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抄録 (ABSTRACT)

T.ITOH:BiogeneSi80fcellulosemicrofibrilSand

theroleofmicrottlbtlleSinalgae,In"PlantCell

WallPolymers:BiogenesisandBiodegradation",

N.G.LewisandM.G.Paice,edリACSSymposium

SeriesNo.399,257-277(1989)

伊東隆夫 :緑藻類におけるセルロースミクロフィブ

リルの生成と微小管の役割, ｢植物細胞壁高分子一

生合成と生分解｣,ACSシンポジウムシリーズ第399
に=l
Tj

緑藻類におけるセル.コ-スの堆積を制御する因子

についての最近の筆者の知見を概説した｡まず,揺

藻類のセルロース合成斯粒体のタイプを論 じた｡第

二柾二,三の巨大海藻における微小管の配向とそれ

らのセルロースミクロフィブリル配向との関係につ

いての新知見が示されている ｡これらの知見に基づ

いて,巨大海藻のセルロースミクロフィブリルの集

合機構の仮説が提唱されている｡

T.ITOH:CellulosesyrLthe8izing complexesin

somegiantrrLarinealgae,J.CellSci.95,309-

319(1990)

伊東隆夫 ‥数種の海藻におけるセルロース合成顎粒

体

海藻のセ′レロース合成類粒体 (TCs)の構造が調

べられ,セルロースミクロフィブリルの集合との関

係が論 じられている｡以前の研究をも含め, ミドリ

ゲ目の9属14種,シオグサ目の2種が原形質膜E一

面とP一面に直線状の TCsを有 していた｡本研究

で初めて調べられた種は Boodleacomposita,Di･

ctyosphaeriacavernosa,Ernodesmisverticillata,

Siphonocladustropicus,Struveaelegans,Valoni･

opsispachynemaそして ChaelomorPhaaereaで

ある｡TCsはその幅がほぼ一定 (30-36nm)である

のに比べ,長さは種間であるいは同一種でも発達段

階によって大きく異なる｡TCsはサブユニットが不

規則に集合 してできるが,時に3例に配列すること

もある｡TC の平均長は一次壁形成期よりも二次壁

形成期の方が大きい｡これは TCsの長さが細胞壁

の発達過程を通 して増加するとする前回の報告を支

持するものである｡TCsのサブユニットの大きさは

7.3-8.9nmで,原形質膜面にある構造タンパク質

類粒よりも小さい｡セルロースミクロフィブリルの

幅がTCの幅と同じくらい広いという事実に基ずけ

ば,個々のグルカン鎖の間隔は ミクロフィブリルの

結晶化後半分に減ずると考えられる｡ ミクロフィブ

リルの幅は11.2から 23.6nm であったが大部分の

種では 14nmから 16nmであった｡てガタマモの

ミクロフィブリル幅は最も大きかった｡ トランスメ

ソブラン類粒として TCsがサブユニットから形成

されることは, ミドリゲ目が様々な形態を有する種

からなるにもかかわらずこの目の特徴となっている｡

T.ITOH:IJigniGcationofbamboo(PhylloStachys

heterocycla Mitf.) during itsgrowth,Hol2:A

jTorsch.44,19ト200(1990)

伊東隆夫 :モウソウチクの成長における木化

モウソウチク梓の水平ならびに軸方向の木化過程

をタケノコから成竹に至るまでの一成長期にわたっ

て調べ,同時に外部形態の変化も記録した｡木化は

2,3,6,8,10,12年生の竹稗の化学分析によ

っても調べられた｡結果は以下のとおりである｡(1)

一節間内における木化は上部から下部へ進行する.

(2)水平方向の木化は梓の外部から内部へ と進行す

る｡ (3)表皮細胞,厚壁柔細胞の3っの構成細胞の軸

方向の木化は基部から先端へと進行する｡(4)表皮細

胞と繊維細胞の木化は基本柔細胞や厚壁柔細胞の木

化に発行する｡(5)繊維細胞の木化は竹稗の基部にお

いて伸長初期に始まり,竹禅が完全に伸長するとす

べての節間で進行する｡ しかし,柔細胞の木化は稗

が完全に伸長 しても上部の節間ではみられない｡(6)

柔細胞の量的な木化は新 しい側枝が出て開葉が始ま

った後に生 じ,新薬が完全に出そろうと非常に顕著

になる｡(7)構成細胞の完全な木化は一成長期間内で

終 り,その後の木化の進行は年齢の高い程ではみら

れない｡

林 昭三 :黒河西山遺跡出土木炭の樹種,黒河西山

遺跡発掘調査報告,第Ⅴ章自然科学的調査 1,p.15
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-22,富山県小杉町教育委員会 (1989)

奈良時代の4つの炭窯や1つの須恵器窯などから

出土した木炭 227点の樹種を同定した｡各試料の3

断面が出るように割裂し,反射顕微鏡で観察した結

果は以下のとうりである｡針葉樹としてはモミ(9

点)のみであったが,広葉樹としてほクリ (74点),

サクラ属 (41点),ヤマグワ (17点), ミズキ属 (13

点),-ンノキ (10点),モクレン属 (10点)などが

多く検出された｡このほかに15樹種が検出された

が,いずれも窯の周辺に生育していた樹木を伐採し

尿材として利用したものと考えられる｡

林 昭三 :越中上末窯出土木炭の樹種,富山大学考

古学研究報告 第三冊,越中上末窯,第6章自然科

学的調査の成果4,p.209-214,富山大学人文学部

考古学研究室 (1989)

富山県立山町上兼の釜谷の1-5号窯 (8世紀末

～10世紀中頃)から採取した炭材44点について樹種

の同定を行なった｡試料を乾燥 し,3断面が出るよ

うに割裂して,反射顕微鏡で観察した｡窯により,

時代により,検出された樹種に特徴があった｡例え

ば,1号窯はスギのみが9点,3号窯ではクリが9

点と多かった｡これらのことから,時代の経過にし

たが,つて利用された樹種がスギからクリに,そして

次第に他の雑木に移行していったように見える｡ま

た周辺の植生の変化をも反映しているようである｡

井津元世士即,林 昭三,川西孝次,西森良企,田

中大作 :木材組織学用語 CAIコースウエアの開発

第二報 針葉樹編,大阪教育大学紀要第五部門,節

38巻第2号,p.275-284,大阪教育大学 (1989)

木材に関わりを持ち,樹種識別に関心のある人達

に,木材の樹種識別の拠点となる特徴項目を中心に

CAIコースウエアを開発した｡特徴項目を顕微鏡

写真や模式図によって視覚に訴え,さらに説明文に

より理解を深めるように構成した｡内容は木材の外

鶴,仮道管,軸方向柔細胞,放射組織,壁孔,樹脂

道の6章からなり,全体で31フレームの構成であ

る｡このコースウエアは顧微鏡写真のデータ35,模

式図のデータ4,説明文となるテキス トデータ39か

ら構成されている｡

録

島地 謙,林 昭三 :斑鳩藤ノ木古墳,第一次調査

報告書,Ⅱ木材,1).276-289,橿原考古学研究所

(1990)

藤ノ木古墳より出土した馬具とそれに関連した木

質遣物15点について樹種の同定をした｡前輪鞍金具

からはクマシデ属とマツ属 (二葉松)が,鞍橋から

ほクマシデ属が,また歩揺付尻繋飾金具からはコル

クが検出された｡鐙からほヌルデのほか樹種不明の

広葉樹が検出された｡樹種同定の結果が馬具の製作

地を推定する一助となることを期待されたが,クマ

シデ属の樹木は北半球に広く分布しており,コルク

もコルクガシのものかアベマキのものかを判定でき

ないので,製作地についてはより他の分野からの論

議が必要となろう｡

E.MAEKAWA:TheStructureofNitrogen･cont&in･

ingI)ervativeBPreparedfrom Dia1dehydeCell

lulo8e8inHCelluloseMstructuralandfunctional

aspectsby∫.F.Kennedy,G.0.Phillips,P.A.

Williams(Eds),EllisHorwoodLtd.,1989,pp.337.

前川英一 :ジアルデヒドセルロースから調製される

含ちっ素誘導体の構造

∫.F･Kennedy等による編纂の"セルロース"構造

と機能,1989年版の一部を分担した｡

E.MAEKAWA,T.IcHIZAWAandT.KosHIJIMA:An

Ev81utionoftheAcid･801ubleLigninI)etermi･

nationinAn&lySe80fLignimbytheSulfuric

AcidAlethod,J.WoodChem.Techno1.,9(4),549-

567(1989)

前川英一,-沢泰三,越島哲夫 :硫酸法によるリグ

ニンの定量における酸可溶性リブニン量の評価

硫酸法によるリグニン定量における酸可溶性 リグ

ニン量は,205nm におけるUV 吸収により評価さ

れる｡本法は広葉樹材には適用可能であるが,針葉

樹材,竹材では,205nmからシス トした実際の波長

を用いるべきことを提案し,酸可溶性 リグニン量を

評価 した｡

K.OGAWA,F.TANAKAandK.0XAMURA:Confor･

m&tion&lDidbrencebetweenChito8amandPoly･
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(1-4)･a･D･g&lactoSamine,G.Skjak･Bra:k,T.Ant

thosenandP.Sandforded.,ChitinandChitosan,

SOL-510,EIsevier Sci.Publ.,Barking,Essex,

England (1989)

小川宏蔵, 田中文男, 岡村圭造 :キ トサンとポ リ-

(I-4)-a-D-ガラク トサミンのコンフォメーション

の違い

D･グルコサ ミンと D･ガラク トサ ミンの α･及び β･

アノマーが (1-4)結合 した多糖の間のコソフォノ

-ショソの違いを調べた｡キ トサンと (1--4)-α-

D-ガラク トサ ミンの X-線回折図にエネルギー計算

を組み合わせることによりこれらの多糖が リボ1/状

であ り, 2回らせんの対称性を持っていることが予

測された｡前者は伸びきった分子鎖の構造を取 って

お り,後者は若干キンク構造を取 っていることも示

され た｡ 一一万,α-D-グル コサ ミンと β-D-ガラク

トサ ミンの (1-4)結合 したポ リマーはともに ワイ

ドならせん構造を取 っていることが予測された｡

田中文男 .･アメ リカ紀行一東部アメリカ考現学-,

ニューランバーマン,19.No.72,15-22(1989)

アメリカの大学における今 日の自然科学関係の研

究状況ならびに林産関係の現状について紹介 し,ま

た東海岸の情勢について紹介 した｡

田中文男,BarryJ.Hardy,AnatoleSarko:機能

性多糖の分子設計 part.3セルロース系オ リゴマー

の分子運動解析への分子動力学の適用,木材研究 ･

資料,No.25,32-44(1989)

セルロース系分子の構造研究に分子動力学ン ミュ

レ-ンヨソの手法を導入 し,その有効性を調べた.

