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当 所 の 活 動

講 演
島根大学大学院農学研究科生物材料工学特別講義A

(平成8年9月2日～ 5日,松江)

則元 京 :木材の物性 と加工

石川県木材工業技術者養成研修会

(平成8年9月3日,金沢)

今村祐嗣 :これからの住宅部材開発

兵庫県耐震診断員認定講習会 (木造コース)

(平成8年9月5日,豊岡,10月 13日,姫路)

高橋旨象 :腐朽 と白蟻被害

日本材料学会木質材料部門委員会第219回研究会

(平成9年9月 11日,京都)

畑 俊充 :最近の欧州研究事情 (10ケ月の滞在で見

たこと感 じたこと)

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8年9月 12日,大阪)

高橋旨象 :防除薬剤に関する実務的知識

1996年度日本建築学会大会

(平成8年9月 14- 16日,滋賀)

瀧野真二郎,小松幸平,細川清司 :筋違入 り軸組耐

力壁のせん断耐力実験 その(1)試験法の概要

と壁倍率

小松幸平,瀧野真二郎,細川清司 :筋違入 り軸組耐

力壁のせん断耐力実験 その(2)繰 り返 し加力時の

特性 と終局耐力,靭性等について

原田真樹,軽部正彦,小松幸平 :格子床の動的たわ

み挙動

軽部正彦,小松幸平,原田真樹 :伝統的継手を用い

た集成材接合部の力学的性能 その2 曲げ試

験

(社)日本木材加工技術協会第14回年次大会

(平成8年9月20日,旭川)

宮武 敦,今村祐嗣,和田 博,千葉一弘,佐々木

貴信 :木造橋に用いられた集成材の耐久性調査

第 16回大阪木工機械展パネルディスカッション

(平成8年9月23日,大阪)

小松幸平 :木造軸組構法における問題点と今後の方向

(1996年9月～ 1997年8月)

三重県工業技術センター研修会

(平成8年9月24日,三重)

野村隆哉 :木材の燥煙熱処理とその応用

地域木質資源高度利用技術開発シンポジウム 『これ

からの住宅部材と木材加工技術』

(平成8年9月27日,富山)

今村祐嗣 :これからの住宅用部材開発 -エンジニ

アー ド■ゥッド,化学加工木材,新素材等--

グルーラムマスター講習会

(平成8年9月27日,東京)

小松幸平 :接合部の設計

環境科学会 1996年会

(平成8年9月28- 29日,東京)

桑原正章 :担子菌を利用する農薬などで汚染された

土壌のバイオレメディェ-ション

第41回リグニン討論会

(平成8年 10月3- 4日,名古屋)

奥西智哉,梅滞俊明,島田幹夫 :wl'kstroeml'a

sl'kokJ'anaから単離されたリグナンとその生合成

経路について

宮田聡,梅揮俊明,服部武文,島田幹夫 :β-0-4型

LCCモデル化合物の リグニンペルオキシダー

ゼによる分解

松山拓郎,入江俊一,本田与一,渡連隆司,桑原正

章 :白色腐朽菌pleuTOlusostz･ealusのフル トラニ

ル耐性変異株におけるコハク酸デヒドロゲナー

ゼ Ipサブユニット遺伝子の解析

第1回 次世代化学プロセス技術開発シンポジウム

(平成8年 10月3日,東京)

桑原正章 :バイオ技術によるプロセス革新

JapaJl-NZ木材科学 ･技術セミナー

(平成8年 10旦 4日,京都)

小松幸平 :■NZラジアタパインの建築-の利用

日本 ･ニュージーランド木材科学 ･技術セミナー

(平成8年 10月4日,京都)

角田邦夫 :木材保存研究の動向

京都大学公開講演会 ｢21世紀に向けての木材｣

(平成8年 10月5-6日,宇治)

黒田宏之 :木の遺伝子から何がみえる?
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今村祐嗣 :長もちする木の家づくり

日本木材加工技術協会木質ボー ド部会 ｢室内環境と

木質ボー ド｣講習会

(平成8年 10月8日,東京)

畑 俊充 :｢木質材料最新情報-ヨーロッパー｣

北京林業大学特別講義

(平成8年 10月9日～15日,北京)

則元 京 :木材の物性

中国木材学会第7次学術検討会

(平成8年 10月 17日,四川省雅安,中国)

則元 京,杉山直樹,小幡谷英一 :化学処理木材振

動的性質の2軸モデル解析

京都建築専門学校市民公開講座

(平成8年 10月19日,京都)

小松幸平 :集成材を使った大型木造構築物のはなL

hternational Workshop:Vegetal(Non-wood)

BionassasaSotlrCeOfFibrotISMaterialsand

OrganicProducts

(平成8年 10月22日～24日,広州,中国)

M･KUwAHARA:RecentApproachesonUtilizationof-

VegetalBiomassinJapan

日本電子顕微鏡学会第41回シンポジウム

(平成8年 10月24日～25日,京都)

杉山淳司 :電子線による多糖類結晶の構造研究

伊東隆夫 :セルロースの合成と膜構造

木質内装材地方巡回モニター展講演会

(平成8年 10月28日,秋田)

則元 京 :木質内装材 と居住環境

9̀6世界木質構造会議

(平成8年10月28日～11月3日,アメリカ合衆国)

K.KoMATSU,M.KARUBE,M.HRADA,I.FUKUDA,Y.

HARAandH･KAJHARA:uStrengthandDuctilityof

Glulam PortalFrameDesignedbyConsidering

YieldorFastenersinPart"

日本 しろあり対策協会,平成8年度 しろあり防除施

工士登録更新研修会

(平成8年10月31日,大阪)

高橋旨象 :防蟻防腐剤の現状と展望

高橋旨象 :環境としろあり防除

木質材料の高機能化講習会

(平成8年 11月 1日,広島)

今村祐嗣 :化学加工による木材改良技術

第8回日本環境動物昆虫学会大会

(平成8年 11月4-5日,奈良)

築瀬佳之,藤井義久,奥村正悟,山口修史,吉村

剛,今村祐嗣 :AEモニタリングによる住宅部

材のシロアリ食害に関する二三の試み

藤井義久,築瀬佳之,奥村正悟,今村祐嗣 :AEモ

ニタリングによる木造建築内のシロアリ食害の

検出一土蔵内のヤマ トシロア リ食害の検出事

例一

吉村 剛 :各国の標準室内試験方法による木材保存

薬剤の防蟻効力評価

InternationalWorkshoponGreenPoly-ers-

ReevaltlationofNattlral Polym ers-

(平成8年 11月4-8日,バン ドン ･ボゴール,

イン ドネシア)

J･SUGIYAMA,M･KoYAMA,T･OKAMOTO,W･HELBERT:

StructuralVariationornativecelluloserelatedtoits

SOurCC.

韓国林業研究院セミナー

(平成8年 11月 12日,ソウル,韓国)

梅揮俊明

1･ChemistryandbiologlCalactivitiesorlignansand

norlignans

2･Biosynthesisoflignansandnorlignans

ソウル大学校特別講義

(平成8年 11月 13日,水原,韓国)

梅揮俊明

Chemistryandbiologicalactivitiesoflignans

慶北大学校特別講義

(平成8年 11月 14日,大鞘,韓国)

梅滞俊明

Biosynthesisorlignansandnorlignans

宮崎科学技術セミナー

(平成8年 11月15日,都城)

小松幸平 :木造軸組構法における問題点と今後の課題

日本木材学会レオロジー研究会講演会

(平成8年 11月20日,宇治)

今村祐嗣 :木材はどこまで生物的修飾に耐えられるか

木質材料基礎セミナー

(平成8年 11月29日,大阪)

今村祐嗣 :木材の劣化 と保存処理
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3rd Pacific Rim Bio-Based Co-Posites

Sym posiuJn

(平成8年 12月2- 5日,京都)

Y.Sol)IYANl,M.TAKAHASHI,Y.IM仙IURA,K.MINATO,S.

