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当 所 の 活 動

講 演
森林 ･木質資源利用先端技術推進協議会講演会

(平成 5年 9月 8日,大阪)

佐々木 光 :木質材料製造機械の今後

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 5年 9月10日,大阪)

今村祐嗣 :シロアリ防除処理

特別講演会 (中国南京林業大学)

(平成 5年 9月13日～15日,中国南京市)

川井秀一 :最近の木質素材の開発 とその周辺につ

いて

日本木材保存協会,木材保存講習会

(平成 5年9月27日,旭川)

高橋旨象 :最近明らかになった木材腐朽のしくみ

今村祐嗣 :木材注入技術開発のあらまし

第72回触媒討論会

(平成 5年9月30日,宝塚)

島田幹夫 :リグニン分解酵素のモデル系

木質系炭素質ワークショップ

(平成 5年10月11日,京都)

石原茂久 :竹からの高機能性炭素複合材料の開発

と応用

京都大学公開講座,木材 と環境一エコマテリアル

への招待

(平成 5年10月 2-3日,京都)

桑原正章 :自然界における炭素の循環 と木材

馬場啓一 :樹木はCO2固定装置

別元 京 :スーパーウッド

吉村 剛 :木の自然循環系 とシロアリ

日本 しろあり対策協会,平成 5年度 しろあり防除

施工士登銀更新研修会

(1993年9月～1994年8月)

(平成 5年10月 5日 ;名古屋,13日

高松,15日 ;広島)

高橋旨象 :防蟻防腐剤の現状 と展望

文部省科学研究費総合研究(A)｢木質の生成 と変

換｣打合せ会議

(平成 5年10月8-9日,京都)

伊東隆夫 :セルロースの生合成機構 と細胞壁の構

築

第 6回樹木年輪研究会

(平成 5年10月12-14日,長野)

伊東隆夫 :制御環境下で成育させた樹木の木部成

長

InternationalWorkshop on Termite-Symbionts

Systems

(平成 5年10月12-14日,京都)

T.YosHtMURAandK.TsUNODA:ContributionofSym-

bioticProtozoatotheNutritionalBiologyofthe

Lower Termite,Coptoremesformosanus Shiraki

(isoptera:Rhinotermitidae)

The Twelfth lnternationalSymposium on the

LifeSciences(1993)

(平成 5年10月13-16日,奈良)

M.KUwAHARA:Productionoflignlndegradingen-

zymesbybasidiomycetes

日本木材加工技術協会木質ボー ド部会講習会

(平成 5年10月14日,東京)

石原茂久 :木質ボー ド類に対する防 ･耐火性能付

与

木炭新用途セミナー

(平成 5年10月15日,神戸)

石原茂久 :新素材 としての木材
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第11回日本木材加工技術協会年次大会

(平成 5年10月20日,東京)

川井秀一 :ファイバーボードの低比重化の可能性に

ついて

井上雅文,門川倫子,西尾治郎,則元 京 :木材中

の水分を利用した水熱処理による圧縮変形の永久

固定｡

日本林学会九州支部大会

(平成 5年10月 8-9日,大分)

中村末樹,長野克也,戸田義広,神杉泰子,酒井

富久美,西口正通,福井希- :スギ科樹木の染

色体の微細加工と加工断片の回収

日本木材加工技術協会関西支部,第5回 ｢木材の

基礎科学｣セミナー

(平成 5年11月4日,京都)

高橋旨象 :木材を長持ちさせるには-木材の保存

日本木材加工技術協会関西支部第 6回木材の乾燥

の基礎セミナー

(平成 5年11月10日,徳島)

則元 京 :木材乾燥の基礎知識

日本木材加工技術協会合板部会 ･日本合板工業組

合連合会合板技術講習会

(平成 5年11月12日,東京)

則元 京 :木材の新しい改質技術,新機性能の付

与

木材の高耐久化処理技術セミナー

(平成 5年11月15日,福山)

今村祐嗣 :木材の高耐久化処理技術

第38回リグニン討論会

(平成 5年11月15-16日,高松)

吉田晋-,渡辺隆司,本田与-,桑原正章 :有機

溶媒中における化学修飾 ･ペルオキシダーゼの

反応

…ie Bioforum 93,Genetics,Biochemistryand

EcologyofLignoceHuloseDegradation

(平成 5年11月17-19日,鳥羽)

M.KUwAHARA: Lignin degrading basidiomysetes-

ProductionoflignlnOlysICenZymeSandutiliza-

tioninpretreatmentoflignocellulose.

S.YosHIDA,T.W ATANABE andM.KuwAHARA:Reac-

tionofpolyethyleneglycoトmodifiedligninperox-

idaseinorganicsolvent.

