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抄 録 (ABSTRACT)

Y.OHMIYA,S.NAKAMURA,F.SAKAIandT.HAYASHI･.

Purificationandpropertiesofwa一l-boundend0-

1,41p-glucanasefrom suspension-Culturedpop-

larceHs,PlantCellPhysiol"36,607-614(1995)

ポ プ ラ 培 養 細 胞 の 壁 結 合 型endo-1昌一β一

glucanaseの精製と諸性質について明らかにした｡

T.HAYASHl,K.OGAWA,andY.MITSUISHI:Chraracteト

izationoftheadsorptionofxy暮oglucantoceHu-

Iose,PlantCellPhysiol.,35,1199-1205(1994)

セルロースに結合するキシログルカンの性質に

ついて明らかにした｡

Y.OHMIYA,S.NAKAMURA,F.SAKAIandT.HAYASHI:

End0-1,4-β一glucanase in suspension-cultured

poplarceHs,WoodResarch.,81,517(1994)

ポ プ ラ培 養 細 胞 に お け る エ ン ド-1,4-β-

glucanaseについて概説 した｡

T.HAYASHI,T.TAKEDA,K.OGAWAandY.MITSUISHI:

Effectsofthedegreeofpolymerizationonthe

bindingofxyloglucanstoceHulose,PlantCell

Physiol.,35,893-899(1994)

セルロースに結合するキ ミログルカンの重合度

の影響などについて明らかにした｡

C.OHSUMlandT.HAYASHI:TheollgOSaCCharideun-

itsofthexyJogIucansintheceHwaHsofbuibsof

onion,garlicandtheirhybrid,PlantCellPhysiol.,

35,963-967(1994)

オニオン,ガーリックおよびそれらのハイプリ

ンドの球茎細胞壁におけるキ ミログルカンオリゴ

サ ッカライドユニットについて明らかにした｡

T.HAYASHlandT.TAKEDA:CompositionalanaJysIS

oftheoligosaccharideunitsofxyloglucanfrom

suspension-culturedpoplarceHs,Biosci･Biotech.

Biochem.,58,170711708(1994)

ポプラ培養細胞か らのキ ミログルカンオリゴ

サ ッカライドユニットの分析を示 した｡

黒 田宏之 :植物特異的発現遺伝子群の解析,

pp.V21-V24

日本木材学会第 4期研究分科会報告書, 日本木材

学会 平成 7年7月

樹木由来の遺伝子はどこまで明らかにされたか,

維管束系形成に関与する遺伝子にはどのようなも

のがあるか,木に特徴的な遺伝子は存在するかに

ついて,最近の研究の進歩 と,研究の展望につい

て概説 した｡

黒田宏之 :パーティクルガン法による形質転換,

pp.V26-V28

日本木材学会第 4期研究分科会報告書,日本木材

学会 平成 7年7月

パーティクルガンとはどのようなものか,また,

この方法を植物の形質転換に用いる場合の長所 ･

短所等について,最近の報告を交えて概説 した｡

黒田宏之 :植物によるバイオレメディエーション,

pp.V96-V103

日本木材学会第 4期研究分科会報告書,日本木材

学会 平成 7年7月

過去の地球環境変動 とそれによって生 じた植物

進化 を考えることは,今 日問題 となっている植物

による環境浄化 ･環境修復に多 くのヒントをもた

らすことを論 じた｡また,木材成分の遺伝子制御

を通 じて,環境負荷の少ない劣化制御木材 を生産

するために,関連の遺伝子に関する基盤情報をま

とめた｡

Y.AKAMATSU,M.TAKAHASHI,andM.SHIMADA:Pro-

ductionofOxalicAcid byWood-rotting Basi-

diomycetesGrownonLow andHighNitrogen

Culture Media,MaterialundOrganismen,28,

251-262(1994)

赤松やすみ,高橋旨象,島田幹夫 :低窒素および

高窒素培養条件下で生育 した木材腐朽担子菌類に

よるシュウ酸の生産

ナミダタケやオオウズラタケを含む褐色腐朽菌

(13種) とシイタケなどの白色腐朽菌 (11種)を
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低窒素および高窒素培地で培養 したとき,生産さ

れるシュウ酸の量を経時的に測定 し比較 した｡一

般的に,褐色腐朽菌では低窒素培地でシュウ酸を

集積する傾向にあるが,白色腐朽菌では逆に,高

窒素培地下でやや集積する傾向が見られた｡各種

の糖類 と有機酸のシュウ酸合成に対する効果を検

討 した｡

Y.AKAMATSUandM.SHIMADA:PartialPurification

andCharacterizationofGJyoxyJateOxidasefrom

the Brown-RotBasidiomycete Tyromycespalus-

1Tis,Phytochemistry,37,649-653(1994)

赤松やすみ,島田幹夫 :褐色腐朽担子菌オオウズ

ラタケのグリオキシル酸酸化酵素の部分精製とそ

の特徴解明

木材腐朽菌オオウズラタケのホモジェネ- トか

ら,グリオキシル酸を酸化 してシュウ酸を生成す

るグリオキシル酸酸化酵素を部分 (60倍)精製した｡

グリコール酸とグリコールアルデヒドにたい して

僅かに活性を示 したが,グリオキサールやアセ ト

アルデヒドなどには活性を示さず,グリオキシル

酸に高い基質特異性をもっていた｡NADやNADP

には電子受容体 とはなりえず,分子状の酸素が還

元されて過酸化水素を副成 していることが示唆さ

れた｡セファデックスG-100によるゲルろ過法で

分子量は約127,000と算出された｡

D.B.MA,P.J.GAO,Z.N.WANG,T.HATTORI,andM.

SHIMADA:Lignin Peroxidase-Catalyzed Oxidation

ofMonomeric Lignln ModelSubstrates,Wood

Research,No.81,114(1994)

D.B.MA,PJ.GAO,Z.N.WANG,服部武文,島田幹夫

:リグニンベルオキシターゼによる単量体 リグニ

ンモデル化合物の酸化

ベラ トリールアルコールに対応するメ トキシベ

ンジルアルコール類のリグニンペルオキシダーゼ

による酸化反応を酵素反応速度論的に解析 した｡

N,TANAKA,Y,AKAMATSU,T.HATTORI,andM.SHIMA-

DA:EffectofOxaficAcidontheOxidativeBreak-

down of CeHuIose by the Fenton Reaction,

WoodResearch,No.8l,8-10(1994)

鍾

田中憲文,赤松やすみ,服部武文,島田幹夫 :フェ

ン トン酸化反応によるセルロースの酸化的分解に

及ぼすシュウ酸の効果

クラフ トパルプを1%酢酸,ギ酸, リンゴ酸,

クエン酸,およびシュウ酸溶液中で,33℃, 4週

間処理すると,シュウ酸溶液 (pHl.3)下で最も大

きな粘度低下がみられた｡フェントン反応系では,

低濃度 (1-2mM) のシュウ酸は粘度低下を促

進するが,より高濃 (5mM以上)では粘度低下

を完全に抑制した｡

Y.TANIHARA,T.HATTORI,H.SHIRAI,andM.SHIMADA:

Biomimetic Oxidation of p -014 日gnin Model

Compounds with tert-Butylhydroperoxide and

Fe(Ⅲ)-Octacarboxyphatalocyanine, Wood Re-

search,No.8l,11113(1994)

谷原佳文,服部武文,白井ひろふさ,島田幹夫 :

オクタカルボキシフタロシアニン鉄(Ⅲ)/terトブチ

ルヒ ドロキシペルオキシ ドをもちいたβ-0-4リグ

ニンモデル化合物のバイオミティツク酸化反応

水溶性オクタカルボキシフタロシアニン鉄 (Ⅲ)

触媒とterトブチルヒドロキシペルオキシ ドの存在

下で,β-0-4リグニンモデル化合物を酸化すると

Cα-Cβ開裂,β-0-4開裂,および芳香核開裂生

成物が得 られた｡生成物の分析結果から,本反応

はリグニンペルオキシダーゼ反応をミミックする

ことが明かとなった｡

島田幹夫 :リグニン分解酵素,｢生分解性プラス

チックハン ドブック｣ (土肥義治他編),エヌ ･

ティー ･エス出版,434-443 (1995)

リグニンを生分解性ポリマーのモデル基質と考

え,リグニン分解酵素について,特に分解生成物

ならびに反応機構などについて解説した｡

T.HIGUCHI,T.ITO,T.UMEZAWA,T.HIBINO,andD.SHI-

BATA:Red-brown coloroflignified tissues of

transgenic plants with antisense CAD gene:

Wine-red Hgnin from coniferyr aldehyde,J.

Biotechnol.,37,151-158(1994)

樋口隆昌,伊藤隆,梅津俊明, 日尾野隆,柴田大

柿 :アンチセンス CAD遺伝子を導入 した形質転換
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植物の赤褐色木化組織 :コ二フェリルアルデヒ ド

由来のワインレッドグ二ン

アンチセンスCAD遺伝子を導入した形質転換植

物の木化組織は赤褐色を呈する｡コニフェリルア

ルデヒドの脱水素重合物も,同じ色を呈するので,

この木化組織の呈色は,アンチセンスCAD遺伝子

の導入による形質転換体におけるコこフェリルア

ルデヒドの増加に伴 う,リグニン中のシンナムア

ルデヒド基に由来することが示された｡

T.KAWADA,F.NAKATSUBO,T.UMEZAWA,K.MURAKAMl

andT.SAKUNO:SyntheticstudiesofcelluloseXH.

FirstchemicalsynthesisofceHooctaoseacetate,

MokuzaiGakkaishi,40,73g-743(1994)

川田俊成,中坪文明,梅滞俊明,村上浩二,作野

友康 :セルロースの合成に関する研究 (第12報)

セロオクタオースアセテー トの最初の化学合成

セロオクタオースアセテー トの最初の化学合成

について報告 した｡

T.HATTORIandM.SHIMADA:Mnp -mimetic break

downoftherecalcitrantnonphenolic p-0-41ig-

nin model substrate by the use of

Mn(Ⅲ)/oxalate/02SyStem,Abstractoflnterna-

tionalConferenceonBiotechnologyinthePulpand

PaperIndustry,Vienna,Austria,1995,p158

服部武文,島田幹夫 :Mn(Ⅲ)/シュウ酸/酸素

を用いた難分解性非フェノール性 β-0-4リグニン

モデル化合物のマンガンペルオキシダーゼミメッ

ティツク分解

マンガン,シュウ酸,ジメチルスルホキシ ド共

存下により,マンガンペルオキシダーゼ,リグニ

ンペルオキシダーゼには難分解性のリグニンモデ

ル化合物が分解することを兄いだした｡

L ZAPANTA,T.HATTORIand M.TIEN:Clomng of

phalWOChaetechrysosporium cDNAs involved in

aminoacidbiosynthesisbycomplementationof

bacterialandyeastauxotrophs,AbstractofInter-

nationalConferenceonBiotechnology inthePulp

andPaperIndustry,Vienna,Austria,1995,p139

ローラ ザパンタ,服部武文, ミン テ-ン :バ

クテ リアと酵母栄養要求変異種のコンプリメン

テーションによるPhanerochaetechrysosporiumの

アミノ酸生合成に関する遺伝子のcDNAクローニ

ング

白色腐朽菌 Phanerochaetechrysosporiumのロイ

シン生合成に関わる遺伝子のクローニングを試み,

遺伝子の部分的なシーケンシングを行った｡

S.KIMURAandT.ITOH:Evidencefortheroleofthe

glomerulocyteincellulosesynthesisinthetuni-

cate,Metandrocarpauedai,Protoplasma,186,

24-33(1995)

木村 聡,伊東隆夫 :皮嚢類,メタン ドロカルパ ･

り工ダイ,のセルロース合成におけるグロメルロ

サイトの役割についての証拠

動物界で唯一セルロースを生産する皮嚢類にお

いてセルロースの形成される仕組みを調べた結果,

グロメルロサイ トという表皮細胞の一種の液胞様

構造の中にセルロースを束状にかつ ドーナツ状に

蓄積することを明らかにした｡

伊東隆夫 :木の100不思議,農水省森林総合研究所

編,日本林業技術協会,58-59,(1995)

木材を含めて植物細胞においてセルロースミク

ロフィブリルが形成される場所および形成される

仕組みについてわかりやすく解説 した｡

T.FUJINOandT.ITOH:Architectureofthecellwalt

ofagreenalga,OocystisapiculatalProtoplasma,
180,39-48(1994)

藤野猛史,伊東隆夫 :緑藻,Oocysitisapiculata,

の細胞壁の構成

淡水緑藻の Oocystisapiculataの細胞壁の三次元

的な構成を急速凍結 ･ディープエッチング法によ

り研究 し,壁構成成分の三次元的な構成を示す,

超薄切片法では得られなかった新しい知見を得た｡

T.ITOH,H.SASAKl,S.YosHIMURA,T.NAKAGAWA,H･

smRAI,K.HIROTAandH.KUROKOUCHI:Findingson

woodsamplefrom Khufu'ssecond boat,exca-

vatedI.ldentificationofwoodspecies,Moku-

zaiGakkaishi40,8831888(1994)
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伊東隆夫,佐々木光,吉村作治,中川武,白井裕泰,

