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抄 録 (ABSTRACT)

島地 謙.林 昭三 :出土木炭の樹種識別,都市計

画街路,七美 ･太閤山 ･高岡線内遺跡群発掘調査概

要 (2),34(1984)

富山県南太閤山 11遺跡C地区 4 号 炭焼窯 (8世紀

前半 ) か ら出土 した木炭について樹種の識別を し

た｡計20個の試料の うち, ケンポナシ18点,カエテ

類 2点の 2樹種のみが認め られた｡前報でも窯に よ

って特定の樹種が多く認め られる傾向があ り,その

樹種 も窯に よって異なっていることか ら考えれば

窯の附近に生育していた樹木を製炭 したものと考え

られる｡

島地 謙,林 昭三 :出土木材の樹種,摂津高槻城

本丸跡発掘調査報菖乱 第1珊汁, 102(1984)

高槻奴(平安時代)の遺跡が1975年- 6年に発掘

調査がおこなわれた｡本丸跡南西部の石垣の下か ら

基鍵を安定させるための構築物 として97点,その他

建築材 7点,杭 Ⅰ4点,木製品17点,計135点につい

て樹種を鑑定 した｡その結果,針葉樹62点 4樹種,

広葉樹73点16樹種が確認された｡針葉樹では二葉松

(アカマツか クロマツかほ判定できない)が58点 と

大部分を占め, 広葉樹ではスダジイ10点, クヌギ13

点,-イノキ上6点などが多い樹種である｡ネムノキ

7点, カシ輝 4点が認められたが,前者は軸受 とし

て,後者は掛矢,柄,留木 として木製品にのみ確認

された樹種である｡建築物は 7点 とも築地塀ですべ

て二葉松であった｡なお建築物の下には一面に松葉

が敷 きつめられていたが,鑑定の結果は クロマツで

あった｡

伊東隆夫,林 昭三‥島地 謙 :鬼虎川遺跡か ら出

土 した建築用材の樹種, 鬼鹿川遺跡第 7次発掘調査

報告 3-遺構編-T 財団法人東大阪市二文化財協会,

うう(1984)

大 阪 府東大阪市に位置する弥生時代の中期か ら後

期にかけて栄えた鬼虎川遺跡は木製遺物の出土巌が

きわめて多いことで知 られる.同遺跡か らIJH二した

木製遺物の うち. とりあえず建築用材に限って使用

槻種を調べた｡内訳は柱材96点,杭湖61点,廃材82

忠,木造24点,杜 または杭材 (柱か杭か区別がつか

ないもの)40点の計303点であった｡

針葉樹ではモ ミが圧倒的に多 く,針葉樹全体の66

%を占めていた｡モ ミ以外にカヤ, ヒノキ,二葉マ

γ,イヌガヤがみ られた｡一方広葉樹ではシイ ノキ,

カシ類, クヌギ, コナラのブナ科の樹種が 目立ちこ

れ らは広葉樹全体の55%を占めた｡ ブナ科の樹種以

外では クスノキ科のクスノキやタブノキ, ツバキ科

のサカキ, ニレ科のエノキ,ケヤキの出土例が多か

った｡特に今回の調査でキ リが 4点仕口二したがキ リ

の原産地に関連 して興味深い問題を提起 した｡

T.lTOHandR.M.BROWN,Jr.:TheAsse-bly

ofCelluloseMicrofibrilsinValoniamacro-

phgsaKoTZ.Planta,160,372(1984)

伊東隆夫,マルカム ･ブラウン :タマゴバ ロニアに

おけるセルロースミクロフィブ リルの組み立て

クマゴバ ロニアの親細胞か らプロトプラス トを

調製 し,細胞壁の再生過程におけるセルロース ミク

ロフィブリルの形成のされ方をフリーズフラクチャ

ー法に よって観察 した｡ 3列で各列30-40個の類粒

からなる線状セル ロース合成頼粒体 (TC)が原形

質膜の EF面のみな らず PF面 に もみ られ た｡

TC の平均長は 350nm で-一一･次 壁合成期の単位面

積当 りの TC の数は 1/fm 2 当 り1個であった｡

Oocystisにみ られ た対 になった TC もグラニュ

ールバ ンドも観察されなかった｡一次壁か ら二次壁

形成の過程における TC の構造 と分布の変化が記

載され,さらにバロニ7におけるセル ロース ミクロ

フィブ リルの組み立てが他の真核細胞系での過程 と

関連 して論 じてある｡

ll.1TOH and K.SHlMAJl: Identification of

WoodenPillars Excavated fro… theRelics

orAncientPalacesand LocalGovernment

Buildings,I/川′A /Zt///･ ′い ..5,160(1984)

伊亜隆夫,島地 謙 :古代宮殿および地方官街跡か

ら出土 した建築用材の樹種識別

藤原宮跡,平城宮跡,太宰府史跡および御子ケ谷
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抄

遺跡から出土した桂根等の木材試料の樹種を同定し

た｡ヒノキほ平城宮跡で150個の試料中60%に御子

ケ谷遺跡で85点の試料中75%に使用された｡これは

｢ヒノキは宮殿に使え｣とする日本書記の記戦を裏

づけるものである｡コウヤマキが平城宮跡で150Jti-I-.

･中36%に,藤原宮跡で14個中57%に,太宰府史跡で

6点の試料全てにみられ,ヒノキに次いで当時の有

用な柱材であったことが明らかになった｡またコウ

ヤマキの出土例のみられなかった御子ケ谷遺跡では

コウヤマキに代ってイヌマキがヒノキに次いで多用

されていたが,同地方にはイヌマキの天然分布がみ

られることと考え合わせて興味深かった ｡

H.KuRODAand 氏.SIMAJI:Dist工･ibution of

Coloring Substances in Sugi Heartwood,

Holzfor∫ch.,37,225(1983)

黒田宏之,島地 謙 :スギ心材着色物質の分布

スギ心材の各構成細胞を顕徴分光的に分析し,散

乱反射減光度で表わした スギ心材の色調と比較し

た｡

仮道管壁 :可視域吸光度は0.1以下と小さいため,

特性曲線は明らかでなかった｡放射柔細胞の内容物

:吸収は青から赤へと漸減し,ピーク等ほ認められ

なかった｡軸方向柔細胞の 内容物 :460-490mm

にショルダーをもっており,赤色光を選択的に透過

した｡スギ心材の色調は放射柔細胞より軸方向柔細

胞の内容物のスペクトルにより近かった｡したがっ

て両柔細胞は互いに異なる主成分を生成し,心材色

発現に異なる寄与の仕方 をしていると結諭された

(軸方向柔細胞は赤味,放射柔細胞は明度 or暗さ

に寄与)0

H.KURODAandK.SHIMAJl:AnalysesofFiber

LengthbyaMicrocomputer,IAWA Bull.Tl.i.,

5,161(1984)

