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I.　2011年 度 事 業 報 告

1 庶務報告
 （1） 総会
第55回（2011年度）通常総会を 2011年5月6日，東京
大学弥生講堂（東京都文京区弥生1–1–1）において開催し，
次の議案を可決した．
第1号議案	 2010年度事業報告および収支決算報告の
件（報告事項一括承認）
第2号議案	 役員選任の件
第3号議案	 会長指名評議員選任の件
第4号議案	 2011年度事業計画案及び収支予算案の件
第5号議案	 公益法人化対応による定款変更の件
2011年度臨時総会を 2011年10月19日，東京大学農学部
3号館大会議室（東京都文京区弥生1–1–1）において開催
し，次の議案を可決した．
第1号議案	 理事選任の件
第2号議案	 公益社団法人日本農芸化学会定款修正の件
第3号議案	 会員種別の再編・新設に伴う会費改定の件
 （2） 理事会，評議員会，委員会等の開催
2011年度は下記のとおり開催した．
理 事 会（5回）	 5月6日，8月17日，10月19日，

12月14日，2012年2月8日
業務担当理事連絡会（5回）	 3月 9日，4月20日，8月10

日，12月7日，2012年2月1日
評 議 員 会（2回）	 10月19日，2月8日
授賞選考委員会（2回）	 11月10日，12月1日
学術活動強化委員会（2回）	 6月17日，11月30日
和文誌運営委員会（2回）	 6月13日，11月5日
和文誌編集委員会（2回）	 6月13日，11月5日
英文誌編集総務会（1回）	 2012年2月10日
産学官学術交流委員会（2回）	 6月30日，12月6日
広 報 委 員 会（2回）	 7月4日，11月26日
被災地理科教育支援特別委員会（1回）	 10月12日
 （3） 会員の状況
2011年度（平成24年2月29日現在）の会員数は次のと
おりである．

2011年度 2010年度 増減
名誉会員 18 20 －2
終身会員 201 218 －17
正 会 員 9,133 9,244 －111
学生会員 2,159 2,447 －288
団体会員 322 330 －8
維持会員 111 116 －5
　（口数） （239） （244） （－5）

合計 11,944 12,375 －431

なお，2011年10月開催の第127回評議員会の議決によ
り次の 4名の会員が終身会員として登録されました．

西山　徹氏，高橋秀夫氏，杉村征夫氏，吉原照彦氏	 	
	 （生年月日順）
 （4） 研究業績の表彰，奨励
2011年度は第55回通常総会に続く授賞式において，日
本農芸化学会賞2件，日本農芸化学会功績賞2件，農芸化
学技術賞2件，農芸化学奨励賞10件を授賞した．
また，授賞選考委員会の選考を経て本会から各財団等に
対する候補者を下記の様に推薦した．
（財）持田記念医学薬学振興財団・持田記念学術賞：1件
（財）農学会・日本農学進歩賞：1件
（財）三島海雲記念財団・第1回三島海雲学術賞：1件
（財）島津科学技術振興財団・島津賞：1件
（財）東レ科学振興会・東レ科学技術研究助成：1件
日本農学会・日本農学賞：1件
（財）山田科学振興財団・研究援助：3件
 （5） 研究発表会，シンポジウム，講演会等の開催
 1） 2011年度全国大会
2011年3月25日（金）～28日（月）まで，京都女子大学に
おいて開催される予定であった日本農芸化学会2011年度
大会は，口頭発表および質疑を中止とした．具体的には，
一般講演（2,515件）・シンポジウム（26件）・展示会（118
件）・ランチョンセミナー（16件）・ランチョンシンポジ
ウム（2件）・高校生プログラム（高大連携シンポジウム・
ジュニア農芸化学会（57件））・拡大サイエンスカフェ・
第19回農芸化学Frontiers シンポジウム等の口頭発表は中
止し，総会，授賞式および受賞者講演は 5月6日に延期し
た．中止決定の前に，既に大会講演要旨集を 2011年3月5
日付けで発行し，2011年3月10日に発送手続きを完了し，
また，特許庁と国会図書館には納本済みで，本大会での発
表は法的に成立していることから，2011年度大会の発表
は成立したものとした．ただし，事前に発表取り下げ希望
のあった 2J15p14,	 2J15p15,	 2C34p10 の一般講演について
は発表がなかったものとした．
事前参加登録者には大会講演要旨集だけを送り，大会講
演要旨集だけの販売はしないこととした．事前参加登録者
以外の方で大会講演要旨集希望者には，公平性を考慮し，
事前参加登録費と同額をお支払いいただき，参加者として
大会講演要旨集を配布することとした．
大会が成立したことにより，他学会と同様の措置を取
り，事前納入済みの「大会参加費」は返却しないこととし
た．「大会参加費」が使途の限定されている公費等で支払
われている場合を考慮し，それを東日本大震災の義援金や
他の使途に転用することは適切でないと判断した．大会開
催準備等の要した経費を差し引いた結果，5,924,705円の収
益となった．これは，大会を開催するために必須のシステ
ム（PDF要旨集発行システム，座長決定システム，参加



