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当 所 の 活 動

講 演

愛知川産化石林調査会研究発表会

(平成 3年 4月26日,滋賀)

伊東隆夫 :化石林の樹種

第13回糖質シンポジウム

(平成 3年8月 1-2日,東大阪)

林 隆久,伊東隆夫,加藤陽治,大住千栄子 :オリ

ゴサッカライ ドによる植物細胞壁 針 グルカナ

ーゼの活性化機構

しろあり対策協会,しろあり防除施工士受験資格第

2次 (実務)指定講習会

(平成 3年 9月11日,大阪)

高橋旨象 :防除処理に関する実務的知識

角田邦夫 :防除剤に関する実務的知識

武庫川女子大学生活美学研究所第11回研究会

(平成 3年 9月14日,兵庫)

伊東隆夫 :古代における木の文化

日本化学会第62回秋季年会シンポジウム

(平成 3年 9月21日,札幌)

林 隆久 :セルロースの生合成について

京都大学公開講座,人と木のかかわり-古代から未

来へ-

(平成 3年 9月21日,28日,京都)

田中文男 :分子の世界から木材を見る一分子シミュ

レーション

高橋旨象 :木を長持ちさせる一木材の保存

師岡敏朗 :木を曲げる-木材の物理

林 昭三 :樹種を見分ける-藤ノ木古墳,正倉院,

桂離宮の調査から

木質科学研究所改組記念講演会

(平成 3年 9月27日,京都)

川井秀一 :木質新素材の開発をめざして

島田幹夫 :ウッドバイオサイェソスの新展開

桑原正章 :木質バイオマス利用の技術革新をめざし

て

平成3年度日本育種学会秋季年会

(平成 3年10月2-4日,新潟)

大住千栄子,小島昭夫,日向康吉,林隆久 :タマネ

(1991年8月～1992年7月)

ギ ･ニンニクの育種 Ⅰ.膳珠 ･肱培養による

雑種植物の作出

大住千栄子,小島昭夫,日向康吾,林隆久 :タマネ

ギ ･ニンニクの育種 卜 雑種植物の形態 ･成

分分析

第7回日本木材保存協会年次大会

(平成 3年10月3日,東京)

角田邦夫 :木材保存研究の動向

3rdInternationalCongressofPlantMole-

cularBiology

(平成 3年10月6-1日],ツーソン,アメリカ)

H.KURoDA: AnOrgan-Specific Genefrom a

TreeTrullk

日本環境動物昆虫学会年次大会

(平成 3年10月14,]5日,京都)

藤井義久,柴田叡弐,今村祐嗣 :木材加害昆虫の行

動探査-の AEモニタリングの応用

第36回リグニン討論会

(平成 3年10月14-15日,札幌)

日尾野隆,柴田大輔,梅津俊明,樋口隆昌 :サト

(Alariacordata) シンナミルアルコールデヒド

ロゲナーゼの精製

谷原佳文,服部武文,白井江芳,島田 幹夫 :バイオ

ミメティックフタロシアニン鉄錯体による .B1

0-4型 リグニンモデル化合物の酸化分解

今村剛士,渡辺隆司,桑原正章,越島哲夫 :リグニ

ン-グルクロン酸間エステル結合の酸化的解裂

とその定量分析への応用

第12回木材接着研究会第21回木材の化学加工研究会

合同シンポジウム

(平成 3年10月17日,塩尻)

川井秀一 :木材ボードの接着耐久性

マテリアルライフ学会講演会

(平成 3年10月28日,東京)

高橋旨象 :木材の耐久性と寿命

社団法人大阪建築士事務所協会第4支部講演会

(平成 3年10月29日,岸和田)

石原茂久 :木材の科学と利用技術
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日本木材加工技術協会関西支部,第4回木材の基礎

科学セミナー

(平成 3年10月30日,福井)

川井秀一 :明日の木質材料一木材加工と木質材料の

採釆

高橋旨象 :木材を長持ちさせるには-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

ハワイ昆虫学会大会

(平成 3年10月30日～31日,ホノルル,アメリカ合

衆国)

K･TsUNODA,T.YosHIMURA and M.ToKORO:

MysteriousCoptotermessociety:howmuch

we could learn through research on

Coptotermestermites.

