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抄 録 (ABSTRACT)

島地 謙,伊東隆夫 ‥図説木材組織,地球社 (1982)

前半総論の部においてほ,木材組織に関する基本

的事項を針葉樹材 6項目,広葉樹材 9項目,両者共

通 6項目について,写真および図を用いて具体的に

解説した｡

後半各論の部においては,針葉樹17属18種,広葉

樹28科38属40種 (いずれも日本産)の材について,

それぞれ木口,柾目,板目の顕微鏡写真により組織

構造の特徴を具体的に説 明 し, あわせて別名, 分

布,性質,用途についても簡単に解説した｡

K･YosH-MUEA,T･ITOH,andK.SHTM̂JI:Studies

ontheI-prove-entofthePinningMethod

forMarking Xylem GrowthII. Pursuitof

tile Ti-e Sequence or AbnormalTissue

FormationinLoblollyPine,MokuzaiGakkai-

shi,27,755(1981)

吉村慶子,伊東隆夫,島地 謙 :木部肥大生長追跡

のための刺針法の検討 (第 2報). チ-ダマツにお

ける傷害組織形成の経時的追跡

刺釦 こより形威された木部中の傷害組織と,刺針

時の形成層との位置関係を明らかにするため,テー

ダマツの傷害組織の形成過程を経時的に追跡した｡

刺針約-･週間後,刺針による空隙は木部母細胞帯と

拡大帯で閉じた｡刺針時に母細胞帯 ･拡大帯にあっ

て潰れた細胞は,木口切片で放射方向に長い束状に

見えた｡やがてこの束は形成層付近で切れ,日時の

経過と共に形成層から木部側と師部側に離れた｡こ

の木部側の切端から仮道管の放射列が形成層に向か

って増加した｡このような異常な仮道管列の増加開

刀,刺針時の二次壁肥厚帯では空隙は閉じず,むし

ろその中に柔細胞が形成されて空隙が押し広げられ

た｡この空隙の形成層側の端が刺針時の二次壁肥厚

開始位置であると推定した｡

T.ITOlialldK.SHIMA,】Ⅰ:LignificationofBam-

booCulm (PhylloStaChyspubescens)during

itsGrowthandMaturation,Proc.〔ong.Group

513A,XVH IUFRO World Cons.,104 (1981)

伊東隆夫,島地 謙 :モウソウチクの生長過程にお

ける竹梓の木化

モウソウチクについてタケノコから成竹に至るま

での生長過程における木化の状態を放射方向および

軸方向に沿って追跡した｡

すべての組織とも木化は,(1)各節間においては

上から下-,外周部から内側-向って進行し,(2)

竹枠全体としてほ基部の節間から上方の節間へと進

行した｡

組織別に見ると,各節間において表皮細胞と維管

束鞘を構成する繊維の木化が,基本組織の柔細胞の

木化に先行した｡

このような木化は枝の伸長および芽の開 じょの段

階を通 じて急速に進行し,新薬の展開終了後に木化

も完了した｡

竹梓の木化は当年度で完了し,次年度以降の木化

の進行は見られなかった｡

N･YosHIZAWA,T･ITOHand良.SHIMAJI:Variation

on FeaturesofCo-pression Wood among

Gymnosper-S,Bull･UtsunomlyaUniv.For.,

No.18,45(1982)

吉沢伸夫,伊東隆夫,島地 諌 :圧縮あて材組織の

特徴の樹種による違い

圧縮あて材の特徴を針葉樹全般について系統的に

理解するために,圧縮あて材組織の特徴の樹種によ

る違いを枝材を用いて観察した｡

圧縮あて材の一般的な特徴のうち,仮道管の円形

化,S3層の欠落,Sヱ(L)層の存在及び細胞間隙の

出現は観察した全ての樹種に見られた｡

これまで圧縮あて材仮道管にラセン状の裂目が形

成されないと言われてきた樹種 (Ginkqo,TaxuS,

TorreJa,Cephalolaxus,Araucaria)のう.ち, ブラジ

′レてツ (Araucariabra∫iliaTm)の圧縮あて材仮道管

には程度の弱いラ七ン状の裂目が観察された｡

仮道管にラセン肥厚を持つ樹種は,圧縮あて材形

成の刺激に対して,ラセン肥厚の方向を S-helixか
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ら Z-helixに変える反応を示 した｡ しかし, トガ

サワラでは,ラセソ肥厚に代ってラセン状の裂 目が

形成され,圧縮あて材形成の終期には,ラセン肥厚

とラセソ状の裂 目が同一の仮道管に出現するのが見

られた｡

ラセン状の裂 目は,全ての樹種の圧縮あて材仮道

管に存在するものではないことから,ラセソ状裂 目

の形成は必ずしも圧縮あて材形成の本質的な要素で

ないものと思われる｡おそらく,針葉樹におけるあ

て材の系統発生的発達過程でラセン状の裂 目は二次

的に出現したものと考えられる｡

これらの結果にもとづき,針葉樹問の圧縮あて材

形成の刺激に対する反応の違い及び圧縮あて材組織

の発達過程について考察した｡

H.KuRODA,M･SHIMADAandT･HIGUCHⅠ:Char-

acterization ofa Lignin-Speci丘c 0-Metllyl･

transferasein Aspen Wood)Phytochemistry)
20,2635(1981)

黒田宏之,島田幹夫,樋 口隆昌 :ポプラ木部のリグ

ニン生合成に関与する 0-メチル基転移酵素

10年生ポプラ (PoPuluseuramcricana)の幹 (分化

中の木部)に複数の 0-メチル基転移酵素が 検出さ

れた｡粗酵素抽出液 を硫安沈殿, DEAE-セルロ

ースカラム,セファデックス G200カラム,-イ ド

ロキシアパタイ トカラムに よって部 分精製 した｡

DEAR-セルロースによる クロマ トグラフィーで粗

酵素抽出液から2つのピークが得られた｡それぞれ

の分子量はゲルろ過法により72,000と75,000であっ

た｡後者の酵素は不安定であったため,前者の酵素

的性質 のみが 調べられた-Mg2+ で影響を 受けな

い;EDTA によって少し活性化される;重金属,

SH 阻害剤は強 く活性を阻害する;Km (コーヒー

酸)-3.8×10-4M,Km(5-ヒドロキシフェルラ酸)