2

費管理システム等）の構築費用，ならびに 2012年度大会
の参加費割引の原資として使用した．事前納入済みの「懇
親会参加費」は，3つの方法（①東日本大震災の義援金へ
の転用［286件2,780,000円］，②年会費への転用［107件
1,015,000円］，③振込みによる返金［149件1,395,000円］）
で返却した．
 2） 鈴木梅太郎博士ビタミン B1発見100周年祝賀事業 

記念シンポジウム
平成23年11月25日，東京大学安田講堂において鈴木梅
太郎博士ビタミン B1発見100周年祝賀式典と記念シンポ
ジウム「農芸化学の伝統と先端生命科学の進展」を開催し
た．600名を越える聴衆が参加し，大盛会のうちに終始し
た．
式典では，鈴木博士が所属された東大，東京農大，理
研，生誕地の牧之原市，関係学会である日本化学会，日本
薬学会，日本ビタミン学会の各代表による挨拶・祝辞を，
記念シンポジウムでは産・官・学で活躍する本会会員から
の講演があった．
会場には鈴木博士縁りの品々を展示した．東京農大と理
研からは学術上貴重なサンプル，ノート，机等をたくさん
拝借し，これほどの遺品を一同に展示したのは初めてで
あった．
本事業では鈴木博士のレリーフを作成し，東京大学農学
部，東京農大，理研に寄贈した．
本事業に際し，会員内外から総額619万円の協賛参加費
を頂戴し，物心両面で本事業の推進にご協力を得，この事
業を通して「農芸化学領域の基礎研究の重要性とその産業
貢献の意義」など鈴木博士が遺された学術的・社会的重要
性をあらためて再認識し，将来の方向性を考究できた．
 3） 第37回化学と生物シンポジウム
第37回化学と生物シンポジウム「美味しく健康に生き
るヒント―	 知ってナットク！日本食の底力―」は，2011
年3月24日に，京都大学百周年時計台記念館ホールにおい
て開催され，147名の参加者があった．
 （6） 本会共催・協賛・後援による国際会議，国際シンポ
ジウム開催状況

【2011年】（11件）
・国際ワークショップ「The	 5th	 International	Workshop	
on	Approaches	to	Single-Cell	Anaylysis」（東大）《協賛》
（3月3日～4日）
・国際シンポジウム「Garlic	 Congress	 2011―健康増進と
生活習慣病予防におけるニンニクの役割―」（京都）《協
賛》（4月9日～10日）
・IUPAC2011国際分析科学会議（IUPAC	 International	
Congress	on	Analytical	Science	2011）（京都）《協賛》（5
月22日～26日）
・Shikata	 Discussion	 2011	（International	 Symposium	 on	
Electroanalytical	 Chemistry）「志方ディスカッション
2011（電気分析化学国際シンポジウム）」（淡路）《共催》

（5月27日～29日）
・第10回国際幼若ホルモン会議（10th	 International	
Conference	 on	 Juvenile	Hormones）（つくば）《協賛》（8
月1日～5日）（震災のため中止）
・第2回プロセス化学国際シンポジウム（The	 Second	
International	 Symposium	 on	 Process	 Chemistry―
ISPC2011）（京都）《協賛》（8月10日～12日）
・第12回ヒトプロテオーム機構国際会議（横浜）《後援》
（9月14日～18日）
・CIGR国際シンポジウム 2011「持続的生物生産―水，エ
ネルギー，食料―」（東京）《協賛》（9月19日～23日）
・プロテイン・アイランド・松山	（PIM）	国際シンポジウ
ム 2011（松山）《後援》（9月21日～23日）
・真珠研究国際シンポジウム（The	 International	
Symposium	 on	 Pearl	 Research）（東大）《協賛》（10月4
日～6日）
・BioJapan2011	―World	Business	Forum―“バイオ成長
戦略で世界を変える　オープンイノベーションで成長を
つかめ”（横浜）《後援》（10月5日～7日）
 （7） その他本会の共催・協賛・後援による国内学術集会
の開催状況

