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抄録 (ABSTRACT)

T.TTOH aI一d臥.Malcolm BROWN,Jr.:Develop一

mentofCelluloseSynthesi2:ing Co-Flexes

in BoergeeenlaandV'alonla,protoplasma,

144,160-169(1988)

伊東隆夫,マルカム･プラウ'/:マガタマモとバロ

ニアにおけるセルロース合成覇粒体の発達

2種塀の緑藻植物 BoergeseniaJorbesiiとValoTu'a

uenir･L'cosaの直線形セルロース合成額粒体 (-TCs)

の発達について,不動胞子誘導後の細胞壁再生の時

間経過をフリーズフラクチャー法で追跡することに

よって調べた｡ TCsの発達について以下の構造上

の変化が調べ られた｡ (1)TCsは新たに生ずる,

(2)TC サブユニットの最初の核化は不動胞子誘導

後 Boergeseniaで2時間,Valoniaで5時間以内に

生じた,(3)TCsはラ./ダムに並んだ ミクロフィブ

リル形成中は長さが増し, (4)規則的に並んだミク

ロフィブリルの形成が始まると TCsの長さの増加

が止まった｡これらデータは直線的のセルロース合

成額粒体が人工産物ではなく,セルロースミクロフ

ィブリルの形成に関わるダイナミックな構造である

ことを証明している｡

S.H AYANO,T.ITHO andR.MalC01m BROWN,

Jr.: Orientation of Microtubules during

RegenerationorCellWallinSelectedGiant

MarineAlgae,PlantCellPhvsiol.29.785-793

(1988)

早野三郎,伊東隆夫,マルカム･ブラウン:二,三

の巨大海藻の細胞壁再生における微小管の配向

二種類の巨大海藻 BoergeseniajorbeSiiと Valo-

niaI,enfricosaの同調性のよい不動胞子の微小管を,

細胞壁再生を通じて,免疫蛍光顕微鏡法で調べた｡

傷害後20時間に至るまで,微小管の配向は常にラン

ダムであったが,セルロースミクロフィブリルの配

向は,この間にランダムから規則的配向-と変化し

た｡仮娘細胞が傷害後7日から10日にかけての伸長

段階にあるとき,非常に規則的に配向した微小管

が,細胞17)長軸方向に沿って常に観察されたが,細

胞先端部だけは微小管はランダムに配向していた｡

これに反して,新たに合成された細胞壁最内部のラ

メラのミクロフィブリルは,細胞主軸に対して横,

斜め,縦の三方向を示した｡これらの観察は,微小

管が細胞の形をコントp-ルするが, ミクロフィブ

1)ルの配向はコントロールしないことを示唆する｡

これらの藻輝で細胞壁構築機構が,-リコイダルな

細胞壁の構築に際して作用する自己集合機構に関連

して,論 じられている｡

伊東隆夫, 山口和穂,林 昭三,布谷知夫, 島地

謙 :日本の遺跡から出土 した木材の樹種とその用

逮,木材研究 ･資料,No.23､42-210(1987)

1985年までに印刷,公表された古材あるいは古文

化財木製品に関する文献の中から樹種同定に関する

文献で明らかにされた樹種を製品別に塵理し,古代

における木の利用の実態を明かにしようとしたもの

である｡

内容は,総ての木材あるいは木製品を,建築材,

工具,農具,紡織具,運搬具,漁撹具,武器,局

具,服飾具,容器,篭編物,食事具,文房具,遊戯

具,祭柁具,埋葬具,建築模型,発火具,雑具,部

材,土木材,加工材,用途不明品,炭化材, 自然

木,仏像の26の項目に分けて整理されており,それ

ぞれの項目での製品と使用樹種の傾向が容易に把握

できるように工夫されている｡

島地 謙,伊東隆夫編 :日本の遺跡出土木製品総

隻,雄山閣出版,1988年

本書は,遺跡出土木材を中心とし,これ以外に埋

没林からの木材,現存の古代建造物の彫刻品,正倉

院御物など古材あるいは古文化財木製品にどのよう

な木材が使われたかを調べることにより,古代の人

々と木材とのかかわ り,すなわち,木の文化の実態

を明らかにすることを目的としている｡

内容は,｢1;文献か らみた古材の樹種同定研究

史｣｢2;ヒノキを用いた日本における年輪年代法

の現状｣｢3;古材の樹種同定研究法｣｢4;加工材

をみる古代の木材利用｣｢5;自然木による古植生

の復元｣の5章か らなり,5篇の付篇がついてい
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る｡第 1章では,1934年に古材の樹種同定が日本で

初めておこなわれて以来54年になるが,特に初期に

おいて当研究所尾中文彦先生が先導的研究をされて

いることなどが解説してある｡第2章では桂根等と

して保存されているヒノキ材を利用した年輪年代法

の最近の研究例が解説してある｡現在暦年標準パタ

ーンが紀元前 206年まで遡ることができ,将来縄文

晩期にまで延長できるらしい｡第3章では古材の樹

種同定研究法が,資料のサンプリングか ら始まっ

て,プレパ ラート作製法,顕微鏡観察,写真撮影

法,樹種同定と具体的に解説してある｡第4章では

加工木について製品別に樹種の出土傾向が解説し

てある｡建築材,農工具,運搬具,服飾具,祭柁具

等それぞれの用途に応じた樹種の選択がなされてい

ることがわかる｡第5章までは遺跡発掘に伴って出

土した自然木をもとに植生復元の概観が行われてい

る｡

付篇 1｢製品群別データ表｣は,1985年までに印

刷,公表された文献に載る木材および木製品が26の

項目に分けられ,150京にもわたって掲載されてい

る｡これは付篇2の文献日録とともに本文の中心を

なすものである｡

K .StTMIYA,T.StJNAXAWA,T.IsHIMOTO andZ.

KASAI:PlantRegenerationfro- Long-Term

CulturedCallllSOfPoplar(Populusnigra),

MokuzaiGakka2'shi,34,354-358(1988)

角谷和男,砂川 匡,石本登志,葛西喜三郎 :長期

間培養したポプラカルスからの植物体再生

カルスから植物体を再生する条件に対する培養期

間の影響を明らかにするために,一本のポプラ由来

の葉柄から誘導,同一条件で8ケ月および40ケ月緑

色カルスを選抜,継代培養したものを用い,それか

らのシュート再生最適ホルモン条件,さらに再生し

たこれらシュートからの根再生最適ホルモン条件を

比較検討した｡

線色カルスを選抜しつつ長期間継代培養すると,

シュート再生の最適ホルモン条件はサイ トカイニン

の狭い濃度範囲に限定されるようになる｡さらにこ

の再生シュートからは短期間継代培養したものから

のシュートに良好な NAA処理によって も根がは

とんど再生しなかった｡したがって,長期間継代培

養したカルスより植物体を再生することは困難であ

った｡

T.As AI)A,H.KURODA and K .SUMIYA:quan-

titative Variation ofMponoterpenesin the

FoliageofThuJ'opsisdolabrataPar.hondai,

MokuzaiGakkaishi.34,443-450(1988)

浅田隆之,黒田宏之,角谷和男 :ヒノキアスナロ棄

却モノテルペンの量的変異

ヒノキアスナロ菓部より水蒸気蒸留で得た揮発成

分を,キャピラリーカラムとインテグレータ-を用

いたガスクロマトグラフィーによって分析した｡15

種頬のモノテルペンを GC-MSにより同定し,そ

の内12種類について内部標準法により定量した｡天

然更新している林分 (アオモリヒバ),及び挿し木

により栽培されている林業品種(カナアテ,マアテ,

クサアテ,エソアテ)の5種類のヒノキアスナロ集

団にみられた,モノテルペンの量的変異を統計的に

評価した｡

マアテは,他のアテ品種に比べ, α-テルビニル

アセテートと α-テルピネオールを多く含むことで

識別された｡ リモネン含量はエソアテを識別するの

に適当であった｡アオモリヒバは,アテと比較し

て,変異に富んでいた｡非環状モノテルペン含量と

環状モノテルペン含量の比は,すべての供試個体で

ほぼ等しかった｡ C4位水酸化モノテルペン含量と

C8位水酸化モノテルペン含量の比についても論 じ

た｡

林 昭三, 島地 謙 :大塚吉塚出土木質遺物の樹

種,摂津豊中大塚古墳,第5章第2節,豊中市教育

委員会,130(1987)

豊中市中桜塚にある5世紀前半の古墳から出土し

た第1主体部木質遺物 (棺材),第2主体部東棟鏡

面付着棺材,および第2主体部東榔鏡面と刀剣との

間の木質 (木製の鞠?)の3点について樹種の同定

をおこなった｡前2着はいずれもコウヤマキである

ことが確認されたが,後者はケヤキに近いが断定は

できなかった｡
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島地 謙,林 昭三,伊東隆夫 :鬼虎川遺跡より出

土した棺材の樹種,鬼虎川遺跡第12次発掘調査報告

Ⅵ,東大阪市教育委員会,東大阪市文化財協会,

45,図版64(1987)

東大阪市西石切町にある弥生時代中期の方形周溝

墓から発掘された棺のうち,p第5号第 1主体部,第

2号第2主体部からそれぞれ6点ずつ,第5号第2

主体部からは上蓋板 1点の計13点について樹種の識

別をおこなった｡その結果はコウヤマキが第5号第

1主体部の両小口板に,ケヤキは第2号第2主体部

の西側板に用いられており,他の10点はヒノキであ

った｡同一樹種の材を全面に用いていないことや,

ケヤキが棺材として関西地方で初めて検出されたこ

とは興味ある点である｡

島地 謙,林 昭三,伊東隆夫 :鬼鹿川遺跡より出

土した板材の樹種,鬼虎川遺跡第12次発掘調査報告

Ⅶ,東大阪市教育委員会,東大阪市文化財協会,

49,図版66(1987)

発掘された湛肩に残存していた10本の附木の板の

部分について樹種の識別をおこなった｡ヤマグワ4

点,クマシデ属2点,カシ類,ムクノキ,ケヤキ,

イヌエソジュ属各 1点で,花粉分析の結果から当時

は照葉樹林帯であったと考えられている遺跡からの

自然木としては多少疑問を感ずる点もある｡

島地 謙,林 昭三,植田弥生 :鬼虎川遺跡出土木

製品の樹種 (第7次), 鬼虎川の木質遺物,第7次

発掘調査報告書,第4冊,第4章,東大阪市文化財

協会,39(1987)

弥生時代前期～中期の農耕集落遺跡から出土した

297点の木製品について樹種の同定をおこない,用

途との関連について考察した｡出土数の多いのは鋤

鍬で,48点中45点がカシ類であった｡ついで多いの

は刺突具で,18点中16点がモミであった｡この他に

も用途によって特定の樹種が用いられていることは

明らかで,容器や高杯にはヤマグワが,極や鐘には

二葉マツが,田下駄にはクスノキが,楯にはモミが

多く検出された｡ヤマグワの製品がケヤキのそれよ

り多く出土しているということは,周辺の植生を反

映しているものと考えられる｡

島地 謙,林 昭三,福田さよ子 :平井遺跡出土木

質遺物の樹種同定,平井遺跡,堺市文化財調査報

普,第25集,第4章,堺市教育委員会,105, 図版

36(1986)