-3.1×10-4M;Vmax/Km値は 5-ヒドロキシフェ

ルラ酸の方がコーヒー酸より5.4倍大きい;コーヒ

ー酸の メチル 化酵素と 5-ヒドロキシフェルラ酸の

メチル化酵素は精製中や電気泳動によっても分離 し

ない;ケルセチソ,シアニン,カテキンをメチル化

しない｡

以上の事実ならびにポプラ木部のメチル化された

フェノール性物質はほとんどが リグニンであること

録

から,本酵素が リグニン生合成に関与するものであ

ることが証明された｡またこれまでに広葉樹木部の

0-メチル基転移酵素が 調 べられたことはなかった

が本研究 によって樹木木部 にも典型的な広葉樹型

0-メチル基転移酵素の存在が確認された｡

H.KURODAandT.HIGUCHI:0-Methyltransfer-

aseasaTooltoEvaluatetheLigninEvolution)

WoodResearchNo.68,1(1982)

黒田宏之,樋 口隆昌 :リグニン進化の指標としての

0-メチル基転移酵素

0-メチル基転移酵素 (OMT)によるシナピン酸

(sA)生成 :フェルラ酸 (FA)生成比 (SA/FA比)

を,43科50種以上の植物で測定した｡この比によっ

て OMT は大きく3グループ (裸子植物型, 双子

葉植物型,単子葉植物型)分顕された｡一般に裸子

植物 OMT は FA 形成 にのみ 関与し, 被子植物

OMT は FAおよび SA形成に関与した｡単子葉

輝 (草本植物)では SA/FA 比は裸子植物 OMT

と双子菓額の OMT の中間値をとった｡ このよう

な OMT の基 質特異性のちがいは 針葉 樹 リグニ

ン,広葉樹 リグニンの構成単位 (グアィアシル,シ

リンギル基)のちがいに反映される｡またいくつか

の例外も見出された (ヒノキ科,ヤマグルマ,草本

性植物)｡OMT の SA/FA比を リグニン進化と関

連づけ輪 じた｡

S.MUKOYOSHI, J. AzUMA and T.KosHIJIMA:

Lignin-CarbohydrateComplexesfrom C0- -

pressionWoodofPlnusdensIRoraSieb et.

Zucc･,Hclzforschung,35,233(1981)

向吉俊一郎,東 順一,越島哲夫 :アカマツ圧縮ア

テ材よりの リグニン ･炭水化物結合体

アカマツ圧縮アテ材をアルコール ･ベンゼン抽出

した後脱 クチペン処理 しボール ミルにより微粉砕化

した｡ この木粉から80%含水ジオキサン抽出によ

り, 水可溶性の リグニン･炭水化物結合体 (LCC-

W)を抽出した｡LCC-W は分子量的に不均一で,

セファロース4Bを用いたゲル折過で,W-1,2及び

3の≡成分に分離された｡これ らの各画分の化学的

性質についての研究を報告 した｡
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東 順-,越島哲夫 :糖質の 13CINMR I.セル ロ

ース系糖質の 13C･NMR,木材研究 ･資料,No･16,

()3(1981)

グルコ--ス,セ ロビオ一一ス,セ lコトリオ…ス.セ

ロテ トラオース,セ ロペ ソタオース,セロ-キサオ

ース及びセ ロオ リゴ糖の混合物,並びにセノレロース

の 13C-NMR に関する研究をまとめ報告 し 今後

の l:3(トNMR の糖への利脚 こついて概説 した｡

M.FUju,I.AzUMA,F.TANAKA,A.KATOand

T.KosHTjIMA:Studieson Hemicellulosesin

Tension Wood I.ChemicalComposition of

Tension,OppositeandSideWoodsofJapan-

ese Beech (FaguscremateBlume), Wood

ReseaI･Ch,No.68,8(1982)

藤井真智子,東 順一,田中文男,加藤 厚,越島

哲夫 :引張アテ材ヘミセルロースに関する研究 I.

ブナ材のアテ,オポジッ ト及びサイ ド部の化学組成

ブナ材のアテ,オポジット及びサイ ド部の化学組

成を比較検討 した｡アテ部は他の部位に比較 して リ

グニン及び ペ ントサ ン含量が低 く α-セル ロース及

び ウロン酸含量が高い｡中性糖のなかでは,アテ部

は 2.3%と最 も多 くのガラクトースを含む反面マン

ノ-ス含量は 1.5% と最 も低い｡次に各部位を水で

柚出した後脱 リグニンした｡得たホ ロセル ロースを

ジメチルスル/11キシ ド,熱水, 1%水酸化 カリウム

及び24%水酸化カリウムで段階的に抽出した｡柚出

物の化学的性質についての研究を報告 した｡

村木永之介,夜久富美子,田中龍太郎,越島哲夫 :

微粉枠木粉の酵素分解 (第 2報)アカマツのロール

ミル粉砕と酵素分解,木材誌,28,122-128(1982)

できるだけエネルギーの消費を少な く木材を微粉

砕する目的で, 3本 ロール ミルを用いる微粉砕を検

討 した｡ アカでノを試料 として用いた場合,3本 ロ

-/L,ミルを用いて 微粉砕を行 うと木粉は 10fLm 以

下の大 きさとな り,振動式ボール ミルを用いる粉砕

より更に徴微粉末 とすることができた｡この ローール

ミル微粉砕木粉を用いて,酵素分解を行 うと, ロー一

･レミル粉砕回数の増加につれて,反応速度 と酵素分

解率は上昇した｡ ロール ミル粉砕を22回 くり返 した

木粉につ き,セル ロシソAP:セルラーゼオノヅカ

R-10(1:1)の混合酵素系を 用いて 加水分解する

と,4g/100mlの木粉濃度でも理論値の約90%の木

材多糖を 分解することが できた｡ ロール ミル 粉砕

は,高い木粉濃度で高い分解率と分解速度を得るた

めの前処理 として有効であ-つた｡

稲葉和功,飯稼義富,越島哲夫 :亜硫酸パルプ排液

成分による食用きのこの子実体形成促進,木材誌,

28,169-173(1982)

市販亜硫酸パルプ排液固形分 より分離 した い71)

(針葉樹排液 より得た),LSD (広葉樹排液 より得

た)が, ヒラタケ,- /キクケの子実体形成に及ぼ

す影響を検討 した｡鋸屑培地は,ブナ,アカシ7.

