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当 所 の 活 動

講 演

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 7年 9月 7日,大阪)

高橋旨象 :防除薬剤に関する実務的知識

日本木材学会レオロジー研究会

(平成 7年 9月 8日,浜北)

杉山真樹,小幡谷英一･,則元 京 :化学処理木材

の動的粘弾性

日本建築学会近畿支部報告会 ｢1995年兵庫県南部

地震一木造建物の被害｣

(平成 7年 9月 9日,大阪)

の腐朽 と白蟻被害

南京林業大学特別講義

(平成 7年 9月11-18日,南京,中国)

則元 京 :木材の物性

InternationalSymposium :TowardsSustainable

UtilizationofVegetalResources

(平成 7年 9月11-14日,チュルク,フィンランド)

M.Kt川′AHAI～A :Recentapproachestothetltilization

andconversionofbiomassandItsCOmpOnentSin

Japan

東北林業大学特別講義

(平成 7年 9月12-18日,ハルビン,中国)

川井秀一･:木材 と水一基礎から応用まで-,木質

材料の最近の発展他

富山県林業技術センター客員研究員セミナー

(平成 7年 9月20,21日,富山)

今村祐嗣 :木質材料の耐久性,エクステリアウッ

ドの劣化 と保存,木材の劣化診断,木材の注入

性向上技術

(1995年9月-1996年8月)

WoodPreservationinthe90'sandBeyond

(平成 7年 9月26-28,サヴァンナ,アメリカ合

衆国)

J.K.GRACE,K.TsuNODA,T.BYRNEandP.I.MoRI～IS:

Fieldevaluationofborate-treatedlumberunder

conditionsofhightermiteharard

日本環境動物昆虫学会公開シンポジウム 『地震 と

都市環境』 (平成 7年 9月30日,神戸)

今村祐嗣 :阪神大震災にみる住宅の腐朽およびシ

ロアリ被害

日本溶接学会若手会員のためのフォーラム

(平成 7年10月 4日,広島)

今村祐嗣 :機能性材料 としての木質と木質の機能

化

秋田県木材高度加工研究所開所記念シンポジウム

｢明日の木質構造｣ (平成 7年10月5日,能代)

川井秀一 :木質材料の開発 と木質構造,その耐久

性

第40回リグニン討論会

(平成 7年10月12-13日,つ くば)

吉田晋一一,渡辺隆司,本田与二 桑原正章 :担子

菌由来 リグニン分解酵素の有機溶媒中における

反応

渡辺隆司,本田与 一,桑原正章,近藤恒夫,大下

友子,久馬 忠 :反勧家畜の消化作用により可

溶化 したイネ科牧草リグニンの特性

梅揮俊明,島田幹夫 :Arctiumlappaによるセコイ

ソラリシレジノールの生合成

近藤 登,服部武文,島田幹夫 :α一位にカルボニ

ル基を有する難分解性 β-0-4型 リグニンモデル

化合物のマンガン及びシュウ酸による分解

服部武文,島田幹夫 :種々の培養条件下における

白色腐朽菌 Phanerochaetechrysosporiumのフェ

ニルアラニンアンモニアリアーゼ (PAL)活性
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三井香代子,服部武文,島田幹夫 :白色腐朽菌カ

ワラタケのシュウ酸合成酵素の部分精製

日本 しろあり対策協会,平成 7年度 しろあり防除

施工士登銀更新研修会

(平成 7年10月12日:名古屋,31日:大阪)

高橋旨象 :防蟻防腐剤の現状と展望

日本合板工業組合連合会研修会

(平成 7年10月19日,宇治)

則元 京 :木材の物理 ･化学加工

木質複合材料研究会講演会

(平成 7年10月19日,長野)

今村祐嗣 :集成材の耐久性

日本合板工業連合会研修会

(平成 7年10月19日,宇治)

川井秀一 :エンジニアードウッドの発展

第 7回日本環境動物昆虫学会大会

(平成 7年11月1-2日,つ くば)

藤井義久,松岡宏明,第滴佳之,今村祐嗣 :乾材

シロアリ食害活動のAEモニタリング

吉村 剛 :研究奨励賞受賞講演 ｢イエシロアリの

寄生生物に関する研究｣

妾 勝哲,吉村 剛,高橋旨象 :イエシロアリ共

生原生動物によるリグニンの取 り込みと分解

小浦区民セミナー (平成 7年11月5日,和歌LLJ)

今村祐嗣 :シロアリの行動生態と防除

第5回地球環境産業技術動向調査報告会

(-1Z･成 7年11月8日,京都)

(平成 7年11月21日,広島)

桑原正章 :リグノバイオプロセスの構築に関する

調査

高知県工業技術センター研修会

(平成 7年11月 9日,高知)

今村祐嗣 :エクステリアウッドの保存技術を考え

る

日本木材保存協会第13回木材保存講座

(平成 7年11月 9日,宇治)

(平成 7年11月17日,東京)

則元 京 :木材 ･木質材料の化学修飾事例

角田邦夫 :ヨーロッパにおける木材保存薬剤の認

定制度の現状

森林 ･木質資源利用先端技術シンポジウム

(平成 7年11月10日,高知)

今村祐嗣 :木材の化学処理技術

静岡県木工技術講演会

(平成 7年11月17日,静岡)

今村祐嗣 :木材の保存技術の現状と将来

第4回木文研究会 (平成 7年11月19日,京都)

