
研究会等案内	 
	 

組織と材質研究会（講演会）	 

日	 時：3 月 19 日(日)	 13:30～	 

場	 所：九州大学農学部 5 号館 117 室（第 15 会場）	 

内	 容：培養細胞をモデルとした細胞壁形成	 

連絡先：松村	 順司（九州大学）matumura@agr.kyushu-u.ac.jp	 

	 	 	 	 安部	 久（森林総合研究所）abeq@affrc.go.jp	 

	 

木材の化学加工研究会（幹事会）	 

日	 時：3 月 19 日(日)	 12:45～13:45	 

場	 所：九州大学農学部 1 号館 266 室	 

内	 容：化学加工研究会シンポジウムの開催について	 

連絡先：片岡	 厚（森林総合研究所）ykataoka@ffpri.affrc.go.jp	 

	 

木材と水研究会（地域木材産業研究会と合同講演会）	 

日	 時：3 月 19 日(日)	 13:15～16:30	 

場	 所：九州大学農学部防音講義棟 101 室（第 12 会場）	 

内	 容：「国産“大径”針葉樹材の利用に向けて」	 

講	 師：松村	 ゆかり	 氏（森林総合研究所）	 

	 	 	 	 小田	 久人	 	 	 氏（宮崎県木材利用技術センター）	 

	 	 	 	 河崎	 弥生	 	 	 氏（岡山県農林水産総合センター）	 

	 	 	 	 吉田	 孝久	 	 	 氏（長野県林業総合センター）	 

	 	 	 	 荒武	 志朗	 	 	 氏（宮崎県木材利用技術センター）	 

申込先：渡辺	 憲（森林総合研究所）kenwatanabe@ffpri.affrc.go.jp	 

	 	 	 	 (1)氏名、(2)所属、(3)連絡先(TEL,メール)、(4)一般/学生、	 

	 	 	 	 (5)領収書の要/不要を、記載して下さい。	 

参加費：2000 円（学生 1000 円）	 

連絡先：小林	 功（森林総合研究所）kobayas@ffpri.affrc.go.jp	 

	 

パルプ・紙研究会（幹事会および見学会）	 

日	 時：3 月 19 日(日)	 13:00～	 

場	 所：幹事会は移動のバス車内、見学会は九州国立博物館	 

内	 容：「九州国立博物館で考えるパルプ・紙研究の過去・現在・未来」	 

連絡先：北岡	 卓也（九州大学）tkitaoka@agr.kyushu-u.ac.jp	 

市浦	 英明（高知大学）ichiura@kochi-u.ac.jp	 

備	 考：バスツアー参加は 1 月 31 日(火)に締め切っております。	 

	 

木質物性研究会（拡大幹事会）	 

日	 時：3 月 19 日(日)	 13:00～14:00	 

場	 所：九州大学農学部 1 号館 417 室	 

内	 容：2017 年度の活動(講演会など)に関する意見交換	 

連絡先：金山	 公三（京都大学）kozo-kanayama@rish.kyoto-u.ac.jp	 

	 

バイオマス変換研究会（連絡会および講演会）	 

＜連絡会＞	 

日	 時：3 月 19 日(日)	 12:45～13:30（予定）	 

場	 所：九州大学農学部 4 号館 110 室（第 14 会場）	 

内	 容：本年度活動報告、次年度活動予定	 

連絡先：上高原	 浩（京都大学）hkamitan@kais.kyoto-u.ac.jp	 



＜講演会＞	 

日	 時：3 月 19 日(日)	 13:30～16:30（予定）	 

場	 所：同上	 

内	 容：討論会「バイオマスの微生物･熱化学変換、そしてエネルギー素材への実装戦略（仮

）」	 

講	 師：九州大学大学院農学研究院	 園元	 謙二	 氏	 

	 	 	 	 「バイオマスの戦略的微生物変換：バイオマスと微生物の両面からのデザイン研究」	 

	 	 	 	 九州大学先導物質化学研究所	 工藤	 真二	 氏	 

	 	 	 	 「反応速度とともに考えるバイオマス熱化学変換」	 

	 	 	 	 株式会社パワージャパンプリュス	 武谷	 要	 氏	 

	 	 	 	 「バイオマスの機能性エネルギー素材としての活用」	 

連絡先：清水	 邦義（九州大学）shimizu@agr.kyushu-u.ac.jp	 

	 