内地産広葉樹混合材 (ナラ30%, シ/仁 ブナ,カ

シ, クヌギ, ソヨゴ,アベマキ, クス,-ゼ,イス

ノキ,サルスベ リの約等量混合で70%)の鋸屑 と米

糠を 5:1の割合で混合 し, 炭素源 として いJD,

LSD を培地重量の 1および 2%添加 した｡培養ぴ

んは, 180ml容の規 格 ぴんを用い, 水 分 含量は

75%とした｡その結果, ヒラタケでは,菌糸生育 日

数, 子実体 形成 口数は､ ブナ, 内地産広葉樹混合

材,アカシアの順に大 とな り,子実体形成の促進効

果は,いずれの培地でも LVD l%添加でl.2-I.3

倍,LSD l%添加で 1.4-L5倍 となった｡2%添

加では,子実体量のば らつきが大きく,奇形が多 く

.出現 した｡エ ノキタケほ,菌糸生育,子実体形成 と

もブナが早 く,内地産広葉樹混合材 とアカシアは差

がなか った｡子実体量は,いずれの培地でもLVD,

LSD とも 1%添加で1.2-1.3倍とな り,2%添加

では,促進効果を示 さなか った｡子実体の本数は,

1%添加で標準培地を用いた場合の1.5-2.0倍 とな

った ｡

稲葉和功,飯稼義富,越島哲夫 :多糖および LCC

スルホン化 物による食用きのこ菌 糸の生育 促 進 効

果,木材誌,28,319-324(1982)

ダルクロノキシラン,アセチルグルコマンナン,

Bj6rkmanリグニン･糖複合体 (BjbrkmanLCC),

リグニン･糖複合体 (LCC-W), リグニン (MWI｣)

を部分的にスルホン化 した｡反応液は,ゲルセ ロフ

ァンチューブで蒸留水に対 して透析 し,透過部をカ

一･･一二M(トー-･
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ルシウム塩 として5倍量のエタノールで沈殿 させ

た｡ これらの イオウ含量は, ダルクロノキシラン

4.92%,アセチルグルコマンナン4･85%,Bj6rkman

LCC4.20%,LCC-W 6.01%,MWL5.11%であ

った｡このスルホン酸カルシウムをポテ ト培地の炭

素源として添加し,シイタケ, ヒラタケ,エノキタ

ケ菌糸の培養を行った｡その結果,菌糸生育量は,

標準条件下の培養に比べシイタケでは LCC-W が

2.9倍,Bj6rkmanLCCが2･8倍, ヒラタケでは,

Bj6rkmanLCC が 2.0倍,アセチルグルコマンナ

ン,グルクロキシランが 1.8倍,エノキタケでは,

BjdrkmanLCC と LCC-W が 1･4倍となった｡

しかし, リグニンの添加により,いずれの菌糸も全

く発育せず,アセチルグルコマンナンまたはグルク

ロノキシランとリグニンとの混合物でもほとんど生

育しなかった｡ これらの多糖 ならびに LCC のス

ルホン化物は,LVD,LSD添加区と同じ菌糸生育

量を示すものもあったが,やや劣るものもあった｡

前川英一,上野幾夫,越島哲夫 :2,3-ジカルボキシ

セルロース金属塩の性質と熱的挙動,繊維学会誌,

37,T509-515(1981)

市販セルロース粉末を用いて過 ヨウ素酸による選

択的酸化及び亜塩素酸酸化によって 100%近い酸化

率の 2,3-ジカルボキシセルロ-スを調製 した｡ 調

製試料は水に溶解 して均--な溶液になるが,7ルカ

リ金属以外の金属イオンを含む溶液中では沈殿物ま

たは固形物を生成 した｡水中における有効イオン半

径6.0Å をもつ金属イオンを捕捉した金属塩に水を

加えて加熱処理すると軟化して粘着性のゲル様の生

成物を与えた｡これらの生成物の熱分析の結果,金

属イオンを捕捉した金属塩はもとのジカルボキシセ

ルロースに比べて熱安定性がかな り高 くなること及

びその安定性は捕捉金属イオンの種煩によってかな

り差異のあることを明らかにした ｡

越島哲夫 :ヘミセルロース ･リグニン conjugate,

化学と生物,20,23-32(1982)

- ミセルロース ･リグニン結合体の構造と機能に

ついて最近の成果が解説されている｡

T･HIGUCHI:Biosynthesisand Biodegradation

ofLignin,TheEkman-Days1981,3,16(1981)

樋口隆昌, リグニンの生合成と生分解

裸子植物 と被子植物間にあるグアィアシル型とシ

リンギル型 リグニン生合成の差異は, 0-メチル基

移転酵素,A-ヒドロキシ桂皮酸 :CoA リガーゼや

A-ヒドロキシ桂皮 アルコ-ル 酸化還元酵素の基質

特異性の相違によって説明 されることが 判った｡

LCC一生成に おけるキノンメチ ド中間体の役割を,

グアィアシルダリセルロールーβ-グアィアシルエー

テル及び DHPのキノンメチ ドが糖類 と反応する

実験結果に塞いて,論 じた｡また,アリルエーテル

塗, フェニルクラマン型, ジアリルプロパン型,

及び レジノール型二量体の 生分解経路に ついて,

最近の知見をもとに,考察 した｡

M.SHIMADA,F.NAKATSUBO,T.HIGUCIiland

T.K.KIRK:L-GlutamateRepression ofBioI

synthesisorVeratrylAlcoholinRelationto

Lignin Biodegradation in Phanerochaete

chrgsosporizLm,TheEkman-Days1981,3,99

(1981)

島田幹夫, 中坪文明,樋 口隆昌,T.K.Kirk: リ

グニン生分解と関係するベラ トリルアルコール生合

成の L-グルタミン酸の抑制効果

リグニン分解を持つ担子菌,PhanerochaetechrJ50-

sporium はベラ トリルアルコールを 二次代謝物 とし

て生産 し, その生合成は L-グルタミン酸 によって

抑制されることを兄い出した｡またその生合成は,

酸素濃度が高い培養基では,促進され,しんとう培

養より静置培養下で活性化されている｡この二次代

謝物の生合成が,培養生理学的に リグニン分解 と色

々が点で平行関係にあるという新知見が得 られたの

で, リグニン分解の本体は,ベラ トリルアルコール

代謝の一部として発現されることを推論した｡

TrHIGUCHI:BiodegradationofLignin:BioI

che-istry and PotentialApplications,Ex-

perientia,38,159(1982)