セルロース系分子のモデルとして四糖 と八糖のオ リ

ゴマーについて分子運動 の シミュレーションを行

い,その軌跡を求め,解析を行った｡その結果,分

子動力学シ ミュレーン三!ソがセル ロース系分子の構

造研究に有力な手法であることが証明された｡

Y.SHUTO,K.OKAMURA,J.AzUMA,F,TANAKA

andH.CHANZY:Ⅹ･RayandElectron Diqrac･

tion Study of Some Cellulose I)erivativeB,

Kennedy,PhillipsandWilliamsed.,Cellulose:

StructureandFunctionalAspects,283-288,Ellis

Horwoodlimited,(1989)

首藤勇-一･邸.岡村圭造,柔 順一･,田中文男,シャ

ンズ ィ- :数種のセルロース誘導体のⅩ線および電

子線回折による研究

X線回折法および電子回折法にJ:りセルロース ト

リプロビオネ- 卜 (CTP),セルロース トリブチ レ

ー ト (CTB),セルロース トリバ レレー ト (CTV)

の結晶構造を解析 した｡CTPは格子定数 a-1.176

nm,b-1.531nm;C(丘beraxis)-1.514nm,//3-

106.00を示す単斜晶系 の単位胞 と して結 晶化 す

る｡結晶の対称性はb軸をユニークアクシスとする

P21である｡ 2本の分子鎖が逆平行に単位胞を貫通

している｡ リボンの形状を したラメラ状の単結晶は

分離度の高い電子線回折像を与えてお り,その逆格

子パラメーターはX線回折像のもと関 係付 け られ

る.CTPのコソフォメ-ショソほ CTA のものと

は異な り,繊維周期が 1.514nm であ り,一周期当

り三つの残基から構成されている｡山方,CTB は

格子定数 a-1.534nm,b-2.537mm,C(丘beraxis)

-1.033nm を示す斜方晶系の単位胞として結晶化

し空間群は P212121である｡花びらのようなラメラ

状の単結晶が形成され,電子線回折像から得られる

単位胞の大きさと対称性はX線回折法から得られる

ものとうまく関係付けられる｡CTV も斜方晶系の

単位胞として結晶化 し, その格子定数 は a-1.540

nm,b-2.940nm,C(fiberaxis)二二1.036nm であ

る｡CTP と異なり,CTB とCTV のグルコピラノ

ース骨格のコンフォメーションはセルロースばか り

でなく CTA ともよく似ている｡

A.SARKO,C.lH.CHEN,B.J.HARDY and F.

TANAKA:ModelingimCrystalStructureAnalySiS

ofPoly8aCCharides,FrenchandBradyed.,Com-

puterModelingofCarbohydrates,ACSSympo･

siumSeries,No.430,Chapter21,ACS,Washing･

ton,USA (1990)

サーコ-,チェソ,ノ､-デ ィー,田中文男 :多糖の

結晶構造解析におけるモデル化

回折法にもとづいた多糖の解折におけるモデル化

法の有用性は20年にわた り蓄積されてきた構造決定
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の成功例の記録から明かである｡ しかしながら,あ

る種の多糖,特にセルロースについて得られた結果

が示すように,詳細な構造に不明な点が残されてい

ることがある｡特に,違 うデータセットに適用する

ときに,モデル化法を変えることによりその暖昧さ

追跡 して行くことができる｡構造的には異なってい

るが外面的には似ているモデルが可能なときには,

異なった方法が最も適当な構造の同定を許さないよ

うな矛盾 した結果を生み出すことがある｡にもかか

わらず,モデル化法は結晶および他の状態での多糖

の構造解析の可能性を着実に広げている｡特に,分

子動力学シミュレーションは結晶相の転移ばか りで

なく非晶相やゲル状態で扱 うときにも極めて有用な

ようである｡最後に,特に興味ある事象の中からセ

ルロースのマーセル化について論 じた｡

T.KosHIJIMA,T.WATANABEandF.YAXU:StruC･

tureandProperties0ftheLignim･C&rbohydrate

ComplexPolymer&8&nAmphip&thicStlb8tanCe,

ACSSymposiumSeriesNo.397,Lignln:Proper･

tiesandMaterials,W.G.GlasserandS.Sarkanen,

Editors,Chapter2,ll-28(1989).

越島哲夫,渡辺隆司,夜久富美子 :両親媒性物質と

してのリグニン･糖結合体の構造と性質

リグニン ･糖結合体 (LCC)の疎水的性質を疎水ク

ロマ トグラフィーを用いて明らかにした後,両親媒

性の LCCが水溶液中で ミセルを形成することを示

した｡また,2,3-ジクPP-5,6-ジンアノー1,

4-ベンゾキノン (DDQ)と Phrem法 メチル化を組

み合わせたエーテル型のリグニン ･糖間結合分析方

法を説明し,アカマツ酸性 LCCへの適用結果を示

した｡

T.WATANABE:StructuralStudies0ntheCovalent

Bondsbetween Lignin &nd CarbohydrateirL

LigniTL･Carbohydrate Complexes by Selective

OxidationoftheLigninwith2,3-Dichlor0-5,

6-dicy&n0-1,4-benzoqtlinone,WoodResearch,

No.76,59(1989).

渡辺隆司 :2,3-ジクロロー5,6-ジシアノー1,4-ベン

ゾキノンを用いた リグニンの選択的酸化反応による

リグニン ･糖結合体中のリグニンと糖間共有結合の

構造分析

Bj6rkman法 を改 良 した リグニン ･糖結合体

(LCC) の抽出法を示 した後,従来から存在が示唆

されているエーテル型の リグニン ･糖間結合を証明

するため,2,3-ジクロロー5,6-ジンアノー1,

4-ベンゾキノン (DDQ) と Phrem 法 メチル化を

組み合わせた分析方法を開発 した｡また,エステル

型の リグニン ･糖間結合を証明するためジアゾメタ

ンメチル化とDDQ反応を組み合わせた方法を開発

した｡これらの方法開発のために DDQ の LCC

モデル化合物とミル ドウッドリグニン (MWL)に

対する反応性を明らかにし,さらに保護基として用

いたアセチル基の安定性をテ トラアセチルグルコー

スを用いて証明した｡上記方法をアカマツ材に適用

することによりグニンと- ミセルロースがアカマツ

細胞壁中で直接化学結合 していることを明らかにし

た ｡

渡辺隆司 :リグニンの化学一増補改訂版,中野準三

編,ユニ広報 (分坦執筆),1990年

リグニン ･多糖結合体 (LCC)の生成機構に関連

して,脱水素重合物 (DHP)-糖結合体の生成と構

造解析に関する研究を解説した｡また,木材細胞壁

中に存在するエーテル型,エステル型,グリコシ ド

型の リグニン一一糖結合に関する最新の知見を詳説 し

た｡

T.HTGUCHI:Mech&niSmBOfLigninDegr&d&tion

byLigninPeroxida8eandI.8cc&8eOfWhite･Rot

Fungi･PlantCellWallPolymerさ,Biogene8iS

and Biodegradation (ACS Symposium SerieB

399),ed.N.G.LewisandM .G.Paice,American

ChemicalSociety,Washington D.C.,pp.482-

502(1989)

樋口隆昌 :白色腐朽菌の産生するリグニンペルオキ

シダーゼとラッカーゼによるリグニン分解の機構

白色腐朽菌の産生するリグニンペルオキシダーゼ

とラッカーゼによるリグニン分解機構について詳述

した｡
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S.YoKOTA,T.UMEZAWA,T.HIGUCHIandS.KAWAl:

De主radationofphenolicβ･lligninBAlbStrtICture

modeldinerby PhanerochaetechrusoBPO-

rizLm anditsligninperoxidase,HolZforschung,

44,271(1990)

横田信三,梅津俊明,樋口隆昌, 河合真吾 :Pha･

nerochaetechru80SPOrlum 及びそのリグニン

ペルオキシダーゼによるフェノール性 β･1型リグニ

ンサブス トラクチャーモデル二量体の分解

フェノ-/レ性 針 1型 リグニンサブス トラクチャ-

モデル二量体の Phanerochaetechrysosporium 菌

体及びその リグニンぺ′レオキンダ-ゼによる分解に

ついて検討 した｡その結果,菌体及び酵素の両方の

場合とも,基質がアルキル-アリール開裂,Cα･Cβ

開裂及び Cα位の酸化の三種類の反応を経て分解さ

れることを明らかにした｡

T.KATAYAMA,T.HIGUCHI,K.OHURAand M,

SoGO:Degradationofaglycer01-2-aryether,a

catabolicintermediateofanarylglyceroトβ･aryl

ether,byFusarluntSOlanlM-13-1,Hol3:fol･S･

chtmg,43,385(1989)

片山健至,樋口隆昌,大浦健二,十河村男 :アリー

ルグリセロール-β-アリールエーテルの代謝中間体

であるグリセロール-2-アリ-ルエーテルの Fusa･

rlum solaniM-13-1による分解

グリセロールT2-(バニリン酸)エーテル (I)の

Fusarium solaniM-13-1による分解機構について

研究 した｡Ⅰは完全に分解されて分解物が検出され

なかったので,グリセロールー21(31- トキシ-4-ヒ

ドロキシベンブイック酸)エーテル(II)を基質に用

いた｡(刀)は完全に分解されて3-- トキシー4-ヒド

ロキシベンゾイック酸(3),4-ヒ ドロキシ-3-どこロ

キシベンブイック酸(4)及び 3,4-(ヒドロキシメチ

ル)メチレンヂオキシベンゾイック酸(5)を生 じた｡

3,4は更に分解されたが,5ほ分解されずに残っ

た｡これ らの結果からⅠは β･アリルエーテルの解

裂を経て代謝される事が推定された｡

T.HIGUCH7:Biodegradationofligninandits

potentialapplications,BioprocessEnginee-

rzng:TheFirstGeneration,ed.TarunK.Chose,

EllisHorwoodLimited,Chichester,WestSussex,

pp.39-58(1989)

樋口隆昌 :リグニンの微生物分解及びその応用

Phanerochaetechrysosporium,及びカワラタケ

による β･0-4,針 1化合物の分解経路についての最

近の研究に基ずいて坦子菌によるリグニン分解機構

について考察 した｡ リグニン分解は二つの過程に分

ける事ができる｡1)フェニールプロパン同士を結合

している側鎖の解裂,2)リグニンの芳香核の解裂,

リグニンベルオキシーダーゼ及びラッカーゼが両反

応に及ぼす役割につ いて,針0-4,針1リグニンモ

デル物質の両酵素の分解物への トレーサーの取込み

実験に基ずいて詳細に考察 した｡パルプ化, リグニ

ンの化学転換と関連 して リグニンモデル化合物のバ

イオ ミメティック反応についても考察 した｡

T.HIGUCHt:MechaniSm80fthefungaland

enzynaticdegradatiorLOflignin,CellzEloSlcs

ULlllzatlon:ResearchandRewardsinCellulo･

sics,ed.H.1nagakiandG.0.Phillips,EIsevier

AppliedScience,London and New York,pp.

19ト202(1989)

樋口隆昌 :リグニンの菌体及び酵素による分解機構

白色腐朽菌が分泌するリグニンペルオキシダーゼ

及びラッカーゼによるリグニン側鎖及び芳香環の解

裂機構についての最近の研究について詳述 し,考察

した｡

T.HIGUCHI:Ligninbiochemistry:BioSyntheBis

andbiodegrad&tion,WoodSci.Technol.24,23

(1990)

樋口隆昌 :リグニンの生化学 :生合成及び微生物分

解

リグニン化学部門において明らかにした リグニン

の生合成,及び リグニン微生物分解機構を詳細に述

べ,この分野における今後の研究の発展方向につい

て考察 した｡

S.KAWAI,S.SHOUJI,K.NABETA,H.OKUYAMA

and T.HIGUCHI:Degradation ofnonphenolic
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抄 ′録

β-0-41ignin Substructuremodelcompounds

byligninperoxida8eOfCorloztSVerBlcolor,

Moku3:aiGakkaishi,36,126(1990)

河合真吾,庄司真一,鍋田憲助,奥山 寛,樋口隆

昌 :非フェノール性 β-0-4型リグニンサブストラ

クチャーモデルのカワラタケリグニンペルオキシダ

ーゼによる分解

非フェノール性 針0-4型 リグニンサブス トラク

チャーモデル化合物,4-ニ トヰ シー3-メトキシフェ

ニルグリセロール一針 グアヤシルエーテル (グアヤ

シルエーテル Ⅰ)および β･(2,6-ジメトキシフェ

ニル)エーテル (シリンギルエーテル¶)が,カワ

ラタケリグニンペルオキシダーゼに よ り分解 され

た｡分解物の構造から,次に示す 4種の反応が, リ

グニンペルオキシダーゼにより触媒されることが明

らかとなった｡(1)Cα･Cβ開裂,(2)Cα位の酸化,(3)

β･エーテル開裂,(4)芳香環開裂｡

リグニンペルオキシダーゼによるシリンギルエー

テルⅡの新 しい分解物と して,1-(4-- トキシー3-

メトキシフェニル)-3-ヒドロキシプロパノンVIを同

定 し,その生成機構を考察 した｡

島田幹夫 :リグニン分解酵素 の開発 化学 45(7),

454(1990)

リグニン分解酵素研究の トピックスと,それを ミ

ミックする人工酵素の開発研究を紹介した｡

M.SHIMADA,M.NAKAGAWA,T.HATTORI,andT.

