70%以

上になるとその増加傾向は緩慢になった｡pEG#

4000,スクロース,ラク トース,マニ トール+PEG

#4000,および｢7ニ トール+スクロースの処理では

溶液濃度の上昇 とともに試験体の収縮は低下 し,

80%以上の濃度の溶液で最終処理を行 うと高い寸法

安定性が得 られた｡特に,スクロース,マニ トー

ル+PEG#4000,およびマニ トール+スクロース

で処理ですぐれた寸法安定性が認められた｡しかし,

グルコースや糖アルコール (ラクチ トール,キシリ

トール,マルチ トール)では膨張や亀裂の発生が観

察された｡含浸処理における初期濃度に関しては,

PEG#4000では70あるいは80%では試験体の重量

減少 と収縮がみ られたが,スクロースでは50,70

あるいは80%の溶液を用いてもそのような現象は

認められなかった｡ したがって,スクースではかな

り高濃度の溶液を最初に用いることができるが,

PEG#4000の場合は低濃度から徐々に高濃度に移

行させる処理が必要であるといえる｡

妾 愛慶,酒井温子,今津節生,今村祐嗣,朴 相

珍 :水浸出土木材へのポリエチレングリコールとス

クロースの拡散,木材学会誌,43,504-512(1997)

古代の遺跡から出土した樹種および劣化程度の異

なる4種類の水没出土木材を用いて,ポリエチレン

グリコール (PEG)#4000あるいはスクロース水

溶液中での含浸処理中に生じることがある,重量の

減少と異常収縮の発生のメカニズムを考察 した｡

含浸処理中の重量の減少や異常収縮は,スクロー

スよりPEGを用いたときに生 じやすかった｡ま/た,

pEG含浸後の試験体には,肉眼で明らかな収縮が観
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察されなかった場合でも,顕微鏡で観察を行 うと細

胞壁の変形や亀裂が認められた｡含浸処理中の木材

の含水率 と木材中-拡散 した薬剤量の経時変化か

ら,木材中-のPEGの拡散速度はスクロースより

も遅いこと,およびpEG含浸処理中はスクロース

含浸中よりも,木材中からの脱水量が多いことが確

認された｡以上から,含浸処理中の重量の減少や異

常収縮は,薬剤 と水の拡散速度が大きいと,溶液中

と木材中濃度が平衡になるように,木材中からの脱

水量が多くなり,細胞壁が落ち込むことが原因であ

ると考えられた｡一方,これらの現象は,木材の劣

化程度が′ト～中程度で生じやすかった｡劣化が著し

く進行すると細胞壁は脆弱になるが,細胞壁の多孔

質化や薄壁化,壁孔の開孔等が生じ,薬剤の拡散が

容易になるため,異常収縮はむしろ生じにくくなる

と考えられた｡

さらに今回の検討から,次のことも明らかになっ

た｡スクロース含浸は20℃よりも60℃で行った方

が,含浸処理中の木材中の薬剤濃度が高くなったこ

とから,温度を上昇させることで含浸期間を短縮で

きる可能性がある｡PEG含浸では,高濃度領域で木

材中の濃度が溶液の濃度よりも10-20%も高く,

従来行われている′100%pEG溶融液での最終処理の

必要性は,再検討の余地がある｡

Y.IMju4URA,M.KASHIHARl,K ANDO,N.HATrORland

S･KITAYAMA:Enhance-entofWeathering

Properties of Wood by Phenolic-Resin

I-pregnationCotlPledwithLaserIncision)

IUFROWorkingPaTり′5-Oil12Surfacl'ngandFl'nI'shl'ng

orWood,pp･7,1996

今村祐嗣,柏原将人,安藤恵介,服部順昭,喜多山

繁 :レーザインサイジングを援用したフェノール樹

脂注入処理による木材の耐候性の向上

木材の耐候性の向上を目的として,表層部にレー

ザ光によって貫通穴をインサイジングし,この部分

に低分子フェノール樹脂を注入 し熱圧硬化した｡イ

ンサイジング穴から樹脂が注入された表層部のみが

選択的に圧縮されて,硬い表面を形成することがで

きた｡野外に暴露して日射や雨水によるウェザリン

グの影響を観察すると,変色や割れの抑制など耐候

性の向上が認められた｡

今村祐嗣 :木材の劣化診断,木材科学講座 12,『保

存 ･耐久性』,屋我嗣良,河内進策,今村祐嗣 ･編,

海青社,1997,p.53-57

木質部材や住宅の腐朽やシロアリによる劣化の診

断法について,外観による識別,生物的 ･化学的検

出法,強度性能を尺度とする診断法,電気伝導を利

用した診断法,音波の伝播を利用した非破壊検査法,

に分けて解説した｡

N.HArrrORI,A.NA… URA,K.ANDO,S.KrrAYAMAand

Y･IMAMURA:Durabilityof2by4Lt- herlncised

withLaserandI-pregnated-ithPhenolic

Resin,Proc.from the3rdPscl'ffcRl'm Bjo-Based

CompositesSyml"S]'um,90197(1996)

服部順昭,中村 章,安藤恵介,喜多山繁,今村祐

嗣 :レーザインサイジングとフェノール樹脂の注入

処理を施した2Ⅹ4木材の耐久性

難注入性の樹種であるベイマツとスブルースの2

Ⅹ4材に,0,5.0,16.5,31.3,55.6Ⅹ103個 /m2

の孔を1.7kW のCO2レーザで開けた後,低分子フェ

ノール樹脂の注入処理を施 し,その耐久性を検討 し

た｡孔密度の増加につれて樹脂量も増加 し,寸法安

定性は最高密度の場合ASEが80%に達 した｡腐朽

菌やシロアリに対する抵抗性も,孔密度の増加に対

応 して向上し,高い孔密度では十分な性能が得られ

た｡

今村祐嗣 :第3回環太平洋木質複合材料シンポジウ

ム,材料,46,577(1997)

生物系複合材料の今後の展開について討議された

標記の国際シンポジウムの内容を紹介した｡

L.L.PuLIDO,S.IsHIHARA,Y.IMAMURlandT.HATA:

Research and Develop-ent of Carbon

Co-posites fro- Wood charcoal for

Environnental Clean-upandtheirApplications,

WoodResearch,No･83言43-46(1996)･

リリベス ･プリド,石原茂久,今村祐嗣,畑 俊

充 :環境浄化を目的とした木炭からの炭素複合材料

の研究開発とその応用

水溶液中に含まれている重金属のような有毒材料

を単 一 あ るい は混 合 溶 液 にお け る吸着 ス ギ
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(cIⅥ)tOmeriaJaponicaD.Don)を原料とした木炭の

吸着材料としての可能性を検討した｡

T･HATA,P･M･BRONSVELD,J･t･M･D･HossoN,J･B･

VEYRET,E･BULLOCK:Microstructural investigation

ofcarbonfibrereinforcementinasilicone

nitridematrix)P,oceedl'ngsol11thEuropean

CongressOnMl'croscopy(EUREM'96)(I996)

畑 俊充,p.M.IhoNSVELl),∫.t.M.D.HossoN,∫.B.

VEYRET,E.BULLOCK:炭素繊維で補強された窒化ケ

イ素マ トリックスの微細構造の解析

本研究の目的は複合材料の破壊時におけるカーボ

ンファイバーのフィブリル間のはく離の原因を見出

すことと複合材料の強度的な性質に対するコーティ

ングの役割について検討することにある｡フィブリ

ル間のはく離の理由とコーティングの役割をTEM,

HREM とsEM により検討 した｡より高い性能の複

合材料をつくるには,カーボンファイバーとマ トリ

ックス間の界面での結合強度と,カーボンファイバ

ー内のフィブリル間の結合強度の間でバランスがと

れるように,カーボンファイバーとマ トリックス間

の界面の設計をすることがよいことがわかった｡

畑 俊充 :最近の欧州研究事情,木材工業,51(10)

465-469(1996)

10ケ月にわたる海外での研究生活の経験から,ヨ

ーロッパ ･カナダの木質複合材料の研究開発の現状

を示した｡

T.KAJIMOTO,T.HATA,S.IsHJHARA:FireEndtlranCe

ofStlrfaceDensirledWoodTreatedwithFire

Retardant,Fl'TStlnternatl'onaJWoodSclcnccSemJ'naT

Proccedl'ngs,201-208(1996)

