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日本食品工学会第10回（2009年度）年次大会 

講演要旨締切   平成21年6月19日（金） 
事前登録申込締切   平成21年7月 3日（金） 
日本食品工学会のホームページ：http://www.jsfe.jp/ 

―――――――――――――――――――――――――――――― 

 
会 期 平成21年8月1日（土），2日（日）（2日間） 

会 場 ◆石川県立大学 
〒921-8836 石川県石川郡野々市町末松1丁目308番地 
TEL 076-227-7455 FAX 076-227-7455 

  http://www.pref.ishikawa.jp/ishikawa-pu/access/index.html（アクセス） 
  http://www.pref.ishikawa.jp/ishikawa-pu/guidance/campusmap/index.html（キャンパスマップ） 
懇親会会場（8月1日） ◆ホテル日航金沢 
     〒820-0853  金沢市本町2-15-1、TEL 076-234-1111 

JR金沢駅東口より徒歩3分（大会会場からはバスを運航します） 
 
交 通 
東京から 

飛行機：羽田空港－小松空港－シャトルバス－  
JR金沢駅(計約2時間）  

JR：東京駅－上越新幹線「とき」－越後湯沢（乗  

懇親会会場
(ホテル日航金沢 )

換)－｢はくたか｣－JR金沢駅(計約4時間）  
大阪から（計約3時間） 
JR：大阪駅－｢サンダーバード」－JR金沢駅  
名古屋から(計約3時間） 
JR：名古屋駅－｢しらさぎ｣－JR金沢駅 
大会期間中は，朝・夕に JR松任駅より送迎バ
スを運行します． 
 
〈金沢，松任からの交通〉 

バスでのアクセス 

JR 金沢駅または香林坊バス停より，北陸鉄道
バス「南部車庫」，「加賀産山島台」，または「辰

口ハイタウン・和光台行き」のいずれかに乗車

し，「加賀産上林」下車．徒歩15分． 
電車でのアクセス 

北陸鉄道石川線で「乙丸駅」下車．徒歩25分． 
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車でのアクセス 

JR松任駅より7分．JR金沢駅より25分． 
 

本年次大会は暑い時季に開催されます．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 3,000 12,000 7,000 4,000 14,000 
懇親会参加費 6,000 3,000 8,000 8,000 4,000 9,000 
＊）シンポジウム後援団体所属の参加者は大会参加費および懇親会参加費を会員同等とします。 
 
★ 事前登録締め切り：平成21年7月3日（金）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受付担当へ，電子メール(kore@cc.okayama-u.ac.jp)または Fax
（086-251-8264）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． 
 
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 
 〒921-8836 石川県石川郡野々市町末松1-308石川県立大学内 
       日本食品工学会第10回年次大会実行委員会 
 大会実行委員長：野口明徳 
 顧問：松野隆一，宮脇長人 
 総務：安達修二，石田信昭，中村静夫，プログラム：羽倉義雄，川井清司 
会場：吉井英文，後藤秀幸，島 元啓，西津貴久，受付：中西一弘，今村維克，今中洋行 
会計：小西康子，木村幸敬，懇親会：土戸哲明，矢野俊博 
インダストリアルプラザ：岩渕久克，和田 誠，広報：矢野卓雄，橋本 篤，末原憲一郎 
 
大会に関する問合せ先：総務 石田信昭（Tel:076-227-7455, Fax:076-227-7455, E-mail: jsfe2009@ 
ishikawa-pu.ac.jp） 
 

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

受賞講演 会場 日付 時間 番号 

受賞講演（学会賞） 第一会場(K219) 2日 13:30～14:30   

受賞講演（技術賞） 第一会場(K219) 2日 14:30～15:30   

シンポジウム 会場 日付 時間 番号 

シンポジウムA 

「環境・食料・エネルギ-を巡る諸問題」 
第一会場(K219) 1日 13:00～15:30 S1-1～S1-4 

シンポジウムB 

「北陸の食文化が育んだ技術」 
第一会場(K219) 1日 9:30～12:00 S2-1～S2-5 

シンポジウムC 

「食品新技術の実用化・事業化に向け

て」 

第二会場(E403) 1日 13:00～15:30 S3-1～S3-4 

一般発表（セッション） 会場 日付 時間 番号 

食品製造・加工Ⅰ/食品ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞ-Ⅰ 第二会場(E403) 1日 9:30～12:00 1B01～1B10 

分析・物性・物理化学Ⅰ/計測・制御/ 

品質管理・評価 
第三会場(K117) 1日 9:30～12:00 1C01～1C10 

食品製造・加工Ⅱ/食品ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞ-Ⅱ 第一会場(K219) 2日 9:00～11:30 2A01～2A10 

食品製造・加工Ⅲ 第二会場(E403) 2日 9:00～11:30 2B01～2B10 

食品製造・加工Ⅳ/ 

分析・物性・物理化学Ⅱ 
第三会場(K117) 2日 9:00～11:30 2C01～2C10 

食の安全・殺菌・洗浄・保存Ⅰ 第一会場(K219) 2日 15:30～17:00 3A01～3A06 

分析・物性・物理化学Ⅲ/ 

食の安全・殺菌・洗浄・保存Ⅱ 
第二会場(E403) 2日 14:30～17:15 3B01～3B11 

環境・食資源循環 第三会場(K117) 2日 14:30～17:00 3C01～3C10 

インダストリアルプラザ ポスター展示・

ショートプレゼンテーション 
第四会場(K126) 1日 15:30～17:30 I01～I22 

15:30～16:30 奇数番ポスタ－ 
ポスター発表（コアタイム） 

ポスタ－会場 

(1Fホ－ル) 
1日 

16:30～17:30 偶数番ポスタ－ 

評議員会 第三会場(K117) 1日 12:00～13:00  

総会 第一会場(K219) 2日 12:30～13:30  

懇親会 ホテル日航金沢 1日 18:45～20:45  
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★★★  大会プログラム  ★★★ 
 
