日本ブドウ・ワイン学会（ASEV JAPAN）
2011 年塩尻大会開催のお知らせ
日本ブドウ・ワイン学会（ASEV JAPAN）2011 年大会
実行委員長 矢ヶ崎 啓一郎（
（株）アルプス）

2011 年大会を次の要領で開催致します。会員皆様の多数の参加をお願い致します。会員以外の方々の参加
も歓迎致しますので、積極的な参加の呼び掛けをお願い致します。また、特別講演では玉村豊男氏をお招き
して、御講演頂く予定です。
日 時 2011 年 11 月 19 日（土）2011 年大会
20 日（日）エクスカーション
場 所 ホテル中村屋
〒399-0737 長野県塩尻市大門 8-4-21（JR 塩尻駅より徒歩 3 分）
大会参加費 5,000 円（学生 2,000 円）
・研究会費 5,000 円（学生 2,000 円）
19 日（土）大会スケジュール（裏面を御参照ください）
20 日（日）エクスカーション 参加費 5,000 円（昼食込）
ホテル中村屋 出発（9:00）→ 桔梗ヶ原周辺ブドウ畑見学→ 安曇野ワイナリー（見学・昼食）→
大王わさび農場 見学 → JR 塩尻駅 解散（14:30 頃）

参加ご希望の方は、大会事務局までご連絡ください。
・

昼食の御案内
会場周辺には飲食店が少ないため、19 日（土）の昼食を 1,000 円で受け付けております。
（予約制）
会員以外の方は、大会事務局まで直接ご連絡ください。
代金は、当日の会場受付でお支払いください。

・

展示の御案内
産業会員様のご協力による商品の展示ブースに加え、総会後にショートプレゼンテーションを行います。

ASEV 日本ブドウ・ワイン学会 2011 年大会
大会プログラム
2011 年 11 月 19 日（土）
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評議員会
開 会

大会実行委員長 矢ヶ崎 啓一郎（
（株）アルプス）

【座長 沢辺昭義（近畿大学）
】
1. セミヨン種ワイン発酵醪から分離した乳酸菌の醸造学的性質
○塩原貫司 1，岸本宗和 1，萩原健一 2，今井裕景 2，柳田藤寿 1(1 山梨大学ワイン科学研究センター，2 株式会社サドヤ)
2. 甲州種ワインの高品質化について ―ストレプトマイシンの利用とワイン酵母の適性について―
○小松正和，恩田 匠（山梨県工業技術センター（支所ワインセンター）
）
3. マスカット・ベリーA 生育期間中におけるタンニン組成の挙動およびワイン醸造
○丹澤史子 1，小林弘憲 2，松山周平 2，鈴木由美子 1，味村興成 2，齋藤 浩 2，高田良二 1
（1 メルシャン商品開発研究所，2 シャトー・メルシャン）
【座長 横森洋一（サントネージュワイン(株)）
】
4. マスカット・ベリーA ワイン醸造中のプロアントシアニジン濃度減少の原因解明
○市川茉利枝，冨田大輔，古家聖慈，久本雅嗣，松土俊秀，奥田 徹（山梨大学ワイン科学研究センター）
5. 唾液成分とプロアントシアニジンの反応性
○冨田大輔 1，市川茉利枝 1，兼平 孝 2，奥田 徹 1（1 山梨大学ワイン科学研究センター，2 北海道大学歯学部）
6. ワイン圧搾残渣に含まれる血糖調節活性物質の探索
○中谷太一 1，竹田竜嗣 1，飯田 彰 1，松浦信康 2，若林雄平 3，濱原典正 3，米虫節夫 4，沢辺昭義 1
（1 近畿大農，2 岡山理科大，3 神戸みのりの公社，4 大阪市大院工）

