
【10月１1日（水）】
（所属は平成２9年8月5日現在）

区分 演　　　　　　題 所　　　　属 ○　　講　　演　　者

酒造好適米「越淡麗」大吟醸もろみの原料米溶解速度に関する

生存時間分析を応用した解析と年次間比較

作期および施肥条件の違いが京都府産米「祝」および「京の輝き」の 黄桜（株）1） ○藤原久志1）、大橋善之2）、高堂泰輔1）

酒造適性に及ぼす影響 京都府農林水産技術センター2） 西村隆雄1）、北岡篤士1）、若井芳則1）

霧島酒造（株）1） ○藤田剛嗣1）、尾崎圭晃1）、松浦聡司2）

宮崎県西諸県農林振興局2） 押川純二3）、河野邦晃1）、岩井謙一1）

宮崎県総合農業試験場3） 髙瀬良和1）

立方晶窒化ホウ素のロール（cBNロール）を用いた精米試験における、 ○室井佑介、梶原信三、梶原一信、但馬史朗

精米形状と品質の評価 高橋直人、平田悠達、川上晃司

試験精米で高精白が可能な立方晶窒化ホウ素のロール（cBNロール）の開発と 熊崎　努1）、室井佑介2）、矢澤　彌1）

比較試験 ○高橋正之1）岩下和裕1）

小里　孟1・2）、○矢澤　彌1）、畑　夕子1）

織田　健1）、岩下和裕1・2）

○平田章悟1・2）、矢澤　彌1）、畑　夕子1）

織田　健1）、岩下和裕1・2）

11:20

12:00

奈良先端科学技術大学院大学 

バイオサイエンス研究科

メルシャン（株） 生産部1）

メルシャン（株） シャトー・メルシャン2）

キリン（株） ワイン技術研究所3）

サッポロビール（株） 酒類技術研究所1）

岡山大学 資源植物科学研究所2）

菊正宗酒造（株） 生産部

生産管理グループ

吟醸清酒原料用扁平精白米の粗タンパク質濃度低減効果 ○坂口栄一郎1）、川上昭太郎1）、村松良樹1）

　―精白率30％までについて― 梶原信三2）、室井佑介2）

○高堂泰輔、西村隆雄、 藤原久志、 北岡篤士 

若井芳則

○森本（榊原）舞子、堀田夏紀、根来宏明

小高敦史、松村憲吾、秦　洋二

尿素非生産性酵母の選抜法（CAO選択培地）を利用したホモ接合型FAS2-G1250S 新潟県醸造試験場1） ○栗林　喬1）、佐藤圭吾1）、城　斗志夫2）

変異を有するカプロン酸エチル高生産性清酒酵母の育種とその応用 新潟大学・農学部2） 金桶光起1）

清酒酵母に見出したアルコール発酵調節因子 Rim 15p を介した栄養シグナル 奈良先端科学技術大学院大学 

伝達経路の解析 バイオサイエンス研究科

日本酒の圧力発酵制御に向けたきょうかい7号酵母株への圧力感受性の付与と ○野村一樹、星野浩史、 井越和彰、 小野塚　悠 

醸造特性の解析 林　真由美、山崎晴丈、 髙久洋暁、 井口晃徳 

重松　亨

15:45 ” 15 分裂酵母Schizosaccharomyces sp. を用いた清酒醸造に関する研究 山梨県産業技術センター ○佐藤憲亮、小松正和、木村英生

ノーベル生理学・医学賞2016

東京工業大学　栄誉教授

17:15

新潟薬科大学応用生命科学部

特別講演 40年の酵母研究を振り返って

新潟県醸造試験場

○大隅良典

○渡辺大輔

14:15 ” 9 白米浸漬中のクラック発生が吸水過程に及ぼす影響

○高橋俊成

○渡辺大輔、杉本幸子、梶原拓真、 高木博史

黄桜（株）

8 東京農業大学1）、（株）サタケ2）

”

13:15 ” ② 品種特徴香に注目した香気成分のコントロール

○鍋倉義仁、金桶光起

10:30 ” 5

酒造好適米品種の違いが清酒メタボロームに与える影響 酒総研1）、広大・先端研2）

10:15

15:15 ” 13

15:30 ” 14

前橋工科大学大学院 ○鮎澤　涼、尾形智夫

15:00 ”

