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当 所 の 活 動

講 演

日本創造オモチャ｡フェスティバル ･シンポジウム

(平成元年8月19日,東京)

野村隆哉 :玩具と素材

大阪緑化センター講演会

(平成元年8月24日,大阪)

野村隆哉 :教材としての木

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 (実務)指定講習会

(平成元年9月14日,大坂)

高橋旨象 :防除処理に関する実務知識

大阪家具組合年次総会記念講演

(平成元年9月15日,大阪)

野村隆哉 :木と人のかかわりについて

日本木材加工技術協会関西支部木材乾燥基礎セミナ

(平成元年9月19日,奈良)

則元 京 :木材乾燥の基礎知識

日本材料学会木質材料委員会定例研究会

(平成元年9月29日,京都)

川井秀一 :欧米における木質材料開発研究の動き

日本デザインフェアー長野,デザインシンポジウム

(平成元年10月6日,長野)

野村隆哉 :素材としての木材

第7回日本木材加工技術協会年次大会

(平成元年10月13日-14日,東京)

今村祐嗣,梶田 無 :含浸用フェノール樹脂処理に

よる高耐久性パーティクルボードの製造

第2回環太平洋木材解剖学会議 (The2ndP&CiGc

RegioA81WoodAnatomyConference)

(平成元年10月15日-21日,

ロス･バノス,フィリピン)

M.Z.JUsoH,Y.IMAMURA:AnatomicalChara･

cterizationofVascularBundlesinOilPalm

Trunks

Y.IMAMURA,M.TAKAHASHI,B.SUBIYANTO,S.

YASUF:Property EnhancementofAlbizia

falcatariaParticleboardsMadefromAcetylaト

(1989年8月～1990年7月)

edParticles

大阪府中小企業管理者研修会

(平成元年10月17日,大阪)

佐 木々 光 :木質材料の科学

全国地域木工クラフトシンポジウム

(平成元年10月25日,東京)

野村隆哉 :立木染色とその工芸的利用

日本しろあり対策協会 :平成元年度しろあり防除施

工士登録更新研修会

(平成元年10月31日,大阪)

高橋旨象 :高耐久性木質材料の研究開発

第 1回日本環境動物昆虫学会大会

(平成元年11月10日～11日,奈良)

所 雅彦,今村祐嗣,藤井義久,野口昌己 :シロア

リの木材食害活動検出への AE の応用

合板工業の新しい展開をめざす合板技術講習会

(平成元年11月17日,東京)

今村祐嗣 :化学処理による木材の機能開発

日本木材加工技術協会関西支部,木材の基礎科所セ

ミナー

(平成元年11月18日,和歌山)

則元 京 :木材の性質を探る- 木材の物理的性質

Jと乾燥-

高橋旨象 :木材を長持ちさせ るには- 木材の保

存-

佐 木々光 :明日の木質材料- 木材加工と木質材料

の将来-

全国木工機械工業会第2回新材料委員会

(平成元年11月21日,東京)

佐 木々光 :木質資源と複合材料

第 7回木材保存講座

(平成元年11月22日,東京)

川井秀一 :木質材料の新しい展開

能代市産業ビジョン調査会

(平成元年12月4日,能代)

佐々木光 :最近の木質系材料の開発

1989環太平洋国際化学会議 (The1989Intern&tio･

n&lChemicalCoTLgre8BOfP&cificB&8inSocie･
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ties)

(平成元年12月17日～22臥 ホノルル,アメリカ)

M.NoRIMOTO,J.GRll.,R.H.RowELL:Rheological

PropertiesofChemicallyModi丘edWood

M,TAXAHASHI,Y.lMAMtJRA,M.TANAHASHI:

Distribution ofSubstituents in Acetylated

WoodanditsEffectonResistanceAgainst

Biodeterioration

Y.IMAMURA,M.TAKAHASHI:Ultrastructural

ObservationsofAcetylatedWoodExpos'ed

toWeathering

木材保存士資格検定講習会

(平成 21年 1月26日,東京)

今村祐嗣 :木材の性質に関する知識

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 2年 2月1日～2日,大阪)

