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日本食品工学会第 14 回（2013 年度）年次大会 
要旨提出締切：平成 25 年 6 月 14 日（金） 

事前参加登録締切：平成 25 年 6 月 28 日（金） 

 日本食品工学会のホームページ：http://www.jsfe.jp/ 

―――――――――――――――――――――――――――――― 

 

会 期 平成 25 年 8 月 9 日（金），10 日（土）（2 日間） 

会 場 京都テルサ （http://www.kyoto−terrsa.or.jp/） 

（京都市南区東九条下殿田町 70 番地 京都府民総合交流プラザ内） 

交 通 

・ＪＲ京都駅（八条口西口）より南へ徒歩約 15 分 

・近鉄東寺駅より東へ徒歩約 5 分 

・地下鉄九条駅 4 番出口より西へ徒歩約 5 分 

・市バス九条車庫より南へすぐ 

 

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 
 事前参加登録 当日参加登録 

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 7,000 4,000 14,000 8,000 5,000 16,000
懇親会参加費 7,000 3,000 8,000 8,000 4,000 9,000 

 

★ 事前参加登録締切：平成 25 年 6 月 28 日（金）厳守 

 事前参加登録は基本的にオンライン申込みとなります．一般社団法人日本食品工学会のホームページ

（http://www.jsfe.jp/）にアクセスし，「年次大会」の案内ページからご登録ください．なお，インター

ネットにアクセスできない方は，FAX によりお申込みください．この場合，返信先 FAX 番号を明記の

うえ，大会実行委員会受付係宛（FAX：06-6388-8609）に参加登録申込書をご請求ください． 

申込み後，平成 25 年 6 月 28 日（金）までに郵便局に備付けの青色の「払込取扱票」を用いて，参加

費・懇親会費をお振込みください．払込取扱票には，必ず参加申込みの確認メールに記載されている「参

加受付番号（R-yyyy）」（FAX の場合は別途お知らせします）をご記入ください． 

締切日以降は，会場での当日参加登録となります． 

 

大会講演要旨集 

 事前参加登録者には，7 月下旬に発送します．当日参加登録者は，受付でお受け取りください． 
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大会事務局 

 〒611-0011 京都府宇治市五ヶ庄 京都大学大学院農学研究科農学専攻品質評価学分野内 

       日本食品工学会第 14 回年次大会実行委員会 

 大会実行委員長：安達修二 

 総務：松村康生，小林 敬，松宮健太郎，プログラム：橋本 篤，末原憲一郎，西津貴久 

会場：田門 肇，鈴木哲夫，島 元啓，中川究也，受付：河原秀久，会計：寺嶋正明 

懇親会：豊田浄彦，インダストリアルプラザ：藤原祐治，植向直哉，広報：伊與田浩志  

大会に関する問合せ先：総務 松村康生（Tel: 0774-38-3745, FAX: 0774-38-3746, 

E-mail: soumu@jsfe-kyoto.main.jp） 

 

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

大会日程（会場別） 
8 月 9 日（金） 

時間 
第１会場 

（テルサホール） 

第２会場 

（第１会議室） 

第３会場 

（セミナー室） 

第４会場 

（A･B･C 会議室）

第５会場 

（中会議室） 

第６会場 

（視聴覚研修室） 

第７会場 

（ホールロビー）

9:15-11:30 

 

シンポジウム C 
（C1~4） 

 

 

環境･未利用資源

／その他 
（5-1A-1~9） 

食品製造・加工Ⅰ 
（6-1A-1~10） 

 

（10:30～） 
（IP 展示準備） 

11:30-11:45 

（11:30～） 
（ポスター貼付） 

 

12:00-12:45 

昼休み 昼休み 

社員総会 

12:45-12:55 
理事会 

13:00-13:55 
参加者の集い*／ 
受賞者表彰式 

 

（ポスター閲覧） 

  

（IP 展示閲覧） 13:55-14:50 受賞講演 
（研究賞 1 件， 
技術賞 1 件， 
奨励賞 1 件） 

15:00-17:30 

 

ポスター発表 
（3-1P-1~44） 

奇数：15:30～16:15 
偶数：16:15～17:00 

インダストリアル

プラザ 
（7-1P-IP1~IP15）

（終了後速やかにポスター撤去）

17:30-18:00 

 （展示物撤去） 
18:00-20:00 

懇親会 

* 活動報告と新役員・代議員の紹介 

 

8 月 10 日（土） 

時間 
第１会場 

（テルサホール） 

第２会場 

（第１会議室） 

第３会場 

（セミナー室） 

第４会場 

（B･C 会議室）

第５会場 

（中会議室） 

第６会場 

（視聴覚研修室） 

第７会場 

（ホールロビー）

9:15-11:45 

 

シンポジウム B 
（B1~4） 

 

食品製造・加工Ⅱ

（4-2A-1~11） 

分析・物性・ 
物理化学Ⅰ 

（5-2A-1～11） 

品質管理･評価 
（6-2A-1~11） 

 

11:45-12:00  

12:00-13:00 
昼休み 昼休み 

13:00-15:30 シンポジウム A 
（A1~4） 食品製造・加工Ⅲ

（4-2P-1~12） 

分析・物性・ 
物理化学Ⅱ 

（5-2P-1~12） 

計測･制御／ 
殺菌･洗浄･保存 
（6-2P-1~12） 15:30-16:00 
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大会日程（講演種目別） 

 