日本木材学会レオロジー研究会

(平成 3年11月 1日,京都)

師岡淳郎 :セルロース誘導体の粘弾性

劉 -星,則元 京,師岡淳郎 :木材の横圧縮変形

に関する研究

第17回日本応用酵素協会研究発表会

(平成 3年11月2日,大阪)

桑原正章 :担子菌によるリグニン分解酵素の生産に

関する研究

平成 3年度日本発酵工学会大会シンポジウム (糖質

の構造 ･機能およびバイオテクノロジー)

(平成 3年11月6-8日,広島)

林 隆久 :オリゴサッカライ ドによる植物 β-グル

カナーゼのフィードバックアクチべ-ショソ

日本材料学会,木質材料講座 ｢木材工業における21

世紀技術｣

(平成 3年11月8日,大阪)

佐々木光 :木質材料開発の展望

日本木材学会生物劣化研究会

(平成 3年11月9日,東京)

吉村 剛 :菌類とシロアリの相互作用一寄生菌によ

る防除

Adhesives and Bonded Wood Products

Symposium

orAdhesivebySteam-Injection Pressing

andltsApplicationto ContinuousParti-

cleboardProduction

S･IsHIHARA, H･SASAKI, a.WANG and S･

KAWAI:Duration UnderLoadorGluel-

inesExposedtoFire

Y･IMAMURA:StrengthLossesinWoodCompo-

SitesandBiologlCalFailureinGluelines

(秩)日本ケミカルリサ-チ生物化学研究所

(平成 3年11月25日,神戸)

島田幹夫 :リグニンの化学 :生分解

The Seventh InternationalSymposium in

ConjunctionwithAwardoftheInternatio-

nalPrizefor Biology-Cellular Basisof

PlantGrowthandDevelopment-

(平成 3年11月26日～28日,大阪)

T･ITOH:AssemblyorCelluloseMicroribrils

inGiantMarineAlgae

森林 ･木質資源利用先端技術推進協議会,木材利用

高度化研究会

(平成 3年11月27日,大阪)

川井秀一 :木質新素材の開発の現状と動向

広島市工業技術センター,木質新素材講習会

(平成 3年11月28日,広島)

則元 京 :木材の化学加工

平成 3年度科学研究費補助金 〔総合研究(B)〕(木質

の生成と変換)研究成果発表会

(平成 3年11月29日～30日,京都)

伊東隆夫 :木質の生成と原形質膜 ･細胞小器官の役

割

森林総合研究所

(平成 3年12月2-4日,筑波)

林 隆久 :植物細胞壁のゆるみに関与する β-グル

カナーゼ

セルロース91'国際会議

(平成 3年12月2日～6日,ニューオレンス,ルイ

ジアナ,アメリカ合衆国)

E.MAEKAWA:PreparationandCharacterization

orHydroxamicAcid Derivativeand its

(平成 3年11月19-21日,シア トル,アメリカ) MetalComplexesDerivedfrom 'cellulose

S.KAWAI,H･SASAKIandB･SUBIYANTO:Curing T.IwATA,K.OKAMURA,JIAzUMAandF.TANA一
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KA :Conformation alld Packing Analysts

orRegiosclectiveiy Substituted Cellulose

Esters.

日本木材加工技術協会関西支部,木材乾燥の基礎セ

ミナー

(平成 3年12月6日,松LlJ)

則元 京 :木材乾燥の基礎知識

関西糖質セミナー

(平成 3年12月 7日,大阪)

林 隆久 :糖鎖の植物細胞二l二学

第6回植生史研究会

(平成 3年12月15日,滋賀)

伊東隆夫 :愛知川産化石林の樹種

(杜)全国日本学士会,平成 3年度アカデミア賞表彰

式

(平成 3年12月18日,京都)

佐藤 性 :木材抽fJJl成分とその利用

静岡県産学交流シンポジウム

(平成 4年 1月14日,静岡)

今村祐嗣 :木質系新材料開発の現状よ動向

森林 ･木質資源利用先端技術推進協議会シンポジウ

ム ｢木材産業の未来像｣

(平成 4年 1月23日,東京)

佐々末光 :21世紀の未来研究

川井秀一 :2001年の合板 ･ボーード工業

国際バイオシンポジウム92名古屋

(平成 4年 1月23日～24日,名古屋)

桑原正章 :担子菌のリグニン分解酵素をコードする

遺伝子の性質

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 4年 1月23日,24日,大阪,2月6札 7日,

福岡)

角田邦夫 :防除剤に関する知識 (大阪)

高橋旨象 :腐朽に関する知識 (大阪,福岡)