樋 口隆昌 :リグニンの微生物分解 :生化学とその応

用
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リグニン微生物分解の生化学,白色朽菌によ1)て

分解された リグニンの化学,ジリグノールの分解,

リグニン微生物分解の応用などについて当研究室の

研究を 中心に, その現状と問題点について論述し

た｡

樋｡隆昌 :リグニンの生合成,タンニンの生合成,

植物生理学,3,朝倉書店,228-241(1981)

リグニン及び タンニンの 生合成について解説 し

た｡

T･HIGUCIiI:Biosynthesis of lignin.Plant

Carbollydrates II･ (Encyclopedia or plant

PhysiologyNewSeriesVo1.13B),Springer-Verlag,

Berlin,Heidelberg,NewYork,pp.194-224(1981)

樋 口隆昌:リグニンの生合成

り リグニンの存在,2)植物細胞壁中での分布,

3)リグニン前駆物質の生合成,4)モノリグノ-ル

の脱水素重合,5)被子植物 におけるシリンギルリ

グニンの 生成と分布,6)裸子 ･被子植物間のリグ

ニン生合成の差異について詳述した｡

T.HIGUCHI,M.SHIMADA,F.NAKATSUBOandT.K.

KIRK:So-eRecentAdvancesinLigninBio-

degradationResearchasRelatedtoPotential

Application)lntern･Symp･Bioconversion and

Biochemical Engineering,Vol.1.pp.205-231

]ndian InstituteofTechnology,Delhi(1981)

樋口隆昌,島田幹夫, 中坪文明,T.K.Kirk: リ

グニン微生物分解研究の最近の進歩とその応用

リグニン化学構造の概要, リグニン微生物分解の

尺度, リグニン分解の微生物学的研究,白色朽菌に

よるリグニンの構造変化, リグニン関連ダイマーの

微生物分解, リグニン微生物分解の生化学, リグニ

ン微生物分解系の応用の研究現状 について報告し

た｡

樋 口隆昌 ‥壁物質の生合成,植物生理学,7,朝倉

書店,49-69(1982)

セルロース,- ミセルローースの生合成,細胞壁多

糖類の生合成と細胞器官, リグニンの生ノ合成につい

て詳述 した｡

T･HTGUCHI:Biodegradation ofLignin:Bio-

che-istry and PotentialApplications)New

Tl,endsinResearchandUtilizationorSolarEnergy

through liiologlCalSystems,ed.H.MISLINalld

R･BACHOFEN)BirkhauserVerlag Basel,Boston,

Stuttgart,87-94(1982)

樋口隆昌 :リグニンの微生物分解 :生化学とその応

用

リグニン微生物分解の化学と生化学,その応用分

野についての現状を詳述した｡

T.UMEZAWA,F.NAKATSUBO and T.HIGUCI{I:

LigninDegradationbyPhanerochaetechry-

sosporizLm:Metabolis- ofaPhenolicPhenyl-

Coumaran Substructure ModelCompound,

Arch･Microbiol.131,124 (1982)

梅津俊明,中坪文明,樋 口隆昌 :Phanerochaete

ch7.gSOSPOriztmによるフェノール性フェニルクマ

ラン型二量体の分解

白色腐朽菌 PhanerochaetechrJSOSPoriumによるリ

グニン構造モデル化合物,5-rormyl-3-hydroxyphe-

rly1-2-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-7-me-

thoxycoumaran(Ⅰ)の分解について検討 した｡

(I)はまず, そのクラマン環に 於て-イ ドロキ

シレーション或いは脱水素をうげ, α-ケト化合物

(n)或いは2種のフェニルクマロン(Ⅴ)及び (Vl)

-酸化された｡ (刀)は更に syringicacid(Ⅲ),

2,6-dimethoxyサ benzoquinone(Ⅵ)及び 5-can

boxyvanillicacid (Ⅵll)-分解 された｡ これらの

代謝生成物の構造は,標品を合成することにより確

定した｡これらの代謝生成物の構造をもとにして,

(i)の P.chlySOSPorium による推定分解経路を提

案した｡ また, この菌による (i)の分解 には,

Phe1-0トoxidizingenzymeが関与している ことが

示唆された｡

H.KUTSUKI,M.SHIMADA and TIHIGUCHI:

Regulatory Role ofCinna-ylAlcoholDe-

hydrogenasein theflor-ation orGuaiacyl

andSpringylLignins,Phytochem･21,19(1982)

久津木英俊,島田幹夫,樋 口隆昌 :グアィアシルー

とシリンギルーリグニン形成にまける桂皮アルコ-
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ル脱水素酵素の調節的役割

裸子植物と被子植物の桂皮アルコール脱水素酵素

(CAD)の基質特異性をコニフェリルアルデヒドと

シナップアルデヒドについて比較検討した｡広葉樹

型 CAD は,両アルデヒド頬を還元するのに対し,

針葉樹型 CAD は, コニフェリル アルデヒドに著

しく高い特異性を示した｡ クロマツの CAD を精

製し, NADPH とコニフェリルアルデヒに対する

Km 値を求めると, それぞれ6.8と 9.1FLM であ

り, シナップアルデヒドの Vmax は, コニフェリ

ルアルデヒドのそれのわずか2.2%であった｡従っ

て, 針葉樹型 CAD は, グアィアシルリグニン形

成をコントロールする調節酵素の一つであると推定

される｡

H.KUTSUKI,M.SHIMADA and T.HIGUCHI:

Distribution andRolesofp-Hydroxyclnna-

mate:CoA Ligase in Lignin Biosynthesis,

Phytochem.21,267(1982)

久津木英俊,島田幹夫,樋口隆昌 :リグニン生合成

に関与する p-ヒドロキシ桂皮酸 CoA リガーゼの

分布と役割

パラヒドロキシ桂皮酸 :CoA リガーゼを裸子植

物と被子植物の木部組織から抽出し,フェルラ酸と

シナップ酸に対する基質特異性を検討した｡ 実験

した両植物のほとんどはフェルラ酸に対し活性を示

したが,シナップ酸に対してほ無効であった｡しか

し,アメリカデイゴ (ErJthrinacrista-galli), ニセ

アカシア (Robiniapseudoacacia)および竹から抽出

されたリガーゼはシナップ酸に対してもかなり強い

活性を示した｡シナップ酸に対して不活性であった

酵素抽出液をアメリカデイゴの酵素標品に添加して

も阻害効果は見られなかった｡ Erythrinaのリガー

ゼのフェルラ酸とシナップ酸に対する Km 値はそ

れぞれ 1･0および 2･1FLM であった｡ 本酵素 のリ

グニン生合成における役割を考察した｡

佐藤 憧 :黒引染の染料確保対策に関する調査研

究,京都黒染業界活路開拓調査指導事業報告書 (京

都黒染工業協同組合),39-81(1982)