HIGUCHI:Anewbiomimeticlignindegradatiun

Sy8temdevelopedwithAh/Cocat&lySt8andits

application tothechlorine-freebleaching of

kraftpulp,MokuzaiGakkaishi,35,859-860(1989)

島田幹夫,中川麻里子,服部武文,樋口隆昌 :マン

ガンとコバル ト触媒を活用 した新規バイオミメティ

ックリグニン分解系の開発とクラフトパルプの無塩

素漂白への応用

リグニンペpキシダーゼ類似機能をもつ,Mn/Co

触媒を用いて, リグニンモデル化合物の分解のみな

らずクラフトパルプの無塩素漂白にも成功した｡

H.KUROSAKA,K.UzURA,T.HATTORI,M.SHtMADA,

andT･HIGUCHI:TheCα･CβBondCle&V8geof

theSecondaryMetaboliteVeratrylglyceroICata･

lyzedbyaNewA(odi点ed"LigninaSe"Prepara-

tion from Phanerochaete chru808POrI'zEm,

WoodResearch,No.76,17128(1989)

黒坂博史,卯津羅健作,服部武文,島田幹夫,樋口

隆昌,PhaTWrOChaetechruBOBPOrI'um か ら得

られたリグ二ナーゼ酵素標晶によって触媒される二

次代謝物,ベラ トリルグリセロールの Ca･Cβ結合開

裂

Phanerochaetechrysosporiumを各種の炭素源と

窒素源濃度 (HC/LN,LC/MN,および LC/HN)

の培養条件下で,生産されるリグニナ-ゼ活性の量

を測定し比較 した｡

LC/叩N の静置培養条件下で 3561U/1の高い リ

グニナ-ゼ活性が得られ,従来とは違 う新 しい リグ

ニンナ-ゼ生産の培養条件を見っけることに成功 し

た｡二次代謝物,ベラトリルグリセロールは Cα･Cβ

開裂をうけてベラトルアルデヒドとグリコールアル

デヒドが生成することが初めて証明された｡

M.SHTMADA,A.OHTA,H.KUROSAKA,T.HATTORI

T.HIGUCHI,andM.TAKAHASHI:Roles0fSecoTL-

d&ry Metabolism OfWoodRottingFungiin

Biodegradation ofLignocelluloSic Ahteri&18,

Plant Cell Wall Polymers:Biogenesis and

Biodegradation.ACS Symposium Series,399,

412-425(1989)

島田幹夫,太田 明,黒坂博史,服部武文,樋口隆

昌,高橋旨象 :リグノセルロース材料の生分解にお

ける木材腐朽菌類の二次代謝の役割

N-栄養源に乏しい木材基質を分解できる木材腐

朽菌の二次代謝の役割を研究 した｡ リグニンを生合

成する植物と,白色腐朽菌や褐色腐朽との間に共通

するフェニルアラニン-桂皮酸経路の役割を N-リ

サイクリングのメカニズムと関連して考察 した｡

T.HATTORI,M.SHIMADA,andT.HIGUCHI:Aro一

m&ticRingCleav&geofV&nillylAlcoholby

LigninPeroxidaSeOfPhanerochaetechruSoBl

porlABnL,MokuR:aiGakkaishi,35,933-937(1989)
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服部武文,島田幹夫,樋口隆昌 :Phanerochaete

chru808POriu桝 のリグニンペルオキシダーゼによ

るバニリルアルコールの芳香環開裂反応

Phanerochaetechrysosporiumの リグニンペルオ

キシダーゼの新たな触媒作用として,フェノール性

芳香環開裂反応を明らかにした｡

A.OHTA,M.SmMADA,T.HATTORI,T.HIGUClII,

andM.TAKAHASHI:Production ofSecondary

Metabolites lncluding a New Metabolite p･

MethoxypheTLylpropanol by the Brown･rot

FungusLentinuslePideus,MokuZaiGakkaishi,

36,225-231(1990)

太田 明,島田幹夫,服部武文,樋口隆昌,高橋旨

象 .･褐色腐朽菌マツオオジによる新 しい代謝物 p-

メ トキシフェニルプロパノール等の二次代謝物の生

産

低窒素と高窒素の培地を用いて,褐色腐朽菌マツ

オオジにより生合成される各種二次代謝物を定量 し

た｡培地に加えた窒素量あた りの代謝物生産量は,

低窒素培地の方が高窒素培地より多かった｡また,

その代謝物中には, これまでの未報告の ♪-メトキ

シフェニルプロパノールが含まれていた｡p-クマー

ル酸,A-メ トキシケイ皮酸,カフェイン酸, フェル

ラ酸,イソフェルラ酸,フェルラ酸メチルなど化合

物を培地に加えると,各種のフェニルプロパノール

誘導体が作られた｡これらの結果から,A-メトキシ

フェニルプロ/i/-ルの生合成経路について考察 し

た｡マツオオジと類似の二次代謝物を生合成できる

かどうかを75種 の木材腐朽菌について調べたとこ

ろ,これらのなかでホウロクタケだけが クーメトキ

シケイ皮酸 メチルを作ることが明らかになった｡

A.OHTA,M.SHIMADA,T.HIGUCHI,and M.

TAKAHASHI:EJrectsofCarbon and Nitrogen

NutrieTLt80nProductionofSecondaryMetabo

liteSbyaBrown･RotFungusLentinuslepideus,

Moku2:aiGakkaishi,36,565-572(1990)

太田 明,島田幹夫,樋口隆昌,高橋旨象 :炭素お

よび窒素栄養源が褐色腐朽菌マツオオジの二次代謝

物生産におよぽす影響

炭素および窒素濃度の異なる4種の培地中で褐色

腐朽菌てツオオジが生産する二次代謝物の変化を測

定 した｡木材腐朽のモデ′レとして用いた高炭素低窒

秦 (HCノ/LN)培地では,63日の培養期間中に代謝物

のピークが 2回みられた｡最初のピークは主 に p-

メ トキシケイ皮酸 メチルとアニス酸メチルか ら成

り,培地中の窒素がはば消失 した日 (接種 6日後)

から5日後に現われた｡ 2っ目のピークは主 に ♪-

メ トキシケイ皮酸メチルのみによるもので,グルコ

ースが約60%消費された接種33日後に現われた｡高

炭素高窒素 (HC/HN)培地では他の培地より多量

の代謝物が作られたが,培地に加えられた窒素量あ

た りでみると,代謝物量,菌体垂とも HC/LN 培

地の方が HC/HN 培地より大きかった｡培養途中

で HC/LN 培地に L･グルタミンやアンモニウムイ

オンを追加 しても代謝物生産は抑制されなかった｡

HC/HN培地とHC/LN培地のそれぞれにおいて,

二次代謝物の合計と菌体垂は比例 していた｡これら

の知見をもとに,L-フェニルアラニン由来の代謝物

の生合成と窒素制限下における芳香族アミノ酸の窒

素の再利用の関係について考察 した｡

T.UMEZAWAandT.HIGUCHt:I)egradationof

SyntheticLignin,aDehydrogenationPolymer,

byLigTLinPeroxidaseinthePresenceofVeratryl

alcohol,MokuZ:aiGakkaishi,35,1014(1989)

梅津俊明,樋口隆昌 :ベラ トリルアルコール共存下

における合成 リグニン (DHP)のリグニンペルオキ

シダーゼによる分解

白色腐朽菌 Phanerochaeiechrysosporium の精

製 リグニンベルオキダーゼに よる,合成 リグニン

(DHP) の分解について検討した｡この酵素は,こ

の菌の二次代謝産物であるベラ トリルアルコ-ルの

存在下においてのみ, アリールグリセロール一針 シ

リンガレジノールエーテル型三量体とコニフェリル

アルコールとの共重合 DHPの芳香核開裂,β10-4

結合開裂,及び Cα･Cβ開裂を触媒 した｡ しか し,

lB-0-4型 リグニンサブス トラクチャーモデル二量

体,アリールグリセロールーβ-(2,6-ジメ トキフェ

ニル)エーテル,のこの酵素による分解は,ベラト

リルアルコールの添加によって促進されるものの,
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ベラトリルアルコールが存在しなくても進行した｡

T.UMEZAWAandT.IIIGUCHI:AromaticRing

CleavagebyLigninperoxida8e.PlantCellWall

Polymers,BiogenesisandBiodegradation,(ACS

SymposiumSeries399),ed.N.G.LewisandM.

G.Paice,AmericanChemicalSociety,Washington

D.C.,pp.503-518(1989)

梅津俊明,樋口隆昌 :リグニンペルオキシダーゼに

よる芳香核開裂

リグニ'/ペルオキシダーゼによる芳香核開裂機構

について,筆者らの研究結果をもとに詳述 した｡

M.TANAHASHI:I)egradation Mech&niSm80f

WoodComponent8bySteam Explosion,The

doctorthesisofKyoiOUniversity,Ronnouhaku

(論集博)Ⅳ0.1534,(1989)

棚橋光彦 :爆砕処理による木材成分の分解機構

未利用木材の有用物質への転換を目的として木材

の爆砕処理の研究を行い,得られた成果を総合的に

取 りまとめた｡1)針 ･広葉樹材を爆砕処理 して得ら

れた爆砕材の形態的,物理的,化学的諸性質を解明

した｡2)爆砕による木材主要成分の化学変化につい

て検討し,- ミセルロースは急速に加水分解される

が,セルロースは非晶部が部分加水分解され,熱再

配列するため,結晶化度及び ミセル幅の増大 した ミ

クロクリスタリンセルロースが生成し,またその結

晶形態が Ib型から Ia型に転移することを明らか

にした｡3)爆砕処理によるリグニンの分解機構をモ

デル化合物を用いて研究し,β･エーテル結合のホモ

リティック開裂によるラジカルの生成と,この再結

合によるシリンガレジノール等の二量体の形成を明

らかにした｡またこれら二量体が生理活性を有する

ことを究明し, リグニンから医薬品製造の道を開い

た｡4)更に広葉樹爆砕材は酵素糖化率が高く,飼料

として極めて有用であること,5)特に爆砕木材にペ

キロ菌を培養し,飼料としての栄養価が改善される

ことを明らかにした｡

M.TANAHAsHI,M.KARINA andT HIGUCHI:

Degr&d&tionmech&niSmOfligninaccompanylng

SteameXploSionS.II.Eigh･pre88ureBte&mtre&t-

mcntofgu&iacylglycerol･β-guai&cylether,Mo･

kuZ:aiGakkaishi,36,380-388(1990)

棚橋光彦, ミルク カリーナ,樋口隆昌 :爆砕処理

によるリグニンの分解機構 (第 2報)グアイアシル

グリセロ-ルーβ-グアイアシルエーテルの高圧水蒸

気処理

爆砕処理におけるリグニンの反応機構を解明する

目的でグアイアシルグリセロールー針 グアイアシル

ェ-テルを水蒸気処理 し,分解生成物を GC･MSに

より分析した｡この処理における分解機構 と して

β-エーテル結合のホモリティック開裂が明 らかに

され,またラジカルの生成は爆砕時ではなく,水蒸

気処理の間に起こっていることが確認された｡

M.TANAHASHIandT.HIGUCHIとEffectofthe

hydrophobicreglOmBOfhemicelluloSe80mdehy-

drogenativepolymeriZ&tionofSinapylalcohol,

Moku2:aiGakkaishi,36,424-428(1990)