高橋旨象 :腐朽に関する知識

今村祐嗣 :木材と防除処理に関する知識

長野県工業試験場,木製品技術講習会

(平成 2年 2月9日,松本)

則元 素 :製品開発のための木材利用技術

木材需要拡大対策に対する林業講習会

(平成 2年 2月20日,京都府京北町)

今村祐嗣 :木材の新たな利用開発をめざして

第 6回木質ボー ドシンポジウム

(平成 2年 2月26日,大阪)

川井秀---:炭素材料積層ボー ドの耐火性能

第60回日本木材学会大会

(平成 2年 4月2日～4日,つ くば)

研究発表

1. 講演発表

井上雅文 ･則元 嘉 ･棚橋光彦 ･山田 正 :水蒸気

処理による大変形木材の固定および処理材の物

性変化

近藤久晴 ･石原茂久 :アミノ系樹脂による木材の耐

久性難燃化処理(I)

児島佳世子 ･石原茂久 :等則電気泳動法による木材

保存処理剤の分析

師岡淳邸 .･セルロースアシレー トの粘弾性(n)

G.HoFFMANN･則元 京 ･師岡淳郎 :TheEffect

第26号 (1990)

ofDeacetylationonDielectricRelaxationin

Wood

題 広傑 ･則元 京 ･山田 正 :木材に吸着 した水

の誘電挙動(Ⅲ)

秋津裕志 ･則元 素 ･山田 iE:化学処理木材の振

動特性

堀尾慶彦 ･則元 素 ･川井秀-･･山田 正 :木質ボ

ー ド類の振動特性

小林好紀 ･今村祐嗣 :長期水中貯木材の水分移動性

および組織構造

楊 揮 ･佐々末光 ･秦 正徳 :集成材の圧縮条件

及び接着面における圧縮圧の分布

Myrtha KARINA･棚橋光彦 ･樋口隆昌 :爆砕処理

によるリグニンの分解機構の解明(17)α,β･ジ

アリルエーテルの分解に及ぼす水蒸気処理条件

の影響

服部武文 ･島田幹夫 ･樋口隆昌 :リグニソモデル化

合物の リグニンベルオキンダ-ゼによる分解に

おけるベラ トリルアルコールキンロン ドの役割

島田幹夫 ･馬 登波 ･樋口隆昌 ･赤松やすみ :白色

腐朽菌の Mnベルオキンダーゼ系 による リグ

ニンモデル化合物と篠酸の分解

才高聖士 ･服部武文 ･島田幹夫 ･樋口隆昌 :バイオ

ミメティックMn/Co触媒系によるリグニンモ

デル化合物の分解

山口和穂 ･伊東隆夫 :変形制度による広葉樹材形成

の変化

黒田宏之 :-ンジュレクチン遺伝子の検出

馬場啓一一一･角谷和男 ･木下和隆 ･中川 毅 ･小川雅

広 :形成層帯特異的タンパク質の免疫化学的手

法による解析

田中文男 ･B.J.HARDY･A.SARKO:機能性多糖の

分子設計 (Ⅳ)MM2分子力場におけるセル ロ

ース系オ リゴマーの挙動

前川英一 ･WIWIKS.SUBOWO:置換度 (Ds)を異

にするカルボキシメチル セル ロースの C-13

NMR スペク トルの特性

岩田忠久 ･東 順-･･岡村圭造 ･田中文男 :ポテン′

シャルエネルギーを考慮 した CPDA と CADP

のコンフォメーション

吉田弥寿郎 ･沢田 豊 ･0.R.プリド一･川井秀-･･

- 234-



当 所 の 活 動

佐 木々 光 :静電場内の木材パーティクルに生

じる配向 トルク (第4報)パーティクル周辺の

電界状態

OrlandoR.PULIDO･吉田弥寿郎･川井秀一･佐々木

光_:ProductionofElectrostaticallyOriented

Particleboard (1Ⅶ)Effectofcon丘guration,

densityandspeciesofparticlesontheave-

rage alignmentangle.