12：10 – 13：15

総会・展示参加団体によるショートプレゼンテーション
【座長 後藤（山本）奈美（酒類総合研究所）
】
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7. 台木品種‘5BB’の倍数性が巨峰樹の水分状態及び果実品質に及ぼす影響
○佐々木陽輔，本杉日野（京都府立大学生命環境科学研究科）
8. 台木倍数性が‘Pinot noir'樹の新根発生パターンと果実品質に及ぼす影響
○市川みどり 1，本杉日野 1，末田 有 2（１京都府立大学生命環境科学研究科，２丹波ワイン株式会社）
9. 甲州ブドウの生育期間中における葉の水ポテンシャルと果実成分の推移
◯松山周平 1，小林弘憲 1，高瀬秀樹 2，生駒 元 1，味村興成 1，高田良二 2，齋藤 浩 1
（1 シャトー・メルシャン，2 メルシャン商品開発研究所）
【座長 本杉日野（京都府立大学）】
10. 甲州ブドウにおける気象条件および栽培方法の違いが果実成分へ与える影響
◯小林弘憲 1，松山周平 1，高瀬秀樹 2，佐々木佳菜子 2，生駒 元 1，味村興成 1，高田良二 2，金野知典 3，鈴木俊二 4，齋藤 浩 1
（1 シャトー・メルシャン，2 メルシャン商品開発研究所，3 メルシャン生産統括部，4 山梨大学ワイン科学センター）
11. 気象条件、栽培条件がメルロおよびカベルネ・ソービニヨンのフラボノイド化合物に及ぼす影響
○國信亜美 1,2，松田沙織 1,2，沼田美子代 2，川田真悠子 1,2，Puspa Raj POUDEL2，後藤(山本)奈美 1,2
（1 広島大学大学院生物圏科学研究科，2(独)酒類総合研究所）
12. 紫外・可視光がブドウ幼果のフラボノイド生合成に及ぼす影響
○小山和哉，池田博子，後藤（山本）奈美（
（独）酒類総合研究所）
【座長 佐藤充克（モンデ酒造（株）
）
】
13. 甲州ブドウ果皮色は着色関連遺伝子 MybA1 内の挿入遺伝子断片により決定される
○藤田景子 1，小林弘憲 2，鈴木俊二 1 （1 山梨大学ワイン科学研究センター，2 シャトー・メルシャン）
14. ブドウ果実中のアミノ酸類の濃度の日較差
○王 琳，久本雅嗣, 松土俊秀, 奥田 徹（山梨大学ワイン科学研究センター）
15. 新興国ワイナリーと生産者との契約関係 ―中国山西省を事例に―
○仙田徹志 1，寳劔久俊 2，郭 晋萍 3（1 京都大学，2 アジア経済研究所，3 山西省扶貧弁）
16. ワイン産業の特質とカスタム・クラッシュ事業の機能と展望
小林康志 1，末田 有 2，○川﨑訓昭 3，長谷 祐 3，伊庭治彦 4，上田暢子 5，落合孝次 5，小田滋晃 3 （1 特定非営利活動法人スタイル
ワイナリー，2 丹波ワイン（株），3 京都大学農学研究科，4 神戸大学農学研究科，5（株）シードライフテック）

16：00 – 17：00
【座長 岡崎直人（ASEV 日本ブドウ･ワイン学会 会長）
】
2011 年 ASEV 日本ブドウ・ワイン学会 学会賞授賞式・受賞講演・大会発表賞授与
ASEV Japan 論文賞 「甲州ワインの香気成分に関する研究」 小林弘憲（シャトー・メルシャン）
ASEV Japan 技術賞 「ブドウ品種‘甲州’の国際ブドウ・ワイン機構（OIV）への登録」 （独）酒類総合研究所・山梨県果樹試験場
17：00 – 17：55 特別企画
【座長 矢ヶ崎啓一郎（大会実行委員長）
】
高校生による研究発表 「高校でワイン造りを学んで」長野県塩尻志学館高等学校
特別講演
「桑山でワインをつくる」
玉村豊男氏（ヴィラデストガーデンファームアンドワイナリー オーナー）
18：00 – 19：30 研究会（懇親会）

