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I.　2012年度 事業報告

1 庶務報告
 （1） 総会
第56回（2012年度）通常総会を 2012年4月27日，東京
大学農学部3号館4階大会議室（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 2011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 公益社団法人日本農芸化学会定款の修正の件
第3号議案 役員報酬規程の件
第4号議案 名誉会員承認の件
 （2） 理事会，評議員会，委員会等の開催
2012年度（2012年3月1日から 2013年2月28日）は下
記のとおり開催した．
理 事 会（4回） 4月27日，7月25日，10月15日，

1月16日
業務担当理事連絡会（4回） 4月18日，7月17日，10月9日，

1月9日
役員候補者等選考委員会（2回） 7月3日，11月17日
授賞選考委員会（2回） 11月1日，12月14日
学術活動強化委員会（3回） 3月23日，6月20日，11月21日
和文誌編集委員会（3回） 3月24日，6月23日，10月6日
英文誌編集委員会（1回） 3月23日
英文誌編集総務会（2回） 8月9日，1月31日
産学官学術交流委員会（2回） 6月25日，12月17日
広 報 委 員 会（2回） 6月8日，11月14日
倫 理 委 員 会（3回） 3月25日，5月30日，9月14日
将来構想委員会（3回） 7月17日，10月9日，1月9日
将来構想 WG（6回） 4月18日，5月18日，6月28日，

9月3日，10月9日，1月5日
被災地理科教育支援特別委員会（2回） 7月10日，9月24日
広報・被災地理科教育支援特別委員会合同（1回）　3月24日
財 務 委 員 会（2回） 12月5日，2月14日
京都大会実行委員会（1回） 4月25日
仙台大会実行委員会（1回） 4月20日
 （3） 会員の状況
2012年度（平成25年2月28日現在）の会員数は次の
とおりである．

2012年度 2011年度 増減
名 誉 会 員 18 18 0
有 功 会 員 194 201 －7
シニア会員 373 0 ＋373
一 般 会 員 8,235 9,133 －898
教 育 会 員 16 0 16
学 生 会 員 2,097 2,159 －62
国 外 会 員 267 0 ＋267
団 体 会 員 305 322 －17
賛 助 会 員 111 111 0
（口数） （231） （239） （－8）

