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抄録 (ABSTRACT)

林 昭三,島地 謙 :三ノ丸跡出土木材の樹種,高

槻城三ノ丸跡発掘調査概要報告書,第 2章5,高槻

城跡遺跡調査会,25(1987)

外堀などの発掘調査で出土した丸太杭などのうち

20点から永久プレパラ-トを作成して樹種 の同定

を行った｡中世の韓 1からは-ソノキ (2), クリ

(2)が検出された｡ これらは本丸の調査では見ら

れなかった樹種である｡近世の外堀からは二葉マツ

(6),スギ (4),ヒノキ (3)が多く検出された｡

ヒノキは建築材としての加工跡があることから転用

材であることが判るが,石垣構築には用いられてい

ない樹種である｡

島地 謙,林 昭三,伊東隆夫 :木材,京都大学構

内追跡調査研究年報,昭和59年度,第 1部,夢 2章

北白川追分町遺跡の発掘調査5,京都大学埋蔵文化

財センタ-,32,図版8 (1987)

縄文時代晩期に属する複数層から多数の自然木木

材が出土した｡ 133個体から永久プレパラートを作

成し,普通光および蛍光顕微鏡で観察 して樹種の

同定を行った｡針葉樹としてカヤ (10), イヌガヤ

(2),モミ (2),スギ (1)が,広葉樹としてヤ

マナラシ (1), アカガシ亜属 (30), クリ (6),

ムクノキ (9), ヤマグワ (4), コウゾ属 (6),

シ牟ミ (1), ヤマザクラ (1), カエデ属 (40),

トチノキ (3),ムクロジ (2),マタクビ属 (7),

リョウブ (2), エゴノキ属 (2),樹種不明 (1)

が識別された｡カエデやカシが圧倒的に多い森林が

形成されていたと推定される｡

林 昭三,島地 謙 :長野A遺跡出土の木器などの

樹種,北九州市埋蔵文化財調査報告書,第54集,長

野A遺跡2,北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調

査室,303,図版 1(1987)

古墳時代後期から鎌倉時代にかけての層から出土

した木質遣物49点について樹種の同定を行い,用途

との関連について考察した｡

針葉樹が5樹種26点,広葉樹が12樹種23点であっ

た｡針葉樹ではスギ (10)とヒノキ (ll)が格別に

多く検出された｡これはこの遺跡が住居跡を含むも

のであることから当然である｡スギほ板材や建築材

として,ヒノキは薄板が従曲性に富むことから曲物

などに広く応用され,それぞれの樹種の特性を利用

していることがうかがわれる｡広葉樹は主に農具_i

して用いられている｡硬さや強度を要求する用途に

はそれに適し声樹種が選ばれてし_,る｡例えば鋤にカ

シ叛が,櫛にツバキが,つちのこにヒサカキなどが

用いられている｡

黒田宏之 :誘導結合プラズマ (ICP)発光分光分析

で検出されるレクチン中の金属種,WoodRecearch

No.73, 1-7 (1986)

10種額の市販レクチン中の金属種を ICPによっ

て半定量的に分析した｡特に樹幹レクチン中に検出

されたカルシウキ,ケイ素,亜鉛,マンガンに注視

した｡双子菓植物由来のレクチンはカルシウムを含

衣,またこ?うち何種かには亜鉛やマンガンが検出

された｡レクチン中のカルシウムイオンはその生理

的役割との関係を論じた｡ケイ素は全ての分析した

レクチン中にみられた｡あるレクチンはまたリン酸

化されており,レクチン修飾の過程にタンパク質リ

ン酸化酵素の関与していることが示唆された｡

伊東隆夫 :セルロースミクロフィブリルの形成,電

子顕微鏡,21(2),121-128(1986)

動物細胞と植物細胞の大きな違いの一つが,後者

には細胞壁が存在することであり,細胞壁の主要成

分のセルp-スはミクロフィブ リルという形をなし

て植物細胞の分化や成長と密接な関係を有する｡ ミ

クロフィプ1)ルの配向が何によってコントロールさ

れるのかについて,いまだに決定的な説は提出され

ていない｡セルロース生合成経路に関しても完全に

は解明されておらずセルロース合成酵素自体単離に

成功していない｡しかしながら,最近バクテリアを

用いてセルロースの 2'nvitroでの合成に成功したと

いう報告があり,セルロース生合成の謎が徐々に解

き明かされてきている｡鉄筋コンクリートの建物で

言えば鉄筋にあたる細胞壁のセルロースミクロフィ
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ビリルの形成についての現在までの知見を (1)は

じめに,(2)セルロースミクロフィブリルは どこ

でつくられ るか, (3)セルロース合成頼粒体,

(4)原形質膜内を移動す る頼粒体,(5)ノミロニ

アの頼粒体と ミクロフィブリルの堆積,(6)額粒

体の形状, (7)頼粒体とセルロース合成阻害剤,

(8)セルロースミクロフィブリルの配向の制御,

(9)おわ り にという順に概説した｡

T.ITHO: MicrofibrilAssembly in Giant

MarineAlgae,TAPPIProceedings,Iriterna-

tionalDissolving PulpsConference,117-120

(1987)

伊東隆夫 :巨大海藻におけるミクロフィブリルのア

センブリー

仮想のセルロース合成頼粒体 (TCs)の構造と発

達について巨大海藻を用いて調べた｡ ミドリゲ目の

7属8種およびシオグサ目の 1属 1種が原形質膜の

EF と PFの両面に直線形の TC を有した｡二次

壁形成中の TC の平均長 は 400-600mm であっ

た｡TCは幅に比べて長さに大きなバラツキがみら

れた｡TC 内でのサブユニットの配列はランダムな

いしは3列であった｡

TC の発達の時間経過の実験か ら TC は新たに

生 じ,一次壁合成中は長さを増 し,二次壁合成が開

始すると長さの伸びは止まることが明 らか となっ

た｡ この事実は直線形 TC が人工的産物ではなく

セルロースミクロフィブリルのアセンブリーに関与

するダイナミックな実体であることを証明する｡

K.KUDLICKA,A.B.WARDROP,T.ITOHandR.M.

BROWN,Jr.:FurtherEvidencefro- Sectioned

Material in SupportoftheExistenceofa

I.inearTer-inalCo-FlexinCelluloseSyn-

thesis,Protoplasma136,96-103(1987)

クドリッカ クリスチーナ,アラン ウオードロッ

プ,伊東隆夫,マルカム ブラウン:セルロース合

成における薄切法による直線形穎粒体の存在を支持

するその後の証拠

マガタマその原形質膜において,セルロースミク

ロフィブリルの合成に関与すると考えられている直

線形合成頼粒体が述べられている｡頼粒体の証拠は

もっぱらフリーズェッチソグ法を用いて得られてき

ている｡本研究では,通常の固定,染色,切片法を

用いて頼粒体を観察する試みがなされた｡マガタマ

主の発達中の細胞で長さ平均が 598.9nm±171.3

nm で幅が 28.7nm±4.2nm を有する原形質膜を

横切る強く染まった構造が示された｡この構造は直

線形合成頼粒体と考えられる｡この構造の細胞壁側

ではセルロースミクロフィブリルと連続しており,

細胞質側では微小管やポリゾームと接している｡細

胞壁 ミクロフィブリルの生成-導く,合成額粒体と

微小管との仮想の関係についての,モデルが提唱さ

れている｡

A.KATO,J.AzUMAandT.KosHIJIMA:Bj6rk-

manLCCfrom Su.gar-CaneBagasse,Mokuzai

Gakkaishi,33,487(1987)

加藤 厚,東 順一,越島哲夫 :バガスの Bj6rk-

manLCC

バガスから Bj6rkmanLCC を単離し,DEAE-

SephadexA-50を用いるカラムクロマ トグラフィー

により,三画分 (C-i-M,C-1-R,C-1lR)に分離し

た｡ C-1-M の組成は中性糖が73.1%, ウロン酸が

0.9%,リグニンが21.6%であり,C-1-A では,そ

れぞれが77.3%,5.5%,10.3% であり,C-1-R で

は,49.9%,2.0%,38.5% であった｡C-トM の糖

鎖はアラビノキシランと (I-3,1-4)-D-グ,ルカ

ソから成 り,C-1-A,C-1-R では主にアラビノグル

クロノキシランであ った｡レアラビノフラノース

の一部はさらに他の糖またはリグニンに置換されて

いた ｡

BjarkmanLCC は 2.2-5.2%のフェノール酸

を含み,ケン化により94-98%の p-クマール酸は

回収されたが,12-27%のフェルラ酸は回収されな

かった｡さらに ジオキサソー水中でのアシドリシス

を行うことによって,残存していたフェルラ酸が遊

離した｡これはフェルラ酸とリグニンとの間のエー

テル結合の存在を示すものと考えられる｡

A.KATO,∫.AzUMAandT.KosHIJIMA:Isolation

and Identification ofa New Feruloylated

-266-



抄

Tetrasaccharidefro- BagasseLignincarbo-

hydrateComplexContainingPhenolicAcid.

