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業 績 (RECENTPUBLICATION)

TAKEDA,T.,Y.FURUTA,T.AwANO,K.MIZUNO,Y.

MTTSUISHIandT.HAYASHl:Suppression and accel-

erationofcellelongationbyintegrationofxylO-

glucansim pea stem segments,Proc.Nat.Acad.

Sci,,USA,99,9055-9060(2002)

竹田 匠,古田裕三,粟野達也,水野孝一,三石

安,林 隆久 :エンドウ上肢軸切片における細胞

伸長の抑制および促進はキシログルカンの組み込

みによりコントロールできる

KoNISHl,T.,T.NAKAl,F.SAKAIand T.HAYASHI:

Formation ofcauosefrom sucrosein cotton r1-

bermicrosomalmembranes,J.WoodSci"46,1-

7(2001)

小西照子,中井朋則,酒井富久美,林 隆久 :ワタ

繊維細胞の膜画分におけるシュクロースからのカ

ロースの生成

大宮泰徳,林 隆久:林木バイオテクノロジーの

現状 一森林は炭素の生物的シンクである,化学と

生物,40,32-37(2002)

林 隆久:炭素循環 むか し｡いま ･みらい,木

材研究 ･資料,37,15-20(2001)

林 隆久:細胞壁､生物学データ大百科事典､164-

169(2002)

KoNISHI,T.,F.SAK_AIandT.HAYASHI:Functional

analysisofcellulose-synthase-like genes,Interna-

tionalCongressSeries,449,75-78(2001)

小西照子,酒井富久美,林 隆久:セルロース合成

酵素様遺伝子の機能解析

KoBAYASM,Y.,H.KUoRDAandF.SAKAI:Analysis

ofCopia-like retrotransposonsin poplar(Popu-

ILLSalbaL.),WoodRes.,88,42-43(2001)

小林由佳,黒田宏之,酒井富久美:ポプラのコピア

様レトロトランスポゾン解析

KoDAN,A.,H.KuRODA,andF.SAKAl:A stilbene

synthase from Japanese red pirLe (Pin〟sdensi-

Pora):itsimplication forphytoalexin accumula-

tion and down-regulation of navonoid

biosynthesis,PT10C.Nat.Acad Sci.,99,3335-3339

(2002)

小段篤史,黒田宏之,酒井富久美:アカマツから得

られた新規スチルベン合成酵素 :ファイトアレキ

シン蓄積とフラボノイ ド生合成のダウンレギュ

レーションにおける役割

黒田宏之 :木はいかに環境ス トレスを感じるか?

ウッディエンス,No.50,5-6(2001)

MuNIR,E.,T.HATTORlandM.SHIMADA:Purifica-

tion and characterization of isocitrate lyase

from thewood-destroyingbasidiomyceteFomiLop-

sispalLLStl･isgrown on glucose,Arch･Biochem･

Biophys.,399,225-231(2002)

エルマン ･ムニール,服部武文,島田幹夫 :グル

コースを炭素源にして培養 した木材腐朽担子菌オ

オウズラタケからのイソクエン酸リアーゼの精製

とその諸性質

MUNIR,E.,T.HATTORTandM.SHIMADA:Purifica-

tion and characterization of malate synthase

from theglucose-grown wood-rottingbasidiomy-

ceteFomt'topsISPalustrL'sgrown on glucose,BiO-

sci.Biotechnol.Biochem.,66,576-581(2002)

ェルマン ･ムニール,服部武文,島田幹夫 :グル

コースを炭素源にして培養 した木材腐朽担子菌オ

オウズラタケからのリンゴ酸合成酵素の精製とそ

の諸性質

MuNIR,E.,JJ.YooN,T.ToKIMATSU,T･HATTORl,

and M.SHIMADA:A physiologiCal roleforoxalic

acid biosynthesisin thewood-rottingbasidiomy-

cete FomitopsISPalustl･L'S,ProcINall･Acad･Sci"

98,11126-11130(2001)
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莱

エルマ ン ･ムニール,ユン ･チ ョン ･ジュン,時

松敏明,服部武文,島田幹夫二木材腐朽担子菌オオ

ウズラタケにおけるシュウ酸生合成の生理学的役

割

MUNIR,E.,JJ.YooN,T.ToKIMArSU,T.HATTORI

andM.SHIMAE)A:New roleforglyoxylatecycle

enzymesinwood-rottingbasidiomycetesinrela-

tiontobiosynthesisofoxalicacid,J.WoodSci.,

47,368-373(2()01)

エルマン ･ムニール,ユン ･チ ョン ･ジュン,時

松敏明,服部武文,島田幹夫:木材腐朽担子菌にお

けるグリオキシル酸回路酵素のシュウ酸生合成に

関する新 しい役割

ITAYA,M.,T.HATTORl,A.OHTAandM.SHtMADA:

Anenzymaticstudyonisocitratemetabolism in

theectomycorrhizalfungusLaccal'iaamelhystea,

WoodRes.,88,46-47(2001)

板谷真之,服部武文,太田 明,島田幹夫 :外生菌

根菌ウラムラサキのイソクエン酸代謝における酵

素学的研究

SUzUKl,S.,T.UMEZAWAandM.SHIMADA:Stereo-

chemiCaldiversityinlignanbiosynthesisofArc-

1ium lappaL.,Biosct-.Biotechnol.Biochem.,66,

1262-1267(2002)

鈴木史朗,梅揮俊明,島田幹夫 :ArctL'unzlappaL.