防除剤に関する知識 (福岡)

今村祐嗣 :木材に関する知識 (大阪)

防除処理に関する知識 (大阪)

しろあり防除施工士指定講習会

(平成 4年 1月24日,大阪)

今村祐嗣 :木材および防除処理に関する知識

技術情報センターセミナー

(平成4年 1月24Ef,東京)

石原茂久 :炭の在来的利用法と今日的利用法

文部省科学研究費補助金重点領域研究 ｢多様なエネ

ルギー資源の利用｣平成3年度研究成果報告会

(平成 4年 1月30日～ 1月31日,京都)

桑原正章,渡辺隆司,麻田恭彦 :担子菌 リグニン分

解酵素の生産性向上と生物的一物理的複合処理

によるリグノセルp-スの脱 リグニン

平成3年度電顕技術研究会

低温技法を用いた新しい電顕,光顕アプローチ

(平成 4年 2月 1日,大阪)

伊東隆夫 :フリーズフラクチャー法

日本農芸化学会関西支部 (第373回講演会)

(平成 4年 2月8日,京都)

島田幹夫,赤松やすみ,罵登波,高橋旨象 :木材腐

朽担子菌によるシュウ酸の酵素的生成と分解

地域木材需要促進会議木材フォーラム

(平成 4年 2月26日,姫路)

今村祐嗣 :木材の新しい用途開発の現状と将来

ログハウス建築講習会

(平成 4年 2月28日,岡山)

今村祐嗣 :ログノ､ウス用木材の性質

日本木材加工技術協会関西支部,木質ボードシンポ

ジウム

(平成 4年 3月12日,大阪)

則元 京 :化学修飾,とくにホルマ-ル化による寸

法安定化

木材保存士資格検定講習会

(平成 4年 3月18日,東京)

今村祐嗣 :木材および木質材料の性質

SeminorinBogorAgriculturalUniversity

(平成 4年 3月18日,ボゴール,イ'/ドネシア)

S.K AWAl:High-PressureSteam Treatment

SeminorimUnevel･sltY PertanianMalaysia

(平成 4年 3月18日,マレイシア)

T.ITOH:WoodAnatomyandWoodFormation

東洋木材防腐 (樵)研修会

(平成 4年 3月24日,大阪)

高橋旨象 :認定剤 (A剤 ･B剤)の現況について

日本植物生理学会1992年度年会および第32回シンポ
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ジウム

(平成 4年 3月29日～31日,熊本)

中村信吾,林陛久,伊東隆夫 :成長する植物細胞壁

に関する研究 Ⅰ.ポプラ培養細胞のキシログ

ルカナーゼについて

馬場啓一,林 隆久,伊東隆夫,曽根良昭,三崎

旭 :キシログルカンによるミクロフィブリルの

架橋構造

林 隆久,伊東隆夫 :オリゴサッカライ ドによる細

胞壁キシPグルカナーゼのフィードバックアク

チべ-ショソ

賀来華江,馬場啓一,伊東隆夫,渋谷直人 :マソノ

オリゴ糖認識抗体を用いた免疫電顕によるグル

コマンナンのイネ種子細胞壁中-の蓄積の品種

･組織特異性の解析

伊東隆夫,奥恭行 :コルヒチン処理した培養わた繊

維壁のミクロフィブリル配向

日本農芸化学会1992年度大会

(平成 4年 3月31日～4月3日,東京)

林 隆久 :植物細胞表層糖鎖の細胞生物学的研究

林 隆久,伊東隆夫 :オリゴサッカライ ドによる植

物細胞壁ゆるみの制御

大住千栄子,林 隆久,久保田紀久枝,小林彰夫 :

タマネギ×ニンニク種間雑種植物のフレ-バー

分析

渡辺隆司,佐藤敏江,越島哲夫,桑原正章 ･･Asper-

gillusnigerβ-グルコシダーゼの精製と性質

麻田恭彦,小藤田久義,塩出和秀,久保 毅,桑原

正章 :食用担子菌が生産するリグニン分解酵素

桑原正章,湯浅一博,山内慎也,渡辺隆司,麻田恭

彦 :NAD 生合成遺伝子のクローニング

桑原正章 :木質バイオマス変換におけるリグニン分

解微生物の利用

第42回日本木材学会大会

(平成 4年 4月 2日～ 4日,名古屋)