野村隆哉 :木材の煤煙熱処理について

㈱ 日本木材加工技術協会関西支部講演会 『木質住

宅の基礎知識』 (平成 7年11月20-21日,大阪)

今村祐嗣 :木村の劣化と保存処理

静岡大学農学研究科森林資源科学特別講義 Ⅰ

(平成 7年11月20-22日,静岡)

則元 豪 :木材の物性と加工

滋賀県技術指導所講演会

(平成 7年11月26日,滋賀)

野村隆哉 :竹材の利用について

静岡県製材工業組合研修会

(平成 7年12月2日,宇治)

川井秀一 :木質骨組み材料の発展とリサイクル資

源の利用について

宇治市市民講座 ｢文化財の保存と活用｣

(平成 7年12月 8日,宇治)

川井秀一 :宇治上神社と平等院の建築について

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
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1995lnternationalChemicalCongressofPacific

BasinSocieties

(平成 7年12月17-22日,ホノルル,アメリカ合

衆国)

M.TAKAHASHI:BiologlCalpropertiesofchemically

modifiedwood

サ トルエネルギー学会シンポジウム

(平成 8年 1月18日,東京)

野村隆哉 :木材と微弱エネルギー

木材の煤煙熱処理研究会

(平成 8年 1月20日,福島)

野村隆哉 :木材の煙煙熱処理とそのメカニズム

三重ハイプウッド共同組合研修会

(平成 8年 1月25日,松坂)

川井秀一 :エンジニアー ドウッドの開発の現状 と

今後の展望

㈱日本木材保存協会木材保存士講習会

(平成 8年 1月26日,東京)

今村祐嗣 :木材および木質材料の性質

青森県産業技術開発センター講演会

(平成 8年 1月29日,青森)

伊東隆夫 :はやのセルロースのできる仕組み

徳島県地域技術ネットワーク住環境部材研究会セ

ミナー

(平成 8年 1月30日,徳島)

今村祐嗣 :木材の防火および耐久性

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 8年 2月13日,福岡)

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

京都府京都産材ブラン ド化棉討会

(平成 8年 2月13日,京都)

い加工法

日本学術会議シンポジウム :生物資源とポス ト石

油化学 (平成 8年 2月28日,京都)

桑原正章 :リグノセルロース資源の変換プロセス

ボゴール農科大学特別講演

(平成 8年 2月29日,ボゴール,インドネシア)

川井秀一 :RecentTopicsandDevelopmentofCom-

positeWoodResearchinWoodResearchlnsti-

tute,Japan

丹波 ･年輪の里講演会

(平成 8年3月14日,兵庫)

野村隆栽 :木材の煙煙熱処理とその展望

次世代化学プロセス技術開発研究 ･調査報告会

(平成 8年 3月18日,東京)

桑原正章 :バイオ技術のlE:t用によるプロセス革新

日本木材学会研究分科会講演会

(平成 8年 3月19日,宇治)

吉村 剛 :シロアリの生態と食物代謝

第 1回木質成形体研究部会

(平成 8年 3月19日,大阪)

川井秀--:低密度ファイバーボー ドとその複合パ

ネル

The211thACSNationa一Meeting

(平成 8年 3月24-28日,ニューオーリンズ,ア

メリカ合衆国)

T.UMlこZAWAM.SIuMADA:Lignanbiosynthesisin

Arctiumlappa

S.IsⅢĤl‡AandT.Ful川TSLTKA:RernovalofNO_yor

ItsConversionIntoHarmlessGasesbyCharcoals

andCompositesofMetalOxides

S.IsHIrlAliA.L.L.PuI′ll)0andT.KAlIMOT():Carbo-

nized MaterialAdsorbentsfortheRemovalof

MercuryfromAqueousSolutlOnS

日本植物生理学会1996年度年会
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(平成 8年 3月27-29日,鹿児島)

平井則子,園部誠司,林 隆久 :タバコ細胞膜ゴー

ス ト表層微小管 とβ-グルカン生合成

清水良則,川田俊成,作野友康,酒井富久美,林

隆久 :成長する綿繊維細胞 における壁酵素遺伝

子の発現制御

中井朋則,外 内尚人,土田隆康,森 仁志,酒井

富久美,林 隆久 :シュクロース合成酵素 の大

腸菌での発現

馬場啓一,原 由里子, 日尾野 隆,竹田 匠,

伊東隆夫,伊藤-弥 :傾斜刺激に よる樹幹木部

でのあて材形成 と木部分化帯での遺伝子発現の

変化

木村 聡,伊東隆夫 :ホヤ類 におけるセルロース

合成

森 と都市 を結ぶ木の シンポジウム

(平成 8年 3月30日,兵庫)

野村隆我,木 とデザイン

日本農芸化学会1996年度大会

(平成 8年 3月30日-4月2日,京都)

本Fl1号一,阿閉三奈,渡辺隆司,桑原正章 :担子

菌 pleurotusostreatus (ヒラタケ)における薬剤

耐性突然変異株の単離

吉 田晋一一一,小林 文,本田与一･,渡辺隆司,桑原

正章 :担子菌 Bjerkanderaadusta(ヤケイロタケ)