同定をおこなった遺物総数は28点で,下駄 (ヒノ

辛)および椀 (ブナ)は江戸時代初期のものと推定

される井戸より出土しており,杭およびそ･/)補助財

(二葉マツ13点,タケ頬5点,コナラ類 2点,サカ

キ2点など)はすべて中世の ものである｡また板

材 (ヒノキ)は平安時代の層より,容器底(ヒノキ)

は古墳時代後期は層より出土したものである｡二葉

マツが多く認められたことは,往時この付近に二次

林の要素であるマツ輝が生育 していた と考えられ

る｡

林 昭三 :椎上遺跡出土木炭の樹種,椎土遺跡 ･塚

越貝坪遺跡発掘調査概要,Ⅶ自然科学的調査 1,小

杉町教育委員会,41(1988)

椎土遺跡A地区 (富山県射水郡,9世紀)から出

土した木炭 184点の樹種を同定した｡この遺跡は製

錬炉とそこで使用する炭を焼いた炭窯とがセットで

検出されたものである｡試料のうち 172点は6基の

炭窯と2基の製練炉から採取した木炭で,12点は製

錬炉の製錬樺に付着した微細な炭化片である｡全部

の窯から17樹種を検出した｡しかしクリが半数以上

を占めていたことから,遺跡周辺にはあちこちに生

育していたことが推察される｡周辺の同様遺跡で検

出された針葉樹が 1点もなかったが理由は不明であ

る｡一方製錬炉ではコナラ類が半数近く検出された

ことは,製鉄用木炭としてコナラ輝を用いたことを

物語っている｡特定の樹種が特定の喪からしか検出

されないことは,周辺の樹木を伐採して用いていた

結果と考えられる｡

E･M AEKAWA,T･KoUsAKIandT･KospIJIMA'･

Properties ofCelllllose Hydroxa-ic Acid

DerivativeandItsMetal-ChelatingCO-ple-

xes,Sen-iGakkaislti,42,T-460(1986)

前川英一,幸崎敏之,越島哲夫 :セルロース ･ヒド

ロキサム酸誘導体及びその金属錯体の性質

セルロースの過ヨウ素酸酸化によって得られるジ
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アルデヒドセルPt-ス,さらに酸化したジカルボキ

シルセルロースを 出発物質 とす る Gal'braikb ら

が示 したヒドロキサム酸誘導体への調製法を再検討

し,簡便でかつ収率よく調製出来る方法を示した｡

改良した方法によってヒドロキサム酸誘導体を調製

し,その金属錯体を調製して,その性質を比較 ･検

討した｡その結果,調製 ヒドロキサム酸誘導体は容

易に金属イオンと錯体を形成し,金属イオンの混合

溶液系では Fe3+,Cu2十のような特定金属イオンに

対する選択的結合能が高いことを明らかにした｡

P.I-iJANSSON, B暮LINDBERG,17.LINDBERG, E･

MAEKAWA: Stuctural Studies of a Poly-

saccharide(Sl194)ElaboratedbyAlCaligenes

ATCC31961,Carboj!ydr.Res･,156157(1986)

パーエリック･ジャンソン,ベンクト･リンドバー

グ,ジェイ ･リンドバーグ,前川英一 :AIcalige一

机esATCC31961株によって創 りだされる多糖の

構造研究

ある種の細菌の細胞外に創 り出す多糖の構造がメ

チル化分析, 特異分解, lH,13C NMR 分析結果

から決定された｡

rr,WATANABE,J.AzUMA aridT.KosmJIMA:A

ConvenientMethodfor preparing I.ignin-

CarbohydrateComplex from Pinusdensi-

floraWood, MokuZaiGakkai∫h7',33,798-803

(1987)

渡辺隆司,東 順一-,越島哲夫 :アカマツリグニン

･糖結合体の簡便な調製法

リグニン･糖結合体 (LCC)を調製 す るための

新 しい簡便な方法を開発した｡アカマツの80%含水

ジオキサン抽出済木粉を冷水 (20oC)お よび熱水

(80oC)で抽出することにより大量の LCC (LCC

-WE)を単離 した｡LCC-WEは,対80%含水ジオ

キサン抽出済木粉 当た り9.3% の収率で得られ,

BjarkmanLCC や HWF と同様 DEAE-Sepha-

dexA-50を用いたイオン交換 クロマ トグラフィ-

により, 中性区分 (C-1-M),酸性区分 (C-I-A).

高 リグニン区分 (C-LR)の3つの画分に分離され

た ｡NMR.,メチル化,中性糖分析などの結果から,

LCC-WE 由来の C-1-M はアセチルグルコマンナ

ンー リグニン結合体であ り,C-1-A お よび C-LR

区分はアラビノダルクロキシランを主とする複数の

- ミセルロースと1)ダニンの結合体であることを明

らかにした｡このらの結果から,高軌点有機溶媒の

除去操作を必要 と しない簡捷な本調製法は従来の

BjOrkman法に代替すべき LCC の調製法である

と結論 した｡

E.MAEKAWAandT.KosHIJIMA:Analysisand

DeterminationofWoodPolysaccharideCom -

ponents by Gas Liquid Chromatography

〔Ⅰ〕,WoodRe∫eaγchalld TecjmicalN(JteS,No.23,

219-224(1987)

前川英一,越島哲夫 :ガスクロマ トグラフィーによ

る木材多糖成分の分析と定量 (その-)

ガスクロマドグラフィーによって木材多糖成分を

分析 ･定量する際の実例を示 した｡

T.KosrIIJIMAandJ.AzUMA:Microwave-Trra-

diation of I.ignocellulosic Materials and

Ethanolf'ermentation,Re告eal,ChOIIEnergy

i-ron Biomass. Reports of special project

researchoilenergyundergralltinaidorject

researchorTheMinistryorEducationScience

andCulture,Japan(SPRY 19)89-94(1987)

越島哲夫,東 順一 :リグノセルロース物質のマイ

クロ波照射およびエタノール発酵

各種 リグノセルp-スにマイクロ波を照射するこ

とによって糖化ならびにアルコ一一ル生産が円滑にす

すむ ことを示 した｡95%アルコール生成量 (ml)

は原料 Ik.gあた りで示すとアカてツ 149ml,ブナ

248ml,イネワラ 355ml,モ ミガラ 123ml,バガ

ス 179mlなどであった｡

N.TAKAHASI{Iand T.KosHIJIMA:Properties

ofEnzyme- U nhydrolyzableResidueofLig-

nin-CarbohydrateComplexesIsolatedfrom

BeechWood,WoodRes.,No.74,1-ll(1987)

高橋信義,越島哲夫 :ブナ材から単離 したリグニン

･糖結合体の酵素加水分解残達の性質
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ブナ材か ら単離 した水溶性 リグニン･糖結合体

(LCC-WE)を市販のセルラーゼ (オノズカ R-10)

で二度酵素処理 し,加水分解されない区分を既報に

基ずいて3つの画分に分離 した｡それぞれの画分の

メチル化分析,構成糖の組成分析を行った結果,キ

シT]-ス,アラビノ-ス,そしてガラクトース残基

が リグニンと結合しているものとおもわれた｡また

上記画分のフェノール性水酸基の分析によりフェニ

ルグルコシド結合は存在 しない ことを明らかにし

た｡

K.MAGARA,S.UEKI.J.AzUMAandT.KosHI-

JIMA:MicrowaveIrradiationofI.ignocellu-

1osicMaterialsIX. ConversionofMicro-

wave-irradiatedlignocelluloseintoethanol,

MokuzaiGakkai∫hi,34,462-8(1988)

真柄謙吾,植木 進,東 順一,越島哲夫 :リグノ

セルロースのマイクロ波照射 (第 9報)マイクロ波

照射 リグノセルロースのエタノールへの変換

連続式マイクロ波加熱前処理法を用いた リグノセ

ルロースの,アルコール変換における最適プロセス

について研究 した｡マイクロ波による誘電加熱を効

率よく行 うため,水スラリー状態で照射を行った場

令,- ミセルp-スの除去にはアカマツ,ブナいず

れも 210C以上の加熱が必要であったが,0.5%酢

酸水溶液中で加熱することにより除去に必要な温度

は 200℃ に低下 した｡- ミセルロースを除去した

これらの試料を酵素糖化したところ,アカマツ,ブ

ナでそれぞれ55.7%,86.1%の最高糖化率を得た｡

また,- ミセルロースの除去および酵素糖化におけ

るこれらの結果は,連続式マイクロ波加熱を用いた

前処理の試料に対する効果が,すでに報告したバ ッ

チ式のマイクロ波加熱システムを用いて得られる前

処理の効果に十分匹敵することを示 した｡アルコー

ル発酵は,並行複発酵と単発酵について検討 した｡

並行複発酵では,前処理加熱温度に対するエタノー

ル収率の依存性が認められたが,単発酵では認めら

れなかった｡単位時間あた りの収量とい う観点から

考えると,処理に要する時間の少ない並行複発酵が

有利であった｡従って,並行複発酵を用いたエタノ

ール生産プロセスは,単発酵のそれに比べてマイク

録

P波加熱前処理 した木材からのエタノール生産に適

していると思われる｡

S.FUJISHIMA,F.YAKU andT.KosHIJIMA:I--

mobilizationofβ一GlllCOSidaseUsingWood

ResidueofEnzymaticHydrolysis,Moku,=ai

Gakkaii･hi,33,992-3(1987)

藤島 静,夜久富美子,越島哲夫 :酵素分解残潅木

粉を用いる固定化 β-グルコシダーゼ

約400メッシュにボール ミル粉砕され た木粉をセ

ルロシソ APお よび セル ラーゼ オ ノズカ R-10

(1:り 混合酵素で糖化すると, β-グルコシダーゼ

活性のかな りの部分は木粉残液に吸着される｡この

残液木粉に吸着 された β-グルコシダーゼ活性は樹

種により異 な り, カラマツではその88%が吸着さ

れ,その活性は6ケ月で4%減少 したにすぎない｡

また, 50℃ までの温度で安定 であ り,40℃,pH

4.5で使用すれば15回の連続使用によってもブドウ

糖の収量低下はみとめられなかった｡

N.TAKAHASHIand T.KosHIJIMA:Molecular

PropertiesofLignin-CarbohydrateComple-

xesfrom Beech (Faguscrenata)and Pine

(Pinusdensiflora)Woods,WoodSci.TechTl0l.,
22,177-89(1988)

高橋信義,越島哲夫 :ブナおよびアカマツ材から得

たリグニン ･糖結合体の分子的性質

リグニン･糖結合体 (LCC)を アカマツ及 び ブ

ナにより単離 し,セルラーゼで酵素処理 した｡ブナ

酵素処理物を遠心分離 して得た沈澱 (B-P)および

その上澄のゲル ろ過物 (B-E-Ⅰ)を ジアゾメタンで

メチル化後, アルカリ処理 お よび DDq.処理 し

た｡その結果, リグニンは キシロースの C-2位お

よび C-3位において, アルカリに弱いベンジル-

-テル結合を介して結合 していることが明らかとな

った｡この LCC の リグニン部分はアカマツ LCC

のものより100倍ほど大きいことを HPLC によっ

て明らかにした｡

E.MAEKAWAandT.KosHIJIMA:AnAnalytical

Method for the Determination of Acidic
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Sugars in Wood Hemicelluloses by Gas-

Liquid Chromatography,MokuzaiGakk,lishi,

34,359-362(1988)

前川英一,越島哲夫 :ガスクロマ トグラフィーによ

る材ヘミセルロースの酸性糖定量のための分析法

ブナキシランとタケキシランの酸加水分解物から

酸性糖を分離 し,メチルエステル化後,水素化ホウ

素 リチウムで還元して得られた中性単糖を,アルジ

ト-ルアセテー トに変換した後,ガスクロマ トグラ

フィーによって分析 ･定量 した｡そして本法が酸性

多糖のウロン酸基を含む酸性糖の分析 ･定量に適用

出来ることを示 した｡

M.SHIMADA, T.HATTORI, T.UMEZAWA, T.