受賞講演 会場 日付 時間  

研究賞（1 件）／技術賞（1 件） 第１会場 9 日（金） 14:15～15:05  
奨励賞 第６会場 9 日（金） 15:15～15:30  

シンポジウム 会場 日付 時間 講演番号 

シンポジウム A「多様化するコメの利用と品

質・安全性 －ポストハーベストの視点から－」 
第２会場 10 日（土） 13:00～15:30 A-1～A-4 

シンポジウム B「冷凍・解凍による食品の品質

変化とその制御」 
第２会場 10 日（土）  9:15～11:45 B-1～B-4 

シンポジウム C「食品開発と新技術」 第２会場 9 日（金）  9:15～11:45 C-1～C-4 

一般講演（セッション） 会場 日付 時間 講演番号 

食品製造・加工Ⅰ 第６会場 9 日（金） 9:15～11:45 6-1A-1～6-1A-10 
食品製造・加工Ⅱ 第４会場 10 日（土） 9:15～12:00 4-2A-1～4-2A-11 
食品製造・加工Ⅲ 第４会場 10 日（土） 13:00～16:00 4-2P-1～4-2P-12 
品質管理・評価 第６会場 10 日（土） 9:15～12:00 6-2A-1～6-2A-11 
分析・物性・物理化学Ⅰ 第５会場 10 日（土） 9:15～12:00 5-2A-1～5-2A-11 
分析・物性・物理化学Ⅱ 第５会場 10 日（土） 13:00～16:00 5-2P-1～5-2P-12 
計測・制御／殺菌・洗浄・保存 第６会場 10 日（土） 13:00～16:00 6-2P-1～6-2P-12 
環境・未利用資源／その他 第５会場 9 日（金） 9:15～11:30 5-1A-1～5-1A-9 

ポスター発表 第３会場 9 日（金）

15:00～17:30 
コアタイム 
奇数：15:30～16:15 
偶数：16:15～17:00 

3-1P-1～3-1P-44 

インダストリアルプラザ／ショートプレゼン

テーション 
第７会場 9 日（金） 15:00～17:30 7-IP-IP1～7-1P-IP15

社員総会・理事会・参加者の集い・懇親会 会場 日付 時間  

社員総会 第６会場 9 日（金） 12:00～12:45  

理事会 第６会場 9 日（金） 12:45～12:55  

参加者の集い・受賞者表彰式 第１会場 9 日（金） 13:00～13:45  

懇親会 第４会場 9 日（金） 18:00～20:00  

* 13:00～ポスター発表，IP 閲覧可 
 
 

発表について 

 
★ 口頭発表は会場に設置の液晶プロジェクターにより行います．パソコンは各自でお持ちいただ

きコネクターケーブルに，ご自分で接続下さい．なお，ケーブルのパソコンへのピン留めはし

ないで下さい． 
★ 口頭発表の発表時間（インダストリアルプラザを除く）は，発表 10 分，質疑 4 分，パソコン

の接続交換 1 分の合計 15 分です． 
★ パソコンと液晶プロジェクターの相性等により映写ができない場合に備えるため，発表ファイ

ルを収めた USB メモリをご持参下さい．トラブル時に使用するパソコンには，Microsoft 
PowerPoint ver. 2010 がインストールされています。ファイルは同ソフトの同一バージョンで

作成または保存したものをお持ち願います．（USBメモリは事前に必ずウイルスチェックを行

って下さい．） 
★ インダストリアルプラザの展示については，展示会場内で 1 件 5 分のショートプレゼンテーシ

ョン（説明）を行います．パソコン，液晶プロジェクターは会場に準備しますので，上記と同

様の USB メモリをご持参下さい． 
★ ポスター発表のボードは，幅 90 cm，高さ 210 cm です．ピンなどは会場に準備してあります． 
★ インダストリプラザ展示の準備は 10:30～13:00 の間に，ポスター発表の準備（貼付等）は 11:30

～13:00 の間に行って下さい.また，展示物はセッション終了後すみやかに撤去して下さい． 
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会場案内図 
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（第１会議室）
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（8 月 10 日）
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（第４会議室）
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（A.B.C 会議室） 
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◆◆◆プログラム◆◆◆ 
 

受賞講演 
 
8 月 9 日（金） 
【研究賞】（第 1 会場，13:55～14:20） 
  噴霧乾燥粉末の構造と粉末特性 

香川大学農学部 吉井英文 
 
【技術賞】（第 1 会場，14:20～14:35） 
  コロイド分散系の制御に基づく豆乳製品製造技術の確立 

太子食品工業株式会社 伊藤健介 
 
【奨励賞】（第 1 会場，14:35～14:50） 

非対称貫通型マイクロチャネル乳化の開発と乳化プロセスの CFD 解析 
（独）農業・食品産業技術総合研究機構食品総合研究所 小林 功 

 
 

シンポジウム 
 
8 月 10 日（土） 
【シンポジウム A】「多様化するコメの利用と品質・安全性 －ポストハーベストの視点から－」 
（第 2 会場，13:00～15:30） 

（オーガナイザー：豊田浄彦（神戸大）・橋本 篤（三重大）） 

 
A-1 世界における米需給の変遷と日本の展望 伊東正一（九州大） 
A-2 お米の品質測定 －近赤外分光法による品質測定の軌跡 夏賀元康（山形大） 
A-3 米粉の機能化と高度利用 三浦 靖（岩手大） 
A-4 機能性精米の調製・加工技術 水野英則（サタケ） 

 
8 月 10 日（土） 
【シンポジウム B】「冷凍・解凍による食品の品質変化とその制御」（第 2 会場，9:15～11:45） 

（オーガナイザー：松村康生（京都大）・萩原知明（東京海洋大）） 

 
B-1 冷凍・解凍現象のサイエンス  鈴木 徹（東京海洋大） 
B-2 氷結晶の新たな観察方法と形成制御 河野晋治（前川製作所） 
B-3 冷凍うどんの話（品質設計及び課題） 古橋敏昭（テーブルマーク）

B-4 冷凍食品加工技術の取り組み 小泉雄史（ニチレイ） 
 

8 月 9 日（金） 
【シンポジウム C】「食品開発と新技術」（第 2 会場，9:15～11:45） 

（オーガナイザー：渡辺晋次（森永乳業）・岩田 均（ハウス食品）） 

 