【2011年】（79件）
・ターゲットタンパク研究プログラム公開シンポジウム
（東大）《後援》（3月11日）
・ノーベル化学賞講演会（東京）《後援》（3月21日）（震災
のため中止）
・第28回希土類討論会（東京）《協賛》（5月12日～13日）
・食品ハイドロコロイドセミナー2011（大阪）《協賛》（5
月17日）
・第22回食品ハイドロコロイドシンポジウム（大阪）《協
賛》（5月18日）
・シンポジウム「モレキュラー・キラリティー2011」（東
工大）《共催》（5月20日～21日）
・第21回万有福岡シンポジウム（九州大）《協賛》（5月21
日）
・日本ケミカルバイオロジー学会第6回年会（東工大）《後
援》（5月23日～25日）
・第22回万有仙台シンポジウム（仙台）《協賛》（5月28日）
（震災のため中止）
・第7回ホスト・ゲスト化学シンポジウム（広島大）《協
賛》（5月28日～29日）
・第14回マリンバイオテクノロジー学会大会（静岡）《協
賛》（5月28日～29日）
・第11回GSC シンポジウム（早稲田大）《後援》（6月2日
～3日）
・日本ゾル－ゲル学会第8回セミナー「ゾル―ゲルテクノ
ロジーの再新展開」（東大）《協賛》（6月3日）
・文部科学省科研費補助金新学術領域研究「生合成マシナ
リー：生物活性物質構造多様性創出システムの解明と制
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御」第2回公開シンポジウム（東大）《後援》（6月4日）
・創造機能化学講習会（東京）《共催》（6月7日）
・新規素材探索研究会第10回セミナー（横浜）《共催》（6
月10日）
・第99回有機合成シンポジウム（慶應大）《共催》（6月15
日～16日）
・構造活性フォーラム 2011（京都）《後援》（6月17日）
・平成23年度前期（春季）有機合成化学講習会「わが国
の有機合成の底力」（東京）《共催》（6月22日～23日）
・第38回生体分子科学討論会（筑波大）《共催》（6月23日
～24日）
・JOCS-ILSI	 Japan,	 5th	 Joint	 Symposium	2011（昭和大）
《協賛》（6月24日～25日）
・2011年産業技術総合研究所中部センター研究発表会（名
古屋）《協賛》（6月28日～29日）
・第23回万有札幌シンポジウム（北海道大）《協賛》（7月2
日）
・第48回アイソトープ・放射線研究発表会（東京）《共催》
（7月6日～8日）
・第56回低温生物工学会年会（盛岡）《協賛》（7月7日～8
日）
・第20回日本包装学会年次大会（京大）《協賛》（7月7日
～8日）
・第46回天然物化学談話会（静岡）《協賛》（7月7日～9日）
・第48回化学関連支部合同九州大会（福岡）《共催》（7月9
日）
・第30回日本糖質学会年会（長岡）《共催》（7月11日～13
日）
・セルロース学会18回年次大会（つくば）《協賛》（7月14
日～15日）
・食品微細科学研究会第12回年会（石川県立大）《協賛》
（7月15日）
・日本ゾル―ゲル学会第9回討論会（関西大）《協賛》（7月
28日）
・日本プロテオーム学会2011年会（新潟）《後援》（7月28
日～29日）
・FCCAセミナー「FCCAグライコサイエンス若手フォー
ラム 2011」（東京）《後援》（8月6日）
・第24回におい・かおり環境学会（千葉工大）《協賛》（8
月22日～23日）
・第67回熱測定講習会（京都府立大）《協賛》（8月25日～
26日）
・第25回キチン・キトサンシンポジウム（奈良）《協賛》
（8月30日～31日）
・2011地球環境保護	 土壌・地下水浄化技術展（東京）《協
賛》（8月31日～9月2日）
・第20回日本バイオイメージング学会学術集会（千歳）
《協賛》（8月31日～9月2日）
・第9回高付加価値食品開発のためのフォーラム（裾野）

