
時間 区分 NO. 演　　　　　　題 所　　　　属 ○　　講　　演　　者

9:30 一般講演 1 清酒のアミノ酸度分析方法の検討 （独）酒類総合研究所 ○藤田晃子、塚本 香、橋本知子、遠藤路子、松丸克己、藤井 力

9:45 ” 2 自己駆動型クーロメトリーを用いた日本酒モロミ中のグルコースおよびピルビン酸の定量 奈良工業高等専門学校 ○三木功次郎、川嶋浩平、北村誠

株式会社インテリジェントセンサーテクノロジー1） ○豊田 健太郎1）、池崎秀和1）、那須賢二2）、平林和之2）、三村昭彦2）、戸塚　昭3）

宮坂醸造株式会社2）、感性科学研究所3）

10:15 ” 4 新規な清酒もろみ液相量推定指標の検証と水四段管理用チャートの開発 新潟県醸造試験場 ○鍋倉義仁、渡邊健一

10:30 ” 5 酒粕抽出パウダーの乳化特性と食品への添加効果 大関株式会社 総合研究所 ○岡崎悟志、 菅野洋一朗、峰時俊貴、坊垣隆之

○大浦 新1）、村上直之1）、入江元子1）、守田麻由子2）、堤　浩子1）、内藤裕二2）

秦 洋二1）

12:00

13:00 伊藤賞 ① 酒造用原料米の無機成分の米粒内分布に関する研究 元・独立行政法人酒類総合研究所、現・賀茂鶴酒造株式会社 ○荒巻　功　

13:15 技術賞 ① 焼酎粕の乳酸発酵による飼料化に関する研究 宮崎県食品開発センター1）、宮崎県立農業大学校2） ○水谷政美1）、高山清子1）、加藤　聡2）

13:30 技術賞 ② DNA多型解析による甲州の分類に関する研究 独立行政法人酒類総合研究所 ○後藤奈美

13:45 奨励賞 ① 芋焼酎の香り及び焼酎酵母の分離とその実用化に関する研究 鹿児島大学　農学部 ○髙峯和則

14:00 一般講演 7 塩麹製造中および保存中の各種酵素活性の消長 金沢工業大学　ゲノム研 ○相良純一、尾関健二

14:15 ” 8 ショウガ麹による脂肪蓄積抑制作用 ヤヱガキ醗酵技研 ○井口隆文、瀬川貴之、渡辺敏郎

14:30 ” 9 ショウガ麹の連続摂取による冷え性改善効果 ヤヱガキ醗酵技研1）、神戸女学院大学人間科学部2） ○渡辺敏郎1）、井口隆文1）、瀬川貴之1）、藤田真里2）、坂山茉由2）、高岡素子2）

14:45 ” 10 生もと乳酸菌を使用した米発酵液の皮膚安全性 菊正宗酒造・総合研究所1）、ヤヱガキ醗酵技研2） ○近藤紗代1）、高橋俊成1）、井口隆文2）、渡辺敏郎2）、末野和男1）