TsUJrYAALl,H･KIJITA:Characteristicsofchemically

modifiedwoodexposedtoweathering

T.KjUMOTO,T.HATA,S.IsHIHARA:Fireenduranceor

surfacedensifiedwoodtreatedwithfireretardant.

N.HArrTORJ,A.NAKAMURA,K.ANDO,S.KTAYAMA,Y.

IMAMURA:Durabilityor2by41umberincisedwith

laserandimpregnationwithphenolicresin･

W.-H.SU,SUBYAKTO,T.HATA,Y.hL仙′1URA,S.IsHARA :

Improvcmentoffireretardancyof-strandboardsand

plywoodsbysurfacetreatmentormelaminewith

boricandphospholicacids･

S.Dot,Y.KURIMOTO,M.TAKAmSHlandT.YosHIMURA

:Doheattreatmentsacceleratethebiodegradation

orwoodmaterialsP

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

TAKAHASHIandK･TsUNODA:Effectofvaporphase

formalizationorboricacidtreatedwoodonboron

leachabilityandbiologlCalresistance

S･KÅwAl:KeyNoteAddress,Towardthenew

generationorbio-basedcompositeproducts

K･UMEMURA,Y･MIZUNO,S･K小VAI:Bondingstrength

improvemetltOfformaldehyderesinadhesiveunder

high-pressuresteam

D.A.EUsEBIO,H.YÂJIAUCHl,H.SAsAKI,S.Kへ1､rAl:Bark-

cementcomposites

0.臥.PULIDO,L.-F.MA,Y.NAKANISHI,H.OGAWA,S.

KAWlu:Hybridcompositesfrom woodandcarbon

fibers

ll.SASAKJ,H.YAMAUCHI,I.MIURA,Y.IIJIMA,A.

KoIZUMl,S･KAWAl:Manufactureandpropertiesof

hollowcylindricalLVL

M･ZHANG,S･KAw 叫 E･-D･WoNG,J･-H･Kl､roN:

Manufactureandpropertiesorhighperfわrmance

compositeboards

L.-F.MA,0.R.PUIJIDO,H.SAsAKl,S.KAWAl,L.-M.yE,

X･J･YU:Strengthanddimensionalstabilityor

cementbondedcompositesmanufacturedbyrapid

curlngmethodwithsodiumsilicate

YIYANAGAWA,S･KAWAJ,H･SASAM :Propertiesofglass

fiberreinfor(edlaminatedveneerlumberproduced

withacon一二inu oussteam injectionpressand

laminationelrect

K.NAKATA,H.SUGIMOTO,M.INOUE,S.KAl＼′ÅⅠ:

Developme11tOfcompressedwoodfastenersfor

timberconst)-uctior]

K･KohLATSU:TrendsinBio-BasedCompositesResearch

andIndustryinJapan-ApplicationorComposite

Products-

FirstInternationalWoodScietLCeSe-inar-JSPS-

LIPICoreUniversityProgra- intheFieldof

WoodScience.

(平成8年 12月6- 7日,宇治)

H･KURODAandF･SAK山 :StilbeneSynthasegenefrom

JapanesePilleTrees,ItsImplicationinPineWilt

Deseases.

T･UMEZAWA,T･()KUNISHlandM･SHI入LADA:Biosynthesis

andBiologicalActivityofLignans

M.KUWAHARA了｢.WArl'ANABEandY.HoNDÅ:lVhat's

GoingonintheLaboratoIYOrBiomassConverison,

WoodResearch【nstitute,KyotoUniverslty, -

OutlineoftheResearch-

T.ToKIMATSU,T.HATTORl,T.UMEZAWAandM.

SHl九LWA:BiosynthesisofOxalicAcidbyFungi:Its

RoleinEcology

T･HATTORlandMISHIMADA:RoleofPhenylalanine

Ammonia11yaseinWoodRottingFungi

T･ITOH,N･R･A･JALIL,M･H･SAHRl,andMIZ･JUsoH:

PeriodicityorXylem GrowthorRubberwood

(Heveablasl'h'ensL'S)PlantedinMalaysia

J･SUGIYAMA,W･HELBERT,M･KoYAMA,T･IMAI,T･

OKAMOTO,T･ITOH:StructuraldiversltyOrnative

cellulosesanditsphylogeneticslgnificance･

K･BABA:Mole(:ular-biologlCalstudiesohthetension

woodfわrmation.

T･ITOH,N･R･AJAl･IL,M･H･SAHRlandM･Z･JUsoH:

PeriodicitYofXylem Growthof-Rubberwood

(HeveabTaSllll'ensl'S)PlantedinMalaysia

K･BABA:Molecular-biologlCalstudiesonthetension

woodfわrmation
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J･SUGIYAMA,W･HELBER-r,MIKoYAMA,T IMAI,T･

OKAMOTOandT･ITOH:StructuralDiversityOf

NativeCelluloseandItsPhylogeneticSignificance

U･WATANABE,M･NoRIMOTOandM･FUJITA:Shrinking

andMechanicalPropertiesorWoodCell

M･KulNA,T･WATANABEandMIKUwAHARA:Studyon

theOccurrenceofLigninCarbohydrateBondsin

KraftPulp

B.PRASETYA,T.Il)IYANTl,D.H.GoENADl,R.M.

SIANGIAN,S.YosliIDA,T.WATANABEandM.

KuWAhARA:ProductionofLigninolyticEnzymesof

White-rotFungifrom Indonesian Tropical

RainforestandTheirBIcacheabilityontheCraft

PulporAccasiaManglum･

E･OBATAYAandM･NoRIMOTO:VibrationalProperties

orCane(AI･undodonaxL)UsedfortheClarinet

Rced

N.HArITORI,A.NAKAMURA,K.ANDO,S.KITAYAMA,Y.

IM仙lURA:Durabilityof2by41umberincisedwith

laserandimpregnationwithphenolicresin･

M･INOUE:CompressedWood

W.DWIllⅣrO,M.INOUE,andM.NoRJMOTO:Permanent

FixationorCompressiveDefわrmationorAlbizia

Wood(PaTaSen'enthesfalca(a)byHeatTreatment

T･MoROOKAandM･NoRJMOTO:Thermalandhumidity

environmentsofthelarge-scalewoodbuilding

Y･IMAMURA:ProductionTechnologyofHigh-Durable

Wood-BasedMaterialsbyIncorporationor

PreservativesintheGlue.

W.SU,T.HATA,SUBYAKTO,Y:IMAMURA,S.IsHTHA】LLl:

CombustionBehaviororMalamine-Boricand-

Phospholic Acids Treated Wood Using

ThermographicAn alysIS･

SuBYAKTO,W .Su and S.IsHIllARA:MassLoss

Observation ofBamboo-Particleboard and

OrientedStrandboardFireRetardantUsingCone

Calorimeter

B.SUBIYANTOandS･KAWAl:RapidProductionor

ThermosettingCementBondedParticleboardby

SteamInjectionPresslng

Y.SUI)rYANI,M.TAKIHASHJ,Y.hILu,lUR A ,K.Minato,S.

