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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 6年 9月9日,大阪)

高橋旨象 :防除薬剤に関する実務的知識

InternationalUNESCO ExpertCounceFonChe-

mistry of Vegetable Resources (COCVER)

Meeting

(平成 6年 9月12-17日,サンクトペテルブルグ,

ロシア)

M.KuwAHARA:MakingthelistofscientistparticIPat-

1ngintheresearchonchemistryandconversion

ofwoodbiomassanditscomponents

和歌山県漆器試験場研修会

(平成 6年9月19日,海南)

石原茂久 :木質系複合材料の種類及び用途別利用

方法

日本植物学会第58回大会

(平成 6年9月20-22日,札幌)

藤野猛史,伊東隆夫 :急速凍結 ･ディープエ ッチ

ング法による淡水緑藻 oocystisapiculataの細胞

壁内構造の観察

藤野猛史,伊東隆夫 :急速凍結 ･ディープエ ッチ

ング法による淡水緑藻 oocystisapiculataの細胞

壁の観察

シンポジウム :植物細胞壁の多彩な機能- アポブ

ラス ト (容胞体)としての細胞壁

林 隆久 :アポブラス トのダイナミック糖鎖

第15回大阪木工機械展講演会

(平成 6年 9月24日,大阪)

則元 京 :木材は形状記憶材料 ?-スギの圧密加

工-

International Symposium on the Inorganic-

(1994年9月～1995年8月)

BondedWoodandFiberCompsoiteMaterials

(平成 6年9月,Moscow,USA)

Y.KUROKI,W.NAGADOMl,H.SASAKI,S.KAWAl,D.

EusEB10:CemenトBondedIndustryandMarketin

JapanandNewTechnologyDevelopments

京都大学公開講座 ｢今なぜ木材か｣

(平成 6年10月 1-2日,京都)

島田幹夫 :木材の生分解 ときのこの生化学

高橋旨象 :木材保存と環境

佐々木 光 :地球を救う節約の科学

第89回日本畜産学会大会

(平成 6年10月 2-3日,新潟)

近藤恒夫,渡辺隆司,大下友子,久馬思 :メン草

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

日本 しろあり対策協会,平成 6年度 しろあり防除

施工士登銀更新研修会

(平成 6年10月 4日,仙台,28日,東京)

高橋旨象 :防蟻防腐剤の現状 と展望

特別講演会 (マレーシア農科大学)

(平成 6年10月7日,セルダン,マレーシア)

∫.SuGIYAMA:Structuralvariationofcellulose.

第39回リグニン討論会

(平成 6年10月12-13日,福岡)

梅揮俊明,島田幹夫 :Arctium laPPaのリグナン生

合成酵素

三亀啓吾,渡辺隆司,本田与-,桑原正章 :クラ

フ トパルプの着色性キシラン画分の分離 と微生

物分解

桑原正章,渡辺隆司,井上千景,本田与- :白色

腐朽菌による色素の分解

和歌山県漆器試験場研修会
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(平成 6年10月14日,海南)

石原茂久 :木材の化学加工と漆

InternationalSymposium onthe Utilization of

Fast-GrowlngTrees

(平成 6年10月15-17日,南京,中華人民共和国)

S.KAWAI,H.SASAKI,Q.WANG,Y.YANAGAWA,M.

KoNDO,F.SHIRAI:ProductionofLaminatedVeneer

LumberwithaContinuousSteam-InjectionPress

H.SASAKI,S.KAWAl,L.MA:RecentTrialsonUtiliza-

tionofFast-GrowingPlants

D.A.EUsEBIO,S.KAWAI,H.SASAKI,Y.KUROKI,W.

NAGADOMI,RapidCuringofCement-BondedPartic-

1eboardwithSodium HydrogenCarbonateand

SteamInjectionPressingTechnology

M.ZHANG,S.KAWAI,H.SASAKI:ProductionandProp-

ertiesofBamboo/WoodCompsoiteFiberboard

T.MoROOKA,M.INOUE,S.KAWAI,M.NoRIMOTO:

RheologlCalPropertiesofWood Under High-

TemperatureSteamCondition

S.TAKINO,N.ANDO:BendingstrengthofGululamus-

1nggradedSpruce･Pine-Fir

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

ertiesEnhancementofAlbizziaWaferboardMod･

ifiedwithFormaldehyde

B.SUBIYANTO,Y.SUDIYANI,S.YusuF,Y.IMAMURA,S.

FUsHIKI,T.SAITO,Y.KATUZAWA:TheEfficacyof

PreservativeslncorporatedintheGlueofPartic-

1eboardandPlywood

M.INOUE,M.NoRIMOTO:PermanentFixationofcom-

pressed Wood.HygrothermalTreatmentin a

ClosedSystem

T.HATA,SUBYAKTO,K.NISHIMIYA,H.GETTO,S.IsHト

HARA:CreepBehaviorofWoodandComposite

WoodunderFire

未来へのバイオ技術勉強会 ｢環境調和型バイオプ

ロセス/プロダク ト (CPP)｣

(平成 6年10月17日,東京)

桑原正章 :高分子と酵素機能一担子菌の生産する

リグニン分解性ペルオキシダーゼ

和歌山県工業技術センター研究会

(平成 6年10月19日,和歌山)

月末秀夫,石原茂久 :機能傾斜木質材料

高知県先端技術研修会

(平成 6年10月21日,高知)

今村祐嗣 :木材の劣化現象と保存処理

第 5回中国木材学会大会

(平成 6年10月21日,桂林,中国)

則元 京 :日本における最近の木材化学加工研究

師岡淳郎 :横圧縮大変形の定式化に伴って導入 し

たパラメータに及ぼす温度およびひずみ速度の

影響

井上雅文 :木材の横圧縮変形の永久固定

三重県工業技術センター講演会

(平成 6年10月24日,津)

石原茂久 :機能性木質複合材料とその応用

滋賀県建設業協会甲賀土山支部講演会

(平成 6年10月25日,土山,滋賀)

川井秀一 :木質資源と木質材料の現状と将来

ISF'94

(平成 6年10月26-28日,横浜)

M.WADA,∫.SUGIYAMA,T.OKANO:Twocrystalline

phase(Ia /Ip )system ofnativecellulosere-

Vealedbypowderdiffractionmethods

A.IsHIKAWA,J.SuGIYAMA,T.OKANO:Finestructure

andtensilepropertiesoframiefibersinthecrys-

tallineformofcelluloseI,Ⅱ,ⅢⅠ.

Y.SA打O,∫.SUGIYAMA,T.OKANO:Proofofα-chitinto

beorthorhombicsystem.