黒田宏之,島地 謙 :マイクロコンピューターを用

いた繊維長の解析

繊維長を迅速かつ容易に計測できる安価なシステ

ムを作製した :スライドプロジェクターによってデ

ィジタイザー上に繊維像を拡大投影 (17倍)し,級

維長を8ビットコンピューターを介してディスケッ

トとプリンターに同時記録できる｡記録されたデー

タは演算処理後,繊維長の頻度分布図と共に計測試

録

料数,平均値,最大および最小値,分散,標準偏差

値等が表示できる｡このシステムを用いてすでにマ

イクロメーターによって計測したスギ仮遺管長を再

解析した結果,樹齢が進むにつれ,単に仮遺管長が

長くなる (やがて-･定値に近づく)だけでなく,分

散も大きくなることが認められた｡樹齢と共に大き

くなるこの分散の意味について考察を加えた｡

H.KURODAand氏.SHIMAJI:A Microcompu-

terSystem with anAnalogue/DigitalCon-

verterforCytophotometry,WoodResearch,707

32(1984.)

黒田宏之,島地 謙 :顕微分光のためのアナログ/

ディジタル変換器付マイコンシステム

腐徴鏡に取付けた光電子増倍管からの電圧信号を

自動計測するシステムをデザインした｡試料切片を

透過した光は電圧信号からディジタル信号へと変換

され8ビットマイコンで処理,吸光度として記憶さ

れる｡BASIC で書かれたプログラムの構成はアナ

ログ/ディジタル変換,ディスケットへのデータ記

録,データの浦算処理に大別される｡このシステム

は細胞周期の解析に適用できるよう,計測試料数,

吸光度の平均値,分散,標準偏差値等が吸光度の頻

度分布図と共に各細胞の種類毎に表示可能である｡

本文中には以上のプログラムを実際に掲載してある｡

K.KURODA and K.SHlMAJt:The Pinning

Method for Marking Xylem Growth in

HardwoodSpecies,Foret'.iScz'･,30,548(1984)

黒田慶子,島地 謙 :広葉樹の木部肥大生長追跡の

ための刺針法の検討

木部肥大生長の印づけのための刺針法は,針葉樹

についてはすでに確立されている｡この方法の,広

葉樹への適用の可否を検討するために,広葉樹の樹

幹に刺針し,傷害組織の形成過程を追跡した｡刺針

による空隙の周囲では,未成熟な一次壁段階の細胞

が異常に拡大,増殖し,その部位では空隙が閉鎖し

た｡木口断面では,刺針部中央に,潰れた細胞の壁

が方射方向に長い細い帯として認められた｡ これ

は,細胞分裂の盛んな形成層で切断され,その末端

は,木部の肥大と共に形成層から離れた｡この末端

が,刺針時の形成層始原細胞の位置に相当すること

が明らかとなった｡同時に,刺針時に二次壁肥厚開
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始匿後であった紬 泡の位置も,傷害組織から推定可

能となった｡

K.KURODAandK.SrIIMAJI:TraumaticResin

CanalFormation as aMarker of Xylem

Growth,Fore､†JSci.,29,653(1983)

黒田慶子,島地 謙 :木部肥大生長の印づけへの傷

害樹脂道の利用

ツガに刺針をおこない,傷害樹脂道の形成過程を

追跡 した｡ 傷害樹脂遺形成 の兆候 は, 数 日後に木

部母細胞帯内に認められた｡傷害樹脂道はこの位置

を中心 として拡大 した｡刺針部位に形成された傷害

組織との位置関係を調べたところ,密接な関係があ

り,刺針時の形成層始原細胞の位置は,傷害樹脂道

の形成層側のエビセリウム細胞の位掛 こ相当するこ

とが明らかとなった｡傷害樹脂道は,刺針による傷

害組織よりも認めやす く,木部肥大生長の印づけに

用いることができる｡

K.KURODAandK.SmMAJI:Computerisation

ofHardwoodIdentification,(AWA BLl/I.n･tl･

5,161(1984)

黒田慶子,島地 謙 :コンピューターによる広葉樹

識別システムの開発

広葉樹の識別は近年多 くの分野で求められている

浴,熟練者に と-_)ても労力のかかる仕事である｡そ

こで, コンビ:1-クーによる識別システムを開発

し,能率化を図った｡本システムは,パ ソコン端末

から京大大型計算機センターの Fujitsu,FACOM

OSⅣ/F4を用いる｡ プログラミング言語は PAS-

CAI.である｡ 広葉樹の組織学的特徴 を, IAWA

の標準 リス トに従 ってコ- ド化 し,予めデータフ･)･

イルに入れておく｡未知試料を同定する場合には,

利用者はコンピューターから出される指定に従 うだ

けで良い｡特徴のある性質のコー ドを 】つずつ入力

することによって,該当する樹種が絞られる｡その

樹種名はいつでも画面に表示可能である｡本システ

ムは,電話回線によって日本国内のどこからでも利

用可能である｡

T.KosHrLlIMA,F･YAKU,E･MUlくAKT,R,TANAkA

and J.AzLJMA: Wood Saccharification by

Enzy…eSystemswithoutprlOrDelignifica-

tion,J.AppliedPolyterScience･･/伽 IicdPol),,ne7.

