
年　次　大　会

◆ 大会概要 ◆ プログラム

◆ 日本食品工学会第8回(2007年度)年次大会

――――――――――――――――――――――――――――――

日本食品工学会第8回（2007年度）年次大会
発表申込締切　　　　平成19年4月23日（月）

講演要旨締切　　　　平成19年6月18日（月）

事前登録申込締切 平成19年7月 9日（月）

日本食品工学会のホームページ：http://www.jsfe.jp/
――――――――――――――――――――――――――――――

会　期　平成19年8月2日（木），3日（金）（2日間）

会　場　◆ 関西大学100周年記念会館（千里山キャンパス） Tel: 06−6386−3008

　　　　　　吹田市山手町3−3−35
　　　　　　阪急千里線「関大前」駅南口より徒歩５分．

http://www.kansai-u.ac.jp/Guide-j/access.html（アクセス）

http://www.kansai-u.ac.jp/Guide-j/mapsenri.html（キャンパスマップ）

交　通

阪急電鉄をご利用の場合

阪急梅田駅（JR大阪駅より徒歩２分）から「北千里」行き（京都線ホームより発車）乗車で関大前駅に

て下車．「河原町」，「高槻市」行などに乗車の場合，淡路駅（特急は停車しますが，通勤特急は停車

しません．）にて「北千里」行に乗り換え，関大前駅にて下車．阪急梅田駅から約30分．

地下鉄をご利用の場合

大阪市内から地下鉄堺筋線「北千里」行乗車で阪急千里線まで直行（堺筋線と阪急千里線相互乗り入

れ），関大前駅にて下車．「高槻市」行は途中の阪急淡路駅にて「北千里」行に乗り換え，関大前駅に

て下車．なお，堺筋線「天神橋筋六丁目（天六）」行は淡路駅までは行きませんのでご注意ください．

新幹線をご利用の場合

JR新幹線新大阪駅から地下鉄御堂筋線「天王寺」行か「なかもず」行乗車で西中島南方駅下車．徒歩１

分程度の阪急南方駅で「北千里」行に乗り換え，関大前駅下車．新大阪駅から約30分．

飛行機（大阪国際空港（伊丹空港））をご利用の場合

大阪モノレール大阪空港駅から「門真市」行で山田駅下車．阪急山田駅で「天下茶屋」行か「梅田」行

に乗り換え，関大前駅下車．大阪国際空港（伊丹空港）から約40分．

暑い時季に開催されます．また，形式にとらわれない実質的な大会を目指しています．

カジュアルな服装でご参加ください．

大会参加費（大会講演要旨集代を含む），懇親会参加費

事前登録 当日登録

正会員 学生会員 非会員 正会員 学生会員 非会員

大会参加費 6,000 2,500 12,000 7,000 3,000 14,000
懇親会参加

費

6,000 3,000 8,000 7,000 4,000 9,000

★ 事前登録締め切り：平成19年7月9日（月）厳守

　事前登録は本号に挟み込んであります払込取扱票をご利用ください（ご所属は必ずご記入ください）．払込取扱票をご希望の方は，年次大会実行委員会へ，電

子メール（kawahara@ipcku.kansai-u.ac.jp）またはFax（06−6388−8609）でお申し込みください．なお，締切日以降は，会場での当日登録となります．