Tsujiyama:ChangesofSomePro p ertiesorW ood

AfterExposedtoWeatherig･

S.YUsUF,M.TAKAHASHI,Y.IMAMURA,K.MINATO:

BiologlCalResistanceorChem icallyModifiedWood

(AcetylationandFormalization)･

K･TsUNOl)AandT･YosHIMURA:TermiteControトAway

fr･omtheuseoftoomuchchemicals-

E･WoNGandS･K的VAl･･PropertiesofCompositeBoards

inRelationtoProcesslngConditionsandDenslty

Profiles

S･KAWAIandH･SASAKI:Steam lnjectionPressing

Technology-TheEffectsanditsApplicationinthe

CompositeWoodProduction-Isocyanate-Inorganic

BondedCompositesIV

D･EUsEBIO,S･KAWAl andH･SASAKI:Factorsafrccting

boardpropertiesbysteamInjectionpressing

Y.SUDrYANl,B.SUBrYANT｡and S.KAWAI:Evaluationof

TropICalWeatheringPropertiesofWoodBased

Materials

K･KoMATSU:DevelopmentofGlulam Moment-

ResistingJoints

奈良国立文化財研究所環境考古学課程研修

(平成8年 12月8日,奈良)

伊東隆夫 :遺跡出土木材の樹種同定

IUFRO WorkingParty5-04･12Surfacingand

FinishingofWood

(平成8年 12月9,10日,クアラルンプール,

マレーシア)

Y.IMAMURA,M.KasHIHARA,K.AN｡0,N.HA'rrORl,S.

KITAYAMA:EnhancementofWeatheringProperties

orWoodbyPhenolic-ResinlmpregnationCoupled

withLaserIncision.

(社)日本木造住宅産業協会神奈川支部セミナー

(平成8年 12月 12日,横浜)

今村祐嗣 :建築部材としての木材の耐久性

日本木材学会先端 トレンド講習会

(平成8年 12月 13日,静岡市)

小松幸平 :木造軸組構造の耐震性

TheInternationalConferenceonForestProducts

(平成8年 12月 17-22日,バンコック,タイ)

M･TlM ASHI:TermiteControlinJapan-Currentand

FutureAspects-
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東海地域生物系先端技術研究会

(平成9年 1月21日,名古屋)

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9年 1月23日,大阪)

高橋旨象 :腐朽に関する知識

高橋旨象 :防除薬剤に関する知識

第 16回木材保存士講習会

(平成9年 1月24日,東京)

今村祐嗣 :木材及び木質材料の性質

木橋セミナー

(平成9年 1月24日,案良市)

小松幸平 :木橋の現状と課題

第4回ニューウッド研究会

(平成9年 1月29日,刈谷)

川井秀一 :新 しい木質系ボー ドの開発と研究の動向

日本木材加工技術協会木材接着講習会

(平成9年 1月30日,大阪)

則元 京 :木材の物理的性質

日本木材加工技術協会木材接着講習会

(平成9年 1月 31日,大阪市)

小松幸平 :建築パネルおよび建築接着

日本木材加工技術協会中国支部講演会

(平成9年2月 14日,岡山)

川井秀一 :住宅に使用されるエンジニアー ドウッド

木材 リサイクル技術開発研究会

(平成9年2月 17日,大阪)

今村祐嗣 :保存処理材のリサイクル技術の開発 ･性

能評価等に関する調査研究

SezninarinCERh4AV

(平成9年2月25日,グルノーブル,フランス)

T･ITOH:CelluloseBiosynthesisin山一imalKil一gdom

エクステリアウッド講習会

(平成9年2月27日,鹿児島)

今村祐嗣 :エクステ リアウッドの耐久性 と保守管理

岐阜県林業試験場講演会

(平成9年2月24日,岐阜)

川井秀一 :国産材の利用技術に関する今後の展望

第 2回 Japanese/AllStralian Workshop on

Environ-ental Manage-ent

(平成9年3月3日,つくば市)

K･KoMATSU:UtilizationofPlantationGrownJ<-LPaneSe

Sortwood Timbersto Large-Scale Timber

Constructions

第5回新技術新素材等活用家具部会勉強会

(平成9年3月5日,静岡市)

井上雅文 :ちょっと変わった木の使い方

Se-inarinThessalotLikiUniversity

(平成9年3月6日,テッサロニキ,ギリシャ)

T･Ilー0日:Assemblyorcellulosemicrofibrilsintunicates

Se-inarinSwedishPulp良 PaperResearch

Institute

(平成9年3月 12日,ス トックホルム,スエーデン)

T･ITOH:Structural;lSPeCtSOrPlantcellwallusing

freeze-etchingelectronmicroscopy

未来開拓学術研究機構公開シンポジウム

(平成9年3月 19日,東京)

伊東隆夫 :セルロースの生合成と細胞壁の構築

第5回ニューウッド研究会

(平成9年3月24日,鹿児島)

石原茂久 :木質系炭素材料開発の新 しい展開

日本植物生理学会1997年度年会

(平成9年 3月27-29日)

T･HAYASHI:Xyloglucanstorylntheapoplast

竹田 匠,酒井富久美,林 隆久 :エンドウ上腔軸

におけるエン ド-1,4-β-グルカナーゼ,エン ド

キシログルカントランスフェラーゼ,およびェ

クスパンシンについて

中井朋則,外内尚人,土田隆康,森 仁志,酒井富

久美,林 隆久 :組み換えシュクロース合成酵

素の性質

大宮泰徳,今宿芳郎,青山卓史,岡 穆宏,中井朋

則,酒井富久美,林 隆久 :ポプラエン ト 1 ,

4-β-グルカナーゼのゲノムクローニング

馬場啓一,日尾野 隆,伊東隆夫,伊藤-弥 :樹幹

の傾斜刺激によるあて材形成初期に発現する遺

伝子のcDpJA解析

環境科学総合研究所報告会

(平成9年3月28日,京都)

梅津俊明,奥西智哉,島田幹夫 :高等植物における

リグナン生合成機構の解明

日本農芸化学会1997年度大会

(平成9年3月31日～4月4日,東京)

石原靖之,喬 景波,黒田宏之,酒井富久美,酒井
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裕,駒野 徹 :ヤギ成長ホルモン遺伝子の樹木

培養細胞系による発現

中井朋則,外内尚人,土田隆康,森 仁志,酒井富

久美,林 隆久 :組み換えタンパク質を用いた

非対称標識シュクロースの合成

守屋彩子,中井朋則,酒井富久美,林 隆久,堀之

内末治,外内尚人,土田隆康,吉永文弘 :バク

テリアセルロース生産菌のセルロース合成酵素

オペロンのクローニング

大宮泰徳,中井朋則,酒井富久美,林 隆久 :ポプ

ラセルラーゼDNAの構造と機能

林 隆久 :生合成からみた植物セルロースとバクテ

リアセルロースの比較

鈴木潔,伊東隆夫 :トウモロコシ子葉鞘の伸長に伴

う細胞壁構造の変化

服部武文,島田幹夫 :木材腐朽菌phancrochaete

chり'SOSPOn'umのフェニルアラニンアンモニアリ

アーゼの役割

藤野猛史,伊東隆夫 :エンドウ上腔軸の伸長に伴 う

細胞壁構造と成分の変化

馬場啓一,伊東隆夫,日尾野隆,伊藤-弥 :ユーカ

リのあて材形成初期に発現する遺伝子の塩基配

列による相同性検索

大山幹成,馬場啓一,伊東隆夫,白石進 :葉緑体

DNAの塩基配列に基づく日本産ブナ科樹木の

分類

清重真理子,伊東隆夫 :クロマツのはく皮処理によ

るオーキシン移動の制御と木部の肥大成長

鮫島正浩,五十嵐圭 日子,杉山淳司,K.E.L

ERIKSSON :酵素分解挙動に見るバクテリアセル

ロースの構造特性

阿部-舵,杉山淳司,伊東隆夫,山中茂,石原勝,

津吉直子 :薬剤処理により変異した酢酸菌のつ

くるミクロフィブリル構造

今井友也,杉山淳司,伊東隆夫 :シオグサセルロー

スのミクロフィブリル構造

小山牧子,ウイリアム エルベル,杉山淳司,伊東

隆夫 :セル ロースⅠにおけるparallelup構造の

実験的証明

和田昌久,近藤哲男,杉山淳司,岡野健 :セルロー

スⅠα-Ⅰβ転移のDSCによる解析

木村聡,伊東隆夫,広瀬裕一,西川淳 :原始ボヤ

(オタマボヤ)にセルロースはあるのか

吉田晋一,岩原健二,茶谷明伸,本田与一,渡辺隆

司,桑原正章 :担子菌pjeTkanderaadusta (ヤケ

イロタケ)の生産するリグニンペルオキシダー

ゼ分解酵素を用いる高分子モデル リグニンペル

オキシダーゼの合成

本田与一,青木富紀子,松山拓郎,光永俊郎,渡辺

隆司,桑原正章 :担子菌pleurotusostTeatuS (ヒ

ラタケ)のフル トラニル耐性変異株におけるコ

ハク酸デヒドロゲナーゼの解析

第47回日本木材学会大会

(平成9年4月3-5日,高知)