小川智亮,伊東隆夫 :ディープエッチング法による

ポプラ培養細胞の壁構造の観察

妾 京徳,伊東隆夫 :トチノキ上肢軸の生長にとも

なう微小管配向の変化

馬場啓一,伊東隆夫,曽根良昭,三崎 旭,渋谷直

人,円谷陽一 :免疫電顕法による非セルロース

性多糖類の樹木細胞壁中における局在

林 隆久,伊東隆夫,加藤陽治,曽根良昭,三崎

旭 :レクチンによる細胞壁キシPグルカン分解

の制御

中村信吾,林 隆久,伊東隆夫 :成長する植物細胞

壁に関する研究(2) ポプラ培養細声におけるキ

シログルカナーゼの生産

黒田宏之,梅揮俊明,五十幡俊成,島田幹夫,樋口

隆昌 :チョウセンレソギョウペルオキシダーゼ

とリグナン生成

五十幡俊成,黒田宏之,梅滞俊明,島田幹夫,樋口

隆昌 :チョウセソレンギョウ培養細胞系による

リグナンの生成

梅揮俊明,五十幡俊成,黒田宏之,島田幹夫,樋口

隆昌 :数種のリグナンのキラルLC-MS分析

赤松やすみ,島田幹夫,高橋旨象 :褐色腐朽菌オオ

ウズラタケが生産するオキザpアセタ-ゼの性

質とシュウ酸生成における役割

渡辺隆司,菅谷明美,桑原正章 :ZrPexlacleu∫の生

産するβ-ガラクトシダーゼについて

佐藤 怪 :木材抽出成分のデータベース化

田中文男,桑原正章,岡村圭造,A.SARKO:セロオ

リゴマーの分子運動に与える温度の影響

岩田忠久,東順一,岡村圭造,田中文男,楠木正巳

:セルロース-テロエステル結晶構造解析-の

分子動力学の適用

前川英一 :過ヨウ素酸で酸化したセルロースの酸化

部分の NMR を用いる簡便な分析法

井上雅文,則元 京,師岡淳郎 :木材の横圧縮変形

の永久固定

大塚康史,東山 貢,井上雅文,則元 京,頴川五

郎 :化学修飾木材の処理による変色および耐光

性

劉 一塁,則元 京,湊 和也,津田紀年,山本昭

夫 :ホルマール化 MDFに関する研究 (Ⅰ)ク

リープおよび振動的性質

秋津裕志,師岡淳郎,則元 京 :化学処理木材の振

動特性 (Ⅲ) 粘弾性モデルによる解析

劉 -星,則元 京,師岡淳郎 :木材の横圧縮変形

に関する研究 (I) 木材の応力-ひずみ図と比

重
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劉 --∵星,則元京,師岡淳郎 :木材の横圧縮変形に

関する研究 (TF)応力-ひずみ図に及ぼす変形

履歴と水蒸気処理の影響

井野辺陽,師岡淳郎,則元 京 :横圧縮による木材

の応力-歪挙動,温度および歪速度の影響

大釜敏正,則元 京,小原二郎 :壁装 の調湿効果

(Ⅳ)

瀧野贋二郎 :木質系面材料 の部分片振 り疲 労性能

(n) 構造用パ-ティクルポ- ド

畑 俊充,海老原徹,川井秀---,佐々木光 :蒸気噴

射プレス法によるパーティクルボー ドの製造(5)

マット内温度の経時変化およびその透過性に及

ぼすパーティクルの形状効果

射プレス法によるパーティクルボー ドの製造(6)

