
【10月16日（水）】 （所属は令和元年8月5日現在）

区分 演題 所属 講演者

9:30 一般講演 1 画像解析による酒米の吸水割れと吸水特性の評価 大阪ガス（株）1)、黄桜(株)2)
○中嶋理奈1)、冨田晴雄1)、宮藤　章1)、高堂泰輔2)、
藤原久志2)、西村隆雄2)、若井芳則2)

9:45 〃 2 白米形状及び精米歩合と清酒品質との関連についての解析 （独）酒類総合研究所1)、（株）サタケ2)
○矢澤　彌1)、熊崎　努1)、小松夕子1)、室井佑介2)、
川上晃司2)、岩下和裕1)

10:00 〃 3 新たな精米方式による精米及び醸造特性の解明
広島県立総合技術研究所 食品工業技術センター1)、
(株)サタケ2)

○大場健司1)、山﨑梨沙1)、大土井律之1)、梶原一信2)、
平田悠達2)、川上晃司2)

10:15 〃 4 デンプンの老化速度が異なる山田錦を原料とした清酒小仕込み試験 三重県工業研究所 ○山﨑栄次、丸山裕慎、小澤敦揮、藤原孝之

10:30 〃 5 全ゲノム解析による酒米品種「白鶴錦」の遺伝的特性
白鶴酒造（株）1)、神戸大学大学院農学研究科附属
食資源教育研究センター2)

○玉田佳大1)、窪寺隆文1)、広畑修二1)、山崎将紀2)

10:45 〃 6 AIによる酒造用原料米の外観品位評価 黄桜（株） ○高堂泰輔、西村隆雄、藤原久志、若井芳則

11:00 〃 7 吸水量を指標とした製麹の可能性と問題点 吉備国際大学農学部醸造学科 ○樽本響一朗、 井上守正

11:20

12:00

13:00 技術賞 ① 泡盛フレーバーホイールの作成及びその活用 泡盛フレーバーホイール作成ワーキンググループ ○宮本宗周

13:15 〃 ② 本醸造しょうゆの食塩摂取量低減効果に関する研究 キッコーマン食品株式会社 プロダクト・マネジャー室 〇下條　亮

13:30 〃 ③ エチル-α-D-グルコシド高含有酒類の開発とその機能性に関する研究
金沢工業大学バイオ・化学部応用バイオ学科、
ゲノム生物工学研究所1)、大関株式会社 総合研究所2)

○尾関健二1)、坊垣隆之2)

13:45 奨励賞 ① 麴菌Aspergillus oryzae の細胞機能と育種に関する基盤的研究 東京大学大学院農学生命科学研究科 ○丸山潤一

14;00 一般講演 8 米麹の製麹過程における直流磁場印加によるグルコース濃度の増加
大阪工業大学大学院工学研究科1)、
月桂冠（株）・総合研究所2)

○岩本将人1)、太田垣梨奈1)、橋野一勝1)、村上直之2)、
秦　洋二2)、宇戸禎仁1)

14:15 〃 9 合成ペプチドHAP-01を利用した新規な米麴の酸性プロテアーゼ活性測定法 白鶴酒造（株）1)、(株)ペプチド研究所2)
○大東功承1)、山下伸雄1)、津田修吾2)、増田　駿2)、
山内隆寛1)、窪寺隆文1)、吉矢　拓2)、広畑　修二1)

14:30 〃 10
清酒製造場における米麹への混入微生物の同定と混入微生物が清酒品質に及ぼす
影響の評価

秋田県総合食品研究センター醸造試験場 ○佐藤友紀、上原智美、大野　剛、進藤　昌、渡邉誠衛

14:45 〃 11 海藻6種を原材料とした麹の調製
水産研究・教育機構瀬戸内海区水産研究所1)、丸秀醤油（株）2)、
三重大学社会連携研究センター伊賀研究拠点3)、水産研究・教育
機構水産大学校4)、岡山水研5)、海士町6)

〇内田基晴1)、秀島宣雄2)、荒木利芳3)、杉浦義正4)、
村瀬　昇4)、村山史康5)、飯田愛実6)