Agric.Biol.Chem.,51,1691(1987)

加藤 厚,東 順一,越島哲夫 :フェノール酸を含

むバガスLCCからフェルラ酸を構成成分とする新

しい四糖類の分離と同定

脱ペクチンした砂糖きびバガスからえられた水溶

性 LCC(LCC-W)区分をセルラーゼオノズカRS

で部分加水分解した｡反応生成物を Dowex50×8

(H2)に通し, クロロホルムで抽出後,水層を5倍

量エタノール車に注加した｡ エタノール可溶部を

SephadexLH-20カラムにかけ水で溶出して Kav

-1.94と 3.Sフの, フェルラ酸を含む フラクショ

ンをえた｡ここでは後者につき述べる｡このものは

1-ブタノール･酢酸 ･水 (62:15:23)によるTLC

で Rf-0.38を示し,TLC および SephadexG-

10カラムで精製後の収量は LCC-W に対し 0.28

%であった｡ メチル化,GC-MS,lH-NMR,13C･

NMR分析により,この化合物は trans-フェルラ酸

が L-アラビノフラノースのC-5位にエステル結合

したテトラサッカライドであって,その構造は0-β-

D-Ⅹylopyranosyl-(1-4)-0-〔 5-0-(transferuloyl)-α-

L-arabinoruranosyト(1-3)〕-β-D-ⅩylopyranosyL

(1-4)-D-Xylopyra110SCと同定された｡

S.FUJISHIMA,T.YAKU andT.KosHIJIMA:Re-

coveryandReutilizationofCellulasesUsed

fortheHydrolysisofWoodsIV.Differences

ofAdsorptionBehaviorbyVariousSpecies

ofWood,MokuzaiGakkaishi,33,530(1987)

藤島 静,夜久富美子,越島哲夫 :木材糖化におけ

る酵素の回収再利用 (第 4報)樹種による酵素活性

の吸着の差について

木材糖化における酵素活性の吸着が,前処理条件

及び樹種の違いによってどのように変化するかを検

討した｡酵素として市販の Trichodermaviride

起源のセルラーゼオノズカ R-10 と Aspergillus

niger起源のセルロシソ APの l:1混合物を用

いた｡木粉の脱脂の有無及び振動式ボールミルを用

いた微粉砕の条件は酵素分解率を変化させるが,酵

素の吸着に及ぼす影響は少なかった｡一方酵素の吸

着量は樹種によって異なり,特にカラマツ木粉は多

く吸着した｡酵素を吸着した カラマツ残液木粉を

pH 緩衝溶液 (pH 4.5)にけん濁した場合,β-グ
ルコシダーゼ活性の溶出は吸着された量の10%に過

ぎなかった｡一方吸着された β-グルコシダ-ゼ活

性を測定すると,元の活性の88%を示し,残漬木粉

に吸着された酵素は固定化されている可能性を示し

た ｡

T.WATANABE,S.KAIZU and T.KosHIJIMA:

BindingSitesofCarbohydrateMoietiestoI

wardLigninin"Lignin-CarbohydrateCom-

plex"from Pinusdensiflora Wood,Chem･

Lett.,1986,1871(1986)

渡辺隆司,海津澄子,越島哲夫 :アカマツ リグニ

ン･糖結合体中の糖鎖とリグニンの結合位置

アカマツの水溶性 リグニ ン･糖結合体 (LCC-

WE)に由来す る酸性画分 (C-1-A)を,セルロシ

ソ AC および メイセラーゼによって酵素分解し,

トヨパール HW-40Sカラムを用いた吸着クロマト

グラフィーに よ り LCC ユニット(A-ESD)を単

離 した｡この LCCユニットの水酸基をアセチル基

で保護した後,α位および共役 γ位のリグニン,糖

間結合を2,3-ジクPP-5,6-ジシアノーターベン

ゾキノン (DDq)によって切断し,切断によって

生じた水酸基を P.Prehm の メチル化法でメチル

化した｡部分メチル化糖を加水分解後,アルジトー

ルアセテート誘導体に変換して,GC-MSにより分

析したところ,6種のモノメチル化アルジトールア

セテートを検出した｡この結果,アセチルグルコマ

ンナンはグルコマンナン主鎖の C-6位において,

また,アラビノグルグロノキシランはキシラン主鎖

の C-2位および C-3位においてP位がェ-テル化

した リグニソユニットの α位もしくは共役γ位と結

合していることが明らかになった｡

T.WATANABE,T.KosHIJIMA and J.AzUMA:

Selective CleavageofCarbohydrate-Lignin

Bonds in Lignin-Carbohydrate Complex

from PinusdensifloraWood,Proceedingsof

lnternationalSymposiumonWoodandPulping
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Chemistry,2,45(1987)

渡辺隆司,越島哲夫,東 順一 :アカマツ リグニ

ン-糖結合体中の糖 ･リグニン結合の選択的開裂

2,3-ジクロロー5,6-ジシアノーp-ベ ンゾキ ノン

(DDq)の LCC に対する作用を明らかにす るた

め,8種類の LCC モデル化合物を合成 し,50%

ジオキサン水溶液中で両者を反応 させた｡そ の結

果,DDq は α位および共役 γ位のリグニンー糖間

結合を選択的に切断することが明らかとなった｡次

にこの酸化反応を利用して, リグニンと糖の結合位

置を決定した｡アカマツLCCの酸性画分をセルラ

ーゼによって酵素処理 し,処理物を吸着 クロマ トグ

ラフィ-によって LCC ユニットと酵素および糖

ユニットに分別した｡LCC ユニットをアセチル化

後,DDq.で リグニンー糖間結合を切断し, メチル

トリフルオロメタンスルホネートによってメチル化

した｡メチル化物を加水分解後,アルジトールアセ

テー ト誘導体に変換して GC-MSにより分析した

結果,キシロースは C-2位 および C-3位 におい

て,また-キソ-スであるグルコースとマンノース

は C-6位において α位もしくはγ位の リグニンユ

ニットと結合していることが明らかとなった｡

E.MAEKAWA,rr.KosAKAZand T.KosIIIJtMA:

PeriodateOxidationofMerceriZ:edCellulose

and RegeneratedCellulose,WoodRes.,No.

73,44(1986)

前川英一,幸崎敏之,越島哲夫 :マーセル化セルロ

ースと再生セルロースの過ヨウ素酸酸化

マーセル化セルロースと再生セルp-スをそれぞ

れ調製 し,過 ヨウ素酸による酸化反応を時間に対し

て追跡し,もとのセルp-スの酸化反応と互に比較

した｡その結果,化学処理 したセルロースは,もと

のセルp-スに比べてかな り酸化反応が受け易くな

ることがわかった｡このことはセルロースが化学処

理により結晶性がこわれて,かな り非晶化の進むこ

とを示唆するものであると推論 した｡

Y.SHUTOH,K.OKAMURA,F.TANAKA and M.

NoRIMOTO･.ConformationalAnalysisofCel-

luloseTriprop10nate,BulletinKyotoUniver-

sityForests,58,280(1986)

首藤勇一郎,岡村圭造,田中文男 .則元 京 :セル

ロース トリプロピオネー トのコンフォーメーション

解析

セルロース トリプロピオネート(CTP)の 1本の

分子鎖について, 1残基内および連続する残基間の

非結合原子間反発エネルギーを考慮したバ-チュア

ルボンド法に よ り, コソフォーメ-ション解析 を

行なった｡ X線繊維 図か ら,CTPの繊維周期は

1.508mm と計算され,消減則より分子鎖方向に3

回らせん軸が存在する｡このように分子軸方向に3

回らせん軸をもつセルロース トリプロピオネー トの

構造は,他のセルロース 1､リエステル同族体 (セル

ロース トリアセテート,セルロース トリブチ レー

ト,セルロ-ス トリバ レレート)が2回らせん構造

を有するのに対 して,特異 的である｡ エネルギ-

計算および非結合原子間の容認されることのできな

い接触の有無を調べた結果,右巻き 31 らせんに比

べ,左巻き 32 らせんの方が低いコンフォーメーシ

ョンエネルギ-を持つ事がわかった｡考慮した16の

モデルのうち,最も可能性の高い左巻き 32 らせん

のコソフォ-メ-ションにおいては,側鎖はらせん

軸に対 しはば垂直に伸びた構造を持つ｡

T.HIGUCHI:CatabolicpathwaysandRoleof

LigninasesfortheDegradation ofLignin

Substructure Models by White-Rot Fungl,

WoodResearch,No.73,58(1986)