日本加工技術協会木質ボー ド部会講演会,｢注目さ

れる木質ボー ド類｣

(平成 6年10月28日,東京)

川井秀一 :国産材を用いたOSBの試作とその性能

KyotoConferenceCe‖ulosics

(平成 6年10月31日～11月 1日,京都)

- 207 -



木材研究 ･資料 第31号 (1995)

T.WATANABE,M.SATOUCHI,T.TsuMIYA,M.NAKAJIMA,

T.KosHUIMA,M.KUwAHARA:Productionandbiol0-

gicalactivitiesofcellooligosaccharides

J.SuGIYAMA:Structuralvariationofnativecrystaレ

linecelluloses

Y.SAITO,J.SUGIYAMA,T.OKANO:α Chitininthe

graspingspineofarrowworm(Sagittaspp.)

A.IsHIKAWA,J.SuGIYAMA,T.OKANO:Finestructure

andtensilepropertiesoframiefibersinthecrys-

tallineformofcellulosei,[,Ⅲ1,Ⅳ l

M.WADA,T.OKANO,J.SUGIYAMA,F.HoRll:Woodcel-

luloseonthebasisoftwocrystallinephase(Ⅰα

/Ⅰβ)system.

K.WATANABE,M.TABUCHI,Y.MoRINAGA,F.YosHINAGA,

J.SUGIYAMA:Microstr'ucturaldiversityofbacterial

celluloserevealedbySECandX-rayanalyses.

M.WADA,A.IsoGAT,T.OKANOJ.SUGIYAMA:Onechain

unltCellofcelluloseⅢⅠ

第 6回日本環境動物昆虫学会年次大会

(平成 6年11月 1-2日,神戸)

吉村 剛,高橋旨象,犬飼忠彦,吉田安子 :ヒノ

キチオール誘導体の殺蟻性

ランバース トリームフォーラム

(平成 6年11月2日,松本)

川井秀一 :エ ンジニアー ドウッドの現状 と展望な

らびに国産材の可能性

InternationalSymposium ontheSecondPacific

RimBio-BasedCompositeSymposium

(平成 6年11月6日,バンクーバー,カナダ)

H.SASAKl,S.KAWAI,K.UMEMURA,D.A.EUsEBIO,Y･

KuROKl:SteamJnjectionPressinginWoodCompo-

sitesProduction

T.FURUNO,Y.IMAMURA:BiologicalResistanceof

wood MineralComposites Using the Water

Glass-BoronCompoundSystem.

S.YusuF,Y.IMAMURA,M.TAKAHASHlandK.MINATO:

Weathering PropertiesofChemically Modified

WoodwithSomeCrosslinklngAgents.

第 5回廃棄物学会大会

(平成 6年11月 7-9日,東京)

山根健司,石原茂久外 :ロータリ式炭化装置にお

ける炭化温度の木炭品質に及ぼす影響

日本学術振興会地域交流事業 JSPS-LIPl交流プロ

グラム1994年度セミナー

(平成 6年11月8日,セルボン,インドネシア)

井上雅文 :圧縮木材の寸法安定化

井上雅文 :京都大学木質科学研究所の最近の研究

日本学術振興会地域交流事業 JSPS-LIPl交流プロ

グラム1994年度セミナー

(平成 6年11月 9日,バンドン,インドネシア)

T.UMEZAWA:Chemistryandbiosynthesisoflignans

"ChangesinthePanelTrade",lTTOYear'sMar-

ketDiscussion

(平成 6年11月 9日,横浜)

S.KAWAI:ChangesintheJapaneseStructuralPanel

Market

ThenternationalAdhesionSymposium

(平成 6年11月 9日,横浜)

K.UMEMURA,S.KAWAI,H.SASAKI,R.HAMADA,Y.

MIZUNO:CurlngBehaviourofWood Adhesives

underHighSteamPressure

日本木材保存剤工業会関西支部講演会

(平成 6年11月 9日,宇治)

今村祐嗣 :木質材料の劣化現象と保存処理

和歌山県漆器試験場研修会

(平成6年11月15日,海南)

石原茂久 :構造材料 と機能性材料の区分 と機能性

付与について

日本木材学会第 4期第 4研究分科会セミナー

(平成 6年11月17日,木津,京都)

今村祐嗣 :木材の耐久性向上と環境問題

日本木材加工技術協会関西支部,第 7回 ｢木材乾
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燥の基礎｣セミナー

(平成6年11月18日,和歌山)

則元 京 :木材乾燥の基礎知識

ThirdPacificRegl0nalWoodAnatomyConfer-

ence

(平成 6年11月20-24日,ロトルア,ニュージー

ランド)

T.ITOH:TheOccurrenceofCrystalsintheSecon･

daryPhloemofTaxodiaceae

U.WATANABE,M.FuJITA,M.NoRIMOTO:Analys上sOf

theShrinkageDeformationofWoodCellsUsing

theReplicaand theFastFourierTransform

Methods

森林 ･木質資源利用先端技術推進協議会シンポジ

ウム

(平成6年11月21日,広島)

今村祐嗣 :木材の高度利用技術と地域における木

質新材料開発の事例

環境科学シンポジウム

(平成6年11月28-30日,つくば)

桑原正章,沢田達郎,中村嘉利,渡辺隆司 :二酸

化炭素の発生制御のための炭化と炭素サイクル

の管理システムの確立

曲げ木加工技術講演会

(平成 6年11月30日,日田)

則元 京 :最近の曲げ木加工技術の動向とその応

用について

日本木材学会第4期第5研究分科会

(平成6年12月 2日,東京)

黒田宏之 :植物によるバイオレメディエーション

分子形態構築の研究展開に関する若手のワーク

ショップ

(平成6年12月10日,京北)

竹田 匠 :ポプラ培養細胞におけるキシログルカ

ン転移酵素

1994年度全米昆虫学会年次大会

(平成6年12月13-17日,ダラス,アメリカ合衆国)

K.TsuNODA,M.ToKORO,T.YosHIMURA,K.YAMAUCHI:

ForaglngPOPulationsofsubterraneantermitesin

Japanandtheircontrolusingbaits

エネルギー対応推進組合集中指導事業講演会

(平成 6年12月17日,岐阜)

野村隆哉 :熱特性を応用 した低質木材の改良と省

エネ効果について

東海地域生物系先端技術研究会,平成 6年度第2

回セミナー

(平成7年 1月12日,名古屋)

桑原正章 :リグニンの微生物分解-これからの研

究課題

新日本建築家協会住宅部会例会

(平成 7年 1月12日,大阪)

野村隆哉 :建築における木材の使い方

SeminerinRoyaHnstituteofTechnology&STFl

(平成 7年 1月18日,ス トックホルム,スウェ-

デン)