の リグナン生合成における立体化学的多様性

SUzUKl,S.,T.UMEZAWAandM.SHIMADA:Norlig一

manbiosynthes丘sinAspaTag〟SOnicL'nalisL.:the

norlignan originates from two non-identical

phenylpropane umits, J. Chem. Soc., PerkL'n

Trans.,1,325213257(2001)

鈴 木 史朗,梅 揮 俊 明,島 田幹 夫 :Asparag〟sof-
jicL'nalt'sL.におけるノル リグナン生合成 :ノル リ

グナンは二つの異なるフェニルプロパン単位に由

来する

SUzUKl,S.,T.NAKATSUBO,T.UMEZAWAandM.SHト

MADA:Firstl'nvl'tronorlignanformatioJlwithAs-

績

parag〟sonicL'nalisenzymepreparation,J･Chem･

Soc.,Chem.Commun.,1088-1089(2002)

鈴木史朗,中坪朋文,梅揮俊明,島田幹夫:Aspara-

g〟sonicL'nalt'S酵素標晶を用いた初めてのノル リ

グナン合成

TAKAKU,N.,D:H.CHOI,K.MtKAME,T.OKUNTSm,

S.SUzUKl,H.OHASHl,T.UMEZAWAandM.SHI-

MADA:LignansofChamaecJParisobl〟sa,J.Wood

Sci.,47,476-482(2001)

高久尚裕,チェ ･ドンフア,三亀圭吾,奥西智哉,

鈴木史朗,大橋英雄,梅揮俊明,島田幹夫 :C≠α-

maecypart'sobtusaの リグナン

OKUNISHl,T.,T.UMEZAWAandM.SHIMADA:Isola-

tion and enzymatic formation of lignans of

DaphnegenkwaandDaphneodora,J.WoodSci･,

47,383-388(2001)

奥西智哉,梅揮俊明,島田幹夫 :Daphnegenkwa

とDaphneodoraの リグナンの単離と酵素的生成

OKUNISHI,T" N.TAKAKU,P.WATTANAWIKKTT,N.

SAKAKIBARA,S.SUzUKl,F.SAKAl,T.UMEZAWAand

M. SHIMADA: Lignan production in Daphne

odora cellcultures,J.Wood Sci.,48,2371241

(2002)

奥西智哉,高久尚裕,p.ワタナ ウィキッ ト,榊原

紀和,鈴木史朗,酒井富久美,梅揮俊明,島田幹

夫 :Daphneodora培養細胞における リグナン産

生

梅樺俊明 二ジンチ ョウゲ科､樹木の顔 (日本木材

学会抽 出成分 と木材利用研究会編)､海青社､

p.115-118(2002)

梅揮俊明 :トウダイグサ科､樹木の顔 (日本木材

学会抽 出成 分 と木材利用研究会編)､海青社､

p.155-162(2002)

KIMURA,S.,H.P.CHEN, I.M.SAXENA,R.M.

BROWN JR.and T.ITOH･.Localization ofc-di_

GMP-binding protein with the linearterminal
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complexes ofAcetobactel'xyLl'n〟m,J.Bacteriol,

183,5668-5674(2001)

木村 聡,--ピン･チェン,インダー ･サクセ-

ナ,マルカム ･ブラウン,伊東隆夫 :酢酸菌の直

線型ターミナル ･コンプレックスにおけるサイク

リックGMP結合タンパク質の局在

ITOH,T･andSIKIMURA:tmmunOgOldlabelingof

terminal cellulose-synthesizing complexes, J.

PlantRes.,114,483-489(2001)

伊東隆夫,木村 聡 二ターミナル ･セルロース合

成酵素複合体の免疫標識

SUzUKI,K.andT.ITOH:Thechangesincellwall

architectureduringlignificationofbamboo,Phyl-

LoslachysaureaCarr.,Trees15,137-147(2001)

鈴木 潔,伊東隆夫 :モウソウテクの木化過程の

細胞壁立体構造の変化

KIMURA,S.,C.OsHTMA,E.HIROSE,J.NISHIKAWA

andT.ITOH:Celluloseinthehouseoftheappen-

dicularian, OL'kopteura rufescens, Protoplasma,

216,71-74(2001)

木村 聡,大島千絵,広瀬裕一,西川 淳,伊東隆

夫 :オタマボヤのハウスのセルロース

KJMURA,S.andT.ITOH:Occurrenceofhigh crys-

tallinecellulosein the mostprimitivetunicate,

Appendicularian,p.121-125,Tn"MolecularBreed-

1ngOfWoodyPlants",N･MorohoshiandA･Koma一

mine,Eds.,EIsevierScience(ユool)