京都の伝統産業の一つである黒染には主染料とし

録

てログウッド (Zlaematox.vlo'"ampcchianum L･)の

心材抽出物を用いるが,製造所の都合により供給停

止が続き, 業界に恐慌を来したので業界の委嘱も

あり, 原産地 カンペチェ市 (メキシコ)にも出か

けて,原木の状態から製造方法,将来-の見通し等

について技術的観点から4章にわけて,必要資料と

共に説明してある｡

M.TANAHASHI,T.AoKIandT.HIGUCHI:De-

hydrogenativePoly-erizationofMonolignols

byPeroxidaseandH202inaDialysisTube･

II.Estimation of Molecular Weights by

ThermalSofteningMethod,Holzfb】schung,36,

117-122(1982)

棚橋光彦,青木 務,樋口隆昌 :透析膜中でのパー

オキシダーゼ-H202系によるモノリグノールの脱

水素重合 (第 2報)熟軟化法による分子量の測定

木材細胞壁中のリグニンは種々の溶媒に対して不

溶であり今までは分子量を測定することができなか

った｡そこでこれらの不溶性 リグニンの分子量及び

分子量分布を推定するために熱軟化点測定による方

法を試み,重量平均分子量と熱軟化点 (Ts)との間

に相関関係があることを明らかにした｡またこの方

法を用いて透析膜法の DHPの熱軟化温度 (175℃)

は竹 MWL 及び滴下法 DHP の 162℃ や混合法

DHP の 134℃ よりもかなり高く, このことは透

析膜法 DHPは MWL や他の方法の DHP と比

較してかなり高分子量でありまた多くの架橋構造を

有しているものと推定される｡

角谷和男,島地 謙,伊東隆夫,黒田宏之 :異なっ

た密度で植栽されたスギ,ヒノキ材の物性に関する

一考察,木材誌,28,255(1982)

植栽密度のみを異にしたスギ,ヒノキ材について,

各年輪内の動的曲げ弾性係数と容積密度数との関係

を検討し,10年以下の未成熟材および密植で育てら

れた成熟材は疎植成熟材の法則よりずれることを明

らかにした｡

ついで細胞壁実質の性質および個々の細胞とその

集合体である年輪の形状を表わす 2,3の材質指標

を比較検討し, 1)未成熟材は細胞および年輪の形

状はもとより細胞壁実質の性質も成熟材と異なるた
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め, 2)密植状態で育てられた成熟材は細胞壁実質

の差によるよりむしろ細胞および年輪の形状の差に

よって,それぞれ疎植成熟材の法則よりずれること

を推測 した｡

K･SUMTYA:OntheDiurnalRhythmicChange

intheSte- DiameterofJapaneseBlackPine

(Pinus ThunbergiiParl.),Wood Research,

No･68,58(1982)

角谷和男 :クロマツ樹幹径の概日周期変化について

4年生クロマパ捌 くを,人工照明室において,24

時間およびそれ以外の明暗周期で生育させ,樹幹径

の概目性伸縮運動が生物学的概 日リズムによるもの

かどうかを検討した｡樹幹径は点燈と同時に収縮,

消燈と同時に伸長し,その明暗周期には全くよらな

かった｡ したがって,樹幹径の伸長運動は外界の明

暗によって支配され,生物学的 リズムは関与しない

ことが明らかとなった｡

則元 京,大釜敏正.小野克明,国中文男 :針葉樹

細胞壁のヤング率, 日本 レオロン-学会誌,9,169

(1981)

繊維方向の細胞壁のヤング率は,曲げ木加二l二の難

易度と密接に 関係する｡ このことを 説明するため

に,多くの針葉樹材のヤング率,結晶化度および ミ

クロフィベ リル傾角を測定 した｡実験により決定 し

た細胞壁の平均のヤング率は,3.7×1011dyn/cm2

から5.7× 1010dyll/cm2の範囲にあった｡細胞壁の

ヤング率が小さい樹種は,結晶化度が小さくミクロ

フィブリル傾角が大きかった｡他方,細胞壁層での

木材の化学成分の分布と割合, ミクロフィブリル傾

鮎 結晶化度等を考慮した細胞壁モデルを)机 ､て,

理論的に細胞壁のヤング率を計算し,細胞壁のヤン

グ率-の結晶化度, ミクロフィブリル傾角,マ トリ

ックスの 弾性率の影響を 調べた｡ これらの結果か

ら,細胞壁のヤング率は ミクロフィブリル傾角に強

く依存 し, ミクロフィブリル憤角の大きいものほど

曲げ木加二l二が容易であることが明らかになった｡

牧 福美,則元 京,山田 正 :内装材料と湿度調

節 (第 3報),木材誌,27,828日98日

実寸小型住宅内で,人間が-一･走のスケジ:i-ル に

従って生活した時の住宅内の相対湿度を測定した｡

居住時の有三宅内の相対湿度の対数と温度の関係は,

密閉無換気の場合と同様, 実験的に 直線で示され

合を示す量で,その値が小さいほど住宅内の調湿効

果は大きい｡無居住および居住時の住宅内の LBlx

104 の平均値はそれぞれ32,82であった｡また,得

られた結果から,居住時の住宅における湿度日較差

と温度日較差との関係を求めた｡

牧 福美,則元 京,青木 務,L購三l正:内装材

料の調湿性能の評価,木材工業,36,476(1981)

種々の材料で内装した密閉スチール箱の外部の混

度を25℃から35℃の範囲で周期的に変動させた場

合の箱内部の相対湿度 H(T)と温度Tを測定した｡

log〃(7つは 71の一次関数で表現できた｡ その敏

線の勾配の絶対値 ∈β1が小さいほど調湿性能はす ぐ

れていることが示された｡従って,内装材料による

湿度調節は β値によって定量的に評価できた｡木

質材料は合成高分子材料や無機材料に比べて調湿性

能に優れていた｡

iul元 嘉 :プラスチック化木材, KGK ジャーナ

ル,9,18(】982)