鹿田吉三郎,黒河内宏昌 :クフ王の第二の船発掘

のために取り出された木片に関する知見 (第 1報)

樹種同定

エジプト国のギザのピラミッドの側の約4,000年

前のクフ王の第二の船の用材の樹種を光学顕微鏡

および走査電子顕微鏡により同定 し,ヒマラヤス

ギ属 (Cedrus)の一種であることが判明した｡放

射組織の縁辺細胞に結晶が多数みられることによ

り,本種はCedruslibaniLoud.ないし同類種 と考

えられた｡

伊東隆夫 :木の丈夫さ-その形態学的側面-,木

材研究 ･資料,30,16-23(1994)

木の丈夫なつ くりについて組織 レベル,細胞レ

ベル,分子レベルから解説した｡

伊東隆夫,光谷拓実 :3.出土樹木の樹種,｢佐賀

平野の阿蘇 4火砕流と埋没林｣平成 5年度八藤遺

跡発掘調査報告書,上峰町文化財調査報告書第11

集,上峰町教育委員会,58-68(1994)

約 8万年前の阿蘇 4火砕流によって埋没した森

林が出土し,約200点弱の埋没材の樹種を同定した｡

その結果現在九州地方に生育していないヒメバラ

モミが多数出土 した｡その他, トウヒ属の樹種,

オニグルミ,サワグルミ,カマツカ,アズキナシ,

イヌエンジュ,センダン,アカメガシワ,カエデ属,

クマシデ属,アサダ,ハンノキ属,ブナ属,コナ

ラ節,カツラ,モクレン属,イスノキ,サクラ属,

ナツツバキ属,ミズキ属,リョウブ,アサガラ,

イボタノキ属, トネリコ属,ヒトツバタゴが出土

した｡

伊東隆夫 :森林の利用,平成 7年度森林インス ト

ラクター養成講習,全国森林 レクリエーション協

会,1-23(1995)

第 1章 :世界の木材生産,第 2章 :木の文化,

第 3章 :木の肌ざわり,第 4章 :樹木の形態,第

5章 :木材の細胞構成,第 6章 :木材の特性,第

7章 :木材の加工,第8章木材の成分,第 9章 :

木材の保存に分けて森林の利用,特に木材の利用

について概説した｡

鍾

A.IsHIKAWA,∫.SUGIYAMAandT.OKANO:Finestruc-

tureandtensilepropertiesoframiefibersinthe

crystaHineform ofcellulose I,Ⅱ ,Ⅲl,Wood

Research,No.80,16118(1994)

石川敦子,杉山淳司,岡野健 :ラミーセルロースⅠ,

Ⅱ,IIlの微細構造と引張特性

ラミーセルロースの結晶変態 Ⅰ,[,Ⅲ Ⅰを調製

し,それらの微細構造と繊維および結晶弾性率を

調べ,力学モデルについて検討した｡

Y.SAITO,∫.SUGIYAMAandT.OKANO:Spacegroupof

highlycrystaHine(ユChitininthegrasplngSPlneS

from arrowworms(Sagittaspp.),WoodResearch,

No.80,19-21(1994)

斎藤幸恵,杉山淳司,岡野健 :ヤムシ(Sagittaspp.)

の顎毛の高結晶性 αキチンの空間群について

αキチン結晶の空間群を検討するため,高結晶

性のヤムシ顎毛を主に電子回折とⅩ線回折により

検討 した｡

M.WADA,J.SUGIYAMAandT.OKANO:Twocrystalline

phase(Ia / Ⅰβ)systemofnativecellulosesin

relation to plantphylogenesis,MokuzaiGak-

kaishi,4l,186-192(1995)

和田昌久,杉山淳司,岡野健 :天然セルロースの

2相性と植物の系統

天然セルロースの 2相性 と植物の系統との関連

について明らかにするために,海藻から木材に至

る様々な起源のセルロースをⅩ線回折法により調

べ,2相モデルに基づ く分類を行った｡その結果

進化 した植物のセルロースはコットン･ラミー型

に属 し,下等な植物が生産するセルロースは海藻 ･

バクテリア型であることが明らかになった｡さら

にこの 2つのタイプのセルロースの境界は緑藻類

に存在すると推察した｡

SIWooDCOCK,B･HENRISSAT,andJ.SUGrYAMA:Docking

ofcongoredtothesurfaceofcrystaHineceHu-

Foseuslngmolecularmechanics,Biopolymer36,

201-210(1995)

S.Woodcock,B.Henrissat,杉山淳司 :分子力場計

算によるセルロ-ス結晶表面へのコンゴ-レッド
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分子の ドッキング

結晶表面への分子の ドッキングに関する分子力

場計算法を開発 し,これをセルロース結晶表面へ

のコンゴ-レッド分子の吸着反応に応用 した｡そ

の結果,分子がセルロース結晶の特定の表面に選

択的に吸着されること,さらに最 もエネルギー的

に安定な状態は,コンゴ-レッドがセルロースの

分子鎖に沿ってそのベンゼン環が繊維周期に合う

ように吸着 したときであることなどが示唆された｡

杉山淳司 :セルロースミクロフィブリルの多様性,

CelluloseCommun.1(l),6112(1994)

セルロースミクロフィブリルの微細構造の種変

動に関する最近の知見を解説 した｡すなわち結晶

構造の 2相 (Ⅰ α / Ⅰβ)悼 ,細胞壁内におけるセ

ルロース結晶の選択配向性 ,ミクロフィブリルの大

きさ,さらにセルロース合成類粒の構造と生物種と

の関連について紹介した｡

斉藤幸恵 ,杉山淳司 ,岡野健 :ヤムシのαキチン結

晶 ,電子顕微鏡 ,30,3ト37(1995)

ヤムシの αキチン結晶を主に電子顕微鏡で調べ

空間群を検討 した結果を,問題点を列挙 しながら解

説 した｡その際に一番の問題となった電子回折図

に現れる禁制反射について,多重散乱理論により説

明した｡

杉山淳司 :何 じゃこりゃ何 じゃこりゃの正体 ,木の

100不思議 ,日本林業技術協会 ,60-61(1995)

電子顕微鏡で結晶格子を見ることで分かったセ

ルロースの秘密について説明した｡

K.BABA,Y.SoNE,H.KAKU,A.MISAKI,N.SHIBUYA,and

T.ITOH:LocaHzationofhemice‖ulosesintheceH

waHsofsomewoodyplantsusinglmmunO-gold

electron microscopy,Holzforsch.,48, 2971300

(1994)

馬場啓一,曽根良昭,賀来草江,三崎 旭,渋谷

直人,伊東隆夫 :金コロイ ド免疫電顕法による木

本植物細胞壁中のヘミセルロースの局在観察

キシログルカンへブタサッカライド･β-1,4マ

ンノテ トラオースに対する抗体を用いて,分化中

のアカマツ ･ポプラの木部およびモウソウテクの

竹かんでのキシログルカンおよびグルコマンナン

の細胞壁中での局在性を金コロイ ド免疫電顕法で

観察 した｡グルコマンナンはアカマツの 2次壁中

でのみ観察された｡キシログルカンは,いずれの

材料でも1次壁にのみ観察された｡ただ,アカマ

ツ ･ポプラではいずれの細胞にも観察されたのに

対 して,モウソウチクでは道管の 1次壁にのみ観

察された｡

K.YosHIDA,K.BABA,N.YAMAMOTO,K.TAZAKI:CIon-

1ngOfaIectinCDNAandseasona暮changesin

leve一softheIectinanditsmRNAintheinner

barkofRobiniapseudoacacia,PlantMol.Biol.,

25,8451853(1994)

吉田和正,馬場啓一,山本直樹,田崎 清 :二セ

アカシアのレクチンcDNAのクローニングと内樹

皮中でのレクチン及びその mRNA量の季節変動

ニセアカシア樹皮から調製 したライブラリから

抗体法によってレクチンをコー ドしているcDNA

を単離した｡このcDNAは858塩基対の翻訳領域を

持ち,分子量31,210のポリペプチ ドに相当するこ

とから,全鎖長のものが得 られたと思われる｡タ

ンパク質N末端配列と比較すると,31アミノ酸に

よるシグナルペプチ ドが存在 しており,成熟タン

パク質は255アミノ酸によるものであることが推測

される｡レクチンは主に樹皮中の軸方向及び放射

柔細胞に存在 してお り, 9月からその量が増え始

め,冬の間高いレベルを持続させる｡レクチンの

mRNAは常にそれに先だって見 られ, 8月から3

月の間に検出された｡

馬場啓一 :樹木はC02の固定装置,木材 と環境,

桑原正章編,海青社,27-41(1994)

通常の生きている植物細胞に比べて,分化の完

了した木部組織ではC,H,0以外の元素のほとん

どが失われていることから,大量の木部を蓄積す

る樹木という生物は地球温暖化の原因となるC02

を蓄積する能力がある, ということを,一般向け

に平易に解説 した｡
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M.KARINA,M.TANAHASHIand M.KUwAHARA:De-

gradationmechanism ofligmnbysteam explo-

sionVl.Steam treatmentofmiHedwoodlignin,

MokuzaiGakkaishi,40,943-949(1994)

ミルタ ･カリーナ,棚橋光彦,桑原正章 :爆砕処

理によるリグニンの分解機構 (第 6幸B),MWLの

水蒸気処理

水蒸気処理 (2.05MPa,212℃ ,8min) による

MilledWoodLignin (MWL)の分解機構 を検討 し

た｡MWLの結果と比較するためにPinusmerkusii

のチップも同じ条件で水蒸気処理をした｡水蒸気

処理 したMWLからは主 としてコニフェリルアル

コール,コニフェリルアルデヒド及びバニリンが

得 られた｡この処理によりリグニン中のβ-0-4結

合がホモリティックに開裂 し,コニフェリルアル

コールラジカルが生成するが,これが-電子還元

あるいは酸化されてコニフェリルアルコールとコ

ニフェリルアルデヒドが生成 した｡この際,ラジ

カルの還元が優先 し,コニフェルリアルコールが

主生成物 となった｡コニフェリルアルコール及び

コニフェリルアルデヒ ドはアシ ドリシスによる

MWLの分解生成物としては得られず,主要なアシ

ドリシス生成物はβ-オキシコニフェリルアルコー

ル (ケ ト型及びユノール型)とその異性体であった｡

木材の水蒸気処理においてもMWLの場合 とほと

んど同じ結果が得 られた｡これらの事から,水蒸

気処理によるMWL及び木材中のリグニンの分解

機構はアシ ドリシスではなくホモリティックであ

ると結論した｡

M.KARINA,N.UENO,M.TANAHASHIandM.KUwAHARA:

Degradationmechanism offigninbysteam ex-

plosionⅦ.Steam treatmentofsyringyJtypelig-

ninmodelcompounds,MokuzaiGakkaishi,40,

950-957(1994)

ミルタ ･カリーナ,上野直之,棚橋光彦,桑原正

辛 :爆砕処理によるリグニンの分解機構 (第7幸B),

シリンギル型リグニンモデル化合物の水蒸気処理

水蒸気処理 (230℃,2.9MPa,4min) によるリ

グニサブス トラクチャー二量体モデル化合物シリ

ンギルグリセロール-β-シナピルアルコールエー

テル (SS)の分解機構を検討 した｡また,モデル

録

をさらに木材中のリグニンに近づけるためにシナ

ピルアルコール脱水素重合物 (S-DHP),マンナン

中で重合 したシナピルアクコールの脱水素重合物

(S-LCC)及びシラカンパのチップを同じ条件で

水蒸気処理 した｡これらのモデル化合物及び木材

からの主分解生成物はいづれもシリンガレジノー

ルであり,またシリンガルデヒド,シナップアル

デヒド,ジヒドロシナピルアルコールが得られた｡

これらの事からSS中のβ-エーテル結合は水蒸気

処理によって,ホモ リティックに開裂 し,二個の

シナピルアルコールラジカルが生成 し,このラジ

カル同士がβ一位でホモカップリングしてシリンガ

レジノールを主 として生成するが,またこのラジ

カルの一部は還元あるいは酸化されてシナピルア

ルコールやシナップアルデヒドが生成するものと

推定 した｡一方,水蒸気処理によりssからはアシ

ドリシスの主生成物であるβ-オキシシナピルアル

コールは確認できなかった｡S-DHP,S-LCCおよ

びシラカンパの水蒸気処理によって,主として得

られた分解物はすべてSSの結果と類似 していた｡

これらの結果より,水蒸気処理におけるリグニン

の分解機構はアシドリシスではなく,ホモリティッ

ク開裂であると推定した｡

Y.KIMURA,Y.AsADAandM.KUwAHARA:lmmunolo一

glCalreactionuslng antiserum forllgnlnPerOX-

idaseofBjerkandellaadusta,MokuzaiGakkaishi,

40,661-665(1994)

木村義雄,麻 田恭彦,桑原正章 :EjeT･kaluiera

adustaの リグニンパーオキシダーゼ抗血清を用い

た免疫反応

白色腐朽菌 Bjerkanderaadustaの生産するリグ

ニ ンペルオキシダーゼの アイソザ イムの一つ

LPO-2をもとに調製 した抗体は,他の 3つのアイ

ソザイムに対 して沈降線を与えたことから,これ

らの抗原は,LPO-2の部分的な抗原性を有 してい

ることが示された｡一方,ELISA試験により,本

菌とPhanerochaetechrysosporiumのリグニンペル

オキシダーゼには類似性を有する抗原性が存在 し,

立体構造的にも相同性の高い酵素であることが推

定された｡
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S.IsHIDAand M.KuwAHARA:Productionoflipids

containing n16 series poly-unsaturated fatty

acidsin microorganism II,MemoirsofShiga

Women'sJuniorCollege,No.19,1110(1994)

石田祝朗,桑原正章 :微生物におけるn-6系列高

度不飽和脂肪酸を含む脂肪の生産

糸状 菌 conidiobortLSObscurusATCC 36369の

分生胞子を紫外線照射 して菌体中にn-6系列の高

度不飽和脂肪酸に富む脂肪を蓄積する変異株の誘

導を試みた｡ベンレー ト処理による単核化 も試み

た｡

Y.AsADA,A.WATANABE.Y.OtiTSUandM.KuwAHARA:

PurificationandcharacterizationofanaryI-alco-

holoxidase from the lignin-degrading bash

diomycete PhanerochaetechlySOSPOrium,Biosci.