木村 聡,伊東隆夫 :最も原始的なホヤにおける

高結晶性セルロースの出現

SHIROSHITA,S.,T.ITOH,and H.KUMAMOTO:A

woodenmodelofabritishsteam locomotivefab-

ricated in the dawn ofthe Japanese railway

era,J.IndustrialHistory,4,1131122(2001)

城下荘平,伊東隆夫,熊本博光:日本の鉄道拳明期

における英国製蒸気機関車の木製モデル

ITOH, T∴ Immunogold labeling oI terminal

cellulose-synthesizingcomplexesinselectedcellu-

1osic organism,Book of Abstract,Intemational

Wood Biotechnology Symposium organized by

JSPS,26(2001)

伊東隆夫 :数種セルロース性生物におけるタ-ミ

ナル ･コンプレックスの免疫標識

FuJINO,T.,L.Wu,L Ll,C,P.JosHI,T.lTOHand

V･L CHIANG:Thegeneexpressionofaxylem-spe-

cificcellulosesynthaseundergravitationalstimu-

lus in aspen (Populus tl･emulot'des), Book of

Abstract,IntemationalWoodBiotechnologySympo-

sium organizedbyJSPS,56(2001)

藤野猛史,チャンドラシェカー ･ジョシ← ,伊東

隆夫,ビンセント･チャン :アスペンの重力刺激

下における木部特異的セルロース合成酵素の遺伝

子発現

KfMURA,S･andT.ITOH:Occurrenceofhighcrys-

tallinecellulosein the mostprimitivetunicate,

Appemdicularian,Book ofAbstract,Intemational

Wood Biotechnology Symposium organized by

JSPS,65(2001)

木村 聡,伊東隆夫:最も原始的なホヤ,オタマポ

ヤ,における高結晶性セルロースの出現

HE,X-Q,K.SUzuKl, S.KTTAMURA,J-X.LtN,KI

M.Coland T.ITOli:Toward understandingthe

differentfunction oftwo typesofparenchyma

cellsin bamboo culms,PlantCellPhyLu'0/.,43,

186-195(2002)

賀 新強,鈴木 潔,北村進一,林 金星,崖 克

明,伊東隆夫 :竹梓の二種類の柔細胞機能の理解

を求めて

KARLSON,D.T.,S.KIMURA,T.FUJINO,T.ITOHand

E.N.AsHWORTH:EIiminationofartifactualimmu-

nogold labeling from secondarywallsofwoody

stem sections,PlantCel/Rep.20,786-790(2002)

デール ･カールソン,木村 聡,藤野猛史,伊東隆

夫,アッシュワース :樹幹切片二次壁からの人工

的免疫標識の除去
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業

ITOH,T.:Deep-etchingElectronMicroscopyand

31dimensional CeIIWallArchitecture,pp.83198,

In,''WoodFonnationinTrees",Ed.,NigelChaf-

fey,Taylor& Francis,London and New York,

(2002).

伊東隆夫 :ディープェッチング法と細胞壁三次元

構造

伊東隆夫 :横尾山施福寺所蔵仏像の使用樹種,｢横

尾山施福寺の歴史的総合調査研究｣第 1分冊 総

論 論考編､和泉市史紀要第 6集,和泉市教育委

員会,276-277,写真278-281(2001)

伊東隆夫 :調査対象宝物の樹種同定,正倉院紀要

第23号,29-34(2001)

伊東隆夫 :観音寺遺跡出土木簡の樹種同定,観音

寺遺跡 Ⅰ (観音寺遺跡木簡篇)-一般国道一九二

号徳島南環状道路改築に伴 う埋蔵文化財発掘調査

- ,徳島県教育委員会,財団法人徳島県埋蔵文化

財センター ,167-170(2002)

伊東隆夫 :近岡遺跡出土木製品の樹種,近岡遺跡

Ⅱ,金沢市埋蔵文化財ンタ一 ,p.24,写真図版 1

(2002)

伊東隆夫 :第 9節 佃遺跡出土木製品の樹種､兵

庫県文化財調査報告書 ,第176冊､佃遺跡,兵庫県

教育委員会編,79-83(1998)

伊東隆夫 :仏像用材の樹種同定､高幡山金剛寺重

要文化財木造不動明王及二童子像保存修理報告書,

高幡山金剛寺,頁122-127,図版1311140(2002)

伊東隆夫 ･桑原正章 ･佐々木光 :木片と空気の理

化学分析､ASTE,理工総研報告特集号 太陽の船

〔Ⅰ〕-クフ王第2の船予備調査報告- ,早稲田

大学理工学総合研究センター 43-47(2002)

伊東隆夫 :セルロース合成酵素はターミナルコン

プレックスに局在する-フリーズ ･フラクチャ法

と免役金模誰法を組み合わせての実証,植物の生

績

長調節,37,44-50(2002)

KoBAYASHI,S.,J.SAKAMOTO,S.KIMURA,M.OH-

MAEandJ.SUGIYAMA:Synthesisandformationof

high帥OrderstrtICtureOfartirICialpolysaccharides

byenzymetatalysedpolymerization,日本化学繊維

研究所講演集,58,9-15(2001)