 
C-1 デイリープレミアムアイスクリームバー「ＰＡＲＭ」の開発 岩井 大（森永乳業） 
C-2 アクアガスによる新規造粒技術の開発  井上孝司（ポッカサッポロ）

C-3 家庭用マーガリン新製品開発のツボ 山口隆司（J-オイルミルズ）

C-4 食品製造機械のメンテナンス指針（食品安全研究会成果報告） 和田 誠（イズミフードマシナリ）
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※ お申し込みいただいた発表種目と変更になっている場合があります． 
必ずプログラムをご確認下さい． 

 
口頭発表 

 
8 月 9 日（金）（第 5 会場，9:15～11:30） 
【環境・未利用資源／その他】 
 
5-1A-1 加圧熱水を用いたモチ米デンプンのナノスケール加工特性 

（北大農学院， *北大農学研究院） ○吉岡泰嗣，守谷克哉，岩渕和則*，清水直人* 
5-1A-2 天然酵母による廃棄生うどんのエタノール醗酵と醗酵過程の解析 

（*香川産技セ発食研，**香川産技セ食品研，***ちよだ製作所，****産総研四国セ） 
 ○松原保仁*，大西茂彦**，松岡博美**，藤川護**，稲津忠雄**，岩崎賢一**， 

吉見健司***，尾嵜哲夫****，藤田康子****，中島芳浩****，安部博子**** 
5-1A-3 アルギン酸とキトサンからなる高分子電解質複合体の製膜と特性評価 

（九工大院生命体） ○脇坂 港，川上翔大 
5-1A-4 氷晶テンプレート法によるマリンバイオポリマーからの多孔質体及びナノファイバーの形成 

（九工大院生命体） ○酒井健成，脇坂 港 
5-1A-5 モウソウチク稈粉末のファイバーブレッドへの応用 

（北九大国際環境工，*北九大院国際環境工） ○森田 洋，長田啓佑，唐川紀章，森永賀亮* 
5-1A-6 インパルスシールにおける圧着圧と溶着面温度の同時測定による発泡の抑制 

（東食短） ○井上 保，中島佳史，田中大士，福島 博 
5-1A-7 腹部超音波断層動画像中の消化物のテクスチャに関する一考察 

（山梨大院医工，*筑波大院生命環境） ○阪田 治，鈴木 裕，佐竹隆顕* 
5-1A-8 Characterization of corn oil contaminated with 15AcDON by FTIR-ATR 

（神戸大院農） ○付 永偉，豊田淨彦，井原一高 
5-1A-9 ブロッコリースプラウト栽培における成分へ及ぼす光の影響 

（広島市大院情報科学） 福田祐貴，香田次郎，中野靖久，○矢野卓雄 
 
 
8 月 9 日（金）（第 6 会場，9:15～11:45） 
【食品製造・加工Ⅰ】 
 
6-1A-1 O/W エマルションの粒子径がリノール酸およびリノレン酸メチルの自動酸化速度に及ぼす 

影響 
（京大院農） ○馬 鉄錚，小林 敬，安達修二 

6-1A-2 凍結を利用したカゼイン微粒子の作製とその特性制御に関する研究 
（京大院農） ○中川究也，小林 敬，安達修二 

6-1A-3 酵素固定化マイクロリアクターによるデンプン分解物質の新規生産手法の開発 
（京大院農， *兵庫県大工） ○中川究也，後藤勇喜*，田村彰啓* 

6-1A-4 耐圧容器を用いた加圧熱水による糖類ナノ分散系の調製 
（北大農研院，*農研機構） ○清水直人，菅原幸哉*，吉岡泰嗣，守谷克哉 

6-1A-5 マイクロスケール米粉の加工用途の検討 
（農研機構食総研，*東京家政学院大，**日大，***筑波大，****北大） ○岡留博司， 

Hossen Md Sharif，五月女格，竹中真紀子*，五十部誠一郎**，中嶋光敏***，清水直人**** 
6-1A-6 キトサン-脂肪酸複合サブミクロン粒子の作製と難溶性成分の分散剤への利用 

（都市大院工， *農研機構食総研） ○黒岩崇，中谷将大，小林 功*，植村邦彦*，金澤昭彦 
6-1A-7 エマルションゲルの調製および物理的特性評価 

（*筑波大，**筑波大北アフリカ研究セ，***農研機構食総研）○王 政*, ***， 
M. A. Neves**, ***，小林 功**, ***，植村邦彦**, ***，中嶋光敏*, **, *** 

6-1A-8 マイクロチャネルアレイを用いた単分散非球形多相液滴の作製 
（*農研機構食総研，**筑波大生命環境） ○小林 功*，堀 祐子*，Neves Marcos A.*,**， 

植村邦彦*，中嶋光敏*,** 
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6-1A-9 Preparation of monodisperse essential oil-in-water emulsions by microchannel 
emulsification 

（*農研機構食総研，**Kasetsart Univ，***筑波大生命環境） Treeswan Witcha*,**， 
Neves Marcos A.*,***，Uemura Kunihiko*，Nakajima Mitsutoshi*,***，○Kobayashi Isao*  

6-1A-10 固体脂を用いた短鎖脂肪酸内包Ｗ/Ｏサブミクロンエマルションの作製および安定性評価 
（*農研機構食総研，**筑波大生命環境） ○山中洋平*,**，小林 功**，マルコス・ネヴェス*,**， 

植村邦彦**，中嶋光敏*,** 
 
 
8 月 10 日（土）（第４会場，9:15～12:00） 
【食品製造・加工Ⅱ】 
 
4-2A-1 液状食品の濃縮法とその品質について 

（石川県大院生資環） ○井上絵里加，新村希世美，Gunathilake Mihiri，宮脇長人 
4-2A-2 High quality concentration of liquid food by tubular progressive freeze-concentration 

system and yield improvement by partial melting 
（石川県大院生資環） ○Gunathilake Mihiri，新村希世美，道善倫子，宮脇長人 

