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当 所 の 活 動

講 演

愛媛県木工デザイン講習会

(昭和62年 8月24日～26日,松山)

野村隆哉 :木のデザインについて

第194回アメリカ化学会 アンセルムペイエン賞記

念シンポジウム (194thACSNationalMeeting,

AnselmePayenAwardSymposium)

(昭和62年8月30日～9月4日,ニューオーリンズ)

T.UMEZAWAandT.HIGUCHt:Mechanismsof

aromaticringc]eavageof .a -0-41igninsubst-

ructuremodelsbyligninperoxidase

T.HIGUCHI:Biochemistryoflignin:Biosyn-

thesisandbiodegradation

M.SHIMADA and T.HIGUCHI: Biomimetic

ApproachtoIJigninDegradation:Mecha-

nismsforC-C Single王iondandAromatic

Ring CleavagesorLignin ModelCom-

poundswithlron(ⅠⅠⅠ)PorphyrinCataly-

sts.

日本 しろあり対策協会 :しろあり防除施工士資格第

2次 (実務)指定講習会

(昭和62年 9月18日,大阪)

高橋旨象 :防除処理に関する実務的知識

日本木材学会 :木材と水研究会,レオロジー研究会

合同シンポジウム

(昭和62年10月8日,奈良)

川井秀一 :アセチル化処理パーティクルボードの寸

法安定性

日本木材加工技術協会第5回年次大会

(昭和62年10月24日,東京)

吉田弥寿郎,川井秀一,0.R.PuLIDO,佐々木光 :

配向性パーティクルボードの製造一配向方法,

パーティクルの形状及びボード物性-

龍神村青年討論会

(昭和62年10月24日,龍神)

野村隆哉 :山村の活性と地域文化

講座 ｢新しい木質機能性材料｣

(1987年8月～1988年7月)

(昭和62年11月6日,大阪)

川井秀一 :木質ボードおよびその積層複合基材の特

性

山村大資源博

(昭和62年11月6-8日 龍神)

野村隆哉 :地域産業興Lとしての木工の基本的考え

方とその実際

木材接着研究会,木材強度,木質構造研究会,居住

性研究会合同シンポジウム

(昭和62年11月7,8日,静岡)

山田 正 :これからの居住性研究

木材加工技術協会,日合連 ｢合板工業をとりまく情

勢と今後の展望｣に関する講習会

(昭和62年11月26日,東京)

佐々木光 :新しい木質材料-単板積層材 (LVL)

建築学会近畿支部創立40周年記念シンポジウム ｢20

世紀への展望｣

(昭和62年12月4日,大阪)

佐々木光 :建築用木質材料の可能性一木質資源の特

性と木質材料の将来性

日本 しろあり対策協会 :しろあり防除施工士資格第

1次 (学科)指定講習会

(昭和63年 1月28日,大阪,同2月4日,福岡)

高橋旨象 :腐朽に新する知識

昭和62年度エネルギー重点領域研究 "多様なエネル

ギー資源の利用日研究成果報告会

(昭和63年 1月29日,京大会館)

越島哲夫 :マイクロ波照射によるリグノセルロース

の前処理

富山県林業技術セ ンター :昭和62年度技術講習会

｢しろありに強い家づくり｣

(昭和63年 3月9日,富山)

高橋旨象 :しろありの生態と防除の基本

和歌山県木質環境研究会

(昭和63年 3月24日,和歌Iil)

山田 正 :木質環境の科学 (木質環境概論)

則元 京 :木材の加工技術 (木質環境工学)

野村隆哉 :木質環境-社会経済的機能 (木質環境政
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策)

日本植物生理学会1988年度年会および第28回シ.>ポ

ジウム

(昭和63年 3月28日～30日 ;大阪)

伊東隆夫 :シンポジウム,植物細胞壁をめぐる諸問

題

第43回京都大学木材研究所公開講演会

(昭和63年5月20日,大阪)

越島哲夫 :木質バイオマス変換と生成物の利用

則元 京 :アセチル化木材の性質

川井秀一 :木質ボードー低比重化-の挑戦一

日本建築総合試験所,日本建築材料協会共催建材研

究 会

(昭和63年5月20日,大阪)

佐々木光 :木材研究者から見た新建材の開発

第15回日本防菌防徴学会大会

(昭和63年5月23,24日,名古屋)

李 東拾,高橋旨象,西本孝一 :アザコナゾルの木

材防腐剤としての適用性について

吹田市幼児保育研究会

(昭和63年5月24日)

野村隆哉 :子供の情緒と玩具

第10回セル E3-ス会議 (The Tneth Cellulose

Conference)

(昭和63年5月29日～6月2日,シラキュース,ア

メリカ)

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

SomePhysicalPropertiesorCelluloseDe-

rivativesPrepared bv HomogeneousPe-

riodateOxidation

日本紙パルプ研究所創立16周年記念講演会

(昭和63年4月28日,東京)

島田幹夫 :木材,パルプ分野-のバイオ技術の導入

InternationalConferenceon WoodBurning

(昭和63年5月11日～13日,タトラ)

S.IsHIHARA:FireResistiveLow-dellSityParti-

cleboards.