 

受賞講演 
8月2日（日） 
【学会賞受賞講演】（第一会場，13:30～14:30） 
凍結乾燥工学に関する総合的研究                        東京大学大学院農学生命科学研究科 相良泰行
食品殺菌に関する微生物工学的研究                            関西大学化学生命工学部 土戸哲明 
 
【技術賞受賞講演】（第一会場，14:30～15:30） 
無菌包装食品を組み合わせた調理食品（カゴメデリ）の開発             カゴメ株式会社 深谷哲也、 

日東アリマン株式会社 佐久間欣也、株式会社日阪製作所 堤 隆一 
米の食味品質評価装置の開発                      株式会社サタケ、三上隆司、川上晃司、越智龍彦、福森 武 
 
 
 

シンポジウム 
8月1日（土） 
【シンポジウムA 環境・食料・エネルギーを巡る諸問題】                       （第一会場，13:00～15:30） 
                                             （オーガナイザー：石川県大 宮脇長人，石川県大 野口明徳）
S1-1 世界の食料問題                                     FAO日本事務局 横山光弘
S1-2 世界食料危機と米国のバイオエタノール政策                           石川県大 辻井 博
S1-3 カーボンフットプリントの現状と課題                              工学院大 稲葉 敦
S1-4 わが国の食料消費傾向の変化と二酸化炭素排出量           石川県大 宮脇長人，実践女大 四宮陽子 
 
【シンポジウムB 北陸の食文化が育んだ技術】                            （第一会場，9:30～12:00） 

（後援）石川県産業創出支援機構、石川県食品協会、食品技術者ネットワーク 
                     （オーガナイザー：石川県大 矢野俊博，石川県工試 中村静夫） 
S2-1 栗皮からの有用物質の抽出技術の開発                              スギヨ 島 寛明
S2-2 清酒の発酵技術を応用した新事業展開                              福光屋 松井圭三
S2-3 寿司回転コンベアの技術開発                                石野製作所 吉田利浩
S2-4 連続式フライヤーの製品搬送技術                              アサヒ装設 片山國弘
S2-5 食品分野へのレーザーの応用                                             澁谷工業 小関良治 
 
【シンポジウムC 食品新技術の実用化・事業化に向けて】                        （第二会場，13:00～15:30） 
                                     （オーガナイザー：カゴメ 稲熊隆博，日本たばこ産業 古橋敏昭） 
S3-1 無菌充填による米飯製造について                              日東アリマン 佐久間欣也 
S3-2 光を利用したヨーグルトの連続モニタリング方法の開発 

森永乳業 渡辺晋次，高井製作所 天野原成，松浦電弘社 松浦隆弘

S3-3 高速混練造粒機“トリプルマスター”について                          品川工業 大石裕喜 
S3-4 過熱水蒸気による健康調理技術の開発（仮題）                          シャープ 松浦良介 
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口頭発表 
 

8月1日（土）（第二会場，9:30～12:00） 
【食品製造・加工 I／食品バイオテクノロジーⅠ】 
1B01 界面前進凍結濃縮法による香気成分水溶液の濃縮 

（山形県工技セ，*カゴメ(株)総研，**石川県大生資環）○飛塚幸喜，安食雄介， 
野内義之，早川喜郎*，神谷勇一郎*，宮脇長人**

1B02 界面前進凍結濃縮法によるラ・フランス香気成分の濃縮 
（山形県工技セ，*石川県大生資環）○飛塚幸喜，安食雄介，野内義之，宮脇長人*

1B03 ラ・フランス香気成分の逆浸透膜濃縮 
（山形県工技セ，*(株)果香）○安食雄介，飛塚幸喜，野内義之，小林康弘*，石川千暁*

1B04 氷結晶部分融解法による界面前進凍結濃縮における収率改善 
（石川県大食品）○宮脇長人，湯場 亮，加藤 翔，辰野倫子 

1B05 部分凍結法によるリンゴジュースの凍結濃縮                （兵庫県立大工学）○中川究也，長浜裕幸 
1B06 短波帯交流電界処理による豆乳中のトリプシンインヒビターの失活 

（（独）農研機構食総研）○植村邦彦，高橋千栄子，小林 功 
1B07 マルトビオン酸カルシウムの調製と特性評価 

（サンエイ糖化， *北大創成研， **農研機構食総研， ***石川県大食品， ****琉球大農） 
○深見 健，渡辺 純*，**，大塚正盛，本多裕司***，谷口 肇***，伊藤 進*，****

1B08 竹ヘミセルロースの水熱可溶化と酵素処理によるオリゴ糖の製造 
（佐大農，*九大炭資国際教育C）○林 信行，熊谷 聡*，藤田修二 

1B09 熱安定性の優れた熱変性ホエイタンパク質微粒子の調製とその特徴 
（森永乳業(株)食品基盤研）○荒瀬 寛，湯田直樹，鈴木 学，浅野祐三，齋藤仁志，岩附慧二 

1B10 Lipase-catalyzed condensation of cinnamic acid and its related compounds with glycerol            
（京大院農）○Jieling Cai，越智真太郎，小林 敬，安達修二 