4-2A-3 高アミロース米を用いた食品素材の最適化 
（農研機構食総研，*東大院農生科） ○柴田真理朗，杉山純一，藤田かおり，平野由香里*， 

松山信悟*，粉川美踏*，蔦 瑞樹，吉村正俊，荒木徹也* 
4-2A-4 Effect of chitosan on the physico-chemical properties of rice noodle 

（カセサート大，*海洋大院食品） ○Klinmalai Phatthranit，萩原知明*， 
﨑山高明*，Ratanasumawong Savitree 

4-2A-5 浸透理論に基づく粉末化脂質の表面油率に及ぼす油滴径の影響の評価 
（山口大院医，*香川大農，**京大院農） 菊池耕士，吉井英文*，○安達修二**，山本修一 

4-2A-6 リノール酸トリグリセリドの酸化過程の解析 
（石川県大院生資環） 坂下拓人，○島 元啓 

4-2A-7 Integrated strategic approach for the isolation of polyphenols from olive mill water. 
（*Tsukuba Univ., **National Food Res. Inst., ***Center of Biotechnology of Sfax, Tunisia） 

○Ilyes Dammak，Marcos A. Neves *,**，Hiroshi Nabetani **，Sami Sayadi ***， 
Mitsutoshi Nakajima 

4-2A-8 Recent Advances in the Development of Bioactives Delivery Systems 
（筑波大生命環境） ○Neves Marcos A.，小林 功，中嶋光敏 

4-2A-9 アクアガスバインダによる流動層造粒工程の効率化 
（農研機構食総研，*ポッカサッポロ中研，**磐田ポッカ食品，***日大生産工学） ○五月女格， 

井上孝司*，片桐孝夫*，竹内博一**，津田升子，岡留博司，五十部誠一郎*** 
4-2A-10 プロペラファンによる流れ場の解析および食品冷却への応用 

（海洋大海洋科） ○鈴木 翔，鈴木 徹，渡辺 学 
4-2A-11 中高圧処理によるアサリの開脱殻 

（農研機構食総研） ○山本和貴，小田真知子，森松和也 
 
 
8 月 10 日（土）（第 5 会場，9:15～12:00） 
【分析・物性・物理化学Ⅰ】 
 
5-2A-1 胃消化シミュレーターによる食品消化挙動の可視化と解析 

（*筑波大生命環境，**農研機構食総研） ○神津博幸*，小林 功**，中嶋光敏*， Neves Marcos A.*， 
植村邦彦**，佐藤誠吾*，市川創作* 

5-2A-2 米飯粒および米飯スラリーの消化特性 
（千葉大院園芸，マッセイ大リデット研*） ○田村匡嗣，Singh Jaspreet*， 

Kaur Lovedeep*，小川幸春 
5-2A-3 食物繊維の添加が高分子ゲルの力学的特性に及ぼす影響 

（千葉大院園芸） ○大島誉章，小川幸春 
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5-2A-4 うどんの力学特性と咀嚼特性に及ぼすタピオカ澱粉混合の影響 
（兵庫県大院環境人間） ○江口智美，吉村美紀 

5-2A-5 高分子水溶液の見かけの粘度と極限粘度に与える静電的相互作用の影響 
（県立広島大生命環，*石川県大生資環） ○佐藤之紀，岩本あやこ，大澤優貴， 

岩切恵梨奈，宮脇長人* 
5-2A-6 TPA 試験から求められるパラメータと多糖類ゲルの嚥下特性 

（共立女子大家政，*日大生物資源） ○秋間彩香，谷米（長谷川）温子*，篠原由妃， 
熊谷日登美*，熊谷 仁 

5-2A-7 米粉・大豆たんぱく質混合加熱ゲルの物性 
（兵庫県大院環人，*京大院農） ○高田佳和，中川究也*，吉村美紀 

5-2A-8 ユビキノール（還元型コエンザイムＱ10）を給餌したマウス脳組織の質量分析イメージング 
（福井県大生物資源，*カネカ，**カネカテクノリサーチ） ○平 修，久保博司*， 

鶴岡峰子*，松尾和彦**，笠井一暁**，出口義国** 
5-2A-9 熟成度合いの異なるワインの赤外分光吸収特性 

（三重大院生物資源） ○松原直樹，末原憲一郎，亀岡孝治，橋本 篤 
5-2A-10 野菜が示す抗酸化性の調理過程おける変化 

（神戸女学院大人間科学） 〇寺嶋正明，飯塚友里，大野早織，松村紗季 
5-2A-11 味噌が示す抗酸化性の総合評価 

（神戸女学院大人間科学） 〇森川麻美，安藤 優，喜多麻美，杉田万里絵， 
松村紗季，寺嶋正明 

 
 
8 月 10 日（土）（第 6 会場，9:15～12:00） 
【品質管理・評価】 
 
6-2A-1 Hyperspectroscopic technique for rapid classification of E. coli (ATCC 25922) and E. coli 

(K12) contamination in fresh spinach 
（Dept. of Food Technology, Faculty of Science, Chulalongkorn Univ.， 

*Graduate School of Agricultural & Life Science, Univ. of Tokyo） 
 ○Ubonrat Siripatrawan，Yoshio Makino*，Seiichi Oshita* 

6-2A-2 ハイパースペクトルカメラによる貯蔵中マンゴーの果皮色及び内部品質の非破壊評価 
（東大院農，*日大生，**神戸大農，***ボゴール農科大） ○牧野義雄，勇 亜衣子，栖原健比呂，