《協賛》（9月2日～3日）
・第63回コロイドおよび界面化学討論会（京大）《協賛》
（9月7日～9日）
・「分析展2011/科学機器展2011」合同展示会（幕張）《後
援》（9月7日～9日）
・第28回シクロデキストリンシンポジウム（秋田）《共催》
（9月8日～9日）
・第59回日本質量分析総合討論会（大阪）《共催》（9月13
日～15日）
・2011年度日本冷凍空調学会年次大会（東大）《協賛》（9
月14日～16日）
・第56回リグニン討論会（鶴岡）《共催》（9月15日～16日）
・第8回日本カテキン学会（中央大）《協賛》（9月22日）
・第48回ペプチド討論会（札幌）《共催》（9月27日～29日）
・第53回天然有機化合物討論会（大阪）《共催》（9月27日
～29日）
・平成23年度KAST教育講座「基礎から学ぶ分子細胞生
物学」（東大）《後援》（10月4日，27日，11月4日，9日，
12月14日）
・第59回レオロジー討論会（桐生）《協賛》（10月6日～8
日）
・公開講演会「大豆の働き in横浜―食を通して健やかな
人生を―（横浜）《協賛》（10月7日）
・生物発光化学発光研究会第28回学術講演会（長崎）《協
賛》（10月8日）
・第22回クロマトグラフィー科学会議（東北大）《協賛》
（10月20日～22日）
・第41回複素環化学討論会（熊本）《共催》（10月20日～
22日）
・第47回熱測定討論会（桐生）《協賛》（10月21日～23日）
・2011年度日本油化学会オレオマテリアル部会（関東支
部）セミナー（東理大）《協賛》（10月28日）
・第47回X線分析討論会（九州大）《協賛》（10月28日～
29日）
・第58回界面科学部会秋季セミナー（箱根）《協賛》（11月
1日～2日）
・第21回ドリコールおよびイソプレノイド研究会例会（島
根大）《協賛》（11月4日）
・食品油脂機能構造部会セミナー「油脂含有食品の構造と
品質制御：シリーズ 2」（東京）《協賛》（11月4日）
・第44回酸化反応討論会（大阪大）《共催》（11月4日～5
日）
・第52回高圧討論会（沖縄）《協賛》（11月9日～11日）
・第100回有機合成シンポジウム（早稲田大）《共催》（11
月10日～11日）
・日本希土類学会第29回講演会（大阪）《協賛》（11月11
日）
・第49回粉体に関する討論会（盛岡）《協賛》（11月14日
～16日）
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・平成23年度（後期）有機合成化学講習会（東京）《共催》
（11月17日～18日）
・日本香辛料研究会第26回学術講演会（福井）《協賛》（11
月18日～19日）
・第55回香料・テルペンおよび精油化学に関する討論会
（つくば）《共催》（11月19日～21日）
・第11回基準油脂分析試験法セミナー（東京）《協賛》（11
月24日～25日）
・第38回炭素材料学会年会（名古屋大）《協賛》（11月29
日～12月1日）
・第28回ニューメンブレンテクノロジーシンポジウム
2011（東京）《協賛》（11月29日～12月2日）
・平成23年度生物工学技術セミナー（東大）《共催》（11月
30日）
・アグロ・イノベーション 2011（千葉）《特別協賛》（11月
30日～12月2日）
・革新的環境技術シンポジウム～低炭素・グリーンイノ
ベーションの実現に向けて～（東京）《後援》（12月1日）
・第10回食品レオロジー講習会―初心者のための実習と
基礎―（東大）《協賛》（12月1日～2日）
・「生合成マシナリー：生物活性物質構造多様性創出シス
テムの解明と制御」第3回公開シンポジウム（東大）《後
援》（12月3日）
・第38回有機典型元素化学討論会（金沢）《協賛》（12月7
日～9日）
・理研シンポジウム　「第12回分析・解析技術と化学の最
先端」（理研）《協賛》（12月13日）

【2012年】（6件）
・公開シンポジウム「先端的異分野融合を核とした構造生
命科学の飛躍に向けて」（東京）《共催》（1月9日）
・新学術領域研究「天然物ケミカルバイオロジー」第1回
公開シンポジウム（阪市大）《協賛》（1月10日～11日）
・第23回高分子ゲル研究討論会（東大）《協賛》（1月11日
～12日）
・平成23年度KAST教育講座「糖鎖科学・糖鎖工学の基
礎から応用」（川崎）《後援》（1月23～24日）
・第17回高専シンポジウム in熊本（熊本）《協賛》（1月28
日）
・第68回熱測定講習会（早稲田大）《協賛》（2月29～3月1
日）
 （8） 支部主催等による学術集会
北海道支部（3件）
・夏期シンポジウム「十勝がはぐくむ農芸化学」（帯広，
8月6日）
・支部大会・学術講演会（札幌，11月4～5日）
・あぐり・ワークショップ in富良野（富良野，2012年2
月11日～12日）