HIGUCHt and T. OKAMOTO: Biomimetic

approaclltOlignindegradation:Mechanis-

foraromaticringcleavageof3,4-dimethoxy-

benzylalcoholwithnattlraliron (ⅠⅠⅠ)por-

phyrinsystems･ ttLigninenzyrnicandmicro-

bialdegradation" rEd.,E.ODIER) INRA-

CBAI..Francepp.151-156(1987)

島田幹夫, 服部武文, 梅津俊明, 樋 口隆昌, 岡本

忠 :リグニン分解へのバイオミメティックアプロー

チ ;天然型鉄 (Ⅲ)ポルフィリン系による3,4-ジメ

トキシベンジルアルコールの芳香環開裂反応の機構

ベラトリルアルコールの環開裂反応機構を重酸素

標識 した 02と水 を用い て研究 した｡バイオ ミメ

ライックポルフィリン触媒として- ミンを用い, リ

グニソペルオキシダーゼ触媒反応における酸素添加

反応を比較検討 した｡

M､SHIMADA, T.HATTORI,T.UMEZAWA,T.

HIGUCHIandK.UzURA:RegiospecicOxygena-

tionsduringRingCleavageofaSecondary

Metaboli★e, 3,4-DimethoxybenzyI Alcohol

Cataly2:ed by Lignin Peroxidase,FEES,

Lclf.,221,327(1987)

島田幹夫,服部武文,梅津俊明,樋 口隆昌,卵津羅

健作 :リグニンペル オキシダーゼ に よる二次代謝

物,ベラ トリルアルユール環開裂反応における位置

特異的オキシゲネーション

第24号 (1988)

1RO-標識の水と酸素ガスを用 いた反応系におい

て,ベラトリルアルコールは リグニナ-ゼによって

環開裂を受けるとき,水分子の酸素原子は基質分子

の 3-位に,分子状酸素は 4-位にそれぞれ特異的に

とり込まれることが判った｡この実験結果から,γ-

ラクトン生成物の新しい生成反応機構を提案した｡

T.OKAMOTO,K.SRSRKI,M.SHIMADA and S.

OKA:Selectivecarbon-carbonbondcleavage

of1,2-diols by molecular oxygen in the

presenceof iron porphyrin catalysts and

dihydropyridine.Tn"TheRoleofOxygenin

ChemistryandBiochemistry" (Eds.,W.Alldo

and Y.Morooka)Studiesin Organic Che-

mistry,Vol.33,pp.499-502(1987)

岡本 忠,佐々木健,島田幹夫,阿倍三郎 :鉄ポル

フィリンとジヒ ドロピリジン存在下での分子状酸素

による 1,2-ジオール の選択的炭素-炭素結合開裂

反応

1,2-ジアリル-1,2-エタンジオールの好気 的 な

C-C 結合開裂反応を TPP (Fe)C1錯体と3-カル

バモイル-1-ベンジル-1,4-ジヒドロピリジンを用い

て研究 した｡ジオール結合は開裂 し,主生成物とし

て芳香族アルデヒドが得られたが脱水素反応は主反

応ではなかった｡SH 化合物や BrCC13の添加効

果なども比較検討 した｡

M.SHIMADA,T.HARE,T.HIGUCHI,T.OKAMOTO

alld B.PANIJPAN:Biomimetic Approachto

I.ignin Degradation: II.The Mechanis-

ofOxidativeCIC BondCleavageReactions

ofLigninModelCo-poundswith Natural

Iron (ⅠⅠⅠ)Prophyrin ChlorideasaHeme-

EnzymeModelSystem,Holzforschung,41,

277(1987)

島田幹夫,波部 豪,樋 口隆昌, 岡本 忠,B.パ

ニチバン :リグニン分解へのバイオミメティックア

プローチ :ヘム酵素モデルのヘミンを用いた C-C

結合開裂反応機構

.all,,a-0-4,β-5 リグニ ンモデ/t,化合物の C-C

結合開裂 のバ イオ ミメティック反応機構を研究 し
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た｡分子状酸素のとり込み反応の結果から,バイオ

ミメティック触媒 (-ミソ)はペルオキシダーゼ型

の反応を触媒していることが推察される｡また重水

素標識の基質の C-C 結合開裂反応は末標識のもの

の開裂反応との差異はなく,一次の同位効果は無関

係であることが判った｡ポルフィリン鉄 (Ⅲ)触媒

による C-C結合開裂はリグニナ-ゼ反応と同様に

-電子酸化機構で進むことを提案した｡

T.HIGUCHI:ChemistryandBiochemistryof

Bamboo,BambooJournal,No.4,132(1987)

樋口隆昌 :たけの化学及び生化学

モウソウ,マダケ,-チクのたけのこの生長時に

おける細胞壁主要成分量の変化,たけの-ミセルロ

ース及びリグニンの化学的特徴とその生合成につい

て概説した｡

F.HoRII, H.YAMAMOTO, 氏.KITAMARU,M.

TANAHASHI,T.HIGUCHI:Transformation of

NativeCellu.loseCrystalsInducedby Satu.-

ratedSteam atHightTe-peratures,Macr0-

molecule,20(ll),2946(1987)

堀井文数,山本裕之,北丸竜三,棚橋光彦,樋口隆

昌 :高温飽和水蒸気処理による天然セルロースの構

造変化

CP/MAS法により種々の天然セルロースの高温

飽和水蒸気処理による結晶転移について研究を行っ

た｡その結果,高温での飽和水蒸気処理により木綿

のセルロース Ia型及びバロニアのセルロース Ib

型結晶が Ia型に近い新しい結晶形の Ia'型に転

移することを明らかにした｡

梅津俊明,樋口隆昌 :リグニンの微生物分解研究に

おけるガスクロマ トグラフ質量分析計の利用,島津

科学器械ニュース,28(3),7(1987)

リグニンの微生物分解の研究におけるガスクロマ

トグラフ質量分析計のほたした役割について,リグ

ニンの微生物分解機構と関連付けて解説した｡

T.UMEZAWA and T.HIGUCHI:Formationof

amuconatein aromaticringcleavageofa

β-0-41ignin substructuremodelby lignin

peroxidase,Agric.B2'ol.Chem.,51,2281(1987)

梅津俊明,樋口隆昌 :リグニンペルオキシダーゼに

よる β-0-4型リグニンサブス トラクチャーモデル

の芳香核開裂におけるムコン酸エステルの生成

PhaTWrOChaetechrysosporiumの リグニンペルオキシ

ダーゼによる, β-0-4型 リグニンサブストラクチャ

ーモデル二量体 の,新 しい芳香核開裂生成物 とし

て,アソールグリセロールのムコソ酸エステルが同

定された｡このムコソ酸エステルは,この酵素によ

る β-0-4型モデル化合物 の芳香核開裂反応におけ

る芳香核開裂直後の化合物である｡

S.KAWAI,T.UMEZAWAandT.HZGUCHI:De-

gradation-echanis-sofphenolicP-1lignin

substructuremodelcompoundsby laccase

ofCorlolzESVerSIcolor,Arch.Beochem.Biopkiy5.,

262,99(1988)

河合真吾,梅津俊明,樋口隆昌 :カワラタケのラッ

カーゼによる遊離のフェノール性水酸基をもつβ-I

型リグニンサブス トラクチャーモデル化合物の分解

機構

遊離7)フェノール性水酸基を もつ β-1型 リグニ

ンサブストラクチャーモデル化合物のカワラタケラ

ッカーゼによる分解について検討した｡その結果,

ラッカーゼの作用によって生成した基質のフェノキ

シラジカルを経由して,次の三種の反応が,この分

解の過程でおこっていることが示された｡すなわち

(】)側鎖の C-C 開裂,(2)アルキルーアリール開

裂および (3)Cα位の酸化である｡

S.YoKOTA,T. UMEZAWA and T.HIGUCHI:

Influenceofalkoxylring substituent-son

degradability ofβ-0-41ignin substructure

modeldinersbyPhanerochaetechrusospo-

riun8MokuzaiGakkaishi,34,65(1988)

横田信三,梅揮俊明,樋口隆昌 :Phanerochate

chru808POrlum による β-0-4型リグニンサブス

トラクチャーモデル二量体の分解性に及ぼす芳香核

上のアルコキシル基の影響

3タイプの β-0-4型 リグニンモデル二量体,4-

- 97-



木 材 研

ethoxy-3亘D3〕methoxyphenylglycerol-,a-phenyl

ether(Ⅰ'),4-etxohy-3-〔D3〕met110XyPhenylglyce-

roトβ一guaiacylether(ⅠⅠ')及 び 4-ethoxy-3-〔D31

methoxyphcnylgl†cero1-.a-(2,6-dimethoxyphe-

rlyl)cthell(Hl')の PhallerOChaelechr)･sosporium

による分解生成物の定量分析に基づいて,芳香核に

置換 しているアルコキシ′レ基が,菌による分解反応

に及 ぼす影 響 につ いて検討 した｡ (I')か らは

guaiacyl核 (A核),(II')ではA核及び /3位芳香

核 (B核)の両方,また (IIl')からほB核がそれ

ぞれ初発攻撃を受けて生成したと考えられる分解物

が,ガスクロマ トグラフーマススペクトロメトリー

によって検出された｡ なお これ ら大部分の分解物

紘, リグニソ･ペルオキシダーゼによる基質 (Ⅰ').