樋口隆昌 :白色腐朽菌によるリグニンサブス トラク

チャーモデルの分解経路並びにその分解におけるリ

グ二ナーゼの役割

白色腐朽菌によるリグニンサブス トラクチャーモ

デル化合物の分解経路,反応機構及びその分解に関

与する酵素について詳述した｡

T.KATAYAMA,M.SoGOand T.HIGUCHT:Side

ChainReactionsofSyringylcoumaroneand

ProplOSYrlngOne Derivatives in tile Deg-

radation ofa Syringylcou-aran,aLignin

SubstructureModelbyFzESarlzEm SOlanlM-

13-1.Tech.Bull.Fac.Agr.KagawaUniu.,37,
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123(1986)

片 山健至, 十 河 村 男, 樋 口隆 昌 : FAEBarlzLm

solanlM-13-1による シリンギルクマラン型 リグ

ニンモデル化合物の分解におけるシリンギルクマロ

ンおよびプロビオシリンゴン誘導体の側鎖の反応

リグニンモデル化合物,5-ホル ミル-3-ヒドロキ

シメチル-2-(4-ヒドロキシ-3,5-ジメトキシフェニ

ル)-7-メトキシクラマ ン (1)の FILSariumsolani

M-13-1による分解中間体であるシリンギルクマロ

ンおよびプロビオシリンゴソ誘導体の,同菌による

側鎖の反応を検討 した｡本菌を唯一 の炭 素源 と し

て 5-ホル ミル-3-ヒドロキシメチル-2-(4-ヒドロキ

シ-3,5-ジメトキシフェニル)-7-メトキシクマロン

(2),3,5-ジホル ミル-2-(4-ヒドロキシ-3,5-ジ

メトキシフェニル)一7-メトキシクマロン (3)また

は 2-(5-ホル ミルー2-ヒドロキシ-3-メトキシフェニ

ル)-3-ヒドロキシ-1-(4-ヒドロキシ-3,5-ジメトキ

シフェニル)-トプロパノン (4)を含む無機塩培地

中で振とう培養 した｡2と3の α′-アルデヒド基は

酸化あるいは還元されて対応するカルボン酸あるい

は一級アルコ-ルを与 えた｡2の γ-アルコールは

γ-アルデヒドに酸化された｡プロビオシリンゴン誘

導体 4は非酵素的に Cβ-Cγ間で脱水して対応する

プロペノシリゴソ誘導体 (10)を与えた｡

T.KATAYAMA,F.NAKATSUBO andT.HIGUCltⅠ:

DegradationofaPhenylcou-aran,aLignin

Substructure Model,by FzLBarl72仇 80lanl

M-13-1,MokuzaiGakkaishi,32,535(1986)

片 山健至, 中坪文 明, 樋 口隆 昌 :FABBarlum

solanlM-3lllによるフェニルクマラン型 リグニ

ンモデル化合物の分解

リグニンの主要なサブス トラクチャーのひとつで

ある フェニルクマランの FusariumsolaniM-13-I

による分解を検討 した｡本菌を唯一 の炭素源 と し

て 5-ホル ミル-3-ヒドロキシメチル-2-(4-ヒドロキ

シ-3,5-ジメトキシフェニル)-7-メトキシクマラン

(1)を含む無機塩培地中で振とう培養した｡得ら

れた異化成物を NMR と MSで分析 し,合成 し

た標品との比較によって同定した｡それらの構造に

基づいて 1の分解経路を提案した｡ 1のアルデヒド

録

基は酸化または還元されて 5-カルボキシ-3-ヒドP

キシメチル-2-(4-ヒドロキシ-3,5-ジメトキシフェ

ニル)-7-メトキシグマラン (3)または 3,5-ジヒ

ドロキシメチル-2-(4-ヒドロキシ-3,5-ジメトキシ

フェニル)-7-メトキシクマ ラ ン (2)を与 えた｡

同定された 3-ヒドロキシメチルー2-フェニルクマラ

ン誘導体 (4,5,6),5-カルボキシ-2-(4-ヒドロキ

シー3,5-ジメトキシフェニル)-7-メトキシクマラン

(10),2-(5-ホル ミル-2-ヒドロキシ-3-メトキ シ フ

ェニル)-3-ヒドロキシート(4-ヒドロキシー3,5-ジメ

トキシフェニル)-I-プロ′{/ソ (ll)は以下の反応

によって生成すると考えられる｡1,2,3の脱水素と

続いての不均化によってキノンメチ ド誘導体 (18)

が生 じて,18は β位の脱水素により 4,5,6へ,

γ位からの脱ホルムアルデヒドにより10へ,α炭素

の水の付加によって11-それぞれ変換する｡3-ホル

ミルー2-フェニルクマロン誘導体 (7,8,9)は同様

に 4,5,6がさらに脱水素して生 じた｡5-カルボキ

シバニリン酸 (12), シリンガ酸 (13), 2,6-ジメ

トキシーターベンゾキノン(14)が得られたことは Cα-

Cβおよび Cα-Cァリール結合が開裂 したことを示 して

いる｡

T.KATAYAMA,M.SoGO andT.HIGUCHI:De･

gradation and StereoselectiveReductionof

ana-KetoneDerivativeofGuaiacylglycerol-

β-Vanillin Ether,a Lignin Substructure

Model,by FzLSa7'lzLnI80lanlM-13-1,Holz-

forschung,40,175(1986)

片山健至,十河村男,樋 口隆昌 :リグニンモデル化

合物,グアイ7シルグリセロールーβ-バニリンエー

テルの a-ケトン誘導体の FzFBarlAF仇 80lanlM-

13-1による分解と立体選択的還元

リグニン生分解中間体 として の α-ケトソを有す

るリグニンモデル化合物,2-(4-ホル ミ/レ2-メトキ

シフェノキシ)-3-ヒドロキシ-I-(4-ヒドロキ シ-3-

メトキシフェニル)-1-プロパノン (1)の Fusarium

solaniM-13-1による分解を検討 した｡化合物 1ほ

完全に分解され,三つの異化生成物が,合成標品と

の比較により同定された｡同定された生成物に基づ

き,1の分解経路を提案する｡1の α′-アルデヒド
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基のカルボキシル基-の酸化とそれ に続 くα-ケト

ン基の水酸基-の還元によるグアイアシルグリセロ

ール-p-バニリン酸エーテル (4)の生成,そのア

ルデヒドの 1級アルコール-の還元 も多少見 られ

た ｡4ほ Cαと CァリIル間で開裂 しグリセロール-2-

バニリン酸 --テル (5)を与 えた｡ グリセリン

醍-2-ノミニリン酸エーテル (6)は検出され なかっ

た｡13C-NMR 分光法で測定した生成物 4のエリト

ロ体とトレオ体の比は 4 :1であった｡このことは

α-ケトンの還元が,立体選択的に進行 した ことを

示 している｡

T.KATAYAMA, S.KAWAT,M.SoGO aild T.

HIGUCHI:DegradationofGuaiacylglyceroLa-

VanillylAlcohol-β-VanillinDiether,aLignin

SubstructureModelContainingaNon-Cyclic

BenzyIAryIEther,by FusarlzEm SOlanlM-

13-1,MokuZaiGakkaishi,33.503(1987)

片山健至,河合真吾,十河村男,樋 口隆昌 :非環状

ベンジジルアリール工-テル型 リグニンモデルグア

イアシルグリセロール-a-J†ニリル7ル コールーβ-

バニリンジエーテルの FusarizLmSOlaniM-13-I

による分解

非環状ベンジルアリールエーテル結合を含む三量

体 リグニンモデル化合物としてグアイアシルグリセ

ロールーα-バニl)ルアルコール-β-バニリンジェ -

テル (I)を合成し,その FusariumsolaniM-13-1

による分解 を検討 した｡ グアイアシルグリセロー

ルーβ-バニリンエーテル (2)のキノンメチ ド (4)