合計 11,616 11,944 －328

なお，2012年10月開催の第322回理事会の議決により
次の 10名の会員が有功会員として登録されました．
大類　洋氏，加藤暢夫氏，神尾好是氏，河合富佐子氏， 
古賀洋介氏，杉山達夫氏，高月　昭氏，二井將光氏， 
松田英幸氏，横田孝雄氏 （生年月日順）
 （4） 研究業績の表彰，奨励
2012年度は日本農芸化学会賞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件の授賞
式を行った．
また，授賞選考委員会の選考を経て本会から各財団等に
対して推薦した候補者のうち，下記の様に受賞，採択され
た．
（公財）山田科学振興財団・2012年度研究援助：1件
（独）日本学術振興会・第3回日本学術振興会　育志賞：
1件
（公財）農学会・第11回日本農学進歩賞：1件
（公財）東レ科学振興会・第53回東レ科学技術研究助成：
1件
日本農学会・平成25年度日本農学賞：1件
（財）飯島記念食品科学振興財団・平成24年度飯島食品
科学賞技術賞：1件
 （5） 研究発表会，シンポジウム，講演会等の開催
 1） 2012年度全国大会
2012年度全国大会は 2012年3月22日から 26日までの 5
日間，ウェスティン都ホテル京都，京都女子大学（京都府
京都市）をメイン会場として開催した．大会第1日目（3
月22日）はウェスティン都ホテル京都において，学会賞
等授賞式，B.B.B.論文賞およびMost-Cited Paper Award
表彰式，第9回農芸化学研究企画賞表彰式，昼餐会，学会
賞等受賞者講演および大会懇親会が盛大に行われた．大会
第2日目～第4日目（3月23日～26日）は京都女子大学に
おいて，口頭発表による一般講演（2,384題），シンポジウ
ム（27 テーマ・162題）の発表と討論，ランチョンセミ
ナー（14社・14題），ミキサー，展示会（102社・141小
間）が開催された．また，拡大サイエンスカフェ「京料理
の挑戦：農芸化学とガストロノミーの融合」，高校生によ
る「ジュニア農芸化学会」のポスター発表（65題・45校）
が開催され，大変盛況であった．大会期間中は保育室が開
設された．大会参加者数は 5,430名であった．
 2） 第38回化学と生物シンポジウム
第38回化学と生物シンポジウム「―画像と音で探る食
品の姿―」は，2012年3月21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，約110名の参加者が
あった．
 3） 第19回農芸化学Frontiersシンポジウム
第19回農芸化学Frontiers シンポジウムは，2012年3月
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25日～26日に聖護院御殿荘にて，講演会・シンポジウム
が開催され，約100名の参加者があった．
 （6） 国際会議，国際シンポジウムの共催・協賛・後援
【2012年】（19件）
・日中バイオテクノロジー国際シンポジウム 2012（東大）
《共催》（5月13日～14日）
・シンポジウム「モレキュラー・キラリティー　アジア 
2012」（九大）《共催》（5月17日~18日）
・第12回日中韓酵素工学会議 The 12th Japan ‒ China ‒  
Korea Joint Symposium on Enzyme Engineering（金沢）
《共催》（5月28日~31日）
・NIAS International Seminar for Cryobiology and 
Cryotechnology および第57回低温生物工学会年会（つ
くば）《協賛》（5月31日～6月1日）
・The 9th Asia-Pacific Marine Biotechnology Conference
（APMBC2012）（高知）《協賛》（7月13日～16日）
・The 15th International Congress on Thermal Analysis 
and Calorimetry （ICTAC15）（近畿大）《協賛》（8月20～
24日）
・The 6th International Conference on Gold Science, 
Technology and its Applications（第6回 金の科学，技
術とその応用に関する国際会議）（東京）《協賛》（9月5
日～8日）
・第19回国際質量分析会議（19th International Mass 
Spectrometry Conference）（京都）《協賛》（9月15日～
21日）
・プロテイン・アイランド・松山（PIM）　国際シンポジ
ウム 2012（松山）《後援》（9月25日）
・BioJapan2012―アジア発オープンイノベーション新時代
―（横浜）《後援》（10月10～12日）
・GM国際シンポジウム「GM利用の現状と今後の重要性」
（北大）《後援》（10月13日）
・2nd Symposium on Biotechnology Applied to 
Lignocelluloses （LIGNOBIOTECH-II 2012）（福岡）《共
催》（10月14～17日）
・第16回化学・生命科学マイクロシステム国際会議 The 
16th International Conference on Miniaturized Systems 
for Chemistry and Life Sciences（沖縄）《協賛》（10月
28日～11月1日）
・7th International Conference on High Pressure Bio-
science and Biotechnology （HPBB2012）（滋賀）《協賛》
（10月29日～11月2日）
・第18回名古屋メダルセミナー（名大）《協賛》（11月8日）
・日本希土類学会30周年記念国際シンポジウム（沖縄）
《協賛》（11月8～9日）
・第12回国際有機化学京都会議 The Twelfth Internatio-
nal Kyoto Conference on New Aspects of Organic 
Chemistry（IKCOC-12）（京都）《後援》（11月12日～16
日）