東京農業大学大学院農学研究科醸造学専攻1）

東京農業大学応用生物科学部醸造科学科2）

15:15 ” 12 清酒着色度に及ぼすフミン酸の影響について 酔鯨酒造（株）1）、高知大学理学部2） ○能勢 晶1）、濱崎天誠1）、北條正司2）

○松田 章1）、笹木哲也1）、武 春美1）、道畠俊英1）、笠森正人1）、田上綾那2）、松原 肇2）

北野 滋2）、宮脇長人3）

15:45 ” 14 メタボロミクス技術による清酒のおいしさへのアプローチ 白鶴酒造（株）研究室 ○玉田佳大、太田 淳、浅井拓也、明石貴裕

16:00 匂い受容から嗅覚行動へと至る神経回路メカニズムの解明へ向けて 理化学研究所　脳科学総合研究センター　シニアチームリーダー ○吉原良浩

17:00

11 生もと系酒母中の亜硝酸の消失メカニズム ○浜田茉莉1）、関谷海志2）、菊池友希1）、進藤　斉1）、徳岡昌文1）、佐藤和夫1）

” 3

特別講演

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         　　 懇　　　親　　　会

授賞式

平成26年度日本醸造学会大会プログラム
日時：平成26年10月7日（火）～8日（水）

会場：北とぴあ　つつじホール　東京都北区王子１－１１－１
【10月7日（火）】 （演題・所属・講演者：平成26年8月5現在）

酒粕摂取によるマウスのNASH予防効果 月桂冠株式会社総合研究所1）、京都府立医大・消化器内科2）

味覚センサーを用いた清酒の後味評価

11:00

10:00

10:45

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公財）日本醸造協会　伊藤賞・技術賞授賞式

休　　　　　憩

” 6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本醸造学会　功績賞・奨励賞授賞式

13 凍結濃縮法による清酒の濃縮 石川県工業試験場1）、明和工業株式会社2）、石川県立大学3）

座　長　一　覧　【 １日目】

15:30 ”

　　　　　　1～4　大浦  新　　　　　　　5～6　藤井　力　　　　　　　受賞者講演　岡崎直人　　　　　　　7～9　能勢　晶　　　　　　　10～11　松田　章　　　　　　　12～14　渡辺敏郎　　　　　　　特別講演　家村芳次

15:00 ”



時間 区分 NO. 演　　　　　　題 所　　　　属 ○　　講　　演　　者

9:30 一般講演 15 清酒醸造における原料米デンプンの老化 独立行政法人 酒類総合研究所1）、広島大学大学院　生物圏 ○川根秀平1）・2）、奥田将生1）、上用みどり1）、高橋 圭1）、福田 央1）、後藤奈美1）・2）

9:45 ” 16 高アミロース難消化米の醸造環境下における消化について 秋田県立大学 生物資源科学研究科 ○野口拓実、伊藤俊彦、藤田直子、橋爪克己

広島県立総合技術研究所食品工業技術センター1） ○山﨑梨沙1）、大土井律之1）、勝場善之助2）、出田収3）、船附稚子3）、重宗明子3）

広島県立総合技術研究所農業技術センター2） 中込弘二3）

（独）農業・食品産業技術総合研究機構　近畿中国四国農業研究センター3）

○中村 諒1）、安澤義彦1）、佐藤謙仁1）、佐藤優子1）、市川絵梨1）、田村博康1）

渡邊健一2）、平田 大1・3）

佐賀大学農学部1）、佐賀県工業技術センター2） 泉 知輝1）、澤田和敬2）、佐藤友哉1）、門脇真史1）、田口誠我1）、徳永直也1）

鹿児島大学大学院・連合農学研究科3） 柘植圭介2）、○北垣浩志1）・3）

10:45 ” 20 きょうかい1801号とその変異株との混合醸造 月桂冠株式会社総合研究所 ○小高敦史、松村憲吾、堤 浩子、秦 洋二

11:00 ” 21 機能性を有する野生木曽酵母を用いたにごり酒の製造 木曽町地域資源研1）、七笑酒造(株)2）、長野県工業技術総合センター3） ○戸田圭亮1）、原 隆智1）、柳沢 悟2）、川合潤吾2）、髙橋祐樹3）、蟻川幸彦3）、保井久子1）

クリベロミセス属酵母との混合培養による清酒酵母のエタノール耐性の

向上及びその混合培養法で製造された清酒の特徴について

12:00

（株）アルプス1）、（独）酒類総合研究所2） ○小池 裕子1）、 磯谷敦子2）、小山和哉2）、佐藤和夫3）、進藤 斉3）、徳岡昌文3）

東京農業大学応用生物科学部3）、感性科学研究所4） 戸塚 昭4）

株式会社バイオジェット1)、奈良先端大・バイオ2) ○塚原正俊1）、伊波朋哉1）、大城彩音1）、渡久地政汰1）、渡辺大輔2）、外山博英3）

琉球大・農・亜熱生資3) 高木博史2）

鹿児島大学大学院連合農学研究科1）

霧島酒造株式会社2）、鹿児島大学農学部3）

サッポロビール株式会社 商品・技術イノベーション部1）

サッポロビール株式会社　価値創造フロンティア研究所2）

14:00 ” 27 土壌から分離した黒麹菌による芋焼酎の製造 霧島酒造株式会社 ○瀬戸口 翔、尾崎圭晃、河野邦晃、岩井謙一、髙瀬良和

14:15 ” 28 自然界から新規に単離した酵母を用いた芋焼酎の製造 西酒造株式会社1）、鹿児島県工業技術センター2） ○山浦真稔1）、沖園清忠1）、安藤義則2）、瀬戸口眞治2）

