
第 67回日本木材学会大会（福岡大会）第 4回会告 
 
大会ホームページ：	 http://www.jwrs.org/wood2017/ 
 
1. 期日 

2017年 3月 17日（金）・18日（土）・19日（日） 
 

2. 会場および日程 
九州大学箱崎キャンパス文系地区（福岡市東区箱崎 6丁目 19 - 1） 
九州大学箱崎キャンパス理系地区（福岡市東区箱崎 6丁目 10 - 1） 

	 	 アクロス福岡（福岡市中央区天神 1丁目 1 - 1） 

日付 3月 17日（金） 3月 18日（土） 3月 19日（日） 
会場 九州大学箱崎キャンパス 

文系地区 
アクロス福岡 

 
九州大学箱崎キャンパス 

理系地区 
午前 口頭発表 

9:00〜12:00 
ポスター発表 
9:00〜12:00 

 
企業展示 

口頭発表 
9:00〜12:00 

クロージングセレモニー 
12:15〜12:45 

昼 企業ランチセミナー 
12:00〜13:00 

  

午後 口頭発表 
13:00〜18:00 

学会賞等授与式 
13:00〜14:00 
シンポジウム 
14:30〜17:00 

 
企業展示 

研究会会合等 
12:45〜17:00 

夕方 ウッドサイエンスミキサー 
（理系地区中央食堂） 

18:15〜20:30 

懇親会 
（ソラリア西鉄ホテル） 

18:00〜20:00 

 

会場には 8:30より入場できる予定です。 
 

3. 研究発表申込 
発表申込は締め切りました。プログラム編成と研究発表要旨集に関するお問い合わせ
は、プログラム編集委員会までお願いいたします。(E-mail: prog_cmt@jwrs.org) 
 

4. 参加登録・懇親会・ウッドサイエンスミキサー申込 
参加登録（予約分）締切日時：	 2017年 2月 7日（火）17:00 
	 研究発表あるいは聴講には参加登録が必要です。大会ホームページからお申込みく

ださい。締め切り以降は非予約の料金で大会当日にお申し込み下さい。本大会では、
申込受付を（株）コンベンションリンケージに委託しています。 

【研究発表要旨集（完全版）の配布に関わる重要なお知らせ】 
	 研究発表要旨集（完全版）の配布方法がダウンロード形式に変更になりました。完

全版は、学会ホームページからダウンロードしてご覧頂けます。ダウンロードに必要
なパスワードは研究発表要旨集（冊子体）に記載してあります。参加登録された方で

CD 版の研究発表要旨集（完全版）をご希望の方は、１枚に限り、1000 円でご購入頂
けます。CD版を２枚以上ご希望の方は、研究発表要旨集（冊子体・CDセット）を追
加でお買い求めください。 
	 研究発表要旨集（冊子体）のみの販売は従来通り行います。但し、CD 版のみの追
加購入は出来ません。詳細は、大会事務局へお問い合わせ下さい。 



 
	 	 会員種別*1	 予約分（2/7 まで）	 非予約	 

正会員	 \10,000	 \13,000	 

学生会員	 \6,000	 \7,000	 

	 賛助会員	 \10,000	 \13,000	 

非会員	 \13,000	 \16,000	 

	 

参加登録料*2	 

※参加登録料には、研究発表要旨集

（冊子体）の代金が含まれます	 

学生非会員	 \6,500	 \8,000	 

一般	 \9,000	 \11,000	 
懇親会費	 

学生	 \5,000	 \5,000	 

一般	 \3,000	 \4,000	 ウッドサイエンス	 

ミキサー	 学生	 \1,500	 \2,500	 

会員	 \1,000	 研究発表要旨集完全版*3 

（CD版） 非会員	 \1,000	 

会員	 \8,000	 研究発表要旨集追加分	 

(冊子体のみ)	 非会員	 \11,000	 

会員	 \9,000	 研究発表要旨集追加分	 

（冊子体・CD版セット）	 非会員	 \12,000	 

＊1	 賛助会員は 1会員あたり 10名まで会員扱いです。 
＊2	 参加登録料には、研究発表要旨集（冊子体）の代金が含まれます。研究発表要旨集完全版は冊

子体に記載されているパスワードを用いてダウンロードすることが出来ます。 
＊3	 参加登録された方は、1枚に限り 1000円で購入できます。CD版を 2枚以上ご希望の方は、研