後藤健次郎，大下誠一，川越義則*，黒木信一郎**， 
プルワント・アリス ヨハネス***，アフマド・ウスマン***，ストリスノ*** 

6-2A-3 蛍光スペクトルによる大豆加工適性の評価 
（京大院農，*長野県野菜花き試験場，**タカノフーズ） ○常見美貴子，松宮健太郎， 

寺石政義，奥本 裕，山田直弘*，川根政昭**，高野俊昭**，松村康生 
6-2A-4 蛍光指紋による泡盛の熟成期間推定に関する研究 

（農研機構食総研， *琉球大農， **バイオジェット， ***東大院農生科） ○蔦 瑞樹， 
平良英三*，塚原正俊**，杉山純一，藤田かおり，柴田真理朗，吉村正俊，粉川美踏*** 

6-2A-5 バニリンとマツタケオールを高含有する泡盛「芳醇浪漫」の風味特性 
（バイオジェット，*神村酒造） ○塚原正俊，鼠尾まい子，當間士紋，伊波朋哉，城間 力， 

渡久地洋平*，神村盛行* 
6-2A-6 近赤外分光法を用いた練乳の物性評価 

（森永乳業装置研） ○安藤哲也，安藤成徳，稲垣孝二 
6-2A-7 加熱保存過程におけるコーヒー飲料の赤外分光情報に基づいた品質評価手法の検討 

（三重大院生物資源） ◯小出真輝，末原憲一郎，亀岡孝治，橋本 篤 
6-2A-8 米粒浸漬液の粘度と食味に関わる理化学特性との関係 

（千葉大院園芸） ○長井拓生，小川幸春 
6-2A-9 貯蔵米の匂い変化および古米臭の解析 

（秋田県大生物資源） ○張 函，佐藤明日美，傳野瑞穂，馬 金魁，陳 介余 
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6-2A-10 再吸着水分種制御による乾燥食品品質設計 
（北海道工技セ，*ADTEC，**道総研食加研セ，***北大院水産） ○小西靖之，木戸口恵都子，

小林正義*，熊林義晃**，川合祐史*** 
6-2A-11 塩漬け食品内における塩分分布の計測法 

（*日大生資源，**韓国順天大） ○都 甲洙*，長沼 佑*，裵 英煥** 
 
8 月 10 日（土）（第 4 会場，13:00～16:00） 
【食品製造・加工Ⅲ】 
 
4-2P-1 Analysis of smoke diffusion during smoking of pork loin ham 

（海洋大海洋科） ○Llave Perez Yvan，Suzuki Akiko，Fukuoka Mika，Umiuchi Eiichi， 
Sakai Noboru 

4-2P-2 フラットテーブル型電子レンジの解析モデルの開発 
（海洋大海洋科） ○荻原歓子，劉 世雄，福岡美香，酒井 昇 

4-2P-3 Analysis of color changes of grilled fish by computer vision system 
（海洋大海洋科） ○Yu Xingyi，Llave PerezYvan，Genki Wakisaka，Fukuoka Mika， 

Sakai Noboru 
4-2P-4 Temperature analysis of composite foods during ohmic heating 

（海洋大海洋科） ○Guo Wen，Liu Shixiong，Yang Wenchuan，Fukuoka Mika ，Sakai Noboru 
4-2P-5 Spray-drying of casein aggregates loaded with β-carotene: Influences of acidic conditions 

and storage time on surface structure and encapsulation efficiencies 
（*兵庫県大院工，**京大院農） ○Jarunglumlert Teeraya*,**，中川究也**，小林 敬**，安達修二** 

4-2P-6 畜肉加熱調理におけるグルタミン酸およびイノシン酸残存量の比較 
（海洋大院海洋科） ○石渡奈緒美，福岡美香，酒井 昇 

4-2P-7 高圧熱水処理によるタンパク質の部分分解反応の速度論的解析 
（東北大院農） ○趙 家慧，一井洋和，上野茂昭，藤井智幸 

4-2P-8 スモールスケールでのアイスクリームの製造および評価 
（三重工研）○佐合 徹，山﨑栄次 

4-2P-9 うどんの吸水過程の速度論的解析 
（京大院農） ○六本木貴雄，小川剛伸，安達修二 

4-2P-10 短波帯交流による味噌酵母の失活 
（農研機構食総研） ○植村邦彦，高橋千栄子，小林 功 

4-2P-11 ダイレクト糊化法による高アミロース米麺の開発 
（*東大院農生科，**農研機構食総研） ○松山信悟*，杉山純一**，柴田真理朗**，藤田かおり**， 

蔦 瑞樹**，吉村正俊**，粉川美踏*，平野由香里*，荒木徹也*，鍋谷浩志*,** 
4-2P-12 揚げ加工モデル食品の吸油量に及ぼすセルロース誘導体の影響 

（岩手大農応生化，*岩手大院農） ○鎌田知優，坂本奈穂*，三浦 靖* 
 
 
8 月 10 日（土）（第 5 会場，13:00～16:00） 
【分析・物性・物理化学Ⅱ】 
 
5-2P-1 Simulation of oil-water-oleuropein systems using molecular dynamics 

（*筑波大生命環境，**農研機構食総研，***CBS Tunisia，****Kasetsart Univ.） 
 ○Souilem Safa*,**,***，Treeswan Witcha**,****，Neves Marcos A.*,**，Sayadi Sami***， 

Kobayashi Isao**，Nakajima Mitsutoshi*,** 
5-2P-2 コーヒー粕由来コーヒーマンナンの構造解析と乳化特性 

（関西大院，*関西大生命生物工） ○笹川貴司，片倉啓雄*，河原秀久* 
5-2P-3 トリアシルグリセロールの結晶化および融解挙動の熱分析 

（京大院農） ○永水宏昇，小川剛伸，安達修二 
5-2P-4 食品添加物の結晶水和物の制御 

（味の素） ○渡辺浩基，伴 信雄 
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5-2P-5 プロピレングリコール脂肪酸エステルによる氷結晶への影響 
（京大院農，*理研ビタミン） ○道口靖央，松宮健太郎，*高橋康明，*行田和樹， 