T.WATANABE:Associationofligninandcarbohy-

drateinwoodcellwalls･

日本木材加工技術協会,｢木材接着講習会｣

(平成 7年 1月19-20日,2月 2日,大阪)

則元 京 :木材の物理的性質

佐々木 光 :パネル及び建築接着

川井秀一 :接着用機械器具

宮城県工業技術センター新木質材料研究会

(平成 7年 1月20日,仙台)

川井秀一 :木材材料開発研究の動向

島根大学農学部特別講演

(平成 7年 1月24日,松江)

今村祐嗣 :木材の腐朽とシロアリによる劣化を昔

で診断
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サ トルエネルギー学会設立総会記念シンポジウム

講演会

(平成 7年 1月25日,東京)

野村隆哉 :木材,竹材の微弱エネルギー

㈹日本木材保存協会保存士講習会

(平成7年 1月27日,東京)

今村祐嗣 :木材 ･木質材料の性質と耐久性

北海道大学農学部特別講演

(平成7年1月27日,札幌)

伊東隆夫 :生物進化とセルロース

徳島県阿南市竹炭研究会講演

(平成 7年 2月 2日,徳島)

野村隆哉 :竹炭の機能とその利用

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 7年 2月 2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

森林 ･木質資源利用先端技術推進協議会シンポジ

ウム

(平成 7年2月 5日,東京)

則元 京 :木材の熱処理技術とその応用

東北インテリジェン ト･コスモス構想推進協議会

主催講演会

(平成7年 2月 6日,秋田)

佐々木 光 :秋田県立農業短期大学木材高度加工

研究所における研究課題

三重大学生物資源学部講演

(平成7年2月 9日,津)

林 隆久 :植物のエンド 1,4-β-グルカナーゼ

CleanProcess/ProductSeminar

(平成 7年 2月13-14日,木津)

M.KUwAHARA: Production ofpolymersby using

lignin-degradingperoxidases

韓国木材工学会招聴セミナー

(平成7年2月13-14,16日,ソウル,青洲,

大部,韓国)

今村祐嗣 :木質材料の耐久性

京都老人大学講演会

(平成 7年 2月14日,京都)

野村隆哉 :21世紀における老人の役割

近畿アグリハイテクシンポジウム

(平成 7年 2月15日,京都)

渡辺隆司 :セルロース系糖質の生理作用と酵素に

よる誘導体化

ブラミノステロイド研究会

(平成7年2月18日,和光)

林 隆久 :細胞壁酵素遺伝子の発現機構

宇都宮大学農学部特別講演

(平成 7年2月15日,宇都宮)

伊東隆夫 :植物細胞壁の形勢機構

高知県工業技術センター,技術人材養成事業研修

会

(平成 7年2月23日,高知)

石原茂久 :木質系熱変換素材の研究

平成 6年度林業技術研究成果発表会記念講演

(平成 7年 2月28日,福井)

則元 京 :国産材 (スギ材)の新 しい加工技術と

今後の展望

関西ツーバイフォー協会 ｢阪神大震災調査報告会｣

(平成 7年 3月 6日,大阪)

則元 京 :阪神大震災の被災地におけるツーバイ

フォー住宅への影響

今村祐嗣 :阪神大震災の被災地におけるツーバイ

フォー住宅の影響調査報告 (Ⅰ)

川井秀一 :阪神大震災の被災地におけるツーバイ

フォー住宅の影響調査報告 (Ⅰ)

糖鎖の構造 ･機能解析のための共通基盤技術の開
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発に関する研究

(平成7年3月 6-7日,東京)

林 隆久 :糖鎖関連酵素発現調節機構の解析 ･操

作技術の開発

第11回木質ボー ド･木質複合材料シンポジウム

(平成 7年 3月10日,大阪)

佐々木 光 :木質材料の未来

日本音響学会平成7年度春季研究発表会

(平成 7年 3月15日,東京)

小幡谷英一,則元 京 :クラリネットの品質評価

日本植物生理学会1995年度年会

(平成 7年 3月28-30日,松江)

シンポジウムⅣ ｢アポブラス トのダイナミズム｣

伊東隆夫 :細胞壁の分子構築をみる

伊東隆夫,木村 聡 :天然セルロースの新 しい合

成の場

森川弘道,黒田宏之,服部悦子,高橋美佐,長谷

川正憲,草刈健,西洋秀治 :植物細胞,組織の

飢餓処理はパーティクルガンにより導入 した

GUS遺伝子の一過的発現を促進する

馬場啓一,日尾野 隆,小名俊博,林 隆久,伊

藤-弥 :傾斜刺激下における樹幹木部の形成

-あて材形成に関与する遺伝子一

林 隆久 :エンド-1,4-β-グルカナーゼによる植

物細胞壁の分解

竹田 匠,酒井富久美,林 隆久 :ポプラ培養細

胞におけるエンド-1,4-β-グルカナーゼの発現

平井則子,G.B.FINCHER,林 隆久 :(1-3,1-4)

-β-グルカンおよびアラビノキシランとセル

ロースの複合体形成

停年講演

(平成 7年 3月24日,宇治)

佐々木 光 :気合の木質材料学

日本木材学会40周年記念大会 (第45回日本木材学

会)

(平成 7年4月 6-9日,東京)

黒田宏之,近江芳夫,小池純志,酒井富久美 :樹

木由来の抗菌性関連遺伝子 (スチルベンシンター

ゼおよびキチン結合 ドメイン)のPCR増幅

喬景波,黒田宏之,林陛久,酒井富久美 :ポプラ

プロトプラス トを用いた一過性遺伝子発現系の

確立

林貴久子,獅山慈孝,黒田宏之,林陛久,酒井富

久美 :ポプラ5SrRNA遺伝子のダイレク トク

ローニング

清水良訓,川田俊成,作野友康,林陛久 :植物細

胞壁多糖 ･オリゴ糖に関する研究 (Ⅰ)-エン

ドウ上肱軸切片に対する伸長活性

竹田匠,酒井富久美,林陛久,三石安 :重合度の

異なる3H-キシログルカンオリゴザッカライ ド

の調製とキシログルカン転移酵素に対するアク

セプター効果

梅津俊明,島田幹夫 :wikstroemiasikokianaによる

リグナン生合成

服部武文,島田幹夫 :白色腐朽菌phanerochaete

chりSOSPoriumのフェニルアラニンアンモニアリ

アーゼ (PAL)活性の検出

A.･S.HE,T.ToKIMATSU,T.UMEZAWA,M.SHIMADA:

Lip-catalyzedOxidationofLCCmodelCompounds

withβ-0-4Linkage

鈴木 潔,妻 京徳,伊東隆夫,笹本浜子 :ポプ

ラ葉肉細胞由来のプロトプラス トにおける壁再

生過程の観察

藤野猛史,伊東隆夫 :エンドウ上肱軸の伸長にと

もなう細胞壁構造の変化一急速凍結 ･ディープ

エッチング法を用いて一

伊東隆夫,ノル ･ラフマット･アブ ドル ･ジャリ

ル,モハマ ド･ハマ ミ･サーリ :マレイシア産

パラゴムノキ (Heveabrasiliensis)の木部成長の

周期性

大山幹成,景守紀子,伊東隆夫 :琵琶湖周辺遺跡

から出土した木製品における樹種の利用傾向

木村 聡,伊東隆夫 :ミサキマメイタボヤで観察

された新たなセルロース構造体

斎藤幸恵,岡野健,杉山淳司 :キチンの結晶変態

のFT-IRによる考察

杉山淳司,岡本和己 :セルロースミクロフィブリ

ルの多様性

石川敦子,岡野健,杉山淳司 :セルロースⅠ,Ⅱ,
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ⅢⅠ,Ⅳ Ⅰラミー繊維の微細構造と引張測定

岡本和己,木村聡,伊東隆夫,杉山淳司,西山輝

昭 :セルロース結晶構造変動とホヤの系統 との

比較

中間浩太郎,和田昌久,岡野健,杉山淳司 :マー

セル化によるホヤセルロースミクロフィブリル

の配向の変化

和田昌久,岡野健,杉山淳司 :高温水蒸気処理に

よるシオグサセルロースの構造と力学的性質の

変化

馬場啓一,林 隆久,日尾野 隆,伊藤-弥 :サ

ブ トラクション法を用いたユーカリのあて材形

成初期に発現する遺伝子の単離

渡辺隆司,里内美津子,藤本尚利,越島哲夫,本

田与一,桑原正章 :セロビオースのヒトに対す

る経口投与試験とセロビオースをアクセプター

とする耐熱性糖転移酵素生産菌のスクリーニン

グ

吉田晋一,岩本邦子,渡辺隆司,本田与一,桑原

正章 :有機溶媒中におけるリグニンペルオキシ

ダーゼの反応

小幡谷英一,杉山真樹,則元 京 :木材の力学緩

和に及ぼす吸着水の影響

小幡谷英一,則元 京 :木管学期リード用葦材の

膨潤特性

杉山真樹,小幡谷英一,則元 京 :化学処理木材

の力学緩和 (Ⅰ)

渡辺宇外,則元 京,藤田 稔 :針葉樹材収縮率

のレプリカ法による解析 (‡)

横山 操,則元 京 :木材に吸着 した水の誘電緩

和

師岡淳郎,則元 京,政二 修,宮本武昌,山田

正,磯田憲生 :大規模木造建物の温湿気環境

野村隆哉 :実験炉による木材の燥煙熱処理の機構

解明

ワヒュ一 ･ドイアント,井上雅文,則元 京 :熱

処理による木材の横圧縮変形の永久固定 (Ⅱ)

モルテンメタル処理

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構造接合部材の開発 (Ⅰ)

ドリフトピン接合に用いた強化 LVL接合板の強

度性能

張 敏,川井秀一,佐々木 光 :複合ファイバー

による木質ボードの製造とその性質 (Ⅲ)-竹

の異なる部位を原料 とするファイバーボー ドの

性質の比較

張 敏,川井秀一,佐々木 光 :複合ファイバー

による木質ボードの製造のその性質 (Ⅳ)-バ

ガスを原料 とするパーティクルボー ドおよび

ファイバーボードの性質

永富 雛,黒木康雄,DwightA.EusEBIO,馬 霊飛,

川井秀一,佐々木 光 :木質セメント板の迅速

硬化 (第 2報)蒸気噴射法における炭酸水素ナ

トリウムの効果

永富 排,黒木康雄,DwightA.EusEBIO,馬 霊飛,

川井秀一,佐々木 光 :木質セメント板の迅速

硬化 (第 3報)炭酸水素ナ トリウム法における

水和増強剤の効果

永富 塀,黒木康雄,DwightA.EUsEBIO,馬 霊飛,

川井秀一,佐々木 光 :木質セメント板の迅速

硬化 (第4報)蒸気噴射法における初期強度発

現剤としての珪酸ナ トリウムの効果

馬 霊飛,DwightA.EUsEBIO,川井秀一,佐々木

光,黒木康雄,永富 雛 :木質セメント板の迅

速硬化 (第 5報)竹とセメントの水和反応およ

びボード製造における添加剤の効果

山内秀文,川井秀一,佐々木 光 :単板積層材の

熱庄成形時の変形挙動

井上雅文,西川敦彦,山内秀文,田中欣作,川井

秀一,則元 京 :強化 LVLの寸法安定化

L.PuLIDO,T.HATA.S.IsHmARA,T.KAJTMOTO,M.NAKAI

MURA:DevelopmentofEnvironmentalProtection

Wood Composites from Toxic Heavy Metaレ

AbsorptionPerformanceofCarbonizedMaterials

withHeavyMetal

西宮耕栄,畑 俊充,石原茂久,井出 勇 :木質

バイオマスの熱変換による機能性木質複合材料

素材の開発 と応用 (Ⅵ)木質焼成物の導電性発

現機構とその解明

西川昌信,井出 勇,樋口尚登,石原茂久,西宮

耕栄 :木質バイオマスの熱変換 (Ⅶ)導電性に

及ぼす添加物の影響

樋口尚登,井出 勇,青山千代美,西川昌信,石

原茂久 :フラン環を有する化合物を用いた木質
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バイオマスの熱変換 とその応用 (Ⅱ)各種化合