の生産するマ ンガンペルオキシダーゼ

石原靖之,喬景波,黒田宏之,林陛久,酒井富久

美 :ユ リノキプロ トプラス トを用いた一過性遺

伝子発現系に及ぼす影響について

喬景波,黒田宏之,林陛久,酒井富久美 :ポプラ

の培養細胞のプロ トプラス トか ら植物体の再生

梅揮俊明,島田幹夫 :Arctt'umlappaによる.)グナ

ン, (+)-セコイソラリシレジ ノール,のエナン

チオ選択的生合成

服部武文,島田幹夫 :木材腐朽薗 phanerochaete

chrysosporiumのフェニルアラニ ンアンモニアリ

アーゼ活性の検出

林 隆久,馬場啓一,中村信吾,三石 安,城石

雅弘,天野良彦,神田鷹久 :ポプラ細胞壁β-グ

ルカン複合体に対するセルラーゼの作用

平井則子,園部誠司,林 隆久 :タバコ細胞膜 ゴー

ス ト上での/9-グルカンの生合成

日本木材学会第46回大会

(平成 8年 4月3-5日,熊本)

喬景波,黒田宏之,林陛久,酒井富久美 :形質転

換のためのポプラプロ トプラス トからの再生系

JingboQIAO,HlrOyukiKURODA,FukumiSAKAl:ポプ

ラの葉片か ら誘導 した不定根 切片による大量繁

殖

石原靖之,喬景波,黒田宏之,林陛久,酒井富久

美 :外来遺伝子発現解析のためのユ リノキ培養

細胞系の確立

黒 凹宏之 ･久保田孝治 ･酒井富久美 :RT-PCR法

によるアカマツのスチルベ ン合成酵素遺伝子の

発現

山内幸 久,異l]]宏之,酒井富久美 :アカマツにお

けるスチルベ ン合成酵素遺伝子のゲ ノミックサ

ザ ン解析

奥 酉 智 裁, 梅 津 俊 明, 島 田幹 夫 :wikstroemia

sikokianaか ら単離 された リグナ ンのエナ ンチオ

マー組成について

操 惇慶,極洋俊明,大橋英雄,石井克明,島田

幹夫 ･'ChamaecyparLsobtusaの リグナ ンについ

て

時松敏明,三井香代子,服部武文,赤松やすみ,

島田幹夫 :褐色腐朽蘭オオウズラタケの グリオ

キシル酸酸化酵素の精製 と性質

近藤 登,服部武文,島朋幹夫 :β-0-4型 リグニ

ンモデル化合物及び O-キ ノン誘導体の,マ ンガ

ン(lH),シュウ酸系による分解

豊田純一郎,馬場啓一--,伊東隆夫,日尾野 隆 :ユー

カリのあて材形成 中に特異的に発現する遺伝子

の cDNAクローニング

馬場啓一,原 由里子,竹田 匠,伊東隆夫, 日

激で発現する遺伝子の cDNA解析

鈴木 潔,木村 聡,馬場啓一-,伊東隆夫,笹本

浜子,曽根良昭 :プロ トプラス トの壁再生 に伴

う非セルロース成分の堆積過程の観察

藤野猛 史,伊東隆夫 :ユーカリの木部分化帯 にお

ける細胞壁の多孔性の変化
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大 山幹成,馬場 啓 一,伊 東 隆夫, 白石 進 :

pcR-RFLP法による日本産ブナ科樹木の分類

松前智之,伊東隆夫 :阿蘇 4火砕流により埋没 し

た森林の構成樹種

小山牧子,杉山淳司,伊東隆夫 :藻類の系統によ

る結晶性セルロースの多様性

今井友也,杉山淳司,伊東隆夫 :1本のセルロー

スミクロフィブリル内でのⅠαとⅠβの局在

平野多江子,板倉修司,田中裕美,榎 章郎,馬

場啓一,伊東隆夫 :腐朽木材中に存在する水酸

化ラジカル生成低分子物質の免疫化学的手法に

よる検出

板倉修司,米田武夫,田中裕美,榎 章郎,馬場

啓一,伊東隆夫 :イエシロアリ体内におけるセ

ルラーゼ局在部位の免疫化学的手法による解析

清重真理子,吉沢伸夫,伊東隆夫 :養分移動経路

の制御による木部形成の変化(3) クロマツにつ

いて

岡本和己,杉Ll｣淳司,伊東隆夫,堀井文敬 :ホヤ

セルロースの結晶状態に関する検討

木村 聡,伊東隆夫 :ホヤ類のセルロースミクロ

フィブリルと合成酵素複合体の形状は関係があ

るのか

エルベル ･ウイリアム,杉山淳司,山中 茂,石

原 勝 :菌の生産するセルロースの精製と構造

入江俊一,本田与-･,阿閉三奈,中谷 誠,渡辺

隆司,桑原正章 :担子菌 pleurotusostreatus(ヒ

ラタケ)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

田中文男 :長時間の分子シミュレーションによる

セルロースのコンホメーション解析

福島厚哉,田中文男,岩田忠久,東 順一 :Char-

acterizatiol10f(1- 4)-β-D-galactan

師岡淳即,則元 京,中大路靖,山田 正,磯田

憲生 :大規模木造建物の温湿度環境 ([)

渡辺字外,則元 京,藤田 稔,ジ ョセフ ･グリ

ル :針葉樹材収縮率のレプリカ法による解析

(Ⅲ)

杉山真樹,小幡谷英一,則元 京 :化学処理木材

の力学緩和 (Ⅲ)