SJ,mposium,37,671(1983)

越島哲夫,夜久富美子,村木永之介,田中龍太郎,

東 順一 :脱 リグニン前処理を行わない木材酵素糖

化

ボール ミル粉穐 ロール ミ′レ摩砕などの物矧的前

処理によって木材,とくに針葉樹材は脱 リグニンを

予め行うことなく,酵素糖化することができ,しか

も糖化率は85-90% におよぶ ことを見t]1した｡ ま

た,用いる酵素としてほ例えはセルロシソ AC や

セルラ-ゼオノズカ R110のような単独酵素より,

これらの 1:1の混合により著しい相乗効果の現われ

ることがわかった｡混合酵素としては Trichoderma

系と AspJrg'llus系のように起源の興るものがよく,

混合により初期反応速度が粉砕時間に比例 して増加

することも明らかにした｡

前川英一.越島哲夫 =亜塩素酸塩法による木材ホロ

セルロース定量法の評価,木材誌,29,7()2(1983)

本報告は木材ホロセ′レロース調製のための方法と

して亜塩素酸塩法を脱 リグニン過程と損失する糖質

成分量 との関係から評価 した｡亜塩素酸塩法の反応

溶媒に酢酸緩衝液を用いると脱 リグニンの促進 と処

理液中へ損失する糖質成分量の抑制に寄与するもの

と結諭された｡この結果,亜塩素酸塩法の反応溶媒

に酢酸緩衝液を用いる方法を木材ホロセルロース調

製の改良法として提出した｡

E.MAEKAWA and T.KosHUIMA: Effectof

acetate buffer in preparing chloriteholoI

cellulosefro- woody-aterials,TappiJoILr-

nal,66,79(1983)

前川共-,越島哲夫 :木質材料からの亜塩素酸塩法

によるホロセルロースの調製時 にお け る酢酸バッ

ファーの効果

木質系物質から亜塩素酸塩法を用いてホロセルロ

ースを調製する際の反応溶媒として,酢酸緩衝液を

用いる効果が検討され,亜塩素酸塩法の改良法とし

て提出された｡

一組 日英一･:セルロースの誘導体とその利用- 主と

してジアルデヒ ドセルロースからの誘導体を中心と

して- ,高分子加二仁,33,298(1984)

著者はセルロースの改質という観点から酸化反応

に選択性のある過 ヨウ素酸酸化を取 り上げ,その生
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抄 録

成物であるジアルデヒドセルロースを用いる誘導体

の調製とその利用を中心に著者の関心のある点をま

とめてみた｡近年,天然高分子,とりわけ再生産可

能なセルロースを見直そうとする動きの中で,セル

ロースの特異な反応性を追求し,梯能性を付与した

誘導体として利用 しょうとする研究に,特に関心が

移ってきていると思われる｡

機能を付与したセルロース誘導体の研究は,何も

今にはじまったことではなく,従来からもセルロー

スの反応性に注目した先駆的な研究もある｡ソ連の

Rogovin一派の研究は特にほやくから生物活性セ

ルロース,医用活性セルロースの開発を手がけて注

目された｡セルロースという高分子素材を機能性高

分子誘導体に転換するための分子設計は,セルロー

スの反応性の点から可能なデザインが考えられる｡

またいくつかの試みもなされている｡著者はこのよ

うな試みの一つとして,ジアルデヒドセルロースを

反応中間体とする応用の可能性をさらに発展させた

いと考えている｡

E.MAEKAWA and T.KosHIJTMA･.Properties

of2,31dicarboxycellulosemetallicsalts,Cell.

Chem.Technol.,18,31(1984)

前川英一,越島哲夫 :2,3-ジカルボキシセルロース

金属塩の特性

セルロースの過ヨウ素酸酸化によってえられるジ

アルデヒドセルロースから,Hofreiterらによって

報告された方法を改良して,2,3-ンカルボキシセル

ロースを好収量で調製した｡2,3-ジカルボキシセル

ロースは水溶液中で種々の金属イオンを取 り込んで,

沈殿物または固型物を生成した｡その金属はカルボ

ン酸の金属塩の形で結合したとみなされる理論量だ

け取 り込まれた｡ある種の金属イオンによって生成

した2,31ジカルボキシセルロース金属塩は粘桐なゲ

ル様の生成物を与えた｡その中の一つは放置すると

固化した｡そのような金属塩の性質について論 じた｡

J.AzUMA,良.NISHIMOTO and T.KosHIJIMA:

Studieson Digestive System ofTermites

II.PropertiesofCarbollYdrolasesof Ter-

-iteCoptoterme∫formo∫anusSHIRAK-,WoodRe∫.,

70,1(1984)

東 順一,西本孝一,越島哲夫 :シロアリの栄養生

理 Ⅱ.イエシロアリの糖分解酵素の性質

イェシロアリの糖の消化は,シロアリと共生原生

動物の協同作用 により行なわれる｡ セルラーゼと

β-グリコシターゼは主として原生動物が 担い,-･

方 α-グルコシダーゼ と α-マンノシダーゼ ほ シロ

アリが担っている｡セルラーゼはエキソグリコシダ

ーに比較して低分子量であることを利用して,両者

をゲル折過で分画することができた｡各種酵素活性

の温度, pH,金属イオン,界面活性剤を含む有機

試薬の依存性とともに,各種酵素の等電点を明らか

にした｡

J.AzUMAandT.KosHIJIMA:EnzymaticSac-

charificationofWoodyPlantsII･SynerglS-

ticEffectson EnzymaticSaccharification,

WoodRes.,70,17(1984)

東 順一,越島哲夫 :木質植物の酵素糖化 Ⅱ.酵

素糖化における相乗効果

四種類のリグノセルロース (アカマツ,ブナ,症

宗竹,およびイナワラ)をボール ミル,およびマイク

ロ波加熱前処理を行なった後,市販のセルラーゼと

シロアリのセルラーゼを単独あるいは併用して糖化

した｡シロアリのセルラーゼは糖化能が低いにもか

わらず,他のセルラーゼを併用することによって著

しく糖化率が向上することがわかった｡このような

相乗効果は加溶媒脱 リグニン化処理したアカニゾマ

ツおよび ミズナラのパルプを酵素糖化する場合にお

いても認められ,広 くリグノセルロースの糖化に利

用され うることが示された｡

J.AzUMA,F.TANAKAand T.KosHIJIMA:Mi-

crowaveIrradiationofLignocellulosicMa-

terials I.EnzymaticSusceptibility ofMi-

crowave-Irradiated Woody Plants,MokuZai

Gakkaishi,30,501(1984)

東 順一,田中文男,越島哲夫 :リグノセルロース

のマイクロ波照射(第1報)マイクロ波照射された木

質植物の酵素反応性

木質植物を含水下マイクロ波加熱する新しい方法

を試衣,その酵素糖化前処理としての有効性を明ら

かにした｡アカマツ,ブナおよび孟宗竹をマイクロ

波照射したところ,温度の上昇に伴ない,pH が低

下し還元糖の生成が認められた｡さらに,照射後酵
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素糖化を行なったところ,180oC以rl二の温度で糖化