化学修飾 こよって木材にプラスチック性が与えら

れる機構を平易に解説し プラスチック化木材の 2,

3の物性を明らかにした｡

則元 京 :楽器用材の物性 (第 1報), ピアノ響板

材の選別について,木材誌,28,407(1982)

多くの針葉樹材について,動的ヤング率E′と内

部摩擦 q~lを測定し, サイクル当 り熱とLて消費

されるエネルギーに比例する量である Qrl/E′値に

ょって,ピアノ響板用としての適性を評価した｡熟

練者によって選別された上級材は, 極端に 小さい

Crl/E′値を示した ｡ また, 細胞壁の平均的なヤン

グ率に比例する量である比動的 ヤ ング率 E'/T と

(rl/E′の間に極めて高い相関があった｡従-メ,て, E ′

と静的ヤング率Eの間に極めて高い相関が認められ

るので,実用的には,簡便に測定できるE/γ値を用

いて,ピアノ響板材を選別可能なことが明らかにな

ったOさらに,スプルース材について材色と1.Jl/γの
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関係を調べたが,両者の問に明確な相関は認められ

ず,材色は音響性能に関係がないように思われた｡

I.HAGIWARA,N.SHIRAISHI,T.YoKOTA,M.

NoRIMOTOandY.HAYASHI:HomogeneousTri-

tylation ofCellulose in a Sulfur Dioxide-

Diethyla-ine-Di-ethyl Sulfoxide Mediu-,

JournalorWoodChem･Techn･,1,93(1981)

萩原郁夫,白石信夫,横田徳郎,則元 京,林 良

之 :SO2-DEA-DMSO 媒体でのセルロースの均-

トリテル化

SO21DEA-DMSO にセルロースを溶解し, ト

リチルクロライ ドとピリジンを加えることにより容

易にセルロースの トリチル化が行なえる｡この新し

い方法では,反応前にセルロースを非晶化した り,

高い反応温度を必要としない｡得られた トリチルセ

ルロースでは,誘電測定および 1H-NMR の結果

から, トリチル基は選択的に一級水酸基に導入され

ていることが明らかになった｡

N.SHIRAISHI,T.AoKI,M.NoRIMOTO and M.

OKUMURA:ThermoplasticizationofCellulose

and Wood by GraftCopolymerization and

Acylation,ACSSymposium Series,No.187,321

(1982)

白石信夫,青木 務,則元 京,奥村昌和 :グラフ

ト共重合およびアシル化によるセルロースおよび木

材の熱可塑化

有機セルロース溶剤を反応媒体として用いて均一

なグラフト共重合を行なうとセルロースは熱溶融す

る｡一方,不均一なグラフト共重合ではセルロース

および木材は熱溶融しない｡熱溶融しないアセチル

ープロビオニル化木材やアセチル化木材にさらにグ

ラフト共重合を行なうと,非常に低いグラフト効率

であってもそれらに熱溶融性が与えられる｡

T･NoMURA:UtilizationofBa-booforIndustry

andHandicraftsinJapan,Proceedingsofthe

CongressGroup5.3A,ProductionandUtilization

orBambooandRelatedSpecies,XVH IUFRO

WorldCongress,51(1981)

野村隆哉 :日本の竹産業と竹の利用

録

我国における竹の生産とその利用の現状について

概説すると共に 竹加工, 特に編組等について詳説

し,マイクロ波加熱による新しい竹加工法について

紹介している｡

T.NoMURA,ForestryanditsDevelop-entin

SriLankaandJapan,BulletinofUniversityof.

SriJayawardenepura,February(1982)

野村隆哉 :スリランカと日本の森林

スリランカの竹の蓄積とその有効利用に関する調

査研究のため1981年11月 1日より1982年 1月27日ま

でスリランカ各地を調査した資料に基づき,我国の

林業の現状とスリランカのそれとを比較しつ ,ゝス

リランカの林業の将来に対する展望を同じタイ トル

で講演した内容について述べた｡

野村隆哉 :竹-驚異の生長のしくみ,アニマ, No.

111,45(1982)

タケノコの生長の早さは植物界でも屈指のもので

あるが,この生長の機構を組織学的,生化学的に一

般の人々に理解しやすいように概説すると共に,早

く伸長生長するために竹がいかに合目的々に組織構

造を作 りあげているかを述べてある｡

佐々木光 :生態系資源としての木材利用,森林文化

研究,2(1),75-81(1981)

人類を生態系の癌として位置づげ,人輝の自制心

と努力によって森林資源の理想循環系が確立される

よう呼びかけると同時に,森林資源の資源としての

特性を明確 にし, その理想循環系を確立するため

に,木材利用の科学技術はどの方向に進められるべ

きかを論 じている｡また,その具体策として,木材

利用の中の副循環系の確立,低質材の加工技術の開

発などについて2,3の提案を行っている｡

H.SASAKI,RecentDevelopmentswithLami一

mated Wood ProductsinJapan,Proceedings

oftheXVIIIUFRO World Co一一gress,Japan,

146-156(1981)

佐々木 光 :日本における木質積層材料の最近の発

展,第17回国際林業研究機関連合 (IUFRO)世界

大会論文集,667-673(1981)

- 305-



木 材 研 究 ･資 料 第17号 (1983)

日本の木酢需要の70%が輸入木材に依存 している

ことは異常である｡ 日本はこの現実を世界の森林資

源のデリケ- 卜な循環系を乱さない方法で改善 しな

ければならない｡国内の植栽林の間伐作業で伐出さ

れる丸太及び輸入される小径カラマソのような低質

材を高いグレー ドの木質積層材料に変換するための

加工方法を開発する努力をしなければならない｡本

論文では 国内の 木質積層材料生産工業の 現状を 概

説し,この工業の今後必要 とするところを示 した｡

最後に低質材を単板積層材に加工する製造技術 と 実

捕-の可能性を論じた ｡

佐々木 光 :間伐材 ･低質材利用の理想像,林産試

だより,No.5,]～6(1982)