T.HAYASHIandC.OHSUMI:End0-1,41p-glucanase

inthewallsofauxin-treatedpeastems

第 5回日本環境動物昆虫学会年次大会

(平成 5年11月18-19日,堺)

藤井義久,今村祐嗣,山本捷二,岩坪永治 :AEモ

ニタリングの援用によるイエシロアリの人工巣

への誘導管理

吉村 剛,角田邦夫 :イソチオシアン酸アリルの

殺虫 ･殺蟻性

FirstlnternationalSymposiumoftheMycologlc-

alSocietyofJapan

(平成 5年12月2-3日,千葉)

M.KUwAHARA:Productionoflignin-degradingen-

zymesbymushrooms.

第 3回樹木分子 ･細胞生物学研究会

(平成 5年12月20日,東京)

伊東隆夫 :セルロース性細胞壁の構築

第16回日本分子生物学会年会

(平成 5年12月16-19日,千葉)

中村未樹,長野克也,戸田義広,神杉泰子,酒井

富久美,西口正道,福井希- :染色体情報の解

析 ･利用に関する研究,57.木本植物染色体か

らのrRNA遺伝子のマイクロクローニング

名古屋大学農学部特別講演

(平成 6年 1月25日,名古屋)

伊東隆夫 :植物細胞壁の構造と機能

木材保存士資格検定講習会

(平成 6年 1月27日,東京)

今村祐嗣 :木材および木質材料の性質
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北海道立林産試験場講演会

(平成 6年 1月27日,旭川)

島田幹夫 :木材の生分解利用システムの可能性

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 6年 2月 3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

特別講演会 (東北大学工学部)

(平成 6年 2月 3日,仙台)

川井秀一 :高性能木質材料の開発研究

日本学術新興会地域交流事業 JSPS-LIPl交流プロ

グラム1994年度セミナー

(平成 6年2月23日,バンドン)

佐々木 光 :スチーム ･インジェクション ･プレ

スについて

和歌山県新宮木材協同組合講演会

(平成6年3月 1日,新宮)

石原茂久 :木材資源の先端的利用

木造建築物セミナー

(平成 6年 3月 2日,仙台)

川井秀一 :建築とエンジニアードウッド

静岡県家具工業組合講演会

(平成 6年 3月 3日,静岡)

川井秀一 :木質リサイクル資源の利用技術

第10回木質ボー ド･複合材料シンポジウム

(平成6年 3月11日,大阪)

川井秀一 :木質材料製造技術の今後

和歌山県工業技術センターセミナー

(平成 6年 3月15日,和歌山)

石原茂久 :先端炭素材料素材としての木炭

徳島県林業 ･林産業推進協議会講演会

(平成6年 3月15日,徳島)

今村祐嗣 :地球環境時代における木材利用

特別講演会 (マレーシア農科大学)

(平成 6年 3月16日,マレーシア,セルダン)

川井秀一 :SteamInjectionPressingTechnology

forCompositeWoodProduction

日本植物生理学会1994年度年会

(平成 6年 3月28-30日,つ くば)

大宮泰徳,中村信吾,酒井冨久美,林 隆久 :ポ

プラ培養細胞の壁結合型エ ンド-1, 4-β-グ

ルカナーゼの精製と性質

中村信吾,森 仁志,酒井冨久美,林 隆久 :ポ

プラ培養細胞の培地に分泌されるエンド-1,

4-β-グルカナーゼのcDNAクローニング

竹田 匠,三石 安,酒井冨久美,林 隆久 :ポ

プラ培養細胞におけるエンドキシログルカント

ランスグルコシラーゼ活性の性質

馬場啓一,足立香織,武 輝美,伊東隆夫,中村

輝子 :しだれ性さくらの GA3による屈曲阻止に

おける組織学的変化

高知県工業技術センターセミナー

(平成 6年3月22日,高知)

石原茂久 :木材の燃焼と制御

今村祐嗣 :木質構造建築物の高耐久化

カナダ ･フォリンテック公開セミナー

(平成 6年 3月22日,バンクーバー,カナダ)

K.TsUNODA:JapaneseWoodIndustries

京都府木質廃棄物再資源利用促進体制検討委員会

講演会

(平成 6年3月26日,京都)

川井秀一 :木質リサイクル資源の現状と将来

カナダ ･フォリッテック公開セミナー

(平成 6年 3月29日,バンクーバー,カナダ)

K.TsuNODA:Wood-InorganicMaterialComposites

日本農芸化学会1994年度大会

(平成6年4月 1-4日,東京)
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林 隆久,竹田 匠,小川宏蔵,三石 安 :キシ