石原靖之,喬 景波,黒田宏之,酒井富久美,酒井

裕,駒野 徹 :樹木細胞におけるヤギ成長ホル

モン遺伝子の発現

竹田 匠,酒井富久美,林 隆久 :伸長成長に関与

する壁酵素の遺伝子発現制御

井原 由理,酒井富久美,林 隆久 :コッ トンの

celA2遺伝子 (バクテ リアセル ロース合成酵素

サブユニットのホモログ)のクローニング

林 隆久 :セルロースの生合成

黒田宏之,山内幸久,酒井富久美,黒田慶子 :マツ

樹幹における水ス トレス,樹幹温度,スチルベ

ン合成酵素遺伝子

山内幸久,黒田宏之,酒井富久美 二アカマツのスチ

ルベン合成酵素遺伝子は少なくとも2種類存在

する

奥西智哉,梅揮俊明,島田幹夫 :wl'kstLIOeml'a

sl'kokl'anaとphyllanthussp.のリグナン生合成に

ついて

時松敏明,服部武文,島田幹夫 :褐色腐朽菌オオウ

ズラタケのシュウ酸合成酵素の精製

福 島厚哉 ･田中文男 ･岩 田忠久 ･東 順一

CharacterizationofB-(1-4ト D-galactan(Part

II)CrystallographicStudiesonGalactanandits

DerivatiVes

井上雅文,関野 登,則元 京,川井秀一 :水蒸気

前処理圧縮木材を用いた床材料

児玉順一,深 日健史,山本康二,井上雅文,則元

京,川井秀一 :高周波加熱による圧縮木材の寸

法安定化

池田元吾,井上雅文,則元 京 :事前水蒸気処理に
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よる横圧縮変形固定

中田欣作,杉本英明,井上雅文,川井秀一 :圧縮整

形木材 を利用 した木質構造接合部材の開発

(ⅠⅠⅠ)強化LVL挿入式 ドリフ トピンうち接合部

の実大強度試験

尾崎真由子,師岡淳朗,則元 京,磯田憲生 :調湿

能指標 B値の簡便な測定法 とその応用山本幸

雄,石井信義,則元 京 :スギ圧密材の製造技

術の開発

ワフユー ･ドイアント,師岡淳朗,則元 京,北嶋

俊朗 :高温高圧水蒸気処理過程における木材の

圧縮応力緩和

相揮秀雄,小幡谷英一,則元 京,小野晃明 :木材

繊維方向における振動特性の周波数依存生

小幡谷英一,則元 京,中野隆人 :木材繊維方向の

振動特性

高橋-聡,師岡淳朗,則元 京,アン ドレアス ･

ウ-マイヤー :0- 200℃の温度域での湿潤木

材の軟化挙動

古田祐三,則元 京,矢野浩之 :膨潤状態における

木材の熱軟化挙動 (5.),乾燥履歴に起因する

緩和について

渡辺宇外,則元 京,藤田 稔 :針葉樹材の弾性率

と細胞構造

大前宏輔,則元 京,湊 和也 :化学処理による寸

法変化の解析

野村隆哉 :ポプラ材の煉煙熱処理

山口修史,藤井義久,築瀬佳之,奥村正吾,今村祐

嗣 :木ねじ式ウェーブガイ ドを用いたシロアリ

食害によるAE波の検出

Y ANNISUDIYANI,S.TsUJIYAM A,H.K AJITA,K.M INATO,

Y･hLiMURA :Evaluationofweatheringpropertiesof

chemicallymodifiedwoodsbyDSCanalysts

上野加恵,月東秀夫,今村祐嗣,石原茂久 :傾斜機

能木質材料の開発 (IX) 一表層樹脂化熱圧処

理木材の耐久性一

大羽伸和,辻本吉寛,今村祐嗣,石原茂久 :外装材

の藻類汚染とその防止一木材の藻類汚染と各種

処理の影響一

大村健司,千葉徹也,安藤恵介,服部順昭,喜多山

繁,原田寿郎,今村祐嗣 :木材のレーザインサ

イジングーベイマツ板材-の耐火性及び生物劣

化抵抗性の付与一

原田寿郎,畑 俊充,石原茂久 :室温から270℃に

おける木材の熱定数の変化

蘇文愉,ムスタフア K ヤリンキリク,畑 俊充,

今村祐嗣,石原茂久 :ホウ酸あるいはリン酸を

トリメチロールメラミンに混合した難燃処理合

板の耐溶脱性と生物劣化抵抗性

梶本武志,畑 俊充,石原茂久,スビヤクト:分光

分析による窒素リン系薬剤の難燃化機構の検討

西宮耕栄,畑 俊充,石原茂久,井出勇,山根健

司 :Ⅹ線光電子分光法による焼成物の分析

西宮耕栄,畑 俊充,石原茂久 :光照射による木材

表面の状態変化

小川博靖,遠藤善博,樋口尚登,月東秀夫,橋爪丈

夫,石原茂久 :炭素繊維複合強化集成材の開発

(IV-1)一炭素繊維突き板複合体の検討一

谷口久次,播磨重俊,梶本武志,築野卓夫,南晴康,

石原茂久 :フェルラ酸およびフェルラ酸誘導体

による木材の処理 (Ⅰ)一木質材料 とフェルラ

酸の親和性一

播磨重俊,梶本武志,谷口久次,石原茂久 :フェル

ラ酸およびフェルラ酸誘導体による木材の処理

(ⅠⅠ)一木質材料-の金属イオンの導入-

SUBYAKTO,畑 俊充,井出勇,今村祐嗣,石原茂

久 :自己放熱性木質耐火材料の開発一木質焼成

炭化物の熱的異方性一

木口実,片岡厚,森満範,土居修一,長谷川益男,

森由慎一,嘉手刈幸男,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 (ⅠⅠⅠ)I

基材処理による透明造膜塗装の耐久性向上一

井出勇,樋 口尚登,遠藤善博,橋爪丈夫,石原茂

久 :炭素繊維複合強化集成材 の開発 (Ⅰ-

1)-炭素∃載維 ･木材接着剤 (フェノール系)

の検討一

月東秀夫,上野加恵,遠藤善博,橋爪丈夫,石原茂

久 :炭素繊維複合強化集成材 の開発 (Ⅰ-

2) 一炭素繊維 ･木材接着剤 (フェノール系)

の検討一

遠藤善博,小川博靖,樋口尚登,月東秀夫,橋爪丈

夫,柴田直明,石原茂久 :炭素繊維複合強化集

成材の開発 (ⅠⅠ)一炭素繊維プリプレグ用木材

接着剤の検討-
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遠藤善博,小川博靖,樋口尚登,月東秀夫,斎藤健,