率が上昇し始め,還元糖の生成量は 223-229oCで

最和 こ達し, 多糖成分の65.6-93.0% が 糖化され

た (〕 てィ,//ロ波照射により七/i,ロー-スの結晶化度に

変化が認められなか-I,たことから. 酵素との接触面

精の増大が木質柄物の七′レーコ---スに対する酵素の反

応性を決定する重要国子であると推論された｡

東 順一:マイクロ波を用いる木材糖化-バイオマ

スの有効利用--,化学と生物,22,147(1984)

リグノセル p-ス を穏か に分解 し. その後 の酵

莱,酸処理による糖化率も向上するてイク｡波加熱

について解説 した｡

ド.TANAKA and T.KosH叩MA:Orierltation

distributions of cellulose crystallites in

PinusdensIRorawood,Il/oodSci.Tech,nol.,18,

177(1984)

L掴 J文男,越島哲夫 ‥アカマツ材中のセルロース微

結晶の配向分布

アカてツのれ ドジット財,正常材,圧縮アテ抑 中

のセルp--ス微結晶の (10日,(IOll),(002)およ

び (040)面の極点図を描き, それらの結晶面に対

する配向関数の値を正三角形座標上にプロットする

とともに,配向分布関数から配向係数の値を算出し

たOその結果 S2 層のセルロース微結晶はセルロー

スの配向分布に大き(寄与 しているが,他の層の寄

Jj--もかな りのものであ り,無視できるレベルではな

いことがわかった｡また,正三角形座標上のプロッ

トからは木材中のセルロー～ス微結晶の配向分布が何

らかの規則性に従って変化していることが明らかに

なった｡このことは配向係数の変化により顕著に現

われていた｡

AtKATO,.J.AzUMAandT.Kost†･J.MA:Lignin-

CarbohydrateComplexesandPhenolicAcids

inBagasse,Ilolzforschung,38,lil(1984)

加藤 県 東 順一一一一,越島哲夫 :バガス中の リグニ

ン ･糖結合体とフェノール酸

微粉砕/り]'､ス よりフェルラ酸と 打 クマール酸を

含む リグニン･糖結合体 (LCC-W)を調製 L,Se-

Pharosc4Bを 用いたゲル折週 により W-1,W-2,

および W-3の三種の画分に分画 した｡各画分は リ

グニン合二乳 糖含量,およびフェ/-ノレ酸含量に差

が存在 した｡ W-1と W-2は 界面活性剤で低分子

化した｡LCC中の糖部分はアラビノースとキシロ

ーースの比が l:8のアラビノグル ク ロノキシランで

め.)た｡ フこ,二ルラ酸 は榔 /)-,yて--ル酸 は り,//ニ

ンと選机的に結合していること,および糖とリグニ

ン問の結合はベンジル位であることが推論された｡

不耐用 励 ,東 順--,飯稼義富,越島哲夫 :単糖ス

ルホン化物の性質と食用 きのこ菌糸の 生育 促進作

用,木材誌,29,621(1983)

D-グルコース,D-マンノース,D-キシロースの

スルホン酸カルシウス塩を調製し,シイタケ, ヒラ

タケ,エノキクケ菌糸の生育に及ぼす影響をしらべ

た｡pH6.0で行ったスルホン化により･--一･部はアル

ドン酸-転換 し一部は縮合を起したが,菌体収量は

シイタケ2.2倍, ヒラタケ1.8倍,エノキタケ1.2倍

の増加を示 した｡

稲葉和功,飯塚義富,越島哲夫 :食用きのこ菌糸の

生育促進に及ぼす スルホン化多糖の 置換度 ならび

に分子量の影響,木材誌,30,251(1984)

食用きのことしてシイタケ, ヒラタケ,エノキク

ケを用い,これらを液体静置培養したとき炭素源の

一部 として 多糖スルホン化物を加えることにより菌

体の生育を著 し.く促進 した｡添加スルホン化糖の置

換度としてほ 1前後が よく, 分子量範囲 の適値は

1000へ2000であったO

稲葉利功,飯稼義富,題島哲夫 :亜硫酸パルプ排液

成分添加による食用 きのこの菌体成分の 変化 およ

び子実体形成に及ぼす影響,防菌防徽誌, 12, 57

(1984)

サルファイ トパルプ排液より調製 した有効区分,

すなわち膜孔24Aのゲルセロファン膜通過区分のう

ち5倍容エタノールで沈殿する部分は,食用きのこ

の生育を著しく促進するがこれを培地に添加するこ

とにより生育した菌体成分にどのような変化を及ぼ

すかを検討した｡

A.ENOKl,F.YAKUalldT.KosHlJrMA:Synthe-

sisorLCC ModelCompounds alld Tl一eir

Chemicaland EnzymatieStabilities,〃olz-

forsch,uns,37,135(1983)

榎 章邸.夜久富美子,越島哲夫 :LCC モデル化

合物の合成とその化学的,酵素的安定性
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LCC の研究を行うのに必要な種々のモデルを合

成した｡またこれらモデルに含まれている糖とリグ

ニンの間の結合の酸,アルカリおよびセルラーゼに

対する抵抗性をLらべ,グァイヤシルプロパンの

γ一位にグリコシド結合した糖は5%アルカリに安定

であ り,90%ジオキサンと 180℃ 1時間加熱する

ことによっても13-15%が加水分解を受けるにすぎ

ないことが判明した｡

田中龍太郎,夜久富美子,越島哲夫 :アセチルグル

コマンナンの酵素分解 (第 2報)アセチル基を含む

オリゴ糖の分別と構造,木材誌,29,884(1984)

天然の状態でアセチル基を含むグルコマンナンを

酵素分解してアセチル基を含む種々のマンノースオ

リゴ糖を検索しそれらの特性をしらべた｡)

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 1報), 木材誌, 30, 560

(1984)

木材糖化における酵素の回収を目的として糖化液

に存在する酵素タン/くクの円二色性を測定すること

によって共存する糖や リグニンに影響 されず に酵

素量を直接定量 できる ことを見出した｡ その結果

Trichoderma起源のセルラーゼオノズカ R-10はア

カマツ木粉に親和力つよく,酵素の50%は活性を減

退させることなく木粉に吸着されるが, Aspergillus

起源の セルロシソ AC は木粉-の吸着力が少いこ

とが明らかになった｡

T.HIGUCH-,F.NAKATSUBO,Y.KAMAYA and

T.UMEZAWA:Mechanism ofβ-arylEther

cleavageby Phanerochaetechrusospmum,

andtheRoleofPeroxidaseinLigninI‡iode-

gradation,RecentAdvancesinLigninBiodeg-

radation Research (Eds.T.HIGUCHⅠ,冒.一m.