(H')及び (III')の分解 において作成する分解物

と一致 していた｡従って P.chr_vso.vJwr71um 生菌体

による 針0-4型 リグニンモデル二量体 の分解は,

リグニン･ペルオキシダーゼによる触媒作用による

もので,アルコキシル置換基の多い芳香核が,優先

的にこの酵素によっお攻撃されると考えられる｡

S.KAWAI,T.UMEZAWA,M.SHIMADA,T.HIGU-

cHr,K.KoIDE,T.NISHIDA,N.MoROHOSHIand

T.HARAGUCHI:C一c cleavageofphenolicβ-I

lignin stlbstructure model co-pound by

laccase of CorlolzLS ZlerSIcolor,Mokuzai

Gakkaishi,33,792(1987)

河合真吾,梅津俊明,島田幹夫,樋 口隆昌,小出一

雄,西田友昭,諸星紀辛,原口隆英 :カワラタケラ

ッカーゼ によるフェノール性 β-1型 リグニン二量

体モデル化合物の Ca-Cβ開裂について

フェノ-ル性 βJ リグニンサブス トラ クチャー

モデル化合物, 1,2-ビス(4-ヒ ドロキ シ-3,5-ジメト

キシフェニル) プロパ ン｣,3-ジオール (I)が,カ

ワラタケラッカーゼにより分解された｡分解生成物

として,シリンギルグリコール (III),α-ヒドロキ

シアセ トシ リツ ゴソ (IV), シリンガアノンデ ヒド

(V)および,2,6-ジメトキシサ ベ ンゾキノン(VI)

が,GC-MSにより同定された｡

分解物の構造から,基質 Ⅰは,ラッカーゼにより

生成 したフェノキシラジカル中間体を経由して,プ

料 第24号 (1988)

ロピル側鎖の Cα,Cβ間での C-C結合開裂 をひ

きおこすことが示された｡

また, 非 フェノール性 .a-1塑化合物,1,2-ビス

(4-- トキシー3,5-ジメ トキシフェニル)プロパン-1,

-ジオール (ⅠⅠ)は, ラッカーゼによ り分解されな

かった｡

J.L.DAVIS,F.NAKATSUBO,K.MURAKAMIand

T.UMEZAWA:Organicacidpulpingofwood

IV. Reactions of arylglycerol-β-guaiacyl

ethers,MokuzaiGakkaishi,33,478(1987)

ジェームス ･L ･デーグィス, 中坪文明, 村上浩

二,梅津俊明 :有機酸パルプ化に関する研究 (第 4

報) アリールグリセロール-β-アリールエーテルの

反応

リグニンモデル化合物としてアリ-ルグリセロー

ルーijn-グアイアシルエーテルを用 いて,酢酸蒸解に

おける脱 リグニン反応の機構を研究 した｡酢酸濃度

75%,反応温度 165oC の条件 において, グアイア

シルグリセロール〕p-グアイアシルエーーテルは反応

時間10分でその90%が消失する｡一方,同-一条件で

4時間反応させた場合,ベラトリルグリセロール-β

-グアイアシルエーテルでは β-0-4ェ-テル結合の

40%以上が開裂されずに残っていることを認めた｡

なお,反応温度 200QC では後者 のエーテ′レも1時

間以内に完全に消失した｡

β-0-4ェ-テル結合の開裂は主 として次の二つの

経路に従って進行すると推測されるO -･つはアシ ド

リシスの典型的な生成物である Hibbertのケトン,

いま一つはユノールアセテー トを生成する径路であ

る｡他方,分子内縮合反応が,β一0-4エーテル結合

の開裂として,顕著に進行することを認めた｡

T.HATTORI, M.SHIMADA. T.UMEZAWA,T.

HIGUCHI, M.S.A.LEISOLA and A.FIECHTER:

New Mechanism for Oxygenative Ring

Cleavageof 3,4-DimethoxybenzyI Alcohol

Catalyzed by the Ligninase Model.Agric･

BioI.Chem.,52.879(1988)

服部武文,島田幹夫,梅津俊明,樋 口隆昌,M.S.A.

レ-ゾラ, A.フィククー :リグニナーゼモデルに
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よるベラ トリルアルコール環開裂反応の新オキシゲ

ネーション機構

ベラトリルアルコールが酸化時,環開裂反応を受

けるとき, リグニナ-ゼモデル触媒として用いた-

ミン触媒へは,酵素と同様に位置選択的な酸素原子

とり込み反応を触媒をすることが証明された｡

山田 正 :木質環境のはたらきとその評価について

思うこと,Woodmic,No.5(1988)

すまいの快適性にかかわる木のはたらき,即ち室

内気候の調節,感覚特性およびこれらを総合した生

体調節機能について最近の研究成果を紹介し概説す

る｡

飯田正穂,則元 京 :圧縮セットの回復,木材誌,

33,929(1987)

前報において明らかにしたセットの発生 ･回復の

機構を検証するため,セットが形成される以前に材

内に存在する応力の程度を,正常な飽水材の 90oC

水中における横圧縮応力緩和測定から,緩和後に残

留する応力として求め,また別に,圧縮セットの発

生した材を調製し,その乾燥材を 90℃ 水中に浸せ

きしてセットの回復を阻止したときに生起する応力

を求めて,両応力を比較した｡その結果,以下のこ

とが明らかになった｡

1)緩和60分後に残留する応力 qs60は,決して0の

値になることはなく,初期応力の2./3-1/2の値を示

す｡また緩和後の除荷で与えたひずみは,ほとんど

回復した｡

2)所定の圧縮 ひずみを与えた後,その状態で乾燥

すると試片のひずみはさらに増大する｡増加した収

縮ひずみは圧縮前の飽水寸法を基準に1.5-4.0%で

あった｡

3)セットの回復応力 ♂r60は,セット量とともに直

線的に増大する｡また回復応力測定後に除荷したと

きの残留セット Erは極めて小さい｡

4) qs60 と 0,60 を比較したとき, 6,60 は qs60 に比

べわずかに小さい値を示す｡しかしながら,残留セ

ット ;,が緩和後の残留ひずみ ;Sよりわずかに大

きいので,両応力の差は両残留ひずみの差に起因す

ると考えられ,結果として両応力は近似的に等しい

値とみることができる｡

5)以上の結果は, セット回復 の駆動がセットの形

成過程に凍結されたものであることを示 してお り,

前報で与えたセット機構の解釈がほぼ妥当であるこ

とが示唆された｡

R.M.RowELLalldM.NoRIMOTO:Acetylation

ofBambooFiber,MokuzaiGakkaiShi,33,907

(】987)

ロジャー･ロウエル,則元 京 :竹繊椎のアセチル

化

乾燥したてダケ (PftJllostach_vsBambusoidesSieb.

etZucc.)繊維を,25℃ で 1分間無水酢酸中に浸

漬した後取出し, 3分間無水酢酸を流出除去し,吹

いで 12(loC で熱気中に所定時間放置 して, アセチ

ル化繊維を調製 した｡処理繊維の重量増加率は,2

時間で15%に達 したが,2時間以後の増加はわずか

であ り,4時間でのそれは17%であった｡竹繊維の

重量増加率は, アスペン材小片 と同程度 であった

が,パイン材小片に比べ若干小さかった｡処理繊維

を水で14日間あるいる トルエン･エタノール混液で

2時間抽出後のアセチル含量の減少は,無処理繊維

のものに比べてわずかであった｡重量増加率17%の

処理繊維の平衡含水率は,相対湿度30-90%の範囲

で,無処理繊維のそれの半分以下となった｡アセチ

ル化竹繊維は,寸法安定性および耐生物劣化性をも

つパーティクルボードの原料として有効と考えられ

る｡

今田晃一,青木 務,則元 京 :家庭科木材加工領

域における新しい教材の開発,家庭用電子 レンジに

よる曲げ木の製作,日本産業技術教育学会誌,29,

No.3.1(1987)

本報告では,家庭用小型電子 レンジを用いた木材

の曲げ加工法,樹種別難易度および加工用治具につ

いて検討 した｡

得られた結果は,以下の通 りである｡

1)家庭用電子 レンジを用いた曲げ加工では,以下

の注意事項を留意する必要がある｡

(1) 電子 レンジ中に水を入れたビーカ-を入れ,

装置の破損を防ぐために余分なェネルギーを吸
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収させること｡

(2)試料の外周側の破壊を防ぐため,試料とト-

ネット治具とが一体となった状態で曲げ作業を

行うこと｡

(3) 試料の内周側に生じる挫屈を防止するため,

曲げ加工の過程で,試料の外周の伸びに応じ

て,薄板などを用いて試料と治具の隙間を調節

すること､｡

(4) 乾燥後の試料のねじれなどを少なくするため,

乾燥は,天然乾燥で6, 7時間以上行うこと｡

2)家庭用電子 レンジを用いての曲げ加工では, ミ

ズナラ材, ウリ-ダカニデ材, ウワミズザクラ

材,ヤマグワ材,ユリノキ材,ニガキ材,シマト

ネリコ材,ブナ材などの日本産広葉樹材が曲がり

やすく,マツ材,スギ材などの日本産針葉樹およ

びラワン材,チーク材などの外国産材は,ラグシ

ョウ材,ヒムロ材のような例外を除いて曲がりに

くいことがわかった｡

3)曲げ加工材の教材化は,試作品などか ら考え,

製作技術的には充分可能である｡しかし,すべて

の生徒がほぼ一回の作業で成功するためには,よ

り適切な治具の開発が必要である｡なお,本研究

で試作したバネ式 トーネット治具では,バネをも

たない治具に比べ約2割成功率が上昇した｡

則元 京, ジョゼフ ･グリル,湊 和也, 岡村圭

≡,椋代純輔,ロジャー･ロウェル :化学修飾によ

る湿度変動下における木材のクリープの抑制,木材

工業,42,504(1987)

湿度が変化している時木材のクリープ変形が著し

く増大し,時には破壊に至ることはよく知られてい

る｡本報では,アセチル化およびホルマール化処理

によって,このクリープ変形の抑制を試みた｡高い

応力を無処理木材に作用した時,最初の高湿度時お

よびその後の低湿度時にクリープ変形の増大が,高

湿度時に低下が認められた｡しかし,低い応力の場

令,最初の高湿度時の変形の増大後,逆の傾向が認

められた｡一方,処理材の場合,応力の大きさにか

かわらず,高湿度時に変形の増大が,低湿度時い減

少が認められた｡また,処理によって,変形は,著

しく減少した｡ホルマール化処理は,変形の抑制に

は特に効果的であったが,材色の変化および強度低

下が認められた｡

矢野浩之,椋代純輔,則元 京 :ピアノピン板の改

良,木材誌,34,94(1988)

ピアノの調律の安定化を目的として,実寸大弦保

持部モデルを用い,ピン板の積層構成,ピソ板のア

セチル化お よびポリェチレングリコール (PEG)

含浸処理が,調律周波数および トルク変化に及ぼす

効果について検討した｡

無処理ピン板を用いた直交積層構成モデルでは,

湿度変動下で,調律周波数は大きく低下した｡ピソ

板層構成を平行積層にすることにより,調律周波数

の低下は,比較的小さくなった｡ PEG およびアセ

チル化処理により,調律周波数の変化は,著しく低

減された｡一方,調律 トルクの低下は,アセチル化

処理により抑制された｡

アセチル化処理したピン板を,平行積層構成にす

ることにより,調律周波数および トルク変化を著し

く低減することが予測される｡

T.O NO.Y.K ATOH andM.NoRIMOTO: Humi-

dity-proof,quasi-isotropICwooddiaphra-

forloudspeakers,J･Acousl･Soc･JPTl.(E)9,

25(1988)

小野晃明,加藤義之,則元 京 :スピーカー用防湿

準等方性末材振動板

楽器用響板用木材を用いて,低音から中音域スピ

-カー用の平面振動板を開発 した｡木材振動板に

は,防湿処理と等方性にするための工夫が必要であ

る｡前者に対しては,塗装とアセチル化処理を試み

た｡両者は,それぞれの特徴的な効果を示した｡後

者に対してほ,振動板 (柾目板)の放射方向の両端

に矩形の細い板を接着した｡振動板は,円形の振動

節を持ち,良好な性能を示した｡

大釜敏正,則元 京, 小原二郎 :ー壁叢の調湿効果

Ⅱ,木材工業,43,14(1988)

壁装の面積と調湿効果の関係を調べた ものであ

る｡調湿性の評価には,指標として絶対湿度の対数

と温度から得られる∂値を使用した｡実験は,鋼製
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の容器を用いその中に壁紙を張った供試材を取 り付