石原茂久 :炭素繊維複合強化集成材 の開発

(ⅠⅠⅠ)一炭素繊維木材の接着に関する検討一

樋口尚登,小川博靖,遠藤善博,樋口尚登,月東秀

夫,橋爪丈夫,石原茂久 :炭素繊維複合強化集

成材の開発 (IV-1)一炭素繊維複合体用突き板

の検討一

樋口尚登,井出勇,西岡良一,小川博靖,遠藤善博,

橋爪丈夫,石原茂久 :炭素繊維複合強化集成材

の開発 (IV-2)一炭素繊維突き板複合体の検

討一

橋爪丈夫,柴田直明,田中宏明,遠藤善博,小川博

靖,月東秀夫,石原茂久 :炭素繊維複合強化集

成材の開発 (Ⅴ)一実大試験体の試作 と性能評

価 一

山根健司,加藤直樹,河内政隆,石原茂久,畑俊充,

西宮耕栄 :プラズマ活性化焼結法によるスギ炭

の基本特性

山根健司,加藤直樹,松橋恭子,石原茂久 :装置設

計に必要な炭化物の基本特性の検討

古塚穀士,石原茂久,畑俊充 :木質炭化物 と木質炭

化物 ･遷移金属酸化物複合体によるNOxの無

害化に関する研究

西川昌信,井出勇,石原茂久,古塚穀士,畑俊充 :

木質炭化物 と木質炭化物 ･遷移金属酸化物複合

体によるNOxの無害化に関する研究 (ⅠⅠ)一木

炭の種類,炭化条件の検討一西川昌信,井出勇,

石原茂久,古塚穀士,畑俊充 :木質炭化物 と木

質炭化物 ･遷移金属酸化物複合体によるアルデ

ヒド,ケ トンの汚染環境の浄化-

L.L.PULIDO,S.IsHIIIARA,T.HATA,T.KAJIMOTO:

AdsorptlOnPerformanceofCarbonizedWood

PowderinAqueousSolutionsorHea､γMetalSalts

L.L.PULIDO,T.HATA,Y.IMAMURA,S.IsHIHARA,B.B.

BELEN,T･KAJTMOTO:PotentialAdsorptionMaterial

forTreatingLagunaLakeWaterSystems

M.K.YAIJINKILIC,吉 村 剛 , 高 橋 旨象 ,Y.

sUDIYANl:フェニルホウ酸処理木材の生物劣化

抵抗性

森 満範,高橋旨象 :青変菌が生産する色素の特徴

安達 聖,角田邦夫 :アルカリ可溶ニッケル化合物

の木材防腐 ･防蟻性能

吉村 剛 , 高橋 旨象 :昆 虫寄生 菌 βcaverJa

b'on,ml'artI']'の殺蟻効力

松岡宏明,角田邦夫,吉村 剛,山内一馬 :ベイ ト

システムによる地下シロアリの防除 -ヤマ ト

シロアリ採餌個体数の制御一

築瀬佳之,藤井義久,奥村正悟,吉村 剛,今村祐

嗣 :圧電性高分子フイルムのAE検出特性 とシ

ロアリ食害検出-の応用 (2)-住宅部材接合

部-の挟み込み-

土居修一,栗本康司,高橋旨象,吉村 剛,足立昭

男 :木材の熱処理がシロアリの摂食活動-与え

る影響

Y.SUDIYANl,S.TsuJTYAMA,H.KAJITA,K MINATO,Y.

IMAMURAandM.TAKAHASHI:Evaluationof

weatheringpropertiesorchemicallymodifiedwoods

byDSCanalysュs

川井秀一,張敏 :河川敷きに自生する草本類を原料

に用いたパーティクルボー ドの製造と性質 (ⅠⅠ)

草種と混合系接着剤の影響

小松幸平,瀧野真二郎,川井秀一,谷岡晃和,横尾

国治,加藤 忠 :プレカット加工による鎌継ぎ

の曲げ性能 -LSL,集成材,素材間の比較一

福田一郎,原 康之,小松幸平,軽部正彦,原田真

樹 :パラレルス トラン ドランバーの接合強度性

能 一鋼板挿入式 ドリフ トピン接合一

佐々木貴信,小泉章夫,∫.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

(2)集成材の曲げ性能

小松幸平,瀧野真二郎,東丸真一 :ソリッドパネル

壁体の水平せん断耐力

瀧野真二郎 :各種軸組壁の面内せん断性能ⅠⅠ

本田貴久,岡本広志,川井秀一 :含浸用フェノール

樹脂によるMDFの性能の改善

兼松充彦,関野登,樫川智史,安井悦也,須藤哲也,

川井秀一,梶田いさむ :木質ボー ドの面内寸法

安定性 (ⅠⅠ)-各種促進劣化処理による線膨張

の特徴

波多敏宏,梅村研二,川井秀一,山内秀文 :スパイ

ラルワインディング法による中空円筒 LVLの

成型 (Ⅰ)一接着剤の最適熱硬化条件の検討

岸本芳昌,川井秀一,原康之,王潜,佐々木光 :曲

面成型単板積層材による円筒構造物曲げ問題の
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体隔壁の位置の影響に関する解析

E.-D.WoNG,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-の影響 (I)- パ

ーティクルボー ド

表層配向三層ボー ドの製造 と材質 (I)二極薄いス ト

ラン ドをオーバー レイ したモデルボー ド:武田

賢一,高橋靖司,張敏,川井秀一,谷岡晃和

表層配向三層ボー ドの製造 と材質 (ⅠⅠ)一極薄いス

トラン ドを表層に用いたボー ド:谷岡晃和,武

田賢一,張敏,川井秀一

張敏,E.-D.WoNG,川井秀一,JIN-hEONK､､7ON:パ

ーティクルボー ドを用いた高性能osBの製造

とその性質

河崎珠美,張敏,川井秀一 :低比重ファイバーボー

ドの製造 とその応用 (第2報)-サ ン ドイ ッチ

パネルの製造 と性質

梅村研二,高橋昭博,川井秀一 :イ ソシアネー ト樹

脂硬化物の熱的性質

川井秀一,張敏,中路誠 :河川敷に自生する草本類

を用いたボー ドの製造 と性質 (II)一革種 と混

合系接着剤の影響

馬霊飛,田村靖夫,山内秀文,佐々木光,川井秀

一 :スギ樹皮を原料 とする木質セ ッコウボー ド

の製造

抽出成分と木材利用研究会

(平成9年4月3日,高知)

梅揮俊明 :リグナン及び関連化合物の生理化学 と生

合成

宮崎ときめき大学基調講演

(平成9年4月 12日,宮崎)

野村隆哉 :自然科学の転換点 と21世紀-の展望

グローバルマインド研究会

(平成9年4月 13日,京都)

野村隆哉 :生命環境 と木材

岩手 『木勉会』講演会

(平成9年4月22日,盛岡)

今村祐嗣 :エクステ リアウッドの展開と耐久性向上

高麗大学特別講義

(平成9年4月24日,Seoul,韓国)

M･KUwAH▲lRl:DegradationandConversionofWood

CompoI-CntSbyBasidiomycetes

NHKTrv ,･関西地区ニュース

(平成9年4月25日,18:00-)

石原茂久 :木炭によるNOxの無害化

ニュースセブン

(平成9年4月25日, 19:00-)

石原茂久 :木炭によるNOxの無害化

NHKラジオニュース

(平成9年4月25日, 19:00-,平成9年4月26日,

7:00-)

石原茂久 :木炭によるNOxの無害化

朝7時全国ニュース

(平成9年4月26日,7:00-)

RadioJapanNews

(平成9年4月26日)

石原茂久 :木炭によるNOxの無害化

4thNational Seminar onUtilisationofOilPalm

Tree

(平成9年4月29日,マレーシア･クアラルンプール)

K.ONISHI,Y.OKUMURA,Y.S.… ÅDA,S.K.… ÅⅠ:

ImprovementofthedimensionalstabilityofMDF

madeoroilpalmfibresbyplasmatreatment

MOKスクール

(平成9年5月 10日,大阪)