井出 勇 ･石原茂久 ･川井秀一 :炭素材料積層パー

ティクルボー ド(1Ⅶ)積層用ウバメガシ炭,セルロー

ス炭の化学的 ･物理的性質に及ぼす焼成温度の

影響

石原茂久 ･川井秀一 ･井出 勇 ･高松淳久 :炭素材

料積層パーティクルボー ド(ⅩⅠ)焼成温度の異

なるセルロース系炭素材料とフェノール樹脂で

調製した積層用ボー ドの物性

津田 豊 ･OrlandoR.PULIDO･川井秀一 ･佐 木々

光 :押出し型フォーミングマットを圧締し配向

させたパーティクルボー ド

川井秀一 ･佐々木 光 ･梶田 無 ･松尾牟晶 :MDI

接着剤を用いたパーティクルボー ド(Ⅱ)ボー ド

の材質に及ぼす各種イソシアネー ト系接着剤の

添加量の影響

梶田 願 ･高田-穂 ･椋代純輔 ･川井秀一 ･佐々木

光 ･松尾牟晶 :MDI接着剤を用いたパーティ

クルボー ド(Ⅲ)各種イソシアネー ト系接着剤を

用いたボー ドの耐久性

湊 和也 ･則元 京 ･佐 木々 光 ･山本昭夫 ･沢田

紀年 :ホルムアルデヒド環状ポリマーに よる

MDF の寸法安定化

王 潜 ･佐々木 光 ･バンバン スビヤン ト･川

井秀一 :サバ産植林木 LVLの性質と複合梁フ

ランジとしての利用(Ⅱ)

大和田正勝 ･藤井義久 ･野口昌己 ･今村祐嗣 ･所

雅彦 :AEによるシロアリ食害材検出の試み

(Ⅱ)実木材への適用

李 東拾 ･角田邦夫 ･高橋旨象 :防腐性能に及ぼす

化合物の協力作用評価へのろ紙交差法の適用

今村祐嗣 ･平松茂雄 ･高橋旨象 ･佐藤隆史 :フェノ

ール樹脂処理木材の生物劣化抵抗性 性能発現

の処理法,劣化因子からの考察

角田邦夫 ･今村祐嗣 ･高橋旨象 ･平尾正三 ･碓氷宏

明 ･野村一夫 :無機質複合化による新機能性木

材の開発(5)処理条件と生物劣化抵抗性

所 雅彦 ･高橋旨象 ･山岡亮平 :イ-シPアリ道し

るべフェロモンの前駆体様物質

2.展示発表

今村祐嗣 ･所 雅彦 ･藤井義久 ･大和田正勝 ･野口

昌己 ･遠矢良太郎 :野外におけるシロアリ食害

活動の AE による探知

石原茂久 ･バンバン スビヤント･菊地伸一 ･スビ

ヤクト･斉藤 隆 :未利用材によるブロックボ

ー ドの防 ･耐火性能

アマティ講演会

(平成 2年4月14日,大阪)

野村隆哉 :木と人のかかわりについて

奈良県林業試験場科学技術週間公開シンポジウム

(平成 2年4月20日,奈良県高取町)

今村祐嗣 :スギ天然シボの構造形成のメカニズム

第199回7メリカ化学会大会 (199thACSN&tion&l

Meeting)

(平成2年4月22日-27日,ボス トン,アメリカ)

T.UMEZAWA,T.HIGUCHI:Chemistryoflignln

degradationbyligninperoxidases

京都大学農学部林産工学科設立25周年記念講演会

(平成2年 5月12日,京都)

今村祐嗣 :木材-1材料としてのホメスタシス-

第21回木材存保に関する国際研究グループ年次大会

(平成 2年 5月14日-18日,

ロトルア,ニュージーランド)

M.TAKAHASHI,Y.IMAMURA:BiologicalResistance

ofPhenol-ResinTreatedWood

M.TAKAHASHI,Y.IMAMURA,K.TsUNODA,A.