梶本 武,畑 俊充,石原茂久 :難燃薬剤の塗布と

圧壊処理を併用 した木材の難燃性能の向上

難燃処理の新 しい方法をスギ (Cryptomcrl'a

japonicaD.Don) とアル ビツイアフアルカ一夕

LAJbJ'zzJ'afalcataBacker)に適用した｡用いられた薬

剤はリン酸と混合 した トリメチロールメラミンであ

る｡試験体の表面がこれらの薬剤によって塗布され

た後,前乾燥され熱圧処理された｡試験体は曲げ試

験,火炎下におけるクリープ試験燃焼試験によって

評価された｡未処理試験体と比較すると,表面を圧

壊 したスギおよびアルビツイアフアルカ一夕の難燃

性能は向上した｡これら木材の難燃性能は,難燃薬

剤の塗布量を増加させたり前乾燥時間を増加させる

ことによって向上した｡本実験における最適条件は,

圧壊率,熱圧温度およびプレス時間のバランスによ

り達成されることが明らかとになった｡

畑 俊充 :未来 と夢 ･防火,木材工業,52(3),

166-168(1997)

木材の難燃性研究の現状と将来の考え方を平易に

示した｡

畑 俊充 :木材の熱分解と防火,木材科学講座 12

｢保存 ･耐久性｣,海青社,p.161-164(1997)

木材の難燃性能,難燃薬剤,難燃処理および燃焼

試験を大学生向けに概説した｡

WEN-YuSU,MusTAFAKEMALYALINKILIC,TosHIMITSU

HATA:EnhancementofLeachandTermite

Resistances.t,fPlywoodTreatedwithDoric

Compounds,Mokuzal'GakkaJ'shl'43(7),595-601

(1997)

蘇 文愉,MUsTAFAKln′IALYALINKILIC,畑 俊充,

今村祐嗣,石原茂久 :ホウ素化合物による難燃処理

合板の耐溶脱性と防蟻性の向上

難燃薬剤を含むメラミン樹脂を合板に塗布 した後

ホットプレスにより硬化させた材料について,難燃

性能のほかに耐溶脱性 とシロアリに対する抵抗性を

検討した｡難燃薬剤としてホウ酸あるいはリン酸単

独, トリメチt=,-ルメラミンにホウ酸を混合したも

のならびにリン酸を混合 したもの,およびそれぞれ

にジシアンジアミドを添加 したものを使用 した｡い

ずれの薬剤による処理でも薄物合板の難燃性能は向

上 した｡温水中30分の浸せき操作ではいずれの処

理とも処理前の難燃性能を維持した｡とくに,リン

酸を含有した混合薬剤では着火時間,残炎時間,加

熱による損失量,炭化長などが顕著に改善された｡

ホウ酸を含有した処理ではシロアリに対して優れた

防蟻性能を発揮 したが,水浸せきと乾燥の 10回の

繰 り返しによる溶脱操作によってその性能は低下し

た｡ トリメチロールメラミンとの混合効果をイオン

クロマ トグラフィによるホウ酸とリンの濃度測定に
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より確認した｡

角田邦夫 :第27回国際木材保存学会年次大会報告,

しろあり,No.106,3-9(1996)

1996年5月 19-24日に仏領グアダループで開催

された第27回国際木材保存学会での研究発表を,

シロアリに関連した物を中心に説明した｡

地下シロアリの物理的防除,地下シロアリの採餌

活動が及ぶ地表面からの深度,キチン合成阻害剤で

ある-キサフルムロンの効果に関する室内及び野外

試験結果などが要約されている｡

角田邦夫 :海中用材の虫害,木材科学講座 12 保

存 ･耐久性 (屋我嗣良 ･河内進策 ･今村祐嗣編),

海青社,pp.104-107(1997)

海中貯木 した場合に経済的に重要な被害を与える

生物群,キクイムシ,コップムシ,ニオガイ,およ

びフナクイムシについて,その生態と食害防止法に

ついて概説した｡

角田邦夫 :木材保存薬剤の研究 ･開発の動向,木材

工業,52,232-236(1997)

木材保存関連規格の国際統一化の趨勢を踏まえ,

木材保存薬剤の研究 ･開発の目標値を提示した｡安

全性が高く,今後の実用化が期待される化合物を表

示,概説した｡

K.TsUNOT)A,H.MATSUOKA,T.YosHTMURAandK･

YAMAUCHI:ColonyeliminationofRetZ'ctJLJ'ter-eS

spe･･ahlS(Kolbe)(Isoptera‡Rbinotermitidae)t･y

baitsyste-1TheInt･RestGrouponWoodPTeSerV･

DocumentNo･IRG/WP/97110189(1997)

角田邦夫,松岡宏明,吉村 剛,山内一馬 :ベイ ト

システムによるヤマ トシロアリコロニーの根絶

京都大学宇治構内に生息するヤマ トシロアリに対

して,-キサフルムロンを有効成分とするベイ トに

よるコロニー根絶を試行した｡晩秋に設置したベイ

トは,ヤマ トシロアリが活発に始動する5月以降に

多く摂食され,7月には採餌個体が存在 しなかった

事実に基づき,コロニーが根絶したと結論した｡

K.TsUNODAandT.YosHIMURA:Termitecontrol-

Awayfro- thellSeOftoo-uchche-icals-I
ProceedingsortheFl'rslInternatllonalWoodScl'ence

Seml'naT,December6-7,1996,Kyoto,15(1996)

角田邦夫,吉村 剛 :シロアリ防除

世界的に化学物質の使用が環境や人間-の影響と

いう面から懸念されつつあるが,シロアリ防除もそ

の例外ではない｡化学薬剤の使用量を低減するのに

貢献するであろう新しいシロアリ防除システム,特

にベイ トシステムの考え方について日本での研究結

果をまじえながら概説した｡

T.YosHTMURA,K.TsUNODAandM.TAKAHASHl:

Degradationofwoodinthedigestivetractofa

higherter-ite,NastJtJ'teTJ72eStakasagoeJZSJ'S

(Shiraki)(Isoptera:Ter-itidae),Mokuzal'

Gakkal'shl',42(12),1250-1257(1996)

吉村 剛,角田邦夫,高橋旨象 :タカサゴシロアリ

消化管中での木材の分解

木材摂食性の高等シロアリであるタカサゴシロア

リ (Nasutitermestakasagoensjs(Shiraki))の消化管中

での木材の分解過程を走査型電子顕微鏡を用いて観

察した｡前腸からは10-30/Jmと100-300〃mと

いう寸法分布を持った木材片が少量得られ,これ ら

はシロアリが摂食する前の木粉の形態的特徴を良く

残していた｡一方,腸間膜直前の後腸延伸部分から

採取した木材片は,寸法的には10JJm以下から300

〃mまで連続的に分布 しており,形態的には多様性

に富んでいて,激しい酵素的分解を受けた事を示し

ていた｡後腸の腸間膜より後ろの部分は密に詰まっ

た内容物によって大きく膨れ上がってお り,その末

端部では,50-300〃m程度の大きさを持ち,かつ

その表面に著 しい分解の痕跡を示す少量の木材片

と,分解残漆と思われる多量の不定形物質が観察さ

れた｡これらの観察結果から,タカサゴシロアリに

おける木材の分解は,1)摂食した木材片の中腸およ

び腸間膜より前の後腸延伸部分におけるシロアリ自

身による激しい酵素的分解とそれによる細片化,お

よび2)後腸の腸間膜より後ろの膨潤部分での残存細

片の最終的分解, とい う2段階で進むと推察され

た｡

吉村 剛 :イエシロアリの寄生生物に関する研究,
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環動昆,8(1),48-59(1996)

シロアリと微生物との相互作用の例 として,昆虫

寄生菌の殺蟻効力 と,木材分解における消化管中の

微生物相の役割を選び,日本において最も激しい被

害を与えるシロアリであるイエシロアリを用いて検

討してきたこれまでの研究結果を概説 した｡

吉村 剛 :シロアリによる木材の分解 一夕カサゴ

シロアリとイ工シロアリを例 として-, しろあ り,

No.107,3-ll(1997)

高等シロアリおよび下等シロアリの例 としてタカ

サゴシロアリおよびイエシロアリを選び,それ らの

木材分解機構について,特に摂食された木材の形態

的変化を中心として概説 した｡

吉村 剛 :シロアリ,木材科学講座 12 保存 ･耐久

悼 (屋我嗣良 ･河内進策 ･今村祐嗣編),海青社,

pp.95-103(1997)

シロアリの分類学的位置,生理および生態的特徴

について概説 し,併せて経済的に重要な種類につい

て詳 しく紹介 した｡

K.KyoU,T.WATÅNÅBE,T.YosHIMUR人andM.