ログルカンとセルロースの複合体形成

吉田晋一,米原さおり,渡辺隆司,本田与-,秦

原正章 :担子菌 Bjerkanderaadusta (ヤケイロ

タケ)によるリグニン分解酵素の生産

麻田恭彦,石川淳子,竹内秀和,入江俊一,桑原

正章 :担子菌類によるリグニン分解酵素の生産

苗 登明,田中克典,本田与一,酒井 裕,駒野

徹 :広宿主域プラスミドRSFIOIOの複製開始機

構,ssiA の挿入及び欠失変異体作成による解析

田口善智,田中克典,本田与一,酒井 裕,駒野

徹 :dnaAboxは広宿主域プラス ミドRSFIOIO

のorW 上に存在するプライミングシグナル機能

的に代替し得る

第44回日本木材学会大会

(平成 6年4月 3-5日,奈良)

林 隆久,酒井富久美,佐々木 光 :シリカ集積

ポプラの分子育種 Ⅰ.好ケイ酸ポプラ細胞に

ついて

黒田宏之,酒井富久美 :自作遺伝子導入装置によ

る樹木への遺伝子導入と発現

竹田 匠,酒井富久美,林 隆久,三石 安 :ポ

プラ培養細胞におけるβ-1, 4-グルカン分

解酵素系について

梅津俊明,島田幹夫 :chamecyparisobtusacv.bre-

virameaによるリグナン生合成

時松敏明,梅津俊明,島田幹夫 :β-0-4型

LCCモデル化合物の合成とそのシュウ酸による

分解

赤松やすみ,島田幹夫 :L-フェニルアラニン添

加によるリグニンペルオキシダーゼ及びマンガ

ンペルオキシダーゼの抑制効果

伊東隆夫,景守紀子 :佐賀県人藤遺跡における埋

没太古木の樹種

杉山淳司

数種の海藻細胞中におけるセルロース結晶の極性

について

馬場啓一,伊東隆夫,足立香織,武 輝美,中村

輝子 :しだれ性サクラのGA3による屈曲阻止と

あて材形成

馬場啓一,伊東隆夫,小名俊博 :Eucalyptuscanal-

dulensisにおける引張あて形成部位の壁成分分

析と組織観察

木村 聡,伊東隆夫 :ホヤのセルロースはどこで

できるのか

藤野猛史,伊東隆夫 :急速凍結 ･DeepEtching法

による淡水性緑藻 Oocystisapiculataの細胞壁の

分子構築 (第 2報)

大山幹成,景守紀子,伊東隆夫 :赤野井湾遺跡か

ら出土した木製品における樹種選択性

石川敦子,杉山淳司,岡野 健 :セルロースⅠ,

Ⅱ,Ⅲ Ⅰの弾性率と構造

斉藤幸恵,杉山淳司,岡野 健 :αキチン結晶の

空間群の検討

久保島吉貴,岡野 健,太田正光,杉山淳司 :窒

素ガス中における熱処理による木材の構造と振

動的性質の変化

和田昌久,岡野 健,杉山淳司 :放射光粉末回折

ならびに中性子粉末回折による天然セルロース

の2相モデルの検討

大久保剛,鮫島正浩,佐分義正,空閑重則,杉山

淳司,K.-E.L.Eriksson,∫.F.D.Dean:セルビオ

ース酸化酵素のセルロースへの吸着状態の電子

顕微鏡による観察

伊藤-蘇,馬場啓一,伊東隆夫 :Eucalyptuscamal-

dulensisにおける引張 あて形成部位 か らの

cDNAライブラリーの構築

渡辺隆司,桑原正章,越島哲夫,都宮孝彦,中嶋

幹恵,里内美津子 :メンブランバイオリアクタ

ーによるセロビオースの高効率生産とα-グリ

コシル化誘導体の酵素合成

吉田晋-,米原さおり,渡辺隆司,本田与-,秦

原正章 :担子菌Bjerkanderaadusta (ヤケイロタ

ケ)の生産するリグニン分解酵素の性質

三亀啓吾,吉田晋-,本田与一,渡辺隆司,桑原

正章 :バイオリアクターを用いて分離 したクラ

フトパルプ分解物の特性化

田中文男,AnatoleSarko:セルロースの動的コン

フォメーション解析

岩田忠久,岡村圭造,東 順一,田中文男,Hen-

ri,CHANZY,KarimMAZEAU:位置選択的に異

なった置換基を有するセルロースへテロエステ

ルの結晶構造解析
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井上雅文,則元 京,大津宏輝,石森英次,山田