に ト- トキシエチル,;ニリルエーテル (8)を付加

させて三量体付加物 (9)を合成 し,そのエリトロ

体とトレオ体は TLC で分離 した｡それ ぞれ の

トエ トキシエチル保護基を加水分解によって除去し

て 1が得られ,そ の構造は 1H および 13C NMR

で確認 した｡唯一の炭素源 としての1は F.JOlani

M-13-1によって完全に分解され,主要 な異化生

成物 と して 2-(4-カルボキシ12-メトキシフェノキ

シ)-3-ヒドロキシート(4-ヒドロキシ-3-メトキ シフ

ェニ′レ)-1-プロ/り -/ (12)が単離同定された｡菌

体を含まないコントロール溶液からグアイアシルグ

リセロール18-ノミニリンエ-テル (2)とバニリル

アルコール (13)が主生成物として得られた｡化合

物 1のベンジルアリールエーテルは,はじめに,フ

ェノール酸化酵素による酸化的開裂と非酵素的加水

分解との二つの様式によって開裂することが示唆さ

れた｡その結果生成 した 12,2および 13は前報ま

でに見出された経路に従ってさらに分解されると思

われる｡

佐藤 憧 :東 ･西マレーシアの2週間,木材林業,

41,No.10,487(1986)

昭和61年 3月に 2週間を費して日本学術振興会の

経費でマレーシア-出張したが,マレーシア農業大

学との共同研究に際し必要な知識を求めてクアラル

ンプール近辺はもとより,サバ ･サラグク両州のあ

るボルネオ島にまで旅行をした｡この期間の体験や

観察内容を日記風に記 したものである｡

佐藤 恒 :木質環境 の科 学 (山田正編),海青社

(1987年),分担執筆, (第Ⅳ篇,生体調節,第 3章

抽出成分と生体調節)

抽出成分が原因となって健康阻害を起す事例を皮

膚炎,呼吸器障害 (嘱息など)にわけて説明し,と

くにアレルギーの問題と結び仲けて多くを説明し,

また リグナンの生理活性についてはとくに説明を加

えた｡

T.OKAMOTO,M.SHIMADA and S.OKA:Eth-

yleneFormationfrom 1-Aminocyclopropane-

carboxylicAcidbytheReactionorMolecu･-

1arOxygen and DihydropyridineMediated

byFlavinMononucleotideandMn (II)Ion,

ChemiStrJ Left.,1987,817(1987)

岡本 忠,島田幹夫,岡信三郎 :FMN,Mn(ⅠⅠ),

0 2 とジヒドロピリジンの反応系における A(コC か

らのエチレン生成

トアミノシクロカルボニン酸は,1-ベ ンジル-3-

カルバモイル-I,4-ジヒドロピリジ ン, Mn (Ⅰリ,

およびフラビンモノクレオチ ドの存在下で酸素分子

によって酸化され,エチレンを生成することを発見

した｡この反応は,生成物,立体化学および阻害剤

に対する挙動に関し,植物中のエチレンホルモンの

生成を再現している｡
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T.UMEZAWA,M.SHIMADA,T.HIGUCm and

K.KUsAI:AromaticRingCleavageofβ-0-4

LigninSllbstruLctureModelDi-er≦byLignin

peJ･0ⅩidaseofPhanerochaetechrusosporlzEm

FEBSLeft.,205,287(1986)

梅浮俊明,島田幹夫,樋 口隆昌,草井 清 :Pha-

nerochaetechruBdSPOrlzLm の リグニ ンペルオ

キシダーゼによる β-0-4型 リグニンモデル二量体

の芳香核開裂

β-0-4型 リグニンサブス トラクチャーモデル化

合物の芳香核開裂を触媒する酵素を初めて兄い出し

た｡すなわち PhanerochaetechrJSOSPoriumの リグニ

ンペルオキシダーゼがこの反応を触媒することを兄

い出し,芳香核開裂生成物として71)-ルグリセロ

ールの4種のエステルを同定した｡

T.UMEZAWAandT･HIGUCHⅠ:AromaticRing

Cleavage of β-0 -4 Lignin Model Diners

withoutPriorDemeth(ox)ylationbyLignin

peroxidase,FEESLeft.,205,293(1986)

梅滞俊明,樋口隆昌 :リグニンペルオキシダーゼに

よる β･0-4型 リグニンモデル二量体の芳香核開裂

反応に脱メチル或いは脱メ トキシルが関与 しないこ

とについて

リグニンペルオキシダーゼに よる β-0-4型 リグ

ニンモデル二量体の芳香核開裂反応には,芳香核上

のメトキシル基の脱メチル或いは脱メトキシルが関

与していないことが兄い出された｡これは従来から

報告されているジオキシゲナーゼによる低分子フェ

ノールの芳香核開裂とは全く異なる機構で 1)グニソ

ペルオキシダーゼによる芳香核開裂が進行している

ことを示すものである｡

T.UMEZAWA,S.K,SAWAT.YoKOTA and T.

HIGUCHt:AromaticRingCleavageofvarious

β-0-4Lignin ModelDi-ers by Phanero-

chaetechrusosporlzLm,WoodResearch,No.73,

8(1986)

梅津俊明,河合真吾,横田信三,樋 口隆昌 :Pha-

nerochaetechru808POrlzEmによる種々の β-0-4

型 リグニンモデル二量体の芳香核開裂

録

白色腐朽菌 Phanerochaetechrysosporiumによる種

々の β-0-4型 リグニンモデル二量体の芳香核開裂

について検討 した｡芳香核上の置換基の数と種額の

違いが芳香核開裂生成物の生成に影響を及ぼすこと

が兄い出された｡

T.UMEZAWA and T.HIGUCHI:Mechanism

ofAromaticRingCleavageofβ-0-4Lignin

Su･bstructureModelsbyLigninPeroxidase,
FEBS.. Left.,218,255(1987)

梅津俊明,樋口隆昌 :リグニンベルオキシダ-ゼに

よる β-0-4型 リグニンサブス トラクチャーモデル

化合物の芳香核開裂の機構

180 を用いた トレーサ-実験の結果 を も とに,

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化合物の芳香核開裂の

機構を提案した｡すなわち, リグニンペルオキシダ

ーゼによる芳香核の-電子酸化,そこで生成するカ

チオンラジカル-の求核剤の攻撃とそれにひきつづ

く酸素分子とのカップリングによって, リグニンペ

ルオキシダーゼによる芳香核開裂反応 は説 明 され

た｡

S.KAWAI,T.UMEZAWA and T.HIGUGHI:De

novosynthesisofVeratryIAlcoholby Co-

rlolzLSZlerelcolor,woodResearch,No･73,18

(1986)

河合真吾,梅津俊明,樋 口隆昌 :ベラ トリルアルコ

ールのカワラタケ (CorloIAESperSlcolor)による

denozlO合成

ベラトリアルコールがカワラタケリグニン分解培

地中で兄い出された｡denovoに合成されたベラト

リルアルコールの構造は,ジメトキシベンジルアル

コール頬 (ベラト1)ルアルコールとその異性体)を

合成 し, その lH-NMR を比較することにより決

定 した｡

また,ベラトリルアルコールのリグニン分解に対

する役割について考察 した｡

S.KAWAI,T.UMEZAWA andT.HIGUCHI:p-

BenZ:Oquinone Monoketals. Novel Degra-
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dation Products of β-0 -4 Ligh nin Model

Compounds by Corlolus versicolor and

LigninPeroxidaseofPhaneroeatechrusos-

porlzLm,FEESLCtt.I210,61(1987)

河合真吾,梅揮俊明,樋 口隆昌 :β-0-4リグニンモ

デル化合物のカワラタケ (Corlolusverlcolor)及

び PhanerochaetechrusoSPOrlzEm リグニンペ

ルオキシダーゼによる新 しい分解生成物,p-ベンゾ

キノンモノケタール類について

2(4-エ トキシー3-メトキシフェニル)-3-ヒ ドロキ

シメチルー6,10-ジメトキシー1,4-ジオキサスピロ〔4,

5〕デ カ-6,9-ジエソ-8-オン(I)とその異性体が, カ

ワラタケによる4-エ トキシー3-メトキシフェニルグ

リセロール一針 シリンガアルデヒドェ-テルの分解

生成物として単離 ･同定された｡

この化合物 Ⅰは,Phanerochaetecf"JSOSPorium リ

グニンペルオキシダーゼに よる,4-エ トキシー3-メ

トキシフェニルグリセロール一針 シリンガ酸 エーテ

ルの分解物としても得られた｡また安定同位体 1802

を用いた実験により, 1原子の分子状酸素が,この

化合物 Ⅰに取 り込まれることが明らかになった｡

山田正編,木質環境の科学,海青社 (1987)