Takahashi:Lignin-odi丘cationbyter-iteandits

sy-bioticprotozoa?WoodResearch,No･83,50-54

(1996)

妾 勝哲,渡辺隆司,吉村 剛,高橋旨象 :シロア

リとその共生原生動物によるリグニンの修飾

イエシロアリおよびその共生原生動物によるリグ

ニ ンの修 飾 につ いて, ミル ドウ ッ ドリグニ ン

(MWL)を強制的に摂食させた場合のシロアリの健

康状態-の影響,MWLの原生動物による取 り込み,

およびMWLとシロア リ排植物中の リグニンの化学

分析によって検討 した｡強制摂食時の死亡率の変化

から,MWLはイエシロアリの栄養源 としては利用

されないが,何 らかの健康増進作用は有 していると

考えられた｡また,3種の共生原生動物の内,中型

種であるHolomastl'goto''deshartmannL'Koidzumiのみ

が活発にMWLを取 り込むことが明らかにな り,原

生動物体内のMlVLはその表面が部分的に分解され

ていた｡さらに,排植物中のリグニンの分析結果か

らは, リグニン自体の側鎖や芳香環の解裂などでは

なく,例えばリグニンー糖複合体からの糖部分の遊

離などのような,部分的修飾のみが生じていること

が推察された｡

H.MATSUOKA,Y.FUJII,S.OKUMURÅ,Y.hL岨1URÅandT.

YosHIMURA:Relationshipbetweenthetypeof

feedingbehaviorofter-itesandtheacollStic

e-ission(AE)generation,WoodResearch,No･83,

1-7(1997)

松岡宏明,藤井義久,奥村正悟,今村祐嗣,吉村

剛 :シロアリの摂食行動とアコースティックエミツ

シ]ン (AE)の発生との関係

イエシロアリ,ヤマ トシロアリおよびダイコクシ

ロアリの3種のシロアリを用い,その摂食行動とAE

発生 との関係について,CCDカメラで行動を撮影

しながらAEの発生をモニタリングすることによっ

て検討 した｡ccDカメラによる観察の結果,"引っ

張 り","切 り取 り"および"削 り取 り"の3種の行

動が観察されたが,"引っ張 り"行動の際には大き

な振幅のAEが断続的に発生 し,また,"切 り取 り"

および"削り取 り"行動の際にはより小さな振幅の

AEが高い頻度で発生した｡

S.YUsUF,Y.IM心lURA,M.TÅmflASHIandK.MINATO:

Biologicalresistanceofche-ically-odified

wood(acetylaltionandfor-alization),Proceedl'ngs

ortheFl'rstInleI･natL'OnalWoodSc)'enceSeminar,

December6-7,1996,Kyoto,1071114(1996)

S.YusUF,今村祐嗣,高橋旨象,湊 和也 :化学修

飾木材 (アセチル化およびホルマール化)の生物劣

化抵抗性

木材の寸法安定性および生物劣化抵抗性に対する

アセチル化 とホルマール化の影響について検討 し

た｡アセチル化は120℃で 1分から24時間まで,気

相ホルマール化はテ トラオキサンを用い二酸化硫黄

を触媒として120℃で行った｡両処理木材 とも寸法安

定性と生物劣化抵抗性において改善が認められた｡

Y.SuDn'AN I,M.TÅKIHASHI,Y.Ilu urlURA,K.MINATOand

S･TsUJIYluh :(:hangeofso-epropertiesofwood

a免erexposedtoweathering)Proceedl'ngsoltheFl'rst

InleTnatl'onalI,I/OodSc)'enceScml'nar,December6-7,
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1996,Kyoto,99-106(1996)

Y.SUDIYANI,高橋旨象,今村祐嗣,湊 和也,辻山

彰一 :耐候操作による木材諸物性の変化

アルビジアおよびスギ試験片を,屋外一降雨 1年

間,屋外一非降雨 1年間,およびウェザーメーター

1080時間の3通 りの耐候操作に供 し,物理的および

化学的性質の変化を検討 した｡色の変化は屋外一降

雨の場合に最も著 しく,また,アルビジアがスギよ

りもその変化は激 しかった｡sEM観察の結果,細

胞間層での分離や繊維の並びに沿った割れが観察さ

れた｡FT-IR分析からは,カルボニル基やカルボキ

シル基のような発色性基の生成 とリグニンの消失が

示唆された｡

Y.SoRNNUWAT,C.VoNGKALUANG,T.YosHIMURA,K.

TsUNODAandM･TAKAHASHI:Degradation of

termiticidesandeffectonperfor-anceagainst

Thailand)s econo-ically -ost i-portant

subterraneanter-iteICoptoterJneSgeStrOJ'

Wasmann(Isoptera!Rhinotermitidae)･I･Soil

burial,MaterialundOTganl'smen,30(2),133-142

(1996)

Y.SORNNUWAT,C.VoNGK此UANG,吉村 剛,角田邦

夫,高橋旨象 :殺蟻剤の分解 とその地下シロアリ

coptotern)esgestroJ'Wasmannに対する効力-の

影響 Ⅰ.土壌埋設

ピレスロイ ド系3種,シラン化合物 1種および有

機 リン系化合物 1種の計5種の化合物について,処

理木材片を土壌中に埋設 し,一定期間後の化合物の

回収率と防蟻効力の変化 との関係を検討 した｡どの

化合物の場合でも低濃度処理でその分解はより著し

かった｡5種の中では有機 リン系化合物であるクロ

ル ピリホスが最も分解速度が速 く,最高処理濃度で

も3ケ月後に 10%以下の残存率を示すのみであっ

た｡シラン化合物であるシラフルオフェンが土壌埋

設に対 して最も高い抵抗性を示 した｡タイにおいて

経 済 的 に 最 も 重 要 な 地 下 シ ロ ア リで あ る

coptotcrmesgestro''wasmannを用いた生物試験の結

果は,化合物の回収率を良く反映したものとなって

お り,5種全ての化合物がタイにおいて殺蟻剤 とし

ての可能性を有 していると考えられた｡

Y.SoRNNUWAT,C.VoNGKALUANG,T.YosHIMURA,K.

TsUNODAandM･TAKAHASHⅠ:Degradation of

termiticidesandeuectonperfor-anceagainst

Thailand)s econo-ically -ost i-portant

subterraneantermite!CoptoternZesgestroJ'

Wasmann (Isoptera:RhinOter-itidae)･II･

ⅠndoorandoutdoorexposⅦreinabovegrollnd

situation,Maten'alundOIganl'smen,30(2),143-154

(1996)

Y.SORNNUWAT,C.VoNGK礼UANG,吉村 剛,角田邦

夫,高橋旨象 :殺蟻剤の分解 とその地下シロア リ

coptoteJ･JX'eSgeStrOJ'Wasmannに対する効力への

影響 Ⅰ.室内および非接地屋外暴露

ピレスロイ ド系3種,シラン化合物 1種および有

機 リン系化合物 1種の計5種の化合物で処理 した木

材片を,一定期間室内および非接地屋外暴露に供 し,

化合物の分解 とその防蟻性能に与える影響を検討 し

た｡全ての処理木材片は24ケ月の室内暴露および6

ケ月の非接地屋外暴露後も十分な防蟻効力を有 して

いた｡5種の中では有機 リン系化合物であるクロル

ピリホスが暴露抵抗性が最も低かった｡3種のピレ

スロイイ ド系化合物の中ではサイバーメスリンが最

も抵抗性が高く,12ケ月後最低処理濃度においても

その防蟻効力は十分であった｡一方,土壌埋設の場

合最も高い分解抵抗性を示 したシラン化合物,シラ

フルオフェンは,ピレスロイ ド系化合物3種よりも

室内および非接地屋外暴露によって容易に分解 さ

れ,12ケ月後にはどの処理濃度においても防蟻効力

を喪失 した｡これ らの結果から,タイにおける非接

地屋外暴露条件下では,防蟻処理 として比較的高い

処理濃度が必要とされる事が明らかとなった｡

Y.SoRNNUWAT,K.TsUNODA,T.YosHIMURA,M･

TAKAHASHtand CIVoNGKALUANG :Foraglng

poptllationofCoptote- )esgestroJ'(Isoptera;

Rhinoternitidae)inanurbanarea,J･Econ･

EnEomol･,89(6),1485-1490(1996)

Y.SORNNUWAT,角田邦夫,吉村 剛,高橋旨象,C.

voNGKAI｣UANG :都市部 におけるCoptoteJ･n'eS

gestroJ'の採餌個体数

タイ産地下シロア リであるCoptotc'mesgest,ol'

wasmannのバンコック市街地にある3コロニーにつ
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いて,その採餌個体数を標識一再捕獲法によって推

定した｡

採餌個体数は1コロニー当たり1.13-2.75x10-守

あり,コロニーの年齢,環境条件および季節によっ

て変動するものであると考えられた｡

M.K.YALINKILIC,S.YUsUF,T.YosHIMURA,M.