IUFRO AllDivision5Conference

(昭和63年5月15日～20日,サンパウロ)

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

TAKAMATSU:Fireenduranceofcarbon mate-

rialoverlaidpilrticleboards

S.IsHIHARA and N.KoBAYASHI:Amino-phos-

phonatewood負reretardant(II)

EuropeanScientificColloquium

(昭和63;6月8,9日,ボル ドー,フランス)

M.NoRIMOTO,J.GRIL,T.SASAKIand R･M.

RowELL:ImprovementorAcousticalPro-

pertiesofWood through ChemicalMo〔li-

fications.

第3回北米化学会議 (The Third Chemical

CongressofNorthAmerica)

(昭和63年6月5日～10日, トロント)

T.KosHIJIMA and T.WATANABE:Structure

andPropertiesoftheLignin-Carbohydra-

te Complex Polymerasan Amphipathic

SubstaIICe

T.HIGUCH一,T.UMEZAWA,S.KAWAI and S.

YoKOTA:Mechanism ofligninbiodegrada-

tionbyshiterotrungl

T.UMEZAWAandT.HIGUCHI:Arogmaticring

cleavagebyligninperoxidase

M.SHIMAD,A A.OHTA, H.KtTROSAKA, T.

HATTORI,T.HIGUCHIand M.TAKAtlASHI:

RolesorSecondaryMetabolism orWood-

rottingFungl

T.ITOH:Biogenesisofcellulosemicro丘brilsin

greenalgae.

H.HoRII, H.YAMAMOTO, 良.KITAMARU,M.

TANAHASHI,T.HIGUCHI,T.GoTO:A New

Type orNative Cellulose Crystals Pro-

bytheSaturated-Steam TreatmentatHigh

Tem-perattlreS.

繊維学会シンポジウム

(昭和63年 6月13-16日,東京)

堀井文敬,北丸竜三,山本裕之,棚橋光彦,樋 口隆

昌,後藤俊幸 :高温飽和水蒸気処理によるセル

ロースの構造変化

昭和63年度繊維学会年次大会-セルロースに関する

シンポジウム-

(昭和63年 6月14-16日,東京)

前川英一,越島哲夫 :ジアルデヒドセルロースより
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の含窒素木粉導体について

京都中央信用金庫主催講演会

(昭和63年6月28日,京都)

佐々木光 :木質繊維の構造とその優れた性質の活用

第38回日本木材学会大会

(昭和63年 7月19日～2相 ,旭川)