棚橋光彦,樋口隆昌 :シナピールアルコールの脱水

素重合に及ぼすヘミセルロース疏水領域の影響

シナピールアルコールの脱水素重合に及ぼす- ミ

セルロース疏水領域の影響について考察 した｡透析

膜法を用いて酵素的脱水素重合を行い,重合物の構

造及び透析された低分子生成物を分析 した｡その結

果シナピルアルコールは- ミセルロースの疎水領域

に取 り込まれて重合することが明かとなり,植物細

胞壁中におけるリグニンの形成過程に- ミセルロー

スが深く関連している事を明らかにした｡

M.KARINA,M.TANAHASHIand T.HIGUCHI:

Degr&d&tionmechaTLiSmOflignlnaCCOmp&nylng

SteameXplo8ionB.ⅠⅠⅠ.DegradationofRonphe･

nolicβ-0-41igninSubStruCturemodelcompotlnd

byaSte&m treatment,MokuzaiGakkaishi,36,

466-473(1990)

ミルク カリーナ,棚橋光彦,樋口隆昌 :爆砕処理

によるリグニンの分解機構 (第3報)水蒸気処理に

よる非フェノール性 β-0-4型リグニンモデル化合

物の分解機構

爆砕処理におけるリグニンの反応機構を解明する
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目的で非フェノール性 針OA 型 リグニンモデル化

合物の水蒸気処理による分解機構について研究 し

た｡フェノール性 の グアイアシルグリセロールーβ-

グアイアシルエーテルの場合と同様 に B-エーテル

結合はホモリティックに開裂することを明らかにし

た｡

則元 京 :化学処理木材の構造と物性,木材工琴,

44,513(1989)

木材の細胞構造を残 しつつ,使用 目的に応 じて,

化学処理によって改良 ･改質した木材,あるいは新

しい性能 ･機能を付与 した木材を化学処理木材と定

義 し,そのものの分類を処理による構造変化に基づ

いて行い,さらに,構造変化と対応させて,物性に

ついて概説 した｡

M.NoRIMOTOandJ.GRIL:WoodBendingU8ing

MicrowaveⅡeating,J.MicrowavePowerand

ElectromagneticEnergy,24,No.4,203(1989)

則元 素,ジョゼフ グリル :マイクロ波加熱を利

用 した木材の曲げ木加工

木材の水 ･熱処理による木材の軟化の機構,マイ

クロ波照射過程における曲げクリープについて考察

し,さらに,マイクロ波加熱の曲げ木加工-の応用

にJjいて論 じた｡

趨 広傑,則元 京,山田 TE..師岡淳郎 .･木材に

吸着 した水の誘電緩和 :木材誌,36,257(1990)

全乾状態の トリチルセルロースには,誘電緩和

は,観測されない｡ しか し,それがわずかの水分を

保有すると,--･つの明確な誘電緩和が現われる.こ

のことは,吸着水そのものが緩和を起こす原因であ

ることを示 している｡この結果に基づいて,ン トカ

スプルース (PiceasitchensisCarr.)材の誘電損失

の値から,吸着水のそれを分離 し,吸着水に基づく

緩和の活性化エンタルピー,エン トロピーおよび自

由エネルギーを木材の含水率の関数として求めた｡

これらの結果から,吸着水と氷の緩和が酷似 してい

ることが明らかになった｡この緩和は,水素結合の

切断に伴って生 じる水分子の配向に基づくものであ

り,また,含水率に伴 う緩和の活性化エンタルピー

およびエン トロピーの変化には,配向に際して切断

される水素結合の数と,配向に関与する水分子の数

が密接に関係していることを推測した｡

則元 京,大釜敏正,山田 正 :木材の湿度調節,

木材誌,36,341(1990)

内面に内装材料を張ったスチール製の密閉箱 (20

cmx20cm)く30cm)の外周温度を20℃から30℃ ま

で変化させ,箱内の相対湿度 H(T)を温度Tの関

数として測定 した｡ H(T)の対数は,Tの-次式で

近似でき,その勾配Bによって,内装材料の調湿の

程度を評価 した｡内装材料として,シ トカスプルー

ス材 (PiceasitchensisCarr.),ビニル壁紙,木材

下地にビニル壁紙を張ったものを用いた｡B値と箱

の気積Vに対する内装面積Aの比 A/Vの関係を種

々の温度上昇速度 AT/Atで求めた｡いずれの内装

材料についても,B値は,A/Vおよび AT/Atに依

存した｡同じB値での A/Vの値を内装材料間で比

較 した｡-一一･万,木材および木材を下地としてビニル

壁紙を内装した小型住宅内の温度,湿度を観測 し,

得られた結果を箱で求めた結果と比較 した｡住宅内

の湿度変化は,密閉箱を用いた実験から推定できる

ことが明らかになった｡

T.MoROOKA,M.NoRIMOTO,and T.YAMADA:

SomePhysicalPropertieBOfCellllloBeI)erivati･

veSPreparedbyHomogeTLeOu8PeriodateOxida･

lion,CelluloseandChemistry･Proceedingofthe

Tenth､CelluloseConf.,1103-1118,JohnWiley

andSonsIn°.New York,1889

師岡淳郎,則元 京,山田 正 :均一過ヨウ素酸酸

化によって得られたセルロース誘導体の物理的性質

均一一･過ヨウ素酸酸化によって得られるジアルデヒ

ドセルロースは,従来法によるものと似た性質を示

すが,それを還元 して得られるジアルコールセルロ

ースは従来物と著 しく異なる力学特性を示す｡この

ものについての熱特性および引張特性の検討から,

反応過程で顕著な重合度低下が生 じていないことが

分かった｡ここで得たジアルコールセルロースは熱

圧締により,しなやかで無色 ･透明なフィルムにな

った｡
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T.MoROOXA,M.NoRIMOTO,and T.YAMADA,

PeriodateOxidationofCellulosebyHomogene･

ou8Reaction,J.AppliedPolymerSci.,38,849-

858(1989)

師岡淳郎,則元 京,山田 正 :均一反応によるセ

ルロースの過ヨウ素酸酸化

メチロールセルロースを用いてセルロースの均一

過ヨウ素酸酸化を行った｡過ヨウ素酸溶液中でメチ

ロールセルロースは鎖に沿ってランダムな位置で徐

々に分解する｡この過程で,グルコピラノース環の

2,3位グリコール型水酸基も回復 し,その部分は

過ヨウ素酸イオンにより開裂する｡酸化率は10時間

で100%に達 した｡

佐々木 光,川井秀一,オーラン ド･プリド一,ナ

ロン ･ペソプレッチャ:静電場を用いた配向性ボー

ドの製造 (第 3報)両表層に向かってより高い配向

度をもつセミス トランドボー ド,木材学会誌,35,

725-730(1989)

高圧静電場を利用 して小寸法のパーティクル (セ

ミス トラン ド)を配向性マットにフォ｢ ミングする

新 しい方法を提案した｡この方法の特徴はフォーミ

ングベル トの裏面に設置 した電極によってベル ト上

に生 じるアーチ状の電場を利用 し,裏面に向かって

配向性が高い特殊なマットを形成 し,表面を削り,

厚さを揃えた後, 2枚を対向的に重ね,両表面に向

かって配向性が高い,厚さ均一のマットを安定的に

得る点にある｡ラワン及びアカマツのセミス トラン

ドを用い,この方法で製造 した比重0.7,厚さ 6mm

の配向性ボー ドの材質を調べた｡配向方向は直交方

向に比べて MOE で2.3-2.9倍,MOR で1.7-2

倍,線膨張率で1/5-1/3の値を示 した｡これらはラ

ンダムボー ドに比べるとそれぞれ 1.6-1.7倍,1.2

-1.6倍,1/3-1/2の値であった｡また,曲げクリ

ープ性能は合板に匹敵 した｡これらの結果からこの

方法が薄い配向性ボー ドの製造に有効であることが

わかった｡最後に,この方法による生産規模のシス

テムを提案 した｡

佐々木 光,川井秀一,渡辺仁司,オーラン ド･プ

リド-,吉田弥寿郎 :高圧静電場を応用 した配向性

マットフォーマー,木材工業,45,119-124(1990)

小寸法のパーティクル (セ ミス トラン ド)のため

のテス トプラン ト規模の配向性マットフォーマーを

試作 した｡その特徴は,次の通 りであ る｡す なわ

ち,フォーミングベル トの裏面にのみ電極 を配置

し,ベル ト表面にアーチ型に形成される電気力線に

より,裏面に向かって配向度の高い特殊なマットを

形成 し,配向度の低い表面を削って厚さを揃え,皮

転 して他のマットに重ねることにより,内層から両

表面に向かって配向度が高くなっている新 しいタイ

プの配向性マットを形成する｡

このテス トプラン トで製造されたボー ドの比重は

極めて均一であった｡ しかし,MOEと MORは同

じ原理の小型実験装置を用いて配向させたボー ドの

それらに比べて幾分低い異方度を示 した｡電極物と

マットを反転 して重ね合わせる部分の構造を改善す

れば,合板に替わる薄物ボー ドの製造に有効なシス

テムになるものと思われる｡

H.SASAKI,Q.WANG,S.KAWAIandR.A.KADER:

UtilizatioTLOfThinning8fromS&b&h(M&1&y8ia)

HardwoodPlantation.Properties0flaminated

veneerlumbersandtheapplicationtO触ngeg

ofcompositebe&mSWithap&rticlebo&rdweb.

Proc.1990JointInternationalConfeT･enCeOf

ProcessingandUtili2:ationofLow･GradeHard･

woods(Taipei)173-182(1990)

佐々木 光,王潜,川井秀一,ラザ リー ･アブ ドゥ

ル ･カーダー :サバ産広葉樹造林間代材の利用｡単

板積層材の性質とパーティクルボー ドをウェブとす

る複合はりのフランジへの応用

サバ産広葉樹 4樹種 (アカシア ･マンギラム,メ

ライナ,アルビチア ･ファルカ一夕及びカメレレ)

の造林間伐材 (9年生)を用いて9プライ,厚さ21

mmの LVLを製造 (接着剤 MUF,熱圧) し,秦

材の製材と曲げ性能を比較 した結果,曲げ強度の平

均値ははば同等,ヤング率は素材の9-18%高い値

を示 した｡また,ヤング率のバラツキは積層数の平

方根の逆数に比例 して減少する債が見られた｡低比

重パ-ティクルボー ド(比轟o.4)をウェブとし,

LVL をフランジとする複合は りの性能は構造材料
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としての適用性を示唆した｡ウェブとフランジ間の

せん断破壊は弾性に基づく材料力学の経験式で予測

が可能であるQ

佐々木 光 :木質新素材開発における現状と将来,

木工機械,No.148,9-12(1990)

木質軸材料と平面材料について,開発のあとをふ

り返 り,今後それらが要素寸法の小さな配向性材へ

移行する必然性を述べている｡その要因として,1)

脱寸法 ･形状制約,2)脱低質,3)高歩留 り,4)省力

(装置産業化),5)高性能化などが挙げられている｡

とくに,要素寸法が小さくなる程,材料のバラツキ

が減少 し,いわゆる EngineeredMaterialとして

の性格が明確になるはか,各種化学処理の可能性が

増加する有利性が述べられている｡

石原茂久,川井秀叫,吉田弥寿郎,高松淳久 :炭素

材料積層パーティクルボー ド (第 a報)表層積層用

炭素ボー ドの燃燃性と物性,材料,38,1085-1091

(1989)

木質材料表面材として用いられる各種の炭素ボー

ドの燃焼性と物性を検討して次の結論を得た｡ .