究発表要旨集（冊子体・CD版セット）を追加でお買い求め下さい。参加登録をされていない
方は、CD版のみを購入することは出来ません。 

 
5. 研究発表 

（１）口頭発表 
日時：3月 17日（金）  9:00〜12:00,  13:00〜18:00 
	 	 	 3月 19日（日）  9:00〜12:00 
場所：九州大学箱崎キャンパス（文系地区講義室・理系地区講義室） 
	 	 	 17日（金）は文系地区、19日（日）は理系地区が会場となります。 
 
発表時間は、発表・討論・登壇者の交代を合わせて 10〜15 分の予定です。会場には、
液晶プロジェクター・レーザーポインター・指し棒を準備します。コンピュータは各
自で用意、操作して下さい。プロジェクターと PCを接続するケーブルは、ミニ D-sub15
ピン（オス）タイプのみを準備します。この端子に接続できない場合には、変換コネ
クタを各自でご用意ください。 
 

（２）ポスター発表 
日時：3月 18日（土）   8:30〜12:00    展示時間 
                       9:00〜10:30    奇数発表番号説明時間 
                      10:30〜12:00    偶数発表番号説明時間 
場所：アクロス福岡 
 
展示パネルは、幅 90 cm・高さ 180 cmです。ポスター発表の中から優秀ポスター賞を
選定し、クロージングセレモニーで表彰します。 
 



6. 企業ランチセミナー（ダイバーシティ推進委員会共催） 
日時：3月 17日（金） 12:00〜13:00 
場所：九州大学文系地区・中講義室（第 1会場） 
3月 18日の企業展示コーナーに出展する各社の紹介を、フラッシュプレゼンテーショ
ンによりおこないます。各社紹介の中で、女性の活躍支援策についてもご紹介いただ
く予定です。セミナーに参加する学生には、軽食（無料）を準備いたします。参加方

法の詳細情報は、ホームページに掲載します。 
お問合先：一瀬博文（九州大学）ichinose@agr.kyushu-u.ac.jp、恒次祐子（森林総合研
究所）yukot@ffpri.affrc.go.jp 
 

7. ウッドサイエンスミキサー 
日時：3月 17日（金） 18:15〜20:30 
場所：九州大学箱崎キャンパス中央食堂（理系地区） 
定員：100名（定員に達し次第、申込を締め切ります）。木に関わる仕事に興味ある方々
のご参加をお待ちしています。 
テーマ：「Our GWood Life」 
木の仕事を選んだ若き挑戦者達をお招きしてGood なWood Lifeを紹介して頂きます。
まだまだ知らない木とのつきあい方。食事をしながらみなさんで語り合いましょう。 
パネリスト：入交律歌氏（小国町森林組合）、小坂香織氏（（株）日本林業調査会）、知
足美加子氏（九州大学大学院芸術工学研究院）、坪井国雄氏（中越パルプ工業（株）） 
司会：阪上宏樹（九州大学大学院農学研究院） 
お問合先：阪上宏樹（九州大学）h-sakagami@agr.kyushu-u.ac.jp、清水邦義（九州大学）
shimizu@agr.kyushu-u.ac.jp 
 

8. 企業展示 
日時：3月 18日（土）  9:00〜17:00 
場所：アクロス福岡 
企業等による製品・機器の展示等を行います。展示申込に関するお問い合わせは、大

会事務局までお願いいたします。(E-mail: wood2017@jwrs.org)  3月 17日夕方に搬入の
ための時間を設けます。3月 18日夕方に撤収していただきます。 
 

9. 学会賞等授与式 
日時：3月 18日（土） 13:00〜14:00 
場所：アクロス福岡（国際会議場） 
2016年度の学会賞、奨励賞、地域学術振興賞、技術賞、優秀女子学生賞、および論文
賞の表彰を行います。 
 

10. 公開シンポジウム（NPO法人 才の木との共同開催） 
日時：3月 18日（土） 14:30〜17:00 
場所：アクロス福岡（国際会議場） 
テーマ：才の木 10周年記念シンポジウム 〜見える系となる木材〜 
第１部：講演 
１）九州大学大学院農学研究院 教授・吉田 茂二郎  氏 
２）松本意匠 代表・松本 豊  氏 
３）九州旅客鉄道（株） 常務取締役 事業開発本部副本部長・津髙 守  氏 
第２部：パネルディスカッション 
司会：福島 和彦  氏（名古屋大学）、井上 眞理	 氏（九州大学） 

 
11. 懇親会 



日時：3月 18日（土） 18:00〜20:00 
場所：ソラリア西鉄ホテル（福岡県福岡市中央区天神 2丁目 2-43） 
	 	  （アクロス福岡から徒歩 10分） 