Biotechnol.Biochem.,59,133911341(1995)

麻田恭彦,渡辺 彰,大津善雄,桑原正彰 :リグ

ニン分解性担子菌,Phanerochaetechrysosporium

が生産するアリールアルコール酸化酵素の精製と

諸性質

Ph,chrysosporiumの菌糸体抽出液中にアリール

アルコール (AA)酸化酵素活性が検出された｡本

酵素はバニリールアルコールなどのAAによって

誘導生産されることが示唆された｡本酵素を電気

泳動的に均一状態に精製 した｡本酵素は分子量約

78,000のモノマー酵素であ り,その等電点は5.35

であった｡本酵素の補欠分子族としてFADが同定

された｡活性の至適 pHは6.0から7.0,至適温度は

45℃であり,本酵素はpH5.0から8.0,30℃まで安

定であった｡本酵素は複数のAAの酸化反応を触

媒したが,脂肪属アルコールには不活性であった｡

本酵素活性はSH試薬により強く阻害された｡

T.WATANABF,,R.MATSUE,Y.HoNDA,andM.KuwA-

HARA:DifferentialactivitiesofalIPaSeandapro-

teasetowardstraightand branched-chainacyl

donorsintransesterificationtocarbohydratesin

an organic medium,Carbohydr.Res., 275,

215-220(1995)

渡辺隆司,松栄里香,本田与一,桑原正章 :有機

溶媒中での糖へのエステル交換反応におけるリ

パーゼおよびプロテアーゼの直鎖および分岐鎖ア

シル供与体に対する異なる反応性

有機溶媒中におけるリパーゼおよびプロテアー

ゼの糖へのエステル交換反応 を解析するため,動

物,植物,微生物起源の各種のリパーゼおよびプ

ロテアーゼを,アシル受容体であるグルコースと,

アシル供与体である トリクロロエチルプロピオー

ト,ビニルアセテート,あるいはビニルベンゾエー

トとピリジン中で反応をさせた｡特に強いエステ

ル合成活性を認めたPseudomonascepacia由来の

リパーゼとBacillus属由来のプロテアーゼ (プロ

レザー)を,さらに23種類のアシル供与体と反応

させたところ,プロレザーはアシル供与体の基質

結合部位 に大 きな疎水ポケットを持つため,P.

cepaciaのリパーゼより,疎水性のかさ高いアシル

供与体に高い反応性を示すことを明らかにした｡

この性質を利用 し6-0-メタクリロイルグルコース

を収率83%で合成した｡また,P.cepacia由来のリ

パーゼの受容体特異性も検討 した｡

T.IMAMURA,T.WATANABE,T.KosHUIMAandM.KUwA-

HARA:"EsterLinkagebetweenLignlnandGlucuト

onic acid jn Lignln-Carbohydrate comp一exes

from Faguscrenata",Phytochem.,37, 116511173

(1994)

今村剛士,渡辺隆司,桑原正章,越 島哲夫 :

Faguscrenataの リグニン ･糖結合体中の リグニ

ン ･グルクロン酸間のエステル結合

TFA と共役 したDDQ酸化がエチルグルクロ

ネ- トのエステル結合は開裂させないが,リグニ

ンとグルクロン酸間のベ ンジルエステル結合は定

量的に開裂させることを示 し,ブナ材リグニン･

糖結合体中のリグニン･グルクロン酸間のエステ

ル結合をジアゾエタンーエチル化 とTFA/DDQ酸

化を用いて定量 した｡

T.WATANABE:lmportantProperties ofLingnln-

Carbohydrate Complexes in EnvironmentaHy

Safe PaperMaking,Trendsin Glycosci･Gly-

cotechno1.,7,57-68(1995)

渡辺隆司 :環境保全を指向 した製紙法におけるリ

グニン ･糖結合体の重要な性質
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アルカリに安定なリグニン･糖鎖間のベンジル

エーテル結合はクラフ トパルプに着色物質が残留

する主要な原因の一つと考えられている｡従来行

われてきた塩素系化学薬品によるパルプ中の着色

物質の脱色は,毒性の強い環境汚染物質を生 じる

ため,近年この着色成分を微生物によって変換す

る技術 (バイオブリーチング)が注目を集めている｡

ここでは,クラフトパルプに着色物質が残留する

主要な要因であるリグニン･糖鎖間の化学結合に

焦点をあて, リグニン･糖鎖間のベ ンジルエーテ

ル結合の生成機構 とパルビングやバイオブリーチ

ングにおける反応性等を解説した｡

T.WATANABE,M.SATOUCHI,T.TsUMIYA,M.NAKAJIMA,

T.KosHIJIMA,M.KUwAHARA,S.WAKABAYASHIandK.

OHKUMA:"DigestibiHty,SugarTorelance Effects

and (ューGlucosylationofCe‖obioseProducedby

Membrane Bioreactor",Proc.'94CelluloseR&

8,81-86(1994)

渡辺隆司,里内美津子,都宮孝彦,中嶋幹恵,越

島哲夫,桑原正章,若林 茂,大隈-袷 :メンブ

ランバイオ リアクターによって生産 したセロビ

オースの消化性,耐糖能,およびα-ゲルコシル化

不均一反応用に設計 したセルラーゼメンブラン

バイオリアクターによってセルロースからセロビ

オースを連続生産 し,生産されたセロビオースの

invitro消化性と,経口投与によるラットの血糖値

とインスリンレベルへの影響 を調べた｡また,

Bacillusmaceransのサイクロデキス トリングルカ

ノトランスフェラーゼを用いてセロビオースのα-

グルコシル化を行い,分子内にα-グルコシド結合

とβ-グルコシド結合を合わせ持つグルコオリゴ糖

を合成 した｡

T.WATANABE,K.MIKAME,Y.HoNDAandM.KUwA-

HARA:Characterizationandmicrobialdecoloriza-

tionofchromophoricxylanfractionsextractable

from unbleachedkraftpulp,Abst.BookofSixth

InternationalConferenceonBiotechnologyinthe

PulpandPaperIndustry,214(1995)

渡辺隆司,三亀啓吾,本田与一,桑原正章 :未漂

白クラフ トパルプから抽出した着色性キシラン画

録

分の特性化と微生物による脱色

未漂白クラフ トパルプよりキシラナ-ゼ抵抗性

のキシランを単離 し,その化学構造と白色腐朽菌

やバクテリアに対する感受性を検討 した｡その結

果,キシラナ-ゼ抵抗性のキシランには透析など

で除去できないSi,Na,Sなどの無機塩が50%以

上含まれ,またこの画分中のリグニンは脱メチル

化されているとともに,キノイ ド構造が多 く含ま

れることを示 した｡本画分は,P.chfySOSPOriumや

B.adLLStaによって脱色 されないが,白色腐朽菌の

中では,C.versicolorによって部分的に脱色された｡

しか し,この脱色には菌体外のリグニンパーオキ

シダーゼ,Mn-パーオキシダーゼ,ラッカーゼ,

キシラナ-ゼは関与 していなかった｡これに対 し,

2,6-dichloropheno1-indophenolの還元能 を有す る

土壌由来のバクテリアは,リグニン分解酵素やキ

シラナ-ゼを分泌することなくキシラナ-ゼ抵抗

性のキシランを部分的に脱色 した｡

渡辺隆司 :石油文明から植物文明へのルネッサン

ス,ウッドミック,138,34-37(1994)

樹木から生産される有用物質を説明するととも

に,バイオマス変換研究室の研究活動を紹介 した｡

T.WATANABE,M.SATOUCHI,T.TsUMIYA,M.NAKAJIMA,

T.KosHUIMA,M.KUwAHARA:"Productionandbiolo一

glCalactivities of ceHooligosaccharides",Pre-

prints of Kyoto Conference on Cellulosics",89

(1994)

渡辺隆司,里内美津子,都宮孝彦,中嶋幹恵,越

島哲夫,桑原正章 :セロビオースの生産 と生物活

悼

セルラーゼメンブランバイオリアクターによっ

て連続生産 したセロビオースのラットに対する耐

糖能や短鎖脂肪酸発酵性の結果を明らかにした｡

T.KoNDO,T.WATANABE,T.OHSHITAandT.KyUMA,

"ComparativeCharacterizationofDioxane-Solu-

ble LignlnS Released by BaH Milling and by

Sheep Digestionfrom Forage Grasses":I.Sci.

FoodAgric.,68,3831388(1995)

近藤恒夫,渡辺隆司,大下友子,久馬思 :メン草
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の消化作用とボールミリングにより遊離 した牧草

リグニンの特性化

反袈動物はその消化過程において牧草中のリグ

ニンを可溶化する｡ しか しながら,可溶化 したリ

グニンの構造特性およびメカニズムは十分明らか

にされていない｡そこで本研究では,メン羊にイ

ネ科牧草であるチモシーおよびオーチャー ドグラ

スを飼料 として給与 し,消化作用を受けた排継物

からジオキサン可溶のリグニン (FSL)を単離 して,

その構造をMHLおよびセルラーゼ処理 リグニン

(EHL) と比較 した｡その結果,消化作用を受け

て可溶化 したリグニンは,MHLおよびEHLより

低分子化 しており,中性糖やエステル結合したフェ

ルラ酸およびp-クマール酸の含量が低下している

ことを示 した｡また,NMR,およびニ トロベンゼ

ン酸化分析の結果,FSLのリグニンは,シリンギ

ル核の相対含量が消化前に比較 して増加 している

ことを明らかにした｡

K.TANAKA,T.RoGl,H.HIASA,D.-M.MIAO,Y.HoNDA,

N.NoMURA,H.SAKAIandT.KoMANO:Comparative

analysISOH unctionaland structuralfeaturesin

the prlmaSe-depedndent prlmlng Slgnals,G

sites,from phagesand plasmids,J.Bacteriol.,

176,3603-3613(1994)

田中克典,櫓木智宏, 日浅 洋,苗 登明,本田

与一･,野村信夫,酒井 裕,駒野 徹 :プラスミ

ドおよびファージ由来のプライマーゼ依存性複製

開始シグナル (Gサイ ト)の構造 と機能に関する

比較分析

様々なファージやプラスミドの複製開始領域内

に存在 している大腸菌プライマーゼ (DnaG蛋白質)

依存性のプライミングシグナルの部分構造につい

て遺伝子工学的に組換えた様々なキメラレプリコ

ンの解析を通 じて,プライミングに必要とされる

機能領域の解析を行った｡

D.-M.MIAO,H.SAKAl,K.TANAKA,Y.HoNDA,T.KoMA-

NO and M.BAGDASARIAN: Functiona一distinction

among structuralsubsections in the specific

prlmlngSlgnalforDNA replicationofthebroad

host-rangeplasmlldRSF1010.Biosci･Biotechnol･

Biochem.,59,920-921(1995)

苗 登明,酒井 裕,田中克典,本田与一,駒野

徹, ミハエル ･バグダサリアン :広宿主域プラス

ミドRSFIOIOの特異的 DNA複製開始シグナルの

部分構造の機能分析

RSFIOIOのDNA複製開始シグナル内に存在する

部分構造がプライミング反応において果たす役割

を解析するために,様々な挿入,欠失突然変異株

を作成 し複製開始活性を解析 した｡その結果,こ

れらの部分構造の塩基配列に加えて,分子の大き

さが決定的な役割を果た していることが明らかと

なった｡

本田与一,桑原正章 :きのこの リグニン分解酵素

遺伝子群,日本農芸化学会誌,69,365-368(1995)

担子菌類の生産するリグニン分解性の酵素系の

中でも,特に重要なリグニンペルオキシダーゼと

マンガン依存性ペルオキシダーゼの遺伝子構造,

発現調節に関する最新の知見について総説した｡

U.WATANABEandM.NoRIMOTO:ElasticandShrink-

ageDeformationoftheCetlWanintheLongitu-

dinalDirection,Wood Research, No.8㌦ 22-24

(1994)

渡辺字外,則元 京 :細胞壁の繊維方向の弾性お

よび収縮変形

5種類の針葉樹材の正常材およびあて材細胞壁

についての仝収縮率 S (%) と比ヤ ング率 E/γ

(MPa)の関係が S-b(E/γ)~aによって表現で

き,aおよびbの値 として2.40および8.18×109を

得た｡

杉山真樹,松永正弘,湊 和也,則元 京 :バイ

オリンの弓に用いられるベルナンブコ (Guilandina

echinateSpreng)材の物理的 ･力学的特性,本材

学会誌,40(9),905-910(1994)