け,面積 Aと気積 Vの割合 A/Vを変化させ,餐

器内の温度と湿度を測定する方法をとった｡供試壁

紙は,布,舵,オレフィンおよびビニルの4種であ

る｡下地には,調湿性のあるラワン合板と調湿性の

ないポリェステル化粧合板の2種を用いた｡実験の

結果から, 壁装の調湿効果は, A/Vに著しく依存

すること,またその依存のしかたは壁紙の種輝と下

地の調湿性能の有無によって違ってくることが明ら

かになった｡なお,実験の結果を応用して,木材の

調湿効果と比較して,壁裳の調湿効果を算出する木

材相当量なるものを求めることも試みた｡

則元 京 :曲げ木,木材工業,43,239(1988)

最近の木材の曲げ木加工について紹介するととも

に,木材の曲げ木加工に対す る将来の展望を示し

た ｡

則元 京 :アセチル化木材の現況, WOODMIC

6,No.4,30(1988)

アセチル化木材の歴史,処理法,性質等につい

て,特に,最近の研究成果を紹介しつつ概説した｡

R.M.RowELL and M.NoRIMOTO:Dimensi0-

mal Stability of Bamboo particleboards

Made from Acetylated Particles,Mokuこai

Gakkaishi,34,617(1988)

ロジャー･ロウエル,則元 京 :アセチル化竹小片

を用いたパーティクルボー ドの寸法安定性

乾燥したマダケ (Ph_vllostach,.1･SBambusoidesSieb.

etZucc.)小片を,無水酢酸のみを用いて 120℃

で処理し,重量増加率 (WPG)14および 18%のア

セチル化小片を調製した｡無処理およびアセチル化

小片に フェノール樹脂を添加 (含膳率6%)した

後,177oC で10分間圧締して密度 640kg/mBのパ

ーティクルボードを製造し,それらについて,27oC.

30%,65%,90% 良.H.における平衡含水率の測

定,浸水による厚さ膨潤変化の測定,および水中浸

漬5日,105oC乾燥2日の乾湿5回繰 り返し過程に

おける厚さ変化の測定を行った｡アセチル化ボード

の平衡含水率は,無処理ボードに比べ,著しく低下し

た (Table1)｡また,27℃ 90% R.H.の環境に14

日間放置した無処理ボード表面にはカビが繁殖した

のに対し,アセチル化ボードには,それが認められ

なかった｡水中浸演によって,厚さ膨潤率は,無処

理ボードでは60分で10%,5日で19%であったのに

対し,WPG 18%のアセチル化ボードでは,それぞ

れ 2%および3%であった (Fig.1).一方,乾湿繰

り返し5回目の水中浸漬時における厚さ膨潤率は,

無処理ボードで30%であったのに対し,WPG 18%

のアセチル化ボードでは10%であった (File.2)0

M.NoRIMOTO,J.GRIL,T.SASAKIand R.M.

RowELL:ImprovementofAcousticalProper-

tiesofWoodThrough Chemical Modifica-

tions,Proc.EuropeanScientificColloqulum On

theMechanicalBehaviorofWood,Bordeaux,

p.37(1988)

則元 京,ジョゼフ･グリル,佐々木隆行,ロジャ

ー･ロウエル :化学修飾による木材の音響的性質の

改良

木材の音響的性質を評価するために重要な比ヤン

グ率および内部摩擦と木材の構造の関係,比ヤング

率と内部摩擦の関係の含水率依存性,アセチル化お

よびホルマール化処理による木材の音響的性質の改

良ならびに湿度変動に対する安定化等について研究

した｡

則元 京 :アセチル化による木材のクリープの抑制

日本レオロジー学会誌,16,87(1988)

アセチル化処理が湿度変動下における木材のクリ

ープの抑制に効果的であること,また,木材の音響

的性質の改良や湿度変動に伴う不安定性の改善に有

効であること等についての情報を紹介した｡

野村隆哉 :感性で木を見る時代がきた =デザインに

よって木が生かされる,Woodmic,6,38(1988)

近年,著しく進歩した種々の材料開発によって,

無機材料,有機材料さらには合成材料の用途開発が

進む中で,天然素材としての木材の用途開発が進む

中で,天然素材としての木材の利用方法も見直しが

行われつ あゝる｡このような一連の動きの中で,木
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材をどのように位置付けすべきかについて論述して

いる｡

T.MoROOKA,M.NoRIMOTO,T.YAMADA, S.

TAKUMAand良.OKAMURA:ViscoelasticPro-

perties or (Cellulose Olig0-0Xy-etIlylene

Etller)Acylates withBulkySideChain,ノ･

Apt,liedPolymerScL'.35,717-726(1988)

師岡淳郎,則元 京,山田 正,田熊 聡,岡村圭

逮 :=バルキーな側鎖を持つセルロースオリゴオキ

シメチレンエーテルアシレー トの粘弾性

COA 系列は主 鎖の ミクロブラウン運動 (α過

梶)と区別で きる側鎖の ミクロブラ運動 (β過梶)

の存在によって特徴つけ られ る~｡ αおよび β過程

紘,側鎖に導入されるアシル基の種輝によっておお

きく影響される｡これらの過程-のアシル基の効果

を明らかにす るために,線状アシル基 (アセテ-

ト,プチレート,ベンゾニート)を持つ COA の

粘弾性に関連して,ノミルキーなアシ′レ基 (iso-プチ

レート,ビバ レート,ベンゾニート)を持つ新規の

CoA を調製し,それ ら の動的力学特性を検討し

た｡

T.MoROOKA:StudiesonMechanicalandDi-

electricProcessesinCelluloseDerivativesJ.

WoodResearch,No.74,45(1987)

師岡淳郎 :セルロース誘導体の力学および誘導緩和

過程に関する研究

セルロースアシレート系列お よび COA 系列に

ついて力学緩和お よび誘電緩和過程を詳細に検討

し,さらにそこで得られた知見を応用して新規のシ

アノエチル化セルロースの粘弾性を明らかにした｡

H.SASAKIand H.SuGIHARA:PhysicalCon-

versionandUtilizationofLow-GradeLogs

with Small Diameter and ResidlleSfrom

WoodIndustries.Proc.6thSeminaronScience

and Technology-Utilization and Processing

TechniquesofPlantationForestTimbers,Oct.

22-23,1987,Tokyo.117-127(1987)

第24号 (1988)

佐々木光,杉原彦--:小径低質木と工場廃材の物理

的転換と利用

針葉樹間伐小径木と工場廃材の物理的転換利用に

関して行なった2つの開発研究の内容を紹介した｡

I) 小径間伐材を剥くことのできる高歩留まりベニ

ヤL,-スの開発 :間伐材か ら LVL を生産する目

的で,2本の駆動型バ ックアップロールと1本のロ

ーラーバーをもつ新型のレースを試作し,剥心の直

径 45mm まで良質の単板を剥くことに成功した｡

この レースでスギ及び ヒノキ間伐材から単板を剥

普, 10プライの 2′′×4′′サイズの LVL を/;ット

ジョイントを分散させて製造した結果,スギは剥心

に近い単板か ら製造した LVL の機械的性質は剥

心から離れた位置か ら得た単板で製造 した LVL

のそれよりも劣っていたが,ヒノキではその傾向は

認められなかった｡

2) 高周波加熱式連続プレスの開発 :キャタピラー

タイプの圧締盤の表面に極板を設置した圧縮方向上

下から高周波印加するタイプの新型連続プレスを試

作し,LVL の連続生産の条件を求める実験を行な

った｡種々の電圧印加条件の下で製造された種々の

厚さ (積層数)の LVL の性質を調べた結果,材

料の厚さ,原木の比重,発振器の容量,目標温度等

を因子とする生産速度の計算式を提案し,その実用

性について論 じた｡

俊充 :蒸気噴射プレスによるパーティクルボー ドの

成板と接着剤の硬化 木材工業技術短信,6,(イ),

1-14(1988)

スチーム･インジェクション･プレスにおける水

蒸気の熱運搬の上の働きについて実験例を挙げて解

説し,パーティクルボードの熱圧成形に必要な蒸気

噴射時間,全熱圧時間などを論 じた｡また,蒸気噴

射中のボード内の接着剤のゲル化に関する2,3の

実験例を示して,高温,高圧の下では接着剤は縮合

と分解を同時におこし,硬化物の硬さほ或る時間内

に最大値に達した後,熱圧時間とともに低下し,最

終的に液体に分解されることを示した｡
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佐々木光 :木材資源の特性と木質材料開発の方向,

第一工業製薬社報,No.453,4-ll(1988)

木材資源公益的,無公害的に生産された理想的な

構造材料であり,加工が容易で,居住性に優れ,坐

活のあらゆる面で有効であり,廃棄に際して無公害

のみならず有効に活用できる上,森林において再生

産されることの意義を述べた｡さらに木材の繊維細

胞の構造と木材の性質の関連性,木材中の欠点の除

去,分散について集成材や LVI.における例,醍

向性ボード額の製造と性質,最近の複合材料などに

ついて解説した｡

佐々木光 :木質ボー ドの現況と今後の展開,木材工

莱,42,(12),2-10(1987)

木質ボードの分野における呼称と定義の混乱につ

いて論じ 整理の方向を示した｡次に最近の木質ボ

ードの生産状況を世界的に概観し,各国における設

備拡充の現状を示した｡最後に木質ボードの今後の

発展の方向として, スチーム噴射プレスを用いた

低/中比重,厚物ボードの生産と連続プレスを用い

た高品質 (中/高比重)薄物 ボー ドの二生産に2極化

する可能性を示し,それらが用途によって複合の諸

形態をとることを論じた｡

M.T.R.RESENDE,H.SASAKI and P.YANG:

TensileShearCreepTestorSteel-Balsa-Steel

Sandwich Panelas FloorDeck (Ⅰ)-Stress

distribution and deformationofspecimen,

WoodRe.-earchNo.74,12-22(1987)

マリア･テレサ ･ホドリ-ゲス･-ゼソデ,佐々木

光,楊 搾 :床面材としてのスチール/バルサ/ス

チール ･サンドイッチパネルの引張せん断クリープ

試験 (第 1報),試験片の応力分布と変形

有限要素法を用いて,サンドイッチ/くネルの引張

せん断試験 (ASTM-C-273と疑似の方法による)

における試験片のサイズと試験片内の応力分布およ

び変形の関係を算出した｡その結果,試験片の長さ
El

を試験片の厚さの12倍以上にとると,応力の分布と

変形の状態がほぼ安定することを明らかにした｡

M.T.R.REZENDE,H.SASAKT,Y.SHIRAKIand

Y.TANAKA:Tensile Shear Creep Test of

Steel-Balsa_SteelSandwich Panelas Floor

Deck (II)-Development of si-plc shear

creeptestmachine,WoodResearchNo.74,23-

32(1987)