横山 操,則元 京 :木材に吸着 した水の誘電緩

和 (Ⅳ)

小幡谷英一,則元 京,ジョセフ ･グリル :木材

繊維方向の動的粘弾性の含水率依存性

模永昌弘,井上雅文,則元 京 :水蒸気処理によ

る曲げ木の寸法安定化

ワヒュ一 ･ドイアント,井上雅文,則元 京 :熱

処理および水蒸気処理による木材の横圧縮変形

の永久固定

池田元吉,則元 京,師岡淳郎,井上雅文 :事前

水蒸気処理による木材の横圧縮変形固定

古田祐三,棋永昌弘,則元 京,矢野浩之 :膨潤

状態における木材の熱軟化挙動 (Ⅳ)-構成成

分の寄与について-

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

(Ⅱ)強化 LVL接合板および接合ピンの強度性

能

関野 登,井上雅文 :水蒸気処理によるフレーク

ボー ドの寸法安定性 (Ⅰ)接着力および圧縮セ

ットの回復応力に及ぼす処理温度の影響

大内戚司,井上雅文,佐藤義明 :スギ圧密材の使

い方,学校用机の試作

月東秀夫,上野加恵,住田厚弘,石原茂久 :機能

傾斜木質材料の開発 (1ql)

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挺水剤 ･防藻剤 によ

る藻類防止効果-

Lilibeth.L.PuLIDO,S.IsHⅢARA,T.KAJIMOTOandI.Ir)l三

:DevelopmentofEnvironmentalProtection on

Wood CharcoalComposlteS from Toxic Heavy

Metal-ⅠⅠ,Adsorpt10n PerformanceofCarbonized

Materialin Highly Concentrated Heavy Metal

Solutions

吉塚毅士,石原茂久 :木質焼成炭と金属化合物の

複合による環境浄化 ･制御材料の開発｡

樋口尚登,井出勇,青山千代美,西川昌信,石原

茂久 :プラン環を有する化合物を用いた木質バ

イオマスの熱変換 とその応用 (Ⅲ)｡各種化合物

の浸透性及び硬化条件の検討｡

西川昌信,井出勇,樋口尚登,竹田復,石原茂久

:木質バイオマスの熱変換 (Ⅶ)｡炭のシー ト化

に関する実験｡

西宮耕栄,石原茂久,井出勇,加藤直樹 :木質バ
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イオマスの熱変換 (1Ⅶ)｡木質焼成物の昇温過程

における熱定数の変化｡

蘇 文稔,今村祐嗣,石原茂久,畑俊充 :ホウ素

系化合物の燃焼抑制機構の解明とその応用一熱

画像解析一 ｡

木口 実,片岡 厚,森満範,土居修一,長谷川

益夫,森田慎一,金城 勝,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 (Ⅱ),

暴露地別及び塗料タイプ別劣化傾向について

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

柏原将人,安藤恵介,服部順昭,今村祐嗣 :レー

ザインサ イジング前処理による木材表層の高機

能化

妾 愛慶,朴 相珍,今村祐嗣,酒井温子 :出土

木材へのポ リエチ レングリコールとスクロース

処理による浸透

飯田生穂,寺島由恵,渡辺宇外,今村祐嗣 :熱水

抽出 ･圧縮の組み合わせ処理による液体浸透性

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 (Ⅲ)ヤマ トシロア

リの採餌個体数

吉村 剛,角田邦夫,高橋旨象 :タカサ ゴシロア

リにおける木材の分解過程

妻 勝智,波速隆司,吉村 剛,高橋 旨象 :イエ

シロアリとその腸内原生動物 によるリグニンの

分解

築蘭佳之,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

竹垣由貴子,東順一,吉村 剛:イエシロアリの

β-グルコシダーゼの精製と消化器官における摂

食片の形態

松岡宏明,藤井義久,奥村正悟,吉村 剛,今村

祐嗣 :ビデオマイクロスコープによるシロアリ

の摂食行動の観察

Y.SuDIYANI.Y.IMAMURA.M.TAKAfIASIil,K.MINATO,S.