CHANGand T.K.KIRK)UNIPublishersCo.,

LTD.,Tokyo,pp.209-218(1983)

樋口隆昌,中坪文明,釜谷保志,梅津俊明 :Phane-

rochaetechrusosporium による β-アリールエ

ーテルの開裂機構並びに リグニンの微生物分解に

おけるペルオキシダーゼの役割

リグニンモデル化合物の微生物による分解機構,

とくに PhaTlerOChaelechrJ∫OSPoriumに よる β-アリ

ールエーテル構造の分解につき,最近の知見を詳述

録

した｡また, リグニンの微生物分解におけるペルオ

キシダーゼの役割についても詳述した｡

樋口隆昌 ‥高分子実験学 ｢天然高分子｣pp.315-329

共立出版株式会社 (i984)

木材, リグニンの分析法,化学的性質等について

解説した｡

樋口隆昌 :リグニン 医科学大事典,48,250 講

談社 (1983)

T･HIGUCHf,H.一m.CHANGandT.KentKrRK:

RecentAdvancesinLigninBiodegradation

Research)Proceedingslnterm SeminarLignin

Biodegradation･UNIPublishersCo.,LTD.,

Tokyo,pp.1-279(1983)

樋口隆昌,H.一m.CHANG,T.KentKIRK:リグニ

ン微生物分解研究における最近の進歩

日米科学協力セミナー ｢リグニンの微生物分解研

究における最近の進歩｣の発表論文21を編集 ･出版

した｡

M.SHIMADA and T.HIGUCHI:Biochemical

Aspects ofthe Secondary Metabolis… of

Xenobiotic Lignin and Veratryl Alcohol

Biosynthesis in Phanerochate chrysospo-

rium･RecetAdvancesinLigninBiodegrada-

tionResearch(Eds.T.HIGUCH-,H.一m.CHANG

andT･K･KIRK)UNIPublishersCo.,LTD.,

Tokyo,pp.195-208(1983)

島田幹夫,樋口隆昌 :PIChrusosporium におけ

る異物的 リグニンの二次代謝とベラ トリルアルコ

ール生合成の生化学的側面

リグニンの生分解とベラトリアルコール生合成に

見られる生化学的相関性について記載した｡特に,

チ トクローム p-450阻害剤を用いて,両者の代謝

過程が阻害されることを兄い出し,分子状酸素が2

電子還元された活性酸素種が,チ トクローム P_450

や類似の酵素系によって生成されている可能性を示

唆した｡

棚橋光彦,樋口隆昌 :爆砕法一林産バイオマスへの

応用と展望,高分子加工,32,595(1983)

林産バイオマスの有効利用を目的として,爆砕材

の特性について概説し,爆砕処理による木材の糖化

･アルコール発酪 飼料化,プラスチック化,パル
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プ化等について解説した｡また爆砕法による木質系

バイオマスの総合利用の可能性について,その将来

を展望した｡

T.UMEZAWA,F.NAKATUSBO and T.HIGUCHI:

Degradation Pathway of Arylglycerol-β-

arylEthers by Phanerochaete chrysospo-

rlum,Agric.Biol.Chem.,47,2677(1983)

梅津俊明,中坪文明,樋口隆昌 :アリールグリセロ

ール-β-ア リールエ ーテル の Phanerochaete

chrusosporluln による分解経路

側鎖を重水素化し,γ位をベンジルエーテル化 し

た β-0-4塑 リグニンモデル二量体の,PhaTlerOChaete

chrJ∫OSPoriumBURDS.(MEl446)による分解につい

て検討した｡ その結果 (a)β-0-4結合が開裂して

アリールグリセロールが生成す る反応に おいて,

β-0-4構造の Cβ位への水酸基導入ほ おこらない

こと,及び (b)1802雰囲気下での実験結果から,

β-0-4構造の分解経路として,アリールグリセロー

ルを経る経路と, Ca-Cβが直接開裂する経路との

2つの経路が存在すること等が明らかとなった｡

T.UMEZAWA,T.HIGUCHlalld F.NAKATSUr,0:

Difference in 1802Incorporation in Oxy-

genativeDegradationofp-0-4andβ-ILignin

SubstructuresbyPhanerochaetechrysospo-

rium,Agric.Biol.Chem.,47,2945(1983)

梅滞俊明,樋 口隆昌, 中坪文明 :Phanerochaete

chrysosporium に よ る β-0-4及び β-1型 リグ

ニンモデル二量体の分解における 1802 の取 り込み

の差異

白色腐朽菌 PhanerochatechrJsosporiumによる 声

OA 及び β-1型 リグニンモデル二量体の 1802下

での分解につき検討した｡その結果,β-0-4構造の

Ca-Cβ開裂 に際して 1802は C｡位 に取 り込まれ

るのに対し,β-1構造の Cα-Cβ開裂では, 1802は

Cα位 には取 り込まれず, Cβ位に取 り込まれるこ

とが明らかとなった｡

T･UMEZAWAandT･H工GUCHL:Incorporation

ofH2180 intotheCαbutnottheCβPositi-

oninDegraadtionofa β-0-4 LigninSllb-

structureModelby Phanerochaetechryso-

spo7'lum,Agric.Biol.Chem.,48,1917(1984).

梅揮俊明, 樋Lj隆 昌 :Phanerochaetechryso-

sporium による β-014型 リグニンモデル二量体

の分解 :アリールグリセロールの生成における H2

180 の取 り込み

H2180 を含む培地中で β-0-4塑 リグニンモデル

二量体を, 白色腐朽菌 PhallerOChaelechrJSOSPorium

BURDS･(ME-446)により分解させた｡その結果 ISO

は .β-0-4結合の開裂 に際してアリールグリセロー

ルの Cβ位には取 り込まれなかったので,Cβ位に

おける直接加水分解 により β-0-4結合が開裂し,

アリールグリセロールが生成するのではないことが

明らかとなった｡ また, アリールグリセロール の

Cα位の酵素原子の約半分は水分子に由来し, 残 り

半分は基質である β-0-4型二量体 の Cα位の水酸

基に由来することが明らかとなった｡

Y･KAMAYAandT･HrGUCHt･･Degradationof

LigninSubstructureModelswithBiphenyI

I.inkageby Phanerochaetechrysosporium

Burds,WoodResearch,No･70,25(1984)