マリア･テレサ ･ホドリーゲス･-ゼソデ,佐々木

光,白木良雄,田中康則 :床面材としてのスチール

/バルサ/スチール ･サンドイッチパネルの引張せん

断クリープ試験 (第 2報),簡易せん断クリープ試

験機の開発

第 1報で検討 した結果か ら試験片の形状を決定

し,市販金具を用いて簡易形の引張せん断ク1)-プ

試験機を試作し,静的破壊強度の34.3-68.6%の荷

重の範囲でクリープ試験を行ない,クリープ変形の

進展状況と破壊状態を観察した｡

陳 載 永,佐々木光,川井秀一,吉田弥寿郎 :造林

木之粒片板製造一日本柳杉製造走向粒片板,呉順昭

等合著 :林産工業叢書8,造林木之収穫輿加工利

用,中華民国林産事業協会印行,110-128(1987)

日本産スギ間伐材を用いて比重0.35-0.65の比

較的低比重のパーティクルボードの製造実験を行

なった｡接着剤はポリメリックのイソシアネート

(MDI),パーティクルの長さは平均 12.2mm,幅

は平均 1.23mm,厚さ範囲は 0.33-0.50mm,接着

剤の塗布量は固形分重量比 10% (一部20%)｡下部

電極式7)電気的配向装置および平行帯板による機械

的配向装置の両者を用いて配向性マットをフォーミ

ングし,160℃,3.5分の熱圧条件で厚さ 12mm の

ボードを製造し,曲げ性能と剥離強度を調べた｡電

気的配向の場合は電圧が高い程 (最高 4KV/cm),

機械的配向の場合は自由落下距離が,小さい程 '(最小

5mm)異方性の高いボードが得られた｡ また,ラ

ワン等他の原料のパーティクルと比較した結果,ス

ギはセラヤ (Shoreaspp.)同様機械的性質の高いボ

ードを製造するのに適していた｡

M.TAKATANI. R.HAMADA and H.SASAKI:

FatiglleStrengthofWood-EpoxyResinButt

Joint Syste- under Alternating Tension

andCompressiohLoads,日本接着協会誌,24,
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(6),9-12(1988)

高谷政広,浜田良三,佐々木光 :木材-エポキシ樹

脂バットジョイント系の引張圧縮疲労強度

フレキシビライザーの添加量を異にする各種のエ

ポキシ樹脂接着剤でブナ材の木口をバットジョイン

トし,その部分の疲労特性を接着層に垂直な引張圧

縮繰返し荷重を与えて調べた｡同様の試験をレゾル

シノール樹脂接着剤についても行ない比較した｡結

果は次の通 りである｡

1) エポキシ樹脂はレゾルシノール樹脂よりも疲労

に強い接着性能を示した｡とくにフレキシビライザ

ー (ポリサルファイド)を30%含むものが最も高い

疲労強度を示した｡

2) 静的引張強度でもエポキシ樹脂はレゾルシノー

ル樹脂より高い値を示し,フレキシビライザー30%

のものは最も高く, レゾルシノールの1.5倍の強度

を示した｡

石原茂久 :木造住宅と火災,ウッディエイジ,35,

1-5(1987)

木造住宅-の国民の高い志向と木造率低迷の原因

について考察し,建築基準法の精神と法による木造

建築物等における構造制限,内装制限について解説

するとともに,木材及び木質材料の燃焼挙動,耐火

性能について述べ木造建築物の建設促進のための法

改正の動向を展望した｡

石原茂久 :木造住宅と防火,合板 レポート,No.6,

1-9(1987)

建築基準法による木造建築物等における制限条項

と木造建築物の建設促進に係る建築基準法の一部を

改正する法律案について解説するとともに木造建築

物の火災の現状を消防白書の資料をもとに平易に論

述した｡

石原茂久 :木材の防火一木材の燃焼の推移と防火剤

のかかわり-,木材保存,13,139-150(1987)

木造建築物の火災の進有,建築材料素材の燃焼挙

動をそれぞれ5段階の生長過程で示し,これを制御

する方法について述べた｡また,木材の難燃化の方

法について概説するとともに,木材の熟減成,熱分

解及び燃焼の各過程における抑制方法を物理的なそ

れと化学的な方法に分けて解説した｡

石原茂久 :木材お よび木質材料の耐久性防火処理

(1),リン西安･ジシアンジアミド･ホルムアルデヒ

ド初期付加縮合生成物処理による折紙およびスライ

ス ドベニヤの燃焼の抑制,木材保存,13,151-166

(1987)

リン酸を含んだジシアンジアミド･ホルムアルデ

ヒド初期付加縮合生成物 (H3PO 4･DFAc)をベ

ースとする耐久性防火剤で,折紙およびスライスド

ベニヤを処理した｡この防火剤は,酸性 ･透明の水

溶液を与え,高濃度のそれはェ～ジングによって,

まず,親水性のコロイド状となり,さらに分散ゲル

状となって最終的に乾燥によって水に不溶の樹脂と

なる｡ 防火処理は, H3PO4･DFAc水溶液浸潰,

105oC,24時間の乾燥, 160℃,30分のキュアリング

によって行なわれた｡5-10%の防火剤保持率で満

足すべき防火性能が得られた｡

萩尾勝彦,角田邦夫,石原茂久 :木材及び木質材料

の耐久性防火処理(2)保存処理を兼ねた合板の防

火処理,木材保存,14,8-17(1988)

5mm 以下の薄物合板を,減圧浸漬及び塗布処理

によって防火処理を施した｡防火剤 として, リン

ジシアンジアミド･ホルムアルデヒド初期付加縮合

生成物 (H3PO 4･DFAc),保存剤 としてホウ酸あ

るいは臭化水素酸を添加した薬剤を用いた｡

処理合板の防火性能は防災 1級及び防炎2級に相

当する高度のものであったが,ホウ酸あるいは臭化

水素酸の添加が防火性能向上に寄与す るか どうか

は,本研究では明確にできなかった｡

ホウ酸あるいは臭化水素酸を添加した防火剤で処

理した合板の耐朽性は改善され,防蟻性能も同様の

ことが認められた｡

石原茂久 :木材防火剤としてのハロゲンとその化合

物,木材保存,14,49-54(1988)

防火剤としての-ロゲン及びその化合物につい

て,無機系薬剤による含浸処理,有機-ロゲンによ

る含浸処理,塗装について述べ,-ロゲンが燃焼反
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応にどのように関与してそれを制御す るかを述べ

た｡従来,酸化反応には-ロゲンほ関与しないとさ

れていたことの反証と,表面燃焼 (灼熱燃焼)-の

-ロゲソの制御作用について述べ,-ロゲン･アン

チモンの相乗作用 ･-ロゲン･リンの相乗作用,-

ロゲン防火剤による防腐 ･防虫処理の展開について

解説した｡

S. IsHtHARA: Fire Resistive l･owIDensity

ParticleBboards Proceedingsoflnternatio-

nalConferenceonWoodBurningp.128-135,

Mayll-13〉1988TATRY CZECHOSLOVA-

KIA

石原茂久 :耐火低比重パーティクルボー ド

トリエチルホスファイト (TEP)を含んだイソ

シアネート系接着剤を用いて低比重パーティクルボ

ードを製造し,それらの耐火性能と物理的,機械的

性質を評価した｡イソシアネート系接着剤に対する

TEPの割合は5-40% とし,パーティクルに対す

るこの接着剤の割合は10% とした｡耐火性能は

TEP5%の添加によっても向上の傾向が認められ,

TEPの添加割合の増加によって顕著に向上した｡

曲げヤング係数,曲げ強度, はく離強度は TEP

20%添加ではじめて低減の傾向が認められ,寸法安

定性の低下はとくに認められず, この TEP･イソ

シアネート接着剤によって製造した低比重パーティ

クルボードが耐火性木質面材としての展開の可能性

を示した｡

S.IsHIHARA,S.KAWAI,Y.YosHIDA and A.

TAKAMATSU:FiveEnduranceofCarbonMa-

terialOverlaidParticleboards,Proceedings

or5.03-04Sessions,IUFRO AllDivision5

Conference, 1-9,May18,1988,SanPaulo,

Brazil.

石原茂久,川井秀一,吉田弥寿郎,高松淳久 :炭素

材料積層パーティクルボー ドの耐火性能

種々の炭素素材をオーバーレイしたパーティクル

ボードを製造し,不燃性無機系材料と耐火性能を比

較した｡オーバーレイした炭素材料のうち,グラフ

ァイト,針葉樹鋸屑炭,針葉樹樹皮炭を高い耐火性

録

能が認められた｡とくに,火炎下において炭素材料

がクリープ破壊に至る時間は無機系の不燃材料のそ

れの8-14倍にも達し,載荷のもとでの耐火性能に

すぐれていることを示した｡これらのボードの物理

的性質,強度がコントロールパーティクルボードの

それに比較してとくに遜色がなく,無機系不燃材料

のそれに比較してすぐれていることを示した｡

S.IsHIHARA and N.KoBAYASHI:Amino-phos

phonateWoodFireRetardaut(II)FireEnd-

uranceofParticleboardandPlywood.Pro-

ceedir唱SOrS5･03-04Sessions,IUFRO AllDi-

vision5Conference,p.21-30,May,18,1988.

SamPaulo,Brazil.

石原茂久,小林暢生 ･･アミノホスホネー ト系木材用

防火剤(II),パーティクルボー ドおよび合板の耐火

性能

3-(dimethyl phosphono) pl･Opiononamide

(DMPPA)1都,Methylatedhexamethylolme-

1amine(MHMM)2部を基本組成 とす る透明性

の防火剤をパーティクルボード及び合板に塗布し,

JIS A1304に定める耐火試験に よって,その性

能を評価した｡比重 0.6,厚さ 20mm の市販パー

ティクルボードに対して 300g/m2 を塗布すること

によって耐火時間を10分以上 (無処理パーティクル

ボードの耐火時間 :24-28分)延長させ得ることを

示した｡この耐火性能はこの塗膜が火炎に接して発

泡することにもよるが,塗布した薬液がボードの表

層部分に浸透し,この部分が火炎に接して強固な炭

化層を形成することによって発現することを燃焼試

験,熱分析,元素分析の結果から実証した｡

石原茂久 :難燃剤,木材工業,43,140-141(1988)

難燃剤の種輝,作用,木材用難燃剤の現状と将来

の展望を行なった｡

川井秀一 ･'木質ボー ドおよびその積層複合基材の特

悼,材料学会講座 ｢新しい木質機能性材料｣テキス

ト,p.1-14(1987)

OSB･ウェファーボードや低比重パーティクル

ボードなど最近開発された新しい木質ボードをこの
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分野の全体的な研究開発の動向の中で把え,これら

の木質ボードの材質上の特徴について概説した｡

また,アセチル化処理単板積層パーティクルボー

ドが優れた力学的性質と寸法安定性を発揮するのみ

ならず,高い耐蟻 ･耐朽性能をもつ高性能材料であ

ることを明らかにし,さらに優れた耐火 ･耐熱材料

として炭素材料積層パーティクルボードの火炎下の

耐クリープ性能や耐火炎貫通性能を紹介した｡

川井秀一,中路 誠,佐々木光 :低比重パーティク

ルボー ドの製造技術 (第 ら報) リングフレーカーに

投入されるチップ形状の影響,木材学会誌,33,70

2-707(]987)

ナイ フ リングフ レーカーに投入され るセラヤ

(shoreaspp.)原材チップの寸法を段階的に正確に

規制 して,フレーク状パーティクルを製造し,チッ

プの形状とパーティクルの形状との関係を調べ,こ

れらが低比重パーティクルボード (比重0.3-0.5)