TsuJIYAMA,H.KAJITA:SurfacecharacteristlCSand

composltionchangesofwood

主税恵美子,高橋靖司,瀧野異二郎,川井秀一

促進劣化処理を受けたパーティクルボー ドの曲

げ疲労特性

中田欣作,杉本英明,井上雅文,川井秀一 :圧縮

成形木材 を利用 した木質構造接合部材の開発

(Ⅲ)強化 LVL接合板および接合 ピンの強度性

能

瀧野晃二郎,乾 一,藤元達雄,大羽伸和 :各

種軸組壁の面内せん断性能

河崎珠美,張 敏,川井秀一,本田貴久 :低比

重ファイバーボー ドの製造 とその応用

永富 桝,黒木康雄,川井秀一,佐々木光 :木質

セメン ト板の迅速硬化 (第 6報)蒸気噴射法に

おける強度発現剤 としてのシリカヒュ-ム添加

の効果

永富 桝,黒木康雄,川井秀一,佐々木光 :木質

セメン ト板の迅速硬化 (第 7報)シリカヒュ-

ム添加法におけるオー トクレーブ養生の効果

岸本芳 昌,川井秀一,原 康之,王 潜,佐々

木光 :曲面成形単板積層材による円筒構造物曲

げ問題の弾性解析 (Ⅰ)中空円筒構造物の 3次

元有限要素解析 と誤差解析

岸本芳昌,川井秀一,原 康之,王 潜,佐々

木光 :曲面成形単板積層材による円筒構造物曲

げ問題の弾性解析 ([)中空円筒にウレタン樹

脂を充填 した円柱構造物の場合

林 知行,宮武 敦,川井秀一 :木質ボー ド類の

信頼性評価 (1)3年間の屋外暴露による強度

分布の変化

梶田 黙,辻 亜矢子,矢野浩之,川井秀一 :天

然木化粧合板の表面に発生する干割れの評価

梅村研二,川井秀一,田中大樹,水野泰嗣 :蒸気

噴射加熱化における最適接着強度発現条件の検

討 (Ⅰ)-フェノール樹脂について一

川井秀一,張 敏,中路 誠 :河川敷に自生する

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

張 敏,河崎珠美,川井秀一,本田貴久,高村

善雄 :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 (Ⅰ)-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

定化一

楊 洋,張 敏,川井秀一 :3層構造 を有す

る竹 ･木複合ボー ドの曲げに関する応力解析
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吉村 剛 :研究奨励賞受賞講演 ｢シロアリによる

木材分解機構に関する研究｣

高橋旨象 :シンポジウム ｢防災と木材一阪神淡路

大震災に学ぶもの｣パネリス トとして ｢損壊住

宅における腐朽と蟻害｣の話題提供

熊本県小国町木材加工技術セミナー

(平成 8年 4月 8日,小国)

井上雅文 :圧縮木材の製造と利用

WoodMechanicsSeminarSeries

(平成 8年 4月26日,ブリティッシュコロンビア,

カナダ)

T.HATA:HeatFlow inParticleMatunderSteam

InjectionPressing

竹炭 ･竹酢液協会設立総会講演会

(平成 8年 4月27日,京都)

野村隆哉 :基調講演 竹炭 ･竹酢液の利用と将来

展望

第51回木研公開講演会

(平成 8年 5月17日,宇治)

本田与-1･:木を溶かす遺伝子とその利用に向けて

杉山淳司 :セルロースの構造からみた生物の多様性

石原茂久 :熱による機能性木質結合材料素材の開

発

MRA研究会講演 (平成 8年 5月18日,大阪)

野村隆哉 :木材と波動

The 27th Conference ofthe lnternationaIRe-

searchGrouponWoodPreservation

(平成 8年 5月19-24日,仏領グアダルーブ)

K.TsuNOI)A,T.Y()srIIMUIiA,M.TAKAllASⅢ,S.H川AO

andH.UsLH:Resistanceofwood-inorganicmate-

rlalcompositesagainstdecayfungiandsubterra-

nealltermites

K.TsuNOI)AandT.YosHIMURA:Gaseoustreatment

oftimber with allylisothiocyanate.Fungicidal

andinsecticidaleffects

日本電子顕微鏡学会第52回学術講演会

(平成 8年 5月22日-24日,東京)

木村 聡,伊東隆夫 :ある種のホヤで観察される

グロメルロサイトのセルロース合成の仕組みと

その役割

'96日本 MRSシンポジウム D

(平成 8年 5月23日,千葉)

張 敏,川井秀一,河崎珠美 :リグノセルロー

ス原料を用いた木質ボードの製造とその性質

井上雅文 :木材の横圧縮変形の永久固定

今村祐嗣 :植物系材料の最近の進歩

日本学術会議木研連シンポジウム 『大学改革の現

状と課題-木村学の立場から』

(平成 8年 5月25日,宇治)

今村祐嗣 :木質科学研究所

日本菌学会第40回大会

(平成 8年 5月25-26日,つくば)

本田与一一,阿閉三奈,中谷 誠,入江俊一,渡辺

隆司,桑原正章 :ヒラタケのフル トラニル耐性

突然変異株の解析

持続性資源産業研究会講演会

(平成 8年 5月27日,名古屋)

則元 京 :木質材料研究の現状と今後の展開

信州上小森林組合講演会

(平成 8年 6月 3日,上田)

川井秀一 :カラマツ材等の地域材利用のための

LVL事業の展開について

岩手県木材青壮年協議会講演 &見学会

(平成 8年 6月 7日,宇治)

川井秀一 :未利用木材の活用と用途に関する今後

の方向一環境木材としての視点から-

AMERICAN CARBON SOCIETY INTL.WORK-

SHOP.

(平成 8年 6月 9-12日,チャールス トン,アメ

リカ合衆国)
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IsHIllARA.S.,FuRUTSUI(A,T.andPULIDO.L.L.:Re-

movalofNO.10rItsConversionintoHarmless

Gases Through Charcoals and Composites of

CharcoalsandMetalOxides.