1) 炭素ボー ドの酸素指数は30-75に達 し,自己

消炎性高分子材料,難燃性高分子材料のそれより高

い難燃性能を示 した｡木造建築物火災の最盛期に相

当する火炎気流に暴露した炭素ボー ドのうち鱗状黒

鉛系ボ- ドはきわめて高い耐火性能を示 したが土状

黒鉛および人造黒鉛系ボー ドのそれは低く,耐火複

合素材としてほ不適当であることが認められた｡籾

穀炭,樹皮炭および鋸層炭素ボー ドの耐火性能は土

淑黒鉛,人造黒鉛ボー ドのそれより高く,特長ある

燃焼性状を示 した｡2) 炭素ボー ドの電気抵抗率は

原料となる炭素素材の種類によって異なり,鱗状黒

鉛,人造黒鉛,土状黒鉛,籾穀炭,樹皮炭,鋸屑炭

の順に高 くなった｡木質系炭化物の高い抵抗率は炭

化 した細胞空げきによるものと推測された｡3) 顔

素ボー ドの曲げヤング係数および曲げ破壊係数は比

重の増加によって向上 した.炭素ボー ドの曲げ強度

性能は一･般に鱗状黒鉛>樹皮炭,錘層炭,籾穀炭>

人造黒鉛::>土状黒鉛の順であった｡

滝野真二郎,佐/<木光,増田 稔 :成形パーティク

ルボー ド壁体の剛性低下に与える繰返 し水平せん断

荷重の影響,木材学会誌,36,347-353(1990)

成形パーティクルボー ドを用いた中空成形パネル

を2体立てて連れ 連続した壁体の水平せん断力に

対する剛性低下を,気乾状態ならびに散水状態にお

いて繰返 し荷重を与えることにより検討 した｡繰返

し試験に用いた荷重と回数は,耐用年数を30年とし

て現実に観測された東京地方の気象データをもとに

決定 しそれを 1プログラムサイクルとし,気乾状態

で2プログラムサイクル (30年分が 2回),さらに,

散水状態で2プログラムサイクルの繰返 し荷重を行

ない,各プログラムサイクル終了毎に荷重-せん断

ひずみの関係を測定した｡得られた結果は次の通 り

である｡1)30年分の繰返 し荷重による剛性の低下は

わずかであった｡召)散水の結果,/くネル部材がわず

かに伸び,軸ボル トの緊結度が高まり,複合壁体全

体のせん断剛性が増加 した｡3)さらに, 1週間の散

水の後,5日間の乾燥を行なった結果,接合部のゆ

る射 こよるせん断剛性の低下が観察された｡4)総合

的に判断すると,繰返し荷重による直接的な剛性の

低下はこの種の複合壁体では少ないと考えられ,紘

返 し荷重を与えることよりも,む しろ,軸ボル トに

発生する水分応力と乾燥によるゆるみが力学的性質

を支配するものと考えられる｡

S.KAWAI,R.KADER,0.PUuDO,andH.SASAKI:

LowIDensityOrientedParticleboardMadefrom

Albizziafalcata,MokuZ:aiGakkaiShi,36,579-583

(1990)

ー,佐々木光 :ファルカータ材を用いた配向性低比

重ボー ド

高圧静電場を応用 して,ファルカ一夕ドラムフレ

ークを原料とする配向性低比重パーティクルボー ド

を製造 した.これらボー ド(比東o.3-0.6)の力学

的性質や寸法安定性を検討 し,以下の結果を得た｡

1) 配向性ボー ドの曲げ強度 (NOR)および曲

げヤング率 (MOE)は比重0.45のレベルで JIS規

格に定められた240-100タイプの基準に達した｡本

実験では下部電極型静電配向装置を用いたが,得ら
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れた配向度 (ボー ドの配向方向と直交方 向の強度

比,すなわち,MOR/r/MOR⊥- 1.5およびMOEク/

MOE｣-2.0)は既報のデータに比べると若干劣っ

ていた｡

2) はく離強度は低比重 レベル (比重0.30)にお

いても比較的高 く,構造用途に使用 し得る値を示 し

た｡他方,厚さ方向の膨潤が大きく,寸法安定性に

欠ける傾向があ り,何らかの改善策が必要である｡

川井秀一 :木質材料の新 しい展開,第7回木材保存

講座テキス ト,I).3-18,(1989)

木質材料を構成要素の寸法,配向,複合状態から

分輝 し,LVL･パララム ･OSL,あるいは OSBや

ウェファーボー ド等,最近開発されている新 しい木

質材料と位置づけた｡

次にアセチル化処理パーティクルボー ドの優れた

防腐性能,高い寸法安定性について,またグラファ

イ ト積層パーティクルボー ドの優れた耐火 ･耐熱性

鰭,電磁波シール ド性能について紹介した｡

最後に,材料はすべて生産から消費,そして廃棄

にいたるプロセスを経過すること,したがって,磨

棄に要するコス トを含 めた トータルコス トを考慮

し,材料開発を行なうことが今後増々重要となって

くることを述べた｡

川井秀一 :木質ボー ドの接着耐久性,日本木材学会

編 ｢木材の科学と利用技術｣Vol.1,1).59-70(1989)

各種接着剤で結合 したパーティクルボー ドのは

か,MDFや OSB･ウェファ-ボー ド,低比重パー

ティクルボー ド･化学処理パーティクルボー ド等最

近開発された木質ボー ドの耐久性を論 じた｡これら

ボー ドの屋外暴露試験,各国の促進劣化試験法より

得られたデータを比較検討した｡屋外暴露試験では

欧米ならびに日本との間で相当の地域差があ り,ま

た促進劣化試験法の中では ASTMが最も厳 しい｡

水熱によるボー ドの劣化のはか,水分と荷重あるい

は腐朽と荷重など複数の劣化因子を組み合せた試験

データを紹介した｡木質ボー ドの耐久性は,実際使

用条件を考慮 して,このような複合 した促進劣化処

理のデータを蓄積 し,総合的に評価されるべきこと

を強調 した｡

録

川井秀一 :欧米での木質材料開発研究の動き,木材

工業,45,132-136(1990)

欧米各地の研究機関や工場 で見聞 した木質材料

の開発研究の動向を紹 介 した｡木質平面材料では

OSBや MDFの生産動向のほか,イソシアネー ト

接着剤など新規接着剤の開発研究の動 きを紹介 し

た｡木質骨組材料では,製材や集成材に代替する材

料として,単板積層材 (LVL),パララム (短冊状

単板を積層,接着成形 した材料),OSL (Oriented

StrandLumber)の開発動向を詳述 した｡その他,

曲面成形材料として,米国林産研究所で開発されて

いるペーパーモール ドパネル (スペースボー ド)辛

木質ファイバーと合成繊維を混抄した自動車用成形

材料の開発を紹介した｡

川井秀一 :欧米における木質材料の生産技術開発研

究の動き,合板 レポー ト,No.15,17-37,(1990)

欧米各地の研究機関や工場で見聞した木質材料の

生産技術開発研究の動向をテーマ別に紹介した｡初

めに木質パーティクルやファイバー調製機械の開発

研究を述べ,続いて連続プレスや蒸気噴射プレス等

の熱圧成形機械の開発動向を紹介した｡窯業系ボー

ドの生産技術については,セメン トの硬化脱型時間

の短縮に開発研究が集中している｡特に,炭酸ガス

とセメン トとの反応によって,硬化脱型が数分間で

可能となる生産技術を詳述 した｡最後に,コンピュ

ーターの発達によって,プロセス制御技術およびシ

ステム制御技術が著 しく進歩 している情況を述べ,

レーザや超音波,放射線,赤外線をセンサーに用い

た制御技術を紹介した｡

吉田弥寿郎,オーラン ド･プリド～,川井秀一,佐

々木光 :配向性パーティクルボー ドの製造方法 (第

2報)配向方法とボー ドの性質,木材学会誌,35,

718-724(1989)

フォーミングコンベアベル トの裏面にのみ電極を

配 した下部電極型反転重畳方式により配向性を付与

する電気的配向性ボー ド製造技術に関して 前報で

はパーティクルマットの配向性に関する層構造を検

討した結果,薄物ボー ドほど大きな配向効果が得ら

れることが示唆されたが,本報では,セ ミス トラン
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ドタイプの小型ラワンパーティクルを原料としてボ

- ドを製造した｡さらに,同一原料で機械的配向性

ボー ドを製造し比較検討 した｡得られた結果を以下

に示す｡

1) 電気的配向性ボー ドの配向方向曲げヤング係

数はランダムボー ドのそれに比べて40%向上し,機

械的配向性ボー ドのそれとはば同等であった｡配向

方向曲げ強度は機械的配向性ボー ドのほうが高い値

を示 したが,配向装置の実用性を考慮に入れれば,

本電気的配向方法の有利性が示唆された｡2) 電気

的配向性ボー ドの剥離強度 (IB)は,電極間に印加

する電圧に関係し,低電圧ではランダムボー ドのIB

より低い値を示すが高電圧では高 い値 を示 した｡

-一･万,機械的配向性ボー ドの lB ランダムボー ドよ

りやや低い値を示 した｡3) 吸水厚さ膨張率に,配

向性付与の方法やその程度の影響は認められなかっ

た｡吸水線膨張率は,配向方向では両配向性ボー ド

ともランダムボー下より小さい値を示 した｡直交方

向では,両配向性ボー ドともランダムボー ドより大

きな吸水線膨張率を示 し寸法変化の異方性が認めら

れたが,電気的配向性ボー ドのほうが機械的配向性

ボー ドより小さな吸水線膨張率を示 した｡これは本

電気的配向性ボー ドが配向性に関 して多層構造をも

つことに由来するものと推定 した｡

吉田弥寿郎,オーラン ド･プリド一,川井秀--,佐

･}<木光 :静電場を用いた配向性ボー ドの製造 (第 4

報)高配向性ボー ド製造のための装置の改良,木材

学会誌,36,305-313(1990)

フォーミングコンベアベル トの裏面に電極を配置

する下部電極型マットフォーマーと反転重畳法を組

み合わせた,いわゆる下部電極システムにより製造

されるボー ドの配向性をさらに高めるため,技術的

な改良を検討 した｡得られた結果を以下に示す｡

1) 裏面電極とコソベ7べ′レトの間に挿入される

電極カバ-プレー トにスギ単板を用い,その単板表

面に新たに電極を追加することにより,パーティク

ルに生 じる配向 トルクを従来よりさらに増強するこ

とが可能となった｡

2) 1)の結果をもとに,下部電極型マットフォ-

マ一に改良を加えた｡これを用いて形成されたてッ

#26% (1990)

トは良好な配向性を持つことが検証された｡

3) 2)の結果をもとに配向性ボー ドを製造し,そ

の曲げ性能を調べた｡比重 0.4のボー ドについて,

異方度およびランダムボー ドに対する改善率は,そ

れぞれ曲げヤング係数で4.8および100%,曲げ強度

で3.2および70%となり,従来の下部電極システム

で製造されたボー ドに比べ,配向性の改善が認めら

れた｡

吉田弥寿邸,オーラン ド･プリド-,川井秀一,佐

々木光 :静電場内の木材パーティクルに生じる配向

トルク (第 a報)配向 トルクの発生機構,木材学会

誌,36,523-530(1990)

高圧静電場内で木材,金属およびプラスティック

のパーティクルに生 じる配向 トルクを測定し,以下

の結果を得た｡

1) 強度 1-4kV/cmの平等電界内にパーティク

ルを置いた場合,パーティクルの絶縁性が配向 トル

クに影響をおよばした｡絶縁破壊が起きない場合,

パーティクル形状と電界強度で決まる配向 トルクを

上限値とし,下限値として,この範囲内で,材質の

配向 トルクにおよぼす影響が認められた｡絶縁破壊

を起こした場合,配向 トルクは低下し,パーティク

ルの導電性が高いほど配向 トルクは低下 した｡

2) 金属パーティクルでは,絶縁破壊前に生 じる

配向 トルクは,上限値を示 したが,絶縁破壊後,配

向 トルクは大きく低下 した｡

3) プラスティックパーティクルに生 じる配向 ト

ルクは下限値 (-0)を示 した｡ しか し,イオン性

界面活性剤をパーティクル表面に塗布した場合,醍

向 トルクは著 しく増大 し,上限値に近づいた｡

4) 木材パーティクルの場合,木材に保有される

水分が吸着水領域にあるとき,含水率の増大ととも

に配向 トルクは増大 し 上限値に到達 した｡木材の

導電性は,高含水率においても金属よりはるかに低

いため,絶縁破壊後に生 じる配向 トルクは,金属よ

りも大きな値を示 した｡

5) 以上のことから,パーティクル表面に存在す

る易動性電荷担体すなわち,金属では自由電子,木

材では吸着水イオンに基づいて生起する電荷により

配向 トルクが生 じるものと推定 した｡
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0.PULIDO,S.KAWAI,Y.YosHIDA,andH.SASAXI:

OrientedMeditLm-DensityFiberboardProdtLCed

with&tLElectro8t&ticFieldII.淑ethodofpro･

ducingyarn8fromwoodGber8andits&pplic&･

tioniTLOrientedmeditlm･denSityfiberboardpro-

dtLCtion,MokuzaiGakkaishi,36,29-35(1990)

オーラン ド･プリド一,川井秀一,吉田弥寿郎,佐

々木光 :静電場を用いて製造された配向性中比重フ

ァイバーボー ド (第 2報),木材ファイバーか ら撚

り糸 (ヤーン)を製造する方法および配向性 MDF

への応用

配向性中比重ファイバーボー ド(OMDF)の合理

的製造を目的にその原料として木材繊維撚 り糸 (以

下ヤーン)の新製法の開発を行なった｡原理は一定

量の繊維マットを異る速度の2っの高摩擦表面の間

に通すものである｡ここではゴムベル トとゴムロー

ラー (高速回転)を用いた｡ファイバーの長さ,ヤ

ーニング前のファイバーマットの予備配向の方向と

ヤーニングローラーのなす角度,ベル トとローラー

表面の相対速度は撚られた製品 (ヤーン)の形態に

影響した｡OMDF用のマット形成のために,繊維

とヤーンを静電配向させたところ,平均配向角は繊

維やヤーンの長さと共に直線的に減少し,繊維より

ヤーンの方が良く配向した｡ヤーンを原料 とす る

OMDFは配向方向で材質が改善されており,MOE

で直交方向の1.9倍,MOR で1.6倍で,繊維を直接

静電配向させたボー ドやランダムボードよりも高か

った｡撚りをかけるシステムの改良点として,摩擦

表面積や摩擦時間を増加させることを指摘した｡

T.HATA,B.SUBIYANTO,S.KAWAIandH.SASAXI:

ProductionOfParticlebo&rdwithStean･Injec･

tionPre88(PartI)Temperaturebehaviourin-

p&rticlematduring hot･pre8Slng and8te&m

injectionpre88ing,WToodScienceandTechnology,

23,361-369(1989)

畑 俊充,バンバンスビヤソ ト,川井秀一,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 (第 1報),蒸気噴射プレス法および熱板プレ

ス法におけるパーティクルマット内の温度分布

蒸気噴射プレス法と熱板プレス法によるパーティ

クルマット内部の温度の経時変化を各種の条件下で

測定し,比較検討した｡この結果,蒸気噴射プレス

法では,厚さ 40mm のボー ド中心層の温度が噴射

と同時に100℃以上に達し,噴射終了時にほぼ100℃
まで低下することが明らかになった｡蒸気の噴射に

よる含水率の増加は比較的少なく,温度上昇経過は

含水率やマット比重の影響をあまり受けないが,噴

射蒸気圧が高い程,到達温度が高くなった｡これら

の実験結果は蒸気噴射プレス法が木質ボー ドの熱圧

成形時間の短縮に極めて有利であり,とくに厚物ボ

- ドの成形に適合していることを示唆している｡～

T.HATA,S.KAWAIandH.SASAKI:ProdtICtionof

ParticleboardwithSteambLjectionPre88(Part

II)ComputerBinulationoftemperaturebeha-

viourinparticlematduringhot･preBBingand

steam injection preSSing,Wood Scienceand

Technology,24,65-78(1990)

畑 俊充,川井秀一,佐)<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 (第 2報),蒸気

噴射プレス法および熱板プレス法におけるパーティ

クルマット内温度分布のコンピュータシミュレーシ

ョン

有限要素法を用いて,蒸気噴射プレス法および熱

板プレス法におけるパーティクルマット内部の温度

上昇過程の数値解析を行なった｡計算結果は実験結

果と比較的良く一致し,用いた解析理論がマット内

温度の経過を予測するのに有用であることが明らか

になった｡ マット中心層が100oCに達するのに要す

る時間はマットの厚さとともに増加するが,ボ- ド

厚さが 100mm 程度までほ実質的な影蜜を受けず,

蒸気噴射と同時に100℃に到達する｡計算結果によ

ると 500mm のボード厚さの場合でもこの時間は

わずか3分程度である｡一一万マット中心層の,最大

到達温度はマットが薄い程高くなるが,マット比重

には影響されない｡

畑 俊充,/ミンバンスビヤン ト,川井秀一,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 (第a報),噴射時間 とタイミングがボー ド

材質 に及ぼす影響,木材学会誌,35,1087-1091
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(1989)

蒸気噴射プレス法における最適成板条件を確立す

る第--歩として,蒸気噴射の時間 (0-30秒)およ

びタイミングがイソシアネー ト系樹脂結合パーティ

クルボード(気乾比重0.4および0.6)の材質に及ぼ

す影響を検討した｡得られた結果は以下の通 りであ

る｡1) 熱盤プレス法により製造されたボー ドの厚

さ方向の比重分布は,表層近くで高 く,内層で低

い,いわゆるU字型を示すのに対 し,蒸気噴射プレ

ス法の場合には,比較的均-一な分布を示 した｡この

相違は,気乾比重0.6のボー ドの場合顕著であった｡

2) 蒸気噴射プレス法で製造された高比重ボー ドの

曲げ性能は,熱盤プレス法の場合に比べて若干低下

した｡しかし,はく離強度の向上が著しく,寸法安

定性なども向上する傾向が認められた｡上述の厚さ

方向の比重分布の差が影響 しているものと推察され

た｡3) 蒸気の噴射時間を変化させても,ボー ドの

材質はほとんど影響を受けない｡ したがって,厚さ

20mm のボードの場合,少なくとも蒸気噴射3-10

秒間 (全熱圧時間3分30秒間)で,接着剤の硬化に

必要なエネルギーが十分に供給されることが明らか

になった.4) 高比重パーティクルボー ドの場合,

蒸気噴射開始の時期が遅い程,曲げ性能が向上する

傾向が認められた.パ-ティクルに十分な密着性を

与えたのち蒸気噴射を開始するのが望ましいことが

判明した｡5) しかし,4)の結果にもかかわらず,

高比重パーティクルボー ドの場合,マットを最終目

標比重まで圧縮するのに長い熱圧時間と高い圧締圧

を要することから,圧縮比 (原料木材の比重に対す

るマット比重の比)が1.0-1.3の時期に蒸気噴射を

開始 し圧締時間の短縮と材質低下のバランスを図る

方が合理的と考えられる｡

畑 俊充,バンバンスビヤソ ト,川井秀一,佐々木

光 :蒸気噴射プレス法によるパ-ティクルボー ドの

製造 (第4報),蒸気噴射によるプレスサイクルの

短縮,木材学会誌,35,1087-1091(1989)

蒸気噴射プレス法における必要最短成形条件を明

らかにするために,全熱圧時間 (蒸気噴射プレス法

の場合蒸気噴射時間3秒を含め30秒～3分,従来

の熱盤プレス法の場合 3分～5分)を変えてイソン

アネ-ト系樹脂結合 パーティクルボード(厚さ 20

mm,気乾比重0.4および0.6)を製造 し,材質に及

ぼす熱圧時間の影響を検討した｡得られた結果は以

下の通 りである｡1)蒸気噴射プレス法によると,3

秒間の蒸気 (130℃)噴射によって最小45秒 (ボー

ド比重0.4の場合)～60秒 (ボー ド比重0.6の場合)

の熱圧時間で厚さ 20mm のボー ドの製造が可能で

ある｡これは従来の熱盤プレス法の場合の1/5-1/6

の熱圧時間に相当し,大幅な熱圧時間の短縮が可能

であることが明らかとなった｡2)蒸気噴射プレス法

を用いて製造されたボー ドの材質をみると,熱盤プ

レス法の場合に比べ曲げ性能が若干劣るものの,は

く離強度や側面木ねじ保持力が優れていた｡

陳 載永,沢田 豊,川井秀-I,棚橋光彦,佐々木

光 :竹材 繊 維板 之研究,林産工業,8,1ト18

(1989)

爆砕法によって得られたマダケおよびモウソウチ

クの繊維を用いてファイバーボードを製造し,その

性質を検討した｡両者の性質に有意差は認められな

かったが,部位による差異が著しい｡例えば,曲げ

性能は節間外皮部のそれが最も大きく,節部より製

造されたボー ドの性能はその50%程度に過ぎず,慕

も低い｡高圧静電場を利用してこれらの繊維を配向

させた場合には,MOR///MOR⊥-1.33,MOEク/

MOE⊥-1.52程度の異方性が得られ,配向方向強度

･剛性が若干改善される｡30日間の常温水中浸せき

後の厚さ膨潤率は6-10%と比較的小さいが,煮沸

処理後のそれは顕著であった｡

張 斉生,楊 搾,沢田 豊,川井秀一,佐 木々

光 :竹材接着性能の改善,木材工業,45,16-20

(1990)

マダケ及びモウソウチクの表皮面,内層スライス

面及び髄腔表面の接着性能をフェノール樹脂及びイ

ソシアネート系樹脂接着剤を用いて調べた｡結果を

まとめると次の通 りである｡1.内層スライス面の

接着性はいずれの接着剤に対 しても良好であるが,

表皮面及び髄腔表面はイソシアネート系樹脂接着剤

を用いた場合のみある程度の常態接着力を得ること

ができる｡2.サンドブラス トによる表面の物理処
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理は表皮面及び髄腔表面の接着性改善に効果的で,

とくにフェノール樹脂接着剤の場合にその効果が著

しい｡3.Na2C03 による化学処理は一般に効果的

でないが,例外としてイソシアネー ト系樹脂接着剤

の場合のみ表皮面の接着性改善に有効である｡4･

マダケほモウソウチクより幾分接着 し易いが,その

差は僅かである｡サン ドブラス トによる物理処理は

曲面をもつ表面の処理に適用できるので,竹の接着

加工の前処理として広い応用性をもっている｡今後

研磨材の粒度と材質を変えて適正技術を確立するこ

とが望まれる｡

高橋旨象 :きのこと木材,きのこの生物学シリーズ

全 8巻の6,141pp.,築地書館,東京 (1989)

きのこと木材の関係を,"栄養源の摂取法を異に

する腐生菌,寄生菌,共生菌の中での木材腐朽菌の

位置づけ","木材腐朽力の獲得と発展経路",`̀木材

の腐朽型の類別とその特徴","発生環境を異にする

各種木材腐朽菌の生理 ･生態"など,菌頬としての

木材腐朽菌を主体に解説 した｡

高橋旨象 :巻頭言 ｢木材保存科学の発展を｣,木材

保存,16, 1 (1990)

高橋旨象 :生物劣化を対象とする木材の耐久性向上

技術,木材工業,45,2-8(1990)

住宅構法 ･住意識の変化や処理木材用途の多様化

にともなう,供用条件や所定耐用年数に応 じた処理

等級区分設定の動き,新規木材保存薬剤および処理

技術の開発状況等について概説した｡

M.TAKAHASHIandY.IMAMURA: Biological

ReBiSt&nCeOfPhen01-ResinTreatedWood,In-

tern.Res.GrouponWoodPreserv.Document

No:lRG/WP/3602 (1990)