TAKIHASHIandK･TsUNODA:ELrectofvaporphase

formalizationofboricacidtreatedwoodon

boronleachabilityandbiologicalresistanceI

PI･OCeedjngsfrom theTh∫rdPacL'flcRl'm Bl'O-Based

Composl'tesSymposL'um,December1-5,1996,Kyoto,

544-551(1996)

M.K.YALINKILIC,S.YUsUF,吉村 剛,高橋旨象,

角田邦夫 :ホウ酸処理木材の生物劣化抵抗性および

ホウ素溶脱性に対する気相ホルマール化処理の影響

処理木材からのホウ素の溶脱を防止する目的で,

ホウ酸注入処理と気相ホルマール化処理との二重処

理を検討した｡二重処理試験片はホウ酸単独処理試

験片よりも,期待されたほどではないものの流水に

対する溶脱抵抗性が高かった｡ しかし,ホウ素含有

量が高い試験片の場合,ホルマール化による重量増

加は減少した｡

二重処理試験片はカワラタケおよびオオウズラタ

ケに対して非常に高い抵抗性を示しものの,シロア

リにたいしては単独処理のものと比較した若干の性

能の改善に留まった｡

M.K.YALINKILIC,S.YUsUF,T.YosHIMURA,W.-Y.Su,

K･TsUNODAandM･TAKAHASHI:Incorporationof

phenylI"Tonicacidtreat-entwith vaporphase

fo- alization,TheInt･Res･GroLLPOnWoodPTeSetV･

DocumentNoIIRG/1ヘヤ/97-40083(1997)

M.良.YALINKILl｡,S.YUsUF,吉村 剛,W.-Y.SU,

角田邦夫,高橋旨象 :フェニルホウ酸注入処理木材

の気相ホルマール化による性能の改良

小型のスギ辺材試験体 (20Ⅹ20xlOmm)を先ず

フェニルホウ酸水溶液で注入処理 し,乾燥後,気相

ホルマール化に供し,二重処理 した｡調製された試

験体について,寸法安定性,溶脱抵抗性,生物劣化

抵抗性などを試験した｡抗収縮能力と溶脱抵抗性の

向上が認められただけでなく,軽度の処理であって

も十分な腐朽抵抗性が付与された｡二重処理試験体

の防蟻性は,性能基準に到達しない場合があり,処

理条件の組み合わせを改良する必要のあることが示

唆された｡

M.K.YALINKIIJlC,W.-Y.SU,Z.DEMIRCl,E.BAYSAL,M.

TAKAflASHIandS･]-sHlHARA :Oxygenindexlevelsand

ther-al analysifiOfwoodtreatedwith -ela-ine

for-aldehyde-boroncombinations,TheInl･Res･

GrouponWoodPreseTV･DocumentNotIRG/WP/971

30135(1997)

M.K.YAl.INKJLIC,lV.-Y.SU,Z.DEMIRCI,E.BAYsAL,

高橋旨象,石原茂久 :メラミンホルムアルデヒドー

ホウ素処理木材の酸素指数と熱分析

ホウ酸,ホウ砂,メラミンホルムアルデヒド樹脂

各々単独,及びこれらを組み合わせたものでオウシ

ュウアカマツ辺材 (20x20xlOmm-寸法安定性試

験用,10x3150mm -酸素指数,熱分析用)を減圧

注入処理することによって試験体を調製した｡メラ

ミンホルムアルデヒド樹脂にホウ素化合物を添加す

ると,寸法安定性は上昇するが,ホウ素化合物の添

加割合が高過ぎると逆効果を引き起こした｡試験し

た混合系では,かなりの難燃性付与が可能であるこ

とが実証されたが,最終的結論は今後の研究成果に

委ねたい｡

S.DoI,Y.KURIMOTO,M.TAKArLISHlandT.YosHIMURA:

Doheattreat-.･LntaCCeleratethebiodegradation

ofwood-aterials? PI･OCeedL'ngsfTOm theThl'rd

Pacl'f7cRl'm BIB(,-BasedComposl'tesSympos∫um,

December1-5,1996,Ky｡to,159-165(1996)

土居修一,栗本康司,高橋旨象,吉村 剛 :木質材

料の生物劣化は熱処理によって促進されるか?

木質材料の生物劣化に対する熱処理の影響を検討

するために,数種心材に蒸煮処理および乾熱処理を

行い,シロアリおよび腐朽菌に暴露 した｡熱処理木

材はシロアリによって無処理材よりも激しい食害を

受けるようになった｡特にカラマツおよびブナを蒸

煮処理した場合,その傾向は著しかった｡

S.DoT,Y.KURIM()TO,M.TAKAHASHlandT.YosHIMURA

:Effectsofsteamingheattreatmentofwoodon
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thesti-ulationofter-itefeeding,TheInt.Res･

GTOuPOnWoodPreseIV･,DocumentNo･IRG/WP/

97-10189(1997)

土居修一,栗本康司,高橋旨象,吉村 剛 :シロア

リの摂食活動への木材蒸煮処理の影響

蒸煮処理および乾熱処理がシロアリの摂食活動に

与える影響について,強制および選択摂食試験によ

って検討した｡その結果,数種の蒸煮処理木材が無

処理木材 と比較 してイエシロアリおよびヤマ トシロ

アリの攻撃をより激しく受けたが,一方,乾熱処理

による影響は観察されなかった｡

M.MoRIandM.TAKAHASHI:Characteristicsofthe

plg-entSPrOdtlCedbysap-staizLingfungi,TheInt･
ResIGTOuPOnWoodPresen,.,DocumentNo.IRG/WP

/97-10023(1997)

森 満範,高橋旨象 :木材変色菌の生産する色素の

特徴

木材変色菌AuTeObasl'dL'um pullulans(deBary)

ArnaudおよびceTatOCyStl'spl'ceae(Munch)H.andP.

sydowの生産する色素の特徴について検討した｡こ

れらの菌から単離された色素は合成メラミンと類似

したメラミンであることが明らかになり,さらに,

より高い脂肪族含有量を示していた｡

q･WANGandM･TAKAHASHl:Biological dtlrability

ofce-ent-bondedparticleboard,Thetnt.Res･

GTOuPOnWoodPI･eSeIV･,DocumentNodIRG/WP/

97-20115(1997)

王 橋,高橋旨象 :セメン ト接着パーティクルボ

ー ドの生物劣化抵抗性

市販のセメント接着パーティクルボー ドを用い,腐

朽抵抗性および内部結合力-の腐朽菌の影響を検討

するとともに,他の木質系構造材料 との比較を行っ

た｡

張 敏,河崎珠美,楊 薄,本田貴久,川井秀

一 :複合ファイバーによる木質ボー ドの製造とその

性質 (第3報)3層複合構造を有する竹 ･木複合ボ

ー ドの性質と有限要素法による弾性応力解析,木材

学会誌,42(9),8541861(1996)

ウッドファイバー (wF),バンプ-ファイバー

(BF)および薄く剥いだバンブース トラン ド (BS)

を用いて,BFとwFの混抄による複合ファイバーボ

ー ド (BF-1VF),フェイスにBFまたはBS,コアに

lVFを用いた3層構造を有する複合ボー ド (BF/

WF/BF,BS/WF/BS)を製造 した｡竹/木重

量比 (混合比またはフェイスとコアの構成比)を変

え,複合ボー ドの厚さ方向における比重分布を調べ,

それらの差異が材質に及ぼす影讐を検討した｡また,

有限要素法 (FEM)を用いて,BS/WF/BSボー

ドについて弾性応力解析を行った｡

wFにBFを混抄することにより,BF-1VFボー ド

の耐水性や面内寸法安定性が顕著に改善された｡

BF/WF/BFボー ドはコンプライ構造を有 し,フ

ェイスBFの増加に伴い,耐水性や寸法安定性が著

しく向上した｡一方,BS/WF/BSボー ドについ

ては,サン ドイ ッチ構造を有 し,フェイスBSの配

向効果により,その比強度 (MOR/比重)と比ヤ

ング率 (MOE/比重)は,市販合板などよりも高

い値を示 している｡また,FEM による解析結果か

ら,BS/WF/BSボー ド内における応力 とその分

布は,フェイスとコアの構成比により著しく異なる

ことが明らかになった｡

永 富桝,黒木康雄, ドクワイ ト･エ-セビオ,馬

孟飛,川井秀一,佐々木光 :木質セメント板の迅速

硬化 (第5報)蒸気噴射プレス法における初期強度

発現剤および水和増強剤の性能発現機構,木材学会

読,42(10),977-984(1996)

蒸気噴射プレス法を適用 し,重炭酸ナ トリウム

(NaHCO3)および珪酸ナ トリウム (Na2SiO3)を

添加 した木質セメント板 (CBP)の迅速硬化技術に

ついて,その性能発現機構の解明を試みた｡cBPの

初期強度発現にはNa2Si03の影響が,また養生後の

強度発現には水和増強剤 としての塩化マグネシウム

(MgC12)の影響が顕著であり,その発現機構を解

明するためにX線回折,走査型電子頭微鏡 (SEM)