 
8月1日（土）（第三会場，9:30～12:00） 
【分析・物性・物理化学 I／計測・制御／品質管理・評価】 
1C01 可視光及び近赤外光による中国産米の食味品質評価に関する研究（第一報） 

（（株）サタケ・技術本部，*中国農業部穀物及製品質量監督検験測試中心） 
○河野元信，三上隆司，孟 慶虹*，関 海涛*，李 霞輝*

1C02 コーヒー抽出液の赤外吸収スペクトル特性に及ぼすpHおよび温度の影響 
（三重大院生物資源，*三重大知財統括室）杉本佳子，狩野幹人*，末原憲一郎，亀岡孝治，○橋本 篤 

1C03 Analysis of fatty acid composition of Black Wagyu beef by GC and FTIR 
（神戸大農学研）◯胡 曉苹，豊田浄彦，井原一高，山之上稔，吉田和美 

1C04 黒毛和牛の牛肉脂肪分布と電気的特性の関係に関する研究 
（神戸大農学研）○仲井歌央理，豊田淨彦，井原一高，山之上 稔 

1C05 胃のぜん動運動に誘起される胃内容物の流動シミュレーション 
（*(独）農研機構食総研，**筑波大学院生環科）○神津博幸*，**，小林 功*，中嶋光敏*，**， 

植村邦彦*，佐藤誠吾**，市川創作**

1C06 脳波解析による直感的食嗜好調査 
（山梨大院医工，*筑波大院生環科）○阪田 治，佐竹隆顕*，院多本華夫*，橋本 光*

1C07 励起蛍光マトリクスによるパン生地の成分分布可視化手法に関する基礎的研究 
（東大院農学生命科学，*（独）農研機構食総研）○粉川美踏，蔦瑞樹*， 

藤田かおり*，杉山純一*，相良泰行 
1C08 おいしさの「食感性モデル」に基づく官能評価システムの開発 

（東大院農学生命科学，*(社)FKC）○片岡京子，荒木徹也，相良泰行*

1C09 食パンの焼成プロセスにおける熱物質移動と表面色の関係     （東大院農学生命科学，*三栄源FFI） 
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○井上光知子，大西正展*，荒木徹也，岩渕久克*，相良泰行 
1C10 極低温マイクロスライサイメージングシステムの改善 

（東大院農学生命科学）○星野瑠威，工藤謙一，荒木徹也，相良泰行 
 
8月2日（日）（第一会場，9:00～11:30） 
【食品製造・加工Ⅱ／食品バイオテクノロジーⅡ】 
2A01 多相エマルションを基材とした脂質カプセルの微細構造と物質内包特性 

（*東京都市大工，**(独)農研機構食総研，***筑波大院生環科）○黒岩 崇*，**， 
中嶋光敏***，植村邦彦**，市川創作***

2A02 O／Wエマルションへの脂溶性物質の可溶化状態の安定性 
（広島大院生物圏科学）○巽 靖子，佐藤清隆，上野聡 

2A03 有機モノリス膜を用いた単分散O/W型エマルションの調製 
（京大院農，*エマオス京都，**石川県大食品）○片岡将亮，石塚紀生*，島 元啓**，安達修二 

2A04 コレステロールを含むレシチン-W/Oマイクロエマルションの疎水性 
（日本大院生物資源）○白川芳枝，陶 慧，今井正直，鈴木 功 

2A05 均一径微小油滴を用いたプリミックスマイクロチャネル乳化：チャネル寸法と操作条件の影響            
（*農研機構食総研，**筑波大院生環科）○韓 栗莉*，**，小林 功*，植村邦彦*，中嶋光敏*，**

2A06 マイクロチャネルアレイを用いた非球形脂質マイクロ液滴・粒子の精密作製 
（*農研機構食総研，**筑波大院生環科）○小林 功*，植村邦彦*，中嶋光敏*，**

2A07 高圧乳化エマルションの in vitro 消化：乳化剤の種類の影響 
（*筑波大院生環科，**中国農大，***農研機構食総研）○王 政*，***，殷 麗君**， 

小林 功***，植村邦彦***，中嶋光敏*，***  
2A08 Temperature effect on microchannel emulsification: Generation of uniform soybean oil droplets 

（*(独)農研機構食総研，**筑波大院生環科）○Katerina Butron Fujiu*，**，Isao Kobayashi*， 
Kunihiko Uemura*，Mitsutoshi Nakajima*，**

2A09 Oxidative stability of O/W nanoemulsions prepared using oils of low and high melting point 
（*筑波大院生命環境，**(独)農研機構食総研，***Unilever Discover UK）〇Marcos A. Neves*，**， 

小林 功**，Henelyta S. Ribeiro***，中嶋光敏*，**

2A10 ショ糖ラウリン酸エステルを用いたマイクロバブルの作製と特性解明 
（*(独)農研機構食総研，**筑波大院生環科）○許 晴怡*，椎名武夫*，中村宣貴*，中嶋光敏*，**

 
8月2日（日）（第二会場，9:00～11:30） 
【食品製造・加工Ⅲ】 
2B01 凍結進行過程からの凍結乾燥マンニトール結晶構造の予測  

（*兵庫県立大工学，**リヨン大）○中川究也*，Severine Vessot**，Julien Andrieu**

2B02 異なる畜肉種ジャーキー設計のためのパラメータ定量的評価 
（北海道工技センター，*ADTEC）○小西靖之，小林正義*

2B03 燻煙工程における燻煙成分の吸着と拡散  （海洋大海洋科学）○梶谷志乃，笹岡 歩，福岡美香，酒井 昇 
2B04 塩と糖の二成分系における吸湿・脱湿挙動    （山口大）○重枝麻由美，藤井幸江，吉本則子，山本修一 
2B05 食品微生物の乾燥における失活と乾燥条件の関係 