・International Joint Symposium on Single-Cell Analysis 
（The 6th International Workshop on Approaches to 
Single-Cell Analysis & The 8th International Forum on 
Post-Genome Technologies）（京都）《協賛》（11月27日
～28日）
・チトクロム P450発見50周年記念シンポジウム（九大）
《後援》（12月2～3日）
【2013年】（6件）
・向山アルドール反応40周年記念シンポジウム（東京）
《後援》（8月31日）
・Enzyme Engineering XXII（富山）《共催》（9月22日～
26日）
・第15回全反射蛍光X線分析法（TXRF2013）（阪市大）
《協賛》（9月23日～27日）
・第10回アジア・太平洋キチン・キトサン国際シンポジ
ウム（米子）《協賛》（10月4日～8日）
・第18回国際窒素固定会議 （18th International Congress 
on Nitrogen Fixation）（宮崎）《共催》（10月14日～18日）
・第4回アジア太平洋国際ペプチドシンポジウム（大阪）
《共催》（11月6日～8日）
 （7） その他本会の共催・協賛・後援による国内学術集会
【2012年】（89件）
・蛋白質結晶構造解析講習会（東大）《協賛》（3月8～9日）
・未来を拓く高圧力科学技術セミナーシリーズ（37）「生
命科学と高圧力―圧力が導く研究の新潮流―」（同志社
大）《協賛》（3月9日）
・ターゲットタンパク研究プログラム公開シンポジウム
（東京）《後援》（3月12日）
・第15回ペプチドフォーラム（長浜バイオ大）《協賛》（3
月16日）
・2012年度IUFoST-Japan シンポジウム（京女大）《共催》
（3月25日）
・第29回希土類討論会（北大）《協賛》（5月15～16日）
・第63回有機合成化学協会関東支部シンポジウム（理科
大シンポジウム）（東京理科大）《共催》（5月19日）
・第22回万有福岡シンポジウム（九大）《協賛》（5月19日）
・第19回クロマトグラフィーシンポジウム（東京）《協賛》
（5月23～25日）
・食品ハイドロコロイドセミナー2012（東京）《協賛》（5
月24日）
・第23回食品ハイドロコロイドシンポジウム（東京）《協
賛》（5月25日）
・第9回ホスト・ゲスト化学シンポジウム（北大）《協賛》
（5月26～27日）
・微生物データベースの将来に関するフォーラム（玉川
大）《共催》（5月28日）
・日本ゾル ‒ゲル学会第9回セミナー「光テクノロジーに
向けた新材料開発」（日大）《協賛》（6月1日）
・第23回万有仙台シンポジウム（仙台）《協賛》（6月2日）
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・日本アミノ酸学会第3回産官学連携シンポジウム（東大）
《協賛》（6月4日）
・第101回有機合成シンポジウム（慶應大）《共催》（6月6
日～7日）
・第37回講演会「最新人工光合成」（東大）《協賛》（6月7
日）
・日本ケミカルバイオロジー学会第7回年会（京大）《後
援》（6月7日～9日）
・新規素材探索研究会第11回セミナー（横浜）《共催》（6
月8日）
・第7回トランスポーター研究会年会（京大）《後援》（6月
9～10日）
・創造機能化学講演会（東京）《共催》（6月12日）
・第18回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究
集会（埼玉）《後援》（6月14～15日）
・新学術領域研究「天然物ケミカルバイオロジー～分子標
的と活性制御～」（東大）《協賛》（6月17日～18日）
・平成24年度前期（春季）有機合成化学講習会（東京）
《共催》（6月20日～21日）
・2012構造活性相関フォーラム（京都）《協賛》（6月22日）
・2012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26日～27日）
・第21回日本包装学会年次大会（東大）《協賛》（7月4日
～5日）
・第47回天然物化学談話会（熊本）《協賛》（7月4日～6日）
・第24回万有札幌シンポジウム（北大）《協賛》（7月7日）
・第49回アイソトープ・放射線研究発表会（東大）《共催》
（7月9日～11日）
・セルロース学会19回年次大会（名大）《協賛》（7月12日
～13日）
・第26回キチン・キトサンシンポジウム（北大）《協賛》
（7月12日～13日）
・日本ゾル－ゲル学会第10回討論会（慶應大）《協賛》（7
月26日～27日）
・日本プロテオーム学会2012年大会（東京）《後援》（7月
26日～27日）
・平成24年度JABEE農学系分野審査講習会（東大）《協
賛》（7月28日）
・JABEE審査講習会（阪大）《共催》（8月9日）
・第48回熱測定討論会（JCCTA48）（近畿大）《協賛》（8月
22日～24日）
・第21回日本バイオイメージング学会学術集会（京都）
《協賛》（8月27日～28日）
・第69回熱測定講習会（京府大）《共催》（8月30～31日）
・医薬基盤研究所NMR・DB ワークショップ 2012　～
LC-NMR/MS と薬用植物総合情報データベース～（大
阪）《後援》（8月30～31日）
・JASIS2012（幕張）《後援》（9月5日～7日）
・第29回シクロデキストリンシンポジウム（星薬科大）