物の浸透性 とその焼成炭化物の特性

井出 勇,樋口尚登,西川昌信,五藤直子,石原

茂久 :木質バイオマスとフェノール樹脂を基盤

とする複合材料の研究 (Ⅰ)物理 ･化学修飾用

フェノール樹脂の合成とその応用

蘇 文稔,畑 俊充,今村祐嗣,石原茂久 :ホウ

素系難燃材料の開発 (Ⅰ)ホウ素 とアルカリ金

属の相乗作用

梶本武志,平田重俊,畑 俊充,石原茂久,月東

秀夫 :傾斜機能木質材料の開発 (Ⅴ)火炎下に

おける針葉樹のクリープ特性 と耐火性能

畑 俊充,石原茂久,梶元武志,平田重俊,月東

秀夫 :傾斜機能木質材料の開発 (Ⅵ)火炎下に

おける熱帯産早生樹種のクリープ特性および耐

火性能

月東秀夫,上野加恵,石原茂久 :傾斜機能木質材

料の開発 (Ⅶ)表層樹脂化熱庄処理木材の特性

大羽伸和,辻本書寛,今村祐嗣,石原茂久 :外装

材の藻類汚染 とその防止一促進野外暴露試験に

よる各種材料の評価一

飯田生穂,守 繁和,今村祐嗣,中村嘉明,酒井

温子 :圧縮処理材の液体浸透 (6)吸液量に及ぼ

す材の木取 り,薬剤の種類の影響

飯田生穂,松田麻里,松野佐知子,今村祐嗣 :症

縮処理材の液体浸透性 (7)横圧縮大変形による

年輪,細胞の変形と圧縮処理材の材質

小林好紀,飯田生穂,渡辺宇外,今村祐嗣 :水中

細菌の立木注入による透過性向上の試み

安藤恵介,高畑直子,服部順昭,喜多山 繁,ス

レイマン ･ユスフ,今村祐嗣 :木材のレーザイ

ンサイジングースプルース板材へのアセチル化

処理とその寸法安定性及び耐朽性一

手塚 裕,安藤恵介,服部順昭,喜多山 繁,ス

レイマン ･ユスフ,今村祐嗣,湊 和也,西尾

治郎,木村高志 :木材のレーザインサイジング

ーベイツガとスプルース板材へのホルマール化

処理の試み一

畑 俊充,佐道 健 :パーティクルマット内の温

度変化のシミュレーションモデル

吉村 剛,藤野猛史,伊東隆夫,角田邦夫,高橋

旨象 :イエシロアリ共生原生動物の栄養生理

(Ⅳ)原生動物によるセルロースおよび木片の

取 り込みとその分解

竹垣由貴子,東 順一,岡村圭造,吉村 剛,角

田邦夫 :シロアリのセルロース分解系 (Ⅳ)イ

エシロアリの中腸の役割について

東 順一,竹垣由貴子,岡村圭造,吉村 剛,角

田邦夫 :シロアリのセルロース分解系 (Ⅴ)イ

エシロアリ中腸のβ-グルコシダーゼの性質

桜井 誠,熊谷 元,角田邦夫 :新規木材防かび

剤の開発 (2) 製材品の変色に関わる微生物

相

豊島 勲,角田邦夫,高橋旨象 :シロアリの生理

機能に及ぼすホウ素化合物の影響

角田邦夫,吉村 剛,所 雅彦,山内一馬 :ベイ

トシステムによる地下シロアリの防除 (Ⅰ)ヤ

マ トシロアリの摂食行動範囲

川井秀一,畑 俊充,山内秀文,梅村研二,佐々

木 光 :市販ボー ド原料 (コア)と単板廃材 (フェ

イス)を用いたOSBの材質

梅村研二,植野律子,川井秀一,佐々木 光,水

野泰嗣 :高温高圧水蒸気下での木材用接着剤の

硬化挙動 (‡)-ユリア樹脂について一

増田 稔,藤本清彦,佐道 健,瀧野鼻二郎 :繰

り返 し曲げに伴う有節材の熱画像変化

山内秀文,川井秀一,荘保伸一,佐々木 光,中

山幸弘.:スパイラルワインディング法による円

筒形 LVLの製造

山脇敏彦,張 敏,川井秀一,佐々木 光,岡本

広志,吉田弥寿郎 :MDFの製造と材質 (Ⅱ)ボー

ドの材質に及ぼす原料比重の影響

分野別シンポジウム

川井秀一 :木質材料の製造

井上雅文 :圧縮木材の製造

森林 ･木質資源利用先端技術推進協議会,ウッ ド

ケミカルス研究会

(平成 7年 4月14日,宇治)

桑原正章 :リグニンの微生物分解

日本木材学会,｢木材の先端技術 トレン ド講習会｣

(平成 7年 5月11-12日,府中)

石原茂久 :木材の防 ･耐火, とくに炭素材料の複
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合による防 ･耐火

則元 京 :スーパーウッド,圧縮機能性材料

四国ツーバイフォー建築協会講演会

(平成 7年 5月17日,高松)

今村祐嗣 :木造住宅の震災被害と耐久性の向上

第50回木研公開講演

(平成 7年5月19日,宇治)

野村隆哉 :スギの生かし万一木材の煤煙熱処理

今村祐嗣 :木に水を入れる

酒井富久美 :樹木の遺伝子工学

岩谷産業(椀講演会

(平成 7年 5月18日および25日,大阪および東京)

川井秀一 :阪神大震災の被災地におけるツーバイ

フォー住宅の被害

京都大学春秋講義 (春季講座)

(平成 7年 5月24日,京都)

高橋旨象 :シロアリ ･木材 ･環境

日本電子顕微鏡学会第51回学術講演会

(平成 7年5月24-26日,堺)

木村聡,伊東隆夫,杉山淳司 :回折 コントラス ト

法によるホヤセルロースの観察

日本防菌防徽学会第22回年次大会

(平成 7年 5月29,30日,豊中)

小林智紀,角田邦夫 :ホウ素気相処理の木材保存

への適用 (2)木質ボー ドの処理と生物劣化抵抗

性

Woodextractivesinpulplngandpapermaking

(平成 7年 6月 2-3日,テゥルク,フィンランド)

T.UMEZAWA,M.SHIMADA:Enantioselectivebiosynth-

esisofdibenzylbutyrolactonelignans

The6thLnternationalConferenceonBiotechnoト

ogyinPulpandPaperIndustry

(平成 7年 6月11-15日,ウィーン,オース トリア)

M.SHIMADA:Recentadvancesinmicrobial,enzyma-

tic,andbiomimeticlignindegradationresearchin

Japan.

T.ToKIMATSU,S.-H.AHN,T.UMEZAWA,T.HATTORI,M.

SHIMADA:0Ⅹidativebreakdownofβ-0-4typeLCC

modelcompound by lignln perOXidase from

Phanerochaetechrysosporium.

T.HATTORI,N.KoNDOU,S.MIYATA,M.SHIMADA.･MnP一

mimeticbreakdownoftherecalcitrantnonpheno-

1icβ-0-41igninmodelsubstratebytheuseof

Mn(Ⅲ)/oxalate/02System.

D.B,MA,Z.J.LIU,B.L.GoNG,P.J.GAO,Z.N.WANG,

M.SHIMADA:OnthemechanismofLip/MnPinduc-

tioninwastedmyceliumofPhanerochaetechrysosI

Porium.

S,YoKOTA,M.SATOH,T.UMEZAWA,K.UNNO,N.YosHl-

zAWA:Quantificationofcatabobolitesfrom β-0･4

1igninsubstraucturemodeldinersdegradedby

thewhite-rotfungusCryptodennapint.