一般講演・ポスター・インダストリアルプラザ発表申し込み

★ 発表申込締め切り：平成19年4月23日（月）厳 守

詳細は，申込要領をご覧ください．

特別講演

「魚醤の文化」                                           石毛直道 先生（民族学博物館名誉教授）

シンポジウム

「食品バイオテクノロジーの新展開」

（オーガナイザー：土戸哲明（関西大学），河原秀久（関西大学））

1. 不凍タンパク質を用いる食品品質保全技術 ○河原秀久，小幡　斉（関西大学）

2. リパーゼ反応を利用した油脂加工 ○島田裕司，永尾寿浩（大阪市立工業研究所）



3. 機能性食品の開発と医療への応用 澤田治司（ヤクルト中央研究所）

4. メタボロミクス技術の食品工学への応用 福崎英一郎（大阪大学）

「食品工学へのイメージング技術の導入」

（オーガナイザー：中西一弘（岡山大学），橋本　篤（三重大学））

1. 食のおいしさに関わる物性評価でのIRイメージングの利用の試み　　　　　羽木貴志（太陽化学㈱）

2. テラヘルツ分光イメージングの応用 ○小川雄一
1
，林伸一郎

1,2
，大谷知行

2
，川瀬晃道

1,2,3

（
1 
東北大学，

2 
理化学研究所，

3 
名古屋大学）

3. ジュール加熱手法の可視化と発熱解析

○長縄明大
1
，秋山美展

2
（

1 
秋田大学，

2 
秋田県総合食品研究所）

4. 蛍光イメージング技術を活用した製パン工程の可視化　　　 前田竜郎（日清製粉グループ本社）

「食品新技術の実用化・事業化に向けて」

（オーガナイザー：稲熊隆博（カゴメ㈱），古橋敏昭（日本たばこ産業㈱）

1. 新規酵素を用いる工業的ペプチド新製法－ペプチド合成に新たなブレークスルー－（仮題）

横関健三（味の素㈱・京都大学）

2. 独自技術によるクレーム異物の分析について（仮題）

大方康英，野口憲太郎，粕谷宣彦，喜多村誠，○塩見展男（㈱ハウス食品分析テクノサ－ビス）

3. デンプン顆粒を利用した、新しい無洗米の商品化　　　　　　　　　　　　　　金本繁晴（㈱サタケ）

4. パン生地ミキシングのリアルタイムモニタリング測定について　　　古橋敏昭（日本たばこ産業㈱）

5. 電子レンジ食品　カゴメデリの開発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深谷哲也（カゴメ㈱）

大会講演プログラム

　本誌第8巻第2号（平成19年6月15日発行予定）に掲載します．また，日本食品工学会のホームページ（http://www.jsfe.jp/）にも掲載いたします（5月下旬以

降）．

大会講演要旨集

　事前登録者には，7月中旬に発送します．当日登録者は，受付でお受け取りください．

大会事務局

　〒564-8680 吹田市山手町3−3−35　関西大学工学部生物工学科内

日本食品工学会第8回年次大会実行委員会

大会実行委員長：土戸哲明

総務：安達修二，河原秀久，プログラム：中西一弘，今村維克，今中洋行

会場：松村康生，山本秀樹，西津貴久，松本晋也，受付：古田　武，吉井英文，島　元啓，

会計：木村幸敬，河原秀久，懇親会：田門　肇，鈴木哲夫

インダストリアルプラザ：岩渕久克，和田　誠，広報：橋本　篤，末原憲一郎

大会に関する問合せ先：総務　河原秀久（Tel: 06−6368−0832, Fax: 06−6388−8609, E-mail: kawahara@ ipcku.kansai-u.ac.jp）