（山口大）○真子瑞恵，坂本裕一，藤井幸江，吉本則子，山本修一 
2B06 高圧力下での澱粉アニーリング抑制  

（(独)農研機構食総研，*にいがた産業創造機構，**広島大院生物圏科学，***越後製菓） 
○山本和貴，後藤恵里奈*，川井清司**，小林 篤***，山﨑 彬***

2B07 中高圧処理を導入した味噌の新規促成製造法 
（(独)農研機構食総研，*東洋高圧）○顧 暁曄，小関成樹，野口琢史*，山本和貴 

2B08 高圧処理を応用した食品素材の機能性富化               （新潟薬科大応生科，*にいがた産業創造機構， 
**東北大院農，***前橋工科大生物工学）○重松 亨，中島加奈子，林 真由美*， 
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稲垣和世，川村知輝，中村真己，上野茂昭**，藤井智幸***

2B09 加圧熱水を用いたペクチンの効果的な抽出条件と抽出ペクチンの性状 
（（株）アスキー*，熊大工院自然科学）星野宗広*，○田中雅裕，寺田晶広，佐々木満，後藤元信 

2B10 Supercritical carbon dioxide extraction of lycopene and β-carotene from tomato skin by-product    
（熊大バイオエレクトリクス，*ITS，**熊大院自）○Siti Machmudah，Zakaria*， 

Sugeng Winardi*， 佐々木 満**， 後藤元信 
 
8月2日（日）（第三会場，9:00～11:30） 
【食品製造・加工Ⅳ／分析・物性・物理化学Ⅱ】 
2C01 果肉食感の多角解析                           （長谷川香料(株））○三次博之，福原孝一，川端兆宏 
2C02 ヒトの咀嚼挙動を変化させる固形状食品の力学的特性 

（（独）農研機構食総研）○神山かおる，佐々木朋子 
2C03 咀嚼・嚥下困難者対応の固体膨化食品の製造に向けた人工食塊の理化学特性評価法の検討            

（岩手大院農学，*岩手大農）○金野 亮，三浦 靖*

2C04 シェフの作るチョコはなぜおいしいか？ガナッシュチョコの物性制御 
（広島大院生物圏科学）○佐藤清隆，五十嵐宏*，伊藤葉子**

2C05 粉砕方法および粒径が米粉の流動性に与える影響      （（独）農研機構食総研）○五月女 格，津田升子， 
岡部繭子，大島紗也香， ムハマド シャリフ ホッセン，板倉真由美， 

竹中真紀子，岡留博司，五十部誠一郎 
2C06 粘弾性食品の物性評価に関する研究        （広島大院生物圏科学）○高橋宏彰，川井清司，羽倉義雄 
2C07 抹茶の退色防止および分散性向上技術の開発     （石川県農業総合研究センター，*（株）柴舟小出，

**塩水港精糖(株），***岩手大学農，****(社)菓子センター）○三輪章志，越野勝彦*， 
三國克彦**，三浦靖***，小林昭一****

2C08  Artificial neural network model developed for real-time prediction of retort food processing    
（海洋大海洋科学）○Yvan Llave Perez，萩原知明，崎山高明 

2C09 業務用IH調理器における調理特性           （海洋大海洋科学，*東京電力）○川上春菜，福岡美香， 
川原慶喜*，辻 貴章*，酒井 昇 

2C10 畜肉タンパク質の加熱変性制御による最適調理      （海洋大海洋科学，*大和製罐(株））○石渡奈緒美， 
福岡美香，松長正見*，西山重幸*，酒井 昇 

 
8月2日（日）（第一会場，15:30～17:00） 
【食の安全・殺菌・洗浄・保存Ⅰ】 
3A01 無塩電解酸性水および高周波超音波を利用した食品素材の非加熱洗浄・殺菌 

（岩手大学農，*オルガノ(株））○三浦 靖，水木佐綾子，小林昭一，勇崎義紀*

3A02 ジュール加熱殺菌時の加熱特性          （森永乳業装置研，*森永乳業食基研，**森永乳業食総研） 
○尾辻淳一，鈴木 学*，湯田直樹*，溝田泰達**，設楽英夫 

3A03 調整気相下におけるエビ汚染腸炎ビブリオ増殖の予測微生物学モデリング 
（東大院農，*WDB(株），**京大院農）○牧野義雄，伊藤友樹，大下誠一， 

川越義則，川渕幸映*，平田孝**

3A04 Effect of salt on adsorption of shrimp allergen on stainless steel surface 
（海洋大海洋科学）Savitree Thammathongchat，○萩原知明，崎山高明 

3A05 蒸気直接加熱の混合長さの測定                       （森永乳業装置研）尾辻淳一，○設楽英夫 
3A06 ＡＴＳ法（雰囲気温度スライド法）の検証その２                   （（社）ＡＴＳ法研究会）○向井 勇 
 
8月2日（日）（第二会場，14:30～17:15） 
【分析・物性・物理化学Ⅲ／食の安全・殺菌・洗浄・保存Ⅱ】 
3B01 低温度環境下における包装用バイオマスプラスチックフィルムの物性 

（北海道大院食品，*北海道立工業試験場）○山本将史，金野克美*，可児 浩*，木村俊範 
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3B02 Differentiation of water vapour transmission rate for biomass based film materials  
（北海道大院食品，*北海道立工業試験場）○Roseliza binti Kadir Basha，金野克美*，可児 浩*，木村俊範 