ブラジル産の広葉樹であるベルナンブコの心材

の物理的および力学的性質を,バイオリン弓材と

しての機能性の観点から調べた｡比重は,0.7-

1.1の広範囲に分布し,平均は,0.92であった｡ベ

ルナンブコ材では,他樹種に比べて,同一比重で

もヤング率の値の範囲がかなり大きかったが,他
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の樹種のそれと重なり合う部分が多かった｡弓の

たわみ易さは,太さや断面形状によって調整でき

るため,ヤング率は,弓材として不可欠な性質で

はないと考えられる｡一方,ベルナンブコ材の損

失正接は,他樹種のそれより,同一の比重あるい

は同一の比ヤング率で比較した場合,著しく低かっ

た｡これは,弓の機能性からも合目的的であり,

弓材にとって重要な性質と考えられる｡この損失

正接の低さには,水抽出成分が密接に関与 してい

た｡

Y.LIU,M .NoRIMOTO andT.MoROOKA:The Large

Compressive Deformation ofWood in Trans-

verseDirection,TheeffectofSteam Treatment

onStree-StressDiagram,PropertiesandUtiliza-

tionofFast-GrowingTrees(C.Chison,H.Sasakiand

H.Yukun,eds.),ChainaForestryPublishingHouse,

pp.665-670(1994)

劉 -星,則元 京,師岡淳郎 :木材の横圧縮大

変形,応カー歪図に及ぼす水蒸気処理の影響

140-200℃で2-8分間水蒸気処理 したスギ材

の放射方向について,歪を順次増大させながら圧

縮繰返 し試験を,20℃ ･気乾,20℃ ･飽水状態,

loo℃ ･飽水状態の3条件で行い,降伏応力,残留

歪,ヤング率の及ぼす水蒸気処理の影響を調べた｡

小幡谷英一,則元 京 :木管楽器 リー ド用葦

(ArululodoTh2XL)材の音響的性質 (第 1幸B),葦

材の振動特性と含水率の関係,木材学会誌,41(3),

289-292(1995)

木管楽器の リー ドに使用 される葦 (Arundo

donaxL.)材の動的ヤング率および損失正接と含

水率の関係を調べ,スプルース材 (Piceasitchensis

Carr.)のそれと比較した｡水抽出により,葦材の

動的ヤング率は,含水率 0-150之では減少 し,含

水率約15%以上では,ほとんど変化 しなかった｡

また,含水率 7%付近で,葦材の損失正接は最大

値を,スプルース材のそれは最小限を示し,両者

の間に著しい相違が認められた｡しかし,抽出後,

葦材とスプルース材の損失正接の含水率依存性は,

類似 した｡これらの結果から,細胞壁に存在する

抽出成分は,低含水量では,細胞壁の構造を補強

録

する働きがあるが,高含水率では,抽出成分が吸湿,

溶解し,この結果が失われるものと考えられた｡

小幡谷英一,則元 京 :木管楽器 リー ド用葦

(ArundodonaxL)材の音響的性質 (第 2幸B),

粘弾性モデルによる振動特性の解析,木材学会誌,

41(51),449-453(1995)

葦材 (ArundodonaxL.)の振動特性に及ぼす水

分および抽出成分の影響を,粘弾性モデルを用い

て解析 した｡抽出成分は,含水率約18%までの領

域で,細胞壁のマ トリックス物質の弾性率Emと粘

性率 ワ m を高めている.この作用は,低含水率に

おいて著 しい｡含水率が 3%を超えると,Emと

7m は低下する.含水率の増加によるEmと7 m の

低下が,抽出後に比べて著 しいのは,抽出成分の

溶解によると考えられる｡また,含水率約 7%で,

無処理葦材の損失正接 tan∂に最大値が現れる原

因は,Emの低下に比べ,7mの低下がより顕著な

ためと考えられる｡一方,抽出後の葦材では,仝

乾状態から含水率 2%まで,Emとワmが共に増加

し,その後,繊維飽和点まで減少する｡仝乾状態

から気乾状態にかけてのtan∂の低下は,マ トリッ

クス物質を構成する分子鎖が,より安定した状態

に変化することに起因し,気乾状態から繊維飽和

点にかけてのtan∂増加は,主として,マ トリッ

クス物質の膨潤による体積分率の増加に基づくと

考えられる｡

則元 京 :木材の熟および水蒸気処理,木材工業,

49(12),588-592(1994)

木材の熱処理および水蒸気による成分変化,物

性変化について解説し,最近注目されている木材

の横圧縮熱処理および水蒸気処理による加工につ

いて紹介した｡

則元 京 :スーパーウッド,もくざいと環境 (秦

原正章編),海青社,pp.95-109(1994)

木材の利用を成分の分別利用,成分の総体利用,

木質系材料としての利用,物理 ･化学処理木材と

しての利用,素材としての利用に分類 して,それ

ぞれについて解説し,また,スーパーウッドと呼

ばれる物理加工木材,化学加工木材について紹介
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した｡

則元 京 :温熱 ･湿気環境編,木材居住環境ハン

ドブック,朝倉書 店, pp.23-34,65-77,98-102,

440-448(1995)

室内気候,特に,湿度が住宅の居住性に関わる

部分を分担執筆 した｡

則元 京 :木材の構造とレオロジー,木材および

木質材料のレオロジー,-最近の進展-,(日本木

材学会レオロジー研究会編),pp.3-13(1995)

木材のレオロジー研究の立場から木材の高次構

造と壁構造について論 じた上で,木材のレオロジー

研究の内,特に,温度分散 と分子運動,粘弾性 と

水分,化学処理木材の粘弾性,横圧縮大変形など

を取上げ論 じた｡

小幡谷英一,則元 京 :木管楽器用 リー ド材 ｢葦

(Arundodonax)の物理的性質,PIPERS,15(1),

80-83(1995)

木管楽器の葦材の リー ドについて,それに含 ま

れている抽出成分の効果および乾燥 ･湿潤の繰返

しによる変形について概説 した｡

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

RheologlCalProperties ofWood under High

Temperature Steam Condition (C.Chison,H.

Sasakialld H.Yukun,eds),ChinaForestry Pub-

lishingHouse,pp.65-71(1994)

師岡淳郎,井上雅文,川井秀一,則元 京 :高温

水蒸気雰囲気での木材のレオロジー的性質

200℃ までの高温水蒸気処理によって生 じる木材

の横圧縮応力ーひずみ挙動の変化および応力緩和

挙動を検討 した｡

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,ハ

ウスクリマ研究 ノー ト,No.21,9-18(1995)

大規模木造後者の温湿度環境 を鉄骨造建物のそ

れと比較 し,木造建物の温湿度安定性を示 した｡

師岡淳郎 :大規模木造建物のハウスクリマ,ウッ

ドヘ ッド,No.1,16-21(1995)

大規模木造後者の温湿度環境 を鉄骨造建物のそ

れと比較 し,木造建物の温湿度安定性を示 した｡

T.NoMURAandS.IsHll:Wooddryingandimprove-

mentbysmoke-dryheattreatmentwithEDS(e-

cologydrysystem),Proceedingsofthe4thIUFRO

conferenceonwooddrying,382-389(1994)

生材丸太の煤煙熱処理法について,そのメカニ

ズムおよび処理による材の物理的性質の変化を無

処理材 と比較 した｡その結果,この処理法は従来

の木材乾燥法と比較 して内部応力の緩和による反

り,狂いの軽減,耐腐朽性,乾燥コス トの軽減等

に効果が大きい事を明らかにした｡

野村隆哉 :生物環境とス トレスⅡ (昆虫について),

グローバルマインド,5,21-27(1994)

生物 を取 り巻 く環境が生物に与える生態的,形

態的影響に対 して如何に大 きいものであるかを,

事例に基づいて概説 した｡

野村隆哉 :スギ生材丸太の煉煙熱処理,木文研究,

l,28-59(1995)

わが国における1000万ヘクタールにおよぶスギ

を主体 とした人工林の蓄積は30億立米以上に達す

るが,その有効利用は進まず,国産材依存度は25%

に落ち込んできた｡このスギの利用に燥煙熱処理

が有効である事を実験例に基づいて概説 した｡

井上雅文,湊 和也,則元 京 :架橋による木材

圧縮変形の永久固定,木材学会誌,40,931-936

(1994)

水酸基間にオキシメチ レンエーテル架橋結合を

形成すると考えられているホルムアルデヒド処理

によって,木材の横圧縮変形の永久固定を試みた｡

放射方向に圧縮 し, ドライングセットした木材

試験片,テ トラオキサ ン,二酸化イオウ (触媒)

を入れた反応容器を,120℃で 2時間以上加熱する

と,圧縮木材の変形は煮沸 しても回復 しなかった｡

また,パラホルムアルデヒドからホルムアルデヒ

ド蒸気をあらかじめ生成 し,これと二酸化 イオウ

の混合気体を反応容器に導入 した場合,20分間以
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上の加熱で同様の結果が得られた｡また,この範

囲で強度的性質の低下は,ほとんど認められなかっ

た｡ホルムアルデヒド処理によって変形を固定 し

た圧縮木材を10規定の硫酸に浸潰すると,変形の

一部は回復 した｡この結果,ホルムアルデヒド処

理によって木材成分間に形成された架橋により,

細胞壁の変形が固定されるものと判断された｡

一方,ホルマリン,酢酸,塩酸,水の混合溶液

で圧縮木材を処理すると,回復度は,反応時間と

ともに低下するが,10%付近で平衡に達 し,変形

の完全固定は認められなかった｡

M.INOUE,M.NoRIMOTO:Permanent Fixation of

Compressed Wood.Hygro-theramalTreatment

inaClosedSystem,PropertiesandUtilizationof

Fast-growlng Trees,China Forestry Publishing

house,Nanjing,56-64(1994)

井上雅文,則元 京 :圧縮木材の永久固定一密閉

系での水熱処理一

密閉された容器内で,木材を圧縮,加熱処理す

る原理,方法,条件および変形回復抑制効果など

について記述した｡

井上雅文 :圧縮木材の寸法安定化技術,木材およ

び木質材料のレオロジー,最近の進展 (日本木材

学会レオロジー研究会編)p.115-118(1995)

木材の横圧縮変形,変形の永久固定の機構,実

際の加工方法,木質材料への応用などについて解

説した｡

井上雅文 :物性 ･加工分野,APAST,No.16,

p.12-13(1995)

日本木材学会創立40周年記念大会において,分

野別シンポジウムが開催された｡ここでは,物性 ･

加工分野で講演された ｢木材の透過性の向上｣(金

川 靖),｢木質材料の製造｣(川井秀一),｢木材丸

太の成形｣(棚橋光彦),｢圧縮木材の製造｣ (井上

雅文)について紹介した｡

石原茂久 :木から超伝導体素材,木の100不思議 (日

本林業技術協会編),東京書籍㈱,204-205(1995)

木材の熟変換,焼成炭化過程における導電性発

鍾

現機構の概略と高導電性素材 ･超伝導体素材とし

ての可能性について並べた｡

石原茂久 :ホルムアルデヒド, 日本木材学会第4

期研究分科会報告書, 2.健康 ･快適性に関わる

木材の諸性質,日本木材学会Ⅳ57-Ⅳ65(1995)

ホルムアルデヒドの物理的性質,化学的性質,

工業的利用,毒性,木材工業製品からの放出とそ

のメカニズム,ホルムアルデヒドによる生活環境

汚染,放出の抑制及び低減化,試験法について簡

略に解説した｡

石原茂久 :燃焼の研究が炭の面白さを誘い,残廃

木材の処理問題が新 しい木材開発へと夢は限りな

く拡がる,ウッドミック,No.139,33-37(1994)

木材の燃焼とその抑制の新 しい処理技術,燃焼

のプロセスを物質変換のそれとしてとらえ,機能

性炭素材料素材としての可能性を示した｡

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

CreepBehaviorunderFireandFireEndurance

ofJapanese Cedar,CaringfortheForest:Re-

searchinA ChangingWorld,AbstractsofInvited

Papers,IUFRO XX WorldCongressTampereFin-

land,361, (1995)

畑 俊光,梶本武志,石原茂久,月東秀夫 :火炎

下におけるスギ材のクリープ挙動と耐火性能

スギの難燃化処理による火炎下におけるクリー

プ破壊挙動の変化 とJISA1304に準拠 した燃焼試

験法による耐火性能について述べた｡

S.IsHIHARA,K.NISHIMIYA,T.YAMANE and I.IDE:

EFFECT OF CARBONIZING TEMPERATURES

ON CHARCOALPROPERTIESASADVANCED

MATERIALS,CARBON '95,22mdBiennialConfer-

enceonCarbon,ExtendedAbstracts7381739(1995)

石原茂久,西宮耕栄,山根健司,井出 勇 :先端

材料としての木炭の性質に及ぼす炭化温度の影響

焼成炭化温度の上昇と導電性及び電磁波遮蔽性

の変化を示 して,炭化温度と先端材料としての木

炭の特性の関係について述べた｡

- 1 9 3 -



木材研究 ･資料 第31号 (1995)

石原茂久 :木というものと炭素材料素材としての

木村 と,第33回炭素材料に関する夏季セ ミナー,

炭素材料学会,21-30(1995)

T.FuRUNOandY.IMAMURA:BiologlCalResistance

ofWood-MineralCompositesUsing the Water

Glass-Boron Compound System,Proc.of2nd

PaclficRimBioIBasedCompositesSymp0.,92-101

(1994)

古野 毅,今村祐嗣 :水ガラス-ホウ素系システ

ムによる木材一無機物複合体の生物劣化抵抗性

水ガラスーホウ素系システムによって製造され

た木材一無機物複合体の生物劣化抵抗性を,ホウ

素化合物が溶脱抵抗性の向上に果たす役割と関連

させて検討 した｡供試材料となる複合体は,木材

に水ガラスを拡散浸透させ,続いてホウ素化合物

の飽和水溶液中に移す方法 (2段階処理),および

ホウ素化合物だけを注入する方法 (1段階処理)

で製造 した｡溶脱操作 した試料についてシロアリ

に対する食害性を検討 した結果,水ガラスーホウ

素化合物による2段階処理では高い抵抗性を保持

していたが, 1段階処理では十分な性能は得 られ

ず,これは成分が溶脱操作によって流出したため

であると判断された｡また,水ガラスーホウ素系

システムによって製造された木材一無機物複合体

には,腐朽に対 しても高い抵抗性が付与されてい

た｡

B.SuBIYANTO,Y.SUDIYANI,S.YusUF,Y.IMAMURA,S.