ボー ドの材質に及ぼすパーティクルの形状効果

玉 潜,川井秀一-,石原茂久,佐々木光 :火炎下に

おける集成材接着層の耐力

岸本芳昌,王 潜 :配向性ランバー(円)配向パタ

ソ別の引張強度予測

川井秀-I,王 潜,佐々木光,棚橋光彦,乾久邸,

太田親義 :高圧スチームを応用 した強化 IJVL

の製造と性質

:メラミン樹脂含浸合板の製造と性質

中田欣作,杉本英明,川井秀一 ‥フェノール樹脂含

浸強化 LVLの製造 (Ⅳ)圧密時の単板の応九

含水率および温度の経時変化

岩塚祐二,月東秀夫,石原茂久 :環状ア ミド化合物

による木材の性能向上 (I) E-カプロラクタム

による寸法安定化

月東秀夫,住田厚弘,石原茂久 :過熱蒸気を併用し

た木材の表層化学加工(4) 木材表層の リン酸エ

ステル化及び高密度化による木材の難燃化

月兼秀夫,岩塚祐二,石原茂久 :過熱蒸気を併用 し

た木材の表層化学加工(5) ホルムアルデヒド系

樹脂による木材表層の樹脂化及び高密度化によ

る耐久性向上

石原茂久,井出 勇,樋口尚登,西川昌信 :炭素材

料積層パーティクルボー ド(X打)間伐材の高温

焼成炭を炭素素材とする電磁波遮蔽性耐火木質

･炭素複合材料の高温下の高温熱定数

井出 勇,樋口尚登,西川昌信,高松淳久,石原茂

久 :炭素材料積層パーティクルボー ド(XIV)木

材,竹等の高温焼成炭化時の挙動と焼成炭化物

の物性

井出 勇,樋 口尚登,西川昌信,石原茂久 :炭素材

料積層パーティクルボード(XV)未利用間伐材

等の焼成炭化物より調製 したボー ドの焼成温度

と物性の影響

井.Hl 勇,樋口尚登,西川昌信,石原茂久 :炭素材

料積層パ-ティクルポ- ド(XVI)圧縮木材 ･熱

硬化性樹脂複合体の複合焼成炭化物の圧縮度,

焼成温度と物性

石原茂久,田中 実,花輪倉-,石井 治,坪根政

文 :金属アルコキシドによる木質 ･無機質複合

材料の開発 (m) アンチモンアルコキシドと有

機-ロゲソによる複合化とその耐火性能

児嶋佳世子,石原茂久 :等速電気泳動法による木材

保存処理剤の分析 (In)

柏 直樹,飯田生穂,今村祐嗣,中村嘉明 :圧縮処

理材の液体浸透(2) 吸液量に及ぼす試験体厚さ

および長さの影響

飯田生穂,石原暫三,今村祐嗣,柏 直樹 :圧縮処

理材の液体浸透(3) 圧縮率による吸液量と材質

変化

藤村 圧,柳 在潤,今村祐嗣,高橋旨象 :アクリ

ル系ポリマ-による木材の高耐久化 (V)架橋

されたポリマー処理木材の生物劣化抵抗性

村上幸一-,松田鉄明,上田 賓,柳 在潤,今村祐

嗣,高橋旨象 :二塩基酸無水物とエポキシドに

よるオ リゴエステル化木材の生物劣化抵抗性

柳 在潤,今村祐嗣,高橋旨象 :フルフリルアルコ

-ル処理木材の生物劣化抵抗性

S.ユスフ,今村祐嗣,高橋旨象,湊 和也 :ホルマ

ール化 MDFの生物劣化抵抗性

桜井 誠,角田邦夫 :ナフテン酸金属塩類の酸価の

違いによる防腐性能

角田邦夫,吉村 剛,高橋旨象,平尾正三,礁永宏

明,小西 悟 :無機質複合化による新機能性木

材の開発(8) -低処理 レベルでの生物劣化抵抗

性-
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当 所 の 活 動

大村和香子,高橋旨象,角田邦夫,吉村 剛 :褐色

腐朽菌の生産するシロアリ定位行動活性物質の

検索

吉村 剛,角田邦夫,高橋旨象,東順一 :イェシロ

アリ共生原生動物の栄養生理 (Ⅰ) セルロース

の重合度の影響

APAST

ウッドケミカルス研究会 (第3回)

(平成 4年 4月14日,大阪)

島田幹夫 :樹木成分の生合成

日本木材加工技術協会関西支部 ｢関西学研都市見学

会及び講演会｣

(平成 4年4月16日,京都府木津町)

佐々木光 :木質材料開発の方向

関西地区植物生理談話会

(平成 4年 4月18日,奈良)

馬場啓一 :組織発達過程における樹皮レクチンの変

動

XXXIIYamada Conferenceon PlantCell

Walls as Biopoly-ers with Physiological

Functions

(平成 4年5月5日～ 8日,大阪)

T.ITOHandT.OGAWA:MolecularArchitecture

ofPoplarCellWallbyquickFreeze,Deep

EtchTechnique

K.BADA,Y.SoNE,H.KAKU,A.MISAKI,N.SllⅠ-

BUYA)T･HAYASHI)T･ITOH:Immunocyto-

Chemistryonthecellwallpolysaccharides

inthewoodyplants

T.HAYASHI,T.ITOH,Y.KATO,C.OHSUMI:

Feedback Activation of auxin-induced

plantend0-1,4-β一glucanasebyxyloglucan

oligosaccharides

北海道立林産試験場講演

(平成 4年 5月6日,旭川)

石原茂久 :防火規制と新素材の開発

日本木材学会 ｢木材先端技術 トレンド｣関西地区講

演会

(平成 4年 5月15日,大阪)

石原茂久 :防 ･耐火

則元 京 :居住性

The23rd ConferenceofTheInternational

ResearchGrouponWoodPreservation

(平成 4年5月11日～15日,-ロゲート,連合王

国)

K･TsUNODA:Reappraisalofsomefungicides

bytheamendedJWPA testmethod.

第19回日本防菌防徽学会大会

(平成 4年 5月17-18日,東京)

柳 在潤,高橋旨象,今村祐嗣 :ほう酸/フルフリ

ルアルコール処理木材の耐朽 ･耐蟻性

高橋旨象 :最近の低毒性木材防腐剤の研究開発動向

第47回木研公開講演

(平成 4年 5月22日,大阪)

渡辺隆司 :木質系糖鎖のバイオマス変換

林 隆久 :生長する樹木の細胞壁工学

高橋旨象 :しろあり防除技術の現状と展望

日本学術会議木材学研究連絡委員会,パネル討論会

(平成 4年 5月30日,東京)

則元 京 :化学加工木材におけるニーズとフロンテ

ィア

日本学術会議木材学研究連絡委員会主催シンポジウ

ム ｢木質系材料におけるニーズとフロンティア｣

(平成 4年 5月30日,東京)

佐々木光 :ウッドコンポジットにおけるニーズとフ

ロンティア

第5回紙パルプ工業におけるバイオテクノロジー

国際会議 (5th lnternational Conferenceon

Biotechnology in thePulp and Paperlnd-

ust工･y)

(平成4年 5月27日～30日,京都)

D.B.MA,T.HATTORI,Y.AKAMATSU,M.ADACHI,

M.SHIMADA:A NovelEquation fわrthe

Noncompetitive Inhibition or the Lip-

CatalyzedReactionsbyOxalicAcid

∫.KAJIHARA,T.HATTORI,H･SHIRONO,M･SHI-

MADA:CharacterizationorAntiviralWater-

SolubleLigninfrom BagasseDegradedby

Lentinusedodes

M.SHIMADA, Y.AKAMATSU, M･TAKAHASHI:

Biochemical Aspects or Oxalic Acid

Productionand DecompositionbyWood-
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DestroylngFungl

H･KURODA) T･UMEZAWA〉 T･IsoHATA)

T.HIGUCHI,M.SHIMADA:TowardsGene

CloninginRelationtoLignanBiosynthesis

T.UMEZAWA, T.IsoHATA, H.KURODA, T.

HIGUCHI,M.SHIMADA:ChiralHPLCand

LC-MSAnalystsOrSeveralLignans

T.WATANABE,T.IMAMURA,T.KosHIJMA,M.

KUwAl仏RA:qunatitativeAnalysisofEster

BondsbetweenLignlnandGlucuronoxylan

inLignln-CarbohydrateComplexes

T.WATANABE, T.KosHIJIMA,M･KUwAHARA:

Transglylation orβ･Glucosidase Purified

from Aspergillusm'ger

Y.AsADA,Y･KIMURA,T.OKA,M,KUwAHARA:

CharacterizationoraCDNA GeneEncod-

ingaLigninPeroxidase,from theLignln-

degradingBasidiomyceteBjerkanderaAdusta

和歌山県天然高分子利用協同組合,記念講演会

(平成 4年 6月9日,和歌山)

則元 京 :木材の物理,化学加工

中華民国内政部建築研究所巷備虚八十一年度研究計

画聯合研討会

(平成 4年 6月24日,台湾省台北市)

SHIGEHISA,IsHIHARA:Fire Protected Wood

ProductsThrough Science･Progressin

Europe,USA･CISandJapan

木質耐火門之研究発展及検験認可研討会

(平成 4年 6月25日,台北市)

石原茂久 :日本木製防火門之開発研究趨勢興現況

一尤其木質材料之燃焼抑制及防耐火性能賦与

The WVIth International Carbohydrate

Symposium

(平成 4年 7月5-10日,パ リ)

T.HAYASHI,Y.KATO,C.OHSUMI:Feedback

ActivationorPlantEnd0-1,4-β一glucanase

byXyloglucanOligosaccharides

第14回糖質シンポジウム

(平成 4年 7月31- 8月 1日,東京)

渡辺隆司,今村剛士,桑原正章,越島哲夫 :DDQ.