3B03 微粉砕穀類の品質と糊化特性              （*筑大院生命環境，**(独)農研機構食総研）○清水直人*， 
高橋寿明*，中嶋光敏*，**

3B04 アルギン酸カルシウム自立膜の架橋構造形成と鋭敏な分子ふるい効果 
（日本大院生物資源）○加島敬太，陶 慧，今井正直，鈴木 功 

3B05 オオムギ子葉鞘細胞におけるキセノン水和物の形成 
（東大院農学生命）○王 蕾，安藤寛子，川越義則，牧野義雄，大下誠一 

3B06 タマネギ組織におけるキセノンガスハイドレート形成を利用した低温保存         （*東大院農学生命， 
**東京海洋大海洋科学）○安藤寛子*，松川真吾**，川越義則*，牧野義雄*，鈴木 徹**，大下誠一*

3B07 微細粒子群の発生をともなう高濃度イヌリン水溶液の流動特性の変化 
（日本大院生物資源）○青木太祐，陶 慧，今井正直，鈴木 功 

3B08 糖類アモルファスマトリクスによる油滴微粒子の包括特性 
（岡山大院自然）○木村佳文，三木さゆり，星野辰弥，押谷 潤，今中洋行，今村維克，中西一弘 

3B09 水溶液中のアミノ酸のpartial molar volumeと水和パラメータの温度依存性 
（県立広島大生命環，*石川県大生資環）○佐藤之紀，關藤祐加，宮脇長人*

3B10 溶解度パラメータを用いた唐辛子からのカプサイシンの分離性評価および高純度化 
（関西大エネルギー環境工学）○山本秀樹，牛見麻似 

3B11 タンパク質熱安定性に及ぼす水分活性の影響       （石川県大食品）○野村 楓，辰野倫子，宮脇長人 
 
8月2日（日）（第三会場，14:30～17:00） 
【環境・食資源循環】 
3C01 油脂中のリン脂質が過熱メタノール蒸気法によるバイオディーゼル燃料製造に与える影響  

（*東大院農学生命科学，**(独)農研機構食総研）○志田京子*，**，相良泰行*，荒木徹也*， 
鍋谷浩志*，萩原昌司**

3C02 過熱メタノール蒸気法によるバイオディーゼル燃料製造の経済性評価 
       （*(独)農研機構食総研，**東大院農学生命科学， ***(株)鹿島建設技術研究所）○萩原昌司*， 

 鍋谷浩志*，三浦智己**，鈴木泰臣**，荒木徹也**，相良泰行**， 
宮野 寛***，多田羅昌浩***，後藤雅史***

3C03 実証規模での過熱メタノール蒸気法によるバイオディーゼル燃料製造時のエネルギー収支     
（*東大院農学生命科学，**(株)鹿島建設技術研究所，***(独)農研機構食総研） 

○三浦智己*，鈴木泰臣*，荒木徹也*，相良泰行*，宮野 寛**， 
多田羅昌浩**，後藤雅史**，萩原昌司***，鍋谷浩志***

3C04 サツマイモデンプン滓を用いた青果物輸送用緩衝トレイの試作 
                 （(独)農研機構食総研，*(独)農研機構九沖農研，**(独)農研機構中央農研）○岡留博司， 
               五月女格，Sharif MD.HOSSEN，石川 豊，五十部誠一郎，*杉浦 綾，**薬師堂謙一  

3C05 ビール商品のカーボンフットプリント         （サッポロビール(株)・CSR部）○渥美 亮，蜂須賀正章  
3C06 超音波照射を前処理として用いた酵素によるセルロース分解 

（日本大院生物資源）○中山良一，陶 慧，今井正直，鈴木 功 
3C07 亜臨界水中でのグルクロン酸およびグルクロン酸ナトリウムの分解動力学 

（京大院農）王 栄春，○小林 敬，安達修二 
3C08 亜臨界水中でのグリシルロイシンおよびロイシルグリシンの分解動力学 

（京大院農）藤田 遼，小林 敬，○安達修二 
3C09 酒粕の亜臨界水処理による有用物質への変換  （関大院理工，*関大環境都市工）○久野吉弘，室山勝彦*

3C10 おからの可溶化処理液の同時糖化乳酸発酵シミュレーション 
（関大院理工，*関大環境都市工）○田中祥太郎，室山勝彦*
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ポスター発表 
 
8月1日（土）（ポスター会場コアタイム，15:30～17:30； 閲覧，1日13:00～2日11:30） 

コアタイム ＝ 奇数番ポスター：15:30～16:30  
偶数番ポスター：16:30～17:30  

＜1日13:00までにポスターを展示、2日11:30以後にポスターを撤去してください。＞ 
 
【食品製造・加工】 
P01 貫通ノズル型マイクロチャネルの開発と乳化特性 

 （*(独)農研機構食総研，**筑波大院生環科）○小林 功*，植村邦彦*，中嶋光敏*，**

P02 浸漬型マイクロチャネル乳化装置の開発による単分散高濃度エマルションの作製 
  （*筑波大院生環科，**(独)農研機構食総研）○真船治彦*，**，Marcos A. Das Neves*，**， 

 小林 功**，植村邦彦**，中嶋光敏*，**

P03 界面前進凍結濃縮法によるラ・フランス凝縮液の濃縮    （石川県大食品，*山形工業技術センター） 
湯場 亮，渡部可那子，飛塚幸喜*，○宮脇長人 

P04 冷凍食材を用いた高周波ハイブリッド解凍手法の比較評価    （関西電力エネ利用研，*山本ビニター） 
○木下浩一，社頭 真二，田中信至*，児玉順一*，山本泰司*