序章

第 1篇 木竹材,木質材料

第 Ⅰ篇 木質環境の感覚特性

第 1部 特殊感覚特性(1)視感覚特性

1 木 目模様と生体 リズムのゆらぎ

2 ゆらぎと自然感

3 木質材料の反射指向特性

4 木材の視覚特性

第 2部 特殊感覚特性(2)聴感覚特性

5 楽器につかわれる木質

6 楽器用材の性質

7 音の官能評価の性差

8 木質材料の遮音性

9 木造住宅の床衝撃音

第 3部 体性感覚特性

10 木材の接触感特性

11 床の歩行 ･運動感

12 木造住宅の振動 ･歩行性能

第 4部 木材の感覚的評価

13 感覚的評価

14 視触聴感の多変量解析

第Ⅲ篇 室内気候

第 1部 室内温度の調節

1 木質パネル壁住宅の温度調節機能

2 木質住宅の温度調節機能

3 畳の熱的特性

第 2部 室内湿度の調節

4 調湿

5 木質内装材による調湿

6 木質壁体の結露

第 3部 空気環境

7 木のニオイの噂好調査

8 木質建材と空気汚染

第Ⅳ篇 生体調節

1 マウスの哨青と木質環境

2 労働衛生

3 抽出成分と生体調節

4 慢性関節 リュウマチと木造住宅に関する

調査

第V篇 木質環境の諸問題

1 教育と木質環境

2 木質環境の諸問題

以上の内容について木材学及び他の分野の研究者

計38名が執筆している｡

(484頁,図表300)

矢野浩之,則元 京,山田 正 :アセチル化スプル

ース材の音響特性,木材誌,32,990(1986)

アセチル化木材の音響的性質について,両端自由

のたわみ振動法を用いて検討 した｡全乾状態で,比

動的ヤング率および対数減衰率は,重量増加率の増

大とともに減少した｡

さらに,相対湿度の上昇にともなって,比動的ヤ

ング率は低下,対数減衰率は増大したが,その変化

率は,重量増加率の大きな試料ほど小さかった｡

気乾状態での比動的ヤング率,対数減衰率の周波

数依存性の傾向には,処理による差は認められず,

上記の音響特性は周波数によって変化しないと思わ

れる｡
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題 広傑,則元 京,田中文男,山田 正, ロジャ

ー･ロウェル :アセチル化処理木材の物性 (第1報)

アセチル化処理による結晶化度と誘電特性の変化,

木材誌,33,136(1987)

シトカスプル-ス材を無水酢酸でアセチル化し,

処理による構造と物性変化を調べた｡比重,体積,

3主軸方向の寸法は,重量増加率Xが 7-26%の範

囲で,Xの増加とともに増大した｡結晶化度は,X

が25%までほとんど変化せず,Xが26.8%でわずか

に減少した｡繊維方 向の曲げヤング率,比ヤング

率,比強度は,Xとともにわずかに減少したが,強

度および破壊ひずみには,変化が認め られなかっ

た｡ -60℃ における誘電緩和強度は,Xとともに

直線的に減少した｡一方,メチロール基の配向に基

づく一般化された緩和時間は,Xが14%までわずか

に減少し,Xが14%以上で急激に増大した｡湿度62

%における誘電率および平衡含水率は,アセチル化

処理によって著しく減少した｡

則元 京 :針葉樹材の比ヤング率と材質,木材誌,

33,545(1987)

針葉樹材の比ヤング率と構造の関係を定量的に解

析し,比ヤング率が樹種等によって著しく異なる原

因を,構造因子と関連づけて論 じた｡また,木材の

強度的性質,音響的性質,曲げ加工適性の評価の指

標として,比ヤング率を取 り上げ,考察を加えた｡

大釜敏正,則元 京,小原二郎 :壁装の調湿効果,

木材工業,41,466(1986)

壁装における下地および仕上げ材の湿度調節性能

を評価 した｡内壁の一部に材料を内装したスティ-

ル製の容器の外周温度を変化させた時の容器内の温

･湿度を測定し,湿度変動幅を比較した｡仕上げ材

では,布,秩,オレフィン,ビニルの順で調湿能は

低下した｡また,調湿性能に優れた下地材は,調湿

性能を向上させる働きがあった｡

T.MoROOKA,M.NoRIMOTO andT.YAhADA:

CyanoethylatedCellulosePreparedbyHomo-

geneous Reaction in Paraformaldehyde-

DMSO System,J･Apt)liedPolym･Sci･,32,3575

(1986)

師岡淳郎,則元 京,山田 正 :パラフォルムアル

デヒド-DMSO溶剤中での均一反応によって調製 し

たシアノエチル化セルロース

PF/DMSO 系でのセルロースの均一反応によっ

て,種々の置換度のシアノエチル化セルp-ス系列

を調製 した｡生成物の熱変形特性はシアノエチル化

度の程度に応じて規則的に変化した｡高置換物につ

いて,この系列の物と,対応する従来物によるもの

とを比べると,熱特性,引張性等の物理的性質は極

端に異なった｡動力学測定および赤外吸収測定の結

果に基づいて正PF/DMSO 系で調製 したシアノエ

チル化セルロースは,シアノエチル基とグルコピラ

ノース環との間にオキシメチレンオリゴマ-を介す

る,新規のセルロース誘導体であることが,あきら

かになった｡また,このものを,熱圧締することに

よって無色,透明のフィルムが得られた｡

T.MoROOKA,M.NoRTMOTO,T.YAMADA and

N.SHIRAtSHI: Viscoelastic Properaties of

(celluloseolig0-0xymethyleneether)Acyla-

tesII,WoodRecuarCh,No.72,12(1986)

師岡淳郎,則元 京,山田 正,白石側夫 :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Ⅱ

COA 系列について,導入された側鎖の長さを,

オキシメチレン部分およびアシル基部分の長さを変

えることによって変化させ,その粘弾性を検討 し

た｡アセテート基程度に短いアシル鎖を持つ COA

について,オキシメチレン長の変化は,顕著な粘弾

性変化をもたらすが,デカノエート基程度に長いア

シル鎖をもつ CoA では,その変化は殆どみられ

なかった｡さらに,アシル鎖長がデカノエート基の

ように長い場合には,CoA とそれに対応するセル

p-スアシレートとの粘弾性的な差異も僅少となっ

た｡COA の β,γ過程は,それぞれ側鎖の ミクロ

ブラウン運動,オキシメチレン基の運動に帰属され

た ｡

T.MoROOKA,M.NoRTMOTO andT.YAMADA:

Dielectric Properties of (Cellulose OligO-

OxymethyleneEther)Acylates,WoodResearch,
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No.73,22(1986)

師岡淳郎,則元 京,山田 正 :セルロースオリゴ

オキシメチレンエーテルアシレー トの誘電特性

広い温度,周波数範囲に渡ってセルロースオリゴ

オキシメチレン--テルアシレートの誘電特性を測

定した｡力学 βおよびγ過程領域で,複素誘電率

と複素弾性率との間に密接な関係が見出され,この

ことから,誘電緩和データを用いて力学 β,γ過程

を論じ得ることが,明らかとな-'lた｡一定温度での

誘電測定で,アセテートのγ吸収は,顕著など-ク

を示すのに対して,β吸収はγ吸収の低周波数ショ

ルダーとして現われた｡7セテ-トのγ過程につい

ての規格化吸収曲線は -70-0℃ の範囲で重ね合

せ可能であり,マスタ-カーブを与えた｡しかし,

-80℃ 以下での吸収曲線は このマスターカーブか

らはずれ,かわって,ピノミレートについてのそれに

一致した｡さらに,アセテートのγ過程についての

緩和強度は, -80oC 仲近で急激に変化した｡ これ

らのことから,アセテ-トのγ過程についての分子

緩和機構は,この温度を境としてことなると考えら

れた｡同様の結果が,他の COA についても得ら

れた｡β過程に関して極めて大きい見掛けの活性化

ェントロピーが得られ,この過程は側鎖のミクロブ

ラウン運動によると考えられた｡

S. IsHIHARA: Reducing Flammability of

Structures,ProceedingsofS5.03-04 Session,

The18thIUFRO World Congress,p･69-76,

September9,1986,Ljubljana,Yugoslavia

石原茂久 :建築物の燃焼抑止

建築物と部材の燃焼を抑LLするために,火災の進

展について概説した｡また,日本における燃焼抑止

のための建築規制や最近の防耐火処理に関する研究

についても解説した｡

N.KofIAYASHIand S.IsHIHARA:A Weather

ResistantA-in°-Phosphonate-Based,Wood

Fire-Retardant,ProceedingsofS5･03-04Ses-

sion)Tile18thIUFROWorldCongress,p･31-

40,September,9,1986,Ljubljana,Yugoslavia

小林暢生,石原茂久 :リン酸アミノ系耐候性防火薬

刺

予備実験を通じて,耐候性防火薬剤の合成に最も

適当な2種類の組成物の組み合せが判明した｡すな

わち,3-(dialkylphosphono)Propionamido と

水溶性アミノ樹脂である｡

合成可能な組み合せは 100,000を越えるので,特

殊な一日スクリーニング試験を考案し,選択を行っ

た｡この試験は,常温で硬化したフィルムを水中に

浸漬し,次に紫外線に爆雷した後,残存重量とリン

残存率を測定するものである｡この試験は防火薬剤

を塗布した木材の1,000時間促進劣化処理に対応し,

3-5年の屋外爆露試験に相当する｡

これによって,薬剤合成の最適条件,すなわち,

主組成物の種類,その混合比,酸性触媒 の種塀 と

塞,pH の範囲,添加物の適性等が明 らかになっ

た｡更に,この試験によって,スクリーニング試験

を行ったフィルムのリン残存率と木材に塗布された

防火薬剤の屋外耐候性との関連が明確にされた｡

川井秀一,須田久美,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 2報)パーティ

クルの含水率および接着剤添加率の影響,木材学会

誌,32,876-882(1986)