FUsHIKl,T.SAITOandY.KATUZAWA:TheEfficaryof

PresevativesIncorporatedintheGIueofPartic-

leboardsand Plywoods,In"PropertiesandUti-

lizationofFast-GrowingTrees",C.CHISON,H.SASAKl

and HuaYUKONeds.,p.234-243,ChinaForestry

publishingHouse,Beijing(1994)

B.スビヤント,Y.スデイヤこ,S.ユスフ,今

村祐嗣,伏木清行,斎藤隆信,勝沢善永 :パーティ

クルボー ドおよび合板の接着剤に混入処理 した保

存剤の効果

熱帯産の早生造林樹種であるアルビジアを原料

としたパーティクルボード,ならびにラワンを原

料とした合板を,接着剤中に防腐剤と防虫剤を混

入して製造 し,これら処理ボードの機械的,物理

的性質ならびに生物劣化に対する抵抗性を検討 し

た｡保存薬剤の混入処理によって,ボー ドの曲げ

強度やはく離強度は影響を受けなかった｡実験室

的な評価試験の結果では,クロルピリホス,ジク

ロフェンチオン,プロペタンホスをa.i.として

0.35kg/m3含有するパーティクルボードならびに合

板は,イエシロアリの食害を受けなかった｡防腐

剤と防虫剤の混合薬剤を混入した場合,IF-1000を

0.5kg/m3含有するラワン合板は,オオウズラタケ

およびカワラタケによる腐朽を抑制したが,アル

ビジア ･パーティクルボードの場合,実験に用い

た処理レベルでは腐朽菌の攻撃を抑えることはで

きなかった｡しかしこの場合においても,IF-1000

を1.0kg/m3以上含むボー ドでは劣化抵抗性が達成

できる見通しを得た｡

Y.IMAMURA:Strength LossesofWood Compo-

sites and BiologlCalFailure in Gluelines,In

"Adhesiveand Bonded Wood Products"(ed.C-Y

Hse,B.TomitaandS.∫.Branham),p.184-193,For.

Prod.Soc.Madison,USA,1994

今村祐嗣 :腐朽による木質材料の強度低下と接着

層の劣化

パーティクルボー ドやフレークボー ドなど木質

ボードは,腐朽菌の攻撃を受けると,わずかな重

量減少で大きな強度低下を生 じることが多い｡し

たがって,腐朽劣化の程度を重量減少率だけで評

価するのは,構造材料としての利用を考えた場合

十分ではない｡そこで,材料に腐朽菌を人為的に

作用させながら一定荷重を負荷 し,経時的に曲げ

クリープたわみを測定する方法を適用した｡その

結果,曲げたわみの増加挙動は,材料の腐朽菌に

よる劣化動向を如実に反映した｡試験初期におけ

るたわみの増加は,ボー ドを構成するパーティク

ルやフレークなどエレメント表面への腐朽菌糸の

侵入によって生 じ,結果的に接着層の劣化を引き

起こした｡この接着劣化のようすはSEM による観

察からも裏付けられた｡木質ボードの腐朽劣化は,

原料樹種,エレメントの形状,密度と構成,接着

剤のタイプと含脂率,など製造因子によって影響

を受け,接着剤のタイプでは,フェノール樹脂接
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着剤に比較 して,イソシアネート系接着剤を用い

たボー ドでは早期に破壊に接着劣化を生 じた｡ま

た,作用する腐朽菌の種類によってもその挙動は

影響を受けた｡

飯田生穂,今村祐嗣 :木材中への薬液浸透法 (圧

縮前処理法,マイクロ波加熱法,立木注入法)の

検討,木材保存,20,332-335(1994)

木材の液体浸透性の向上を目的に,閉鎖壁孔の

開口と液体浸透の駆動力に着目した3つの浸透促

進法,すなわち,圧縮前処理法,マイクロ波加熱法,

立木注入法を取上げ,浸透量や浸透促進の効果な

どを検討した｡

今村祐嗣 :木材 の劣化防止,木材工業,49,

531-535(1994)

木造住宅の性能向上の一つとして木材の劣化防

止を取 り上げ,住宅における木材の保存処理の基

本的な考え方,耐久性向上に要求される トータル

技術としての保存処理,現在解決が求められてい

る処理技術の課題,木質材料の耐久性向上技術,

等について論述した｡

今村祐嗣,藤井義久 :AEモニタリングによるシ

ロア リの木材摂食活動の解析,木材保存,21,

61-69(1995)

木材加害昆虫の摂食活動がアコースティック ･

エミッション (AE)の発生とリアルタイムに対応

していることが明確になったので,この原理を用

いてイエシロアリの食餌活動に伴う行動様式を追

跡し,解析した｡

容器内に一定頭数のイエシロアリと木材を設置

すると,試験開始後,数時間～数十時間でAE事

象数は急増 し,その後一定値まで低下するが,後

日経過後再び上昇 した｡その後,この増減のリズ

ムを繰 り返した｡兵蟻を全 く移入 しない場合,移

入区より明らかにAE事象数は少なく,これに対

応 して木材の摂食量も少なかった｡また,兵蟻の

割合が標準より多い場合においても,AE事象数は

少なくなったが,経過 日数につれて増加 し,この

傾向は野外で採取 したシロアリで著しかった｡周

囲の温度によって事象数は変化 し,27℃付近より

録

低下するにつれて減少 し,12℃ではAEの発生は

停止 した｡再び温度を上昇させるにしたがいAE

の発生は増大し,さらに,試験を開始 した27℃よ

り上昇させると38℃付近までは増加する場合も認

められるが,その後は一般的に減少 し40℃を超え

るとAEの発生は停止 した｡この場合,温度を下

げてもAEは再び発生 しなかった｡また,イエシ

ロアリの食害活動は明らかに光の照射によって影

響を受け,AEの発生は一旦停止ないし低下した｡

しかし,その後時間の経過とともに光の照射下で

あっても食害活動は再び回復 した｡

藤井義久,今村祐嗣,柴田叡式 :スギカミキリの

食害活動によるアコースティック ･エミッション

(AE)の棉出, 日本環境動物昆虫学会誌,6,

112-118(1994)

スギカミキリの幼虫を接種 したスギ丸太からア

コースティック ･エミッション (AE)を検出した｡

このAEは辺材部を穿孔 しながら移動する幼虫の,

食害活動をはじめとする何 らかの活動に起因する

と考えられた｡また擬似 AE波の木材中での減衰

早,幼虫に対するセンサの位置と検出されるAE

波との関係を検討 した結果から,今回用いたセン

サによるスギカミキリ幼虫の活動の監視可能範囲

を明らかにした｡

今村祐嗣 :薬品処理木材の廃棄処理と再利用技術,

日本木材学会第 4期研究分科会報告書 (産業 ･生

活廃棄物),122-129(1995)

薬品処理木材のうち,保存処理木材の排出量予

測,リサイクル利用技術,安全廃棄処理-の取 り

組みについて論述した｡

今村祐嗣 :保存処理木材の廃棄の現状と将来の見

通 し,保存処理廃材のリサイクル利用技術ならび

に安全廃棄技術,㈱ 日本木材保存協会編,p.3-16

(1994)

保存処理木材の廃棄の現状 と将来の見通 しにつ

いて述べた｡

T.HATA,SUBYAKTO,K.NISHIMIYA,H.GETTOandS.IsHL

HARA･･CreepBehaviorofWoodandComposite
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WoodunderFire,in"PropertleSandUtilizationof

Fast･GrowingTrees",C.CHISON,H.SASAKlandHua

YuKUNeds.,176-184,ChinaForestry Publishing

House,Beijing(1994)

畑 俊充,スビヤク ト,西宮耕栄,月東秀夫,石

原茂久 :火炎下における木材とLVLのクリープ挙

動

アルビジア (AlbizziafalcataBecker),カブール

(Dryobalanopssp.),スギ (Cryptomeriajaponica

D.Don)の素材 とAlbizziaとKapurの 2層あるい

は3層のLVLを, トリメチロールメラミンとリン

酸の混合溶液を用いて耐火処理を行った｡そして,

火炎下におけるクリープ挙動を検討 した｡その結

莱,処理を行った試験体の耐火性能は無処理のも

のより明らかに向上した｡素材については,カブー

ル,スギ,アルビジアの順で耐火性能が高かった｡

また,LVLでは積層数が大きいほど耐火性能が大

きくなった｡

畑 俊充 :板づくりにラクラクプレス,木の100不

思議,林業技術協会,178-179(1995)

木質パネルの製造技術 と蒸気噴射プレス法が平

易にまとめられている｡

高橋旨象,吉村 剛,足立昭男 :阪神大震災にお

ける破損木造住宅に関する調査報告一主 として腐

朽 ･蟻害について,1995年兵庫県南部地震による

木材 ･木造住宅被害調査報告,日本木材学会地震

調査班,第Ⅱ章,pp.46-78(1995)

平成 7年 1月17日発生 した兵庫県南部地震によ

る木材 ･木造住宅の被害調査を,西宮市,宝塚市,

芦屋市,神戸市東灘区において2月13-15日に行っ

た｡損壊木造住宅の多 くに腐朽 と蟻害が見 られ,

とくにモルタル壁内部の部材の劣化が激しかった｡

この劣化は雨水 ･生活水 ･壁内結露による木材へ

の水分侵入が原因であること,水分の侵入があれ

ばヤマ トシロアリの被害 も2階付近にまで達する

ことを明らかにした｡

高橋旨象 :阪神 ･淡路大震災における損壊木造住

宅の腐朽と蟻害,しろあり,No.101,3-9(1995)

兵庫県南部地震による木材 ･木造住宅の被害調

査資料をもとに,木造建築物の防腐 ･防蟻処理及

び維持管理システム確立の重要性を強調 した｡

角田邦夫,桜井 誠 :ナフテン酸金属塩の木材保

存性能(1) 室内試験による防腐 ･防蟻性能評価,

木材保存,19(6),13-21(1993)

ナフテン酸金属塩 (ナフテン酸銅及びナフテン

酸亜鉛)の防腐 ･防蟻性能を室内標準試験で評価

した｡

JIS法に準拠 した減圧注入処理スギ試験体を用い

た腐朽試験 DISA9302(1976)]で,防腐効力値90

以上を達成できる吸収量は,ナフテン酸銅 とナフ

テン酸亜鉛で各々0.5と1.0kg/m3であった｡1991年

に改訂されたJISA9201で規定された厳 しい耐候

操作後では,ナフテン酸鋼の吸収量2.1kg/m3で重

量減少率を3%以下に抑制できた｡塗布処理試験

体 を利用 した旧 日本木材保存協会規格第 1号

(1979)と新規格 (1989)では,ナフテン酸銅は各々

銅として 2%と3%で基準値を上回る性能を示 し

た｡ナフテン酸亜鉛は,新規格の過酷な耐候操作

後には亜鉛 として 4%処理でも, 3%以上の重量

減少率を記録 した｡

酸価の防腐性能への影響を塗布処理の防腐効果

で比較 したところ,ナフテン酸鋼では酸価160-

220の範囲でほとんど防腐効果に差がなかったが,

ナフテン酸亜鉛では酸価170の防腐効果が他の酸価

より高い傾向が認められた｡

日本木材保存協会規格第11号(1)(1981)に準 じ

た総合試験において,基準値に達する防蟻性を里

する処理濃度は,ナフテン酸鋼では銅として 1%,

ナフテン酸亜鉛では亜鉛として2%であった｡

桜井 誠,角田邦夫 :ナフテン酸金属塩の木材保

存性能(2) 処理木材の各種性能評価,木村保存,

20(4),ll-16(1994)