木材強度・木質構造研究会（講演会）	 

日	 時：3 月 19 日(日)	 13:30～16:30	 

場	 所：九州大学農学部 21 世紀交流プラザⅡ	 第二講義室	 

主	 催：一般社団法人	 日本木材学会	 木材強度・木質構造研究会	 

内	 容：タイトル「木材･木質材料の基準強度および許容応力度を再考する」	 

	 近年の木質構造の大型化・中層化に伴い、木材・木質材料に対する要求性能も徐々

に高まってきている。これまでは強度的に十分な余裕を持って使われてきた木材で

あるが、要求性能の高まりに対して材料強度の余裕率は徐々に小さくなり、木材の

脆性的な破壊を誘発しかねない設計例も見られるようになってきた。そこで本研究

会では、木材・木質材料の基準強度および許容応力度の設定に関する過去の歴史を

紐解きつつ、近年議論されている課題や実務の場で実際に起こった問題点などを共

有することで、今後の材料強度・許容応力度のあり方、今後の進むべき方向性など

を議論することとしたい。	 

講	 師：森林総合研究所	 井道	 裕史	 氏	 

	 	 	 	 「木材の基準強度・許容応力度の歴史的変遷」	 

	 	 	 	 秋田県立大学名誉教授	 飯島	 泰男	 氏	 

	 	 	 	 「木材強度に関する疑問と課題」	 

	 	 	 	 木構造振興株式会社	 原田	 浩司	 氏	 

	 	 	 	 「変わるニーズ、変わらぬ業界」	 

進行役：東京大学大学院農学生命科学研究科	 青木	 謙治	 氏	 

連絡先：青木	 謙治（東京大学）aoken@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp	 

	 

きのこ研究会（見学会）	 

日	 時：3 月 19 日(日)	 13:00～17:00	 

場	 所：宝珠山きのこ生産組合（福岡県朝倉郡東峰村）	 

内	 容：きのこ生産施設および加工施設を含む 6 次化の現場見学	 

連絡先：砂川	 政英（森林総合研究所）masahide@ffpri.affrc.go.jp	 

原田	 陽（北海道立総合研究機構）harada-akira@hro.or.jp	 

	 

生物劣化研究会（2017 年春季研究会(講演会)）	 

日	 時：3 月 19 日(日)	 13:30～16:30（予定）	 

場	 所：九州大学農学部防音講義棟 103 室（第 13 会場）	 

内	 容：「木材の腐朽現象を理解する」をテーマにした講演会	 

講	 師：足利工業大学工学部	 齋藤	 宏昭	 氏	 

	 	 	 	 「建物の物理的な環境に基づく木材腐朽メカニズムを理解する」	 

	 	 	 	 高知工科大学	 堀沢	 栄	 氏	 

	 	 	 	 「微生物環境に基づく木材腐朽メカニズムを理解する」	 

	 	 	 	 東京農工大学農学部	 吉田	 誠	 氏	 



	 	 	 	 「腐朽菌の木材分解メカニズムを分子レベルで理解する」	 

参加費：無料	 

申	 込：配布資料の印刷部数把握のため、可能な限り事前の参加申し込みをお願いします。

事前申し込みは 3 月 9 日(木)までに、氏名、所属、および連絡先を下記の連絡先ま

で e-mail 等でお知らせ下さい。	 

連絡先：宮内	 輝久（北海道立総合研究機構林産試験場）miyauchi-teruhisa@hro.or.jp	 

	 

木材接着研究会（連絡会）	 

日	 時：3 月 19 日(日)	 13:00～	 

場	 所：九州大学農学部 2 号館 213 室	 

内	 容：平成 28 年度活動報告および決算報告、平成 29 年度活動予定および予算について議

論	 

連絡先：塔村	 真一郎（森林総合研究所）tomura@ffpri.affrc.go.jp	 

	 