料 第28号 (1992)

の酸化的開裂とその応用

人事往来 ･その他

1.所 内

人 事

馬場啓一 ‥木質生命科学研究部門 細胞構造 ･機能

分野助手に採用 (平成 3年 8月 1日)

森川弘道 :木質生命科学研究部門 遺伝子発現分野

の教授を併任 (現 :広島大学理学部教授) (辛

成 3年10月 1日)

五十嵐敏弘 :事務室会計掛に配置換 (平成 4年 1月

1日)

西川誠一 :胸部疾患研究所業務課-配置換 (平成 4

年 1月 1日)

林 昭三 :停年退職 (平成 4年 3月31日)

秋吉駿- :定年退職 (平成 4年 3月31日)

生駒時秀 :事務室庶務掛長に配置換 (平成 4年 4月

1日)

三宅 学 :事務室会計掛長に配置換 (平成 4年 4月

1日)

倉貫雅世 :事務室庶務掛主任に配置換 (平成 4年 4

月 1日)

安馬公男 :医学部附属病院医事課専門職員-配置換

(平成 4年4月 1日)

岩佐明美 :化学研究所庶務掛主任へ配置換 (平成 4

年 4月 1日)

畑 俊充 :木質材料機能研究部門 複合材料分野助

手に採用 (農林水産省森林総合研究所から)

(平成 4年 6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合わせ

並びに資料収集のため｣ (平成 3年 8月3日～

8月24日) タイ国

黒田宏之 ｢国際植物分子生物学会出席並びに資料収

集のため｣(平成 3年10月6日～10月15日) ア

メ リカ

則元 京 ｢中国木材科学学会第 3回学術年会出席の

ため｣(平成 3年10月12日～10月21日) 中国

によるリグニン･グルクロン酸間エステル結合 角田邦夫 ｢新規木材保存処理法に関する研究資料の
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収集並びに-ワイ昆虫学会大会参加のため｣

(平成 3年10月15日～11月4日)オ-ストラリ

ア,ニュージーランド,アメリカ

吉村 剛 ｢-ワイ昆虫学会大会における研究発表並

びに資料収集のため｣ (平成 3年10月29日～11

月4日) アメリカ

川井秀一 ｢接着剤及び接着木材に関するシンポジウ

ム出席及び研究資料の収集のため｣ (平成 3年

11月17日～11月2年日)アメ1)カ,カナダ

今村祐嗣 ｢接着剤及び接着木材に関するシンポジウ

ム出席及び研究資料の収集のため｣(平成 3年

11月17日～11月24日) アメリカ,カナダ

田中文男 ｢セルロース'91国際会議出席及び研究資

料収集のため｣(平成 3年11月29日～12月15日)

アメリカ,カナダ

前川英一 ｢セルロース'91国際会議出席及び研究資

料収集のため｣(平成3年12月 1日～12月8日)

アメリカ

角田邦夫 ｢日本,ニュージーランド林産物協議会の

設立に関する会議出席のため｣(平成 4年2月

1日～2月9日) ニュージーランド

川井秀一 ｢木材及び林地残廃材の特質解明と有効利

用に関する研究実施のため｣(平成4年3月15

日～3月26日) インドネシア

則元 京 /7

( J</ )
I/

桑原正章 ｢論文博士研究者に対する研究指導並びに

調査 ･研究のため｣(平成4年 3月15日～3月

26日) インドクシア

伊東隆夫 ｢早生樹種の組織構造と材質に関する調査

･研究のため｣(平成4年3月12日～3月26日)

マレーシア

佐 木々光 ｢熱帯材の接着剤と接着に関する国際シソ

ポジウムに出席し,研究資料の調査収集のた

め｣(平成4年 5月24日～5月28日)台湾

角田邦夫 ｢国際木材保存学会大会参加及び研究資料

の収集のため｣(平成4年 5月9日～5月28日)