*芦田泰三，松村康生 
5-2P-6 氷の昇華量を指標にした昇華抑制能の測定 

（関西大院，*ニチレイフーズ，**関西大生命生物工） ○浦 真由美，小泉雄史*， 
片倉啓雄**，河原秀久** 

5-2P-7 タンパク質の凍結変性と凍結濃縮 
（石川県大院生資環） ○西野裕貴，宮脇長人 

5-2P-8 グルコースのガラス状態に関する分子動力学計算 
（京大院工） ○鈴木哲夫，芥 幸史，田門 肇 

5-2P-9 糖質混合系でのガラス転移特性に基づく澱粉含有焼成食品の食感制御 
（広大院生物圏科学） ○川井清司，羽倉義雄 

5-2P-10 Structural changes of protein in repeated freeze-thawed Bluefin tuna (Thunnus orientalis) 
（海洋大海洋科） ○Harnkarnsujarit Nathdanai，Thanatuksorn Pariya，Watanabe Manabu，

Suzuki Toru 
5-2P-11 氷点下における複合食品中の水分移動速度－油脂・糖複合皮膜の水分透過性－ 

（海洋大院食機能，*海洋大院食品生産） ○松田さとみ，渡辺 学*，鈴木 徹* 
5-2P-12 異なる凍結手法により食品中に形成される氷結晶構造の 3 次元 X 線 CT による可視化 

（海洋大海洋科） 〇小林りか，渡辺 学，鈴木 徹 
 
 
8 月 10 日（土）（第 6 会場，13:00～16:00） 
【計測・制御／殺菌・洗浄・保存】 
 
6-2P-1 液体油脂を含むスナック菓子の局所的な機械的特性の測定 

（東工大） ○門脇 廉，伊能教夫，木村 仁 
6-2P-2 ファイバープローブ FTIR 法によるパン生地発酵過程の糖消長測定（第 2 報） 

（神戸大院農，*高輝度光科学研究センター）  ○浅田達広，豊田淨彦，黒木信一郎， 
八木直人*，上杉健太郎*，星野真人*，井原一高，寺川裕也 

6-2P-3 3 次元 X 線トモグラフィによるパン生地の気泡計測（第２報） 
（神戸大院農，*高輝度光科学研究センター）○寺川裕也，豊田淨彦，黒木信一郎， 

八木直人*，上杉健太郎*，星野真人*，浅田達広 
6-2P-4 誘電特性を利用した容器包装詰食品の未開封品質評価 

（広大院生物圏科学，*広大生物生産） ○羽倉義雄，小山順子，岡本拓海*，川井清司 
6-2P-5 牛乳のパルス殺菌における操作温度の影響 

（群馬大院工，*協同乳業） ○亀田 剛，谷野孝徳，原島浩之*，大嶋孝之 
6-2P-6 低加圧二酸化炭素マイクロバブルによるビール中の酵母の殺菌 

（日獣大応生，*明治大農） ○小林史幸，杉浦匡紀*，池浦博美*，小竹佐知子，玉置雅彦* 
6-2P-7 レトルト殺菌時における容器詰食品の表面熱伝達係数の検証 

（日本缶詰協会研究所） ○五味雄一郎 
6-2P-8 温度カーブの相似則によるＡＴＳ法の理論的懸案事項の解明 

（ＡＴＳ法研究会） ○向井 勇 
6-2P-9 熱履歴操作による青果物の保存期間制御 

（宮城大食産業） ○君塚道史 
6-2P-10 PEF 処理がカイワレ大根の生育におよぼす影響 

（群馬大院工） 宮内賢一，谷野孝徳，○大嶋孝之 
6-2P-11 脂肪酸カリウムによる各種カビの制御 

（北九大院国際環境工） ○惠良真理子，境 志穂，鷲巣 孝，川原貴佳，完山陽秀， 
二宮純子，森田 洋 

6-2P-12 生分解性デプスフィルターを用いた連鎖型細菌の濾過 
（新潟大） ○田中孝明，吉田政晴，谷口正之 
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ポスター発表 
 
8 月 9 日（金）（第 3 会場，15:00～17:30） 
【ポスター発表 A（偶数）】コアタイム 15:30～16:15 
【ポスター発表 B（奇数）】コアタイム 16:15～17:00 
 
3-1P-1 マイクロバブル浮上分離による卵白中混入卵黄の除去 

（慶應大院理工，*慶應大理工，**キユーピー技研） ○大枝有梨，寺坂宏一*， 
藤岡沙都子*，半田明弘** 

3-1P-2 清酒製造における麹の糖化酵素生産 
（北九大院国際環境工） ○佐藤由可衣，許 斐隼，二宮純子，森田 洋 

3-1P-3 マイクロ波加熱による前処理および熱風乾燥による新規ドライフルーツの製造 
（三重工研） ○藤原孝之，久保智子 

3-1P-4 単分散エマルション作製のための金属製貫通孔型マイクロチャネル乳化基板の開発 
（*農研機構食総研，**筑波大生命環境，***イーピーテック） ○張 晏如**， 

小林 功*，和田芳弘***，NEVES Marcos A. **，植村邦彦*，中嶋光敏** 
3-1P-5 豆乳のジュール加熱における温度保持の影響 

（宮城大食産） ○下山田真，板橋由紀，官澤有希子，金内 誠，石田光晴 
3-1P-6 トランスグルタミナーゼ処理したカゼインを乳化剤として用いた亜麻仁油の噴霧乾燥粉末化 

（香大農，*京大院農） 二宮 愛，○四日洋和，足立早映，安達修二*，吉井英文 
3-1P-7 乳化魚油の噴霧乾燥粉末の特質 

（香大農，*京大院農） ○足立早映，四日洋和，岩本翔馬，安達修二*，吉井英文 
3-1P-8 Rhizopus と Aspergillus を共培養した新規酵素生産法の構築 