I-1 講演発表

伊東隆夫 :バ ロニア (Varonia ′ヽ,clltricosa)のセ

ルロース合成と微小管の配向

奥 恭平 ･伊東隆夫 :ワタの繊維の生長にともな う

微少管の変化 …間接蛍光抗体法 による観察一

福西仲山 ｡角谷和男 ･砂川 匡 :ポプラカルス中の

タンパ ク質に及ぼすオーキシンの影響

石原美紀 ･葛西善三郎 ･角谷和男 :ポプラカルスの

不定芽分化過程におけるデンプンの変化

票田宏之 ･岩田充啓 ･角谷和男 :エソジュカルスの

培養条件 -その物質生産におよぼす影響一

黒田宏之 :エソジェ培養細胞株の画像処理による評

価と選別

山口和穂 ･伊東隆夫 :広葉樹の材形成に対するオー

キシンの影響

伊東隆夫 ･林 昭三 ･山口和穂 ･布谷和夫 ･鈴木三

男 ･能城隆一--:日本の遺跡から出土 した木材の

樹種

稲葉和攻 ･飯塚義富 ･越島哲夫 :アカマツの根のオ

リゴ糖および多糖類によるマツタケ菌糸の生育

促進

其柄謙吾 ･越島哲夫 :マイクロ波加熱前処理による

l)グノセルロースの細孔分布の変化

渡辺隆司 ･山崎木綿子 ･越島哲夫 :DDq 酸化お

よび Prehm 法メチル化におけるテ トラアセチ

ル-キソピラノースのアセチル転移の研究

大西二郎 ･渡辺隆司 ･越島哲夫 :LCC における糖

リグニン結合の生成 -DHPおよび アカマツ

圧縮アテ材 LCC からの考察-

前川英一 ･越島哲夫 :前処理木船の酵素糖化におけ

るセルラーゼの吸着と酵素の再利用

大田 明 ･島田幹夫 ･服部武文 ･樋 口隆昌 ･高橋旨

象 :褐色腐朽薗マツオウジ培養液の新二次代謝

物質アこシルプロピルアルコールの生成

MyrthaKarina･棚橋光彦 ･樋 口隆昌 :爆砕処理

によるリグニン′の分子機構の解明 (氾)一高分

子 リグニンモデル化合物 (コニフェリルアルコ

ール DHP)の高圧水蒸気処理-

河合真吾 ･梅揮俊明 ･島田幹夫 ･樋 口隆晶 :カワラ

クケラッカーゼに よる 4.6-ジーt一ブチルグアヤ

コールの芳香環開裂について

横田信三 ･梅揮俊明 ･河合真吾 ･樋 口隆昌 :Pha-

nerochaetechrysosporium 菌体及び リグニン

ペルオキシダーゼによるフェノ-ル性 針1型

リグニンモデル2量体の分解

梅滞俊明 ･樋 口隆昌 :リグニンベルオキシダ-ゼに

よる DHPの分解

服部武文 ･島田幹夫 ･樋 口隆昌 :バイオ ミメティッ

クパルフィリン触媒及び リグニン分解酵素によ

るフェノール性 リグニンモデル化合物の分解

島田幹夫 ･黒坂博史 ･服部武史 ･樋 口隆昌 :ベラト

リルグリセロールの酵素的 Cα-Cβ開裂 とグ

リコールアルデヒドの生成

超 広 傑 ･則元 京 ･山田 正 :木材に吸着 した水

の誘電挙動

西野吉彦 ･則元 京 :広葉樹材の構造と誘電率

西野吉彦 ･則元 京 ･山田 正 :膨潤状態における

木材半径方向の粘弾性

大釜敏正 ･則元 京 ･小原二郎 :壁装の調湿効果

(Ⅲ)

井上雅文 ･則元 京 ･山田 正 ･大塚褒史 ･高田伸

一 :木材の表面加工 (I)

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 るセルロース誘導体の物性

(Ⅰ)

野村隆哉 ･中野隆人 ･山田 正 :エステル化木材の

微細構造変化について

石原茂久 ･西村 健 :ツーバイフォー住宅の防,耐

火に関する研究 (1)壁面構成素材の耐火性能

の検討

泰 正徳 ･滝野真二郎 ･佐々木光 :釘打ちパネルの

せん断剛性の解析 釘の本数の影響について

OrlandoR.PULIDO･佐々末光 :ファイバーの静

電配向におけ る新 しい前処理法 とそ の配向性

MDF の製造-の応用

吉田弥寿郎 ･0.臥.PULIDO･川井秀一 ･佐々木光 :
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静電場内の木材パーティクルに生じる配向トル

ク (Ⅲ)配向 トルクの発生機構

楊 搾 ･川井秀一 ･佐々木光 :木質パーティクル

の曲面成型 (Ⅲ)成型物の性質に及ぼす金型の

形状と曲率半径の影響

BambangSUBIYANTO･SulaemanYUsUF･川井秀

--･今村祐嗣 :ファルカ-タ材を用いたアセチ

ル化処理パーティクルボ∵ドの性能 (Ⅰ)アセ

チル化度の材質に及ぼす影響

滝野真二郎 ･則元 京 ･川井秀一 ･佐々木光 :ファ

ルカ-タ材を用いたアセチル化処理パーティク

ルボードの性能 (Ⅰ)水分非定常におけるクリ

ープの抑制効果

SulaemanYUsUF･今村祐嗣 ･高橋旨象 :ファルカ

一夕材を用いたアセチル化処理パーティクルボ

ードの性能 (Ⅲ)耐久,耐蟻性および耐候性

畑 俊充 ･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 -プレス中

のマット内温度経時変化の数値解析-

BambangSUBIYANTO･川井秀一 ･棚橋光彦 ･佐々

木光 :Curing Conditiol10rParticleboard

Adhesives(ⅠⅠ)CuringorAdhesivesunder

HighPressure

川井秀一 ･石原茂久 ･吉田弥寿郎 ･高松淳久 :炭素

材料積層パーティクルボード (Ⅲ)ボードの材

質と耐火性能

石原茂久 ･川井秀一 ･吉田弥寿郎 ･高松淳久 :炭素

材積層パーティクルボード (Ⅳ)炭素材料の燃

焼挙動と耐火性能

沢田 豊 ･WahyeDwIANTO･川井秀一 ･野村隆哉

･佐 木々光 :竹を原料とする木質ボードの開発

(Ⅰ)