東北支部（4件）
・平成23年度支部シンポジウム「地域を元気にする農

芸化学：地域食材の機能性研究」（弘前大，7月9日）
・東北支部第12回若手の会（山形，10月7日）
・東北支部第146回大会（山形大，10月8日）
・平成23年度市民フォーラム（仙台，11月12日）
関東支部（8件）
・第1回支部評議員会（東京，7月1日）
・第1回支部例会　受賞記念講演・シンポジウム「食感
デザインへのアプローチ」（明治大，7月9日）
・第2回支部評議員会（東京，9月30日）
・関東支部大会　一般講演・受賞講演・シンポジウム
「北関東における農芸化学分野の取り組み」（東洋大，
10月15日）
・高校生セミナー「バイオサイエンス・スクール 2011　
高校生のための農芸化学実験教室」（日大，10月23
日）
・若手企画研究会　第10回微生物研究会「微生物のも
つ分子システム機能の理解にむけて」（千葉大，11月
12日）
・第2回支部例会　受賞記念講演・シンポジウム「一分
子観察から見える分子の動作原理」（筑波大，2012年1
月21日）
・第1回支部参与会（東京，2012年3月15日）
中部支部（8件）
・第144回連絡評議員会（名古屋大，6月4日）
・第161回例会・シンポジウム「That’s応用生命科学：
「有機化学」，「分子生物学」，「食品科学」の最新研究
から見る応用生命科学のいま」（岐阜，6月18日）
・第146回支部評議員会（岐阜，6月18日）
・第145回連絡評議員会（メール会議，9月20日）
・第147回支部評議員会（京都大，10月1日）
・平成23年度中部・関西支部合同大会（中部支部第162
回例会）（京大，10月1～2日）
・企業講演会（静岡，11月3日）
・第163回例会（静岡，12月3日）
関西支部（5件）
・支部例会（第469回講演会）（京都府立大，5月28日）
・支部例会（第470回講演会）（大阪府立大，7月2日）
・平成23年度中部・関西支部合同大会（関西支部第471
回講演会）（京大，10月1～2日）
・支部例会（第472回講演会）（神戸大，12月10日）
・支部例会（第473回講演会）（京大，2012年1月28日）
中四国支部（6件）
・若手シンポジウム第4回「農芸化学の未来開拓セミ
ナー」（岡山大，5月20～21日）
・中四国支部創立10周年記念　第30回講演会・第14回
市民フォーラム・記念祝賀会（岡山大，5月21日）
・平成23年度西日本支部，中四国支部合同大会・シン
ポジウム・ジュニア農芸化学会（宮崎，9月16～17
日）
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・中四国支部創立10周年記念　第15回市民フォーラム
「食と微生物と健康」（松江，11月3日）
・第32回講演会・第16回市民フォーラム「農学分野で
活躍する女性研究者」（鳥取大，2012年1月21日）
・第17回市民フォーラム（広島大，2012年3月17日）
西日本支部（5件）
・支部例会（熊本，5月27日）
・第48回化学関連支部合同九州大会（北九州，7月9日）
・平成23年度西日本支部，中四国支部合同大会・シン
ポジウム・ジュニア農芸化学会（宮崎，9月16～17
日）
・若手シンポジウム「食品科学（フードサイエンス）の
フロンティア～未来の健康科学を考える～」（宮崎，9
月18日）
・第294回支部総会および講演会（九大，2012年1月21
日）

 （9） JABEE（日本技術者教育認定機構）対応委員会関
係

	 1）	 2011年度には，農学一般関連分野で 4件の中間審査
（書類審査2件，実地検査2件）と 1件の実地相談が
あった．また，生物工学および生物工学関連分野で 1
件の中間審査があった．そのうち，本会から農学一般
関連分野の実地相談に 1名を派遣した．

	 2）	 2011年7月30日に JABEE農学系分野審査講習会が
開催された．本会からは JABEE対応委員を含めて 6
名が参加した．

	 3）	 財団法人農学会技術者教育推進委員会及び農学一
般関連分野審査委員会に委員長が参加するとともに，
JABEE のあり方等について意見を提出し，連携を
図った．

	 4）	 JABEE分野別委員会（生物工学及び生物工学関連
分野）に委員長が参加し，生物工学及び生物工学関連
分野との連携を図った．

 （10） 関係団体等への委員等の推薦
関係団体等への委員等を次のとおり推薦した．
	 1）	 日本昆虫科学連合	団体代表者（2011年5月）
片岡宏誌氏（東京大学），森　直樹氏（京都大学）