観察を行った｡初期強度の発現に関して,NaHC03

では炭酸カルシウム (CaCO3)の生成,Na2Si03

では珪酸ゲルの勝者作用および非晶質珪酸カルシウ

ム水和物 (CSH)の生成によるものであることが確

認された｡更にMgC12は水和増強剤として効果があ

り,塩化カルシウム (CaC12)よりも迅速に水和が
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進むことを明らかにした｡なお,MgC12を添加 した

場合のセメントの水和生成物は,水和後期に生成す

るTypen′CSHによるものであることが確認された｡

K.UMEMUR▲1,H.TÅN.lKA,Y.M IZUNO,S.K.… Al:

CttringBehaviorofWoodAdhesivesu･lderHigh-

pressulesteamIII.Bondingstrengthofphenolic

resin,MokuzajGakkaJ'shL',42(10),985-991(1996)･

梅村研二,田中大樹,水野泰嗣,川井秀一 :高圧水

蒸気下での木材用接着剤の硬化挙動 (第3報)フェ

ノール樹脂の接着強度

蒸気噴射加熱下におけるフェノール樹脂の接着性

能を明らかするために,添加剤や加熱時間を変化さ

せて作成した合板試験片の接着強度を測定した｡ま

た,得られた結果に基づいて,その最適接着条件を

検討した｡結果は以下のようにまとめられる｡フェ

ノール樹脂のみの場合および小麦粉を添加 した場

合,噴射時間が長くなるにつれて,接着強度の著し

い低下が認められた｡これは樹脂の膨潤,希釈,痩

透などによって,接着層に欠腸が生じたためと考え

られた｡一方,ソーダ灰を添加 した場合は,硬化促

進による強度の向上が認められた｡さらに,短時間

で十分な接着強度を得るために,断続的な蒸気噴射

加熱を試みた｡その結果,フェノール樹脂のみ,およ

びソーダ灰を添加 した場合に,強度の著 しい向上が

認められた｡すなわち,蒸気噴射加熱下では高圧蒸気

による接着層の欠腸を抑制 し,接着層に樹脂が保持

されるような条件下で行 う必要があり,断続的な蒸

気噴射加熱はその有効な手法の一つと考えられる｡

張 敏,川井秀一,スレイマン ･ユスフ,今村祐

嗣,佐々木光 :リグノセルロース系原料を用いた木

質ボー ドの製造とその性質 (第 1報)蒸気噴射プレ

スによるバガスパーティクルボー ドの高寸法安定

化,木材学会誌,42(ll),1082-1089(1996)

蒸気噴射プレス法を用いて,蒸気圧 (6.3気圧お

よび10気圧)と噴射時間 (30秒～9分)を適当に選

び,バガスパーティクルボー ドを製造 した｡また,

ホットプレスを用いて同様のボー ドを製造 し,両者

のボー ドの性質 を比較検討 した｡特に,噴射条件

がボー ドの力学的性質,耐水性,耐湿性,耐朽性お

よび耐蟻性に及ぼす影響について検討した｡

蒸気噴射プレスで成板 したボー ドは,力学的性質

がホットプレスで成板 したボー ドのそれらに比べ幾

分劣ることが認められたが,その吸水厚さ膨張率は,

蒸気圧 (温度)および噴射時間の増加に伴って著し

く減少し,高い寸法安定性を示した｡また,吸湿率

(平衡含水率)はホ ットプレスの場合とあまり変わ

らないものの,吸 ･放湿過程における厚さ膨張率が

非常に小さく,優れた耐湿性を持つことが明らかと

なった｡

しかしながら,バガスパーティクルボー ドは他の

木質ボー ドに比べて腐 りやすいことが認められ,さ

らに,蒸気圧および噴射時間の増加に伴って,特に

褐色腐朽菌のオオウズラタケによる腐朽が激しくな

る傾向が認められた｡また,イエシロアリによる選

択摂食試験によっても,蒸気圧や噴射時間の増大に

つれて食害率が大きくなった｡

永 富桝,黒木康雄,川井秀一,佐々木光 :シリカ

ヒューム添加による木質セメント板の迅速硬化 (莱

1報)蒸気噴射プレス法における水和発現剤の効果,

木材学会誌,42(ll),1090-1097(1996)

シリカヒュ一一ムを添加 し,蒸気噴射プレス法を適

用した木質セメントボー ド (CちP)の迅速効果技術

を検討した｡すなわち,水和発現剤 としてシリカヒ

ュ-ムを混合 し,珪酸ナ トリウム (Na2SiO3)を組

み合わせて添加 した{〕ボー ドの性能に及ぼすシリカ

ヒュ-ムの添加率,養生方法および総プレス時間

(TPT)等,種々の製造条件を評価 し,最適条件を

決定した｡cBPの水和発現剤 としてのシリカヒュ-

ムは水和反応の促進および空隙の充填効果により

cBPの材質を大きく向上させた｡本実験範囲での最

適条件は,シリカヒュ-ム添加率 15%,TPT12分

および水中浸せき養生 14日間と判断できる｡

永 富桝,黒木康雄,川井秀一,佐々木光 :シリカ

ヒューム添加による木質セメン ト板の迅速硬化 (第

2報)水和に及ぼすオー トクレーブ養生の効果,木

材学会誌,42(12),1202-1210(1996)

シリカフユー-ムを添加 し,蒸気噴射プレス法を適

用 した木質セメントボー ド (CBP)の迅速硬化技術

を検討した｡すなわち,ポゾラン混和材 としてシリ

カフユームを5%の珪酸ナ トリウム (Na2SiO3)と

組み合わせて添加 し,オー トクレーブ養生を行った｡
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ボー ドの性能に及ぼすシリカフユームの添加率,徳

プレス時間,オー トクレーブ養生温度等,種々の製

造条件を評価 し,最適条件を決定した｡シリカフユ

ームを混合した場合のCBPは水和反応の促進,空隙

充填の効果およびオー トクレーブ養生によるエ トリ

ンガイ トの抑制によって良好な性質を示した｡各種

性質-の影響を考慮すると,本実験の範囲での最適

条件はシリカフユーム添加率20-25%,総プレス

時間12分,オー トクレーブ養生温度 135℃以上であ

ると判断できる｡また,製造時間はオー トクレーブ

養生によって飛躍的に短縮できた｡

E-DINGWoNG,A･RIZARI,S･KA､､′Al:Propertiesof

Rubberwood LVL ReinforcedwithAcacia

Veneers,WoodResearch,83,8116(1996)･

ウォン ･エディン,ラザ リ･カーデル,川井秀一

アカシアマンギウム単板で補強されたラバーウッド

LVLの性質

アカシアマンギウム間伐材およびラバーウッドの

廃材単板を組み合わせてLVLを製造し,その性質を

調べた｡マンギウム単板をフェイスにラバーウッド

単板をコアに用いたLVLでは,曲げヤング率及び曲

げ強度がフェイス単板の積層数の増加に伴い増加 し

た｡マンギウム単板3プライを両フェイスに用いた

15プライLVLは80E特級に合格 し,5プライの場

合には100E特級に,さらにマンギウムのみからな

るLVLでは120E特級に合格した｡

中田欣作,杉本英明,井上雅文,川井秀一 :硬化積

層材を利用 した木質構造接合部材の開発 (第 1報)

フェノール樹脂含浸処理を施 した強化LVLの強度

性能,木材学会誌,43(1),38-45(1997)

積層した樹脂含浸処理スギロータリー単板を熱板

プレスで圧縮 し,平行積層 (pタイプ)および直交

積層 (Cタイプ)の硬化積層材すなわち強化単板積

層材 (強化LVL)を製造した｡木質構造建築用の接

合板として使用する目的で,曲げ,圧縮,水平せん

断に関する強度性能を検討した｡得られた結果を以

下に示す｡

1) フェノール樹脂濃度を15%としたときに,強

度性能および寸法安定性の優れた強化LVLが得られ

た｡この条件でのPタイプの密度は1.3g/cm'3であり,

その強度性能はベイマツ集成材の2-7倍であった｡

2)Cタイプの強度性能は,直交層の増加 ととも

に低下し,合板 と同様の積層構成ではPタイプの約

70%の値となった｡任意の直交層を持つCタイプの

強度性能は,Pタイプの強度値 と直交層の位置によ

り推定可能であった｡

3)強化LVLの強度性能の繊維傾角による変化は,

Hankinsonの式により推定可能であった｡pタイプ

では,圧縮強さ以外の強度性能は繊維傾角の増大に

より大幅に低下したが,Cタイプでは,すべての強

度性能は繊維傾角による変化が少なく,かつ,繊維

傾角が30度以上ではPタイプより高い強度性能を示

した｡

4)Cタイプでは,30度以上の繊維傾角において,

縦使い方向の水平せん断強さが優れているとともに

非常に粘 り強い破壊を示すため,このタイプの強化

LVLが接合板に適していると考えられる｡

張 敏,川井秀一,楊 揮,本田貴久 :リグノ

セルロース系原料を用いた木質ボー ドの製造とその

性質 (第2報)高性能バガス複合ボー ドの製造と有

限要素法による弾性応力解析,木材学会誌,43(4),

310-317(1997)