《共催》（9月6日～7日）
・2012年度日本冷凍空調学会年次大会（北海道工大）《協
賛》（9月12日～14日）
・第31回日本糖質学会年会（鹿児島）《共催》（9月17日～
20日）
・第54回天然有機化合物討論会（東農大）《共催》（9月18
日～20日）
・FCCA セミナー/FCCAグライコサイエンス若手フォー
ラム 2012（鹿児島）《後援》（9月20日）
・第62回東レ科学講演会（大阪）《後援》（9月21日）
・第10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26日～27日）
・第60回レオロジー討論会（名古屋大）《協賛》（9月26日
～28日）
・日本アミノ酸学会第6回学術大会（千葉大）《協賛》（9月
28日～29日）
・第22回ドリコールおよびイソプレノイド研究会例会（新
潟大）《協賛》（9月29日）
・第35回情報化学討論会（広島大）《共催》（10月3日～4
日）
・公開講演会「大豆のはたらき in大阪―文化・資源・健
康から見た役割―」（大阪）《協賛》（10月4日）
・第57回リグニン討論会（福岡）《共催》（10月17日～18
日）
・2012土壌・地下水環境展（東京）《協賛》（10月17日～19
日）
・フォーラム 2012: 衛生薬学・環境トキシコロジー（名古
屋）《協賛》（10月25日～26日）
・新アミノ酸分析研究会第2回学術講演会（東大）《後援》
（10月26日）
・日本香辛料研究会第27回学術講演会（日大）《協賛》（10
月26日～27日）
・第56回香料・テルペンおよび精油化学に関する討論会
（鹿児島大）《共催》（10月27日～29日）
・第50回粉体に関する討論会（京大）《協賛》（10月30日
～11月1日）
・第11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》（11月1日～2日）
・第59回界面科学部会秋季セミナー（箱根）《協賛》（11月
1日～2日）
・第53回機器分析講習会（東京）《協賛》（11月2日）
・第6回多糖の未来フォーラム（慶應大）《共催》（11月2
日）
・第6回KASTシステムバイオロジー講座（全般篇）「「生
命のシステム　探索のための手引き」（川崎）《後援》（11
月2日）
・日本希土類学会第30回講演会（沖縄）《協賛》（11月7日）
・第49回ペプチド討論会（鹿児島）《共催》（11月7日～9
日）
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・第53回高圧討論会（阪大）《協賛》（11月7日～9日）
・第102回有機合成シンポジウム（早稲田大）《共催》（11
月8日～9日）
・第51回NMR討論会（愛知）《共催》（11月8日～10日）
・酢酸菌研究会第4回研究集会（山口大）《協賛》（11月10
日）
・アグロ・イノベーション 2012（東京）《協賛》（11月14
日～16日）
・NIAS シンポジウム「ポストゲノム時代の害虫防除研究
のあり方　第5回　―殺虫剤抵抗性問題の最前線」（東
京）《後援》（11月15日）
・第45回酸化反応討論会（名古屋）《共催》（11月16日～
17日）
・生物発光化学発光研究会第29回学術講演会（東京）《協
賛》（11月17日）
・平成24年度後期（秋季）有機合成化学講習会（東京）
《共催》（11月20日～21日）
・日本学術会議学術フォーラム「東日本大震災がもたらし
た食料問題を考える」（東京）《後援》（11月21日）
・平成24年度第3回油化学セミナー（東理大）《協賛》（11
月22日）
・第12回基準油脂分析試験法セミナー（東京）《協賛》（11
月26日～27日）
・第29回ニューメンブレンテクノロジーシンポジウム
2012（東京）《協賛》（11月27日～30日）
・第39回炭素材料学会年会（長野）《協賛》（11月28日～
30日）
・第40回構造活性相関シンポジウム（岡崎）《共催》（11月
29日～30日）
・第16回生体触媒化学シンポジウム（富山）《共催》（11月
29日～30日）
・革新的環境技術シンポジウム 2012　グリーン成長を目
指して（東大）《後援》（12月5日）
・第39回有機典型元素化学討論会（岩手）《共催》（12月6
日～8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
御」第4回公開シンポジウム（東大）《後援》（12月7日
～8日）
・理研シンポジウム「第13回分析・解析技術と化学の最
先端」（理研）《協賛》（12月12日）
・シンポジウム ナノバイオテクノロジーに基づくDDS技
術による新世代ワクチン技術（東大）《共催》（12月18
日）

【2013年】（40件）
・（公社）日本栄養・食糧学会関東支部　第15回脂質栄養
シンポジウム（東京）《後援》（1月14日）
・第24回高分子ゲル研究討論会（東大）《協賛》（1月16日
～17日）