	 2）	 最高裁判所	知的財産専門委員候補者（2011年6月）
4名（氏名非公開）

	 3）	 日本農学会（2011年11月）
評 議 員：太田明徳　会長（東京大学），村田幸作　
副会長（京都大学）
運営委員：	 西山　真　庶務理事（東京大学），佐藤　
隆一郎　庶務理事（東京大学）

 （11） 新法人化対応関係
2011年9月27日に公益社団法人への移行認定の申請を
し，2012年2月20日付で認定書の交付を受けた．3月1日
付で移行登記が完了したため，新法人化対応特別委員会を
解散した．

 （12） 日本農学会関係
	 1）	 平成23年度日本農学大会は 2011年4月5日の開催
予定であったが，東日本大震災の影響で開催中止とな
り，日本農学賞・読売農学賞の授賞式のみ 4月28日
に東京大学弥生講堂で開催された．

	 2）	 シンポジウム「環境の保全と修復に貢献する農学研
究」が 2011年10月8日，東京大学弥生講堂で開催さ
れた．

 （13） 財団法人農芸化学研究奨励会
財団法人農芸化学研究奨励会は 2011年度研究助成事業
として，2011年11月に第39回研究奨励金選考委員会を開
催し，5件（1件50万円，総額250万円）の研究奨励金交
付を決定，実施した．国際会議出席費補助金（予定件数4
件，総額60万円）については，2012年3月末日を締め切
りとして，現在募集中である．
また，日本農芸化学会主催「高校生による研究発表会

（ジュニア農芸化学会）」共催補助金（50万円）および日
本農芸化学会主催「サイエンスカフェ」共催補助金（50
万円）を日本農芸化学会へそれぞれ交付した．
2 広報委員会報告
（1）サイエンスカフェの実施（2011年度11回開催）
*1 三省堂書店・財団法人農芸化学研究奨励会・日本学術会
議農芸化学分科会と共催
*2 財団法人農芸化学研究奨励会・日本学術会議農芸化学分
科会と共催
1	 	［第36回］	7月9日（土）東京*1

「においとフェロモン―動物の秘密の言葉，そしてヒト
では？―」講師：東原和成氏，コ－ディネーター：橋本
裕子氏
2	 	［第37回］8月20日（土）札幌*1

「“醸す”から生まれた酵素が彩る豊かな食と健康」講
師：佐分利　亘氏，コーディネーター：森　春英氏
3	 	［第38回］10月22日（土）名古屋*2

サイエンスビアホール―ビールとサイエンスを楽しみま
せんか？「美味しいビールの作り方と健康の科学」講師：
小山内英一氏，下村吉治氏，コーディネーター：牧　正
敏氏
4	 	［第39回］11月5日（土）いわき *2

「くすりをつくる微生物―今後もくすりをつくる微生物
は発見されるか？」講師：馬目太一氏，金容必氏，田中
晴雄氏，コーディネーター：田中晴雄氏
5	 	［第40回］11月26日（土）東京*1

「微生物を生産工場とした新しい「ものつくり」」講師：
大西康夫氏，コーディネーター：西川　拓氏
6	 	［第41回］12月3日（土）福井*2

「ヒトが食べるくすり，チンパンジーが食べるくすり」
講師：大東	肇氏，コーディネーター：黒川洋一氏
7	 	［第42回］12月18日（日）山口*2



6

「茶，コーヒーやお酒で健康に暮らそう―嗜好品の香
り：効用と注意点―」講師：青島　均氏，コーディネー
ター：松井健二氏
8	 	［第43回］2012年1月22日（日）山口*2

「大豆パワーを活かそう～健康を保つために～」講師：
島田和子氏，コーディネーター：松井健二氏
9	 	［第44回］2012年2月12日（日）福岡*2

「微生物のチカラ」講師：竹川　薫氏，酒井謙二氏，
コーディネーター：片倉	喜範氏
10	［第45回］2012年2月18日（土）京都*1

「これからの資源としてのバイオマス」講師：梅澤俊明
氏，コーディネーター：東山正宜氏
11	［第46回］2012年2月28日（火）京都*2

「野菜の成分は敵か味方か？体に良い理由（わけ）を考
えよう」講師：村上　明氏，コーディネーター：井戸端
サイエンス工房，Loki	ACADEMICA
（2）学校教育における農芸化学の普及活動補助の選考