野村隆哉 :木材の性質

NHKm ,おはよう日本

(平成9年5月 15日,6:00-)

石原茂久 :木炭 うそ ･ほんと

第52回木研公開講演会

(平成9年5月 16日,宇治)

服部武文 :きのこの腐生 と共生に関わる物質

田中文男 :セル ロース及びその他の多糖の分子シミ

ュレ-シ/ヨン

川井秀一 :新 しい木質系材料の開発研究の現状 と今

後の展望

米フォーラム

(平成9年5月 17日,大阪)

野村隆哉 :生命環境における木材の機能

南京林業大学特別講義

(平成9年5月 17日,南京)

小松幸平 :大規模木質構造

BRE特別セミナー

(平成9年5月 19日,ガ-ス トン,連合王国)
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K.TsUNODA:Currentresearchissuesintimber

technologyinJapanandtheworkortheWood

RescarchlllStitute,Kyoto

ウッドヘッド研究会

(平成9年5月22日,神戸市)

井上雅文 :木を正しく知って賢く使お う,木材の組

織 と物理的性質

悌教大学市民講座 ｢二ヤ遺跡｣

(平成9年5月23日,京都)

伊東隆夫 :ニヤ遺跡の木質遣物の調査から何がわか

るのか

竹炭 ･竹酢液協会総会基調講演

(平成9年5月24日,京都)

野村隆哉 :竹の性質と竹炭,竹酢液の機能について

The28thAnnual MeetingoftheIntern ational

ResearchGrouponWoodPreservation

(平成9年5月25-30日,ウイスラー,カナダ)

Y.FUJII,Y.IMAMURAE.IwATSUBOandS.YAMAMOTO:

ControlorTermiteAttackUsingaTrapplng

MethodandAcousticEmission(AE)Monitoring,A

CascStudyatanElectricPowerPlant･

Y.YANASE,Y.FUJIl,S.OKUMURAS.YAMAGUCHIandY.

IMAMURA:TowardTotalSystem AgainstTermite

AttackUsingAEMonitorlng,Optimizationorthe

AEsensor-woodsystem formoreeffective

detectionof-AEgeneratedbytermitefeeding･

N.OHBA,Y.TsUJIMOTO,Y.IMAMURAandS.IsHIHARA:

Algal Soiling or ExternalMaterials and

ldentificationorSpecies･

K.TsUNODA,H.Matsuoka,T.YosHIMURAandK.

YAMAUCHI:ColonyeliminationofRetJ'cull'tL･TmeS

speratus(Kolbe)(IsopteL･a:Rhl'noteTml'tl'dae)bybait

SyStem

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

TsUNOr)AandM･TAKAHASHl:Incorporationor

phenylboronicacidtreatmentwithvaporphase

formalization

M.K.YAl,INKILIC,W.-Y.SU ,Z.DEMIRCI,E.BAYSAL,M.

TAKAHASHTandS･IsHIHARA:Oxygenindexlevels

and thermalanalysュsOrWOOd treatedwith

melaminefbrmaldehyde-boroncombinations

日本木造住宅産業協会近畿支部講演会

(平成9年5月30日,能勢)

川井秀一 :住宅に用いられるエンジニアー ドウッド

とその利用技術

Rhone-PoulencTenniteTecbnical Conference

(平成9年6月 1-3日,ジボンヌ,フランス)

M･TAKAHASHl:FipronilTrialsinJapan

9thInternationalSy-posiu- onWoodand

PulpingChemi stry

(Junegl12,1997,Montreal,CANADA)

TAKEFUMIHATTORl,MIKIOSHTMADA:TheroleofL-

phenylalanineammonia-1yaseof'PhaneTOChaete

chlySOSPOn'umgrowninthelignlnOlytlCCultures

TosHIAKIUMEZAWA,ToMOYAOKUNISHl,MIK10SHIMADA

:LignanbiosynthesisinWl'kstTOemiasl'kokl'ana

-Stereochemicaldeversltyinlignanbiosynthesis-

NoBORUKoNDOU,TAKEFUMIHATTORI,MIKIOSHn/LuA:

Anewoxidativedegradationorarecalcitrantα-

carbonylβ-0-41igninmodelcompoundwith

Mn(ⅠⅠⅠ)/oxalatesystem

SATOSHTMIYATA,TosHIAKIToKIMATSU,TosHIAKI

UMEZAWA,TAKEFUMTIIAmORI,MIKIOSHIMADA:the

degradationorβ-0-4typelignincarbohydrate

complex(LCC)modelcompoundsbylignin

peroxidase

23rdBiezLnial ConferenceonCarbon

(平成9年6月 12- 18日,ペンシルバニア)

S.IsHIHARAandT.FURUTSUKA:R£movalorNOxorlts

ConversionintoharmlessGasesbyCharcoalsand

theirCompositesorTransitionMetalsOxidesand

Zeolite

The First International Tropical Wood

Conference

(平成9年6月 17日,マレーシア･クアラルンプール)

W IYSU,SUBYAKTO,T.HATA,Y.IMAMURA,S.IsHIHARA:

Enhancementorfireretardancyorplywoodsby

incorporationor】30ronandPhosphoruscompounds

intheglue

E･-D･WoNG,M･ZHANG,q･WANG,S･KAWAI:

Propertiesofparticleboardinrelationtothedensity

profile
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日本ツーバイフォーランバーJAS協議会総会記念講演

(平成9年6月 18日,東京)

則元 京 :木材の優れた特性と科学的な評価

京都経済同友会後援会

(平成9年6月 19日,京都)

野村隆哉 :自然科学の転換点と21世紀-の展望

木質建築物維持管理研討会

(平成9年6月 19日,台北,台湾)

高橋旨象 :日本におけるしろあり防除技術の現状と

展望

scilas(朝日新聞)

(平成9年6月20日)

石原茂久 :技の位相 ･新素材 :木炭

木材のリサイクル技術開発研究会

(平成9年6月20日,鹿児島)

今村祐嗣 :保存処理材のリサイクル技術の開発 ･性

能評価等に関する調査研究

第35[司日本接着学会年次大会

(平成9年6月20日,東京)

梅村研二,川井秀一,高橋昭博 :木材接着用イソシ

アネー ト系樹脂降下物の熱的特性に及ぼす各種

ポリオールの添加効果

住宅気候談話会

(平成9年6月21日,京都)

尾崎真由子,師岡淳朗,則元 京,磯田憲生 :調湿

能指標B値の簡便な測定法とその大規模木造建

への応用

日本文化財科学会第14回大会

(平成9年6月21-22日,奈良)

大山幹成,伊東隆夫,演 修,中川正人,阿刀浩

史 :赤野井湾遺跡から出土した木製品の樹種と

用途

名古屋大学大学院農学研究科特別講義

(平成9年6月23-24日,名古屋)

梅揮俊明 :リグナンの化学と生化学

北海道立林産試験場研修会

(平成9年6月24日,旭川)

高橋旨象 :しろありによる木造建築物被害とその防除

第12回セルラーゼ研究会

(平成9年6月26･27日,東京)

杉山淳司 :セルロースミクロフィブリルの構造

IUFRO,AllDiy.5Conference:ForestProdtICtS

forSustainat,leForestry

(平成9年7月7- 12日,ブルマン,アメリカ)

M.INOUE,N.SEKINO,W.EEIDING,S.KAWAI,T.