ナフテン酸銅及びナフテン酸亜鉛で処理 した木

材の水による溶脱性,吸水性,吸湿性を調べると

ともに,ナフテン酸金属塩類の各樹種に対する浸

透性を調べた｡

ナフテン酸銅は高い溶脱抵抗性を示 した｡ナフ

テン酸亜鉛は銅よりも溶脱抵抗性は劣 り,特に,

低濃度の場合に溶脱が大きかった｡薬剤の種類と

- 1 96 -



抄

樹種の違いが吸水性に及ぼす影響をみると,ナフ

テン酸鋼,亜鉛共にアカマツで最大の吸水比を示

し,ブナ,スギの順に吸水比が小さくなった｡吸

湿性を比較すると,アカマツ,スギ,ブナの順に

吸湿比が小さくなる傾向が認められた｡ナフテン

酸銅の場合には濃度によって吸収比には差がなく

0.5-0.8であった｡

樹種別の浸透性では,ナフテン酸銅 ･亜鉛共に

アカマツが良く浸透 し,スギ,ブナへの浸透は木

材試片の表層付近に限定され深 くまで達 しなかっ

た｡さらに濃度の違いにより,粘度の影響と考え

られる浸透性の差も認められた｡

K.TsUNODA･.TermiticidalEfficacy ofSynthetic

Pyrethroids2･EffectofAcce一eratedAgeingon

TheirTermiticidaLPerformance,WoodPreserva-

tion,2(2),67173(1993)

角田邦夫 :合成 ビレスロイ ド化合物の防蟻性能

2.劣化促進操作の防蟻性能への影響

2種の合成ピレスロイ ド化合物 (サイハロスリ

ンとラムダサイハロスリン)で塗布処理 したアカ

マツ辺材片 (10×10×20mm)を劣化促進操作後,

イエシロアリによる強制摂食試験に供 した｡劣化

促進操作は熱処理 (40℃下に1,3,6,12ヵ月)と

無殺菌土壌埋設処理 (26℃,約90%RHに保持 し

た無殺菌土壌中に3,6,12週間埋設)であった｡

熱処理の防蟻効果への影響は少なく,熱処理12カ

月後の最低試験濃度 [サイハロスリン :0.1%

(W/v):ラムダサイハロスリン :0.05%(W/v)]で

あっても,防蟻性能基準をクリアできた｡しかし

ながら,熱処理12ヵ月後のアカマツ木片から供試

化合物を回収 したところ,塗布処理直後の分析値

の約1/2にまで減少した事例があった｡無殺菌土壌

埋設処理は防蟻効果を減じ,12週間後に防蟻基準

をクリアできた試験濃度はサイハロスリンでは

IPBCの添加の有無にかかわらず0.2と0.4%(W/v),

ラムダサイハロスリンでは0.5%のIPBCを添加 し

た場合の0.2%(W/v)のみであった｡

これらの結果は,市販されている合成ピレスロ

イド化合物と同等以上であり,今後の実用化が期

待される｡

録

M.HEDLEY,K.TsUNODA,andK.SUzUKI:Fiek】Tests

ofPreservative一丁reatedRadiataPineinJapan,

TheInt.Res.GrouponWoodPreserv.Document

No.IRG/WP95-30083(1995)

マイケル ･へ ドレイ,角田邦夫,鈴木憲太郎 :ラ

ジアータパイン処理材の日本における野外試験

ジデシルヂメチルアンモニウムクロライ ド

(DDAC),メチルアルキルベンジル トリメチルア

ンモニウムクロライ ド (BAC),銅 を添加 した

DDACあるいはBAC,CCAなどで減圧処理したラ

ジア一夕パイン試験杭 (20×20×400mm)を筑波,

宇治,鹿児島県吹上町に1981-1982年にかけて設

置した｡約14年経過後の1995年の調査結果では,

CCAの保存性能がもっとも高 く,次いでDDACや

BACに銅とアンモニアを配合 したものであった｡

銅無添加の場合には, 2種の4級アンモニウムク

ロライ ド間には保存性能の差異は認められなかっ

た｡

K.TsUNODA,W.OHMURA,M.ToKOROandT.YosHト

MURA: Mehtane Emission by Termites,Cop･

totennesformosanusShirakj,TheInt.Res.Group

onWoodPreserv.DocumentNo.IRG/WP95-10099

(1995)

角田邦夫,大村和香子,所 雅彦,吉村 剛 :イ

エシロアリによるメタン生成

シロアリが生成するメタンは,地球の温暖化の

一因であることが指摘されて以来,数種のシロア

リに関して実験室条件下で生成メタン量が測定さ

れ,日本で木造家屋への侵害が激 しいイエシロア

リも例外でないことを示 した｡メタン生成量は供

試個体数などの実験条件に影響されるため,得 ら

れデータを直接的に比較できないことが示唆され

た｡メタン生成は, 3種の腸内共生原生動物のう

ち最小のSpirotrichonymphaleidyiKoizumiに共生

しているメタン菌に依存 していることも証左 した｡

吉村 剛 :生物の攻撃からバイオマテリアル (木

材)を守る,ウッドミック,No.138,51-53(1994)

木材資源の長期的有効利用という立場から,木

材保存学の重要性について述べ,現在行われてい

る研究内容および今後の課題について概説 した｡
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吉村 剛 :木の自然循環系とシロアリ,もくざい

と環境-エコマテリアルへの招待 (桑原正章編),

海青社,p.110-124(1994)

木が死んでから自然に還って行 く過程,つまり

木の自然循環系について概説すると共に,昆虫,

特にシロアリの重要性について,最近の研究成果

をもとに論じた｡

T.YosHIMURA,J.AzUMA,K.TsuNODAandM.TAKA-

HASHl:ChangesofWood-AttackingActivityofthe

LowerTermite,CoptotemesformosanusShirakiin

Defaunation-RefaunationProcessofthelntestin-

alProtozoa,Mater.Orgnismen,28,153-164(1993/

1994)

吉村 剛,東 順一,角田邦夫,高橋旨象 :原生

動物の除去一回復過程におけるイ工シロアリの木

材接触活性の変化

イエシロアリの木材分解における原生動物の寄

与を検討するために,原生動物の除去一回復過程

でのホス トの木材摂食活性の変化を観察 した｡低

分子量セルロース (DP-17)を5週間強制摂食さ

せて大型原生動物 (Pseudotrichonymphagrassii

Koidzumi)を除去 した場合,ホス トの木材摂食活

性は30%低下したが,正常な個体と1週間接触ぎ

せる事によって容易に回復 した｡一方,原生動物

相を完全に消滅させた個体では,原生動物相を回

復させた後も殆ど木材を摂食できなかった｡これ

らの結果から,イエシロアリ職蟻の木材摂食活性

の多くの部分が後腸原生動物相に依存 していると

考えられた｡

T.YosHIMURA,J.AzUMA,K.TsuNODAandM.TAKA-

HASHl: Ce=uLose Metabo一ism ofthe Sympiotic

ProtozoainTermite,CoptoteT7neSfonnosanusShir-

aki(lsoptera二RhinotermI'tidae)V･Effectofcrys-

tallinityofcellulose.MokuzaiGakkaishi,41(2),

206-210(1995)

吉村 剛,東 順一,角田邦夫,高橋旨象 :イ工

シロアリ共生原生動物のセルロース代謝 (第 5朝)

セルロースの結晶化度の影響

イエシロアリ職蟻に,結晶化度の異なるセルロー

ス試料を強制的に摂食させ,その生存率,休重の

変化,分化 した兵蟻数および後腸内共生原生動物

相の変化を観察した｡職蟻の生存率,体重変化お

よび分化 した兵蟻数から,全てのセルロース試料

(結晶化度 :13.1%～88.5%)が栄養源として利

用されうる事,およびその中でも中程度の結晶化

皮 (約40-70%)を有するものが特に有用である

事が明らかになった｡また,原生動物相には著し

い変化は観察されず,3種共生原生動物によるセ

ルロースの利用性に関して,結晶化度の影響は殆

どないと考えられた｡

吉村 剛 :第12回国際社会性昆虫学会大国に参加

して,木材保存,21(1),23-27(1995)

1994年 8月21-27日にフランスのパリで開かれ

た第12回国際社会性昆虫学会 (IUSSI)大会におけ

るシロアリ関連の発表を概説すると共に,シンポ

ジウム ｢都市部におけるシロアリ｣の内容につい

て報告した｡

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

NODAandM.TAKAHASHl:TunneHngofSubterranean

Termites,CoptoおT7neSgeStrOIWasmannandCop-

totennesformosanusShirakiintoGravelPhysical

Barriers,Jpn.J.Environ.Entomol.Zool･,7(1),

13-19(1995)

Y.SORNNUWAT,C.VoNGKALUANG,吉村 剛,角田邦夫,

高橋旨象 :小石を利用 したフィジカルバリアーへ

の地下シロアリ (CoptotermesgestroiWasmannと

coptotermesfonnosanusShiraki)の穿孔能力

タイおよび日本の代表的地下シロアリである

CoptotermesgestroiiCoptotermesformosanusの

小石を利用したフィジカルバリアーへの穿孔能力

を室内試験で比較検討 した｡シロアリの穿孔を阻

止 で きた小石 の直径 はC gestroiに対 して は

1.412.4mm,C.jTomwswuJSに対 しては,1･7-2･4mm

であった｡タイにおけるC.gestroiに対する野外試

験 で は, 小 石 の直 径 の 範 囲 が 1.4-1.7mmと

2.0-2.4mmの場合に12ヶ月間穿孔を阻止でき,室

内試験結果を裏付けるものであった｡室内と野外

試験結果は実用の可能性を示唆するものであった

が,実用化を企図する際には,施用方法,効果の

持続性,経済性などを熟慮しなければならない｡
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S.YusUF,Y.IMAMURA,M.TAKAHASHIandK.MINATO:

Weathering PropertiesofChemicallyModified

Wood with Some Cross-Linking Agents,The

SecondPaclficRimBio-BasedCompositesSymp.,

Canada,Nov.1994,160-168(1994)

スレイマン･ユスフ,今村祐嗣,高橋 旨象,湊

和也 :数種の架橋剤による化学修飾木材の耐候性

ラジア一夕パインの単板を,ホルムアルデヒド,

グリオキサール,グルタールアルデヒド,あるい

はジメチ ロールジ ヒ ドロキシエ チ レン尿 素

(DMDHEU)などの架橋剤によって処理 した後積

層 したLVLについて,野外での自然暴露および人

工の促進劣化による耐候操作を行い,表面色の変

化や表面割れの発生および操作後の耐朽性を検討

した｡

24週間の野外暴露の結果,表面色の変化を示す

色差△E*の増大は処理によって抑制され,そのう

ちDMDHEUで処理 した場合一番小 さかった｡光

照射と散水による720時間の促進耐候操作を行 う

と,表面を塗装 したすべての処理材では無処理材

の約半分の△E*の値であったが,塗装を行ってい

ない場合では逆に処理材の方が値が大きかった｡

塗装を行った試料の表面割れの発生は,無塗装よ

り有意に小さかったが,処理条件の間では差異は

認められなかった｡表面状態の組織学的な特徴に

ついてはSEMによって検討したが,処理材料にお

いては大 きな表面割れの発生が抑制されている様

子が観察された｡

S.YUsuF,Y.IMAMURA,M.TAKAHASHIandK.MINATO:

BioFoglCaJResistanceofWoodChemicallyMod-

ified with Non-Formaldhyde Cross-Linking

Agents,MokuzaiGakkaishi,4l,163-169(1995)

ス レイマン･ユスフ,今村祐嗣,高橋旨象,湊

和也 :非ホルムアルデヒ ド架橋剤による化学修飾

木材の生物劣化抵抗性

グリオキサール,グルタールアルデヒド,ある

いはジメチロールジヒ ドロキシエチ レン尿素

(DMDHEU)など,非ホルムアルデヒド系の架橋

剤によって処理された木材の生物劣化抵抗性を検

討した｡

スギ辺材をグルタールアルデヒドで処理 した場

鍾

令, 3種の架橋剤のなかでは一番高い抵抗性を,

褐色腐朽菌のオオウズラタケと白色腐朽菌のカワ

ラタケならびにイエシロアリとヤマ トシロアリに

対 して付与することができた｡すなわち,処理に

よる10%以下の重量増加で両方の腐朽菌による劣

化作用をほとんど抑制 し,また,両種のシロアリ

を完全に死亡させることができた｡DMDHEUもま

た同様に,スギ辺材の生物劣化抵抗性を向上させ

ることに有効であった｡これらの架橋剤による耐

朽 ･耐蟻性の向上効果はブナの場合にも認められ

たが,その程度はスギに比較 してやや低いもので

あった｡劣化抵抗性の発現に対する架橋剤の種類

や処理対象の樹種による違Liは,処理によって達

成できる寸法安定性とも関連 していた｡グリオキ

サールによる処理は,生物劣化抵抗性と寸法安定

性に対 して両樹種とも低い効果 しか与えることが

できなかった｡

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

PropertyEnhancementofAlbizziaWaferboard

byFormaldehydeTreatment,MokuzaiGakkaishi

4l,223-228(1995)お よびTheProc.ofthetnt.