川井秀一 ･佐々木光 ･松尾牟晶 ･赤池浩幸 :MDI

接着剤を用いたパーティクルボード (Ⅰ)材質

に及ぼす接着剤組成の影響

角田邦夫 ･西本孝一 :ベンザルコニウムクロリドの

防腐性能に及ぼすアルキル鎖長の影響

角田邦夫 ･今村祐嗣 ･西本孝一 :無機質複合化によ

る新機能性木材の開発 (3)処理時間の影響

李 東治 ･高橋旨象 ･西本孝一 :有機ヨウ素化合物

の防腐性能ならびに有機 リン化合物との複合効

果

今村祐嗣 ･西本孝一 ･佐藤隆史 ;アセチル化木材の

耐候性

高橋旨象 ･今村祐嗣 ･棚橋光彦 ･SulaemanYUsUF

･佐藤隆史 :アセチル化木材の耐朽性発現機構

一耐久性発現アセチル化率の腐朽型による比較

所 雅彦 ･高橋旨象 ･西本孝一 ･山岡亮平 :イェシ

ロアリ道しるべフェロモンの単離同定と生合成

系

i-2 展示発表

野村隆哉 ･飯田生穂 :生立木染色法による未利用広

葉樹の有効利用

馬場 啓一 ･黒田宏之 ･角谷和男 :免疫電顧法によ

るエソジュ樹幹レクチンの細胞内局在観察

所 雅彦 ･今村祐嗣 ･西本孝一 ･西本哲也 :シロア

リに対する木材のアセチル化処理の効果

板倉修司 ･今村祐嗣 ･高橋旨象 ･西本孝一 ;無機質

複合化処理における木材中での無機物の分布

第11回糖質シンポジウム

(昭和63年7月25,26日,岐阜)

前川英一,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

昭和63年度三重県林業後継者等研修セミナー

(昭和63年 7月26,27日,熊野市,松阪市)

今村祐嗣 :材質比較による有名林業地の検討

第32回リグニン討論会

(昭和63年10月20,21日,福岡)

前川英一,-浮泰三,越島哲夫 :硫酸法によるリグ

ニン定量における酸可溶性 リグニン量の評価

河合真吾,梅浮俊明,樋口隆昌 :フェノ-ル餅を媒

介とする非フェノ⊥ル性 リグニンモデル化合物

のカワラタケセッカーゼによる分解

梅津俊明,樋口隆昌 ･･β-0-41p-014型三量体のリグ

ニンペルオキシダーゼによる分解

服部武文,島田幹夫,梅浮俊明,樋口隆昌 :バイオ

ミメティックポルフィリン触媒によるリグニン

芳香環 モデル化合物 の環開裂反応

MyrthaKARINA,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 (Ⅰ)
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人事往来 その他

波速隆司 :木材化学研究部門助手に採用 (昭和62年

8月1日)

島田幹夫 :『米国化学会アンセルム･ペイエソ賞記

念 リグニンシンポジウム出席及び資料調査』

｢第194回アメリカ化学一並びに関連セミナー

に出席及び研究資料調査｣

樋口隆昌 :『米国化学会アンセルム･ペイエソ賞受

賞講演及び記念 リグニンシンポジウム出席』

(昭和62年8月29日～9月4日)アメリカ合衆

国

梅滞俊明 :『米国化学会アンセルム･ペイエソ賞記

念 リグニンシンポジウム出席』 (昭和62年 8月

29日～ 9月4日)アメリカ合衆国

田中文男 ･･『木材多糖 の コンホ メーション解析研

究』 (昭和62年 9月 1日～昭和63年12月31日)

アメリカ合衆国

樋口隆昌 :『マレーシア農科大学及びインドネシア

国立研究所 との共同研究打合せ』(昭和62年9

月21日～10日7日)マレーシア,インドネシア

高橋旨象,角田邦夫 :『日韓木材保存シンポジウム

出席』(昭和62年10月13日～17日)大韓民国

西本孝一 :『新 しい シロアリ防除法 の調査研究』

(昭和62年10月23日～28日)アメリカ合衆国

今村祐嗣 :『新しいシロアリ防除法の調査研究』

(昭和62年10月23日～29日)アメリカ合衆国

W.ZINMERMAN (マ ンチェスター工科大学教授)