イソシアネート系接着剤を用いた低比重パーティ

クルボードの製造において,パーティクルの含水率

ならびに接着剤の添加率がボードの材質に及ぼす影

響を検討した｡気乾比重0.40の Shoreaspp.よりス

トランドタイプのパーティクルを調整し,含水率0

-24%の範囲の7水準に調湿した後,これを用いて

気乾比重0.40のボードを製造し,その材質の含水率

依存性を検討した｡また,接着剤添加率の影響を調

べるために,添加率3- 15%の範囲で4水準を選

び,気乾比重0.30および0.40のボードを製造した｡

さらに,形状を一定に整えたモデルパーティクルを

用いたボードを製造し,接着剤添加率とパーティク

ルの形状 ･調製法との関連を検討した｡得られた結

果は以下のとおりである｡ 1)パーティクルの含水

率適用範囲は広く,8-23%の含水率範囲で比較的

安定した材質が得られた｡とくに,含水率12-20%

に最適範国が認められた｡ 2)接着剤の添加率の増

加はボードの材質を向上させた｡しかし,力学的性
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質に関しては,この関係にパーティクルそのものの

晶質や形状が関与していることが認められたのに対

し,厚さ膨張率は本実験条件のもとでは添加率に支

配され,パーティクルの形状や品質に依らないこと

が明らかになった｡

吉田弥寿郎,川井秀一,今村祐嗣,西本孝一,佐藤

隆史,中路 誠 :アセチル化処理低比重パーティク

ルボー ドの製造 (第 1報)ポ- ドの力学的性質およ

び寸法安定性について,木材学会誌,32,965-971

(1986)

気乾比重0.51のセラヤ (Shoreaspp.)の ドラムフ

レークにアセチル化処理 (重量増加率 16%)を施

し,ポリメリックタイプのウレタン系接着剤を用い

て気乾比重0.4および0.5の低比重パーティクルボー

ドを製造した｡これらボードの材質,特にその耐水

性能を中心に検討し,以下の結果を得た｡ 1)アセ

チル化パーティクルボードの常態曲げ性能は,無処

理と比較して若干低下するが,平面剥離抵抗力は同

一気乾比重においては差が認められなかった｡処理

工程において副次的に生 じたパーティクルの割れに

よる小形化といういわば物理的な形態的変化や圧縮

率の低下が強度性能に影響を及ぼしたものと考えら

れる｡ 2)アセチル化パーティクルボードは吸水時

において特徴的な性能を示 し,湿潤曲げ強度におい

てその残存率が86%と従来のボードでは得られない

高い値を示した｡ 3)吸水時の寸法安定性は極めて

高 く,長期水中浸演に対してもこれを維持した｡ま

た,24時間の吸水一乾燥後の残存厚さ膨張もほとん

ど認められず,素材に近い性能を示 した｡

本報で示したアセチル化パーティクルボードの極

めて先れた耐水性能は,パーティクルの形態的変化

および接着剤の良好な耐水性に加え,処理による木

質の化学的組成の変化が大きく寄与しているものと

推定される｡

B.SUBrYANTO,S.KAWAT,H.SASAKIand S.

TAKINO:Properties of Particleboard from

Lesser-usedSpeciesI.Abiziafz?lcataBacker

パンパン･スビヤソト,川井秀一,佐々木光,瀧野

虞二郎 :未利用樹種を用いたパーティクルボー ドの

製造 (第 1報),Albiz7'a-(alcalaBacker,WoodRe-

searcl7..No.73,50-57(1986)

未利用早生樹であるファルカ-タ材を用い,比重

0.4-0.65のフレークボードを製造した｡用いた結

合材は,ユリア樹脂,フェノール ･メラミン共縮合

樹脂およびイソシアネート樹脂であ り,それぞれの

ボードの力学的性質と寸法安定性を検討した｡

低比重樹種から長いフレークを調製 したため,低

比重ボードで高い曲げ性能が得られた｡反面,接着

性が悪いためにはく離強度が低 く,また厚さ方向の

膨潤性も大きい｡構造用途に用いるには,このよう

な接着結合力と寸法安定性の改善が必要である｡

須田久美,川井秀一,佐々木光 :低比重パーティク

ルボー ドの製造技術 (第 3報),ボー ドの材質 に及

ぼすパーティクルの形状効果,木材学会誌,33,37

6-384(1987)

寸法形状の分散が極めて小さい24種類のパ-ティ

クルを用い,その形状及び分布が低比重パーティク

ルボード (気乾比重0,40)の材質に及ぼす影響を検

討 した｡得られた結果は以下のとお りであ る｡ 1)

曲げ性能はパーティクルの長さ, 人の増加に伴い,

また厚さ,∂および幅, Wの減少を伴い向上し,曲

げ強度は極端な場合を除けば破壊力学的な形状因子

(7rl/2∂W)0･5に対して直線関係をもっ こと, さらに

この形状因子とパーティクルマットの見掛け比重と

の間には高い負の直線相関が存在す る ことが明 ら

かとなった｡一方,はく離強度は ∂の増加に伴い,

また スおよびWの減少に伴って 向上 し,形状因子

∂(lw)-015に対し直線関係を もつことが 明らかとな

った｡2)厚さ方向の寸法安定性 は∂および スの減

少に伴って向上するが,両内方向のそれは ∂の減少

に伴い,また反対にAの増加に伴って向上した｡3)

パーティクルの長さにモデル的な分布が存在する場

合のボードの材質-の影響を検討 した結果,パーテ

ィクルの長さの数平均値が等 しければ材質に有意差

がほとんど認められないことが明らかとなった｡

川井秀一,須田久美,佐 々木光 :低比重パーティク

ルボー ドの製造技術 (第 4報)原料比重および圧縮

比の影響,木材学会誌,33,385-392(1987)
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原料パ-テ イクルの比重ならびに圧縮比がボード

の低比重化に及ぼす影響を検討した｡気乾比重0.21

-0.70の3種輝の樹種を用いて,長さ (A)30,幅

(a)7,厚さ (∂)0.5mm に正確に規制 された パ

ーティクルを調製し,各種比重 (0.l～0.9)のボ-

ドを製造して材質との関連を検討した｡また,前報

および本報の結果より,線形重回帰分析法によって

材質に及ぼす各種因子の寄与を推定した｡得られた

結果は以下のとおりである｡

曲げ強度 (MOR)および曲げヤング率 (MOE)

は圧縮比に対して直線関係を示し,MOR の回帰式

では原料素材の曲げ強度の比に一致した傾きをそれ

ぞれ示した｡MOR,MOE およびはく離強度 (IB)

において,圧縮比の下限値はいずれも0.5であり,

本実験条仙下で用いたイソシアネート系接着剤の低

比重化に対する下限値を示すものと推定された｡31

日浸せき後の吸水厚さ膨張率 (r∫)は圧縮比 と高

い一次相関を示し,原料樹種には依存しない｡

MOR および MOE はボ ードの気乾比重 (p)と

マットの見掛け比重 (βか)の2つを説明変数にす

ることによって十分予測が可能である (R2≒0.90)｡

BDは (7C1/2∂W)0･5/p,(pr:原料比重)と高い負の相

関が認めれら,これが原料比重,形態を表現する簡

便なパラメ-タとなり得ることが判明した｡IB は

p2 および p,を説明変数とすることに よって高い

精度で予測が可能 (R2-0.93)であり,またTSは

接着剤添加率,圧縮比,∂および.Aを説明変数とす

ることによってある程度まで説明することができる

(R2-0.70).