正 :スギ圧密処理材オーバーレイ複合材の反 り

野村隆哉 :モウソウテク筒にけるチロシンの節閣

内分布

野村隆哉 :燥煙熱処理材の構造と物性

小幡谷栄一,則元 京 :木管楽器のリー ド用材の

音響的性質

渡辺字外,則元 京,藤田 稔,横尾国治 :針葉

樹材収縮率のレプリカ法による解析

杉山真樹,小幡谷英一,則元 京 :化学処理木材

の力学緩和 (Ⅰ)

ワヒュ一 ･ドゥイアント,井上雅文,則元 京 :

無酸素下熱処理による圧縮変形の永久固定

和田昌久,磯貝 明,岡野 健,田中文男,杉山

淳司 :セルロースⅢ lの新 しい 1本鎖の単位胞

の提案

松永正弘,湊 和也,杉山真樹 :バイオリン弓材

(ベルナ ンブコ)の物理的 ･疫学的特性 (Ⅱ)

- 代替材 (マサランデュバ)との比較-

畑 俊充,石原茂久,西宮耕栄,井出 勇 :竹炭

からの機能性炭素材料素材の開発 (II)ケイ素

化合物が導電性ならびに伝熱性に及ぼす影響

蘇 文稔,上杉三郎,石原茂久 :単独及び混合薬

剤で処理 した合板 とコウヨウザンの難燃性能

西宮耕栄,石原茂久,畑 俊充,井出 勇,樋口

尚登,西川昌信 :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 (Ⅲ)

- 軽量高導電性材料素材の開発-

井出 勇,樋口尚登,西川昌信,三好寛幸,石原

茂久,畑 俊充 :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 (Ⅳ),

ラワンの焼成温度と熟的特性並びに電気特性の

関係

西川昌信,井出 勇,桑嶋有紀子､樋口尚登,石

原茂久,西宮耕栄 :木質バイオマスの熟変換に

よる機能性木質複合材料素材 の開発 と応用

(V),元素の固定とその焼成炭化物の特性

月東秀夫,上野加恵,石原茂久 :傾斜機能木質材

料の開発 (Ⅳ) 表層圧潰 ･圧縮処理による軽

量木材の改質

樋口尚登,井出 勇,青U｣千代美,西川昌信,石

原茂久,西宮耕栄 :フ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

(日

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- 促進屋外暴露試験

による外装材の汚染評価一

池内 晃,飯 田生穂,今村祐嗣,中村義明,酒井

温子 :圧縮処理材の液体浸透 (5)繰り返 し負

荷による応カーひずみ挙動と処理材の浸透性

中村 彰,服部順昭,喜多山繁,今村祐嗣 :木材

のレーザインサイジング- 難注入材へのフェ

ノール樹脂の注入-

木村健司,服部順昭,喜多山繁,今村祐嗣 :木材

のレーザインサイジング- 無機質複合化木材

の耐火性と耐朽性-

飯田生穂,福田 彰,今村祐嗣 :横圧縮変形を与

えたスギ材の乾燥特性

襟川智史,突入 徹,小杉敏己,今村祐嗣 :染色

木材の光変色防止

木口 実,土居修一,長谷川益美,森捌真一,義

手刈幸男,今村祐嗣 :木材保護塗料の地域別暴

露による耐候性の評価 (Ⅰ)薄単板暴露による

地域別気象劣化因子の把握

吉村 剛,東 順一,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 (Ⅲ)原生動

物の除去および回復過程での木材摂食活性の変

化

桐田真一,角田邦夫,高橋旨象 :無機質複合化に

よる新機能性木材の開発 (10)- 反応生成物

へのホウ酸添加の影響-

スレイマ ン ･ユスフ,今村祐嗣,高橋 旨象,演

和也 :アルデヒド処理 した木材の生物劣化抵抗

性一 架橋剤の種類と樹種の影響-

熊谷 元,桜井 誠,角田邦夫 :新規木材防カビ

剤の開発

小林智紀,黒田泰寿,角田邦夫 :ホウ素気相処理

の木材保存への適用 (1)処理木材の生物劣化

抵抗性

川井秀一, ドゥワイ ト･エユセビオ,佐々木光 :

低比重ファイバーボー ドの製造と性質

山脇敏幸,張 敏,川井秀一,佐々木 光 :MDF

の製造 と材質 (Ⅰ)実験用装置の試作 とMDF

の材質
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D.A.Eusebio,川井秀一,佐々木 光,黒木康雄,

永富 排 :炭酸塩 と蒸気噴射法 を併用 した木質

セメント板の迅速製造

D.A.EUsEBIO,S.KAWAl,Y.IMAMURAand班.SASAKI:

ISOCYANATE-1NORGANIC BONDED COMPO-

SITES Ⅲ RapidProductionbySteam Injection

Press

梅村研二,川井秀一,佐々木光,西岡良一,水野

泰嗣 :高温 ･高圧水蒸気下における木材用接着

剤の硬化挙動 (Ⅰ)フェノール樹脂

張 敏,川井秀一,佐々木 光,柏原将人,山脇

敏幸,吉田弥寿郎 :バ ンヴ-/ウッドファイバ

ー複合ボー ドの製造 と性質

柳川靖夫,川井秀一 :スギー般材 を用いた各種積

層軸材料の材質

中田欣作,杉本英明,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- 防草お

よび緑化材料 としての性能-

林 知行,川井秀一,宮武 敦,海老原徹 :木質

ボー ド類の信頼性評価 (Ⅰ)強度特性の分布

第 1回セルロース研究会 ｢'94Ce仙loseR&D｣

(平成 6年 4月 8-9日,八王子)

田中文男,A.SARKO分子シ ミュレーシ ョンによる

セルロースの構造特性の解析

岩 田忠久,岡村圭造,東 順一, 田中文男,H.

Chanzy,K.Mozeau:Crystalstructureofregio-

Selectivelysubstitudedcellulosehetero-esters

渡辺隆司,桑原正章,越島哲夫,都宮孝彦,中嶋

幹恵 :α-1, 4グルカンおよびβ-1, 4グ

ルカンを起源 とするハイブリッド化オリゴ糖の

生産

和田昌久,杉山淳司 ･岡野健 :天然セルロースの

2相モデルの粉末回折法による検討

渡部乙比古 ･堀井文敬 ･杉山淳司 ･岡野健 ･堀禎

憲 ･田淵真理 ･森永康 ･吉永文弘 :培養方法に

よるバクテリアセルロースの構造変化について

杉山淳司 ･木村聡 ･伊東隆夫 :ホヤ類の系統 とセ

ルロースの結晶構造

林徳子 ･石原光朗 ･志水-允 ･杉山淳司 ･岡野健

:天 然 セ ル ロ ー ス (セ ル ロ ー ス Ⅰ) の

Trichoderma系酵素による加水分解性

lnternationalCombustibiLityofBuildingMaterial

Symposium

(平成 5年 6月25-26日,台北)

S.IsHIHARA:ResearchandDevelopmentofFirePro-

tectedWoodProductsinJapan

S.IslilHARA:FireEnduranceofWood and Wood

CompositeswithGradientFineRetardation

中華民国内政部耐火建築材料セミナー

(平成 6年 4月27日,台北)

石原茂久 :p-N系防火剤の利用と耐候性

中華民国工業技術研究院セミナー

(平成 6年 4月28日,台湾省,新竹市)

石原茂久 :木質資源の効率的利用手段 としての材

料の耐火性能付与

保存処理廃材の リサイクル利用技術 ならびに安全

廃棄技術に関する講演会

(平成 6年 5月17日,京都)

今村祐嗣 :保存処理木材の廃棄の現状 と将来の見

通 し

石原茂久 :保存処理材の安全廃棄- 焼却技術

角田邦夫 :保存処理廃材 を原料 に製造 したパーテ

ィクルボー ドの防腐 ･防蟻性能

川井秀一 :保存処理廃材の紙 ･パルプ-の転換利

用上の問題

木研創立50周年記念講演会

(平成 6年5月27日,宇治)

則元 京 :木材の横圧縮 と加工

伊東隆夫 :木の丈夫なつ くり

小原二郎 :顕微鏡でのぞ く木の文化史

セルロースルネッサンス

(平成 6年 5月28日,東京)

林 隆久 :樹木細胞壁の多糖合成 とその制御

The 25thConference ofthe lnternationaIRe-

searchGrouponWoodPreseⅣation

(平成 6年 5月30-6月 3日,
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バ リ,インドネシア)

T.YosHIMURA, K.TsuNODA and M.TAKAHASHI:

A NovelDefaunationMethodoftheProtozoato

InvestigateCelluloseMetabolism inCoptotermes

fonnosanusShiraki(Isoptera:Rhinotermitidae)

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

TsUNODAandM.TAKAHASHI:LaboratoryEvalua-

tionofSixCommercialTermiticidesagainstSub-

terraneanTermite,CoptotermesgestroiWasmann

B.SUBtYANTO,S.YUsuF,Y.iMAMURA,S.FUsIIIKl,T.

SA汀O and､Y.KATUZAWA:Properties-Enhanced

AlbizziaParticleboardsbylncorporationgFungi-

cideandInsecticideintheGlue.