釜谷保志, 樋口隆昌:Phanerochaetechryso-

sporium Bursd による ビフェニル結合を有する

リグニンサブス トラクチャーモデルの分解

ビフェニル結合を有する二種の リグニンモデル化

合物の, PhanerochaelechrJ∫OSPoriumによる分解に

ついて検討した｡その結果,主要な分解反応として

アルキルーフェニル間の開裂反応が兄い出された｡

Y.KAMAYA and T.HIGUCHI:Metabolism of

1,2-Disyringyl-propane-1,3-diolbyPhanero-

chaetechrysosporlum,MokuJCaiGakkaishi,30,

237(1984)

釜谷保志, 樋 口隆昌 ･･Phanerochaetechryso-

sporiuln による 1,2-ジシリンギルプロパン-1,

3-ジオールの代謝

白色腐朽菌 PhanerochaelechrysoSPorium は,フェ

ノール性水酸基をもつジアリルプロパン型 リグニン

モデル化合物, 1,2-ジシリンギルプロパン-1,3-ジ

オール (I)をすみやかに代謝した｡主要な中間代

謝物として, シリンギルグリコール (Ⅷ ), α-ヒド

ロキシアセ トシリンゴン (m), シリンガ アルデヒ

ド (Ⅳ),及び シリンギルアルコール (V)が単離

同定された｡これは,菌によるフェノール性 /;-1型
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二量体の分解において,側鎖 α-β間の開裂が主要

反応としておこることを示している｡

Y.KAMAYA and T.HIGUCHI:Metabolism of

Non-Phenolic I)iarylpropane Lignin Sub-

structure Model Compound by Corlolus

verslcolor,FEMSMicrobiol.Left.,22,89(1984)

釜谷保志,樋口隆昌 :フェノール性水酸基を持たな

い ジアリルプロバン型 リグニンサブス トラクチャ

ーモデル化合物の Coriolusversicolroによる分

解

リグニンサブス トラクチャーモデル化合物 卜(4-

エ トキシー3,5-ジメトキシフェニル)-2-(4-エ トキシ

-3-メトキシフェニルプロパンート31ジオーール (I)

は,窒素濃度を制限した培地中で,Coriolusuer∫ico-

lorによってよく分解された｡ また主要な分解反応

として (Ⅰ)の側鎖 C｡-Cβ間の開裂反応が兄い出

された｡

K･SUMIYA,T.NoMURA,S.HAYASHIarldH.SA-

sAKr:ClassifiedCharactersofWoodquality

intheJuvenileStageofCultiversofJapa-

neseCedar,WoodResearch,No.70,47(1984)

角谷和男,野村隆哉,林 昭三,佐々木光 :スギ

品種の未成熟期での材質比較

スギ36品種を生長速度にもとずく3グループと曲

げ荷重-たわみ曲線型による3タイプに分類し,比

重,平均年輪幅,娩材率,仮道管長,フィブリル傾

角,曲げ弾性係数,曲げ破壊 エネルギー,曲げ強

皮,勇断強度の9材質指標を比較検討した｡

生長の早い (平均年輪幅の大きい)グループは仮

導管長が短 く,大きな塑性域をもつ荷重-たわみ曲

線型に属するタイプは仮道管長が短 く,フィブリル

傾角が大きく,同一比重で比較した曲げ弾性係数が

低いということ,さらにこの荷重-たわみ曲線型に

属する材は生長の早いグループに属する比率が高い

ことが判明した｡したがって,生長の早い材を利用

する時は材質指標の正確な情報にもとづく必要があ

る｡

則元 京 :マイクロ波加熱による木材の曲げ加工,

木材工業,39,319(1984)

マイクロ波加熱を応用した木材の曲げ加工を紹介

する中で,木材の軟化の機構,曲げ木の組織構造と

セットの発生と回復の機構,樹種などによる曲げ加

工性能の違いなどについて概説した｡

野村隆哉 :実践的林産学と地場産業再生の接点を求

めて,商店建築,29,(5),59(1984)

高度経済成長下で凋落していった手工業を中心と

する地場産業を山村地域で再生させるための手立

てを木工を通 じて行った実践について紹介 してあ

る｡

野村隆哉 :生物学的建築考,商店建築,30,(6),

219(1984)

生物学を基盤とした立場から,身近かな人間生活

を見たとき,まわ りの自然環境と調和した生活環境

の喪失が著しい｡その中で我々が生活共同体,意識

共同体として人間らしい界隈を作 りあげるための一

つの手立てを論 じた｡

T.NoMURA:Forestryand its Development

inSriLankaandJapan,J･Arts,Sci･,Leit･,

8,(1& 2),1(1983)

三ケ月間,スリランカにおいて竹を中心とした林

産資源の調査に基づき,スリラジャクルデニブラ大

学で特別講義を行った内容についてまとめてあ り,

主に日本とスリランカの森林及び林業の現状を比較

しながら将来の展望について述べてある｡

野村隆哉 :竹材の形質と肥培管理に関する試験結

果,林野庁 昭和57年度 林業試験研究 報告書, 264

(1984)

農林水産省メニュー試験 ｢竹林施業と竹の生産量

及び材質に関する研究｣で各府県の肥培管理下の竹

材の材質を比較検討した｡

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

On Dielectric Relaxation dueto Oxycar-

bonyl Groups Present in Cellulose Tri-

acylates,WoodResearch,No.70,29(1984)

師岡淳郎,則元 京,山田 正 :オキシカルボニル

基に基づく,セルロース トリアセテー トの誘電緩和

について

2,3-ジーO-アセチル-6-0-トリチルセルロースに

関する誘電緩和実験の結果に基づいて,セルロース

トリアシレート系列についてガラス状態で観測され

た誘電 βd過程 には, グルコビラノー ト環 の C-6

位だけでなく,C-2,C-3位 に導入されたオキシカ
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ルポニル基の配向分極も寄与していることが,明ら

かとなった｡

M.SAKAMOTO,K.SUMIYAandT.YAMADA:The

BioelectricalPotentials of Young Woody

Plants,Wool,iResearch.No.70,42(1984)