高橋旨象,今村祐嗣 :フェノール樹脂処理木材の生

物劣化抵抗性

分子量170および300のフェノール樹脂 (PF)を減

圧注入 して材内で重合させ,腐朽菌およびシロアリ

に対する抵抗性の向上効果を検討 した｡分子量 170

の PFを注入 したスギおよびベイツガでは,約10%

の樹脂注入率 (重量増加率)で,オオウズラタケお

よび嘉ワラタケの腐朽がともに完全に阻止された｡

しかしブナでは,両菌の腐朽阻止には約20%の注入

率が必要であった｡分子量300の PF では,両菌の

針葉樹材腐朽阻止には15%以上の注入率を必要 と

し,分子量の小さい PFの方が細胞壁内によく浸透

して高い腐朽抑制効果を発揮することが示 唆 され

た｡イエシロアリの PF 処理木材摂食量は注入率

5-15%で急激に減少 し,同時に死虫率が上昇 し

た｡分子量による差は認められなかった｡イ-シp

アリの木材消化にもっとも貢献 している原生動物の

Pseudotrichonymphagrassiiは,PF処理木材を摂

食 したシPアリでは急速に減少 ･消失 した｡

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

ADACHIandK.NISHIMOTO:Ev&lu&tionofTerni･

ticideSiAFieldTri&18,Intern.Res.Groupon

Wood Preserv.DocumentNo:IRG/WP/3633

(1990)

高橋旨象,今村祐嗣,角田邦夫,足立昭男,西本孝

一 :野外試験による防蟻薬剤の効力評価

鹿児島県吹上町の木材研究所シロアリ試験地での

5-10年の試験結果をもとに,野外試験による防蟻

薬剤 の効力評価方法,･TAI-RxP,を提案 した｡

TAIは試験材のシロアリによる劣化度で, Rは食

害度 (0;健全,10;食痕,30;軽度の食害 ;50;

中程度の食害 ;100;激 しい食害)の平均値,Pは

食害率 (0.0-1.0)を示す｡ TAIIO以下では供試

薬剤は防蟻効力を十分に有 しているが,10-29では

軽度ではあるが明らかな食害が認められ,30-49で

はすでに防蟻効力が消失 し,50以上になれば試験継

続の意義がないと判定される｡CCA 加圧注入処理

スギ材は10年間シロアリ食害を全 く受け なかった

が,2種のアルキルアンモニウム (AÅc)処理マツ

材は8年後の TAIが34-42に達 した｡ しかし塩化

銅または塩化アンモニウム銅の添加 に よ り,AÅc

処理材の防蟻効力は著 しく向上 した｡クロルデンの

使用禁止後多用されている有棟 リン系防蟻剤で塗布

処理したマツ材は,2-3年間は高い防蟻効力を保

持 しているが,それ以後は急速に防蟻効力が低下 し

た｡
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今村祐嗣 :ピット再考,ニューランバーマソ,No.

72,ト14(1989)

木材仮道管の細胞壁に存在する壁孔について液体

浸透の観点から概説 した｡とくに液体の移動に重要

な役割を果たす壁孔壁の組織構造と形成過程につい

て述べたあと,浸透性を改良するための生物的分解

処理および物理的手法による微小破壊処理の手法に

ついて,その効果と問題点を指摘 した｡さらに加減

圧交替法やレーザー･イソサイジングなど注入性向

上のための新 しい取 り組みを紹介した｡

今村祐嗣 .･木を超えた木材-燃えない,腐らない-

土木学会誌,74,30--33(1989)

土木の木特集号において分担執筆 したもので,化

学修飾による木材の耐朽 ･耐蟻性向上のしくみを解

説し,さらに無機質複合化による木材への難燃耐火

性の付与技術について紹介した｡

今村祐嗣 :化学修飾による耐朽性ボー ド,木材工

莱,44,634-636(1989)

化学修飾の手法を導入した木質ボー ドについて,

製造方法,性能,展望などについて概説した｡とく

にアセチル化処理 したパーティクルポ- ドについ

て,素材に対するよりも低い約15%のアセチル化率

で,強制腐朽試験や長期間の土壌埋設試験において

劣化が抑制されることを示 した｡

M.Z.JusoHandY.IMAMURA:AnatomicalCha-

racterizationofVaSCtllarBundlesinOilPalm

Trunks,ProceedingsofThe2ndPacijicRegio-

nalWoodAnatomyCon.ference,pp･10(1989)

M.Z.JUsoH,今村祐嗣 :オイル ･パーム樹幹 の維

管束の組織構造

オイル ･パーム (Elaeisguineensis)の樹幹にお

ける維管束の分布,配列ならびにその組織構造的特

徴についてSEM を用いて検討を加えた｡樹幹の外

側においては個々の維管束の断面径は小さく単位面

積あたりの分布密度は高いが,内側に向かうにつれ

急速に断面径は拡大し分布は疎になった｡維管束の

1cm2 あたりの分布は,外側では200以上,内側で

は50以下であった｡維管束内の繊維細胞壁は幹の下

部外側からスクレレイ ド状の厚壁化と木化を生 C,

この現象は内側と上方の維管束に広がっていくが,

った｡維管束鞘の外側にはシリカの結晶を内包する

細胞群が規則的に配列していた｡

Y.IMAMURA,M.TAKAHASHI,BANBANGS.,and

SULAEMANY.:PropertiesEnhancementofAlbiz･

ziaParticleboard8MadefromAcetylatedParti･

cleS,ProceedingsofThe2ndPacijicRegional

WoodAnatomyConference.pp.13(1989)

今村祐嗣,高橋旨象,BANBANGS.,SULAEMANY.:

アセチル化処理によるアルビジア ･パーティクルボ

ー ドの物性の向上 L

イン ドネシア産早生樹のアルビジア･ファルカ一

夕を原料として低比重のパーティクルボー ドを製造

し,その物理的,機械的性質ならびに耐朽 ･耐犠牲

を明らかにした｡原料パーティクルを重量増加率で

5,12,20%までアセチル化処理し,フェノール ･

ホルムアルデヒド樹脂 (PF)およびイソンアネ-ト

樹脂 (lC)接着剤で比重0･5のボードに製板 した｡

1C ボードの機械的性質はアセチル化率の増大とと

もに低下 したが,PF ボー ドでは顕著な影響は認め

られなかった｡耐水強度は処理により向上し, 2時

間の煮沸後においても20%のアセチル化ボー ドは乾

燥状態の強度の80%という高い保持率を示した｡ボ

ー ドの厚さ方向の寸法安定性はアセチル化率が上昇

するにつれて飛躍的に向上した｡アセチル化処理に

より腐朽やシロアリによる生物劣化に対する抵抗性

を付与することができ,特に腐朽菌によるボー ド内

部の劣化に対 してのアセチル化処理の抑制効果が

SEM 観察により明確に示された｡

今村祐嗣 :燃えない木材 ttWIC"(無機質複合化木

材)の開発,材料,38,1224-1225(1989)

細胞オーダーでの木材の複合化方法としての二重

拡散法による無機質複合化木材について,原理的な

製造方法を述べ,塩化バリウムとリン酸水素アンモ

ニウム処理による複合化木材に発現した高い難燃耐

火性など性能面の特徴を紹介した｡さらに,木材の

細胞あるいは細胞壁での insituでの複合化につい
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て SEM 写真を示 して考察 した｡

Y.iMAMtJRA,BAMBANGS.,R.M.RowELLandT.

NILSSON:Dimenβion&1StabilityandBiological

Re8iSt&mCeOfParticleboard from Acetylated

Albi2:2:i&Particles,WoodResearch,No.76,49-

58(1989)

今村祐嗣,BAMBANGS.,R.M.RowELL,T.NILSSON:

アセチル化処理 したアルビジア ･パーティクルボー

ドの寸法安定性と生物劣化抵抗性

熱帯産早生樹種で耐朽性の低いアルビジア･ファ

ルカ一夕を原料とし,重量増加率で18%までアセチ

ル化処理を施 した後,低比重のパーティクルボー ド

を製造 した｡アセチル化ボー ドは水中浸演によって

も,あるいは乾湿の繰 り返 しによってもきわめて小

さい厚さ膨張 しか示さなかった｡また,処理ボー ド

は長期間の無殺菌の土中埋設試験やファンガス ･セ

ラーにおける暴露試験を行っても,重量減少や厚さ

膨張あるいは形態的な変化はほとんど認められず,

高い耐久性が付与されていた｡土中における細菌類

や軟腐朽菌の攻撃様式を,無処理ボー ドとアセチル

化ボー ドで SEM を用いて比較検討した｡

Y.FUJII,M.NoGUCHI,Y.IMAMURAandM.ToKORO:

U8ingAcousticEmi88ionMonitoringtoDetect

TermiteActivityinWood,For.Prod.J.,40(1),

34-36(1990)

藤井義久,野口昌己,今村祐嗣,所 雅彦 :アコー

スティク ･エミションの測定による木材中のシロア

リ活動の検出

シロアリの攻撃を受けている木材 か ら,150kHz

の AE センサを用いた 70dB の増幅,0.1V のし

きい値に設定することにより,突発型のアコーステ

ィク･エ ミション (AE)を検出することができた｡

AE事象数は木材中のシロアリ職蟻が多いほど高い

値を示 し,兵蟻のみの試料からはまったく AE が

発生 しなかった｡一次元の位置評定を行 うと,AE

の発生頻度はシロアリによる食害個所に対応 してお

り,とくに食害活動が活発な蟻道先端部から多くの

AEが発生 していた｡これらのことから,補足され

た AE はまさしくシロアリ食害行為による木材の

録

微小破壊に基づくと考えられた｡その結果,AE モ

ニタリングの手法がシロアリの食害活動を検出する

有効な手法になる可能性が示された｡

今村祐嗣 :木を生か し,木を超える木材,新住宅,

45(4),118-119(1990)

細胞壁構造から木材の材料としての特性を述べ,

化学修飾や無機質複合化による擁能性付与技術につ

いて概説 した｡

Y.FWⅠ,M.OwADA,M.NoGUCHI,Y･IMAMURA

andM.ToKORO:DetectionofTermiteAttack

in Wood USimg AE Monitoring,TheIntern.

Res.Group onWoodPreserv.DocumentNo:

IRG/WP/2355 (1990)

藤井義久, 大和田政勝, 野口昌己, 今村祐嗣,所

雅彦 :AEモニタリングを利用 したシロ7リ活動の

検出

木材中のシロアリ活動により発生する AE をモ

ニタリングする手法を,実大寸法の材料に適用 し,

シロアリの食害によって生 じる AE の伝播範囲お

よび 1次元の位置評定を検討 した｡食害部から離れ

るにつれ AE の事象数は指数関数的に減少 したが,

食害部から発生する大振幅の AE は数十 cm 離れ

た個所でも検出された｡センサ間距離が 30cm 以

下では,その間に発生 した AE のうち1割程度が

位置評定可能であった｡また,野外での被害杭につ

いても AE 測定を行ったが,シロアリの食害活動

の程度を検知することができ, しかもきわめて初期

の段階であっても加害を検出できた｡これらの実験

から AE モニタリングの手法は,非破壊的にシロ

アリの食害活動を検出する上で有効な手段になりう

ることがわかったが,またこの手法はシロアリなど

木材食害昆虫の加害行動の追跡に有力な武器になり

うると考えられる｡

Y.IMAMURAandH.KAJITA:Dimen8ion&lStability,

BiologicalReSiさtanCe,andMech&nic&lProper-

tie8 0f Phenol･ReSin-Treated P&rticlebo&rdS,

TheInteT･nat.Res.Group on Wood PreserてJ.