M.HASEGAWA,K.TsuNODAandT.YosHIMURA:Bio10-

gicalResistanceofElectrolesslyPlatedWood(1)

PreliminaryReport

K.TsUNODA,H.KUMAGAlandM.SAKURAI:Evaluation

ofaNewAnti-SapstainFormulation

K.TsNODA:WoodPreservationApprovalSchemein

Japan

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

BiologlCalResistanceofAldehyde-TreatedWood

MaLaysfanTimberIndustryBoardSeminar

(平成 6年 6月 6日,

クアラルンプル,マレーシア)

K.TsuNODA:JapaneseWoodindustries

木結構 と木材の室内応用検討会

(平成 6年6月10日,15日,台北,台中)

則元 京 :木質空間と温湿度感覚

4thlNTERNATl0NALCONGRESS OFPLANT

MOLECULARBJOLOGY

(平成 6年 6月19-24日,

アムステルダム,オランダ)

S.NAKAMURA,H.MoR王,F.SAKAIand T.HAYASHI:

Molecularcloningofendoll,4-p-glucanasein

suspension-culturedpoplarceus

韓国林業研究院セミナー

(平成 6年 6月30日,ソウル,韓国)

高橋旨象 :きのこと木材

韓国山林科学技術新興会特別講演

(平成 6年 7月 1日,ソウル,韓国)

高橋旨象 :日本の木材保存剤の動向

日本木材加工技術協会関西支部,第 6回 ｢木材の

基礎科学｣セミナー

(平成 6年7月 8日,宇治)

高橋旨象 :木材を長持ちさせるには一木材の保存

則元 京 :木材の性質を探る-木材の物理的性質

と乾燥

川井秀一 :明日の木質材料

日本農芸化学会薮田セミナー

(平成 6年7月 9日,南国)

林 隆久 :成長する植物の細胞壁

和歌山県消費生活センター :生活教養講座

(平成 6年 7月14日,和歌山)

吉村 剛 :シロアリの防除と対策

3rd hternationalSate川te Symposium onthe

ConformationalAnalysIS OfCarbohydrates &

Protein/CarbohydrateInteractions

(平成 6年 7月24-28日,

valMorin,カナダ)

T.IwATA,K.OKAMURA,H.CHANZY,J.AzUMA,F.

TANAKAandK.MAZEAU:MolecularandCrystal

StructureofRegio-SelectivelySubstitutedCellu-

loseHeteroesters

全国 LVL協会造作部会講演会

(平成 6年7月28日,京都)

佐々木 光 :高圧蒸気の中での木質材料の製造

接着学会名古屋支部講演会

(平成 6年 7月28日,名古屋)

川井秀一 :木質系新材料の開発動向-木質ボー ド
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日本電子顕微鏡学会第50回学術講演会

斉藤幸恵 ･岡野健 ･杉山淳司 :ヤムシ (Sagitta

spp.)の α キチン結晶について

4thlnternationallUFRO WoodDryingConfer-

ence

(平成 6年8月9-13日,

ロトルア,ニュージーランド)

Y.KoBAYASHI,Ⅰ.ⅠIDAandY.IMAMURA:AnAccelera-

tionofWaterMovementinWoodUsingPit-Per-

forationEffectsbyBacteria.

T.NoMURAandS.IsHIl:Wooddryingandimprove-

mentbysmoke-driedheattreatmentwithEDS

(EcologyDrySystem)

T.NoMURAandS.IsHll:Physicalandmechanical

propertiesofwoodbysmoke-driedheattreat-

mentbyEDS(EcologyDrySystem)

II CongressoftheLnternationalUnionforthe

StudyofSociallnsects

(平成 6年8月21-27日,パリ,フランス)

T.YosHIMURAandK.TsUNODA:AlternativeProtec-

tionofJapaneseHousesfromSubterraneanTer-

miteInvasion

｢木材の高度化技術｣研究会

(平成 6年8月24日,名古屋)

川井秀一 :木質材料の製造における蒸気噴射プレ

スの応用

井上雅文 :薄板用圧密材の量産化の問題点と展望

木材の実用知識講習会 『新 しい時代の木材-木材

の基礎からエンジニアウッドまで』

(平成 6年8月25-26日,東京)

川井秀一 :木質材料の基礎

今村祐嗣 :木質材料の耐久性

第16回糖質シンポジウム

(平成 6年8月29-30日,鹿児島)

岩田忠久,岡村圭造,東 順一,田中文男,Henri

Chanzy,KarimMazeau;位置選択的に異なった

置換基を有するセルロースヘテロエステルの分

子構造並びに結晶構造解析

渡辺隆司,桑原正章,越島哲夫,都宮孝彦,中嶋

幹恵,里内美津子 :バイオリアクターにより連

続生産されたセロビオースの消化吸収性とマル

トデキス トリンとのカップリング

7thBRATISLAVASYMPOSルM

(平成 6年8月29-9月 2日,

ブラステイラバ,スロバキア)