坂本正弘 角谷和男, 止日刊 正 :若い苗木の生体電

位

微小電極法によって若い苗木の生体電位を測定 し

た｡ 用いた 試料はスギ, ポプラの当年生苗木であ

り,得られた静止電位は両樹種とも同一で,約-40

mV であった｡

光の点滅によってシュー ト,葉柄,葉の電位は変

化 し,薬で最も大きな変化が現れた｡この電位変化

は光の点滅)那tJ]に関係なく, 点滅と同時に おこっ

た｡したがって,この変化ぼ苗木の内在 リズムによ

らず,外界の光候件によって支配されると考えられ
一子_
/＼-o

変化した電位は,水中にインキュベ-トされた苗

木と根を切除したポプラシュー トでは始めの電位に

復帰したが,0.25M )If:棚.i灘 波にインキュべ- 卜さ

れた根を切除 したポプラシ二L-トでは復帰がおこら

守,そのままであった｡

飯田生穂,則元 兼A,今村祐嗣 :圧縮セットの水分

･熟回復,木材誌,30,354(1984)

飽水木材をマイクロ波照射によって加熱後,放射

方向に圧縮 し,変形拘束下で乾燥した｡次いで,調

製した圧縮試料を水分および熱処理し,寸法変化を

測定した｡一一万,SEM を用いて,圧縮木材の組織

構造に生 じている変化を調べた｡68.4%圧縮した試

料でさえ, 細胞壁の破壊や分離は SEM による横

断面の観察では認められなかった｡また,虻縮の程

度に応 じた細胞の内腔の縮小と細胞壁のしゅう曲が

観察された｡水分 ･熱処理によって,圧縮木材の寸

法および細 胞形状は,ほとんど圧縮前の寸法に回復

した｡得られた結果から,セルlコースよりなるミク

ロフィブリルの弾性変形と, リグニンおよび- ミセ

ルロースよりなるマ トリックスのガラス-ゴム状態

間の変化によって, ドライングセットの機構を考察

した｡

佐々木光, 浅野信治,松本正毅, 村上 勝 :パー

ティクルボー ドコア合板 の圧縮装置,昭利 58年度

南洋材等代替原料開発促進事業機械開発事業報告書

(1984)

キi7タビラ一式高周波加熱連続プレスを試作し,

合板 ･パーティクルボー ド複合材料の圧縮 に於い

て,反 り,接着層の剥離抵抗などを測定した結果,

圧雛は平滑で,熱効果は理論とよく一･致することを

明らかに し,上下極板型高周波加熱連続プレスの実

ノ射ヒの可能性を示 した｡

佐々木光,加藤昭二,国之内寅雄 :バックアップ ･

ロール駆動 レースの開発と間伐材小径木 LVL化プ

ラントへの活用,木材二I二業,38,481(1983)

間伐材小径木の単板化のための専用 レースとして,

3本のバ ックアップ ･ロールにより原木丸太の回転

を行なう新 しいタイプの機構を開発 し,直径40mm

の剃心まで剥くことに成功した｡これを用 いて間伐

材小径木を原料とする LVL 製造プラントを提案

し,その採算性を検討している｡

石原茂久 :ヨーロッパ4か国の防火研究機関めぐり,

木材工業,39,182(1984)

ドイツ連邦 共和 国 (西 トイソ)の IllStitutm r

Ho】zJforschullgdcl･LndWig-Maximilian-Univer-

sitat MtlJnchen (MthlChen),･ Forschung-und

Matcrialprt]f'ungsanstalt Badcn-Wi'7rttemberg1

0tto-Gaff-1nstitut(FMPA,Stuttgart);Bulldcs-

forschungsanstaltmrForsトundHolzwirtschart

(Hamburg･Reinbek);ⅠnstitutforBaustofre,
MassivbauundBrandschutzderTcchnischcn

Universitat Braunschweig (Braunschweig):

Bundesanstaltf血 Materialprもrung(BAM.13 e-

rlin),スイスのEidgenossischeMaterialprtl1fung-

undVersuchsanstalt(EMPA,Diユbendorf,St.

Gallen);FAHRNIINSTITUT AG (Zurich),

スエーデンの SwedishForestProductsResearch

Laboratory(STFI,Stockholm),英国の Timber

ResearchandDevelopmentAssociation(TRA-

DA,HughendenValley,HighWycombe,Bu-

ckinghamshire),FireResearchStatioll(FRS),

BuildingResearchEstablishment,Department

ofEnvironment(Borchamwood,Hert)および

FireInsurcrs'ResearchandTesting Organi-

zatiorl(FIRTO,130rchamwood,Her上)の機構,
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研究 ･試験内容と訪門印象を述べた｡

川井秀一,佐々木光 :配向性ボー ドの製造技術と材

質 (1),木材工業,39,9(1984)

合板に代る構造用板材料として関心を持たれてい

る配向性/i-ティクルボードに関して,その製造技

術を解説し,材質を検討した｡

川井秀一,佐々木光 :配向性ボー ドの製造技術と材

質 (2),木材工業,39,65(1984)

配向性ファイバーボードに関する製造技術を解説

し,その材質を検討した｡また,配向性ボードの実

用化に関して,世界の現況を述べた｡

林 知行,佐々木光,冬木敏夫 :メタルプレー トコ

ネクターを用いた継手の疲労特性に及ぼす突付け間

隙の影響,木材誌,29,663(1983)

針葉樹 (カラマツ) の高品質 LVLを用い, メ

タルコネクターによる継手の引張圧縮疲労試験を行

ない,継手の突付け間隙寸法が疲労限荷重に及ぼす

影響を明らかにした｡

林 知行,佐々木光 :メタルプレー トコネクター

を用いた木材継手の疲労損傷,木材 誌, 30,23

(1984)

メタルプレートコネクターを用いた木材継手に各

種の応力のくり返し履歴を与えた後の接合強度を測

定し,くり返し荷重の下における木材継手の疲労損

傷の発生について考察している｡

南 正院,石原茂久,佐々木光,町原 晃,太田亘

彦 :パーティクルボー ド用バインダーとしてのス

プレー乾燥亜硫酸パルプ廃液パウダー,材料, 33,

266(1984)

針葉樹と広葉樹亜硫酸法パルプ蒸解廃液 (SSL)

を硫酸で処理した後,スプレー乾燥して SSLパウ

ダーを調製した｡この SSLパウダーを接着剤とし

てパーティクルボードを製造し,スプレー乾燥時の

乾燥温度および SSLパウダー添加量がボードの材

質におよばす影響を検討した｡硫酸処理 SSLパウ

ダーのスプレー時の熱風温度が 150℃ 以下ではボ

ード材質に影響を与えないが,170oCに達すると,

湿潤強度が顕著に低下し,吸水厚さ膨張率が大きく

なること,SSLパウダーは フェノール樹脂に比較

して接着性能が大約 ユ/2以下であること,針葉樹 S

SL と広葉樹 SSLの接着性能を比較すると,前者

鍾

の方が MOR,MOEおよび IBのいずれも高く,

吸水厚さ膨張率が小さいことなどの結果を得た｡

作野友康,佐々木光 :木材の横引張破壊 に及ぼす

接着層の影響,鳥取大学農学部研究報告, 36,54

(1984)