T.HATTORI,M.SHIMADA:MnP一mimeticbreakdownof

the recalcitrant nonphenolic β-0-4 1ig一

min model substrate by the use of Mn(Ⅲ)

/oxalate/02System

L.ZAPANTA, T.HATTORl, M.TIEN:Cloning of

Phanerochaetechrysosporium cDNAsinvolved in

aminoacidbiosynthesisbycomplementationof

bacterialandyeastauxotrophs

S.YosHIDA,T.WATANABE,Y.HoNDA,M.KUwAHARA:

ReactionoflignlnperOXidaseinorganicsolvents

T.WATANABE,K.MIKAME,Y.HoNDA,M.KuwAHARA:

Characterizationandmicrobialdecolorizatiionof

chromophoricxylan fractionsextractablefrom

unbleachedkraftpulp

The 26thConferenceofthe lnternationalRe-

searchGrouponWoodPreservation

(平成 7年6月11-16日,

ヘルシンガー,デンマーク)

K.TsuNODA,W.OHMURA,M.ToKORO,T.YosHIMURA:

Methaneemissionbytermites,CoptotermesformoI

sanusShiraki

M.HEDLEY.K.TsUNODA,K.SuzUKl:Fieldtestsof

preservative-treatedradiatapineinJapan
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S.YusUF,Y.IMAMURA,M.TAKAHASHI,K.MINATO:

PhysicalandbiologicalpropertiesofAlbizzia

waferboardmodifiedwithcross･linkingagents

第2回セルロース研究会

(平成 7年6月16-17日,宇治)

木村 聡,伊東隆夫 :ホヤのつ くるセルロース構

造物とその形成機構

藤野猛史,伊東隆夫 :植物細胞壁の分子構築

田原直樹,渡部乙比古,田測真理,矢野寿人,蘇

永 康,吉永文弘,杉山淳司,堀井文敬 :セルロー

ス生産菌におけるセルラーゼの存在とバクテリ

アセルロース構造形成に及ぼす影響

斎藤幸恵,岡野健,杉山淳司 :イカキチンの結晶

変態に関する考察

岡本和己,木村聡,伊東隆夫,杉山淳司,西川輝

昭 :セルロース結晶構造変動とホヤの系統 との

比較

中間浩太郎,和田昌久,岡野 健,杉山淳司 :ア

ルカリ膨潤によるホヤセルロースミクロフィブ

リルの面配向の変化

和田昌久,岡野 健,杉山淳司 :高温水蒸気処理

による海藻セルロースの構造と物性の変化

馬場啓一,林 隆久, 日尾野 隆,伊藤-弥 :

EucalyPtuscamaldulensisにおける引張あて材形

成初期に発現する遺伝子のcDNAクローニング

渡辺隆司,里内美津子,越島哲夫,桑原正章 :ヒ

トの血糖値ならびにインスリン分泌に及ぼすセ

ロビオースの影響

木質構造建築の結露と居住性研討会

(平成 7年6月20,22日,台北,台中,台湾)

則元 京 :木質構造建築物の湿度調節機能

㈱日本木材加工技術協会中国支部講演会 『熱帯早

生樹と北米材の利用』

(平成 7年6月21日,鳥取)

今村祐嗣 :早生樹のボードと耐久性

第19回九州紙パルプ研究会

(平成 7年6月23日,福岡)

島田幹夫 :リグニンのバイオミメテック分解反応

:その基礎と応用

第10回セルラーゼ研究会

(平成 7年6月23-24日,京都)

杉山淳司 :セルロースの構造は何処まで明らかに

なっているのか

第21回住宅気候談話会

(平成 7年6月24日,京都)

師岡淳郎,則元 京,政二 修,宮本武昌,山田

正,磯田憲生 :大規模木造建物の温湿度環境

第3回木文研究会講演

(平成 7年6月24日,京都)

野村隆哉 :スギ生材丸太の煤煙熱処理

関西地区林業試験研究機関連絡協議会講演

(平成 7年7月11日,京都)

則元 京 :これからの木材研究の方向について

CARBON'95,22ndBiennialConferenceonCar-

bons,AmericanCarbonSociety

(平成 7年7月16-21日,

サンディエゴ,アメリカ合衆国)

S.IsHIHARA,K.NISHIMIYA,T.YAMANEandI.IDE:Effect

ofcarbonlglngtemperaturesOnCharcoalprop･

ertiesasadvancedmaterials

第17回糖質シンポジウム

(平成 7年7月18-20日,京都)

平井則子,G.B.FINCHER,林 隆久 :キシログル

カンおよび(1-3,1-4トβ-グルカンとセルロー

スとの相互作用

竹田 匠,三石安,酒井富久美,林 隆久 :β-グ

ルカン分解および転移酵素の性質について

塗装技術セミナー (白木を長持ちさせるには)

(平成 7年7月27日,名古屋)

高橋旨象 :住宅の微生物劣化,とくにカビ汚染に

ついて

和歌山県消費生活センター :生活教養講座
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(平成 7年 7月27日,和歌山)

吉村 剛 :シロアリの知識と防除の対策

木質系新素材による次世代住宅用高機能開口製品

の研究開発プロジェク ト委員会

(平成 7年 7月27日,新潟)

井上雅文 :圧縮木材の製造技術一変形の永久固定-

新潟県木材加工技術研究会

(平成 7年 7月28日,新潟)

井上雅文 :圧縮木材の製造技術

1995AnnualMeetingoftheAmericanSocietyof

PlantPhysiologists

(平成 7年 7月29日～8月 2日,

シャーロット,アメリカ)

Symposiunl IV, Breakthrough Developments in

UnderstandingCelluloseBiosynthesisandStruc-

ture

T.ITOH,S.KIMURA:Thesiteofanimalcellulose

biosynthesisinthetunicates

Generalpresentation

S.KIMURA,T.ITOH:CelluloseStructuresintheTuni-

cate,PolyandrocarPamisakiensis

T.FUJINO,T.ITOH:StructuralChangesoftheCell

WalldurlngElongationofPeaEpicotyl

生活価値創造住宅開発技術研究組合講演会

(平成 7年 8月 1日,奈良)

則元 京 :住宅における内装と調湿

日本農芸化学会1995年度大会

(平成 7年 8月1-3日,札幌)

松本健彦,酒井富久美,林 隆久 :オーキシン処

理 したエ ンドウ上肱軸由来のキシログルカナー

ゼについて

平井則子,加藤陽治,林 隆久 :新規側鎖部分酸

加水分解法によるフコースレスキシログルカン

とセルロースとのアニーリング

林 隆久,竹田 匠,平井則子,馬場啓一,中村

信吾,三石安 :成長する植物細胞壁におけるセ

ルラーゼの機能

渡辺隆司,本田与一,桑原正章 :バイオリアクター

により連続生産 したセロビオースのヒトへの経

口投与

吉田晋-,岩本邦子,渡辺隆司,本田与一,桑原

正章 :白色腐朽菌由来 リグニンペルオキシダー

ゼの有機溶媒中における反応

ASpecialSeminarintheDepartmentofBotany,

TheUniversityofTexas

(平成 7年 8月4日,オースチン,アメリ*)