（北九大院国際環境工，*北九大国際環境工） ○許斐 隼，二宮純子，森田 洋* 
3-1P-9 The encapsulation of extracted neem oil in crosslink wall material by spray drying 

（香大農，*チュラーロンコーン大化工） ○Imsuts Yaovee，吉井英文，Soottitantawat Apinan* 
3-1P-10 蒸気吹込み法を用いた香気成分含有ゲル状食品の調製 

（広大院生物圏科） ○高西寿洋，草壁雄太，川井清司，羽倉義雄 
3-1P-11 磁性ゲル担体を利用したキトサン加水分解酵素の固定化と安定化 

（都市大院工） ○中川裕太，荻田 涼，黒岩 崇，金澤昭彦 
3-1P-12 トリグリセリドからの酵素的アシル転移反応によるトレハロース脂肪酸エステルの合成 

（都市大院工） ○青木宜丈，黒岩 崇，金澤昭彦 
3-1P-13 微小流路を用いた食品マイクロカプセルの生成 

（*東大新領域，**日獣大応生） 太田 拓*，平間宏忠*，佐々木友理恵**，小林史幸**， 
小竹佐知子**，○鳥居 徹* 

3-1P-14 摂取しやすく加工されたもち麦（モチ性大麦）食品の摂取が便通及び便性に及ぼす影響 
（ニチレイフーズ研究開発部，*ニチレイフーズウェルネス部） 

 ○山田浩輔，関屋英理子*，林 研司*，萩原俊彦 
3-1P-15 水分制御法による生鮮牡蠣の凍結保存とその評価 

（広大生物生産，*広大院生物圏） ○林 直也，小松加奈，川井清司*，羽倉義雄* 
3-1P-16 マイクロチャネル多相乳化と液中乾燥を利用したベシクル作製に対する乳化剤種の影響 

（都市大院工，*筑波大生環） 〇堀越 要，黒岩 崇，*市川創作，金澤昭彦 
3-1P-17 糖処理によるキャベツ乾燥製品品質制御の速度論的解析 

（北海道工技セ，*ADTEC） ○木戸口恵都子，小西靖之，小林正義* 
 
3-1P-18 トマトジュースの微細化・加熱処理におけるリコピンのシス-トランス異性体変換特性解析 

（*筑波大生環， **カゴメ，***帝塚山大学） ○趙 中原*，王 政*，Neves Marcos A.*， 
中嶋光敏*，小堀暁美**，稲熊隆博*** 

3-1P-19 マルトビオン酸Ｃａ添加食パンの製パン特性 
（サンエイ糖化，*山形大院理工） ○深見 健，香村恵美，田原豊之，村上誓吾*，西岡昭博* 

3-1P-20 日本酒類の界面前進凍結濃縮 
（石川県大院生資環，*石川県工試） ○宮脇長人，Gunathilake Mihiri，新村希世美， 

道善倫子，松田 章*，笠森正人* 
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3-1P-21 NF 膜によるクランベリー果汁からの安息香酸の回収 
（農研機構食総研，*北大農学研究科，**アヲハタ，***筑波大生命環境科学） 
○萩原昌司，Lai Quoc Da*，田頭伸洋**，中嶋光敏***，木村俊範*，鍋谷浩志 

3-1P-22 スパイスが示すラット小腸α-グルコシダーゼ阻害活性の解析 
（神戸女学院大人間科学）○鍋井春奈，山本愛紗，吉村侑里子，松村紗季，寺嶋正明 

3-1P-23 動物細胞を用いた食品成分の抗酸化性評価 
（神戸女学院大人間科学） ○渡辺良子，深田陽子，生山加菜，三浦由紀子， 

松村紗季，寺嶋正明 
3-1P-24 シカ肉の加熱調理によるカルニチン含有量の変化 

（兵庫県大院環境人間） ○山下麻美，吉村美紀，加藤陽二 
3-1P-25 畜肉調理途上の構造変化を反映した物質移動パラメーターの検討 

（海洋大院海洋科） ○石渡奈緒美，福岡美香，酒井 昇 
3-1P-26 γシクロデキストリンと界面活性剤の混合系におけるコエンザイムＱ１０の溶解特性 

（愛媛大院連合農学，*シクロケムバイオ，**ＶＴＴ） ○上梶友記子，大西麻由*，中田大介*， 
寺尾啓二*，Paananen Arja**，Partanen Riitta**，吉井英文 

3-1P-27 白米の消化性に対する加熱処理の影響 
（千葉大院園芸，千葉大園芸*） ○熊谷千敏*，小川幸春 

3-1P-28 多糖ゲルの網目構造と呈味成分の放出挙動 
（海洋大院，*農研機構食総研，**海洋大） ○林 佳奈子，神山かおる*，松川真吾** 

3-1P-29 NMR を用いた水の運動性に関する研究 
（海洋大院）○内田萌々，松川真吾 

3-1P-30 オルガノゲルを利用した温度応答性キャリア開発のための基礎的検討 
（筑波大生命環境） ○新井奈津妃，本間里佳，佐藤誠吾，市川創作 

3-1P-31 近赤外分光法による凝乳過程のモニタリングの検討 
（森永乳業装置研，*森永乳業） ○安藤哲也，天羽由知*，安藤成徳，稲垣孝二 

3-1P-32 フライ油中に存在する水の把握と制御 
（広大院生物圏科学） ○難波 毅，川井清司，羽倉義雄 

3-1P-33 マイクロバブルを用いた疎水性ポリフェノールの選択的浮上分離 
（慶應大院理工，*慶應大理工） ○原 千晶，伊佐次隼士*，寺坂宏一*，藤岡沙都子* 

3-1P-34 シリカ微粒子による表面改質を施した新規 affinity 膜の創製とタンパク質並びに水の透過特性 
（日大院生物資源） ○呉 鵬，陶 慧，今井正直 