小林四郎,坂本純二,木村俊作,大前仁,杉山淳

司 :酵素触媒重合による人工多糖の合成と高次構

造形成

IMAl,T.,T.WATANABE,T.YUIandJ.SUGIYAMA:I)i-

rectionaIdegradation of B-Chitin by chitinase

Alrevealedbyanovelreducingendlabelling

technique,FEESLeft. 510, 201-205(2001)

今井友也,渡追剛志,湯井敏文,杉山淳司 :キチ

ナ-ゼAlの βキチン分解おける分子極性を新規

な還元末端可視化法により明らかにした

MUELLER,M.,R.HoRl,T.ITOHandJ.SUGIYAMA:

X-rayMicrobeam andElectronDiffractionEx-

periments on Developing Xylem Cell Walls,

Biomacromolecules 3,1821186(2001)

MartinMueller,堀律子,伊東隆夫,杉山淳司:分化

木部細胞壁のX線微小部回折および電子回折によ

る研究

UcHIYAMA, T., F. KATOUNO, N. NIKATDOU, T.

NoNAKA,J.SUGTYAMAandT.WATANABE:Rolesof

theExposed AromaticResiduesin Crystalline

ChitinHydrolysisbyChitinaseA from SeT･ratl'a

marcescens2170,J.Biol.Chem., 276,41343-

41349(2001)

内山 拓,上遠野史基,二階堂直樹,野中孝昌,杉

山淳司,渡遠剛志 :セラチア菌2170株による結晶

性キチン分解における表面の芳香族アミノ酸の役

割

ToKOH,C.,K.TAKABE,J.SUGIYAMA,andM.FU-

JITA･: Cellulose synthesized by Acelobacter

wlinum inthepresenceofplantcellwallpoly-

saccharides,Cellulose 9,65-74,(2002)
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都 甲子鈴,高部圭司,杉山淳司,藤 田稔 :植物細胞

壁多糖存在下で合成された酢酸菌セル ロースにつ

いて

桑原正章 :木質資源のグ リー ンケ ミス トリー ,木

材研究 ･資料,37,32-43(2002)

HA,H.-C.,Y.HoNDA,T.WATANABEandM.KuwA-

HARA:Production ofmanganese peroxidase by

pelletcultureofthelignin-degradingbasidiomy-

cete,Pleull01uS OStl･eatuS,Appl. Microbtlol.BE'0-

technol.,55,704-711(2001)

河 考哲, 本 田与-, 渡辺隆司, 桑原正章 :リ

グニン分解性担子菌 ヒラタケのペ レッ ト状培養に

よるマンガンペルオキシダーゼの生産

KuwAHARA,M.:Characterization and utilization

oflignlnOlyticenzymesproducedbybasidiomyce-

tes,in "Recentadvancesinenvironmentally com-

patE-ble po/ymers" ed･ J･ F. Kennedy, G･ 0･

Phillips,P.A.WilliamsandH･Hatakeyama,Wood-

headPublishingLtd,Cambridge,387-395(2001)

桑原正章 :担子菌 ヒラタケの生産する リグニ ン分

解酵素の特徴 と利用

桑原正章,渡辺隆司 :キノコによる木質 リグニン

の分解､バ イ オサイエ ンス とイ ンダス トリー ,

60,9-10(2002)

WATANABE,T.,N.SHIRAl,H.OKADA,Y.HoNDA

andM.KUwAHARA:Productionandchemilumines-

centfree radicalreactionsofglyoxalin lipid

peroxidatiom oflinoleicacid bythelignlnOlytic

enzyme)manganeseperoxidase,FurJ･B10Chem･,

268,6114-6122(2001)

渡辺隆司, 白井伸呪 岡田ひ とみ,本 田与一, 秦

原正章 :リグニ ン分解酵素マ ンガ ンペルオキ シ

ダーゼによる リノール酸 リビッ ドベルオキシデー

ションにおけるグ リオキサールの生成 と化学発光

フリーラジカル反応

ENOKI, M., Y･HoNDA, M･KuwAHARA and T.

W∬ANABE:Chemicalsynthesis,iron redoxinter

actionsand chargetransfercomplex formation

ofalkylitaconicacidsfrom Cel･t.POT･10PSFSSLLbver-

mispora,Chem,Phys.LLIpids,120,9-20(2002)

榎 牧 子, 本 田与 -, 桑 原 正 章, 渡 辺 隆 司 :

cerl'poriopst'ss〟bvermL'sporaの生産するアルキルイ

タコン酸の化学合成,鉄酸化還元相互作用および

電荷移動錯体形成

FACKLER,K.,E.SREBOTNIK,T.WATANABE,P.LA-

MAmS,M.HuMAR,C.TAVZES,M,SENTJURC,F.PoH-

LEVEN and K. MESSNER: Biomimetic pulp

bleachingwithcoppercomplexesand hydroper-

oxides,Inf'ProgressinBiotechnology Hod21Bio-

1echnologリLlnthePulp andPaperlndustfy'',eds.