機械加工研究会（総会および講演会）	 

日	 時：3 月 19 日(日)	 13:00～14:30	 

場	 所：九州大学農学部 1 号館 419 室	 

内	 容：「Wood	 Machining:	 Past	 Achievements,	 Present	 Capabilities,	 Future	 Opportunities

（仮）」	 

講	 師：ブリティッシュコロンビア大学	 Gray	 S.	 Schajer	 氏	 

連絡先：伊神	 裕司（森林総合研究所）ikami@ffpri.affrc.go.jp	 

備	 考：講演会に先立ち、総会を行います。	 

	 

居住性研究会（拡大幹事会）	 

日	 時：3 月 19 日(日)	 13:00～	 

場	 所：九州大学農学部 2 号館 215 室	 

内	 容：次年度の活動内容について	 

連絡先：櫻川	 智史（静岡県工業技術研究所）sakura@iri.pref.shizuoka.jp	 

	 	 	 	 宇京	 斉一郎（森林総合研究所）ukyo@ffpri.affrc.go.jp	 

	 

抽出成分利用研究会（幹事会および講演会）	 

日	 時：3 月 19 日(日)	 12:45～13:15（幹事会）	 

	 	 	 	 3 月 19 日(日)	 13:30～16:30（予定）（講演会）	 

場	 所：九州大学農学部 1 号館 218 室	 

内	 容：「物質と認知の科学（仮）」３名の講演。詳細は決まり次第、大会 HP 等でお知らせ

します。	 

連絡先：藤田	 弘毅（九州大学）koki-fujita@agr.kyushu-u.ac.jp	 

	 

林産教育研究会（見学会）	 

日	 時：3 月 19 日(日)	 13:00～16:30	 

場	 所：交渉中	 

内	 容：木材加工現場ならびに施設見学会等－林産教育に興味のある学会員を対象に福岡県

内の木材加工業者ならびに木材関連施設を見学しこれからの木育について情報共有

する。	 

連絡先：寺床	 勝也（鹿児島大学）teratoko@edu.kagoshima-u.ac.jp	 

小原	 光博（岐阜大学）mkohara@gifu-u.ac.jp	 

	 

木質文化財研究会（講演会および見学会）	 

日	 時：3 月 19 日(日)～20 日(月)	 

場	 所：長崎県松浦市鷹島町	 

内	 容：「鷹島海底遺跡から引き上げられた元軍沈没船木材の保存と活用」に関する講演２



件と鷹島海底遺跡の見学を行い、この元軍沈没船の木材(龍骨・キールとこれに沿っ

た両舷側の板材)や漆を対象に、発見から取りあげに至る過程や保存処理、展示方法

等について学ぶとともに、相互の情報交換を行う。	 

連絡先：栗本	 康司（秋田県立大学）kuri@iwt.akita-pu.ac.jp	 

	 

地域木材産業研究会（木材と水研究会と合同講演会）	 

日	 時：3 月 19 日(日)	 13:15～16:30	 

場	 所：九州大学農学部防音講義棟 101 室（第 12 会場）	 

内	 容：「国産“大径”針葉樹材の利用に向けて」	 

講	 師：松村	 ゆかり	 氏（森林総合研究所）	 

	 	 	 	 小田	 久人	 	 	 氏（宮崎県木材利用技術センター）	 

	 	 	 	 河崎	 弥生	 	 	 氏（岡山県農林水産総合センター）	 

	 	 	 	 吉田	 孝久	 	 	 氏（長野県林業総合センター）	 

	 	 	 	 荒武	 志朗	 	 	 氏（宮崎県木材利用技術センター）	 

申込先：渡辺	 憲（森林総合研究所）kenwatanabe@ffpri.affrc.go.jp	 

	 	 	 	 (1)氏名、(2)所属、(3)連絡先(TEL,メール)、(4)一般/学生、	 

	 	 	 	 (5)領収書の要/不要を、記載して下さい。	 

参加費：2000 円（学生 1000 円）	 

連絡先：池田	 潔彦（静岡県森林・技術研究センター）kiyohiko1_ikeda@pref.shizuoka.lg.jp	 