の物性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) 調製されたパーティクルの長さは原料チヅプの

長さに比例 し,その平均長さはチップのそれの60-

75%であった｡但し,フレーカーの有効な刃長に対

して大きい形状の原料チップ (70×23×10mm)か

ら調製されたパーティクルの長さは原料チップのそ

れの40%程度に過ぎない｡一方,パーティクルの幅

はいずれの形状のチップを用いて も 1.5-2.0mm

であった｡2)リングフレークは ディスクフレーク

に比べて内部損傷が激 しく,この傾向は形状の大き

いチップからのもの程著しいように観察された｡3)

ボードの曲げ性能に対する原料チップの形状効果は

低圧縮比 (0.6および0.8)のボードの場合にはほと

んど認められなかった｡一方,圧縮比 1.0の場合に

は,原料チップの長さ 20mm から 50mm までの

増加に漸増するにとどまった｡パーティクルに生 じ

た内部損傷が形状効果を相殺 したものと思われる｡

4)はく離強度は原料チップの長さが短か くなると

共に増加し,その影響は圧縮比が大きくなる程大き

い｡同様に,厚さ方向の寸法安定性は原料チップが

短かい程向上し,本実験の範囲では圧縮比の影響は

認められなかった｡

第24号 (1988)

川井秀一,畑 俊充 :蒸気噴射プレス法, 木材工

莱,42,562-565(1987)

最近注目され~てい る木質ボー ドの熱圧技術とし

て,蒸気噴射プレス法を紹介した｡この方法では,

熱盤の小孔から噴射された飽和水蒸気がマット内に

拡散して熱エネルギーを運ぶため,熱圧時間の大幅

な短縮が期待できる｡

ここでは,高温 ･高圧の飽和水蒸気を利用する蒸

気噴射プレス法によって,パーティクルマットの中

心層の温度がどのように変化するのか,熱圧時間の

短縮はどの程度まで可能かなど,この方法の生産技

術上の特徴と製造されたボー ドの材質について概説

した｡ 加えて,蒸気噴射 プレス法に よって, 100

mm 以上の厚物ボードが極めて生産性高 く製造し

得ることを数値解析の結果をもとに予測した ｡

川井秀一,佐々木光,則元 京 :静電場内の木材パ

ーティクルに生 じる配向 トルク (第 1報)配向 トル

クに及ぼす諸因子の影響, 木材学会誌, 33,872-

878(1987)

高圧静電場内に置かれた木材パーティクルに生 じ

る配向 トルクを測定し,諸因子の影響を検討した｡

取 り上げた因子は,電場の強さ,パーティクルの寸

法形状およぼ含水率, 相対湿度な どである｡ その

他,アルペン抽出処理ならびにアセチル化処理を施

した木材の配向 トルクを測定し, トルク発生機構の

解明を試みた｡ 得 られ た結果は以下のとお りであ

る｡2)配向 トルクは sin1201(0:パーティクルの長

軸と電場のなす角度)に比例し,また電場強さのお

よそ1.9乗に比例して増加する｡2)配向 トルクはパ

ーティクルの長さlの2.6乗に比例し, また形状比

l/W (a:パーティクル の幅)>2では, 断面積 の

0.35乗に比例した.しかし,慣性モーメントの増加

はこれ以上に大きいので,パーティクルの配向度は

寸法形状がむしろ小さなもの程良好となることが予

測される｡3)配向 トルクは吸着水 (含水率 20%以

下)の増加に伴い増大するが,その後の含水率の増

加にはほとんど影響されない｡最適含水率は20%付

近である｡4)木材パーティクルに生 じる トルクは

主として誘電特性に起因する成分,すなわち,木材

中に存在する電気的双極子によって誘起されると推
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察された｡

川井秀一 :木質材料開発の視点,こ.ユーラン/i-マ

ン,17,No.65,p.13-24(1987)

材料の開発にあたっては,生産から消費,そして

廃棄までを一連の トータルシステムとして把える視

点に立脚して木質材料の開発をみるために,まず森

林資源の現況と移 り変わ りについて検討し,ついで

最近の木質材料の開発の動向について考察した｡最

後に廃棄に関する問題について触れ,木質材料の原

料として,古材 ･解体材の回収 ･再資源化の努力が

必要であることを述べた｡

B.SUBIYANTO,S.KAWAT,H.SASAKT,N.KAHAR

and S.IsHIHRA: Studies onCu･ring Condi-

tionofParticleboardAdhesivesI.Effectof

enviromental temperature and adhesive

tempe rature on gelation time. Mokuzai

Gakkaishi,34,333(1988)

ノミソバンスビヤント,川井秀一,佐々木光,ニルヤ

ーディカ--ル,石原茂久 :ボー ド用各種接着剤の

硬化条件の検討 (第 1報)加熱温度,接着剤温度及

びゲル化時間の関係

加熱環境温度及び接着剤温度と接着剤のゲル化時

間との関係を各種のボード用接着剤について検討し

た｡用いた接着剤はユリア樹脂 (UF),ユリア･メ

ラミン共縮合樹脂 (UMF),フェノール樹脂 (PF),

フェノーール･メラミン共縮合樹脂 (PMF)及びイ

ソシアネート樹脂 (IC)である｡固形分重量 2.35g

の接着剤を試験管に採取 し,800-200℃ のオイル

バスに浸せきして接着剤のゲル化時間を測定した｡

実験に際して,加熱環境温度と接着剤温度の経時変

化を測定すると共に,接着剤の粘度変化を測定する

ことによってゲル化の検出を行なった｡

得られた結果は次の通 りである｡ 1)接着剤の温

度は,ゲル化するまでは水分の蒸気がともなうので

100oC を越えない｡ また, UF と IC は接着剤温

度が 100oC以下でゲル化した｡2)用いたすべての

接着剤について,ゲル化速度に対する加熱環境温度

の効果は概ね Arrhenius式に従うことが 明かとな

った｡ 但し,UMF及び PMF樹脂では 120oC,

PF樹脂では 140oC付近に変曲点が認め られた｡

高温加熱環境温度で接着剤中の水分の蒸発の影響が

あること,また低温側では接着剤の初期ゲル化時間

の間には明らかな関連が認め られなかった｡3)用

いた接着剤の ゲル化時間を加熱環境温度 14t'JoC 以

上で比較すると, IC:UF:UMF:PMF.PFの

比は 1:1.2:1.6:2.4:7.0程度であった｡

吉田弥寿郎 :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 2報)電極周辺の空間における配向 トル

クの分布と増強法,木材学会誌,34,401(1988)

新しい配向性マットフォーメーションシステムで

ある下部電極システムの開発に関連して,木質パー

ティクルに生じる配向トルクに関する基礎的な田子

について検討を行った｡電極の上部空間に形成され

た高圧の静電場内にパーティクルをおいたときに生

ずる回転 トルクを測定 した｡以下に結果を要約す

る｡ 1)極板上端部からパーティクルまでの高さを

hとすると水平面内の トルクはhの増大とともに双

曲線的に減少する傾向が認められた｡2)正電極近

くでパ-ティクルに生ずる垂直面内の トルクは負電

極近くのそれに比べて大きく,パーティクルは正電

極側に強く引きつけ られる傾向が見られた｡3)電

極の上端面を覆うように置かれた板状体の介在物を

通して高圧の静電場を形成させた場合,パーティク

ルに生じる回転 トルクは介在物の材質に大きく影響

されることが明らかになった｡紙基材フェノール板

(ベークライト板)を介在物として用いたときに,

水平面内の回転 トルクは用いない場合に比べて,

最大2.5倍に増強された｡4)準実大の規模のフォ

ーマーで上述 したベークライ ト板の示す トルク増

強効果を,実際のフォーミングマットの配向上で検

証した｡マット表面におけるパーティクルの平均配

向は 23.30を示し,実験中,最良の配向度が得られ

た ｡

高橋旨象 :韓国林産業と木材保存工業の現況,木材

保存,13,215(1987)

韓国の森林資源,木材の需要と供給,木材工業な

らびに木材保存工業の現況を近年の統計資料を用い
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て解説した｡韓国では合板業界の衰退が著しいが,

家具と楽器の生産量の増大が顕著である｡また,同

国の林産研究活動の主体:を担っている林業研究院

(旧林業試験場)の研究プロジェクトについても紹

介した｡

高橋旨象 :土壌処理用防蟻剤の防蟻効力試験方法に

ついて,しろあり,No.71,20(1988)

日本木材保存剤審査機関により新しく制定された

｢土壌処理用防蟻剤の防蟻効力試験方法｣につい

て,制定の背景,室内試験方法の意義,野外試験立

案に参考とした米国の改良グランドボード法による

各種土壌処理剤の試験成績等をまじえて解説した｡

李 東沿,高橋旨象,西本孝一 :トリハロアリル化

合物を基本とする混合薬剤の木材防腐 ･防蟻性能,

防菌防微,16,163(1988)

トリ-pアリル化合物の一種である3lbrom0-2,3

-diiod0-2-propenylethylcarbonateに,有機 リ

ン系防蟻剤のホキシムとクロルピリホス,これらの

共力剤と安定剤である S-421と N-290kを種々

の濃度で混合した30通 りの組合せについて,表面処

理用薬剤としての防腐性能を比較検討した｡そのう

ち有機 リン系防蟻剤を含む8通 りの組合せについて

あわせて防蟻性能を調べた｡この トリ-ロアリル化

合物の防腐性能は,有機 リン系防蟻剤または同剤 ･

共力剤 ･安定剤の添加により著しく上昇し,とくに

ナミダタケに対する効果が顕著であった｡

Y.IMAMURA,K.NISHIMOTOand氏.M.RowELL:

InternalBondStrengthofAcetylatedFlake

board Exposedto Decay Hazards,MokuZai

Gakkaishi,33,986(1987)

今村祐嗣,西本孝一,ロジャー･M ･ロウエル :腐

朽条件下に置いたアセチル化フレークボー ドのはく

離強度

アスペンのフレークに dipprocedureによりア

セチル化処理を施し (重量増加率 18%), フェノー

ル (PF)お よびイソシアネート樹脂接着剤 (IS)

を用いてフレークボードを製造した｡これらボード

の腐朽劣化に対する抵抗性を検討するため,褐色腐

朽菌のオオウズラタケによる腐朽操作あるいは腐植

質土壌中への暴露を行ったのち, はく離強度 (IB)

を測定した｡無処理ボードの IB値は, オオウズ

ラタケによる16週間の腐朽操作で初期強度に対し10

-15%,腐植質土壌中-の6ケ月の暴露により35%

にまで低下したが,アセチル化処理ボードはいずれ

の場合とも65%以上の残存率を示し,とくに土壌に

暴露した ISボードでは80%以上の高いはく離強度

を保持していた｡

R･M･RowELL,J.A.YoUNGqUISTandY.IMAMURA:

Strength TestsonAcetylated AspenFlake-

boards Exposed to A Brown-RotFungus.