12. クロージングセレモニー 
日時：3月 19日（日）	 12:15〜12:45 
場所：九州大学箱崎キャンパス（理系地区）第 15会場 
優秀ポスター賞の表彰と次回大会についての案内を行います。 
 

13. 会場へのアクセス 
【九州大学箱崎キャンパス文系地区】福岡市地下鉄のご利用が便利です。地下鉄箱崎

線「箱崎九大前駅」もしくは「貝塚駅」より徒歩 10分。西鉄バスご利用の場合、最寄
りバス停「九大北門」より徒歩 3分。ＪＲご利用の場合、「箱崎駅」より徒歩 15分。 
【九州大学箱崎キャンパス理系地区（農学部）】福岡市地下鉄のご利用が便利です。地
下鉄箱崎線「貝塚駅」より徒歩 10分。西鉄バスご利用の場合、最寄りバス停「九大北
門」より徒歩 10分。ＪＲご利用の場合、「箱崎駅」より徒歩 15分。 
【アクロス福岡】天神地区内。地下鉄空港線「天神駅」16番出口に直結。 
【ソラリア西鉄ホテル】天神地区内。アクロス福岡より徒歩 10分。 

自動車による九州大学への入構はできません。 
 

14. 研究会等 
・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の合同講演会） 
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」 
	 	 	 ―価格・品質・安定供給への課題と技術開発― 

	 講師：松村 ゆかり 氏（（研）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 
 
・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（連絡会と講演会） 
＜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 
内容：「木材の基準強度・許容応力度を再考する（仮題）」 

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：未定 
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林産試験場）harada-akira@hro.or.jp 
 
・生物劣化研究会（講演会等） 
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：「木材の腐朽現象を斬る(仮)」というテーマでの講演会を開催 

・腐朽菌の木材分解メカニズムに関する最新の知見についての講演 
・微生物環境と木材腐朽についての講演 
・温湿度など物理化学的な環境と木材腐朽についての講演 
以上、三講演を予定。 

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年度活動報告及び決算報告、平成 29年度活動予定及び予算について議

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）」 
	 	 	 Gray S. Schajer 氏（ブリティッシュコロンビア大学） 
	 	 	 ＊講演会に先立ち、総会を行います。 
連絡先：伊神裕司（森林総合研究所）ikami@ffpri.affrc.go.jp 
 
・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：幹事会 3月 19日（日）	 12:45〜13:15 
	 	 	 講演会 3月 19日（日）	 13:30〜16:30（予定） 
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（木材と水研究会との合同講演会） 
上記の木材と水研究会をご参照ください。 
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 

 
15. 学会本部関係会合 

(1) プログラム委員会・プログラム編集委員会・部門委員会による拡大委員会 
日時：3月 17日（金）	 8:00～9:00 
場所：九州大学文系地区講義棟 401室（第 11会場） 
(2) 機関幹事・研究会幹事合同幹事会 
日時：3月 17日（金）	 12:00～13:00 
場所：九州大学文系地区講義棟 401室（第 11会場） 
(3) 中部支部総会 
日時：3月 18日（土）	 12:10～12:50 
場所：アクロス福岡 605会議室 
(4) 中国・四国支部総会 
日時：3月 18日（土）	 12:00～13:00 
場所：アクロス福岡 601会議室 
(5) 九州支部第 70回常任理事会（拡大理事懇談会） 
日時：3月 19日（日）	 12:45～ 
場所：九州大学農学部 3号館 610室 
(6) 平成 28年度第 13回常任理事会 
日時：3月 19日（日）	 13:00～ 
場所：九州大学農学部 21世紀交流プラザⅡ 第一講義室 
(7) 第 341回理事会 
日時：3月 20日（月）	 9:00～13:00 
場所：九州大学農学部 1号館大会議室 

 
16. その他 

最新の情報は、大会ホームページ（http://www.jwrs.org/wood2017/）にてご確認下さい。 
お問い合わせ先は以下の通りです。 
学会入会について：office@jwrs.org（木材学会） 
発表プログラム編成と要旨集について：prog_cmt@jwrs.org（プログラム編集委員会） 
参加登録について：wood2017@c-linkage.co.jp（コンベンションリンケージ） 



大会全般：wood2017@jwrs.org（大会事務局） 
託児施設の利用を希望される方は大会事務局へお問い合わせ下さい。 
 

17. 大会事務局 
〒812-8581 福岡市東区箱崎 6丁目 10 - 1 
九州大学大学院農学研究院内 
第 67回日本木材学会大会（福岡大会）事務局 
大会運営委員長 近藤哲男、大会実行委員長 堤祐司、総務 一瀬博文・巽大輔 
(E-mail: wood2017@jwrs.org) 

 