3-1P-35 流延液乾燥法によるキトサンの製膜における中和条件の重要性と強度・透過特性への効果 
（日大院生物資源） ○野本竜平，陶 慧，今井正直 

3-1P-36 ニンニク臭気前駆体物質によるα-アミラーゼ阻害活性作用 
（日大院生資科，*共立女子大家政） ○平田裕史，小林ともみ，赤尾 真，袴田 航， 

熊谷 仁*，熊谷日登美 
3-1P-37 チェダーチーズの粘弾性特性と官能評価の関連性分析による品質制御要因の探索 

（東大院農生科，*森永乳業，**FKC） 〇守田愛梨，荒木徹也，水野 礼*， 
住 正宏*，上田玲子**，相良泰行** 

3-1P-38 紫外線照射によるイチゴの殺菌予測シミュレーション 
（*九大院生物資源環境科学，**九大農学研究院） ○トリヴィッタヤシル・ウィパウィ*， 

鶴 みさき，田中史彦**，濱中大介**，内野敏剛** 
3-1P-39 ステンレス鋼に対するタンパク質付着抑制法としてのクエン酸洗浄 

（海洋大海洋科） ○崎山高明，佐藤謙太郎，津田早苗，杉山広樹，萩原知明 
3-1P-40 食品のニオイ刺激時における生体情報の変化に関する基礎研究 

（苫小牧高専） ○安部智香，小島洋一郎，岩波俊介，大橋智志，三上 剛 
3-1P-41 ハスカップフルーツビネガー製造時における発酵条件の検討 

（苫小牧高専） ○石川勇人，伊藤美姫，小島洋一郎，岩波俊介 
3-1P-42 ハスカップ果汁の粉末化における乾燥助剤の効果 

（苫小牧高専） ○伊藤美姫，石川勇人，小島洋一郎，岩波俊介 
3-1P-43 食品の化学成分とデータ解析による食品分類に向けた基礎的検討 

（苫小牧高専，*北大） ○小島洋一郎，合田元清*，岩波俊介，三上 剛，宇津野国治 
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3-1P-44 チューブ型微粒子化槽を用いた超臨界貧溶媒法によるβ-carotene 粒子の製造 
（名大院工，*ソウル国立大，**SCF テクノリンク，***カゴメ）  

○根路銘葉月，Machmudah Siti，Wahyudiono，Youn Yong-Suk*，Lee Youn-Woo*， 
福里隆一**，東浦琢磨***，神田英輝，後藤元信 

 
 

インダストリアルプラザ 
 
8 月 9 日（金）（第 7 会場，15:00～17:30） 
 
7-1P-IP1 回転補正機能付き缶蓋印字検査装置 

 （大和サービス） 田中総一郎 
7-1P-IP2 アイルランドメガザイム社の食物繊維関連分析キットの紹介 

（日本バイオコン） 中舍孝史 
7-1P-IP3 家庭用マーガリンの開発 

（J-オイルミルズ加工油脂開発研究所） ○平岡美奈子，寺南亜紀，山口隆司 
7-1P-IP4 冷凍うどんの品位特性について 

（テーブルマーク） 島田浩基 
7-1P-IP5 自転係数を任意に変更できるツインサーボミキサー 

（品川工業所） ○伴 信雄，品川士郎，大石裕喜 
7-1P-IP6 アロマプロテクト製法の開発  

（大和製罐総合研究所） ○阿部和也，赤地利幸，川井清史，加藤寛之 
7-1P-IP7 DF30 を用いた生鮮野菜の鮮度保持 

（西日本長瀬） 高橋竜次 
7-1P-IP8 機能性成分の不快味をマスキングした押出造粒成型法 

（ハウスウェルネスフーズ食品科学研究センター，*ハウス食品） 
 ○岸 孝礼，山口 悠，田中 寿* 

7-1P-IP9 連続式調合装置（ブレンダー）の紹介  
（イズミフードマシナリ） 福谷隆信，○小林涼介，徳久裕樹 

7-1P-IP10 電子嗅覚・味覚システムによるブイヨンの品質管理への応用 
（アルファモスジャパン） ○池濱清治，矢島敏行，吉田浩一 

7-1P-IP11 食品製造機械のメンテナンス指針 
  （食品安全研究会） 稲熊隆博，井上孝司，後藤 勝，酒井 昇，崎山高明， 

   笹岡 聡，双和祥二，中谷眞三，和田 誠，○古橋敏昭，村越 仁，渡辺晋次 
7-1P-IP12 高付加価値食品をつくる「湿式微粒化装置スターバースト」について 

  （スギノマシン） 原島謙一，尾塩岳治，○清水 優 
7-1P-IP13 精密水蒸気発生装置 

（マイクロ･イクイップメント，*産総研湿度標準研究室）○小倉正大，古市昭夫， 
北野 寛* 

7-1P-IP14 微生物 ATP 迅速測定装置を用いたアルコール飲料中の乳酸菌量測定 
（日立製作所） ○森 修一，後藤田龍介，池松靖人 

7-1P-IP15 赤外線水分計における食品の水分・油分・たんぱく質測定 
（コーンズテクノロジー） 尾西孝之 

 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

発明の新規性喪失の例外規定適用のための手続き廃止について 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

これまで本学会は，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，「特許法第 30 条第 1 項の規定による証明書の発行手続き」を行なってまいりましたが，平成 24 年

4 月 1 日に特許法等関連法規の改正法が施行され，新規性喪失の例外規定の適用対象等の見直しが行わ

れました．これにより，学術団体の指定制度は撤廃されたことから，これまで本学会が行ってきた「特

許法第 30 条第 1 項の規定による証明書の発行手続き」は廃止いたしました． 
詳細は特許庁のホームページ（http://www.jpo.go.jp/indexj.htm）をご参照ください． 