10:45 ” 6

14:00 一般講演

12

14:45 " 11

醸造用酵母のフェノール臭産生抑制機構

ビールの泡品質を良くするためのプロテオーム解析とそのビール大麦育種への応用

清酒の多様化のための酵母変異株の育種とその特性解析

14:30 ” 10 清酒酵母きょうかい2号の遺伝的特徴　～頒布100周年を迎えて～

13:45 奨励賞 ①

月桂冠（株）　総合研究所

3

（株）サタケ

13:00 技術賞 ① 清酒酵母の高発酵力に関する研究

（独）酒類総合研究所1）、（株）サタケ2）

11:00 ” 7

4

製造条件の組合せが清酒メタボロームに及ぼす影響 酒総研1）、広大・先端研2）

”

平成29年度日本醸造学会大会プログラム
日時：平成29年10月11日（水）～12日（木）

会場：北とぴあ　つつじホール　東京都北区王子１－１１－１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休　　　　　憩

座長一覧

 　　　　　　1～3　坂口　栄一郎　　　　　　4～7　鍋倉　義仁　　　　　　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

　　　　　　　　　　　　　　　（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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　懇親会　16階　天覧の間

9:30 一般講演 1

9:45 ” 2

13:30 ③ ○飯牟礼 隆1）、佐藤和広2）

16:00

○小林弘憲1）、高瀬秀樹2）、佐々木佳菜子3）

焼酎麹用米専用新品種「み系358」の醸造適性10:00 ”



【10月１2日（木）】

区分 演　　　　　　題 所　　　　属 ○　　講　　演　　者

9:15 一般講演 16 醤油の主発酵酵母のライフサイクル ヤマサ醤油（株） ○渡部　潤、上原健二、月岡祐一郎

○小高敦史、森本（榊原） 舞子、松村憲吾

秦　洋二

○平野　澪、山脇加奈子、橋爪宏昌、白石洋平

和久　豊

○伊出健太郎、柏原宏行、大澤麻水、戸所健彦

福田克治、堤　浩子、秦　洋二

○望月マユラ、杉山　巧、廣政あい子、鎌田敏裕

加藤　優、今井健夫

山梨県産業技術センター1） ○恩田 匠1）、渡辺晃樹2）、長沼孝多1）

山梨県果樹試験場2） 小嶋匡人1）、富田　晃2）

10:45 ” 22 甲州ワインのピンキング現象と色調の改善 山梨県産業技術センター 〇小嶋匡人、長沼孝多、恩田　匠

三和酒類(株)三和研究所1） ○藤原絵美1）、岩見明彦１）、梶原康博１）

宮崎県食品開発センター2) 髙下秀春1）、高山清子2）、山本英樹2）

水谷政美2）

宮崎県食品開発センター1） ○高山清子1）、喜田珠光１）、山本英樹１）

三和酒類（株）　三和研究所2） 水谷政美１）、藤原絵美２）、岩見明彦２）

梶原康博２）、髙下秀春2）

11:30 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　若手の会の報告について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（独）酒類総合研究所 ○金井宗良