昭和56年11月4日旭川市において日本木材学会北

海道支部及び北海道林産技術普及協会共催による講

前会において =最近開発された木質構造材料の将来

性日と題 して講漬 した内容を整理 したものである｡

その内容は生態系資源としての木材利用のあ り方に

ついて,その特徴と理念を述べ,当面する技術開発

の焦点 として間伐材,低質材の高度利用技術の開発

をあげ, とくに LVL の加工について最近の実験

例を示 している｡

佐々末 光 :木材を再生する,KGK ジャーナル,

17(4),14-15(1982)

木材の特性を- リカルワインディング構造をもつ

繊維細胞の整然とした配向に基因するものであるこ

とを述べ,この配向性を損なうことなく活用 してい

る木質材料として, 集成材, LVL,合板, 配向性

ボー ド蕪など配向性木質材料をあげ,とくに配向性

ボー ド類の製造方法について最近の開発内容を紹介

している｡

T.HAYASHland H.SASAKl:Static Tensile

Strength ofWood ButtJoints with Metal

PlateConnectors,WoodResearch.No.68,22-

36(1982)

林 知行,佐 末々 光 :メタルプレー トコネクター

を用いた継手の静的引張強度

ノ,/}ルプレー ト･コネクjZ-を用いた木材の突付

け接合の基礎的強度を明らかにするため,16種類の

コネクターで接合した試験体の静的引張試験を行い

次の結果を得た｡ 1)接合の破壊がコネクターの歯

の引抜けによる場合は木材の比重と接合の破壊荷重

は比例関係にある｡2)この場合,比重0.1の増加に

対する歯 1本当 りの最大荷重の増加は12kgである｡

3)接合の 破壊がコネクターの 金属板の中央におけ

る引張破断による場合は最大荷重は木材の比重には

無関係で, コネクターの引張強度で決まり,コネク

ターの歯の行数の増加と共に歯 1本当 りの最大荷重

は滅小する｡ 4)この2つの破壊モードの移行する

歯の行数は6である｡

S.KAWAI,L LANG,H.SASAKIandS.IsHIHARA:

ProductionofOrientedBoardwithanElectro_

staticFieldI.FactorsAffectingtheAlignment

ofWoodparticles,MokuzaiGakkaishi,28,295

(1982)

川井秀一,張 動産,佐々木 光,石原茂久 :静電

場を用いた 配向ボー ドの製造 (第 1報). 木材パー

ティクルの配向度に影響する因子

静電陽を用いた配向性パーティクルボー ドの製造

技術に関する基礎的な知見を得るために,パーティ

クルの配向度に影響する因子を分散分析によって検

討した｡本研究では,樹種 ･パーティクルの形状 ･

パーティクルの含水率 ･電場の強さの4因子をとり

あげ, それぞれ4水準を選んで直交表 TJ64(421) に

割 り付け,実験を行った｡静電場内にパーティクル

を自由落下させることによって形成されたマット上

のパーティクルの長軸方向と電場 とのなす角度を測

定し,それらの平均値を平均配向角として配向度を

表わす尺度とした｡得られた結果は以下の通 りであ

る｡ 1)電場の強さとパーティクルの含水率は配向

度に影響を及ぼす｡その他の因子の水準間には平均

配向角に有意の差が認められない｡ 2)電場強さの

増加と共に,平均配向角は単調に減少 し,より配向

度の良好なパーティクルマットが得られる｡ 3)パ

ーティ//ルの配向に対する最適含水率は10%付近に

認められる｡本実験の最適条件,すなわち電場強さ

4kV/cm,パーティクル含水率 10%で得られた平均

配向角は17度であった｡
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張 勤麗,川井秀一,佐々木 光,石原茂久 :静電

場を用いた配向ボー ドの製造 (第 2報).配向性パ

ーティクルボー ドの材質,木材誌,28,301(1982)

静電配向装置を用いて配向性パーティクルボード

を製造し,その材質を調べた｡とりあげた因子は電

場強さ･樹種及びパーティクルの形状であり,これ

らの配向性ボードの材質に及ぼす影響を検討した｡

得られた結果は次のとおりである｡ 1)静電場の強

さの増加とともに,ボ-ドの配向方向の曲げヤング

率は増大し,直交方向のそれは減少する｡ 2)ボー

ドの曲げヤング率,曲げ破壊係数の異方度 (MOE///

MOEl,MORO/MOR⊥)は電場強さの増加ととも

に増大する｡ 3)配向度の低い場合,はく離強度と

厚さ方向の寸法安定性はランダムボードよりも低い

傾向をもつが,この傾向は配向度が高くなるとかな

り改善される｡

西本孝一 :ニュージーランドの木材保存事情,木材

保存,19,22(1981)

ニュージーランドにおける木材保存の事情につい

て,保存製品や処理方法を紹介するとともに,晶質

管理システムを解説した｡

高橋旨象 :ユプロ第回世界大会における木材保存に

関する研究発表の概要,木材保存,20,60(1982)

昭和56年 9月6日～12日,京都国際会議場で開催

されたエフロ第17回大会における木材保存に関する

研究発表 (招待論文4件,一般論文12件,ポスター

展示9件)の内容を簡単に説明した｡

角田邦夫 :日本におけるフナクイムシ問題の特殊

悼,木工機械,108,5(1981)

日本では,フナクイムシの食害による被害は,主

として海面に貯木されている輸入原木に対するもの

である｡日本沿岸におけるフナクイムシの活動,海

面貯木場での被害,防除対策について概説し,本問

題に対する注意を喚起している｡

K･TsUNODA:TheJapaneseWoodPreserving

Industry,Proc･N.乙W.P.A.,21,10(1981)

角田邦夫 :日本の木材保存工業

日本における防腐 ･防虫処理木材の生産量 の推

録

移,防腐土台と防虫処理木材 ･合板の生産量が増加

しつつある現況を中心に,わが国の木材保存工業の

歴史と将来について言及した｡

M.HEDLEY,K.TstJNODA and 良.NISmMOTO:

Evaluation ofAlkyla- moniu- Co-pounds

forUseasLow ToxicityWoodPreservatives

inJapan,WoodResearch,No.68,37(1982)