バガスス トランドおよびバガスパーティクルを調

製 し,蒸気噴射プレスを用いて,3層構造を有するバ

ガス複合ボー ドを製造 したOフェイスス トランド/コ

アパーティクル構成比や蒸気噴射条件がボー ドの性

質に及ぼす影響について検討した｡また,有限要素法

によって複合ボー ド内における応力分布を求めた｡

フェイスス トランドを配向させた複合ボー ドの力

学的性質は,配向方向曲げ強度,配向方向曲げヤン

グ率,湿潤状態の強度残存率,および木ねじ保持力

など,いずれもフェイス比率の増加に伴って顕著に

増加 した｡寸法安定性については,蒸気温度 180℃

で3分噴射 したボー ドの吸水厚さ膨張率は,160℃

で7分噴射 したボー ドのそれより遥かに小さいが,

線膨張率については逆の傾向が認められた｡また,

フェイス率の増加に伴って配向方向の線膨張率は著

しく低下した｡

一方,有限要素法による応力解析の結果より,荷

重点および支持点での応力集中や応力の乱れが示さ

れた｡また,フェイスとコアの界面層におけるせん
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断応力は,フェイス/コア比によって大きく影響さ

れることが明らかとなった｡

張 敏,川井秀一,スレイマン ･ユスフ,今村祐

嗣,佐々木光 :リグノセルロース系原料を用いた木

質ボー ドの製造とその性質 (第3報)竹パーティク

ルボー ドの性能と蒸気噴射プレスによる寸法安定性

の改善,木材学会誌,43(4),318-326(1997)

竹の外層表皮と中内層,および両者を分離しない

ものをそれぞれ原料とするパーティクルボー ドを製

造 した｡接着剤添加率やパーティクル寸法による材

質-の影響を調べたほか,蒸気噴射プレスによるボ

ー ドの寸法安定性の改善や,耐朽 ･耐蟻性-の影響

についても検討した｡

JISにしたがって,常態および湿潤状態下の曲げ

強度と曲げヤング率,はく離強度,硬さ,吸水厚さ

膨張率および線膨張率,吸湿率および吸湿厚さ膨張

率などを測定した｡その結果,原料とする竹幹の部

位や,接着剤添加率およびパーティクル寸法の違い

によって,ボー ドの性質が大きく影響された｡また,

蒸気噴射プレスを用いたボー ドでは,優れた耐水性

および耐湿性を持つことが明らかとなった｡一方,

耐朽 ･耐蟻性試験の結果より,竹パーティクルボー

ドは木質パーティクルボー ドより腐朽 しやすいこと

がわかったが,シロアリの食害に対してある程度の

抵抗性を持っていることも認められた｡

H.SASAKl,H.YAMAUCIiT,A.KoIZUMl,Y.IuIMA,Y.

TAMURA,T･SASAKI,S･KÅWAI:CylindricalLVLfor

StrtICttIJ･al UseMadebySpiral-WindiJlgMethodI

Proc･ortheInternatl'onalWoodEng7neCnngConrcrence

9̀6,NewOrleaI-S,USA･1996,p･3-538/3-540･

佐々木光,山内秀文,小泉章夫,飯島泰男,田村靖

夫,佐々木貴信,川井秀一 :スパイラルワインディ

ング法により製造された構造用円筒LVL

紙管の製造に用いられるフィラメントワインディ

ング法を応用 し,ポリエステル繊維糸をミシン縫い

した厚2.5mm,幅 150mm (繊維方向)のエン ドレ

ス単板を直径 250mmのマン ドレルに巻き付けて交

錯積層 し,長さ3.5m,8プライの円筒LVLを製造

した｡接着剤にはハネムーン型レゾルシノール樹脂

あるいは水性高分子イソシアネー ト樹脂を用い,ゴ

ム製ベル トで0∴うMPaの圧締圧を与え,3分間圧締

した｡さらに,山部の円筒LVLには,半径方向を補

強するために,パルプ-ポリエチレン混合物射出成

形物を円筒に挿入した｡

補強された円筒LVI.の曲げヤング率はう.OGPa,

曲げ強度は10.6MPaであった｡

S.KllVAl:TowardtheNew GenerationofBio_

BasedCo-positeProducts,Proc･OrtheThl'Td

PacJJIcRim Bl'O-BasedComposl'tesSympos)rum,Kyoto,

Japan,1996,p･l14･

川井秀一 :木質系複合材料の新 しい方向

木質材料の開発の歴史を,エレメントサイズの動

きから解析 し,今後の展望を試みた｡すなわち,骨

組み材料では強度性能の分散が小さい,高信頼性材

料の開発が必要であること,そのために材料強度と

エレメントサイズの関係について解析的ならびに実

験的検討が必要であることを強調した｡また,高比

強度 ･高比ヤング率材料の開発が重要であり,その

1例として円筒LVtを紹介した｡

平面材料では多機能 ･高性能材料の開発のため

に,エレメントの配向技術,複合化等を強調し,今

後環太平洋諸国で注目される木質ボー ドとして,木

質セメントボー ドの技術開発を紹介した｡

森林資源の持続的利用を目指して,非木材 リグノ

セルロース資源や リサイクル資源の有効利用をはか

ることが重要である｡今後の材料開発では,材料の

ライフサイクル全体で,資源,エネルギー,環境-

のインパク トを評価することが重要になると考え,

ライサイクル評価の1例を紹介した｡

K･UMEMURA,Y･MIZUNO,S･KAヽヽrAI:Bonding

StrengthI-pro･ve-eatofFor-aldehydeResin

AdhesiveUnderHigh-PressureStea-,PTOC･0rthe

Th,'rdPacL'JIcRl'm B,'O-BasedComposl'tcsSympos)rum,

Kyoto,Japan,1996,p･2241230･

梅村研二,水野泰嗣,川井秀一 :蒸気噴射加熱によ

るホルムアルデヒド系樹脂接着剤の接着強度の改善

L60℃の蒸気噴射で加熱 したフェノール樹脂の接

着強度におよぼす添加剤や噴射時間の影響を明らか

にした｡さらに,蒸気噴射加熱下でのフェノール樹

脂の最適接着条件を検討した｡その結果,蒸気噴射

ー 225-



木 材 研 究 ･資料 第 33号(1997)

時間が長 くなると,いずれの場合も接着強度の低下

が認められた｡これは,これは樹脂の膨潤,希釈,

浸透などによって,接着層に欠腸が生じたためと考

えられた｡そこで,短時間で十分な接着強度を得る

ために,断続的な蒸気噴射加熱を試みた｡その結果,

ソーダ灰を添加 した場合に,強度の著 しい向上が認

められた｡

D.A.EUsEBIO,H.YAMAUCHI,H.SASAKI,S.KAWAI:

Bark-Ce-entCo-posites,PTOC･OftheTh)'rdPacl'jlc

Ri'm Bl'oIBasedCompos]'tesSyml"Slum,Kyoto,Japan,

1996,p･274-282･

ドクワイ ト･エユセビオ,山内秀文,佐々木光,川

井秀一 :樹皮-セメント複合材料

日本産スギ樹皮を用いたセメントボー ド製造の可

能性を調べた｡すなわち,樹皮-セメント混合物の

水和温度を調べ,常法あるいは蒸気噴射プレス法を

用いたボー ドの製造技術を検討 した｡その結果,セ

メントペース トの水和温度の上昇は樹皮の混合によ

って遅延するが,MgC12あるいはNa2Si03の添加に

よって改善される｡常法により製造された樹皮-セ

メン トボー ドの材質は,MgC12の添加によって改善

されるが,Na2Si03の添加では向上 しなかった｡一

方,ボー ドの迅速硬化は,Na2Si03の添加 と蒸気噴

射プレス法の適用によって可能になった｡

0.R.PuLl｡0,L.-F.MA,Y.NAKANISHl,H.OGAWA,S.

KAヽ＼JAⅠ:HybridCo-positesfro- Woodand

CarbonFibers,Proc.oftheThirdPacl'flcRi'm Bl'oI

BasedComposl'tesSymposl'um,Kyoto,Japan,1996,p･

310-318.