T.ITOH:TheStructureandBiogenesisofAnimal

Cellulose

S.KIMURA,T.ITOH:ThestructureandBiogenesisof

TunicCordsinPolyandrocarpamisakiensis

T.FuJINO,T.ITOH:CellWallChangesduringElonga-

tionofPeaEpicotyl

平成 7年度森林インス トラクター養成講習

(平成 7年 8月 5-12日,大阪)

伊東隆夫 :森林の利用

lUFROXXWorldCongress

(平成 7年 8月 6-12日,タンベラ,フィンランド)

S.KAWAl,H.SASAKI,T.YAMAWAKl,M.ZHAN:Lowering

theDensityofParticleboardandFiberboard

E.D.WoNG,A-K.RAZALl,S.KAWAl:Propertiesof

Rubberwood LVL Reinforceed with Acacia

Veneers

Y.KoBAYASm,I.IIDA,Y.IMAMURA,u WATANABE:Im-

provementofWaterMovementinWoodbyBac-

terlaimpregnatedwithSap･Flowmethod

N.HATTORT,S,KITAYAMA,K.ANDO,Y.IMAMURA:Laser

IncisionofWood- ItsFeasibilitytomakehigh-

durablelumber-

T.HATA,T.KAJIMOTO,S.IsHIHARA,H.GETTO:Creep

Behavior underFire and Fire Enduranceof

JapaneseCedar

SuBYAKTO,T.HATA,S.IsHIHARA:FireEnduranceof

SurfaceDensifiedWoodofAlbizziafalcataTre-

atedwithFireRetardants

S.lsHIHARA,T.YAMANE,N.KATO,T.NARISADA,Y.

YAMAZAKI, K.NISHIMIYA:EffectofCarbonizing
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TemperaturesonCharcoalPropertiesProduced

byaNewRotaryCarbonizationSystem･

フラウンフオファー高分子研究所特別講演会

(平成 7年 8月14日,テル トウ, ドイツ)

J.SuGIYAMA:Recentknowledgeonthestructureof

cellulosemicrofibirls

第33回炭素材料に関する夏季セミナー

(平成 7年 8月28-31日,桐生)

石原茂久 :木というものと炭素材料素材 としての

木材と

人事往来 ･その他

1.所 内

人 事

三宅 学 :東南アジア研究センター会計掛長へ配

置換え

(平成6年10月 1日)

川蔦保夫 :事務室会計掛長に転入

(平成6年10月1日)

倉貫雅世 :大型計算機センターへ配置換

(平成6年10月16日)

本田綾子 :事務室庶務掛主任に転入

(平成6年10月16日)

水鳥康明 :辞職

(平成6年12月15日)

佐々木 光 :停年退官

(平成 7年3月31日)

佐々木 光 :京都大学名誉教授の称号授与

(平成7年4月 1日)

乗原正章 :木質科学研究所長に就任

(平成 7年4月 1日)

生駒時秀 :経済研究所庶務掛長へ配置換

(平成7年4月1日)

鹿瀬幸一 :経済部主計課監査掛主任へ配置換

(平成7年4月 1日)

中川好昭 :事務室庶務掛長に転入

(平成 7年4月 1日)

岡崎道子 :事務室会計掛主任に転入

(平成7年4月 1日)

山本淳司 :事務室庶務掛主任に昇任

(平成 7年4月 1日)

川井秀一 :木質材料研究部門構造機能分野教授に

昇任

(平成 7年7月 1日)

海外出張その他

林 隆久 : ｢7thBratislavaSymposiumに参加及び

ポプラ種子と情報収集のため｣

(平成6年8月17日～9月 5日)

スロバキア,イタリア

乗原正章 :｢植物資源の化学に関する国際ユネス

コ専門家会議出席のため｣

(平成6年9月10日～9月19日)

ロシア

高橋旨象 :｢論博研究生 YupapornSornnuwatの研

究指導およびタイ国における建築物のシロアリ

被害に関する資料収集のため｣

(平成6年9月24日-10月 1日)

タイ国

杉山淳司 :｢東南アジア諸国との学術交流事業 (日

本学術振興会,一般交流方式)のため｣

(平成6年 9月27日～10月11日)

マレイシア

乗原正章 :｢マレイシアVCCとの交流計画に基づ

くマレイシア国内の大学および研究期間の訪問

と調査のため｣

(平成6年9月27日～10月9日)

マレイシア

伊東隆夫 :｢日中共同こヤ遺跡学術調査のため｣

(平成6年9月27日～10月14日)

中国

佐々木 光 :｢早生樹の利用に関する国際会議出

席及び資料収集のため｣

(平成 6年10月14日～24日)

中国

今村祐嗣 :｢早生樹の利用に関する国際会議に出

席研究発表のため｣

(平成 6年10月14日～18日)

中国

川井秀一 :｢中国南京市で開催 される早生樹の有

効利用に関する国際会議に出席 ･発表 し,合わ
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せて中国の木材工業の視察を行うため｣

(平成 6年10月14日-24日)

中国

瀧野鼻二郎 : ｢早生樹の利用に関する国際会議へ

の出席と研究発表及び研究資料の収集のため｣

(平成 6年10月14日-24日)

中国

畑 俊充 : ｢早生樹の利用に関する国際会議への

出席と研究発表及び研究資料の収集のため｣

(平成 6年10月14日-24日)

中国

則元 京 : ｢中国南京市で開催 される早生樹の有

効利用に関する国際会議及び桂林市で開催され

る中国木材科学学会に出席,発表を行うため｣

(平成 6年10月14日～24日)

中国

師岡敏朗 : ｢中国南京市で開催 される早生樹の有

効利用に関する国際会議および桂林市で開催 さ

れる中国木材科学会に出席,発表を行うため｣

(平成 6年10月14日～24日)

中国

井上雅文 : ｢中国南京市で開催 される早生樹の有

効利用に関する国際会議及び桂林市で開催 され

る中国木材科学学会に出席,発表を行うため｣

(平成 6年10月14日-24日)

中国

角田邦夫 : ｢国際シンポジウム出席及び研究資料

の収集のため｣

(平成 6年10月22日-12月18日)

ニュージーランド,アメリカ合衆国,カナダ

梅津俊明 : ｢未利用熱帯生物資源の有効利用に関

する調査及び研究のため｣

(平成 6年10月31日-11月13日)