11:45

12:00

サッポロビール（株）商品･技術イノベーショ

ン部1）、サッポロホールディングス（株）

価値創造フロンティア研究所2）

農研機構食品研究部門1） ○蔦　瑞樹1）、相山怜子1）、塚原正俊2）

（株）バイオジェット2）、琉球大学農学部3） 塚原恵子2）、平良英三3）

（株）バイオジェット1）、石川酒造場2） ○塚原正俊1）、阿部峻之1）、東　春奈1）

琉球大学農学部3） 塚原恵子1）、上間長亮2）、外山博英3）　

中国で市販されている小曲米酒の風味の特徴 ○印璇1）、竹内春佳2）、吉﨑由美子2）

Characteristic　Flavor　of　Xiaoqu-mijiu　Marketed　in　China  奥津果優2）、二神泰基2）、 玉置尚徳2）

髙峯和則2）

○橋爪克己、五十嵐信也、長江祐昌、伊藤俊彦

常盤野哲生

広島大先端研1） ○久保田健斗1・3）、横野瑞希2・3）、磯谷敦子1・3）

広島大工2）、酒類総合研究所3） 藤井　力3）

割水用水の元素プロファイルを用いた清酒のDMTS生成ポテンシャル予測モデル ○玉田佳大、山内隆寛、山下伸雄、窪寺隆文

の構築 明石貴裕

○宗里亮佑1・2）、宮本博明1・2）、竹本夕子1・2）

上岡大嗣1・2）、大橋奈奈1・2）

小林拓嗣1）、平田章悟1・2）、畑　夕子1）

熊崎　努1）、森川佳奈1）、上垣内宏司1）

齊藤亮太1）、矢澤　彌1）、高橋正之1）、織田　健1）

奥田将生1）、三輪章志3）、伊澤由行4）

杉本琢真5）、○岩下和裕1・2）

（独）酒類総合研究所1） ○小林拓嗣1）、矢澤　彌1）、平田章悟1・2）

広島大学大学院先端物質科学研究科2） 齊藤亮太1）、熊崎　努1）、森川佳奈1）、畑　夕子1）

織田　健1）、岩下和裕1・2）

○佐藤　玲1・2）、佐藤龍一1・2）、森本朋子2）

向井伸彦2）、藤井力1・2）

○相澤佑斗1・2）、塚本　香2）、伊豆英恵2）

藤井　力1・2）

酒総研1）、福山大生命工2） ○伊豆英恵1）、柴田紗知2）、飯島遼平3）

広島大院生物圏3）、広島大院教育4） 松原主典4）、藤井　力1・3）

13:45 ” 28 鹿大院・連農1）、鹿大・農2）

15:00 ” 33 次世代酒米の原料米特性と醸造特性の比較試験

月桂冠（株）　総合研究所

14:45 ” 32 吟醸酒の官能評価における小糖類の影響 日本酒造技術連盟1）、賀茂鶴酒造（株）2）

11:00 ” 23

25 「焦がしもろみ製法」による芋焼酎の製造

11:15 ”

月桂冠（株）　総合研究所”

30 homofuraneolの清酒の香りへの寄与と生成機構の解析

16～19　渡辺　大輔　　　　　20～22　小林　弘憲　　　　　23～24　高峯　和則　　　　　　25～28　高山　清子　　　　29～31　高橋　俊成　　　　　32～34　伊豆　英恵　　　　　35～37　須藤　茂俊

15:30 ” 35 清酒粕中の機能性成分ビタミンB6含量の調査と解析 広島大院生物圏1）、酒類総合研究所2）

15:45 ” 36 清酒粕中の機能性成分アグマチン含量の調査と解析 広島大院生物圏1）、酒類総合研究所2）

16:00 ” 37 酒粕摂取に対するマウス血漿中の代謝物及び組織の遊離アミノ酸応答

○滝沢隆一1）、石原武雄2）、潮井　徹1）

キリン（株）　R&D本部　酒類技術研究所

13:30 ” 27

10:30 ” 21 同一圃場由来の原料ブドウからのスパークリングワインとスティルワイン製成

9:30 麹菌の接合型を指標とした米麹の評価

9:45 ” 18 麹菌 Aspergillus oryzae  のエタノール生成について

17

10:00 ” 19 デフェリフェリクリシン高生産麹菌の製麹と応用

R217酵母による新たな泡盛の開発

10:15 ” 20 高分子ペプチドのビール香味への影響解明と応用

13:15 ” 26 蛍光指紋による泡盛の簡易 ・ 迅速品質評価に関する基礎的検討

24 焼酎もろみに生息する腐造乳酸菌について

休　　　　　憩

13:00 一般講演

焼酎もろみを腐造させる乳酸菌の検出法の開発

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本醸造学会　臨時総会

（株）ビオック

14:00 ” 29 清酒の呈味性ピログルタミルデカペプチドエチルエステル（PGDPEs）の生成と分解 秋田県大・生物資源

14:15 ”

15:15 ” 34 玄米メタボローム解析による原料米分析値および醸造特性の予測

14:30 ” 31

酒総研1）、広大先端2）、石川農総研3）

栃木農試4）、兵庫農総セ5）

白鶴酒造（株）　研究室