T.HAYASHI:Interactionsbetweenxyloglucanand

cellulose

日本木材学会レオロジー研究会講演会

(平成 6年 8月,宇治)

則元 京 :木材の構造とレオロジー

杉山淳司 :セルロースの結晶構造

人 事

前川 英一 :転出 (静岡大学,農学部教授就任)

(平成 5年10月 1日)

杉山 淳司 :木質生命科学研究部門細胞構造機能

分野助教授に転入

(平成 5年10月 1日)

渡連 隆司 :木質バイオマス研究部門バイオマス

変換分野助教授に昇任

(平成 5年12月16日)

井上 雅文 :木質バイオマス研究部門機能性高分

子助手に採用

(平成 6年1月16日)

五十嵐敏弘 :京都大学医学部付属病院管理課第一

調度掛へ配置換

(平成 6年4月 1日)

水鳥 康明 :事務室会計掛に転入

(平成 6年4月 1日)

海外出張その他

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打ち

合わせ並びに資料収集のため｣

(平成 5年9月4-17日)

タイ国

川井秀一 :｢講演ならびにシンポジウム打合せ,

関連研究機関視察及び研究資料の収集のため｣

- 69-



木材研究 ･資料 第30号 (1994)

(平成 5年9月10-24日)

中国

畑 俊充 :｢配向性 ス トランドポー トについての

研究資料収集のため｣

(平成 5年11月 2-12日)

カナダ ･アメリカ

角田邦夫 :｢韓国及び香港での防腐,防蟻に関す

る研究資料の収集のため｣

(平成 5年11月17-24日)

韓国 ･香港

伊東隆夫 :｢熱帯樹木の生長に関する研究資料収

集のため｣

(平成 6年1月30日-2月7日)

マレーシア国

桑原正章 :｢学術振興会地域交流事業にもとず く

森林残査の有効利用に関するLIPIとの共同研究

のため｣

(平成 6年2月20日～3月2日)

インドネシア

佐々木 光 岡上

川井秀一 :｢マ レーシア農科大学 との共同研究,

視察調査のため｣

(平成 6年3月14～24日)

マレーシア ･シンガポール

角田邦夫 :｢ホウ素化合物 による木材保存に関す

る討議,及び研究資料収集のため｣

(平成 6年2月28日-4月6日)

カナダ ･ニュージーランド･アメリカ合衆国

石原茂久 :｢国際建築防火安全研究討論会に出席,

研究発表並びに木質複合材料開発に関する調査

と資料収集のため｣

(平成 6年4月24-30日)

台湾

高橋 旨象 :｢国際木材保存会議出席及び化学加工

木材の性能評価に関する共同研究打ち合わせの

ため｣

(平成 6年 5月29日～6月 5日)

インドネシア

今村祐嗣 :｢国際木材保存会議出席 と関連研究資

料の収集のため｣

(平成 6年 5月28日-6月4日)

インドネシア

スレイマン ･ユスフ :｢国際木材保存会議出席及

び化学加工木材の性能評価に関する共同研究の

ための資料収集のため｣

(平成 6年 5月28日～6月19日)

インドネシア

角田邦夫 :｢国際木材保存学会年次大会参加及び

研究資料の収集のため｣

(平成 6年 5月28日～6月 4日)

インドネシア ･マレーシア ･シンガポール ･香港

則元 京 :｢木構造および木質住環境 に関する研

究会に出席ならびに,木質住環境に関する資料

の収集のため｣

(平成 6年6月9-19日)

台湾

林 隆久 :｢第 4回国際植物分子生物学会出席の

ため｣

(平成 6年 6月18-26日)

オランダ

服部武文 :｢リグニン分解微生物の遺伝子生化学

的研究のため｣

(平成 5年 7月 1日～平成 6年6月30日)

アメリカ合衆国

高橋 旨象 :｢韓国林業研究院および韓国木材保存

協会における特別講演及び研究資料の収集のた

め｣

(平成 6年 6月29日～7月 2日)

韓国

野村隆哉 :｢第 4回木材乾燥国際会議出席のため｣

(平成 6年 8月 8-14日)

ニュージーランド

吉村 剛 :｢第12回国際社会性昆虫研究連合大会

出席のため｣

(平成 6年8月19-29日)

フランス

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
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所 外

MattiousWallen(スウェーデンルレオ工科大学機

械工学大学院生)

木質複合材料の製造技術に関する共同研究

のための来所

(平成 5年 4月7日～11月7日)

安 世喜 (韓国大部大学校農科大学助教授)