DocumentNo:IRG/WP/3266(1990)
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今村祐嗣,梶田 無 :フェノール樹脂処理パーティ

クルボー ドの寸法安定性,生物劣化抵抗性および機

械的性質

低分子のフェノール樹脂 (平均分子量390)でパ

ーティクルボードを処理し,性能の向上効果を検討

した｡処理は,パーティクルの含浸による前処理,

接着剤の前の噴霧処理,接着剤に混入しての同時噴

霧の3方法を試みた｡フェノール樹脂処理によって

機械的性質は向上 したが,とくに耐水性が改善 さ

れ,10%の含脂率では2時間の煮沸後でも元の80%

の強度を保持していた｡含脂率の増大につれて厚さ

方向の寸法安定性は向上 し,水中浸漬や乾湿の繰 り

返 しを行っても厚さ膨張は著しく抑制された｡腐朽

蘭に対する抵抗性は含脂率が大きくなるにつれて向

上するが,オオウズラタケおよびカワラタケによる

重量減少を0に抑えるには比重0.7で含脂率は15%

以上が必要であった｡

今村祐嗣 :半島マレーシア,サバ,サラワク紀行,

木材保存,16,144-154(1990)

-日本学術振興会のプロジェクトで半島マ レ-ン

ア,サバ,サラワクの森林,木材工業を訪問 した記

録で,とくにゴムの木を利用している製材や MDF

の工場,オイル ･パーム樹幹の材質と利用に向けて

の展望,サバおよびサラワクにおける森林資源と林

産工業の現状ならびに植林木の材質と利用の方策に

ついて紹介した｡

T.YosHIMURA,K.TsUNODAandK.NISHIMOTO:

EげectofSoilBurialontheTermiticidalPer-

formanceofPyrethroidS,Mat.u,Org.,24,227-

238(1989)

吉村 剛,角田邦夫,西本孝-･:合成ピレスロイ ド

化合物の防蟻性能に及ぼす土中埋設の影響

耐候操作による防蟻性能の低下を3種の合成ピレ

スロイ ド化合物について研究 した03種の化合物

(パ-メスリン, フェソバレレー ト, フルバリネ-

トう で塗付処理 (110±10g/′m2) したアカマツ辺材

試験片 (10×10:く20mm)を,無殺菌土壌中に埋設

し,26｣二2℃,90士5% RH下に3,6,12週間静置

した｡その後,各試験片は,(礼)日本木材保存協会

規格第11号吊に準じて,イ-ンロアリによる防蟻性

を検査した｡同時に,土壌埋設後の有効成分の回収

率をガスクロマ トグラフィーで測定した｡

1%処理の場合には,12週間の土壌埋設後であっ

ても,供試化合物すべてが満足できる防蟻性を保持

していた｡0.4% では,3種の化合物が3,6週間

の土壌埋設後もイ-ンロアリの食害による重量減少

率を3%未満に抑制できた｡0.4%処理で12週間の

土壌埋設及び0.2%処理で6,12週間の土壌埋設の

場合には,3%以上の重量減少が生 じる食害をうけ

た｡

ガククロマ トグラフィーによる回収率の測定で

紘,土壌埋設時間が長くなれば,回収率は低下の傾

向を示した｡また,高い濃度での処理のほうが回収

率は高かった｡

K.TsUNODA and M.TAKAHASHI:lJabor&tory

EvaluationofChemic81各aSWoodPreservative

(1)TribromophenoI,Wood Research No.76,

39-48(1989)

角田邦夫,高橋旨象 :各種化合物の木材防腐剤とし

ての室内効力評価 (1)トリプロモフェノール

2,4,6-トリプロモフェノールの3種の剤型を

用いて防腐性能を検討した｡

注入処理の場合,吸収量 1-3kg/m3 で十分な防

腐効力が得られた.--一方,表面処理では効果が低

く,6-8%の濃度が必要であった｡

接着剤混入法によるラワン合板の防腐を試行した

ところ,処理量 5kg/m3 では,カワラタケに侵害

された｡ しかしながら,オオウズラタケによる腐朽

下での曲げクリープ試験結果を合わせて考えれば,

使用環境に応じた腐朽抵抗性試験方法による的確な

薬剤あるいは処理法の効力判定が行われる必要があ

る｡

K.TsUNODA:JapaneseWoodPreservinglnduSt･

ry,TheIntern.Res.Group on tVoodPreserv.

DocumentNo:lRG/WP/3596(1990)

角田邦夫 :日本の木材保存工業

日本での加圧注入処理木材生産量は,全木材消費

量の0.5%にも満たず,これ まで,木材の重要性が
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軽視されてきた感が強い｡

1950-1970年期の年間加圧注入処理木材生産量は

比較的安定 し七お り,約50万立米であった｡1968年

に約71万立米に達 し,ピークを迎 えたが,その後

1980年までほ,50-60万立米の生産量 であった｡

1980年代になると,生産量は漸減 し,1988年には約

40万立米になってしまった｡

加圧注入処理木材を品目別に見てみると,電栓を

主体とする丸柱,鉄道枕木が近年激減 してお り,

1960年代の後半に新 しく登場 した土台が,現在では

主品目に挙げられている｡

今後,日本の木材保存業界の活性化を図るために

は,新 しいコンセプ トに基づく新たな製品の開発が

必要である｡

K.TsUNODA:EqectofAlkyltChainLengthon

theFungicid&lEdic&cyofBenZi&lkomium Chlo-

rideS,J.Aniibact.Aniifung.Agents,18,185-189

(1990)

角田邦夫 :ベンザルコニウムクロリドの木材防腐性

能に及ぼすアルキル鎖長の影響

アルキル鎖長 (C8-C18)の異なる6種のベンザル

コニウムクロリドの木材防腐性能を標準法 (JISA

9302)によって比較検討 したところ,アルキル鎖長

によって防腐性能が影響されることが確認された｡

供試化合物の中で最高の防腐性能を示 したものは

オクタデシルジメチルベンジルアンモニウムクロリ

ドであ り,オオウズラタケ及びカワラタケに対 し,

2.1-3.2kg/m 3 の吸収量で十分な腐朽抑制効果が

得られた｡

アルキル鎖長による防腐性能の順位は,カワラタ

ケに対 してほ,C14-C16-C18>CIO-C12>C8,オオ

ウズラタケに対 してほ,C18>CIO-C16>C8-C12-

C14 であった｡

角田邦夫 :野外防かび効力試験方法による新規防か

び剤の効力,木材保存,16,130-139(1990)

野外防かび効力試験による評価は,防かび剤の実

用化に当たって不可欠であるが,標準的な方法が確

立されていない｡そこで,野外防かび効力試験方法

を企画 し,その方法による防かび剤の効力持続性の

査定を5種の木材用防かび剤を用いて行った｡

製材直後のアカマツ材 (10×2×100cm)を防か

び処理薬液に30秒間浸漬した後,屋外に-条件30枚

の試験材を桟木を挿入 しなが ら5列6段 に平積 し

た｡製材及び防かび処理 は1988年 6月6日に実施

し,その後 1カ年にわたって所定期間毎に各試験材

を肉眼観察 して,防かび効力持続性を評価 した｡

新規防かび剤である2-(チオンアノメチルチオ)

ベンゾチアゾール (TCMTB)+メチレンビスチオ

シアネー ト(MBT)(20% a.i.),TCMTB+3-ヨー

ド-2-プロビニルブチルカルバメー ト (IPBC) (10

%a.i.),4-クロロフェニル-3-ヨー ドプロパルギル

ホルマール (IF-1000)1-2-(4-チアブリル)ベンツ

イ ミダゾール (TBZ)(6% a.i.)を,100倍と200

倍に希釈 して防かび処理に供 したところ,従来から

市販 され てい る2, 4,6-トリクロロフェノール

(TCP)ナ トリウム塩 (40% a.i.)や TCPを主剤

とする防かび剤 (28% a.i.)の60倍希釈と比較 して,

室内試験と同様に野外試験でも防かび性能が優れて

いることが実証された｡特に,TCMTB+MBT の

混合薬剤は,初期の防かび効果も高く, 6カ月後で

もかなりの防かび性を保持 していた｡ TCMTB+

lPBC,IF-1000+TBZ も3カ月以内の短期間であ

れば,高い防かび効力を維持できたが, 6カ月後に

なると防かび性は満足できる レベルを下 回ってい

た｡在来市販品は3カ月目の観察時に,防かび効力

がすでにかなり低下 してしまってお り,それ以後は

無処理と大差がなかった｡

今回提案 した野外防かび効力試験方法は,実施が

容易であり,薬剤間の効力や効力持続性の比較が可

能であったことから,標準試験法として検討される

価値があろう｡

李 東治,高橋旨象,角田邦夫 :アザコナゾルの木

材防腐剤としての適用性,防菌防微,18,169-177

(1990)

トリアゾ-ル化合物のアザコナゾルの木材防腐剤

としての適用性を室内試験により検討 した｡オオウ

ズラタケに対 してほ0.25%,カワラタケに対してほ

0.75%液の塗布処理で所定の防腐性能が得られたが,

ナ ミダタケに対 してほ防腐効力が著 しく劣った｡
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42種の糸状菌について最少生育阻止濃度 (MIC)を

求めたところ,オオウズラタケとカワラタケを含む

28種 は 100ppm以下であったが, ナ ミダタケほ約

350ppm以上の MICを示 した｡アザコナゾル分解

活性を振戯液体培養下で検討 したところ,菌体重量

あた りの濃度減少率はカワラタケがもっとも高く,

ついでナミダタケ,オオウズラタケの順であった｡

M.ToKORO,M.TAKAHASm,K.TsUNODA andR.

YAMAOKA:Ⅰ801ationandprimaryStructureOf

trailpherononeofthetermite,Coptotermes

for仇OSanuS(Shiraki)(I80ptera:RhirLOtermi･

tidae),WoodResearch,No.76,29-38(1989)

所 雅彦,高橋旨象,角田邦夫,LLI岡亮平 :イエシ

ロアリ (等粗目,ミゾガシラシロアリ科)の道 しる

べフェロモンの単離と一次構造

イ-シロアリの職蟻約20万頚から道 しるべフェロ

モンを単離するために,ノルマル-キサンで抽出し

た｡抽出物は種/<のクロマ トグラフィーによって分

離 し,生物検定によって確認 しながら微量の活性物

GC-MS分析の結果からヤマ トシロアリ属のシロア

リから単離されたものと類似の直鎖 ドデカ トリェソ

-1-オールであった｡

M.ToKORO,M.TAKAHASHrandR.YAMAOKA:

IsolationaTLdidentiGcatioTLOfthetrailpherO-

moneoftheSubterrarLeantermiteReticzluter.

mossperatzES (Kolbe) (Isoptera:Rhinoter･

mitidae),TheIntern.Res.Group on Wood

Preserてノ.DocumentNo:lRG/WP/1459(1990)

所 雅彦,高橋旨象,山岡亮平 :地下棲息シロアリ

であるヤマ トシロアリ (等親目,ミゾガシラシロア

リ科)の道 しるべフェロモンの単離同定

ヤマ トシロアリの虫体抽出物から種々のクロマ ト

グラフィーを経て,道 しるべフェロモンを順次精製

単離 した｡道 しるべ活性は生物検定に よって求 め

た｡ この フェロモンの一次構造はキャビラリGS-

MS分析に よって ドデカ トリエソ-1-オールと決定

した｡さらに,アセチル化,部分還元,オゾン分解

を行い,キャビラリGC-MS,キャビラリGC･FTIR

分析によってこの道 しるべフェロモンの絶対構造を

シス-3,シス-6, トランス-8-ドデカ トリェソー1

-オールであると決定 した｡

-一個体に対するフェロモン量がかなり少なく,前

駆体の形で蓄えられている可能性が考えられた｡そ

こで,単離操作過程のシリカゲルカラムクロマ トグ

ラフィーで得られた非活性画分を加水分解 した結

果,道 しるべ活性物質を得ることができ,その活性

は本来の道 しるべフェロモン活性 の約20倍 であっ

たOこの活性物質と本来の道 しるべフェロモンのク

ロ7 ト上の挙動や化学的性質は全く一致 し,この二

つの物質は同--物質であると決定できた｡これらの

ことよりこの道 しるべフェロモンは前駆体様物質の

形で蓄えられていることが明らかになった｡
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