15:00 〃 12 蔵付き酵母の簡易識別と醸造特性の評価 群馬産業技術センター1)、土田酒造（株）2)
○渡部貴志1)、星野元希2)、土田祐士2)、栁澤昌臣1)、
吉野　功1)

15:15 〃 13
シンクロトロン光を利用した愛知県酵母FIA2Argからの酢酸イソアミル高生産性株の
取得

あいち産業科学技術総合センター 食品工業技術センター1)、
（公財）科学技術交流財団2)、中埜酒造(株)3)

○三井　俊1)、伊藤彰敏1)、杉山信之2)、榊原康彰3)、
船井秀哉3)、山本晃司1)

15:30 〃 14 酵母のフェノール臭産生機構 前橋工科大学生物工学科 ○齊藤美邑、山田龍典、尾形智夫

15:45 〃 15 清酒酵母きょうかい2号とそのセルレニン耐性株の特徴 月桂冠（株）・総合研究所 ○堀田夏紀、小高敦史、松村憲吾、秦　洋二、石田博樹

16:00 「アミノ酸機能工学」による酵母の高機能開発
奈良先端科学技術大学院大学
先端科学技術研究科バイオサイエンス領域

○高木博史

17:15

座長一覧

（公財）日本醸造協会・技術賞　日本醸造学会・功績賞・奨励賞授賞式

休憩

特別講演

懇親会　16階　天覧の間

　1～3　玉田佳大　　　　　4～7　大土井律之　　　　　受賞講演　木崎康造　　　　　8～11　岩下和裕　　　　　12～15　中原克己　　　　　特別講演　後藤奈美

令和元年度日本醸造学会大会プログラム

日時：令和元年10月16日（水）～17日（木）

会場：北とぴあ　つつじホール　東京都北区王子1-11-1



【10月17日（木）】

区分 演題 所属 講演者

9:15 一般講演 16 協会系酵母と近縁な広島6号の酵母育種ツールとしての活用
（独）酒類総合研究所1)、広島大学先端物質科学研究科2)、
広島県立総合技術研究所 食品工業技術センター3)

○山﨑梨沙1,2,3)、五島徹也1)、大場健司3)、
大土井律之3)、赤尾　健1,2)

9:30 〃 17 山廃酒母中の乳酸菌遷移 黄桜（株） ○藤原久志、北岡篤士、若井芳則

9:45 〃 18 自然から分離した乳酸球菌を用いた酒母製造について （地独）青森県産業技術センター 弘前工業研究所 ○小倉　亮、齋藤知明

10:00 〃 19
清酒のフェルラ酸、フェルラ酸エチル及び呈味性ピログルタミルペプチドの
レベル変動要因の検討

秋田県立大学生物資源科学部1)、
秋田県総合食品研究センター2)、（独）酒類総合研究所3)

○橋爪克己1)、伊藤俊彦1)、白戸香緑1)、天野奈緒美１)、
大野　剛2)、進藤　昌2)、渡邉誠衛2)、奥田将生3)

10:15 〃 20 清酒中オリゴ糖の構造特性に関する研究
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)

○本田千尋1)、勝田　亮1)、小島悠輔1)、馬宮綾音2)、
岡田奈菜子2)、河村卓也2)、山田真理子1)、進藤　斉1)、
穂坂　賢1)、徳岡昌文1)

10:30 〃 21 高圧処理による生酒保存中の成分の変動および劣化の解析
新潟薬科大学大学院応用生命科学研究科1)、
新潟薬科大学応用生命科学部2)、農業・食品産業技術総合
研究機構 食品研究部門3)

○岡田延哉1)、池﨑　南1)、大嶋真由2)、菅原佑子2)、
片岡ちひろ2)、堀沙織里2)、野村一樹2,3)、井口晃徳1,2)、
重松　亨1,2)

10:45 〃 22 直播適性が高い焼酎用サツマイモ新品種「スズコガネ」の醸造適性 霧島酒造（株）
○藤田剛嗣、宮川光世子、小境敏揮、伊川秀治、
河野邦晃、岩井謙一