インドネシア

井上雅文 : ｢未利用熱帯生物資源の有効利用に関

する研究のため｣

(平成 6年10月31日-11月13日)

インドネシア

aJk* # : rPacificRimBio-BasedComposites

symposium (環太平洋植物系複合材料シンポジ

ウム)-の出席 とuBC (ブリティシュ ･コロン

ビア大学)における討議及び研究資料の調査の

ため｣

(平成 6年11月4日-12日)

カナダ

高橋旨象 : ｢環太平洋生物系複合材料シンポジウ

ムにおける研究発表並びに高耐久性木質材料に

関する研究資料の収集のため｣

(平成 6年11月 5日-10日)

カナダ

畑 俊充 : ｢配向性ス トランドボー ドについての

研究資料収集のため｣

(平成 6年10月30日-11月10日)

フィンランド,イギリス, ドイツ,ベルギー

伊東隆夫 : ｢環太平洋木材解剖学会議に出席及び

研究発表のため｣

(平成 6年11月17日～26日)

ニュージーランド

波速隆司 : ｢リグノセルロース資源の変換技術に

関する調査及び講演のため｣

(平成 7年 1月17日～27日)

スウェーデン,オース トリア

今村祐嗣 : ｢韓国木材工学会における木質複合材

料に関する講演及び関連研究資料の収集のため｣

(平成 7年2月12日～16日)

韓国

梅津俊明 : ｢パルプ化及び製紙における木材抽出

成分に関する国際シンポジウムならびに第 8回

木材及びパルプ化学国際シンポジウムに出席 し,

発表討論を行うため｣

(平成 7年 5月31日～6月10日)

フィンランド

島田幹夫 :｢1995年第 8回木材 とパルプ化学に関

する国際シンポジウムと第 6回紙パルプ産業バ

イオテクノロジーに関する国際会議出席並びに

研究資料調査のため｣

(平成 7年 6月 5日-19日)

フィンランド,オース トリア

角田邦夫 : ｢国際木材保存学会出席 と研究資料の

収集のため｣

(平成 7年 6月7日-7月7日)

デンマーク,スウェーデン,ベルギー,

フランス,アメリカ合衆国,オランダ

乗原正章 : ｢第 6回パルプ ･紙工業におけるバイ
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オテクノロジーに関する国際会議出席のため｣

(平成 7年6月 9日～15日)

オース トリア

波速隆司 :｢第 6回紙パルプ産業におけるバイオ

テクノロジーに関する国際会議出席のため｣

(平成 7年6月 9日-15日)

オース トリア

高橋旨象 :｢国際木材保存会議出席及び木造建築

物の耐久性に関する研究資料収集のため｣

(平成 7年6月11日～25日)

デンマーク,ノルウェー

則元 京 : ｢台湾の台北および台中で開催 される

木質構造建築物の居住性検討会に参加,発表 と

台湾における木材工業,木材研究調査のため｣

(平成 7年6月18日～25日)

台湾

畑 俊充 : ｢機能性木質系複合材料の製造技術 に

関する研究のため｣

(平成 7年7月 1日～平成 8年4月30日)

ノルウェー,オランダ, ドイツ,カナダ

川井秀一 :｢IUFRO国際学会に出席 (発表,座長)

し,合わせて周辺諸国の関連機関を訪問 して資

料を収集調査するため｣

(平成 7年7月25日～8月16日)

フィンランド,ノルウェー,スウェーデン

杉山淳司 :｢木質系多糖類の構造 と形成に関する

情報交換のため｣

(平成 7年7月20日～8月17日)

フランス, ドイツ

角田邦夫 :｢第20回IUFRO世界大会出席及び研究

資料収集のため｣

(平成 7年8月 5日～24日)

フィンランド, ドイツ連邦,カナダ,合乗国

高橋旨象 : ｢タイ国における地下生息シロアリに

よる建築物の被害 とその防止に関する研究の指

導｣

(平成 7年8月17日～30日)

タイ国

表 彰

本田与- :第11回井上研究奨励賞 (平成 7年 2月

6日)｢広宿主域 プラス ミ ドRSFIOIOの DNA

複製開始機構｣

井上雅文 :第34回林業科学技術振興賞研究奨励賞

(平成 7年5月30日)｢圧縮木材の製造技術に

関する研究｣

2.所 外

呉 渦葉 (南京林業大学副学長)

張 敏新 (南京林業大学経済管理学院副院長)

秦 松涛 (南京林業大学機械工程学院副院長)

朱 正昌 (南京林業大学森林資源環境学院院長)

木質科学 ･工学に関する本学の研究組織 と

活動の調査のため来所

(平成 6年9月11日～14日)

NormanG.Lewis (ワシントン州立大学生物化学研

究所長)

リグナン生合成機構に関する討論および講

演のため来所

(平成 6年9月15日-18日)

NilyardiKahar (インドネシア科学院 LIPI副所長)

木材工学に関する共同研究のため来所

(平成 6年10月 1日～24日)

HenriD.Chanzy (CNRS-CERMAV主幹研究員)

植物細胞壁内におけるセルロース結晶の極

性に関する共同研究のため来所

(平成 6年11月2日～21日)

YupapornSornnuwat(タイ国王立林野局林産研究

開発科研究員)

地下生息シロアリによる建築物の被害 とそ

の防止に関する研究のため来所

(平成 7年 1月15日～3月15日)

Santoso,MyrthaKarina (LIPI研究員)

水蒸気爆砕による木材成分の分解機構 に関

する研究のため来所

(平成 7年 1月12日～3月4日)

BambangSubiyanto (LIPI主任研究員)

蒸気噴射技術 を利用 した複合材料の研究の

ため来所

(平成 7年1月12日～4月10日)

MohdHamamiSahri(UPM講師)

木材の構造 と木部形成に関する研究のため

来所

(平成 7年 3月 8日～31日)
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MichaelE.Hedley (NewZealand林業研究所木材

保存研究室長)

国際共同野外試験杭の調査のため来所

(平成 7年3月25日～4月3日)

妻 愛慶 (東国専門大学講師)

木質文化財の保存処理に関する研究のため

来所

(平成 7年3月28日～8年3月23日)

劉 恵民 (西南林学院副院長)

特用林の育成 と特用林産物の利用に関する

共同研究のため来所

(平成 7年4月20日-10月19日)

christopheC.M.D'Vrsel (ベルギービルモ リ研究

所研究員)

組換え手法によるモノクロナール抗体作製

に関する研究のため来所

(平成 7年6月1日～8年3月31日)

劉 -星 (東北林業大学助教授)

木材の圧縮に関する研究のため来所

(平成 7年8月13日～8月23日)
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