ADACHI,K.NISHIMOTO:EvaluationofTermi-

ticidesin FieldTrails

K.TsuNODA:JapaneseWoodPreservingIndustry

Y.IMAMURA,H.KAJITA:DimensionalStability,

BiologicalResistance,andMechanicalProper･

tiesofPhenol-Resin-Treated Particleboard

M.ToKORO,M.TAKAHASHI,R.YAMAOKA:Isola-

tionandldenti丘cationoftheTrailPheromo･

neofSubterranean TermiteReticuliterms
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speratus(Kolbe)

Y.FqⅠⅠ,M.OwADA,M.NoGUCHI,Y.IMAMIJRA:

DetectionofTermiteAttackinWoodUsing

AEMonitor111g

ニュージーラン ド木材保存技術協会特別講演 (New

Zealand Wood Preservation TechnicalA880･

ciationSpecialMeeting)

(平成 2年 5月16日,

ロトルア,ニュージーラン ド)

K.TsUNODA:WoodPreservationandtheEnvi･

ronment- NewsandViewsfrom around

theWorld.TheSituationinJapan

｢新 しい接着剤の開発と利用｣講演演会

(平成 2年 5月16日,東京)

剤の利用技術

第45回京都大学木材研究所公開講演

(平成 2年5月18日.大阪)

師岡淳郎 :新 しいセルロースプラスチック- -そ の

レオT‥Iジー-

今村祐嗣 :シロアリの行動を音で探る- 木材食害

活動の AE による検出- I

樋口隆昌 :リグニンの生化学- 生合成と微生物分

解-

第17回日本防菌防徴学会年次大会

(平成 2年 5月25日～26日,相模原)

李 東拾 ･角田邦夫 ･高橋旨象 :有機 ヨウ素系木材

防腐剤の耐光性

日本木材保存協会,第 6回年次大会特別講演

(平成 2年 5月31日,東京)

則元 京 :新 しい材料としての木材の可能性

茨木市市民講座

(平成 2年 6月14日,茨木)

野村隆哉 :老人の生きがいと木工

岐阜県工芸帯験場客員研牢制度研究セミナー

(平成 2年 7月20日,高山)

今村祐嗣 :木材の高機能化と応用

和歌山県林業研究グループ年次総会記念講演

(平威2年 7月21日,和歌LlJ)

野村隆栽 :地域林業とその活性化

美里町講演会

(平成 2年 7月22日,和歌山県美里町)

野村隆哉 :地域開発と地場産業

人事往来 ･そ他の

1. 所 内

梅津俊明 :｢林産系天然有機化合物の化学的研究｣

(平成元年 5月10日～平成 2年 6月30日)アメ

リカ合衆国

伊東隆夫 :｢細胞壁の構造と形成に関す る研究調

査｣(平成元年 8月28日-9月26日)連合王国,

ドイツ連邦共和国,スイス,フランス共和国

今村祐嗣 :｢国際木材組織学会太平洋会 議 出席｣

(平成元年10月15日-22日)フィリピン

則元 京 :｢1989環太平洋 国際化学会議 出席｣(辛

成元年12月16日～23日)アメリカ合衆国

今村祐嗣 :｢1989環太平洋 国際化学会議出席｣(辛

成元年12月16日-23日)アメリカ合衆国

師岡淳郎 :｢1989環太平洋 国際化学会議 出席｣(辛

成元年12月16日～23日)アメリカ合衆国

越島哲夫 :｢木材化学に関する共 同研究｣(平成 2

年 1月7日～18日)マレーシア

佐々木 光 :｢樹木生理および木材工学に関する共

同研究並びに資料収集｣ (平成 2年 3月11日-

24日)マレーシア,シンガポール

今村祐嗣 :樹木生理および木材工学に関する共同研

究並びに資料収集｣(平成 2年 3月11日～24日)