接着層を持つ木材の横引張試験片を多数作製し,

接着剤,被着材の相違により横引張強度 (接着力)

がどのように異なるか,また,破壊位置と接着層の

問に相関があるかなどを検討した｡

高谷政広,浜田良三,佐々木光 :木材接着の開口型

破壊靭性試験 (第 1報) Sasaki-Walsh式のβの

値,木材誌,30,124(1984)

二重片持ちはりタイプの木材接着層の開口塑破壊

靭性試験 における破壊靭性誘導式 (Sasaki-Walsh

式)の係数 βを, 有限要素法による力学的モデル

の数値解析により求め,その値が従来用いてきた1.

4で十分に近似できることを示した｡

高谷政広,浜田良三,佐々木光 ･.木材1妾着層の開

口型破壊靭性試験 (第 2報)標準試験片の形状とそ

れを用いた G IC の測定,木材誌,30,130(1984)

有限要素法による数値解析により,木材接着層の

開口型破壊靭性試験片の合理的な形状を 明らかに

し,その結果を用いて,種々の木材用接着剤の開口

型破壊靭性 G IC を求めた｡

高谷政広,浜田良三,佐々木光 :木材-エポキシ

樹脂接着体のへ き開疲労強度,材料, 32, 916

(1983)

エポキシ樹脂に各種の比率でポリサルファイ ドを

添加混合した樹脂を用い,種々の厚さの接着層を形

成させた割裂タイプの木材接試験片を作製し,割裂

荷重をくり返すことにより,疲労限荷重を測定し,

疲労限荷重と組成の関係を考察している｡

西本孝一 :乾材食害虫としてのヒラタキクイムシ,

環境管理技術,1,139(1983)

ヒラタキクイムシ類の分類,生理 ･生態的性質な

らびに幼虫 ･成虫諸器官の微細構造について解説し

た｡

西本孝一 :しろあり/その生物学 (1) シロアリに

関係する原生動物とその消化に関する役割,環境管

理技術,2,12(1984)

'LBiology ofTermi tes" (ed.by K.KRISHNA
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and F･M･WEESNER)voli,2,Academic Press,

1970)の抄訳を 防腐 防虫実験施設 メンバーで行な

い,順次掲載を続けることにしている｡第 1回の抄

訳 第 1章 (vol.2)protozoa Associated with

Termites and Their Rolein Digestion (by

B･M･HoNIGBERG)では,シロアリ体内に分布する

原生動物の種類や,シロアリの木材消化における原

生動物の役割を,適宜表にまとめ平易に紹介した｡

西本孝一-:しろあり/その生物学 (2)群飛とコロ

ニーの設営,環境管理技術,2,162(1984)

‖J3iologyofTermites"の第8章 (vol.1)Fli-

ghtandColonyFoundation(byW.L NuTTING)

の抄訳｡群飛前のコロニー内でのシpアリの活動,

ならびに群飛行動と野外環境 (温度,湿度,日長,

降雨,風,気圧)との関係について解説した｡

今村祐嗣,西本を- :市販パーティクルボー ドの耐

蟻性,木材工業,39,70(1984)

材質を異にする市販のパーティクルボードについ

て,イ-シロアリに対する耐蟻性を検討したが,ボ

ー ドの種類に対応して特徴的な食害状況が観察され

た｡パ-ティクルボー ドでは,-･般的に表層より低

比重の内層部の食害が激しく,内部に穿孔した蟻道

の進行状況は軟X線写真によりとらえることができ

た｡耐蟻性に関与する因子の中では,原料樹種の影

響は小さく,接着剤の種弊および添加量がむしろ大

きな影響を与えた｡またパーティクル形状が小さく

かつボー ドの比重が高い程, 酎蟻性が高いことが示

された｡

E.ENOKTandM.TAKAHASHI:Metabolism of

Lignin-Related Co-pounds by Various

Wood-DecomposingFungi.RecentAdvances

inLigninBiodegradationResearch,(Eds･T･

H【GUCHI,H.1m.CHANC.and rr.K.KtRK)UNI

PllblishersCo･,Ltd.rllokyo,pp.119-133(1983)

榎 章郡,高橋旨象 :種々の木材腐朽菌によるリグ

ニン関連化合物の代謝

3種の二量体 リグニンモデル化合物,4-エ トキシ

-3-メトキシフェニル グリセロールグァイ アシルエ

ーテル (1), ド(3,4-ジメトキシフェニル)1,31

ジ-イ ドロキシー2-(4-メトキ シフェニル)プロパ

ン 用 ), ンヒドロアニゾイン (Ⅲ)の木材腐朽菌

による分解について検討した｡29種の担子菌 (白色

腐朽菌16種,褐色腐朽菌13種) と3種の子のう歯に

ついて,これら3種のモデル化合物の分解力を,低

窒素 レベルの液体および寒天培地で調べた｡白色腐

朽菌全種と子のう歯マメザヤクケほ3化合物すべて

を種々の速度で分解した｡ほとんどの褐色腐朽菌と

他の子のう菌は,(TH)のみを分解し,(1)と (ll)

は分解できなかった｡3種の褐色腐朽菌-キチリメ

ソタケ,てツオオジ,ナ ミダタケ-のみが液体培養

下で (I)を分解できた｡ナミダタケともう1種の

褐色腐朽菌マスタケほ (Ⅰ)を分解した｡キチリメ

ソタケほ 寒天培養下 では 3化合物をすべて分解し

た｡このような寒天培養下での分解活性の上昇は数

種の白色腐朽菌においても認められたので, リグニ

ン生分解研究には寒天培地を用いる方が適当である

と考えられる｡中間代謝物の同定結果から,上記褐

色腐朽菌のモデル化合物分解経路は,白色腐朽菌と

は異 なっている ものと推察 され た｡ (I)および

(□)の分解力の相違は,白色腐朽菌とほとんどの

褐色腐朽菌を識別する有力な生理学的基準とする｡

しかし, (r)と (Ⅷ)を分解できる褐色腐朽菌も

少数ながら存在することは,進化の過程における担

子菌の木材分解システムの発展を考察する上で興味

深い事実である｡
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