byL Viikariand良.Lantto,p.,EIsevier,Amster-

dam,pp.223-230(2002)

フ ァックラー ,K.､E.ス レポ トニ ク,渡辺隆司,

p.ランビス,M.フ-マ一 ,C.タブゼス,M.セ ン

トジュル ク,K.メスナ- :銅錯体 とヒ ドロペルオ

キシ ドによるバイオ ミメティックパルプブリーチ

ング

SATO,S.,T.WATANABE,Y.HoNDAandM.KuwA-

HARA:Degradability of natural and synthetic

polymersbythewhiterotfungus,Cerl'portopsLS

s〟bvermt'spora,Woodlks･,88,48-49(2001)

佐藤 伸, 渡辺隆司, 本 田与一, 桑原正章 :白

色腐朽菌ce'F'poriopsL'ss〟bvermL'sporaによる天然お

よび合成ポ リマーの分解能

WATANABE,T.,K.MESSNER,P.LAMAIPIS,N.SHIRAl,

M.ENOKI,S.SATO,Y HoNDAandM.KuwAHARA:

Acylradicalchain reactionsillenZymaticand

non-enzymaticlipid peroxidation,Procl8thIn-

ternationalconference on biotechnology in pulp

andpaperindustry,Presymposium on recentad-
vancesin lignin biodegradatz'on and btlosynthesis,

p.22(2001)

渡辺隆司, K.メスナ一 ,P.ラマイ ビス,白井伸

明,榎 牧子,佐藤 伸,本 田与一,桑原正章 :酵

素的および非酵素的 リビッ ドベルオキシデーシ ヨ

-248-



莱

ンにおけるアシルラジカル連鎖反応

KHANONGNUCH,C.,N.WANPHRUT,S.LUMYON(主P.

SUwANARIT and T.WATANABE:A new thermo-

torelantwood rotting fungiCoriol〟s versL'color

isolatedfrom northernThailandanditspoten-

tialinlignindegradingapplications,Proc.81hIn-

ternationalconferlenCe On biotechnoloBy in pulp

andpaperindust7y,PresymposL'um on recentad-

vancesin lignin biodegradationand biosynthesis,

p.110(2001)

クハノングヌフC.,S.ワンブルー ト,S.ル ミヨン

グ,p.スワナリット,渡辺隆司 :北部タイから分

離した新しい耐熱性木材腐朽菌カワラタケとその

リグニン分解への応用の可能性

LAMAIPIS,P.,K.FACKLER,E.SREBOTNtK,T.WATANI

ABE,W.GINDLandK.MESSNER:Semiquantitatiye

andquantitativeassayofthecapacityoftheco-

ordinatedcopperperoxidesystem todegradena-

tive wood lignln, P710C. 8th International

Conferenceon8iotechnoloByinthePulpandPa-

perIndustry,p.236-237(2001)

ランビス,P.,K.ファックラー,E.スレポトニク,漢

辺隆司,W.ギンドル,K.メスナ-:銅錯体とヒド

ロペルオキシドによるバイオミメティックパルプ

ブリーチング

FACKLER,K.,E.SREBOTNTK,T.WATAMNABE..P.LA-

MAlPIS,M.HUMAR,C.TAVZES,M.SENTJURCandK.

MESSNER:Biomimeticpulp bleaching with cop-

percomplexesandhydroperoxides,Proc.8thIn-

ternationalConference on Biotechnology in the

PulpandPaperlndustty,P.61162(2001)

ファックラー ,K.,E.スレポ トニク,渡辺隆司,

p.ランビス,M.フ-マ一,C.タブゼス,M.セン

トジュルク,K.メスナ- :銅錯体とヒドロペルオ

キシドによるバイオミメティックパルプブリーチ

ング

PUNNAPAYAK,H..,M.KUHIRUN,N.KUNPRATUM,T.

PANGJUNAN, P. LIAWSAKUL and T. WATANABE:

績

Prebleaching ofa eucalyptuspaperpulp with

whiterotfungi,P710C.AnnualMeetingoftheSocL--

etyforIndustrialMicrobiology(SIM),p･93(?001)

H.ブナパヤック,M.クヒルム,T.クンプラツム,

T.バグジュナン,P.リアバクル,渡辺隆司 :白色

腐朽菌によるユーカリパルプのプレブリーチング

渡辺隆司 :木質成分変換のバイオテクノロジー

(工学的利用のバイオテクノロジー ,糖質関連工

業),木材科学講座11 バイオテクノロジー ,海

青社,129-136(2002)

IRIE,T.,Y.HoNDA,T.HIRANO,T.SATO,H.ENEI,

T.WATANABEandM.KUwAHARA:Stabletransfbト

nationofPleLLrOtuS OStTeatuStOhygromycinB

resistanceuslngLentt'n〟sedodesGPD expression

slgnals,Appl･Micr10biol.Biotechnol･,56,707-709

(2001)