イギリス,アメリカ, ドイツ

石原茂久 ｢木質複合材料に関する調査と資料収集｣

(平成4年 6月23日～6月27日) 中国

林 隆久 ｢第16回国際糖質シンポジウム出席及びミ

シガン州立大学植物研究所で研究調査のため｣

(平成 4年 7月4日～7月15日) フランス,ア

メリカ

表 彰

佐藤 慢 :アカデミア学術助成賞 (平成 3年12月18

日)｢木材抽出成分とその利用｣

林 隆久 :日本農芸化学会奨励賞 (平成4年 3月31

日)｢植物細胞表層糖鎖の細胞生物学的研究｣

梅滞俊明 :日本木材学会賞 (平成 4年 4月3日)

｢リグニンの微生物分解機構の解明｣

樋口隆昌 :藤原賞 (平成4年 6月17日)｢リグニン

の生化学 :生合成と微生物分解機構の解明｣

2.所 外

Virochlmpithuksa(タイ国カセサート大学研究･

開発センター長)施設見学のため来所 (平成 3

年10月19日)

PanneeDenrungruang(タイ国ジャイカ研修員)

施設見学のため来所 (平成 3年10月23日)

YupapornSornnuwat(タイ国王立森林局林産研

究科研究員)タイ国における建築物のシPアリ

被害防止についての研究のため来所 (平成 3年

11月10月～平成 4年 1月31日)

ⅠsmailJusoh(マレーシア農業大学助手)ラタン等

準木質資源の材質解明と利用技術の研究のため

来所 (平成 3年11月25日～12月24日)

ジャイカ名古屋研修センター第3回木質材料高度利

用技術集団研修コース研修員 一行9名 施設見

学のため来所 (平成 3年12月3日)

PauldeCastro (ウルグアイ国), DivinoE

Teixcira(ブラジル国) ジャイカ海外研修員

同行者 林 知行 (森林総合研究所研究員)施

設見学のため来所 (平成 3年12月3日)

泊 之楠 (内蒙古大興安嶺林管局技師) 恩和 布仁

(内蒙古林産工業公司局技師長)中国東北地域

における広葉樹の未利用木材の有効利用の研究

のため来所 (平成 3年12月5日～平成4年12月

4日)

松本忠夫 (東京大学教養学部教授) ｢食材性及びデ

ト1)タス食性昆虫における消化共生系一生態学

的視点から｣特別講演のため来所 (平成 3年12

月16日～12月17日)
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奈良女子大学家政学部 -行10名 施設見学のため来

所 (平成 3年12月20日)

NilyardiKahar(インドネシア国立科学院応用物

理学研究開発センター副所長)アセチル化木材

とその木質材料-の応用の研究のため来所 (辛

成 4年 1月10日～ 1月30日)

三重県青年林業会議所会員 一行28名 施設見学のた

め来所 (平成 4年 2月24日)

文部省学術局学術課学術振興係 湊屋係長 施設見学

のため来所 (平成 4年 3月25日)

Subyakto(インドネシア応用物理研究所研究開発

センター研究員)熱帯産材の燃焼特性の解明と

防耐火性能付与の研究のため来所 (平成 4年 3

月25日～ 5月23日)

楊 搾 木質材料製造における応力と変形の解析

についての研究のため来所 (平成 4年4月 1日

～平成 5年 3月31日)

岡山県経済連農協職員 一行40名 施設見学のため来

所 (平成 4年4月10日)

CharuneeVongkaluang(タイ国王立森林局林産

研究科木材昆虫室長)地下シロアリの防除に関

する討議のため来所 (平成 4年 4月12日～4月

25日)

R･Malcolm Brown.Jr(アメリカ合衆国テキサス

大学植物学科教授)日本学術振興会外国人招聴

研究者として討議,講演及び共同研究のため来

所 (平成 4年 5月23日～6月30日)

EduardoAgosin(チリ カトリカ大学化学工学科

助教授)禍色腐朽菌によるセルロース分解に関

する討議及び講演のため来所 (平成 4年 6月 1

日)

和歌山県木集会 一行10名 施設見学のため来所 (辛

成 4年 6月4日)

JosephGrit(モソペリエ第2大学主任研究員)木

材のレオロジーに関する共同研究のため来所

(平成 4年 6月18日～ 8月10日)

JohnRJFrench(オース トラリア連邦化学工業研

究所) ｢地下シロアリの物理的防除に関する野

外試験の実施及び討議｣のため来所 (平成 4年

6月21日～6月27日)

JohnAButcher(ニュージーランド林業研究所林

産部部長)木材保存処理法に関する討議及び共

同研究のため来所 (平成 4年 7月11日～ 7月18

日)

- 104-