(昭和62年10月24日～11月14日)『リグニンの微

生物分解に関する研究』のため来所

中華人民共和国木材関係研究者 8名 (昭和62年10月

28日)施設見学のため来所

FernandoBARNOUD (グルノーブル大学教授)(昭

和62年11月3日～12月3日)『微生物 に よる木

材成分分解の微細構造学的研究』のため来所

兵庫県林業振興議員連盟20名 (昭和62年11月14日)

施設見学のため来所

滝野真二郎,今村祐嗣 :『木材及び林地残廃材の性

質解明 と有効利用』 (昭和62年11月16日～12月

10日)インドネシア

青原一年 (四国工業技術試験所材料開発部主任研究

員)(昭和62年11月25日～12月24日)｢リグニン

の生分解の研究｣のため受託研究員として来所

Ibrahim BinJantall他 l名 (マレ-シア国立森

林研究所研究員)(昭和62年11月26日)施設見

学のため来所

恩地布仁 (中国内モンゴル自治区林産工業公司技師

長)(昭和62年12月 1日～昭和63年2月29日)

『木材の総合利用の研究』のため来所

HenriCHANZY(グルノーブル大学植物高分子研究

所)(昭和62年12月9日)日本学術振興会の短

期外国人招へい研究者 として来日,『木材の細

胞壁特にセルp-ス, リグニンの最近の問題点

について討議』のため来所

国際協力事業団木材工業機械集団研修員12名 (昭和

63年 2月24日)研究施設見学のため来所

StllaemanYusUF(インドネシア LIPI研究員)

(【酎 口63年 3月 1日～4月30日)『アセチル化木

材の耐久性機構の解明に関する共同研究』のた

め来所

WahyuDwA-ANTO(インドネシア LIPI研究員)

(昭和63年 3月1日～4月30日)『木質複合ボー

ドの製造技術と性質に関する共同研究』のため

来所

AchmadSULTHONI(ガジャマダ大学準教授)(昭和

63年 3月7日～20日)『竹材の生産 と利用に関

する諸局面について』研究のため来所

何 源 禄 ･中国林業科学研究院林産化学工業研究所

教授)(昭和63年 3月18日)｢木材の加水分解,

リグニンの利用｣に関する施設の見学及び討議

のため来所

西本孝一 :停年退官 (昭和63年 3月31日)

Faizah,ABOOD (マレーシア農科大学講師)(昭和

63年 3月31日25月29日)『木材防腐防蟻剤に

ついて』のため来所

Lazali,ABDUL-KADER(マレ-シア農科大学講師)

(昭和63年 3月31コ～4月29日)『マレ-シア産

材からのパーティクルボードの製造技術につい

て』研究のため来所

樋口隆昌 :『(リグニソの究極的利用に必要な短 ･

長期的研究)特別会議に出席』(昭和63年4月
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16日～24日)アメリカ合衆国

石原茂久 :『ツーバイフォー用防 ･耐火構造材料の

開発に関する国際学会議出席及び研究資料調

査』(昭和63年5月7日～27日)オーストリア,

チェコスロバキア,ブラジル

師岡敏朗 :『第10回セルロース会議出席及び研究資

料調査』(昭和63年5月23日～6月5日) アメ

リカ合衆国

伊東隆夫 :『植物細胞壁高分子の生合成と生分解の

シンポジウム出席』(昭和63年6月3日～17日)

カナダ,アメリカ合衆国

島田幹夫 :『植物細胞壁高分子の生合成と生分解の

シンポジウム出席及び研究資料調査』(昭和63

年 6月3日～17日)カナダ,アメリカ合衆国

越島哲夫 :『第195回アメリカ化学-リグニンの性

質と材料に関す る シンポジウム出席』(昭和63

年6月4日～11日)カナダ

波速隆司 :『第195回アメリカ化合会出席及 び研究

資料調査』 (昭和63年 6月4日～12日)カナ ダ

梅津俊明 :『第 3回北米化学会議 ･第 195回アメリ

カ化学会出席及 び研究情報収集』(昭和63年6

月5日～19日)カナダ,アメリカ合衆国

則元 京 :『木材のレオロジーに関するフランス科

学会出席及 び研究資料調査』(昭和63め 6月6

日～19日) フランス

越島哲夫 :『第14回国際炭水化物シンポジウム出席

及び研究資料収集』(昭和63年 8月13日～20日)

スウェーデン
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