日本木材保存剤工業会第15回通常総会特別講演

(平成 8年 6月13日,沼津)

高橋旨象 :木材保存剤の認定審査及びリスク ･ベ

ネフィット評価

第34回日本接着学会年次大会

(平成 8年 6月13-14日,岐阜)

における最適接着発現条件の検討 (Ⅰ)ユ リア

樹脂について

第5回木文研究会

(平成 8年 6月15日,京都)

野村隆哉 :民家の再興と木の梁山泊の構築

森林文化シンポジウム

(平成 8年 6月15日,大阪)

伊東隆夫 : ｢木を伐って使おう｣のテーマのパネ

ラー

中国南京林業大学特別講義

(平成 8年 6月18日,南京,中国)

川井秀一 :木質材料の開発に関する最近の話題

中国西南林業学院特別講義

(平成 8年 6月24日,昆明,中国)

川井秀一 :蒸気噴射プレスを応用 した木質材料の

開発

㈱日本木材加工技術協会関西支部基礎セミナー 『木

とすまい-規格 ･構造 ･居住性』

(平成 8年 6月26日,大阪)

今村祐嗣 :木材の劣化と保存処理

第3回セルロース学会年次大会

(平成 8年 6月28-29日,東京)

鮫島正浩,五十嵐圭 日子,空間重則,磯貝明,杉

山淳司,K.E.ERIKSSON:セロビオース脱水素酵

素を利用したセルロースの構造解析の試み

渡辺乙比古,日]測真理,竹村浩,森永康,土田隆康,

末永文弘,杉山淳司,堀井文敬 :バクテリアセ

ルロースの構造,物性は生産菌株の変異により

変えることができる｡

堀井文敬,平井諒子,山本裕之,杉山淳司 :バク

テリアセルロースのミクロフィブリル構造

小山牧子,柳 _1｣淳司,伊東隆夫 :藻類の系統によ

るセルロースの変動

今井友也,杉山淳司,伊東隆夫 :二相モデルに基

づいた ミクロフィブリル構造の解析一三斜晶の

存在様式-

福島厚我,田中文男,岩肌忠久,東 順一 :ガラ

クタンの結晶学的研究

福島厚裁,岩田忠久,岡村圭造,東 順一 :セルロー

スブナレー トジアセテートのX線及び電子回折

㈱日本木造住宅産業協会神奈川支部セミナー

(平成 8年 7月2日,横浜)

今村祐嗣 :建築部材としての木材の耐久性

日本木材学会先端技術 トレン ド講習会 『21世紀の

木材利用』 (平成8年 7月3日,名古屋)

今村祐嗣 :木質廃棄物 ･生活廃棄物の化学的再利

川

木質複合材料研究懇談会

(平成 8年 7月5日,高知)

畑 俊充,梶本武志 :機能傾斜耐火木質材料の開

発-材料表両の圧潰による耐火薬剤濃度 と材料

密度の傾斜化の試み一

今村祐嗣:未来の植物系材料の展開

石原茂久 :炭素材料による環境浄化 ･制御研究の

世界の現状と動向

但馬技術大学公開講座

(平成 8年 7月11日,兵庫)

野村隆栽 :木材の煤煙熱処理とその有効利用

日本木材学会第5期第5研究分科会セミナー

(平成 8年 7月16日,奈良)
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高橋旨象 :木材保存処理の現状 と世界の動向

XV川 lnternationalCarbohydrateSymposium

(平成 8年 7月22-26日, ミラノ,イタリア)

T. MATSUMOTO, F. SAKAI, T. HAYASHl : A

xyloglucan-specificend0-1,4-β -glucanaseiso-

latedfromauxin-treatedpeastems

Bl0 JAPAN'96

(平成 8年 7月24-27日,東京)

M.KUwAHARA :DevelopmentofProcessesforthe

ConversionofRenewableResources

和歌山県消費生活センター :生活教養講座

(平成 8年 7月25日,和歌山)

吉村 剛 :白蟻の防除と対策

European Congress on Microscopy Dublin

(EUREM'96)

(平成 8年 7月26-30日,ダブリン,アイルランド)

T.HATA,P.M.BRONSVFJLD,J.TH.M.DEHossoN,J.B.

VEYl化T,E.BuLLOCK: Mierostructuralinvestlga-

tionofcarbonfibrereinforcementinasilicone

nitridematrix

京都大学農学部高校生公開講座

(平成 8年 7月29日,宇治)

吉村 剛 :シロアリの生態と木材の消化機構

蜘科学技術交流財団第 l回二ュ-ウッ ド開発研究

会 (平成 8年 8月 1日,刈谷)

則元 京 :木質系新材料開発の現状 と展望

平成 8年度全国,森林インス トラクター養成講習

(平成 8年 8月12日,大阪)

伊東隆夫 :森林の利用

城陽市青少年地域活動見学会

(平成 8年 8月12,24日,宇治)

吉村 剛 :森のそうじ屋-シロアリー

8th InternationalCongressofBacteriologyand

AppliedMicrobiologyDivision.

(平成 8年 8月16-27日,エルサレム,イスラエル)

M.Shimada,T.Tokimatsu,S.MIYATA,K.MIl,T.

UMITJZAWA.T.HATTORI:Biochemicalrolesofox-

alicacidandtheenzymesystemsduringbiodeg-

radation of lignocellulose by wood-destr'oylng

basidiomycetes.