入江俊一, 本田与一, 平野達也, 佐藤利次,

渡辺隆司, 桑原正章 :シイタケのGPD発現シグナ

ルを用いたヒラタケのハイグロマイシンBへの安

定な形質転換

SATO,H.,Y.HoNDA,T.WATANABEandM.KUwA-

HARA:DNA一mediated tramsfbrmation of white

rotfungusCen'PoLOPSISSubvermlSPOT･a,Prvc.8th

Internationalconferenceonbiotechnology inpulp

andpaperindustry,Presymposium onyleCentad-

vancesin lignin biodegradation and biosynthesis,

p.106(2001)

佐藤秀昭, 本田与-, 渡辺隆司, 桑原正章 :白

色腐朽菌cen.pon'opsL.SS〟bvermisporaのDNAによる

形質転換

HoNDA,Y.,M.MoUE,T.WATANABEandM.KUwAI

HARA:Degradation ofbisphnoIA by recombi-

nantPleul･OLuSOStl･ealus,Proc.Xth international

congyleSSOfbacteriologyandappliedmicrobiology,

p.339(2002)

本田与-,馬上 学,渡辺隆司,桑原正章 :辻伝子

組換えヒラタケを用いたビスフェノールAの分解
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HoNDA,Y"M.Move,C.IMAMURA,H.TAKAHASHI,

T.WATANABEandM.KuwAHARA:Heterologousex-

pression of Phanerochuele manganese peroxi-

dases in PleuTOtuS OSlr･eatus, Proc. the 71h

internationalmycologica/congress,p.211(2002)

本 田与-, 馬上 学, 今村千絵, 高橋治雄,

渡辺隆司, 桑原正章 :phanerochaeteマンガンペ

ルオキシダーゼのヒラタケ内での異種発現

本田与- :木質成分変換のバイオテクノロジー

(リグニン分解酵素の構造と遺伝子､遺伝子組換

え技術の適用)､木材科学講座11 バイオテクノロ

ジー､海青社､112-117(2002)

本田与- :キノコの育種 (形質転換),木材科学

講座11 バイオテ クノロジー ,海青社,167-171

(2002)

本田与- :β遺伝子座の構造と遺伝子産物の機能,

キノコとカビの基礎科学とバイオ技術,アイピー

シー ,59-62(2002)

本田与- :遺伝子発現ベクター ,キノコとカビの

基礎科学 とバイオ技術,アイ ピーシー ,293-296

(2002)

本田与-:有用菌株の育種とその利用 (ヒラタケ),キ

ノコとカ ビの基礎科学 とバイオ技術,アイ ピー

シー ,324-326(2002)

OBATAl,A,E.,M.NoRIMOTO and B.ToMITA:Me-

chanicalrelaxationprocessofwoodinthelow-

temperaturerange,J･Appl･Poly Sci･,81,3338-

3347(2001)

小幡谷英一,則元 京,富田文一朗:低温領域にお

ける木材の力学緩和過程

東原貴志,井上雅文,師岡淳郎,則元 京 :グリ

セリン含浸処理木材の応力緩和,木材学会誌,47,

447-451(2001)

OBATAYA,E.,Y.FURUTA,Y.OHNO,M･NoRIMOTO

andB.ToMITA:Effctsofagingandmoistureon

thedynamicvicoelasticpropertiesoforientallac-

quer(urushi)rllm,J.Appl.Poly.ScE'.,83,2288-

2294(2002)

小幡谷英一,古田裕三,大野善隆,則元 京,富

田文一朗 :漆塗膜の粘弾性に及ぼす水分及びエイ

ジングの影響

WATANABE,U.,M.FUJITAandM.NoRIMOTO:Trans-

verseYoung-Smoduliandcellshapesinconifer-

ousearlywood,Holzforschung,56,116(2002)

渡辺宇外,藤田 稔,則元 京 :針葉樹早材の横

方向ヤング率と細胞形状

OHMAE,K.,K.MINATO and M.NoRIMOTO:The

analysisofdimensionalchangesduetochemical

treatmentsandwatersoakingforhinoki(Cha-

maecyparisobtusa)wood,Holzforschung,56,98-

102(2002)

大前宏輔,湊 和也,則元 京 :ヒノキ材の化学

処理及び水浸溝による寸法変化の解析

KURIMOTO,Y" K.KANO,M.NoRIMOTO and 0.

SAWABE:Performance ofcarbonized sugIWood

andbarkforhumiditycontrol,Matert-a/sScience

Researchlnlernationa/,8,38-42(2002)

栗本康司,鹿野厚子,則元 京,揮辺 攻 :炭化

スギ材及び樹皮の調湿性能

大釜敏正,則元 京 :文化財収蔵のための空間を

構成する材料の調湿効果,国立歴史民俗博物館研

究報告,97,7-17(2002)

瀬岡良雄,則元 京 :湿度変化と木製漆器の損傷,

国立歴史民俗博物館研究報告,97,19-27(2002)

川井安生,小林好紀,則元 京 :高周波加熱と熱

気を複合 した木材乾燥法 (第 3報),高周波加熱

下におけるスギ正角材内部の圧力推移と水分移動,

木材学会誌,4番,136-144(2002)

NoRIMOTO,M.:Chemicalmodification ofwood,
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inrWoodandCelluloseChemistry"(eds.Hon,D.