川井秀一,中路 誠,中原滋也,佐々木元 :種々の

合板工場廃材を用いた低比重パーティクルボー ドの

材質,木材工業,42,313-317(1987)

合板工場から排出される各種の廃材を用いた低比

重パ-ティクルボードの材質を比較検討し,以下の

結論を得た｡

原木端材,剥き芯を原料とするボードは力学的性

鰭,寸法安定性共に最も優れた性質を示した｡これ

らのボードは,比重 0.4の場合,曲げ強度 150kg/

cm2,はく離強度 5.5kg/cm2,吸水厚さ膨張率8%

であり,JISタイプ 150以上の性質を示す｡

これに対して,単板端材を原料とするボードの場

合には,上述の二原料に比べてはく離強度が低く,

また吸水厚さ膨張率も高い｡一方,合板端材の場合

には,寸法安定性に優れる反面,曲げ性能の低下が

顕著である｡しかし,これ ら原料のボード (比重

0.4)についても,曲げ強度 100kg/cm2以上 はく

離強度 3kg/cm2 以上,吸水厚さ膨張率12%以下の

性質を示し,JISタイプ100に十分適合することが

明らかとなった｡

鈴木直之,佐々木光 :接着層に切欠きをもつ木材は

りの破壊,木材学会誌,33(4)291-297(1987)

切欠き (ベベル)の角度を種々に変化させた切欠

きはり試験体の中央集中荷重曲げ試験をお こなっ

た｡試験体は2枚の木材片を切欠き線上でレゾルシ

ノール樹脂により接着したものである｡有限要素法

により切欠き点の応力分布を求めて破壊条件を論じ

た｡さらに,フレキシビリティの高いエポキシ樹脂

により切欠き点を補強してはりの強度の改善を試み

た｡得られた結果を要約すると以下の通 りであっ

た ｡

1.切欠き角度が90度の場合,開口型変位による

破壊 (モ-ド1)がかなり支配的であるが,切欠き

角度の増加にともなって,開口型変位がはりの破壊

に寄与する割合は減少する｡

2.破壊条件式

β.(監 )2+β2(藍)2-1

により求められた破壊荷重の予測値は,実験によく

一致する｡

3.切欠き点に鋸目を入れてフレキシブルな接着

剤を充てんすると,はりの強度は効果的に改善され

る｡

鈴木直之,佐々木光 :中央クラック曲げ試験体にお

ける面内せん断破壊じん性の有限要素法による算定

(第 1報),試験体の応力分布とJ積分法 による破

壊じん性の算出,木材学会議,33(3),182-187

(1987)

曲げ破壊抑制のために軟鋼板で補強された面内せ

ん断破壊じん性値測定用試験体について,有限要素

法を用いて応力分布を調べた｡さらに,J積分法に

より面内せん断破壊じん性億 Gztcの算出を試みた｡

- 276-



抄 録

得られた結果を要約すると以下の通 りであった｡

1.クラック先端近傍に作用す る引裂き応力 qy

は小さく,かな り純粋な面内せん断応力状態にあっ

た｡

2.クラック長が短い時, クラック先端における

せん断応力集中は小さいので, クラック先端からの

破壊は起こりにくい｡

3.クラック長 12cm の とき,J積分法により

算出された GJICは,ね じりにより求められた値に

近 く,接着強さの評価基準として適していた｡

鈴木直之,佐 々木元 :中央クラック曲げ試験体にお

ける面内せん断破壊 じん性の有限要素法による算定

(第 2報),応力法および変位法による破壊 じん性の

算出,木材学会誌,33(3)188-192(1987)

応力法および変位法により面内せん断破壊 じん性

を算出し,前報のJ積分法により求められた値 との

比較検討をおこなった｡得られた結果を要約すると

以下の通 りであった｡

1.応力法および変位法により得られた破壊 じん

性はJ積分法により求められた値とよく一致 した｡

2.クラック長が 8cm 以下の試験体では,応力

拡大係数およびひずみエネルギ解放率は,臨界値に

達 していなかった｡

3.曲げ試験により得られる破壊 じん性値は, ク

ラック長の増加とともに増えていき,そのままでは

強度特性値 として用いることができないので,塑性

に対する補正をおこなう必要があった｡

4.破壊 じん性値 測定 に は, クラック長 12cm

の試験体が適していた｡

秦 正徳,佐々木光 :釘打ちパネルのせん断変形と

釘点の力伝達挙動の解析 (第 1報),木材学会誌,

33(1),12-18(1987)

水平せん断荷重下の合板釘打ち壁パネルの力学的

挙動の新しい解析方法を開発 した｡この方法は次の

2過程 :

(1) 半剛接合をもつ骨組構造としての枠組の解析

(2) 釘点の力学的挙動を 1隅部にもつ特殊な 3角

形要素 (クズミ要素)と通常の3角形要素の複

合によってモデル化された面材の平面構造解析

からなっている｡解析はまず,所要の水平変位を枠

組上端に与え,(1)により釘点の変位を算出し,これ

を(2)における釘点の拘束変位 として用い,釘点反力

を算出する｡次いで,この反力を枠組の釘点に付加

拘束力としてフィードバ ックし,(1)を実行 し,釘点

変位を修正する｡この繰返 し計算を特別なテクニッ

クで収れんするまで行なった｡その際,各サイクル

毎にグズミ要素の釘の力学的挙動を表わす 2軸スプ

リングのバネ定数 を非線形式 p-at1-exp(-d/

b))を用いて逐次改訂 した｡ここに Pはせん断力,

dはせん断変位,aと bは実験定数で,N50では

それぞれ 105kgrと 0.255mm である｡計算結果

は実験結果とよく一致 した｡

高橋旨象 :木材腐朽の生物学 1, 同2, しろあ り,

No.64,15,No.65,21(1986)

木材腐朽菌の生育空間と栄養源としての木材の構

造と化学的組成,微生物の中の木材腐朽菌の位置づ

け,木材腐朽菌の生理 ･生態的特徴,腐朽による木

材の諸性質の変化を解説 した｡

高橋旨象 :インドネシアの木材保存 事情,木材保

存,13,30(1987)

インドネシアの主要商用材の材質,同国における

木材防腐防蟻処理の動向を説明した｡同国ではまだ

広葉樹素材の利用が主体であ り,苛酷な気候条件も

あって,針葉樹材利用主体の温帯先進国の技法をそ

のまま適用することは困難であることを強調 した｡

今村祐嗣,西本孝一,元木英生 :イソシアネー ト樹

脂接着フレークボー ドの耐蟻性,木材誌,32,842

(1986)

イソシアネート樹脂 (MDI)接着によるフレーク

ボ- ドの耐 蟻性 を, メラミン･ユ リア共縮合樹脂

(MUF)およびフェノール樹脂 (PF)接着によるボ

ー ドと比較して検討 した｡耐蟻性の検討は実験室的

手法により,ヤマ トシロアリならびにイェシPアリ

による強制摂食試験と選択摂食試験にもとづいて行

った｡

強制摂食試験におけるシロアリ死虫率は,ヤマ ト

シロアリの場合 MUFおよび高含脂率の PF ボー
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ドで大きいが,MDIボ-ドでは小 さかった｡一

刀,イェシロアリではいずれの供試ボードにおいて

も低い死虫率を示した｡3種の接着剤を用いたボー

ドの中車は MDIボードの食害が激しく,ついで

PF,MUFボードの順であった｡供試ボードでは含

脂率の増加につれて食害率は減少し, とくに MDI

ボ-ドでは,高比重,高含脂率の条件下で食害は大

きく低下した｡

今村祐嗣,西本孝一 :シージシダ ･インシュレーシ

ョンボー ドの生物劣化と保存処理,防菌 防徴誌,

14,489(1986)

木質ボードの一つであるシージング･インシュレ

ーションボードは,生物劣化とくにシロアリによる

食害をうけやすいことが明らかになったので,いく

つかの処理方法を試みその効果を検討した｡

原料パルプのスラ1)-中-ホキシムを添加したと

ころ,対絶乾パルプ当り0.01%の処理量で高い耐蟻

性を付与することができた｡しかし,工場ラインで

は乾燥工程の熱による影響をうけ予期した効果は上

げられなかった｡一方,製板後の塗布処理では0.75

%のクロルピリホスの塗布 (100g/m2) により十分

な防蟻性能を与えることができた｡

Y.Ⅰ,MAMURA,良.NISHIMOTO,Y.YosHIDA,S.