第18回糖質シンポジウム

(平成 8年 8月19-21日,東京)

林 隆久,松本健彦,三石 安 :成長する植物細

胞壁におけるβ-グルカナーゼの機能

平井則子,園部誠司,林 隆久 :植物細胞膜上で

のβ-グルカンの生合成

InternationalSymposium on New Chemistry ln

WoodPreservation

(平成 8年25,26日,オーランド,アメリカ合衆国)

S.YusUF,Y.IMAMURA,M.TAKAtIASIII,K.MINATO :

Physicalpropertiesofformalizedalbizziawafer-

boardbeforeandafterdecaytest

第69回日本生化学会大会 ･第19回日本分子生物学

会年会合同年会 (平成 8年 8月26-30日,札幌)

本田与一,入江俊一,松山拓郎,渡辺隆司,桑原

正章 :ヒラタケのフル トラこル耐性突然変異株

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20回 "木材の実用知識"｢講習会エンジニアー ド

ウッドの新 しい利用技術｣

(平成 8年 8月27-28日,東京)

小松幸平 :木質建材の接合

第19回日本分子生物学会

(平成 8年 8月28日,札幌)

黒田宏之,山内幸久,酒井富久美 :樹幹のエ イジ

ングとスチルベン合成酵素遺伝子の発現

兵庫県耐震診断昌認定講習会 (木造コース)

(平成 8年 8月29日,神戸)

吉村 剛 :腐朽と白蟻対策
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人事往来 ･その他
1.所内

人事

吉本孝雄 :医学部事務長-配置換

(平成 8年 1月 1日)

小島一男 :事務長に転入 (平成 8年 1月1日)

丸揮百合子 :任期満了 (定年)退職

(平成 8年 3月30日)

永井贋相 :定年退職 (平成 8年 3月31日)

山本淳司 :工学部総務課庶務掛主任-配置換

(平成 8年 4月1日)

岡崎道子 :学生部学生課会計掛主任-配置換

(平成 8年4月 1日)

南 次男 :事務室庶務掛主任に転入

(平成 8年4月1日)

玉井裕之 :事務室会計掛に転入

(平成 8年 4月1日)

小松幸平 :木質材料機能研究部門構造機能分野助

教授に転入

(森林総合研究所木材利用部構造利用科接合研究

室長より)

(平成 8年 8月1日)

島地 謙 名誉教授 :平成 7年 9月 3日逝去

海外出張その他

島田幹夫 : 『中国東北林業大学林産工業学院にお

いて リグニンの化学 とバイオテクノロジーにつ

いての講義のため』

(平成 7年9月7-17日)

中国

則元 京 : 『木材の利用についての海外調査のた

め』

(平成 7年 9月 9-25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 (cocvER)～_I_l席およびバ イオマ

ス変換に関する資料集のため』

(平成 7年 9月 9-16日)

フィンランド

杉山淳司 : 『ジ ョージア大学 との 日米科学協力事

業共同研究の実施のため』

(平成 7年 9月 9-17日)

アメリカ合衆国

川井秀一 : 『木質材料の製造技術に関する学術交

流と資料収集のため』

(平成 7年 9月12-25日)

中国

林 隆久 : 『セルロース合成酵素オペロンについ

ての研究調査と第 7回細胞壁会議に出席のため』

(平成 7年 9月18日-10月 4日)

イスラエル,スペイン

伊東隆夫 : 『細胞壁研究会への出席およびバルセ

ロナ,フローレンス,ボローニア大学での研究

資料収集のため』

(平成 7年 9月24日～10月6日)

スペイン,イタリア

瀧野是二郎 : 『木質住宅の各種構法ならびに構造

材料の調査のため』

(平成 7年10月3-10日)

スイス,フランス

渡遁隆司 : 『LIPIとの未漂白クラフ トパルプの化

学分析 と微生物処理に関する研究調査のため』

(平成 7年10月16-21日)

インドネシア

桑原正章 : 『食用担子菌についての日英共同研究

に関する打ち合わせ会議に出席および関連技術

の資料収集のため』

(平成 7年11月10-18日)

連合王国

高橋旨象 :『95太平洋域国際化学会大会出席なら

びに木質の化学修飾に関する資料収集のため』

(平成 7年12月17-24日)

アメリカ合衆国

今村祐嗣 : 『オイルパーム繊維の材料機能化 に関

する共同研究のため』

(平成 8年2月5-14日)

マレーシア

角田邦夫 : 『保存処理に関する国際共同研究およ

び研究資料の収集のため』

(平成 8年 2月18日～3月 7日)

ニュージーランド,オース トラリア,

アメリカ合衆国

川井秀一･: 『木質無機質複合材料の開発研究に関

する共同研究の推進 と木材工業の現況調査のた
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め』

(平成 8年2月26日～3月10日)

インドネシア

石原茂久 : 『環境汚染の実態調査 と残廃木材炭に

よる環境浄化材料の開発 とその応用に関する資

料収集のため』

(平成 8年 2月28日～3月15日)

フイリッピン共和国

渡透隆司 : 『リグノセルロースの微生物変換 に関

する共同研究および調査のため』

(平成 8年 3月11日～平成 9年 1月10日)

オース トリア

伊東隆夫 : 『マ レーシア産樹木における木部成長

の周期性に関する調査 と研究資料収集のため』

(平成 8年 3月 4-18日)

マ レーシア

桑原正章 : 『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 ち合わせおよび資

料収集のため』

(平成 8年3月 8-14日)

インドネシア

今村祐嗣 : 『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 ち合わせおよび資

料収集のため』

(平成 8年 3月 8-14日)

インドネシア

島田幹夫 : 『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 ち合わせおよび資

料収集のため』

(平成 8年 3月8-14日)

インドネシア

梅揮俊明 : 『日米間の国際学術交流の発展充実に

関する調査および リグナンの生合成に関する研

究打ち合わせのため』

(平成 8年 3月16-28日)