Symp･ontheUtilizationofFastGrowingTrees,

Nanjin,Oct.1994,207-216(1994)

ス レイマン･ユスフ,今村祐嗣,高橋 旨象,漢

和也 :ホルマール化処理によるアルビジアウェ

ファーボー ドの性能向上

熱帯早生広葉樹種であるアル ビジア (Par a-

serienthesfalcataBecker)を原料として,低比重の

ホルマール化処理ウェファボードを製造 し,その

機械的,物理的性質,ならびに生物劣化抵抗性を

検討 した｡気相ホルマール化処理は,製板後,ホ

ルムアルデヒド源 としてテ トラオキサンを,触媒

として二酸化イオウを用い,120℃で行った｡処理

による重量増加率 (wG)およびボードの厚さ膨張

から求めた抗膨潤能 (ASE)は,処理時間 (5,10,

24時間)によってほとんど影響を受けなかった｡

ボー ドの曲げ強度 (MOR)は5時間の処理によっ

て低下 したが,処理時間が長 くなっても変わらな

かった｡一方,曲げヤング係数 (MOE)は処理によっ

ても低下しなかった｡これに対 し,はく離強度 (IB)

は処理によってむしろ増大 したが,これは,ホル
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マール化処理ならびに触媒が,イソシアネー ト樹

脂の接着性へ与える影響によって引き起こされた

ものと考えられた｡ホルマール化処理は,水中浸

清によるボー ドの厚さ膨張と長さ膨張を抑制 し,

処理によって生成 した架橋結合が熱水や煮沸に対

してもきわめて安定であることを示した｡さらに,

5時間の処理によって腐朽菌に対するきわめて高

い抵抗性が付与されたことが明らかになった｡

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

Weathring Properties ofChemicaHy Modified

WoodwithSomeCross-LinkingAgentsandlts

Decay Resistance afterWeathermg,Mokuzai

Gakkaishi,4l,7851793(1995)

ス レイマン ･ユスフ,今村祐嗣,高橋 旨象,湊

和也 :数種の架橋剤による化学修飾木材の耐候性

および耐候操作後の耐朽性

ラジア一夕パインの単板を,ホルムアルデヒド,

グリオキサール,グルタールアルデヒド,あるい

は ジ メチ ロール ジ ヒ ドロキ シエ チ レン尿 素

(DMDHEU)などの架橋剤によって処理 した後積

層 したLVLについて,野外での自然暴露および人

工の促進劣化による耐候操作を行い,表面色の変

化や表面割れの発生および操作後の耐朽性を検討

した｡

24週間の野外暴露の結果,表面色の変化を示す

色差△E*の増大は処理によって抑制され,そのう

ちDMDHUで処理 した場合一番小さかった｡光照

射と散水による720時間の促進耐候操作を行うと,

表面を塗装 したすべての処理剤では無処理剤の約

半分の△E*の値であったが,塗装を行っていない

場合では逆に処理材の方が値が大きかった｡塗装

を行った試料の表面割れの発生は,無塗装より有

意に小さかったが,処理条件の間では差異は認め

られなかった｡表面状態の組織学的な特徴につい

てはSEMによって検討 したが,処理材料において

は大きな表面割れの発生が抑制されている様子が

観察された｡耐候操作の後であっても処理材の腐

朽劣化抵抗性は認められたが,特にホルムアルデ

ヒドで処理した場合高い耐朽性を維持していた｡

S.YUsuF,Y.IMAMURA,M.TAKAHASHIandK.MINATO:

Physicaland BiologlcalPropertiesofAlbizzia

Waferboard Modified withCross-Linking Agents,

TheInt.Res･GrouponWoodPreserv"Document

No:IRG/WP/95-40043(1995)

ス レイマ ン･ユスフ,今村祐嗣,高橋 旨象,漢

和也 :架橋剤処理アルビジアウェファーボー ドの

物理的 ･生物的性質

熱帯早生広葉樹種で あるアル ビジア (Para-

serienthesfalcataBecker)を原料 として,低比重の

ホルマール化処理ウェファボー ドを製造 し,その

機械的,物理的性質,ならびに生物劣化抵抗性を

検討 した｡気相ホルマール化処理は,製板後,ホ

ルムアルデヒド源 としてテ トラオキサンを,触媒

として二酸化イオウを用い,120℃で行なった｡液

相ホルマール化処理はグルタールアルデヒド,あ

るいはジメチロールジヒドロキシエチ レン尿素

(DMDHEU)などの架橋剤によって処理した｡

ボードの曲げ強度 (MOR)は5時間の処理によっ

て低下 したが,処理時間が長 くなっても変わらな

かった｡一方,曲げヤング係数 (MOE)は処理によっ

ても低下しなかったが,気相あるいは液相ホルマー

ル化処理は,水中浸清によるボー ドの厚さ膨張と

長さ膨張を抑制 し,処理によって生成 した架橋結

合が熱水や煮沸に対 してもきわめて安定であるこ

とを示 した｡さらに, 5時間の処理にって腐朽菌

に対するきわめて高い抵抗性が付与されたことが

明らかになった｡

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 (第 1報)ジュー

トファイバーとウッ ドファイバーの混合比がボー

ドの性質に及ぼす影響,木材学会誌,40(8),

816-823(1994)

画像解析システムを用いて,熱帯産広葉樹ファ

イバーとジュー トファイバーの寸法 ･形状を測定

し,その形態の特徴 を明らかにした｡また,これ

らファイバー (繊維束)の平衡含水率と引張強度

を測定 した｡その結果,ジュー トファイバーは非

常に細長 く,引張強度が高かったが,南洋材広葉

樹 ファイバーのそれは,ジュー トのそれに比べ,

長さが1/6,幅が3.5倍であり,また,その引張強

度は1/5であった｡
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次いで,比重を4水準,混合比を5水準にとって,

ジュー ト･ウッドファイバー複合ボー ドを製造 し,

曲げ強度 (MOR),曲げヤング率 (MOE),はく離

強度 (IB),吸水厚さ膨張率 (TS),線膨張率 (LE)

および湿潤強度 (MORw) を測定 した｡最後に,

これらの実験で得られた知見を基にして,原料ファ

イバーの寸法 ･形状,力学的性質および両ファイ

バーの混合比が,複合ボー ドの諸性質に及ぼす影

響を検討 し,そこに特殊な混合則が存在すること

を明らかにした｡

D.A.EusEBIO,S.KAWAI,Y.IMAMURA,andH.SASAKI:

lsocyanate-lnorganic Bonded Composites Ⅲ .

Rapid production ofcement-bonded particle-

board by steam rnJeCtion presslng,Mokuzai

Gakkaishi,40(9),9221930(1994)

ドゥワイト･エユセビオ,川井秀一,今村祐嗣,佐々

木光 :イソシアネー ト･無機物混合複合材料 (第

3報)蒸気噴射プレス法による木片セメン ト板の

短時間成型

イソシアネー ト･セメン ト結合パーティクル

ボーードの製造に蒸気噴射プレス法を適用 し,成型

時間の短縮を試みた｡蒸気噴射の条件,総プレス

時間,イソシアネー ト樹脂 (IC)添加率,ならび

に含水率が,ボー ドの材質に及ぼす影響を明らか

にした｡さらに,IC-セメント結合の微細構造から,

セメントの水和反応への蒸気噴射プレス法の影響

を検討した｡

噴 射 蒸 気 の最適 圧 力 と時 間 は, それ ぞ れ

1.25kgf/cm2ぉよぴ3秒であった｡最大曲げモーメ

ントおよび曲げ剛性はプレス時間の影響を受けな

いが,曲げ強度ならびに曲げヤング率はプレス時

間の増加 とともに大きくなった｡ボー ドのはく離

強度は,含水率50%,IC添加率12%,プレス時間

10分の場合に最大値を示 した｡プレス時間の増大

は,吸水率を低下させた｡IC添加率12%のボー ド

は, 8%のボー ドに比べて優れた材質を示 した｡

含水率の増加は,プレス時間にもよるが,全般に

力学的性能を低下させた｡SEM観察によれば,セ

メントの水和反応は蒸気噴射プレス法によって妨

げられない｡

録

中田欣作,杉本英明,海元一,川井秀一 :スギ材ロー

タ リー単板 を原料 としたゼファーマッ トの性能

(Ⅱ)防革および緑化ゼファーマットの敷設試験,

木材工業,50(1),13-17(1995)

スギ材ロータリー単板を原料にしたゼファーを

防草マットと緑化マットに適用 し,その実用的な

敷設試験を行なって,効果を調べた｡その結果,

寒冷紗を接着 したゼファーマットは防草効果が高

く,耐久性にも優れていた｡また,遮光率95%以

下の緑化マットでは,種子の発芽が良好であった｡

D.A.EUsEBIO,Y.KUROKI,W.NAGADOMI,S.KAWAIand

H.SASAKI:RapidCuringofCement-BondedPar-

ticleboard L Steam injection Pressing of

cement-bondedparticleboardwithsodium hyd-

rogen carbonate,MokuzaiGakkaishi,41(3),

309-317(1995)

ドゥワイ ト･エユセビオ,黒木康雄,永富 雛,

川井秀一,佐々木光 :木片セメン ト板の迅速硬化

(第 1報)重炭酸ナ トリウム添加による木片セメ

ント板の蒸気噴射プレス法

木片セメント板 (CBP) のプレス時間を短縮す

るための実験を行った｡この実験はバインダーと

して普通ポル トランドセメント (OPC) に重炭酸

ナ トリウム (NaHCO3) を混合すること,そして蒸

気噴射プレスを使うことによって実施された｡ボー

ドの性能に及ぼす蒸気噴射時間 (SIT),NaHCO3添

加量,総プレス時間 (TPT) を色々変えて評価 し,

最適蒸気噴射プレス条件を決定 した｡色々な時間

隔での水中浸積だけでなく3, 7日の塩化 ビニリ

デンのラッピングの様な硬化 とコンディショニン

グ法がボー ドの性質を高めるために行われた｡更

にセメント凝結を阻害する成分を含んでいる数種

の使用の可能性 もはっきりした｡ここに取 り扱っ

ている実験条件の範囲,結果を考慮すると,セメ

ントの初期硬化は少なくとも5%NaHC03の添加

でそれぞれSIT 2秒,TPT 3分で達成され,CBP

はプレス後す ぐにハンドリングできることが示さ

れた｡

- 20 1 -



木材研究 ･資料 第31号 (1995)

柳川靖夫,川井秀一,王潜,佐々木光,近藤正巳,

白井文朗 :蒸気噴射型連続プレスによる LVLの製

造 (第 1報)蒸気透過性材料の選択とLVLの製造,

木材学会誌,41(5),474-482(1995)

側面からの蒸気噴射型連続プレスを応用 して単

板積層材 (LVL)の製造技術の開発を試みた｡す

なわち,まず初めに単板間に蒸気を透過させる材

料について検討 した｡次に,製造に適用可能な蒸

気透過性を有する材料を使用 してスギLVLを試作

し,その性能試験 を行った｡結果は以下のとお り

である｡1)蒸気を透過させる材料として,①段ボー

ル紙,②半波板紙,③短冊状単板を並べたクロス

バ ンド,④メッシュ状ガラス繊維シー ト,⑤ メッ

シュ状有機繊維シー ト,⑥ コルゲー ト状単板,を

選択 した｡これを単板間に積層 してLVLの側面よ

り蒸気 を噴射 したところ,圧縮圧力が加わらない

場合には,いずれの材料でも蒸気が単板間に透過

し,単板間温度は蒸気噴射後数秒で100℃に達 した｡

製造コス トおよびLVLの強度を考慮すると,コル

ゲー ト状単板が製造に適 していると考えられた｡

2)コルゲー ト状単板を使用 して LVLを試作 した

ところ,製造後は単板の凸凹がほとんど消滅 して

もとの通直の形状に復 していた｡また,単板間の

はくりは認められなかった｡ 3)構造用単板積層

材のJASに準拠 して,コルゲー ト状単板を使用 し

たLVLの曲げ試験および水平せん断試験を行った

ところ,LVLはJASに適合する性能を有 していた｡

柳川靖夫,川井秀一,王潜,佐々木光,近藤正巳,

白井文朗 :蒸気噴射型連続プレスによる LVLの製

造 (第 2報)繊維強化 LVLの製造 と性質,木材学

会誌,41(5),483-489(1995)

単板間-の蒸気の透過 と強度の補強を目的とし

て,両外層の単板間にメッシュ状ガラス繊維シー

ト (以下シー トという)を積層 した繊維強化スギ

LVLを,側面からの蒸気噴射型連続プレスにより

製造 し,それらの性能を検討 した｡結果は以下の

とおりである｡

1)蒸気噴射型連続プレスを使用 し, 5-lo介

程度の圧縮時間で製造された繊維強化 LVLの側面

を観察すると,シー トは単板中に埋没 してお り,

単板間のは くりは観察されなかった｡2)繊維強

化 LVLの曲げ強度は,平使い方向では,シー トの

積層により高 くなった｡縦使い方向では,シー ト

の積層により高 くなった｡曲げヤング係数は,両

方向 とも,シー トを使用 してもそれほど高 くなら

なかった｡3)繊維強化 LVLのせん断強度は,辛

使い方向では,コントロールLVLと同等の値を示

し,煮沸繰 り返 し処理後のせん断強度は,平均で

気乾状態の70%であった｡縦使い方向では,すべ

ての試験体の破壊は引張側で発生 し,せん断強度

は,シー トの積層枚数の増加に伴い高 くなった｡4)

繊維強化 LVLの割裂強度は,シー トの積層枚数に

比例 して高 くなり,敵性的な破壊形態を示 した｡5)

耐火クリープ試験の結果,繊維強化 LVLの耐火ク

リープ性能は,シー トの積層枚数の増加 とともに

著 しく向上 した｡

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

DO,andF.SHIRAl:ProductionofLaminatedVeneer

Lumber with a Continuous Steam-[nJeCtion

Press,Proc.ofthelntern'lSymposiumontheUti-

lizationofFasトGrowingTreesed.C.Chao,H.Sasaki

andY.Htla,p.589-596,Oct.15-17, 1994,Nanjing,

China.