KAtVAI,T.SATO and M.NAKAJI:Production

TecllnOlogyforAcetylatedLow-DensityPar-

ticleboard (ⅠⅠ),DecayandTermiteResist-

ance,WoodRes･,.No73,35(1986)

今村祐嗣,西本孝一,吉田弥寿郎,川井秀一,佐藤

隆史,中路 誠 :アセチル化低比重パーテックルボ

ー ドの製造 (第 2報)ボー ドの耐朽 ･耐犠牲につい

て

セラヤのドラムフレークにアセチル化処理 (重量

増加率16%)を施し,ポリメリックタイプのウレタ

ン系接着剤を用いて,気乾比重 0.4および 0.5の

低比重パーティクルボードを製造した｡ボードの材

質を論じた第 1報に引き続き,その耐朽性ならびに

耐蟻性を検討した｡

無処理ボードの耐朽性は低いが,フレークをアセ

チル化処理することにより,処理ボードの腐朽劣化

による重量減少率は 1%以下ときわめて小さく,か

つ厚さ膨張も大きく低下した｡また腐朽菌の作用に

よる曲げ性能の低下-の影響も小さかった｡処理パ

-ティクルボードは,イ-シロアリによりわずかに

食害されたが,その程度は無処理ボ-ドに比較する

とかなり小さかった ｡さらに,ヤマトシロアリによ

っては全く食害されなかった｡

今村祐嗣,西本孝一 :,アセチル化チップ混合パー

ティクルボー ドの腐朽下での曲げ性能,木材誌,

33,25(1987)

アセチル化処理チップと無処理チップとを5段階

の割合で混合し,3種額の接着剤を用いてパーティ

クルボードを製造した｡常態曲げ強度は処理チップ

の混合によって低下するが,低下傾向は接着剤のタ

イプにより相違し,イソシアネート系接着剤 (Is)

を用いたボードは,他の接着剤 〔フェノール･メラ

ミン共縮合樹脂 (PMF),ユリア･メラミン共縮合

樹脂 (UMF)〕のものに比べ高い強度を保持した｡

クリープ試験により腐朽下での曲げ性能を検討した

ところ,無処理 のパーティクルボードでは,Isボ

ードが褐色腐朽菌オオウズラタケの作用下で一番早

く破壊し,UMF,PMF ボードがそれについだ｡

UMFボードでは処理チップの混合によって腐朽に

よる曲げたわみの変化挙動に効果は認め られない

が,PMFおよび Isボードでは,混合割合が増加

するにしたがい,たわみ増加の傾向は緩やかにな

り,かつ破壊まで長い期間を要した｡処理チップの

みで構成したボ-ドは,4ケ月経過してもたわみは

小さく,重量減少もほとんど認められなかった｡

今村祐嗣 :パーティクルボー ドの生物劣化,木材工

莱,42,306(1987)

パーティクルボードの腐朽に及ぼす原料小片の樹

種と形状,使用接着剤の種操 と含脂率,ボード構

成,比重などの影響,さらにシロアリを含む生物劣

化現象を解説した｡とくに,生物劣化をボードの強

度低下の程度から判定する新しい評価法を提案して

いる｡

K.TsUMODA,H.DoKIandK.NTSHTMOTO:Effect

-278-



抄 録

ofDevelopmental Stages ofWorkers and

Ng-phsofReticulitermeSSPeratAES(Kolbe)

(Isoptera:Rhinotermitidae)On Caste Dif-

ferentiation Induced by JHA Treatment,

Mat-'alundOTganismen,21(I),47(1986)

角田邦夫,土岐宏俊,西本孝一 :幼若ホルモン類似

物質の作用下で生じる階級分化へのヤマ トシロアリ

職蟻およびニンフの成長段階の影響

幼若 ホルモ ン類似物質 〔ethyl(2-(p-phenoxy

pllenOXy)ethyl)carbamate〕で処理したろ紙を与

えた時に生じる階級分化に対するヤマトシロアリの

職蟻とニンフの成長段階の影響を研究した｡飼育は

260±loC の暗所で3週間行った｡

職蟻の場合,幼若ホルモン輝似物質の作用で,各

齢から前兵蟻が発生し,5齢で最高の発生数を記録

した｡幼若ホルモン塀似物質の影響によるシロアリ

死亡個体数の増加傾向は認められなかった｡

ニンフでも,各齢から幼若ホルモン類似物質の影

響から前兵蟻が生じ 特に,最終齢でより多くの前

兵蟻が発生した｡

この研究で示されたように,各齢の職蟻およびニ

ンフから前兵蟻が幼若ホルモン輝似物質の作用で生

じることは,幼若ホルモン類似物質によるシロアリ

防除の可能性を示唆することになろう｡

K.TsUNODA and K.NISHIMOTO:Fu.ngicidal

EffectivenessofAmended Alkylammonium

Co-poundThelnt･Res.GrouponWoodPreseru,

DowmenFNo.･.IRG/WP/3421(1987)

角田邦夫,西本孝一 :改良アルキルアンモニウム化

合物の防腐性能

これまでに実施した種々のアルキルアンモニウム

化合物の防腐性能試験で良続が得られたジデシルジ

メチルアンモニウムクロリドの防腐効力の改善を試

行した｡

銅を添加することによって,防腐性能は明らかに

上昇したが,金属の酸化防止の点では,十分でなか

った｡銅のほかに,安定剤,酸化防止剤,イオン封

鎖剤を添加したところ,防腐効力はもちろんのこ

と,処理薬液の性状も改善された｡ジデシルジメチ

ルアンモニウムグロリド1に対し,硫酸銅,適正な

イオン封鋲剤,安定剤,酸化防止剤を各々,0.5,

0/う, 1,0.25加えると, とりわけ防腐性能が増大

し,ジデシルジメチルアンモニウムグロリドとして

の注入量 1.1kg/m3 (ただし,ジデシルジメチルア

ンモニウムグロ.)ド単独では 2.2-4.Ski/m3)で,

JISA9302の防腐試験で満足できる結果が得 られ

た｡

角田邦夫,南川精一,西本孝一 :海面貯木場におけ

るフナクイムシの食害と防除 (6)-フナウイムシ

幼生に対する各種薬剤の効果-,木材工業,42,I19

(1987)

フナタイムシ食害に対する予防的手段として,莱

剤処理の可能性を追東するため,約 300種の化合物

のフナクイムシ幼生に対する室内毒性試験を行っ

た｡

静水に化合物を添加した場合,有機スズ化合物の

ほかに,ジラムやチラムなどが低濃度で効果を示し

た｡実用面を考慮して,チラムがもっとも可能性が

あるものと判断され,これを流水テス トに供したと

ころ,0.05ppm の濃度で, フナクイムシ幼生の木

材-の付着 ･穿孔を完全に阻止できることが判明し

た｡チラムの分解性などを検討した結果,実用可能

と結論された｡

K.TsUNODAandK.NISHIMOTO:Effectiveness

ofAlkylammoniu- CompoundsasAbove-

Ground Wood Preservatives,MokuzaiGak-

kaish2',33.589(1987)

角田邦夫,西本孝一 :非接地木材用保存剤としての

アルキルアンモニウム化合物の効力

三種の市販アルキルアンモニウム化合物製剤品に

ついて,非接地条件下で使用される木材の生物劣化

防止効果を検討した｡使用環境を想定して,貧栄養

下での腐朽試験のために新しく考案したフィーダー

ボ-ド法とニュ-ジ-ランド林業研究所法で防腐効

力を比較するとともに,木材食害昆虫に対する効果

についても室内試験を実施した｡

供試した製剤品の中では,褐色腐朽菌に対 して

は,ジデシルジメチルアンモニウムグロライドの防

腐効果が高く,注入量 2.5kg/m3 で耐侯操作後に
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も十分な防腐性能が得られた｡しかし,′白色腐朽菌

に対してほ効果が低く,鍋- グロムーヒ素混合物

(CCA)より性能は劣った｡

シロアリに対してほ注入量 2.2kg/m3 で食害を

抑制する効果が認められ,注入量4.3kg/m2では,

試験終了時のシロア1)死亡率は約33%とさほど高く

はなかったが,食害による重量減少率はなかった｡

木材防腐防虫実験施設 :しろあり/その生物学 (14,

15)摂食の相互関係およびその研究へのラジオアイ

ソ トープ法の応用,環境管理技術,4, 249,303

(1986)

ttBiologyofTermites''(Vol･l)の第12章ttFeed-

ing RelatiollShips and Redioisotope Tech-

nigues"(byE.A.McMaham)の抄訳｡

第23号 (1987)

シロアリの食物交換の様式とシロアリの摂食活動

の解明のためのラジオ7イソトープの応用について

概説した｡

木材防腐防虫実験施設 :､しろあり/その生物学 (16,

17)シロアリと水分との関係,環境管理技術,4,

364(1986);5,178(1987)

ttBiologyofTermites"(Vol1)の第14章 ttwater

RelationsinTermites" (byM.S.Coliins)の

抄訳｡

シロアリの生存に対す る水分の重要性,水分変

化,特に,乾燥に対するシロアリの抵抗性とそのメ

カニズム,また,乾燥時のシロアリの挙動について

解説した｡
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