リグニンの酵素的分解機構の解明のため来

所

(平成 5年7月29日-平成 6年7月28日)

sontoso,Myrtha,Karina(インドネシア科学研究

所応用物理学研究開発センター(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 5年8月31日-11月28日)

文部省文教施設部技術課職員 3名

施設見学のため来所

(平成 5年 9月6日)

BrigitteVian(フランス国パ リ高等師範大学助教

授)

植物細胞壁に関する研究 ･調査のため来所

(平成 5年9月 6-9日)

PieterBass(オランダ国ライデン大学植物学教授)

木材の組織学に関する研究 ･調査のため来

所

(平成 5年9月8-9日)

ElixabethA.Wheeler(アメリカ合衆国ノースカロ

ライナ州立大学教授)

木材の組織構造に関する研究 ･調査のため

来所

(平成 5年9月 8-9日)

AbrahamFahn (イスラエル国ヘブライ大学名誉

教授)

木材の組織学に関する研究 ･調査のため来

所

(平成 5年 9月8-9日)

李 東拾 (韓国林業研究院林産工学部木材加工科

林業研究士)

笹 惇庭 ( ,/ 林産化学科

林業研究士)

木材腐朽菌の生理生態学的特質に関する共

同研究の討議のため来所

(平成 5年9月 9-18日)

モリタ製作所協会一行30名

施設見学のため来所

(平成 5年9月17日)

Yupapornsornnuwat(タイ国王立林野局研究員)

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研究のため来所

(平成 5年10月26日-12月24日)

文部省大臣官房会計課係官 3名

施設見学のため来所

(平成 5年11月2日)

奈良女子大学家政学部一行44名

施設見学のため来所

(平成 5年11月15日)

秋田県林務担当職員9名

先進地研修視察のため来所

(平成 5年11月15日)

津田達郎 (金沢大学工学部教授)

｢木質廃棄物の前処理について｣特別講演

のため来所

(平成 5年12月16-17日)

MohdZinJusoh(マレーシア国マレーシア農科大

学助教授)

木材の組織 と材質に関する研究 ･調査のた

め来所

(平成 6年 1月14日-2月13日)

津田達郎 (金沢大学工学部教授)

｢木質廃棄物の爆砕処理について｣特別講

演のため来所

(平成 6年 1月24-25日)

prasetyaBambang(インドネシア科学研究所応用

物理学研究開発センター(LIPI)研究員)

白色腐朽菌によるリグニンの生分解に関す

る研究のため来所

(平成 6年 2月 1日～3月12日)

秋田県木材加工推進機構

施設見学のため来所

(平成 6年2月18日)

馬 霊飛 (中国漸江林学院林業工業系副教授)

木,竹材の木質保存及び利用に関する研究

のため来所
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(平成 6年 3月 7日～平成 7年 3月 6日)

BambangSubiyanto (イ ン ドネシア科学技術庁応

用物理学研究開発セ ンター(LIPI)主任研究員)

蒸気噴射技術 を利用 した複合材料に関する

研究のため来所

(平成 6年3月23日-5月 1日)

subyakto (イン ドネシア科学研究所応用物理学研

究開発セ ンター(LIPI)研究員)

木質複合材料 に関する開発研究のため来所

(平成 6年3月23日-5月 1日)

WilliamTze (マ レーシア国サバ森林研究セ ンター

研究員)

熱帯樹木の木部成長の周期性に関す る研究

･調査のため来所

(平成 6年 3月29-31日)

NorRahmatAbdylJalil(マ レーシア国マ レーシア

農科大学研究員)

熱帯樹木の木部形成 に関す る共同研

究のため来所

(平成 6年4月 1日～7月31日)

富洋木材株式会社二 日会15名

施設見学のため来所

(平成 6年 5月 6日)

妾 京徳 (韓国全北大学校非常勤講師)

植物細胞壁の構築に関する研究のため来所

(平成 6年6月13日-平成 7年6月12日)

ハルビン工業大学代表国 7名

施設見学のため来所

(平成 6年 6月27日)

資源エネルギー庁職員10名

施設見学のため来所

(平成 6年 7月 9日)

京都大学技術職員研修 (第12回)40名

施設見学のため来所

(平成 6年 7月12日)

㈱名古屋工務店8名

施設見学のため来所

(平成 6年 7月18日)

全国 LVL協会20名

施設見学のため来所

(平成 6年 7月28日)

秋田県議会農林水産委員会14名

施設見学のため来所

(平成 6年 7月29日)

荏 惇 厘 (韓 国林業研究 院林産化学科林業研究

官)

Lignan生合成及び分析のため来所

(平成 6年8月 1日～平成 7年7月31日)
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