オーラン ド･プリド,馬霊飛,中西,小川,川井秀

一 :木材一炭素繊維ハイブリッド材料

炭素繊維プリプレグ (CFRP)をオーバ レイ した

スギあるいは樹皮パーティクルボー ドの強度および

耐火性能を検討 した｡曲げ強度および曲げヤング率

はCFRPのオーバーレイによって向上 し,耐火性能

は樹皮ボー ドの場合に著 しく改善された｡cFRPオ

ーバレイボー ドの燃えぬけ時間は同原料で製造され

た石こうボー ドよりも長 くなった｡曲げ破壊は,コ

ア材料の種類によって,コアのせん断,CFRPおよ

びコア界面のはく離,フェイス材の圧縮破壊,ある

いはこれ らの組み合わせによって生じた｡

Ii.SASAKl,H.YAMAUCHt,I.MIURA,Y.IuTMA,A.

KoIZUMI,S･KAWAI:MantLLTactureandPropertiesof

Hollow Cylindrical LVL)Proc･oTtheThl'TdPacl'fic

Ri'm Bl'oIBasedCompos∫tessymposl'um,Kyoto,Japan,

1996,p･335-339･

佐々木光,山内秀文,三浦泉,飯島泰男,小泉章夫,

川井秀一 :中空円筒LVLの製造と性質

単板廃材を中空円筒LVLに変換するための技術

開発について検討を加えた｡紙管の製造に用いられ

るフィラメントワインディング法を応用 し, 紙管

の製造に用いられるフィラメントワインディング法

を応用 し,ポリエステル繊維糸をミシン縫いした厚

2.5mm,幅 150mm (繊維方向)のエン ドレスのス

ギおよびマツ単板を直径250mmのマン ドレルに巻

き付けて交錯積層 し,長 さ3.5m,8あるいは16プ

ライの円筒 LVLを製造 した｡ ゴム製ベル トで0.

5MPaの圧締圧を与え,7分間圧締 した｡ さらに,

一部の円筒LVLには,半径方向を補強するために,

パルプ-ポリエチレン混合物射出成形物を円筒に挿

入した｡

補強された円筒LVLの強度性能を調べ,単板の交

錯構造の影響を明らかにした｡なお,製品の曲げヤ

ング率は5.OGPaであった｡

M･ZHANG,S･KAWAI,E･-D･WoNG,J･-HIKwoN:

Manufacture and Properties of Itigh

Perfor-anceCo-positeBoards,PI･OC･0{theThl'Td

PacJ'ffcRi'm Bl'O-BasedComposl'tesSymposl'um,Kyoto,

Japan,1996,p･346-352･

張 敏,川井秀一,ウォン ･イ ･ディン,権 震

憲 :高性能複合ボー ドの製造と性質

木材,バガスおよび竹からファイバー,パーティ

クルおよびス トラン ドを調製 し,これらを組み合わ

せた3層構造の複合ボー ドを製造 した｡いずれもス

トランドをフェイスに,パーティクルあるいはファ

イバーをコアに用い,イソシアネー ト系接着剤を噴

霧 したのち,ホットプレスあるいは蒸気噴射プレス

で熱圧成型 した｡複合ボー ドの曲げ強度及び曲げヤ

ング率は,フェイスの配向ス トランドの比の増加 と

共に大きく向上 し,バガスス トランドとラワンフア
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イバーの組み合わせたボー ドの比強度および比ヤン

グ率が最も大きく,市販の合板のそれより優れた性

能を示 した｡蒸気噴射プレスによって,複合ボー ド

の寸法安定性能は著 しく改善され,とくにバガスの

場合にはこれが顕著であった｡この効果は,蒸気噴

射時間よりも蒸気圧力に大きく影響される｡

L.-F.MÅ,0.R.PULll)0,H.SAsAKI,S.KAl＼rAI,L.lM.YE,

X･J･YU:Strength andDi-ensional Stabilityof

Ce-entBondedCo-PositesManufacturedby

RapidCuringMethodwithSodit- Silicate,Proc･

orlhcThl'TdPacl'rl-c Rl'm BJ'oIBasedComposJ'[es

Symposl'um,Kyoto,Japan,1996,p･484-489･

馬 霊飛,オーラン ド･プリド,佐々木光,川井秀

一,ほか2名 :ケイ酸ナ トリウムを用いて迅速成形

された木質セメン トボー ドの寸法安定性

中国産スギ廃材 と3種類のセメン ト (普通ポル ト

ラン ドセメン ト#525,#425,およびホワイ トポ

ル トラン ドセメント#425),さらに硬化促進剤 とし

てNa._,S.03を用いたOセメン トの初期凝結に,冷圧

法と熱圧法を適用 し,硬化促進剤の添加量,熱圧温

磨,圧締時間,水 :セメント比,セメント:木材比,

セメン トの種類およびパーティクル寸法が曲げ強度

やヤング率に及ぼす影響を調べた｡最適条件は,

Na_,S.0,の添加量 10%,熱圧温度95℃,圧締時間 12

分,水 :セメン ト比0.6,セメン ト:木材比2.6で

あ り,ボー ドの曲げ強度は 10MPaに達 した｡この

結果は,セメン トボー ドの製造が熱圧によって可能

であり,迅速成型も可能であることを示 している｡

Y･YANAG.…A,S･K･lW:tI,HISAsAKl:Propertiesof

GlassFiberReinforcedLaminatedVeneer

Lunt}erProdtICedwithaContinuousSteam

hjectionPressandLaminationE瓜 ct,Proc.orlhe

Thl'TdPacl'ffcRi'm B]'O-BasedComposJ'tesSympos)'um,

Kyoto,Japan,1996,p･4911499･

柳川靖夫,川井秀一,佐々木光 :蒸気噴射型連続プ

レスを応用 して作られたガラス繊維強化LVLの性

質とその補強効果

ガラス繊維ネ ッ トで補強 したスギ単板積層材

(LVL)を蒸気噴射型連続プレスで製造 し,その強

度性能を調べて,集成材や製材のそれ らと比較検討

した｡い/Lの曲げ強度は,ガラス繊維ネットの補強

によって大きくなり,とくに縦使いでは挿入される

ネットの数にの増加 と共に大きくなったが,曲げヤ

ング率は大きく変化 しなかった｡補強L＼札の割裂強

度や火炎下のクリープ性能もネットの数に応 じて向

上 したO積層材料のMOEの標準偏差は積層数の増

加に伴い減少 し,その標準偏差は製材の値 と標準偏

差を基本に十分予測することができる｡

K.N:lKATA,H.SUGIMOTO,M.INOUE,S.KAWÅ1:

Develop-entofCo-pressedWoodFastenersfor

TimberConstruction,Proc.oTtheThl't･dPacl'ffcRi'm

BL'0-BasedComI":,l'lCSS,ympos]'um,Kyoto,Japan,I996,

p･524-532･

中田欣作,杉本英雄,井上雅文,川井秀一 :木質構

造のための強化木材接合板の開発

低分子フェノーール樹脂を含浸 したスギ単板を用い

て圧縮強化LVL (パラレルtPタイプおよびクロスバ

ン トCタイプ)を製造 し,この接合板 としての性能

を評価 した｡密度 1.3g/cmjのPタイプ接合板の曲

げヤング率,曲げ強度および圧縮強度は,それぞれ

25GPa,240MPa,および 145MPaであり,含浸フェ

ノールが25%の場合に,強度ならびに寸法安定性

に優れた接合板が得られた｡pタイプは木理の影響

を大きく受けるのに対 し,Cタイプ-のそれは小さ

く,30度以上では,後者の値がむしろ大きかった｡最

大破壊強度と初期剛性はL＼札の密度の増加に伴い増

加 した｡ ドリフ トピン接合による引っ張 りせん断試

験では,3枚のLVL按合板のせん断抵抗力は2-3枚の

鋼板に相当し,たいへん粘 り強い破壊形態を示した｡

E･-D･WoNG,S･K･､ヽ＼′:ll:PropertiesofComposite

BoardsinRelatjiontoProcessingConditionsand

DensityProLile,Proc･ortheFl'IIStInlernalllonalWood

Scl'enceSeml'naT,KyotoJapan,I996,p･7･

ウォン ･イ ･ディン,川井秀一 :木質ボー ドの材質

と各種製造因子ならびに厚さ方向密度分布の関係

パーティクルボー ドにおける各種製造条件と厚さ

方向密度分布,および材質の関係を明らかにした｡

S･KAW .l l,H･S･V;ÅKl:Stea- InjectionPressing

Technology-TheEuectsanditsApplicationin

theCo-positeWoodProdtICtion-,PTOC.OfthcFl'TSt

Intcrnat,'OnaJWoodSc,lenceSeml'nar,Kyoto,Japan,
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1996,p･9･

川井秀一,佐々木光 :蒸気噴射プレス法-その効果

と木質材料の製造への適用一

蒸気噴射 プ レス法の2つの特長,すなわち,1.