西酒造株式会社1）、鹿児島県農業開発総合センター2） ○盛川彩音1）、園田直1）、大熊裕一1）、山下いのり1）、沖園清忠1）、下園英俊2）

九州沖縄農業研究センター3）、放送大学鹿児島学習センター4） 倉田理恵3）、菅沼俊彦4）

○宮川博士1）、鈴木恵利香1）、村中俊一郎2）、森村　茂2）、河野邦晃1）、岩井謙一1）

高瀬良和1）

15:00 ” 31 サツマイモ収穫時期および貯蔵期間が芋焼酎の酒質に及ぼす影響 鹿児島大学大学院農学研究科 ○小島 舞、髙峯和則、吉竹一哉、吉﨑由美子、奥津果優、玉置尚徳、鮫島吉廣

15:15 ” 32 特徴香の含有量に影響する栽培挙動および製麹条件に注目した新規芋焼酎の開発 メルシャン株式会社 ○藤居知宏、村上篤志、井上剛志、田村隆幸、高田良二

三和酒類 (株) ・三和研究所1）

阪大院・工・酵母リソース2）

15:45 ” 34 香気成分豊かな新規な焼酎製造技術の開発 四川大学・建築与環境学院1）、軽紡与食品学院2） 袁 華偉1）、易 欣2）、羅 頌1）、譚 力1）、張 文学2）、湯 岳琴1）、○木田建次1）

16:00 ” 35 香気性豊かな焼酎づくりに関与する微生物達 四川大学・建築与環境学院1）、軽紡与食品学院2） ○易 欣2）、袁 華偉1）、羅 頌1）、譚 力1）、張 文学2）、湯 岳琴1）、木田建次1）

座　長　一　覧　【 2日目】

　　　　　　15～18　秦　洋二　　　　　　　19～22　橋爪克己　　　　　　　23～24　後藤奈美　　　　　　　25～28　髙峯和則　　　　　　　29～32　高下秀春　　　　　　　33～35　向井伸彦

○新谷 大1）、大石雅志1）、 梶原康博1）、金子嘉信2）、高下秀春1）

” 17

14:30 29 甘薯焼酎もろみ粕の食品素材化

13:45 ”

【10月8日（水）】

15:30 ” 33 OUT保有泡盛酵母の麦焼酎醸造特性について

11:15 ”

”

焼酎濾過温度の香味への影響

13:15

13:00

○松田 豊1）、石原武雄2）、齋藤哲哉1）、大嶋利幸2）、中村 剛2）

18 高品質清酒醸造のための晩生一般米・千秋楽の酒造適性解析

○山岡千鶴、栗田 修

一般講演

11:30
日本醸造学会　

” 24

26

平成27年度　事業計画・予算について
　臨時総会

休　　　　　憩

軟質性、高温登熟耐性を持った酒米選抜のための少量米での簡易評価手法の検討

10:30 ” 19 酵母の残存ミトコンドリア活性は不飽和脂肪酸制御の新たなターゲットである

10:00

10:15

三重県工業研究所

朝日酒造(株)1)、新潟県醸造試験場2）、広大院・先端研3）

○章 超1・2）、坂尾こず枝1・3）、,小野友愛3）、髙瀬良和2）、岩井謙一2）、侯 徳興1・3）

”

22

23

” 25 サツマイモ焼酎の冬虫夏草スピリッツの抽出物によるヒト大腸癌細胞のアポトーシス誘導効果

ワイン・フレーヴァー構成成分に与える貯酒温度の影響

霧島酒造株式会社1）、熊本大学大学院自然科学研究科2）14:45 ” 30 芋焼酎醪中に生息している乳酸菌叢の解析

泡盛醸造におけるアミノ酸高蓄積酵母の育種と応用

13:30