MoROOKA,M･NoRIMOTO:Pre-steamingfixationof

compressedWoodanditsapplication･

S･KAl＼叫 T･KA1､AsAKI,M･ZHANG:Sandwichpanelsof

veneeroverlaidlow-densityfiberboardinsteam

lnJeCtionpresslng

北海道大学農学研究科森林科学専攻特別講義(ⅠⅠ)

(平成9年7月7日～ 10日,札幌)

島田幹夫 :森林植物 と微生物の側から見た二次代

謝生化学

但馬流域林業活性化センター林業講演会

(平成9年 7月8日,兵庫)

則元 京 :木の良さとスギ材の用途開発の方向につ

いて

セルロース学会第4回年次大会 '97CemuloseR&D

(平成9年7月10日～11日:名古屋市)

田中文男 ･福島厚哉 ･東 順一 ･岩田忠久 :多糖の

コンフォメ･-ションに与える骨格構造の影響

杉山淳司,今井友也,小山牧子,ウイ リアム エル

ベル :新しいミクロフィブリルモデルの構築

小山牧子,ウイ リアム エルベル,杉山淳司,伊東

隆夫 :酢酸菌におけるセルロース分子合成方位

の実験的証明

和田昌久,近藤哲男,杉山淳司,岡野健 :セルロー

スⅠαからⅠβ-の転移のDSCによる解析

W.HELBERT,杉山淳司 :Highresolutionelectron

microscopyoncelluloseIIandachitinsingle

cIYStals

鮫島正浩,五十嵐今日子,杉山淳司 :酵素の吸着な

らびに分解挙動からイメージしたバクテリアセ

ルロースの姿

今 井 友也 ,杉 山淳 司, 伊 東 隆夫 :灰 色 藻 類

Glaucocystisに見られる新 しいミクロフィブリ

ル構造

第224回木質材料部門定例研究会

(平成9年7月 15日,京都)

小松幸平 :内外における最近の木橋再興の動き

城陽市民アカデミー

(平成9年7月 16日,城陽)
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今村祐嗣 :住まいと健康

グループ円心講演会

(平成9年7月23日,京都)

川井秀一 :森と人間

炭素材料学会先端科学技術講演会

(平成9年7月24日,東京)

石原茂久 :環境浄化 ･制御 ･保全材料 としての熱変

換木材及び木炭

97年度第1回木質 ･複合接着研究会

(平成9年7月25日,大阪)

小松幸平 :テインバーエンジニアリングにおける接

着の応用

和歌山県消費生活センター :生活教養講座

(平成9年7月31日,和歌山)

吉村 剛 :白蟻の防除と対策

PlantBiologyi97)avie-fro- paciElCri-

(平成9年8月2-6日,バンクーバー,カナダ)

T･TAKEDA,FISAKAI,T･HAYASHI:Expressionofgene

cncodingend0-1,4-beta-glucanase,endoxy-

loglucantransferasc,andexpansioninelongating

PeaStemS･

T.NAKA T,N.ToNOLTCHI,T.TsUcHIDA,H.MoRI,F.

SAKAl,T･HAYASHI:Expressionorsucrosesynthase

cDNAfrom mungbeanseedlingsinEscl"n'ch,'a

coli.

Y.OHMIYA,Y.IMAJUKU,T.AoyAMA,A.OKA,T.NAKAl,

F･SAKAI,T･HAYASHI:ClonlngOrend0-1,4-beta-

glucanasegenomicDNAfrompoplarcells･

Y･ⅠHARA,F･SAKAI,T･HAYASHI:CloningorbcsAfrom

developlngcottonfibercells･

N.HILul,S.SoNOBE,T.HAYASHl:β-Glucansynthases

producemicrofibrilsalongcorticalmicrotubules

from UDp-glucoseonaplasmamembranesheet

preparedfromtobaccocells

T･ITOH:Thechangeorcellwallarchitectureduring

elongationorpeaeplCOty1,revealedbyrapid-

rreezlnganddcepICtChingelectronmicroscopy

千葉大学教育学部木材加工学2.集中講義

(平成9年8月4日～7日,千葉)

則元 京 :木材の物性,加工,居住性

十勝からまつ製材協同組合研修会

高橋旨象 :からまつ材の防腐防蟻対策

旭化成工業株式会社基礎研究所講演会

(平成9年8月7日,高槻)

川井秀一 :zeroemissionmaterial-リグノセルロース

系複合材料の現状と今後の展望一

香川県工業技術センター講演会

(平成9年8月 11日,高松)

川井秀一 :エンジニアー ドウッドの現状と今後の活

用について

平成8年度全国,森林インス トラクター養成講習

(平成9年8月 12日,大阪)

伊東隆夫 :森林の利用

高知県馬路村木材加工セミナー

(平成9年8月 19日,高知県馬路村)

井上雅文 :杉の構造と圧縮木材について

木橋技術セミナー

(平成9年8月22日,京都)

小松幸平 :木橋の現状と問題点一特に接合の問題を

中心として-

第 30回 InternationalCotlnCilforBuilding

ResearchStudiesandDocu-entationIWorking

ConAZnissionW18-TimberStructures

(平成9年8月25日～28日,Vancouヽ′er)

K･KoMATSU,AIKoIZUMI,T･SASAKI,J･JENSENandY･

IuIMA :FlexuralBehaviourofGLT BeamsEnd-

JointedbyGlued-inHardwoodDowels

木材の実用知識講習会 『木質建材の基礎と健康 ･安

全な住環境』

(平成9年8月28日,東京)

今村祐嗣 :防腐 ･防虫 ･化学処理

表 彰

杉山淳司 :第2回セル ロース学会賞 (平成8年度)

(平成8年7月 10日)｢電子回折法による天然セ

ルロースの結晶構造の研究｣

吉村 剛 : (社)日本 しろあり対策協会全国大会表

彰 (平成8年 11月 14日)｢しろあり及び腐朽の

調査研究についての功績｣

人事往来 ･その他
1.所 内

人 事

(平成9年8月5日,帯広) 中川好昭:医学部専門職員-配置換(平成9年4月 1日)
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川蔦保夫 :工学部等経理課第一経理掛長-配置換

(平成9年4月 1日)

坂田節子 :エネルギー理工学研究所から庶務掛長に

配置換 (平成9年4月 1日)

奥野昌一 :医学部か ら会計掛長に配置換 (平成9年

4月 1日)

本 田綾子 :基礎物理学研究所庶務掛主任-配置換

(平成9年4月 1日)

田中耕二 :原子炉実験所か ら会計掛に配置換 (平成

9年4月 1日)

富田文一郎 :木質環境研究部門 客員教授 (平成9

年6月 1日)

海外出張その他

杉山淳司 :｢セル ロースの構造 と生分解に関する共

同研究実施のため｣ (平成8年9月4日～9月 14

日) フランス

則元 京 : ｢木材物性に関する講義 ･研究指導及び

第 7回 中 国 木 材 科 学 学 会 出 席 の た め ｣

(平成8年 10月9日～10月23日) 中国

桑原正章 :｢植物資源の化学に関する国際ユネスコ

専門家会議出席及びバイオマス変換に関する研

究資料収集のため｣ (平成8年 10月21日～10月

28日) 中国

今村祐嗣 : ｢木材資源耐久性維持 ･向上システムの

研究資料収集のため｣ (平成8年 10月 16日～10

月25日) スウェーデ ン, ノル ウェイ,フィ

ンラン ド

小松幸平 :｢木質系輸送構造全国会議及び木構造国

際会議出席のため｣(平成8年 10月22日～ 11月

5日) アメリカ合衆国

杉山淳司 :｢グリー ン ･ポ リマーに関する国際ワー

クシ ョップ出席のため｣ (平成 8年 11月 3日～

11月9日) イン ドネシア

梅揮俊明 :｢樹木二次代謝産物の化学 と生化学に関

す る招待講演及び研究資料収集のため｣ (平成

8年 11月 11日～ 11月 17日) 韓国

高橋旨象 :｢林産物国際会議出席及びシロア リ総合

防除に関す る研究資料収集のため｣ (平成 8年

12月 16日～12月23日) タイ

今村祐嗣 :｢木材の表面処理に関する国際会議出席

のため｣ (平成8年 12月8日～12月 11日)