WoodandFiberScience,20,266(1988)

ロジャー･M ･ロウェル, ジョン･A ･ヤンキス

ト,今村祐嗣 :褐色腐朽菌の作用下におけるアセチ

ル化アスペンフレークボー ドの強度評価試験

アスペンのフレークをアセチル化処理し (アセチ

ル化度18%), フェノールおよびイソシアネート樹

脂接着剤を用いてフレークボードを製造した｡この

ボードを褐色腐朽菌のオオウズラクケの作用下で曲

げクリープ試験に供試し,たわみの変化を測定する

ことから試験体の耐朽性を強度性能の面から評価し

た｡イソシアネート樹脂接着剤を使用したボードで

は,無処理の場合26日で破壊に至 りその時の重量減

少率は6.2%であった｡一方, アセチル化ボードで

は100日経過してもたわみの増加はわずかで,重量

減少率はほぼ 1%であった｡また,フェノール樹脂

接着剤を用いたボードでは,無処理が76日目に8.6

%の重量減少率を示して破壊したのに対し,アセチ

ル化したものは100日後でもたわみ増加は小さく重

量減少も認められなかった｡

今村祐嗣 :木質ボー ドの諸性能,2.耐朽 ･耐蟻性,

木材工業,44,585(1987)

腐朽菌やシロアリに対するパーティクルボードの

抵抗性について,原料の樹種,エレメントの形状,

使用接着剤の種類と含脂率,ボードの構成や比重と

いう諸因子の影響を比較して検討 した｡また,耐朽

･耐蟻性を向上させる方法として,(1)原料の処理.

(2)接着剤混入法, (3)製板後の処理, (4)化学処理
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法などを取 り上げ概説した｡

今村祐嗣 :木材の初期腐朽とその検出法,木材保

存,13,167(1987)

木材の腐朽劣化のうち,重量減少率が10%あるい

は5%以下の段階の腐朽現象である 『初期腐朽』に

おいては,外観的には何ら変化が認められないにも

かかわらず,強度の低下がすでに著しい｡したがっ

て,この段階で腐朽の進行程度を正確を把握するこ

とは,材料の安全性を判断し,交換や補修の必要性

を知る上で重要である｡

この観点から,腐朽の初期段階における木材の強

度低下の傾向を腐朽菌の種類を変えて検討し,また

腐朽菌による木材細胞壁の劣化状況と破断面の形状

を SEM によって観察した｡

また,初期腐朽の程度を把捉する手法について,

(1)顕微鏡を用いた観察方法,(2)腐朽菌の培養によ

る方法,(3)化学分析による方法,(4)強度試験によ

る方法,(5)電気伝導を測定する方法,(6)音波 (超

音波)の伝播を利用した非破壊検査法, (7)AEを

利用した初期腐朽の検出などの項目を上げ,解説し

た｡

Y.IMAMURAandK.NISHIMOTO:SomeAspects

on Resistance of Acetylated Woodaginst

Biodeterioration,WoodRe.(.,No.74,33(1987)

今村祐嗣,西本孝一 :アセチル化木材の生物劣化抵

抗性に関する二,三の考察

アセチル化木材の生物劣化抵抗性について,腐朽

菌のタイプやシロアリの種輝および試料木材のアセ

チル化の度合い (WPG,重量増加率)を変えて検

討を加えた｡

-ゾマツの単板を無水酢酸のみによって種々の段

階にアセチル化し,強制腐朽試験およびシロアリに

よる強制食害試験に供した｡腐朽菌やシロアリに対

する抵抗性はアセチル化処理によって著しく向上す

るが,抵抗性が発現するアセチル化度は供試菌やシ

pアリの種韓によって異なった｡褐色腐朽菌のオオ

ウズラタケでは,WPGが10-15%の段階で腐朽に

よる重量減少率が急速に低下し,WPGが18%に達

して完全な腐朽抑制効果が認められた｡一方,白色

録

腐朽菌のカワラタケでは,WPGが6%ですでに腐

朽による重量減少はみられなかった｡また,ヤマト

シpアリとイ-シロアリとを比較すると,アセチル

化の影響は前者でより著しかった｡

腐朽菌の攻撃を受けたアセチル化木材を SEM

で観察すると,腐朽による重量減少率が数%の試料

では細胞壁に多くの穿孔が認められた｡これは,腐

朽が完全に抑制される以前の段階であっても,アセ

チル化によって細胞壁の分解の進行が抑制されてい

ることを示していると考えられる｡

角田邦夫 :防かび剤の研究開発の動向,木材工業,

42,396(1987)

有機塩素系防かびに代る新しい防かび剤の研究,

開発に各国で力が注がれている｡現在研究されてい

る主要な防かび剤としては,MBT,Busan30,Bu-

san1009,IPBC〉Azaconazole,Koppe一･NP-1,

Senestoliなどがあ り,これらについての研究の

概要を,オーストラリア,ニュージーランド,アメ

リカ合衆国,カナダを例にとって説明した｡

角田邦夫 :最近のシロアリ研究, しろあり,70,3

(1987)

オーストラリア及びアメリカ合衆国で現在進行し

ているシロアリの研究を概説した｡特に,米国農務

省南部林産試験場で実施されてきた土壌処理剤の野

外試験結果は,効力持続性を判定する上で極めて有

用であり,有機 リン剤の代替として,ピレスロイド

系のサイ′くメス1)ソの実用の可能性が示唆されてい

る｡

堤.TUNODA:Review ofWood Preservative

ResearchinAsia,Pros.AWPA,83.145(1987)

角田邦夫 :アジアにおける木材保存研究

最近5カ年間のアジアにおける木材保存研琴の動

向を,生物学的問題,試験方法の原理,木材保存剤

及び処理方法,海中での木材保存にわけて概説し

た｡

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

K.NISHIMOTO:Potential WoodPreservatives
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forGlue-lineTreatmentofPlywood,Prec.

IUFROSD･mposium (S.5.03.01),18pp.(1987)

角田邦夫,高橋旨象,今村祐嗣,西本孝一 :紡腐合

板製造のための接着剤混入用木材防腐剤

IF-1000,EBIP､TCMTBの.3種の有機薬剤は

標準的な室内防腐効力試験で艮続を示した｡これら

を接着剤に混入して防腐合板を製造し,防腐性能を

検討したところ, IF-1000と EBIPが実用できる

と判断されたo

K.TsuNODA:PreventionofStainandMould

on Sawn Softwoods-The Situation in

Japan,Proc.IUFROSym/)osium(S.5.03.01).4

pp.(1987)

角田邦夫 :日本における製材品の防かび処理の現状

日本では年間約700万立米の製材品が防かび処理

されており,防かび剤の主流は,2,4,6-トリクPP

フェノールである｡

一方,この化合物に代る新規防かび剤の実用化が

急務とされ,その開発に多大な努力が払われてい

る｡

荻尾勝彦,角田邦夫,石原茂久 :木材及び木質材料

の耐久性防火処理 (2)保存処理を兼ねた合板の防

火処理,木材保存,14(I),8(1988)

5mm 以下の薄物合板を,減圧浸漬及び塗布処理

にて防火処理を行った｡防火剤としてリン酸 ･ジシ

ナンジアミド･ホルムアルデヒド初期付加縮合物,

及び保存性を付加するためにホウ酸 ･臭化水素酸を

添加した薬剤を用いた｡また,処理した合板につい

てはその防火 ･防腐 ･防蟻性能を検討した｡

防火性能は,残炎,残じん,炭化長で判定した｡

処理したものは,いずれも残炎,残じんがなく,炭

化長が大きく低下し,無処理 より防火性が向上し

た,薬剤の効果は,防火剤が発泡することにより,

減圧浸演より表面塗布処理のほうが,効果が大きか

った｡ホウ酸や臭化水素酸添加は,防火性付与の効

果は見られなかった｡

ホウ酸や臭化水素酸を添加した薬剤で処理した合

板は,日本木材保存協会規格第3号に準じて防腐性

能を検討 した｡オオウズラタケ (TIvrom)･cesPIZlus-

Iris)では, 無処理合板も腐朽しておらず, 防腐性

能の比較は不可能ではあるが, カワラタケ (Corio-

ltLisve,sicolo,)に対しては,防火剤のみで処理した

場合でも,耐朽性は向上し,さらにホウ酸や臭化水

素酸の添加によって防腐効果が増大した｡

同様の傾向が,防蟻性能に関しても,託められ

た｡

本研究の結果はリン酸 ･ジシアンジアミド･ホル

ムアルデヒド初期付加縮合物が防火剤として,十分

な性能を有するとともに,ホウ酸や臭化水素酸を少

量添加すれば,防腐防蟻性能をも付加できることを

示唆している｡

K.TsUNODAandK.NISHIMOTO:JapaneseStan-

dardized Method forEvalllatingEffective-

nessofAnti-sapstainandAnti-moldChem-

icals,TheTnt･Res･GroufIonWoodPrererL･･Docu

mentNo.:IRG/WP,[2299(1988)

角田邦夫,西本孝一 :防かび剤の性能評価のための

日本の標準試験方法

日本木材保存協会が1979年に規定した防かび試験

法によって,市販 TCP及び Busan30の防かび

性能を検討した｡ 市販 TCPでは,製材所での実

用濃度 よりも高濃度 (0.62-I.55% .1.i.)でなけれ

ば十分な防かび性は認められなかった｡一方,Bu-

san30は0.2%a.i.でも高い防かび効果を皇したo

K.TsUNODA:Evaluation and Approvalof

Wood Preservativesin Japan､ TheInt･Res･

GrouponWoodPreseruIDoLlumentNo.:IRG9WP

/2303(1988)

角田邦夫 :日本での木材防腐剤の性能評価と認定

日本の木材防腐剤の効力試験方法として標準的な

JISA9302及び .lWPA 規格第 1号を概説すると

ともに,要求される性能基準を認定に至るまでのプ

lコセスを解説した｡

K.NISHIMOTO,K.TsUNODA and Y.IMAMURA:

New Complex Materials,Wood CeranicsI

TheirProperties,Proc,Diy.57UFRO MeeiiTlg,

SaoPaulO,Brayil,55(1988)
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西本孝一,角田邦夫,今村祐嗣 :新複合材料ウッド

セラミックスの性能

塩化バリウムとリン酸アンモニウムの水溶液を用

いて,高含水率の木材を二重拡散処理して,材質の

改良を企画した｡処理単板を積層した試料について

JISA 1321に準じて防火試験を実施したところ,

難燃2級 (準不燃)に合板した｡さらに,耐朽 ･耐

蟻性も優秀であることが室内試験で確認された｡

T.YosHIMURA,K.TsUNODAand 良.NISHIMOTO:

EffectofMolybdeum and Tungsten C0--

poundsontheSurvival ofCoptotermeBfor-

moBanZLB Shiraki (Isoptera:Rhinotermiti-

dae)in Laboratory Experiments,Material

undOrgan7'smen,22(1).47(1987)

録

吉村 剛,角田邦夫,西本孝一 :室内試馬削こおける

モリブデンおよびタングステン化合物のイエシロア

リに対する効力

モリブデンおよびタングステン化合物のイ-シロ

アリに対する効力を主に処理ろ紙を用いて検討し

た｡

モリブデン酸ナトリウム,タングステン酸ナトリ

ウム共,その効力は非常に遅効的であり,また5%

処理ろ紙を 1日間だけ摂食させた場合でも最終的に

は全個体が死亡した｡これらの結果は,両化合物が

ベイト剤として応用可能である事を示唆している｡

さらに,モリブデン酸ナトリウム摂取個体で顕著な

腹部の黒化が認められたが,これはモリブデン酸化

物の脂肪体-の沈着によるものと考えられ,作用機

構との関連が推察された｡
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