P05 凍結粉砕による食品組織の微粒子化に関する研究 
（広島大院生物圏科学）○胡 小雨，川井清司，羽倉義雄 

P06 Pulverization of rice grain into ultrafine particles using jet mill and hammer mill and study of starch 
damage of the flours     （(独)農研機構食総研，*筑波大院生環科）○M. S. Hossen，I. Sotome，      

M. Takenaka，S. Isobe，M. Nakajima*，H. Okadome 
P07 食品素材の微粒子化における新機能の開発  （広島大院生物圏科学）○小関善之，川井清司，羽倉義雄 
P08 マイクロノズルアレイを用いた静電噴霧法の開発と特性     （*(独)農研機構食総研，**筑波大院生環科） 

張 嫻*，**，小林 功*，植村邦彦*，○中嶋光敏*，**

P09 通電加熱による豆類の昇温特性と物性変化        （石川県大院食品）○崎川万樹子，野口明徳 
P10 マイクロ波加熱によるサツマイモの糖度変化 （海洋大院海洋科学技術）○松田寛子，福岡美香，酒井 昇 
P11 炊飯時酵素加水分解による米飯の特性改善    （日本大生物資源科学，*大塚薬品工業（株））○稲成 信， 

加藤景子，中村静佳*，深石光男*，赤尾 真，熊谷日登美，櫻井英敏  
P12 マッシュルーム加熱処理中の褐変における酵素作用 

（（財）東洋食品研究所）○井上竜一，遠田智江，青山好男 
P13 塩を含む食品の乾燥挙動           （山口大）重枝麻由美，○藤井幸江，吉本則子，山本修一 
P14 亜臨界水処理後のオカラにおける機能性成分の消長    （*石川県大院食品，**北陸学院大短大食物栄養， 
***高井製作所）○西 正人*，**，坂井良輔**，高井東一郎***，天野原成***， 

粟津 透***，吉田昌弘***，笠間健二***，榎本俊樹*

P15 高級梨製造のための梨包装紙試作と圃場試験   （鳥大工，*鳥大農，**日本農業資材(株)）○吉井英文， 
Vita Paramita，古田武，田村文男*，山口幸雄**

P16 Effects of additive and outlet air temperature for the production of hollow microspheres and its 
stability characteristics  （鳥大工）○Vita Paramita，Keiko Iida，Hidefumi Yoshii，Takeshi Furuta 

P17 脱アミド化におけるカルボキシル基とタンパク質の相互作用解析     （日大生資科，*共立女子食栄） 
○池田真理子，赤尾 真，熊谷日登美， 櫻井英敏， 熊谷 仁*

P18 ポリブチレンサクシネート製濾過膜の開発とその濾過特性   （新潟大学工学部，*テキサス大学工学部） 
○田中孝明，高橋真記，橋本健，高屋朋彰，谷口正之，ダグラスR. ロイド*

P19 様々な柑橘果皮に対する超臨界二酸化炭素抽出法の適用   （熊大工院自然科学，*株式会社アスキー） 
○寺田晶広，田中雅裕、星野宗広*，佐々木 満，後藤元信 

 
【分析・物性・物理化学】 
P20 口腔咀嚼モデル装置を用いた大豆模擬咀嚼中の放散香気   （日獣大，*京大）○小竹佐知子，松村康生*
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P21 嚥下障害者用介護食の物性と咽頭部流速との関係    （共立女子大家政，*日大生物資源）○小倉聖美， 
長谷川温子，飯田志穂美，熊谷日登美*，熊谷 仁 

P22 Effect of temperature on hydration kinetics of rice grains 
（(独)農研機構食総研）○SODHI Navdeep Singh，KOHYAMA Kaoru 

P23 混合食品素材の加工適性に関する基礎研究Ⅰ－混合でんぷんの糊化粘度特性と糊物性について－    
（秋田県立大生物資源科学）○陳 介余，繆 冶煉，張 函，北林 旭，今野秀紀 

P24 混合食品素材の加工適性に関する基礎研究Ⅱ－でんぷんと大豆たんぱく質の混合素材の糊化粘度特性につ
いて－         （秋田県立大生物資源科学）○陳 介余，張 函，繆 冶煉，北林 旭，今野秀紀 

P25 澱粉質食品素材の加工適性について     （秋田県立大生物資源科学）田村貴俊，張 函，○陳 介余 
P26 加熱における米粉の香気に及ぼす成分組成の影響    （秋田県大生物）○張 函，渡邉紘章，中村康裕， 

大嶋愛未，陳 介余 
P27 ガラス状食品高分子のエンタルピー緩和に影響を及ぼす温度，水分含量の影響 

（海洋大海洋科）○安齋真由美，渡辺 学，鈴木 徹 
P28 Non-enzymatic browning in dried amorphous food model: effects of amino acid and pH（海洋大海洋科，

*広島大院生物圏科学）○Paveena SRIRANGSAN，Yosuke SAKAI，Kaori TSUJI， 
Kiyoshi KAWAI*，Manabu WATANABE，Toru SUZUKI 

P29 糖類アモルファスマトリクスに収着した水和水の束縛状態解析      （岡山大院自然）○今村維克， 
野村真世，木村佳文，伊久珠代，今中洋行，中西一弘 

P30 高温フライ油中に存在が予想される水の存在状態の確認と機能評価 
（広島大院生物圏科学）○長谷川裕一，川井清司，羽倉義雄 

P31 誘電特性測定による牛乳の乳化状態の評価 （広島大院生物圏科学）○多賀谷貴行，川井清司，羽倉義雄 
P32 Physicochemical properties of enzymatically-induced soymilk coagula  （*NFRI，**Northwest A & F 