N.-S.and N.Shiraishi),MarcelDekker,New

York,p.5731598(2001)

則元 京 :木材の化学修飾

梶 田 照,今村祐嗣,川井秀一,則元 京 :木

材 ･木質材料用語集,東洋書店,1-355(2002)

CHENq W.,T.MoROOKA and M.NoRIMOTO:The

stressoccumng in wood under high tempera-

ture steam,Proc.The 7th lntemationalIUFRO

Wood Drying Conference, Tsukuba, p.2561261

(2001)

程 万里,師岡淳郎,則元 京 :高温水蒸気下で

木材中に発生する応力

師岡淳郎 :熟および水蒸気処理による木材横圧縮

変形の永久固定と構造変化-レオロジーの視点か

ら- ,木材工業､56,604-610(2001)

KAWAl,Y,Y KoBAYASHl,M.NoRIMOTOand0.R.

PULtDO:Industrialapplicationofhybriddrykiln

uslngftF and hot-airforhigh-speed and low-

costdrying,Proc.ofthe7thInternationalIUFRO

Wood Drying Conference, Tsukuba, p.3681371

(2001)

川井安生,小林好紀,則元 京,0.良.プリド-

高速で低コス トの乾燥のための高周波加熱と熱気

を用いた複合乾燥の工業的応用

KAWAI,Y.,Y.KoBAYASHT,M.NoRIMOTOand0.R.

PULIDO:Moisturemovementin wood caused by

HF heating under atmospheric pressure,Proc.

orthe7thInternationalIUFRO WoodDryingCon-

ference,Tsukuba,p.372-375(2001)

川井安生,小林好紀,則元 京,0.R.プリド-

大気下における高周波加熱によって生ずる木材中

の水分移動

KURIMOTO,K.,K.KANO,M.NoRIMOTO and 0.

SAWABE:Controlofrelativehumidity by useof

carbonized materials,Proc.ofthe Korea-Japan

績

JointSeminaronEffectiveInspectionandMainte-

nanceTechnologleStO PreventBiodeterioration of

WoodenCulturalProperties,Pusan,p.98-107(2001)

栗本康司,鹿野厚子,則元 京,揮辺 攻 :炭化

物を用いての相対湿度の調節

栗本康司,鹿野厚子,高妻洋成,則元 京,揮辺

攻 :木炭の調湿能力,木材工業,57,392-397

(2002)

中田欣作,杉本英明,井上雅文,川井秀一 :硬化

積層材を利用 した木質構造接合部材の開発 (第 5

報),強化LVL接合板とドリフ トピンによるモーメ

ント抵抗型接合部の強度性能､木材学会誌,47,

327-336(2001)

中田欣作,杉本英明,井上雅文,川井秀一 :硬化

積層材を利用 した木質構造接合部材の開発 (第 6

報),強化Ⅰ〝L接合板および接合ピンによる木質構

造接合部の強度性能,木材学会誌,48,89-97(2002)

中田欣作,杉本英明,上杉三郎,原田寿郎,井上

雅文,川井秀一 :硬化積層材を利用 した木質構造

接合部材の開発 (第 7報)､強化LVL接合板および

接合ピンに夜木質構造接合部の耐火性能,木材学

会誌,48,249-256(2002)

HERMAWAN,D"T.HATA,K UMEMURA,S.KAWAI,

W.NAGAOMI,and Y.KUROKl:Rapid production

ofhigh-strengthcement-bondedparticleboardUSI

Ing gaseousOrSuPerCriticalcarbon dioxide,J.

WoodSci"47,294-300(2001)

デデ -ルマワン,畑 俊充,梅村研二,川井秀一,

永富鯛,黒木康雄:気相あるいは超臨界二酸化炭

素を用いた高強度セメントボー ドの迅速製造

‖ANら K.UMEMURA,M.ZHANqT.HoNDA,S.K A -

wAI: Development of high-performance UF-

bondedreedandwheatstraw medium-densityrI-

berboard,JIWoodSci.,47,350-355(2001)

韓康辞､梅村研二､張 敏､本田貴久､川井秀

一 :UF結合コムギおよびヨシワラ中密度フアイ
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バーボー ドの開発

迫田章義､望月和博､安部郁夫､片山葉子､川井

秀一､滞田達郎､棚田成紀､中崎清彦､中村嘉利､

藤田晋輔､船岡正光､三浦正勝､吉田 孝 :ゼロ

エミッションのための未利用植物バイオマスの資

源化､環境学会誌､14､383-390(ユool)

HERMAWAN,D.,T.HATA,S.KAWAJ,W.NAGADOMl,

Y.KuROK】:Manufacturing oilpalm frondsce-

mentbondedboardcuredbygaseousorsuper-

criticalcarbondioxide,J.WoodSci.,48,20-24

(2002)

デデ ･-ルマワン,畑 俊充,川井秀一,永富解,

黒木康雄 :気相あるいは超臨界二酸化炭素養生法

を用いたアブラヤシブロンド織維セメントボー ド

の製造

UMEMURA,K.,andS.KAWAl:Effectofpolyolon

therm0-0Xidativedegradationofisocyanateresin

for wood adhesives,J. Wood Sci.,48,25-31

(2002)

梅村研二,川井秀一 :木材用イソシアネー ト樹脂

接着剤の熱酸化分解に及ぼすポリオールの影響

KAWAl,S.,Y.OHMORt,G-P.HAN,K.ADACHT,T.K1-

yooKA;Atrialmanufacturinghigh-strengthbam-

boofibercomposites,Proc.Symp･UtilE'zation of

AgrlCultural and Forestry Residues, p･124-129,

Oct.31-Nov3,2001,Nanjlng,China.