アメリカ合衆国

石原茂久 : 『炭化による廃材利用の共同研究打 ち

合わせおよび米国化学会に拙.席および研究資料

の収集のため』

(平成 8年 3月22-30日)

カナダ,アメリカ合衆国

角任用7)夫 : 『国際木材保存学会出席および研究賓

料の収集のため』

(平成 8年5月7-30日)

アメリカ合衆国,カナダ,フランス (グアダループ)

高橋旨象 : 『国際木材保存学会津.席および研究資

料の収集のため』

(平成 8年5月17-27日)

フランス (グアダループ)

石原茂久 : 『米国炭素材料学会 に出席および研究

資料の収集のため』

(平成 8年6月8-14日)

アメリカ合衆国

瀧野異二郎 : 『オース トリア,北欧 3国の伝統的

建築様式ならびに最新の建築様式の調査のため』

(平成 8年 6月16-26日)

オース トリア, ノルウェー,スウェーデ ン,フ ィ

ンランド

川井秀一 : 『木質材料の開発に関する講演 ならび

にリグノセルロース系複合材料の共同研究の打

ち合わせのため』

(平成 8年 6月17-28日)

中国

林 隆久 : 『第18回国際糖質シンポジウムに参加

およびOECDバイオテクノロジー部門の視察の

ため』

(平成 8年7月22-30日)

イタリア,フランス

伊東隆夫 : 『ニヤ遺跡収集の木製品の調査のため』

(平成 8年 8月19-24日)

中国

高橋旨象 : 『米国化学会大会 シンポジウム出席な

らびに研究資料の収集のため』

(平成 8年 8月20-29日)

アメリカ合衆国

島田幹夫 : 『第 8回細菌学 と応用微生物学部門国

際会議に出席ならびに研究資料の収集のため』

(平成 8年8月16-27日)

イスラエル

表 彰

吉村 剛 :日本環境動物昆虫学会平成 7年度研究

奨励賞 (平成 7年11月 1日)｢イエシロアリの寄

生生物に関する研究｣
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吉村 剛 :第 7回日本木材学会奨励賞 (平成 8年

1月20日)｢シロアリによる木材分解機構に関す

る研究｣

2.所 外

011eTeleman(フィンランド食品バイオ研究所教授)

セルロースの分子 シュミレーションに関す

る共同研究の打合せのため

(平成 7年10月3-5日)

willlamHelbert(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10月4日)

BernardThibaLlt,JosephGrll(フランス,モンペリ

エⅠ大学)

木質物性制御の共同研究のため来所

(平成 7年 9月29日～平成 8年10月4日)

Jeans-LtlCPtItatlX (フランス科学研究庁植物高分子

研究所-CERMAV)

多糖類の電子線結晶学に関する共同研究の

ため来所

(平成 7年11月 3-24日)

ChaoChison(中国,南京林業大学学長)他 2名

学術交流のため来所

(平成 7年11月6-8日)

DanielCosgrove(米国,ペシンルバこア大学教授)

植物分子生物学の研究交流 と講演のため来

所

(平成 7年11月13日)

WilburCanlPbell(米国, ミシガン州立大学教授)

植物分子生物学の研究交流 と講演のため来

所

(平成 7年11月ユ3日)

JalaltlddlnHarLIn(マレーシア農業大学講師)

木質材料機能の研究交流のため来所

(平成 7年11月16日～12月15日)

EeroOllikaiten(フィンランド, ミッテリン天然家

源研究所)他 5名

木質材料機能の研究交流のため来所･'

(平成 7年11月24日)

DavidCown(ニュージーランド林業研究所)

木質材料機能の研究交流のため来所

(平成 7年11月28日)

EusebioDwlght(フイリッピン林産研究開発セ ン

ター)

木質セメントボー ドの迅速成形技術に関す

る共同研究のため来所

(平成 7年12月 9-20日)

AndyUhmeier(スウェーデン紙パルプ研究所)

木質物性制御の共同研究のため来所

(平成 8年 1月5日～4月27日)

JlnHeonKwon(韓国,江源国立大学助教授)

蒸気噴射プレス法を応用 した木質材料の製

造技術の研究のため来所

(平成 8年 1月20日～2月19日)

BambangSLlbiyanto(インドネシア応用物理研究開

発センター)

竹材の有効利用ならびに拠点校方式の学術

交流の打ち合わせのため来所

(平成 8年 2月 3-5日)

KnutLundquist(スウェーデ ン,チ ャルマース工

科大学)

リグニン及びリグナンの化学に関する討論

のため来所

(平成 8年 2月28日)

C1atldiaEggert(米国,ジョージア大学)

リグニン分解酵素研究の情報交換のための

来所

(平成 8年 4月9日)

TerryHighley,FredericGreenⅢ (米国,マジソン

林産物研究所)

リグニン微生物分解,特に分解過程におけ

るシュウ酸の役割に関する情報交換 ･討論

のため来所

(平成 8年 5月7-9日)

ShawIIAIlderson(米国,バージニア大学)他12名

植物分子生物学の研究交流のため来所

(平成 8年5月16日)

JanetBraam (米国,ライス大)

植物分子生物学の研究交流と講演のため来

所

(平成 8年 5月16日)

Sang-SikJang(韓国,忠両大学助教授)
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木質材料の共同研究の打ち合わせのため来

所

(平成 8年8月29日)
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