11:00 〃 23 Aspergillus luchuensis の系統解析を応用した新たな泡盛黒麹菌の選抜
（株）バイオジェット1)、琉球大学農学部2)、
（独）酒類総合研究所3)

○塚原正俊1)、 阿部峻之1)、 東　春奈1)、新垣陽子1)、
外山博英2)、水谷　治2)、山田　修3)

11:15 〃 24 白麹菌における推定メチルトランスフェラーゼLaeAによるクエン酸生産制御機構の解析
鹿児島大学大学院連合農学研究科1)、鹿児島大学農学部2)、
鹿児島工業高等専門学校・専攻科3)、佐賀大学農学部4)

○門岡千尋1)、中村恵理2)、池田　萌2)、森　一樹3)、
奥津果優2)、吉﨑由美子1,2)、髙峯和則1,2)、後藤正利1,4)、
玉置尚徳1,2)、二神泰基1,2)

11:30 月桂冠（株） ○松村憲吾

11:45

12:00

13:00 一般講演 25 泡盛古酒香バニリン前駆体の黒麹菌による生産
鹿児島大学大学院連合農学研究科1)、琉球大学農学部2)、
石川種麹店3)

○眞榮田麻友美1,2)、本底麻綸2)、渡嘉敷建孝3)、
水谷　治1,2)、上地敬子2)、平良東紀1,2)

13:15 〃 26 本格焼酎・泡盛の香ばしさに寄与する「2-Furanmethanethiol」について （独）酒類総合研究所 ○長船行雄、利田賢次、韓　錦順、磯谷敦子、向井伸彦

13:30 〃 27 加熱工程で生成する香気成分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1)、鹿児島大学農学部・
焼酎発酵学教育研究センター2)

○三浦菜乃1)、吉﨑由美子2)、奥津果優2)、二神泰基2)、
玉置尚徳2)、髙峯和則2)

13:45 〃 28 『焦がしもろみ製法』による芋焼酎の製造…実機製造試験 小正醸造（株）1)、サッポロビール（株）2)
○枇榔　誠1)、滝沢隆一2)、大牟田和宏1)、潮井　徹2)、
小正芳嗣1)

14:00 〃 29 米焼酎および泡盛との比較による中国小曲米酒の風味の特徴
鹿児島大学大学院連合農学研究科1)、
鹿児島大学農学部2)

○印　璇1)、吉﨑由美子2)、藏薗秀伍2)、杉町美奈2)、
竹内春佳2)、奥津果優2)、二神泰基2)、玉置尚徳2)、
髙峯和則2)

14:15 〃 30 マスカット・べーリーAを原料としたロゼスパークリングワイン製成試験 山梨県産業技術センター ○恩田　匠、佐藤憲亮、小松正和

14:30 〃 31 にごり酒・甘酒の胆汁酸吸着能 月桂冠（株）・総合研究所
○小高敦史、森本舞子、鈴木佐知子、松村憲吾、
秦　洋二、石田博樹

14:45 〃 32 酒粕プロテアーゼ分解物によるヒト肝培養細胞に対するアルコール分解能の向上 菊正宗酒造（株） ○砂田啓輔、板井　啓、高橋俊成、山田　翼、田中伸哉

15:00 〃 33 麦焼酎の香りが脳波と自律神経系に及ぼす影響 大分大学1)、三和酒類（株）2)
○浅海靖恵1)、大下晴美1)、古寺美保子2)、大石雅志2)、
林　圭2)

15:15 〃 34 サツマイモ焼酎由来成分の育毛活性 霧島酒造（株） ○章　超、河野邦晃、岩井謙一

座長一覧

休憩

16～18　小高敦史　　　　　19～21　高橋俊成　　　　　22～24　向井伸彦　　　　　25～28　高下秀春　　　　　29～31　橋爪克己　　　　　32～34　下飯　仁

日本醸造学会　臨時総会

若手の会の報告について