川井秀一,大森裕子,韓麿薄,足立幸司,清岡孝

敬 :高強度竹繊維複合材料製造の試み

KAWAI,S.,R.SuGAWARA,K ONISHI,Y･OKUDAlRA,

M.ZHANG :Deyelopment of kemaf oriented

fiberboard-Effectsofmolecularweightofphe-

nolformaldehyde resin on board properties,

Proc.Symp.Utilization ofAgricu/(uraland For-

estry Residues,pl12-16,Oct･31-Nov･3,2001,

Nanjing,China.

川井秀一,菅原亮,大西兼司,奥平有三,蘇

敬 :ケナフ配向ファイバーボー ドの開発､フエ

ノール樹脂接着剤の分子量がボー ドの性質に及ぼ

す影響

HAMG-P.,S.KAWAl,K.UMEMURA,M.ZHAN(ヰT.

HoNDA:Developmentofhigh-performancestraw

medium densityfiberboard,Proc.Symp.Utiliza-

tionofAgriculturalandForesf77,ResL'dues,p.166-

171,Oct.31-Nov.3,2001,Nanjlng,China.

韓鷹薄,川井秀一,梅村研二,張 敏,本田貴

久 .'高性能中密度ス トローファイバーボー ドの開

発

MAL-F,S.KAWAl,H.YAMAUCHl,0.PuLIDO,H.

SASAKI:Production ofcementbonded compos-

ites,EffectsofcementmiCrosphereson board

properties,Proc.Symp.Uti/t'zalionofAgrL'cultura/

andForestry Resl'dues,p.350-353,Oct.31lNov.3,

2001,Nanjing,China.

馬宝飛, 川井秀一,山内秀文,オーランド･プリ

ド-,佐々木光 :木質セメントボー ドの製造,セ

メントマイクロビーズがボー ドの性質に及ぼす影

響

川井秀一 :山村における木質資源の総合加工シス

テムの構築､第 8回国産中小径材の利用技術研究

会テキス ト､平成13年 6月 1日､愛媛県久万町

川井秀一 :木質材料における接着､日本接着学会

第39回年次大会講演要旨集,p.253-256,平成13

年 6月 5-6日,金沢市

桑原正章,川井秀一 :木質資源利用におけるゼロ

エミッション,ゼロエ ミッションシンポジウム

2001,平成10月25-26日,東京

川井秀一 :再利用 ･廃棄を考慮した材料開発の基

本的視点,日本木材学会研究分科会報告書,Ⅳ-60

-70 平成13年

川井秀一 :木質材料の強度的変動とその対策,日

本木材学会研究分科会報告書,Ⅲ-42-50 平成13

午
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川井秀一 :新世紀の科学技術に求められるもの,

APAST,41,4(2001)

川井秀一 :木質材料とリサイクル,第22回木材接

着研究会講演要旨集,46-53,平成13年11月15116

日,福岡

川井秀一 :農産廃棄物等を用いた非木材植物繊維

ボー ド,接着学会誌,37,500-503(2001)

YANO,H.,A.HIROSE,PJ.CoLLINS,andY.YAZAKI:

Effectsoftheremovalofmatrixsubstancesas

a pretreatment in the production or high

strength resin impregnated wood based materi-

als,J.Matef:Sci.Left.,20,1125-1126(2001)

矢野浩之,広瀬 輝, ピーター ･コリンズ,矢崎

義和 :高強度樹脂含浸圧密木材製造におけるマ ト

リックス成分除去処理の効果

YANO,H.:Potentialstrength forresin impreg-

natedcompressedwood,J.Maler.ScF'.Left.,20,

1127-1129(200り

矢野浩之 :樹脂含浸圧密処理木材における到達可

能強度

矢野浩之 :樹脂含浸 ･圧密処理による高強度木質

材料の製造,木材研究 ･資料,No.37, 2ト31(2001)

MASUDA,K.,H.YANO,andS.KAWAI:Moulded

Productsfrom Radiata PineBark,Wood Res.,

88,52-53(2001)

増田健司,矢野浩之,川井秀一 :ラディア-タ松

樹皮からの成型物製造

SUBYAKTO,T.HATA,Ⅰ.IDE,andS.KAWAI:Fireィe-

sistantperformanceofalaminatedveneerlum-

berjointwithmetal plateconnectorsprotected

withgraphitephenolicspheresheeting,J Wood

Sci.,47,1991207(2001)

スビヤクト,畑 俊充,井出 勇,川井秀一:グラ
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