マイケル･- ドレイ,角田邦夫,西本孝一 :低毒性

木材防腐剤としてのアルキルアンモニウム化合物の

性能

アルキルアンモニウム化合物の一種であるジデシ

ルジメチルアンモニウムクロライド(DDAC)の防

腐性能を,スギとラジアークパイン辺材を用いて,

JISA9302法とニュージーランド林業研究所で考案

された触地しない状態で使われる (above一ground

situation)木材の防腐 処理用薬剤の性能試験方法

(NZFRI法)とで試験し,現在汎用されている銅-

クロムーヒ素混合物 (CCA)との効力比較を行った｡

同じ注入量で比較した場合,JIS法では DDAC

の防腐性能は,CCA のそれよりも大であったが,

NZFRI法では逆の結果であった｡防腐効力の増大

と木材中での固着性の改良のために塩化銅やアンモ

ニア水を DDAC に添加したものは, カワラタケ

に対する効果が増大したとはいえ,オオウズラタケ

に対しては,顕著な効果が認められなかった｡

DDAC は,今後,検討すべき点が多くあるが,

CCA の代替となる低毒性木材防腐剤としての可能

性を秘めていると思われる｡

良.KANAI,J.AzuMAandK.NISHIMOTO:Studies

onDigestiveSyste- ofTer-ites･Ⅰ･Digestion

ofCarbohydratesby Ter-iteCoptoteymes

formosanzLSSHlRAKI,Wood Research,No.68,

47-57(1982)

金井和光,東 順一,西本孝一 :シロアリ消化系の

研究.Ⅰ.イ工シロアリ Coptotermesformosa-

nusSmRAKIによる炭水化物の消化

シロアリ消化管中の原生動物の役割を解明するた

め, イェシロアリC･･ptoterme∫formosanusSHIRAKI

に様々な炭水化物を与えた｡ 原生動物は セルロー

ス,アビセルの場合通常8週間生存した｡しかしア
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ミロース, セロビオース, スクロース, マル トー

ス,グルコース,フルクト-スの場合原生動物はシ

ロアリの体内に観察されなくなった｡この場合原生

動物を欠いてもシロアリは生存できた｡このことは

原生動物が天然セルp-スの消化に関与し,シロア

リ白身がこれらの二糖類,単糖叛を原生動物の助け

なしに利用できることを示している｡キシラン,グ

ルコマンナン,アラビノガラクタンの場合,ほとん

どのシロアリは8週間以内に死滅した｡このことは

シロアリがこれらの- ミセルロース頬を有効利用で

きないことを示している｡

良.lwATAand良.NISHIMOTO:Observationson

the ExternalMorphology and the Surface

Structure of Lyctus brunneus (STEPHENS)

(Coleoptera,Lyctidae)byScanningElectron

Microscopy.I･Larvae and Pupae,Kontyu,

Tokyo,49(4),542-557(1981)

岩田隆太郎,西本孝一 :走査電子顕微革によるヒラ

タキクイムシ Lyctusbrunneus(STEPHENS)(棉

極目,ヒラタキクイムシ科)の外部形態及び表面構

造の観察. I.幼虫及び蛸

広葉樹材の大害虫ヒラタキクイムシの発育,変態

を解明し,その詳細にわたる形態学的知見を得るた

め,走査電顕を用いて本種の未成熟ステージ(幼虫,

嫡)を観察した｡その結果,幼虫発育における4期

の区分,頭蓋,小胞嚢,触角などにおける幼虫の齢

にfF･なう変化 幼虫の｡器,特に大胆の微細構造,

幼虫気門の構造,桶の口器の構造,桶の性徴などに

ついて知見を得た｡さらに幼虫のフラス粒を観察し,

未消化の木材の細胞壁の存在の可能性を示した｡

R.1wATAandK.NISHIMOTO:Observationson

the ExternalMorphology and the Surface

structure of LuctzES brunnezLS (STEPHENS)

(Coleoptera,Lyctidae)byScanningElectron

Microscopy･II･Adults and EggsIKontyG,

Tokyo,50(l),10-22 (1982)

岩田隆太郎,西本孝一一:査電子顕微鏡によるヒラタ

キクイムシ LuctusbrzLnneuS(STEPHENS)(鞘極

目,ヒラタキクイムシ科)の外部形態及び表面構造

の観察.Ⅱ.成虫及び卵

第一報に引き続きヒラタキクイムシの成虫及び卵

を走査電顕を用いて観察し,成虫の口器,触角,体

躯表面,性殖器,卵表面について詳細にわたる表面

構造の観察を行なった｡成虫鞘麹裏面の3カ所の鎚

状表面構造領域,及びそれらの対時する体躯表面上

の同様の表面構造領域の存在より,本種成虫の発音

の可能性も示された｡

R.IwATA and K.NISHIMOTO:Studieson the

Autecology of LyctusbrzEnneuS(STEPHENS).

ⅠⅤ･Investlgations on the Composition or

ArtificialDietsforLyctusbrunneus(STEPHENS)

(Col･,Lyctidae),MaterialundOrganismen,17(1)

51-66(1982)

岩田隆太郎,西本孝一 :ヒラタキクイムシ Lyctus

brunneus(STEPHNS)(鞘逐日,ヒラタキクイムシ

料)の個体生態学的研究.Ⅳ.ヒラタキクイムシの

人工飼料の組成の検討

ヒラタキクイムシのマス ･カルチャー法の開発の

ため,最適のメリディック飼料の研究,本昆虫の人

二仁飼料飼育における栄養要求性の検討,及び飼料の

マス ･カルチャーへの適合性について調べた｡ラワ

ン木粉,セルロース粉末,デンプン,酵母より成る

一連の飼料について,産卵適性,幼虫発育適性の2

つの面から検討した結果,堅過ぎて無孔性の飼料は

産卵に適さないこと,蛋白質よりもデンプンの方が

畳的により重要であること,木粉及びセルロース粉

末は栄養的価値がなくむしろ飼料の適切な密度,檎

造を得るのに寄与していることなどが判明した｡人

工飼料の適性は産卵と幼虫発育の両面から評価する

必要があると結論づけることができる｡

石原茂久,越島哲夫,佐々木 光,佐藤 怪,島地

謙,角谷和男,高橋旨象,西本孝一,則元 京,林

昭三,樋 口隆昌 :木材工学辞典,日本材料学会木質

材料部門委員会編 (分担執筆)(1982)

木材の組成から加工 ･利用 ･製造 ･製品に至る約

1万の用語を選定採録し,数千の主要用語には適正

な解説を加え,学術的なものから技術的 なものま

で,広範な利用に役立つ辞典であり,その用語の解

説などを分担執筆した｡