マレーシア,シンガポール

樋口隆昌 :｢熱帯材の特色解明とその有効利用に閑

-する共同研究並びに資料収集｣(平成 2年 3月

15日～24日)イン ドネシア

渡辺隆司 ･.｢熱帯材- ミセルロースの構造分析に関

する共同研究並びに資料収集｣(平成 2年 3月

15日～4月14日)イン ドネシア

角田邦夫 :｢木材保存に関する国際会議第21回年次

大会出席並びに研究資料収集｣(平成 2年 5月

6日～29日)オース トラリア連邦共和国,ニュ

ージーラン ド

高橋旨象 :｢木材保存に関する国際会議第21回年次

大会出席並びに研究資料収集｣(平成 2年 5月

11日～24日)ニュージラン ド,シンガポール

佐々末 光 :｢低質広葉樹の加工と利用に関する国
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際学会出席並びにフィリピンにおける熱帯材利

用に関する資料収集｣(平成2年6月10日-20

日)台湾,フィリピン

樋口隆昌 :｢国際連合産業開発機関 (UNIDO)主催

の"リグニン生分解と実際的応用"に関するコロ

キウム出席｣(平成2年6月25日-7月3日)

梅揮俊明 :｢林産系天然化合物の化学的研究｣(平成

2年7月16日-8月7日)アメリカ合衆国

佐藤 憧 :｢全国日本学士会アカデミア賞受賞｣(辛

成 2年7月25日)

川井秀一 :｢第19回国際林業研究機関連合(IUFRO)

世界大会出席および研究資料収集｣ (平成 2年

7月30日～8月13日)アメリカ合衆国,カナダ

石原茂久 :｢第19回国際林業研究機関連合(IUFRO)

世界大会出席並びに第200回 アメリカ化学会出

席および研究資料収集｣(平成2年7月31日-

9月2日)カナダ,アメリカ合衆国

2. 所 外

Dr.打ee-SukJUNO (国立ソウル大学農学部林産学

科長)(平成元年8月4日)研究事情視察のた

め来所

Dr.HaiimahtonMANSOR(マレーシア森林研究所

研究員)(平成元年10月30日)研究活動 ･施設

見学のため来所

Ms.NaiyanaNIYOMWAN他 1名 (タイ国工業研究

所繊維織物部門部長)(平成元年10月30日)施

設見学のため来所

Mr.HarmaenBinSAFFIAN(マレーシア兵科大学

林学部助手)(平成元年11月2日)研究活動 ･

施設見学のため来所

新宮木材協同組合 組合員25名 (平成元年11月9日)

施設見学のため来所

国際協力事業団名古屋国際研修センター ｢第 1回木

質材料高度利用技術集団研修コース｣一行7名

(平成元年11月29日)施設見学のため来所

Mr.SUBYAKTO(イン ドネシア国立科学研究所研究

員)(平成元年12月1日～平成 2年 1月29日)

｢木材難燃剤の開発研究とくに難燃処理 された

木質材料の耐候性 ･耐久性に関する研究｣のた

め来所

岐阜県木材需給対策協議会関係者15名 (平成元年12

月6日)施設見学のため来所

Mses.SANTOSO,MyrthaKAR-NA(インドネシア科

学院応用物理学研究開発センター研究員)(辛

成 2年 1月10日-3月10日)｢リグニンの爆砕

による分解機構の解明に関する共同研究｣のた

め来所

Messrs.TARIGAN,LuciaINDRARTI(イン ドネシア

科学院応用物理学研究開発 センター研究員)

(平成 2年2月1日-3月31日)｢セルロース誘

導体の化学特性の解明とその応用の研究｣のた

め来所

名古屋営林局需給開発センター職員5名 (平成 2年

2月16日)施設見学のため来所

大分県林業試験場木材部 2名 (平成 2年 3月8日)

施設見学のため来所

Dr.MartinWIKLUND(スウェーデン林産試験所長),

Mr.YngveLINl)STRAND(スウェーデン技術開

発庁)他 1名 (平成 2年3月23日)施設見学の

ため来所

東京木場製材協同組合17名 (平成2年 4月11日)施

設見学のため来所

日経フォーラム会員47名 (平成 2年6月6日)施設

見学のため来所

岐阜木材クラブ12名 (平成 2年6月7日)施設見学

のため来所

兵庫県宍粟郡木材業協同組合50名 (平成 2年6月13

日)施設見学のため来所

-237-