     University China，***JIRCAS，****China Agricultural University）○LUAN Guangzhong*，**， 
TATSUMI Eizo***，LU Zhanhui****，LI Lite****，KOHYAMA Kaoru*

P33 偏光顕微鏡を用いた氷再結晶化度の数値化   （関西大生命生物工）○河原秀久，福浦麻衣子，小幡 斉 
P34 溶解度パラメータ（SP値）を用いた食品からの有価成分の分離性評価方法 

（関西大環境都市工学）山本秀樹，○牛見麻似 
P35 応答曲面法によるトウモロコシ茎酵素分解の解析      （中国南京工業大食品与軽工学院）繆 冶煉，

○陳 介余，何 珣，蒋学剣，徐子棟，欧陽平凯 
P36 大豆油に含まれる界面結晶化脂質の低温分離抽出とO/Wエマルション耐凍性について 

             （海洋大海洋科）○橋岡祐介，渡辺 学，鈴木 徹 
 
【計測・制御】 
P37 湿り材料の温度測定による簡易湿度測定法の検討 

（阪市大院，*東食短）○一色翔悟，伊與田浩志，井上 保*，山形純子 
P38 高温用広域湿度センサの開発   （阪市大工，*東食短）伊與田浩志，○井上 保*，一色翔悟，山形純子 
P39 インピーダンス計測法による薬剤投与微生物の誘電特性に関する検証 

（首都大院理工）○圓城寺隆治，内田 諭，杤久保文嘉 
P40 誘電濃縮を援用したマイクロチャネル型パルス電界殺菌システムの基礎検討 

（首都大院理工）○築谷篤人，内田 諭，杤久保文嘉 
 
【食品バイオテクノロジー】 
P41 冷凍パン生地に対する高機能性ガラクトマンナンの効果    （関西大化生工，*物産フードサイエンス） 

○徳野悠祐，河原秀久，小幡 斉，鈴木雅之*，槇島 聡*，鈴木桐永*，河合夕美子*

P42 食用キノコの酵素を用いたタンパク質の架橋反応 
（石川県大食品）○小西康子，鈴木啓仁，前川沙耶，後藤秀幸 

P43 膜面液体培養法を用いた麹菌の培養特性及び遺伝子発現解析 
（岡山大院自然）○今中洋行，田中創吉，馮 斌，今村維克，中西一弘 
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【環境・食資源循環】 
P44 麩原料製造副生デンプンのバイオエタノール化        （石川県大食品）○宮脇長人，辰野倫子 
P45 醤油粕からのアグリコン型イソフラボン含有粉末製造法の開発  （（株）スギヨ，*大野醤油醸造協業組合， 
**石川県工業試験場）○新田一朋，松岡清司*，勝山陽子**，道畠俊英**，中村静夫**

P46 研究室の省電力化         （広島市大院情報）○矢野卓雄，東久保有生，香田次郎，中野靖久 
 
【品質管理・評価】 
P47 フライ油の劣化程度計測に関する研究    （広島大院生物圏科学）○井関裕子，羽倉義雄，川井清司 
P48 事象関連電位を利用した食品の品質評価に向けた基礎的試行    （秋田総食研，*秋田県大）○高橋徹， 

熊谷昌則，佐藤文華，菅原千秋，加藤明津子，樋渡一之，堀 一之，秋山美展*

P49 エゴマ葉抽出画分の肥満予防効果 （近畿大院システム工）來山浩子，吉本和仙，○渡邉義之，山田康枝 
P50  NMRによるイシルの製造過程と品質特性の検討   （石川県大食品，*石川工誌，**石川水産センター， 
***東京海洋大）永井孝卓，道畠俊英*，笹木哲也*，森 真由美**，久田 孝***，○石田信昭 
P51 ヨーグルト製造過程における成分変化のNMRによる検討  

（石川県大食品，*東京海洋大）安川友理，久田 孝*，○石田信昭 
P52 水溶液中における糖の存在状態のNMRによる検討 

（石川県大食品）小高幸恵，○石田信昭，本多裕司，谷口 肇 
P53 奥久慈茶抽出液茶カテキン類の定量及びその抗アレルギー活性     （*筑波大第二学群生物資源学類， 
**筑波大院生命環境科学，***筑波大北アフリカ研究センター）○杉山茉希*，宮前友策**， 

山田パリーダ***，韓 畯奎**，***，礒田博子**，***

P54 官能検査と変異解析によるうま味感受性データの収集（石川県大食品）○中山結香，松山敦美，海老原 充 
P55 情報が食品の価値に及ぼす影響の定量化        （海洋大海洋科）○鈴木敦大，渡辺 学，鈴木 徹 
 
【食の安全・殺菌・洗浄・保存】 
P56 正しく使用された農薬の野菜への残留量  （石川県大食品，*石川県大付属農場）○小西康子，黒崎之予， 

福岡信之*，矢野俊博 
P57 水晶振動子マイクロバランス法による金属表面に対するタンパク質吸着特性の解析 

（海洋大海洋科学）○北澤誠，萩原知明，崎山高明 
P58 加熱殺菌文献データベースの拡大増補版 R8105の構築とその利用 （*関西大化生工，**聖母女学院短大， 
***トリビオックス）阿部智子*，坂元 仁*，中村一郎**， ***，○土戸哲明*，***