本大会に関する案内は，http://www.jsfe.jp/に掲載の予定です．

――――――――――――――――――――――――――――――

口頭・ポスター・インダストリアルプラザ発表申込要領

――――――――――――――――――――――――――――――

口頭およびポスター発表並びにインダストリアルプラザ発表は，いずれも下記の発表申込受付アドレスに記入要領に従って電子メールでお申込み下さい．な

お，電子メールにアクセスできない場合には，同じ内容をFaxでお送り下さい．

発表申込締切：平成19年4月23日（月）

発表申込受付メールアドレス：kore@cc.okayama-u.ac.jp
発表申込受付Fax番号：086−251−8264

＜送信時の注意事項＞

・ 発表申込１件分を１回ずつ送信して下さい．

＜発表の種目＞

・ 口頭発表：食品工学の学術的，工業的進展に寄与する研究・技術に関する講演．講演時間は15分（発表10分）．

・ ポスター発表：食品工学の学術的，工業的進展に寄与する研究・技術に関するポスター発表．

・ インダストリアルプラザ発表：食品関連の機械，装置，計測機器などに関する技術・商品をポスター形式で発表するものです．パンフレットや自社製品の展示

（卓上に設置できる小型のものに限る）も可能です．大会参加費以外には，出展料などの特別の費用は頂戴いたしません．とくに，技術的な議論が賑やかに交

わされることを期待します．発表者にはポスター概要を数分で口頭発表していただきます．なお，パンフレットや展示物は必ず大会期間内に各自で搬入・搬出

し，設置に必要なケーブル等はご準備ください．

※優秀発表賞（口頭発表），ポスター賞（ポスター発表部門およびインダストリアルプラザ発表部門）を設けます．

＜申込書の記載項目と要領＞



1) 発表の種目：［口頭発表・ポスター発表・インダストリアルプラザ発表］のいずれかを記入．

発表種目の最終決定はプログラム委員にご一任ください．

2) 申込者氏名：食工太郎

3) 申込者の会員番号：S00203（維持会員，団体会員または特別団体会員である機関に所属の方は，その会員番号）（入会申込みを手続き中の方は『手続き中』

と入力してください）

4) 郵便番号：700−8530（半角数字）

5) 住所：岡山市津島中3−1−1
6) 所属：岡山大学工学部生物機能工学科

7) 電話番号：086−251−XXXX（半角数字）

8) FAX番号：086−251−XXXX（半角数字）

9) 電子メールアドレス：abc@de.efg-u.ac.jp
10) 講演者氏名：食工太郎

11) フリガナ：ショッコウタロウ

12) 希望セッション：A（半角大文字．セッション記号は下記参照）

13) 講演題目：日本食品工学会における講演・ポスター申込要領（全角換算で40字以内）

14) 発表者：〇食工太郎，坂東太郎*，筑紫次郎**（講演者に○印）

15) フリガナ：ショッコウタロウ，バンドウタロウ，ツクシジロウ

16) 所属：岡山大工，*京大院農，**食工産業中研（全角10字以内の略称，* は半角文字）

17) 講演概要：（全角換算で150字以内）

＜口頭，ポスター，インダストリアルプラザ発表のセッション分類＞

1. 口頭およびポスター発表

Ａ：食品製造・加工

B：分析・物性・物理化学

C：計測・制御

D：食品バイオテクノロジー

E：環境・食資源循環

F：品質管理・評価

G：食の安全性・殺菌・洗浄・保存

H：その他

2. インダストリアルプラザ発表（分類記号：Z）

――――――――――――――

発表要領

――――――――――――――

口頭発表はパソコンと液晶プロジェクタにより行います．パソコン（Windows XP）と液晶プロジェクタ（Windows XP用に設定）は会場に設置いたしま

す．パワーポイント（2003またはそれ以前のバージョン）のファイルはフラッシュメモリで持参し，30分前から各セッションが始まるまでの間にインス

トールしてください．

ポスター発表のボードは，幅88 cm，高さ120 cmです．ピンなどは準備されています．

インダストリアルプラザの発表には，幅178 cm，高さ120 cmのボードと，幅180 cm，奥行45 cmの机を準備します．電源（単相100 V）はありますが，延

長コードは発表者で準備ください．

――――――――――――――

要 旨 原 稿 作 成 要 領

――――――――――――――

口頭発表，ポスター発表，インダストリアルプラザ発表ともに，以下の要領と書式例に従い，カメラレディー原稿を作成して下さい．そのままオフセット印刷

します．なお，書式例は口頭・ポスター発表を想定したものとなっておりますが，インダストリアルプラザ発表についても，形式のみ書式例に合わせ，内容は自

由にお書き下さい．

【原稿締切】　平成19年6月18日（月）

【原稿送付先】　〒700-8530 岡山市津島中3−1−1　岡山大学工学部生物機能工学科　今村維克 宛

※封筒に日本食品工学会大会要旨原稿と表記して下さい．

＜原稿作成要領＞

・送付部数：コピーを含め2部お送りください．

・用紙：Ａ4用紙1ページ．

・マージン：上左右25 mm，下30 mm．

・フォント：MS明朝10ポイント程度を基準とする．

・タイトル・所属・発表者：タイトルは本文よりやや大きめのフォントで，太字とする．マージンを除く左上部に40 mmのスペースを空ける．演者に○印を付

け，所属は略号（例：岡山大工，食工産業中研）で書く．また所属が複数の場合は上付き＊記号を用いて区別する．

・本文：発表者氏名の次に1行空け，2段組で書く．

・図表：本文中に貼り込む．

・ぺージ番号：付けない．

・連絡先：電話・Fax番号，電子メールアドレスを原稿末尾に記述する・

――――――――――――――――――――――――

大会における発表の特許手続上の証明について



―――――――――――――――――――――

本会は特許法第30条第1項の規定による「特許庁長官が指定する学術団体」に指定されていますので，本会において文書をもって発表し，

(1) その発表した日より6ヶ月以内に（大会講演要旨集発行の日より起算），その発明者が実用新案または特許について『「特許法第30条第1項の適用」を受け

ようとする旨を記載した書面』を特許出願と同時に特許庁長官に提出し，

(2) さらに，その発明，考案が『本会開催の大会で発表されたものであることを証明する「本会発行の証明書」を出願の日より30日以内に特許庁長官に提出す

るとき』は，その発明，考案は新規性を失わないと認められることになっています．この際，大会講演要旨集に記載されていることがらに関しては，刊行物とみ

なされるので当然保護されます．したがって，大会講演要旨集に記載のないことがらについての発表を保護の対象にしたいときのみ，別に文書を本会に提出する

ことになります．それには，

(イ) 発表者は，発表のもとになる「文書」（全部または必要部分）を作成して，あらかじめ座長に提出し，発表後，口頭で発表したことの事実を座長に「確

認」してもらいます．（大会講演要旨集のコピーのみを特許庁に提出される場合は座長の確認は必要ありません．）

(ロ) 座長の確認を受けるには，次の例に示すような「確認書」を発表者が作成して，上述の「文書」とともにあらかじめ座長に提出します．

(ハ) 出願者が本会発行の証明書を特許庁長官に提出するときには，座長の捺印した「確認書」1通，「文書」2通（正，副）のほか，下記の例に示すような「証

明書」（学会の控1通を含む2通）を作成して，返信用封筒（宛名記入，切手貼付）を同封し，本会宛にその証明を請求してください．本会では，この証明書に，

「文書」のうち1通（正）を添付して返送いたします．

（注）　1. 発表者が連名の場合は「確認書」，「証明書」，「文書」とも全員の名前を記入すること．

2. 発表後に特許出願の必要が生じ，後日，座長による発表確認が必要な場合は，発表者が直接座長にご連絡ください．