2011年6月30日および 10月31日の 2回の締切を設
けたところ 2件の申請があり，広報委員会で審議した
結果，2件を出前授業として採択した．
	 1.	 沖縄工業高等専門学校「食品を科学的に研究する
こと」開催日：10月28日　講師：清水　誠氏　申請
者：田中　博　補助額：71,540円
	 2.	 静岡学園高等学校「最先端創薬研究に関して」開
催日：11月16日　講師：渡辺賢二氏　申請者：武藤
吉光　補助額：10,340円

（3）大会トピックス賞の表彰
2011年度大会では一般講演発表2,515題から 29演
題を選定した．2011年度大会の口頭発表及び質疑
は中止となったが，トピックス賞授賞候補演題は大
会開催以前に決定していたため，候補演題29件す
べてを有効として，対象者に郵送にて賞状をお送り
した．

（4）大会記者発表
3月16日に予定していた記者会見は，東日本大震災
の発生により，急きょ開催中止とした．予め作成して
いたトピックス集は，希望する各社には無償配布し
た．

（5）ニュースメール配信
2009年度より開始したメールアドレス登録会員
向けニュースメールを 2011年度は 15回配信した．
メールアドレス登録者は 2012年3月現在	 約9,500
名．

（6）バナー広告
画像をクリックすることにより広告となるバナー
広告を，2011年度より学会ホームページのトップ
ページの中央下部に設置した．2012年3月現在で 3
枠（3社）が利用されている．

3 学術活動強化委員会関係
2011年度の活動は下記のとおりである．
	（1）	 補助金の交付
「国際学術集会」
外国人等講演会（申請3件，採択3件）
No.	546「複雑な構造を持つ天然物の生合成機構の解明」		

（7月12日，静岡県立大）
No.	547「先端食品科学講演会」（7月25日，香川大）
No.	548「糖質酵素の立体構造に基づいた分子機構究明

とその応用」《後援》（2012年9月14日，北大）
国際シンポジウム（申請1件，採択1件）
No.	14「Japan-Finland	 Biotechnology	 Symposium」《後

援》（2012年6月4日～8日，東北学院大）
「藪田講演会・藪田セミナー」
藪田講演会　　申請なし
藪田セミナー　申請なし
	（2）	 化学と生物シンポジウムの開催
第37回化学と生物シンポジウム（3月24日，京大百周
年時計台記念館ホール　参加者147名）
「美味しく健康に生きるヒント―知ってナットク！日本
食の底力―」
	（3）	 高校向け理科実験プロトコルの収集とHPによる回
覧
高校生及び高校教員に向けての農芸化学の普及を目的と
して，「本会ホームページ上に高校でもできる実験プロト
コルを集め公開する」ための準備を進めている．
	（4）	 学術活動強化委員会からの提言について
本委員会は，日本農芸化学会が取り組むべき課題とし
て，公益法人化後のあり方と展望として，生命・食糧・環
境を標榜する日本農芸化学会が，科学的立場からコミュニ
ティーの一角を形成し，社会の発展に寄与しなけれならな
いとし，研究活動と研究成果の社会への還元は，学会の直
截的かつ重要な任務であり，学会の認知度を高め，産業界
との連携・協力を通して，効率的なイノベーションの創出
にも努めなければならないとして，3つの課題に纏め，継
続して審議していくとした．
1.	 学会の社会的強化
2.	 学会の体制強化
3.	 学会の活動強化
	（5）	 被災地理科教育支援について
特別委員会が設置され，学術活動強化委員会から 2名の
委員が出席し，具体的な支援案などが検討された．
	（6）	 日本農芸化学会フェローについて
以下の項目について検討することとなった．
1）	 フェローの対象者
2）	 フェロー審査委員会の設置
3）	 日本農芸化学会フェローの定義（文言）の作成
4 和文誌編集委員会
委員会において「化学と生物」誌の企画・編集を行い，
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年12冊を会員に配付した．
委員会は企画・編集にあたって生命科学全般に関する話
題を基礎から応用にわたってバランスよく取り上げ，読み
やすい誌面をつくるよう努めた．
2010年11月より「化学と生物」の 46巻以降の掲載分を
科学技術振興機構の J-STAGEとして順次公開を開始して
いるが，2011年11月より発行後1年経過したものを毎月1
日に公開するまでに至った．
5 英文誌編集委員会
	（1）	 2011年1月～12月の投稿数は前年より 15編多い
941編,掲載数は前年より 39編少ない 502編であった．論
文の印刷頁数は 136頁少ない 2490頁であった．投稿から
掲載までの期間は，Regular	 Paper,	 Note が平均約179日
（最短103日），Communication が平均約121日（最短65
日）である．また審査期間はRegular	 Paper,	 Note が平均
69日（最短4日），Communication が平均約59日（最短10
日）である．震災による被災の影響で 75巻3号の発行が 3
週間ほど遅れたが 6号より通常通りの発行に戻った．
	（2）	 英文誌75巻掲載の Regular	 Paper,	 Communication
全289編のうち優れた論文8編を選出し論文賞とした．
	（3）	 英 文 誌73巻，74巻 掲 載 の Regular	 Paper,	
Communication,	Note全1019編のうち，2012年1月末ま
でに最も引用回数の多かった論文をMost-Cited	 Paper	
Award とした．
6 産学官学術交流委員会関係
2011年度の活動は下記のとおりである．
	（1）	 第9回農芸化学研究企画賞の公募・選考
農芸化学研究企画賞の 4つの重点研究領域（①天然物の
医薬・農薬，②機能性食品素材および食品，③グリーンバ
イオテクノロジー，④地場産業の創生と活性化）に計35
件の応募があり，各小委員会における審議結果をもとに選
考を行った結果，①天然物の医薬・農薬，②機能性食品素
材および食品，③グリーンバイオテクノロジー，の 3つの
重点研究領域において各1件，計3件の受賞者および授賞
研究テーマを選出した．④地場産業の創生と活性化におい
ては不採択となった．
重点研究領域①　天然物の医薬・農薬	 	