熱圧時間の短絡効果および2.圧縮変形の固定につ

いて解説 し,それぞれについて木質材料の製造-の

適用例を示 した｡

D･A･EUsEBIO,S･KAWAl,H･SASAKl:Isocyanate-

InorganicBonded Co-positesIV･Factors

affectingboardpropertiesbystea- injection

presslng,PI･OC･0ftheEl'TStInrernatl'OnalWoodSc)'ence

SeLnJnaI･,Kyoto,Japan,1996,p･10･

ドゥワイ ト･エユセ ビオ,川井秀一,佐々木光 :イ

ソシアネー ト/無機物結合木質複合材料 ⅠV. 蒸気

噴射プレス法の適用 とボー ド材質に影響 を及ぼす因

子

イ ソシアネー ト･セメン ト結合パーティクルボー

ドを蒸気噴射プレス法を適用 して製造 し,そのセメ

ン ト:木質比,圧締時間, レジン添加量などの製造

因子 とボー ドの材質の関係を明らかにした｡

B･SUBIYANTO,S･KAWAl:RapidProductionof

Ther-osettingCe-entBondedParticleboardby

Stea- Injection Pressing,Proc･OftheFJ'rst

InteI･nat]'onalWoodScienceSeminar,Kyoto,Japan,

1996,p･92-98･

パンパ ン ･スビヤン ト,川井秀一 :蒸気噴射プレス

法による熱硬化性セメン トパーティクルボー ドの迅

速成形

熱硬化性セ メン トに蒸気噴射 プ レス法を適用 し

て,セメン トパーティクルボー ドの圧締時間の短縮

を試みた｡木質原料には,フアルカ一夕,スギおよ

び ヒノキを用いた｡ファルカ一夕パーティクルでは,

高密度になるとはく離が生 じるために,低密度ボー

ドが望ましい｡スギおよび ヒノキ混合パーティクル

を用いたセメン トボー ドの性質はフアルカ一夕の場

合より優れたいた｡

川井秀一 :木質材料の製造 (ⅠII),木Z磯威,No.

173,13-16(1996).

木質材料の製造についてシ リーズで概説 してい

る｡本稿では合板に替わる構造用面材料 として重要

にな りつつある配向性ス トラン ドボー ド (OSB)な

らびにパーティクルボー ドの製造技術を解説 した｡

川井秀一,河崎珠美,張 敏 :超軽量 ファイバー

ボ ー ドの 現 状 と 今 後 の 課 題 , TIM BER

BNGINEERINGNEWS,No.28,6110(1996)

密度0.i-0.3g/cmriの超軽量 ファイバーボー ド

の製造技術について詳 しく解説 し,その特性を明 ら

かにした｡ さらに,単板をオーバー レイ したサン ド

イ ッチパネルの特性を調べ,強度ならびに寸法安定

性,断熱 ･遮音特性が優れていることを明らかに し

て,高強度断熱パネル としての可能性を述べた｡今

後の厚物パネルの製造技術に関連 して,側面噴射型

連続式蒸気プレスの応用が考えられる｡

川井秀一 :木質材料の製造 (IV),木Z磯威,No.

174,16-19(1997)

木質材料の製造についてシ リーズで概説 している｡

本稿では中密度 ファイバーボー ド (MDF)および

木質セメン ト板等,窯業系ボー ドの製造技術を解説

した｡

川井秀一 :住宅に使用 され るエンジニアー ドウッ

ド, 日本木材加 工技術協会 中国支部講演会資料,

p-,岡山市 (1997).

住宅に使用 されるエンジニアー ドウッドの種類 と

特性を解説 した｡

川井秀一 :4.1.木質材料の種類,4.2.骨組み材

料,産着の技■節,16(4),39-43(1997).

木材の接着特集号において,木質材料の種類を概

説 し,集成材,単板積層材 (LVL),パララム,配

向性ス トラン ドランバー等,各種の骨組み材料の製

造工程を接着の観点か ら解説 した｡

小松幸平 :木造戸建て住宅用棋締めラーメン架構の

開発,木造軸組構法住宅接合部設計技術開発事業報

告書,28-42,(財) 日本住宅 ･木材技術セ ンター,3

月,1997

広葉樹の棟 と金属製梁受け金物を組み合わせて半

剛節ラーメン架構を構成する技術を開発 し,実際に
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その実大門型ラーメンの水平加力実験を行って,初

期剛性,終局耐力,靭性等が実用レベルに達してい

ることを確認した｡設計法については今後の検討課

題である｡

小松幸平 :鋼板添板継手の強度並びに剛性評価式に

関する検討,住宅部材安全性能向上事業報告書,

80-90,(財) 日本住宅 ･木材技術センター,3月,

1997.

木口面で圧縮応力の伝達が起こる場合を考慮した

鋼板添板継手の曲げ剛性,並びに終局耐力推定式を

誘導し,既往の実験値と比較検討した｡剛性の適合

性はあまり良くなかったが,終局耐力の適合性は良

かった｡

小松幸平 :木質構造における接合技術 第 14,15,

16回 総合演習問題,Hea､′yTimberPlusBuilder,

No.37-39(各No.2頁づつ),1997.

木質構造における接合技術を解説するシリーズの

最終回として,集成材半剛節ラーメン架構を設計す

る手法を例題解説した｡

K.KoMATSU:UtilizationofPlaJltationGrown

JapaneseSoftwoodTi-herstoLarge-Scale

Ti-herConstructions,TheProceedL'ngsor2nd

Japanese/Australl'anWorkshoponEnvJ'ronmenral

Management(TheRoleofEucalyptsandOtherFast

GrowingSpecies,EnviromentallyFriendlyTreeProducts

andTheirProcessingTechnology),pp･9,March,FFPR I ,

Tsukuba,Japan,1997･

小松幸平 :日本産造林針葉樹の大規模木構造-の応

用

日本を代表する造林針葉樹であるスギを取 り上

げ,スギ集成材がどのように大規模な木質構築物に

利用されているかを,自動車用木橋,世界最大級の

木造 ドーム等の事例を紹介しながら概説した｡

小松幸平 :海外の木橋,i.本ノ施工,38(5),49-55,

1997

近代的な木橋がヨーロッパ,北米,北欧,オセア

ニア諸国でどのように再興されているかを紹介,解

説した｡

小松幸平 :全米木質系運輸構造会議に参加 して,木

材保存,23(2),28-32,1997.

1996年 10月にアメリカのウィスコンシン州立大

学で開催された ｢全米木質系運輸構造会議｣におけ

る木橋の耐久性向上技術に関する情報を紹介した｡

小松幸平 :InternationalWoodEngineering

conference(IWEC)'96に出席 して,材料,46(3),

p･331,1997･

1996年 10月にアメリカのニューオール リンズで

開催された世界木構造会議の概要と個人的印象を紹

介した｡

小松幸平 :木質部材の接合と耐久性,木材科学講座,

12 保存 ･耐久性,183-188,海青社,1997

木質部材の代表的接合法を紹介し,その耐久性を木

質構造の立場から論じた｡

小松幸平 :接合部の考え方-接合具,摩鼻責■節,

No.579,190-193,1997.

木質構造物を構築する際に使用される基本的な接

合具4種類 (釘,ボル ト, ドリフトピン,ラグスク

リュー)を取 り上げ,それらの荷重-すべ り関係の

特徴,力学的異方性,安全率,靭性等について概説

した｡

小松幸平 :木質構造における接合の耐久信頼性,日

本木材学会第5期研究分科会報告書,V-34-～/-46,6

月,1997.

木質部材の代表的接合法を紹介し,その耐久性を

木質構造の立場か ら論じた｡

K･KoMATSU,A･KoIZUMI,T･SASAKl,JJENSENandY.

IuIM:1:Flexur孔lBehaviotlrOfGLTBeamsEnd-

Jointed by Glqed-in Hard-ood Dowels,

InternationalCouncilforBuildingResearchStudiesand

Documentation,WorkingCommissionWl8-Timber

Structures,CIB-W18/30-7-1,Vancouver,August,1997･

小松幸平,小泉章夫,佐々木貴信,JのrgenJENSEN,

飯島泰男 :広葉樹ダボで木口接着された集成材梁の

曲げ挙動

北海道産のカエデから製造 した木ダボをウレタン
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系接着剤で木 口接着 したスギ集成材継手の曲げ剛 は良く一致した｡一方,ダボ直径 12mmの場合は剛

悼,及び最大曲げ破壊強度の推定式を誘導し,その 性の予測が大きくはずれた｡継手の強度接合効率は

妥当性を実大規模の継手試験によって検証 した｡ダ ダボ本数に依存 し,接合効率を100%に高めること

ボ直径8mmの場合は,剛性,耐力 とも理論と実験 も不可能ではないことが実験結果から推定された｡
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