
第 24 回日本木材学会九州支部大会 
プログラム・もくじ 

 

口頭発表（フェーズ 1） 9 月 7 日 14:00～14:25 

 座長 雉子谷 佳男 

I-7-1 14:00～14:25 Improvement of Pinus kesiya for Lumber Production 10 

  (Kyushu University) ○Edward Missanjo, Junji Matsumura 

 

口頭発表（フェーズ 2） 9 月 7 日 14:25～14:40 

 座長 雉子谷 佳男 

II-7-1 14:25～14:40 Within-tree, Between-tree and Between-site Variation  12 

   in Wood Properties of Melia azedarach L. Planted  

   in Northern Vietnam 

  (Kyushu university) ○Doan Van Duong, Edward Missanjo, Junji Matsumura 

 

公開講演会 9 月 7 日 15:00～17:00 

 司会 渡辺 浩 

演題 地盤改良工法への木材の活用―木材利用研究会（佐賀）の活動紹介―  2

  ㈱九州構造設計 専務取締役 宮副 一之氏 

演題 福岡県における外構材等への木材利用に関する取り組み 6 

  福岡県農林水産部林業振興課 参事 古賀 央氏 

 

懇親会 9 月 7 日 17:30～19:30 

   文系センター棟 16 階「スカイラウンジ」     進行 重松 幹二 

 

口頭発表（フェーズ 2） 9 月 8 日 9:30～10:45 

 座長 重松 幹二 

II-8-2 9:30～9:45 小国杉精油およびハイドロゾルがヒトの心理・生理に与える影響  14 

  （九州大学）○本傳 晃義, 羽賀 栄理子, 中島 大輔,  中川 敏法 

  清水 邦義, （近畿大学）堤 朱理, 大貫 宏一郎 

  （小国町森林組合）穴井 喜一郎, 入交 律歌, 渡邉 久美子 

II-8-3 9:45～10:00 樹木単一細胞を固定したマイクロチャネルデバイスによる 16 

   フローシステムを用いたカロース中空繊維産生系  

  （九州大学）○内 優里, 近藤 哲男 

 座長 渡辺 浩 

II-8-4 10:00～10:15 木口面硬さ連続測定によるスギ 206 材の材質評価の検討 18 

  （熊本県林業研究指導所）○池田 元吉, 荒木 博章, 平田 晃久,  

  中村 圭子 



II-8-5 10:15～10:30 スギを用いた室内木製遊具の金具接合部評価 20 

  （宮崎県木材利用技術センター）○森田  秀樹 

  （メタル・テクノ）山中 安志, 野間 昌記, （内田洋行）寺田 幸弘 

  （パワープレイス）中尾 浩士, （宮崎県庁）外山 賢 

II-8-6 10:30～10:45 2016 年熊本地震による益城町の悉皆調査結果  22 

   木造建物に関する考察 

  （大分大学）○田中 圭, 平岡 侑樹, （日本文理大学）井上正文  

 

ポスター発表 9 月 8 日 11:00～12:00 

P-1 水中カウンターコリジョン法により調製されたナノセルロース分散液の 24 

 レオロジー及び疎水性物質の吸着特性  

  （福岡大学）○下司 昌汰, コウハクル ワサナ, 正本 博士, 重松 幹二 

  （九州大学）近藤 哲男 

P-2 植物の環境ストレス応答を利用した交雑ポプラ培養細胞からの 26 

 カロース生産系構築の試み 

  （九州大学）高山 剛, 田川 聡美, 近藤 哲男 

P-3 水圧貫通微細化法を前処理とする水中カウンターコリジョン法を用いる  28 

 竹からの直接ナノファイバー製造 

  （九州大学）○後藤 明希子, （中越パルプ工業）辻 翼 

  （九州大学）横田 慎吾, 近藤 哲男 

P-4 酢酸セルロースを添加した PEG・バイサルファイト法タケ液化物からの 30 

 カーボンファイバーの調製 

  （九州大学）○福永 史, 河野 陽平, 藤田 弘毅, 堤 祐司 

P-5 異なる温度条件下で木質材料から放散されるアルデヒド類の測定  32 

  （鹿児島大学）○小林 舞帆,  石川 慎三郎, 服部 芳明, 西野 吉彦 

P-6 モウソウチク稈におけるケイ素の分布～タケノコの場合～ 34 

  （鹿児島大学）○德留 正明, 服部 芳明, 西野 吉彦 

P-7 Sound absorption property of rice straw particle mat 36 

  (Chonbuk National University)Chun-Won Kang, Chengyuan Li, Eun-Suk Jang 

  Hee-Jun Park, (Kyungbuk National University)Tae-Kwon Son  

P-8 木質材料の強度に及ぼす熱プレスの影響  38 

  （都城高専）○竹森 宗太郎, 豊廣 利信, 高橋 明宏, 山本 直行 

P-9 大分県産スギを用いた直交集成板の開発  40 

  （大分県農林水産研究指導センター林業研究部）○山本 幸雄 

  （大分県商工労働部工業振興課）小谷 公人, （大分大学）田中 圭 

P-10 間伐材を用いたクリーク杭木の耐久性について 42 

  （佐賀県林業試験場）○林﨑 泰 

P-11 小規模木歩道橋のインハウスによる改修事例  44 

  （福岡大学）○渡辺 浩 

 

支部総会・表彰式 9 月 8 日 13:00～14:00 