マレイシア

川井秀一 :｢サ ラワク州熱帯雨林の調査 のため｣

(平成9年 1月8日～ 1月 15日) マ レイシア

酒井富久美 :｢日本学術振興会拠点大学方式による

LIPIとの国際交流に関する打ち合わせ及び研究

資料収集のため｣(平成9年 1月8日～ 1月 17日)

イン ドネシア

則元 京 :｢日本学術振興会拠点大学方式による

LIPIとの国際交流に関する打ち合わせ及び研究

資料収集のため｣(平成9年 1月8日～ 1月 17日)

イン ドネシア

馬場啓一 :｢日本学術振興会拠点大学方式による

LIPIとの国際交流に関する打ち合わせ及び研究

資料収集のため｣(平成9年 1月8日～ 1月 17日)

イン ドネシア

吉村 剛 : ｢日本学術振興会拠点大学方式による

LIPIとの国際交流に関する打ち合わせ及び研究

資料収集のため｣ (平成 9年 1月 16日～ 1月25

日) イン ドネシア

伊東隆夫 :｢日仏科学協力事業に基づ くセル ロース

等多糖類の構造 と機能 に関す る共同研究のた

め｣ (平成 一)年 2月 22日～3月 14日) フラン

ス,ギ リシャ,スウェーデン

角田邦夫 :｢木材防腐 ･防蟻のための国際協同研究

に関す る討議及び研究資料収集のため｣ (平成

9年 2月 26日～3月 14日) オース トラ リア,

ニュージーラン ド,アメリカ合衆国

黒田宏之 :｢ドイツにおける森林衰退の現状 とそれ

に対する生化学的 ･分子化学的取 り組みに関す

る調査のため｣ (平成 9年2月 27日～3月9日)

ドイツ

石原茂久 :｢日本学術振興会拠点大学方式による

LIPIとの国際交流に関する打ち合わせ及び研究

資料収集のため｣(平成9年 3月2日～3月 10日)

イン ドネシア

今村祐嗣 :｢住宅の耐久性向上に関する研究資料収

集のため｣(平成9年3月30日～4月5日)

合衆国

杉山淳司 :｢国際協力事業団パプア ･ニューギニア

森林研究計画に基づ く短期専門家派遣プロジェ

ク ト実施のため｣(平成9年4月9日～4月28日)

パプア ･ニューギニア
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桑原正章 :｢高麗大学においてバイオマス変換に関

する招待講演のため｣(平成9年4月24日～4月

26日) 韓国

桑原正章 :｢南京林業大学創立40周年記念式典出

席及び共同研究打ち合わせのため｣(平成9年5

月 16日～5月20日) 中国

小松幸平 :｢南京林業大学創立40周年記念式典出

席及び研究資料収集のため｣(平成9年5月 16

日～ 5月22日) 中国

角田邦夫 :｢国際木材保存学会年次大会出席及び建

築材料の保存処理等に関する研究資料収集のた

め｣(平成9年5月 17日～6月6日) 連合王国,

カナダ,アメリカ合衆国

高橋旨象 :｢国際木材保存学会年次大会及び防蟻剤

セミナー出席のため｣(平成9年5月24日～6月

8日) カナダ,フランス

今村祐嗣 :｢国際木材保存学会年次大会出席及び研

究資料収集のため｣(平成9年5月25日～6月 1

日) カナダ,アメリカ合衆国

梅揮俊明 :｢第28回国際木材及びパル ビング化学

会議出席のため｣(平成9年6月8日～6月 14日)

カナダ

服部武文/: ｢第28回国際木材及びパル ビング化学

会議出席のため｣(平成9年6月8日～6月 14日)

カナダ

畑 俊充 :｢国際熱帯材会議出席及び研究資料収集

のため｣(平成9年6月 14日～6月21日) マ

レイシア

高橋旨象 :｢木質建築物の維持管理に関する研究資

料の収集と講演,台湾におけるシロアリ被害の

調査のため｣(平成9年6月 16日～6月21日)

台湾

川井秀一 :｢国際木質科学アカデミー並びに林業研

究機関連合林産物部会出席,研究機関訪問のた

め｣(平成9年6月30日～ 7月 14日) カナダ,

アメリカ合衆国

井上雅文 :｢国際木質科学アカデミー並びに林業研

究機関連合林産物部会出席,研究機関訪問のた

め｣(平成9年6月30日～ 7月 14日) カナダ,

アメリカ合衆国

黒田宏之 :｢日本学術振興会拠点大学方式による

LIPIとの国際交流に関する打ち合わせ及び研究

資料収集のため｣(平成9年7月6日～ 7月 12日)

インドネシア

本田与- :｢日本学術振興会拠点大学方式による

LIPIとの国際交流に関する打ち合わせ及び研究

資料収集のため｣(平成9年7月4日～ 7月12日)

インドネシア

畑 俊充 二｢日本学術振興会拠点大学方式による

LIPIとの国際交流に関する打ち合わせ及び研究

資料収集のため｣(平成9年7月4日～7月 12日)

インドネシア

石原茂久 :｢簸 23回米国炭素学会出席及び残廃木

材の炭素材料素材 としての利用に関する資料収

集のため｣ (平成 9年 7月 12日～ 7月 22日)

アメリカ合衆国,カナダ

伊東隆夫 :｢日･米 ･カナダ ･オース トラリア合同

植物生理学会plantBiology'97出席のため｣(平

成9年8月 1日～8月8日) カナダ

林 隆久 :｢目･米 ･カナダ ･オース トラリア合同

植物生理学会plantBiology'97出席のため｣(辛

成9年8月 1日～8月9日) カナダ

小松幸平 :｢第30回国際建築研究情報会議出席及

び研究資料収集のため｣(平成9年8月23日～8

月31日) カナダ

桑原正章 :｢リグニン及びその他の木材成分の化学

に関するブラジルシンポジウム出席,リグニン

分解酵素に関する講義,及び植物資源の化学に

関する国際ユネスコ専門家会議出席のため｣

(平成9年8月 29日～ 9月 14日) ブラジル,

フランス

2.所 外

williamHELBERT(日本学術振興会外国人特別研究員)

セルロースの固体構造に関する研究のため来所

(平成7年 10月5日～平成9年9月30日)

stevenc.HUBER(米国,ノースカロライナ大)植物

生理学の研究交流と講義のため来所 (平成8年

11月 15日)

JalaluddinHARUN(マレーシア農科大学講師)｢オイ

ルパームの材料としての利用の可能性｣特別講

演と複合材料研究打ち合わせのため来所 (平成

8年 11月 18日～11月21日)

claireBoISSET(文部省若手研究員)(平成9年2月 1
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日～平成9年9月30日)セル ロースの酵素分解

に関する研究のため来所

BernardHENRISSArIl(フランス科学研究庁植物高分子

研究所)多糖類の構造 と合成に関する日仏科学

協力事業共同研究の一環 として来所 (平成9年

2月2日～ 16日)

Y.K州′AGOE (米国,カリフォルニア大)セル ロース

合成酵素遺伝子の研究交流 と講義のため来所

(平成9年3月18日)

S.V止 u (スウェーデン, トロン ドハイム大)バク

テ リアセル ロースの遺伝子操作の研究交流 と講

義のため来所 (平成9年4月 10日)

NanYaoSu (米国,フロリダ大学教授)木材の耐久

性向上の研究打ち合わせおよび講演のため来所

(平成9年6月12日)

DaleT.KARLSON (文部省若手研究員)樹木の耐凍性

に関与するタンパク質の細胞内局在研究のため

来所 (平成9年7月5日～8月26日)

R.WILLIAMSON (オース トラリア,オース トラリア国

立大)アラビ ドプシスセル ロース合成酵素遺伝

子の研究交流 と講義のため来所 (平成9年 7月

9日)
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