川井秀一,佐々木光,王潜,柳川靖夫,近藤正巳,

白井文明 :連続式蒸気噴射プレスを応用 した単板

積層材の製造

最近開発された連続式横噴射型蒸気噴射プレス

を適用 して,厚物のスギ単板積層材 (LVL)の製

造を試みた｡まず,単板間への蒸気の流入状態を

見るために,材内の温度上昇経過を測定 し,コル

ゲー ト状単板やメッシュ状ガラス繊維クロスの挿

入が有効であることを確認 した｡その後,コルゲー

ト状単板 とイソシアネー ト樹脂あるいはレゾルシ

ノール樹脂を塗布 した単板を交互に積層 し,厚さ

50+50mm,計100mm,幅300mmのLVLの連続生

産を試みた｡その結果,蒸気圧力 6kgf/cmZ(160℃

相当),プレス時間2-8分で,これらの製造が可

能であることが明らかになった｡得 られたLVLに

おいては,単板のコルゲー ト形状は蒸気の流入に

よって消滅 し,十分な接着力 と共に,構造用に試

用し得る物性を示 した｡
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H.SASAKI,S.KAWAI,andL.MA;RecentTrialson

UtilizationofFast-GrowlngPlants,Proc.oftheIn･

tern'lSymposiumontheUtilizationofFast-Growing

Treesed.C.Chao,H.SasakiandY.Hua,p.162-170,

Oct.15-18,1994,Nanjing,China.

佐々木光,川井秀一,馬宝飛 :早生樹の利用に関

する最近の試み

早生樹の利用に関して,木質科学研究所で最近

おこなわれている研究を概説 した｡

1)熱帯植林樹種,AcaciaMangium,Eucalyputus

deglupta,Gmelinaarborea,Paraserianthesfalcatar-

ia,Eucalyptusurophyllaか ら,製材および 9プラ

イLVLを製造 して,両者の力学的性質を比較 ･検

討 し,これらのLVLが構造 として使用 しうること

を明 らかにした｡2) 日本における代表的な早生

樹であるスギ (Cryptomeriajaponica)は,高い比

強度をもち,これを活かすために高周波加熱方式

によって連続的に厚 さ35mmの曲面 LVLを製造 し

た｡端面にさね加工,フィンガーによる縦継 ぎを

施 して,直径30cmの中空 LVL柱を製造 し,さらに,

内部にウレタンフォームを充填 した｡ 3)高性能

LVL中空柱を製造するために,FRPや紙管の技術

を応用 したヘ リカルワインディング構造をもつ新

たな製造方式を提案 し,これを実証 した｡4)タ

ケあるいはバガス等の非木質資源を利用 して,セ

メン トボー ドを作る技術 を開発 した｡原料に含 ま

れるセメント硬化阻害成分の影響を緩和するため

に,重炭酸ナ トリウムを添加 し,蒸気噴射プレス

法の導入によるセメントの高速硬化技術 を検討 し

た｡

D.A.EusEBIO,S.KAWAI,H.SASAKI,Y.KUROKI,andW.

NAGADOMI･.RapidCuringofCement-BondedPar-

ticleboard with Sodium Hydrogen Carbonate

andSteam lnJeCtionPresslngTechnology,Proc.

ofthelntern'lSymposiumontheUtilizationofFast-

GrowingTreesed.C.Chao,H.SasakiandY.Hua,

p.130-138,Oct.15-17,1994,Nanjing,China.

エユセビオ ･ドゥワイ ト,川井秀一,佐々木光,

黒木康雄,永富 排 :重炭酸ナ トリウム漆加 と蒸

気噴射プレス法による木質セメン トボー ドの高速

硬化技術

蒸気噴射プレスを応用 して,木質セメン トボー

ドの硬化時間の短縮を試みた｡このため,イソシ

アネー ト樹脂,あるいは重炭酸ナ ド)ウムを添加

剤 として用いた｡前者の場合,最適蒸気圧力およ

び噴射時間はそれぞれ1.25kgf/cm2ぉよび 3秒であ

り,樹脂添加率12%の条件下で圧締時間を10分に

短縮することがで きる｡一方,後者の場合,適用

蒸気圧 は2.5kgf/cm2であ り,最適噴射時間および

添加率はそれぞれ 2秒および20%であった｡なお,

ボー ドの曲げ強度は,圧締時間の増加に伴い,大

きくなった｡いずれの場合 も,ボー ドは,短時間

の庄締後,ただちにハンドリングが可能 となった｡

M.ZHANG,S.KAWAI,H.SASAKI,Y.YosHIDA,T.YAMA-

wAKI,andM.KASHIHARA:ProductionandProperties

ofBamboo/Wood Compsoite Fiberboard,Proc.

ofthelntern'lSymposiumontheUtilizationofFast-

GrowingTreesed.C.Chao,H.SasakiandY.Hua,

p.270-279,Oct.15-17,1994,Nanjing,China.

張敏,川井秀一,佐々木光,吉田弥寿郎,山脇敏幸,

相原正人 :バンプ一 ･木質ファイバーボー ドの製

造と性質

木質 ･非木質天然繊維の寸法形状およびその引

張強度を測定 した｡その結果,ジュー トおよびバ

ンプ-ファイバーの強度が最 も大 きく,これらの

ファイバーと木質ファイバーの混抄による複合効

果 を調べた｡複合ボー ドの曲げ性能は,ジュー ト

およびバ ンプ-ファイバーの添加により増加する

が,前者の場合のは く離強度は特異な複合効果を

示 した｡一方,バンヴ-ファイバーの添加により,

複合ボー ドの耐水性 は高 まり,線膨張率 は1/5-

1/10に改善された｡

K.UMEMURA,S.KAWAI,H.SASAKI,R.HAMADAandY.

MIZUNO:Curing BehaviourofWood Adhesives

underHighSteam Pressure,AbstractBookofthe

lntermational Adhesion Symposium, p.155-157,

Nov.6-10,1994,Yokohama.

梅村研二,川井秀一,佐々木光,浜田良三,水野

泰嗣 :高圧蒸気下における木材用接着剤の硬化挙

動

反応セルを用いて,高圧蒸気下における各種木
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材用接着剤,すなわち,フェノール樹脂 (pF),ユ

リア樹脂 (UF),メラミン樹脂 (MF)およびイソ

シアネー ト樹脂 (IC)の硬化挙動 を調べた｡用い

た分析手法は,FT-IR,NMR,DMA,溶媒抽出法

等である｡結果を以下に示す｡pFは,高圧蒸気下

では,直ちに硬化が進行するものの,或る程度で

飽和 して,完全には硬化 しない｡UFは,加熱時間

の増加 とともに,加水分解によって逆に液状 に戻

る｡MFは,比較的短時間の加熱によってほぼ完全

に硬化する｡ICは水と反応 して発泡 し,短時間で

硬化する｡

H.SASAKI,S.KAWAl,K.UMEMURA,D.A.EusEBIO.and

Y.KUROKl:Steam-Injection Presslng in Wood

CompositesProduction,Proc.oftheSecondPaci-

fic Rim Bio-Based Composite Symposium,p.916,

Nov.6-9,1994,Vancouver.

佐々木光,川井秀一,梅村研二, ドゥワイ ト･エ

ユセビオ,黒木康雄 :木質材料製造における蒸気

噴射プレス法の適用

蒸気噴射プレス法 を適用 した木質材料の製造技

術に関する最近の進展を概説 した｡

1)高圧蒸気 (爆砕)処理下では, リグニン成分

は分解 と再結合が生 じていることが明らかとなっ

た｡このプロセスではセルロースの結晶化度 も増

加する｡木材の横方向の圧縮変形の完全固定は,

蒸気 シールされたホットプレスにより可能 となっ

た｡変形の完全固定は,このような木材成分の化

学的変化 に困っている｡ 2)高圧蒸気下では,揺

着剤の重合 と分解が同時に起こっている｡ 3)こ

れらの知見が活かされ,高圧蒸気による高寸法安

定性木質材料の製造技術が発展 した｡ 4)蒸気噴

射装置をもつ断続型および連続型プレスが開発さ

れ,低比重厚物ボー ドや LVL/複合梁の連続生産

に応用 された｡ 5)蒸気噴射プレス法が木質セメ

ントボー ドの短時間成形に応用 された｡炭酸塩,

その他の無機添加物 と蒸気噴射プレス法 を組み合

わせ ることによって,数分の圧締時間後に木質セ

メントボー ドの解圧が可能になった｡

梶田 黙,川井秀一,柏崎清作 :保存処理廃材の

パーティクルボー ドへの転換利用技術,保存処理

廃材のリサイクル利用技術ならびに安全廃棄技術,

(粗目本木材保存協会編,p.17130,1994

CCA処理およびクレオソー ト処理廃材 をチ ップ

化 し,各種接着剤 を用いてパーティクルボー ドを

製造 した.保存薬剤 は,接着剤の硬化やボー ドの

物性 に影響 を与えなかった｡クレオソー ト処理廃

材か らのパーティクルボー ドはシロアリや腐朽菌

に対 して高い抵抗性を示 した｡一方,cCA処理廃

材か らのパーティクルボー ドは,シロアリに対す

る抵抗性は認められたものの,腐朽菌に対する抵

抗性は認められなかった｡

接木光弘,川井秀一 :保存処理廃材の紙 ･パルプ

への転換利用上の問題,保存処理廃材の リサイク

ル利用技術 ならびに安全廃棄技術,㈱ 日本木材保

存協会編,p.39-46,1994

パルプ蒸解過程において,CCA処理およびクレ

オソー ト処理廃材チ ップか らの薬剤の拡散経路を

追跡 した｡CCA処理廃材チ ップの場合,cuは主と

して末曝 しパルプ中に残存 し,他方,crおよび

Asは回収クラフ ト排液に残存する｡各成分のおよ

そ50%は,洗浄水中に流出するものと推定された｡

したがって,回収 クラフ ト排液ならびに洗浄水の

処理になんらかの対策が必要である｡また,この

パルプの使用にも注意が必要である｡

川井秀一 :木質系材料の基礎,木材の実用知識講

習会テキス ト,p.55-64,(粗目本木材加工技術協会,

1994,東京都

木質材料の性質ならびに製造技術 を解説 し,最

近の発展についても概説 した｡

川井秀一 :木 くずを資源に変える,｢木材 と環境｣

分担執筆,桑原正章編,p.121-132,海青社,1994

解体材の現状 とその再利用技術,とくに木材チ ッ

プからの異物分離技術について概説 した｡

Y.HARA,S.KAWAl,andH.SASAKl:Manufactureand

MechanicalProperitesofCylindricalLaminated

veneerLumber,WoodResearch,No.8l,28-30,

1994

原 康之,川井秀一,佐々木光 :円筒 LVLの製造
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と力学的性質

厚 さ35mmの成形 LVLを組 み合 わせ て直径

30cm,長さ5mの莫大の中空円筒 LVLを製造 し,

その曲げ剛性を検討 した｡さらに,横圧縮強度に

及ぼす発泡ウレタン樹脂の充填効果を明らかにし

た｡

M.ZHANG,S.KAWAI,andH.SASAKI:Productionand

PropertiesofCompositeFiberboard,WoodRe-

search,No.8l,31133,1994.

張敏,川井秀一,佐々木光 :複合ファイバーボー

ドの製造と性質

各種天然繊維の寸法形状と引張強度を測定した

のち,ジュー トやバンプ-繊維を混合 したファイ

バーボー ドを製造して,その複合効果をボー ドの

物性面から明らかにした｡

S.TAKINOandN.ANDO:BendingstrengthofGu山一

lam uslnggradedSpruce-Pine-Fir,ThePI･OC.Of

theInternationalSymposium OntheUtilizationof

Fast-GrowingTrees,October15-17,1994,Nanjing,

P.R.China,C.CHAO,H.SASAKIandY.HUA,eds.,

p.171-175,ChinaForestryPublishingHouse,Beijing

(1995)

瀧野鼻二郎,安藤直人 :等級区分されたスプルー

スーパイン-ファーによるゲル-ラムの曲げ強度

性能

曲げ剛性と欠損率により等級区分されたカナダ

産スプルース-パインーファー (断面 ･30mmX

87mm)をラミナとするグルーラムの曲げ試験を行

ない,曲げ剛性 と曲げ強度を測定 し,試験より求

めたEIは,用いたラミナの曲げ剛性により計算で

求めたEIの80%-94%であることを求めた｡多数

のラミナの計算されたEI値の結果より,グルーラ

ムのEI値は,試験 した曲げ剛性と曲げ強度の関係

により評価できることを明らかにした｡
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