（応募15件，採択1件）
受 賞 者：増田誠司氏	 	

（京都大学大学院生命科学研究科・准教
授）

受賞テーマ：mRNA成熟阻害活性を指標とする抗ガ
ン化合物の探索と産業利用

重点研究領域②　機能性食品素材および食品	 	
（応募6件，採択1件）

受 賞 者：中村浩蔵氏　（信州大学農学部・准教授）

受賞テーマ：ソバを原料とする降圧食品の開発と降圧
メカニズムの解明

重点研究領域③　グリーンバイオテクノロジー	 	
（応募13件，採択1件）

受 賞 者：田丸　浩氏　（三重大学大学院生物資源
学研究科・准教授）

受賞テーマ：セルロソーム生産菌ゲノム情報を活用し
たCBP型バイオ燃料生産微生物の創製

重点研究領域④　地場産業の創生と活性化	 	
（応募1件，採択なし）

上記第9回農芸化学研究企画賞の副賞として，下記16社よ
り御寄附をいただいた．
アサヒグループホールディングス（株），味の素（株），花王
（株），（株）カネカ，キッコーマン（株），協和発酵キリン
（株），キリンホールディングス（株），月桂冠（株），サッ
ポロビール（株），サントリーウエルネス（株），第一三共
（株），長谷川香料（株），不二製油（株），（株）明治，ヤマサ
醤油（株），雪印メグミルク（株）
	（2）	 産学官若手交流委員会（さんわか）による活動
・2011年11月26日（土）　於東京都立多摩科学技術高校	 	
第14回産学官若手勉強会	 	
産学官若手交流会（さんわか）市民フォーラム（高校生
向け）	 	
「バイオサイエンスの世界へようこそ」参加者約100名
・2012年1月26日（木）　於大阪大学中之島センター	 	
第15回産学官若手勉強会	 	
産学官若手交流会＆日本生物工学会若手合同シンポジウ
ム	 	
「最先端オミクス研究の農学分野への応用」参加者約30
名
・2012年2月21日（火）　於酒類総合研究所	 	
第16回産学官若手勉強会	 	
「生化学研究の新たな展開」参加者約40名
7 被災地理科教育支援特別委員会報告
キリングループの協和発酵キリン株式会社と共同し，東
日本大震災で被災された岩手・宮城・福島3県の小学校・
中学校・高等学校を対象に理科教育の支援をするため，被
災地理科教育支援特別委員会（委員長：阪井康能（京都大
学教授））を設置し，企画と実行にあたることとした．被
災3県の教育委員会及び高校（合計294校）宛に FAXと
E-mail を送信し，アンケートを実施した．50校から回答
を得，次の 5校を第1回目の支援校として選定した．岩手
県（1校）：大東高等学校，宮城県（2校）：仙台二華高等
学校・尚絅学院中学高等学校，福島県（2校）：浪江高等
学校津島校・安積黎明高等学校