P59 調理機器素材表面に対する腸炎ビブリオの付着挙動 
（海洋大海洋科）○Melba Padua Ortega，中野真仁，萩原知明，崎山高明 

P60 食品粉体のプラズマ殺菌のための基礎研究     （群馬大院工）○大嶋孝之，紙谷瑠利子，谷野孝徳 
P61 加賀野菜の産地同定法の開発      （石川県大食品）○北 祐樹，岡本真依，鈴木隆元，海老原 充 
P62 高電圧パルス処理による線虫不活性化と植物への影響 

（群馬大院工学研究科）○谷野孝徳，小野里諒，大嶋孝之 
 
 

インダストリアルプラザ 
 
8月1日（土）（第四会場，15:30～17:30）：ポスター発表・展示・ショートプレゼンテーション 

＜13:00までに展示物の準備を，17:30以後に展示物の撤去をお願いします．＞ 
インダストリアル展示に関しましては，展示会場内にてショートプレゼンテーション（1件4分）を行います． 
 
I01 米の食味品質評価装置（「食味鑑定団」） 

（（株）サタケ・技術本部）○三上隆司，川上晃司，越智龍彦，河野元信，福森 武 
I02 過熱蒸気ボイラ『ＫＡＬＡＴ（カラット）』の用途例 

（（株）ヒラカワガイダム・ボイラ技術開発センター）○河井勝吉，亀井 満，角井俊成 
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I03 食品工場のトレーサビリティ・省エネ対策への取り組み紹介 （（株）山武・アドバンスオートメーション 
カンパニー・営業本部・営業技術部）○澤内和男，諏訪 守，沼山雄一郎 

I04 過熱水蒸気技術による健康調理技術の開発            （シャープ(株）・健康・環境システム事業本部・ 
要素技術開発センター）○松浦良介 

I05 島津におい識別装置「FF-2A」による食品分野のにおい評価と品質・工程管理への応用             
（（株）島津製作所）○青山佳弘，喜多純一，木下太生，赤丸久光，岡田昌之，小林信弥 

I06 新乾燥法の提案                    （（株）食品機械開発）○柴田正人，杉村康浩，中村正秋 
I07 無菌化米飯工場における海洋深層水の冷熱源利用 

（（株）日立プラントテクノロジー）○山下 孝，田澤直人，井上 賢 
I08 殺菌装置の技術進化    （機器装置事業センター・技術部・機器装置設計G）○安原裕介，松本恭行 
I09 冷却能力増強のための地中冷熱を利用したハイブリッド型冷却システム 

（アヲハタ(株）・生産技術部）○藤原祐治 
I10 IH加熱と過熱加熱を併用したバッチ式熱処理機「ハイブリッドキルンmini」の紹介 

（日清エンジニアリング(株）・プラント第二部）○赤坂高幸，伊藤康信 
I11 レトルト具入り調味米飯の食感コントロール技術の開発 

（ハウス食品(株）ソマテックセンター製品開発三部）○北川泰弘 
I12 無菌包装米飯を組み合わせた調理食品の開発     （カゴメ(株）・総合研究所）○深谷哲也，稲熊隆博 
I13 麺類の食感評価法開発                        （（株）加ト吉・研究開発統括部）○喜田直孝 
I14 NIZO food research as a R&D partner        （NIZO food research）○Maykel Verschueren 
I15 交流高電界殺菌技術による各種果汁中の効果       （ポッカ商品研，*(独)農研機構食総研）○井上孝司， 

藤良江，間野博信，片桐孝夫，植村邦彦*

I16 ドライキネテックスを用いた液体原料の乾燥特性の分析と，CFDへの応用 
（GEAプロセスエンジニアリング(株)（（前）ニロジャパン）技術部）○苅田邦久 

I17 澁谷工業のレーザーとウォータジェットの応用の取り組み 
（澁谷工業(株)メカトロ事業部開発部）○小関良治 

I18 スピニング・コーン・カラム（ＳＣＣ)を用いた香気成分の回収 
（（株）宮香アロマテック・ＳＣＣ部）○宮崎 幹ミヒャエル 

I19 ネコカリシウイルスをモデルとしたノロウイルスに対する消毒剤の開発 
（メルシャン(株)・加工用酒類研究所）○小田秀樹，石橋 敦，殿川隆志 

I20 食品包装のLC-CO2環境影響評価手法 
（味の素(株)・生産技術開発センター・包装基盤技術グループ）○松嶋健治 

I21 微粉砕機，X線，製麺機械，他               （(株）ソディック新横トム事業部）○神野久彦 
I22 極低温マイクロスライサ分光画像処理システム       （（株）前川製作所・技術研究所）○石倉 公 
 
----------------------------------------------------------------＜発表について＞-- --------------------------------------------------------------- 
★口頭発表は，発表10分，質疑応答4分，交代時間1分，合計15分です． 
★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．液晶プロジェクター（Windows XP用に設定）は
会場に設置いたしますが，パソコンは各自お持ち下さい．発表に際しては，必ず予めパワーポイントを立ち上

げておいてからパソコンを液晶プロジェクターに接続してください． 
★ポスター発表のボードはA0（幅841mm，高さ1189mm）相当です．両面テープを会場に用意します． 
★インダストリアルプラザ用の発表ボードは幅1160mm，高さ860mmで，920mmの脚がついています．必要
により小机をボード前に置くことができます．電源はパソコン用程度なら利用可能です． 
★インダストリアルプラザについては，会場内でショートプレゼンテーション(4分、交代時間を含む)を行います．
こちらについては，パソコン(Windows XP)と液晶プロジェクタ－を会場に用意します． 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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