・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21日～22日）
・第7回大阪大学フロンティア産業バイオシンポジウム―
「機能性食品・飲料研究開発の新展開」（大阪）《協賛》（2
月1日）
・次世代DNAシークエンス技術応用研究会（豊橋技科大）
《協賛》（2月25日）
・第70回熱測定講習会（早稲田大）《共催》（2月27～28日）
・生命分子機能研究会セミナー2013「生命分子を基盤とす
る創薬科学」（長浜バイオ大）《協賛》（3月8日）
・日本生物工学会技術セミナー「食品加工技術と食のメタ
ボロミクスの最前線」（仙台）《協賛》（3月23日）
・シンポジウム「日本農業の原（現）状と未来」（東京）
《共催》（4月5日）
・第20回記念シンポジウム「モレキュラー・キラリティー
2013」（京大）《共催》（5月10～11日）
・食品ハイドロコロイドセミナー2013（東京海洋大）《協
賛》（5月22日）
・第24回食品ハイドロコロイドシンポジウム（東京海洋
大）《協賛》（5月23日）
・第30回希土類討論会（福岡）《協賛》（5月23～24日）
・第10回ホスト・ゲスト化学シンポジウム（和歌山大）
《協賛》（5月25～26日）
・新学術領域研究「天然物ケミカルバイオロジー」第4回
公開シンポジウム（つくば）《協賛》（5月28～29日）
・第23回万有福岡シンポジウム（九大）《協賛》（6月1日）
・第15回マリンバイオテクノロジー学会大会（沖縄）《協
賛》（6月1～2日）
・第103回有機合成シンポジウム（慶應大）《共催》（6月5
日～6日）
・日本ゾル‒ゲル学会第10回セミナー 「機能性ナノスケー
ル材料の最先端 」（阪府大）《協賛》（6月7日）
・新規素材探索研究会第12回セミナー（横浜）《共催》（6
月7日）
・第40回生体分子科学討論会（阪大）《共催》（6月7～8日）
・第19回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究
集会（京大）《後援》（6月13～14日）
・平成25年度前期（春季）有機合成化学講習会（東京）
《共催》（6月19日～20日）
・日本ケミカルバイオロジー学会第8回年会（東京医科歯
科大）《後援》（6月19日～21日）
・第58回低温生物工学会セミナー（関西大）《協賛》（6月
22日）
・第24回万有仙台シンポジウム（仙台）《協賛》（6月29日）
・第50回アイソトープ・放射線研究発表会（東大）《協賛》
（7月3日～5日）
・セルロース学会20回年次大会（京大）《協賛》（7月18日
～19日）
・日本ゾル－ゲル学会第11回討論会（広島大）《協賛》（8
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月1日～2日）
・第32回日本糖質学会年会（大阪）《共催》（8月5日～7日）
・第3回高校生バイオサミット in鶴岡（慶應大）《後援》（8
月19日～21日）
・第61回日本質量分析総合討論会（つくば）《共催》（9月
10日～12日）
・第30回シクロデキストリンシンポジウム（熊本）《共催》
（9月12日～13日）
・第49回X線分析討論会（阪市大）《協賛》（9月23日～27
日）
・第27回キチン・キトサンシンポジウム（米子）《協賛》
（10月4日～8日）
・第57回香料・テルペンおよび精油化学に関する討論会
（埼玉大）《共催》（10月5日～7日）
・第43回複素環化学討論会（岐阜）《共催》（10月17日～
19日）
・第50回ペプチド討論会（大阪）《共催》（11月6日～8日）
・第36回情報化学討論会（筑波大）《共催》（11月7日～8
日）
・第46回酸化反応討論会（筑波大）《共催》（11月15日～
16日）
 （8） 支部主催等による学術集会
北海道支部（2件）
・夏期シンポジウム「地域から発信する農芸化学」（北
大（函館），7月28日）
・平成24年度支部講演会（北大，11月2～3日）
東北支部（4件）
・支部シンポジウム「遺伝子解析による実用研究の新展
開」（秋田，6月30日）
・東北支部第13回若手の会（弘前，10月5日）
・東北支部第147回大会（弘前大，10月6日）
・平成24年度市民フォーラム「生命・食糧・環境と放
射線」（いわき明星大，2013年2月16日）

関東支部（4件）
・第1回支部例会　受賞記念講演・シンポジウム「昆虫
の行動を規定する化学」（東大，7月21日）
・高校生セミナー「バイオサイエンス・スクール 2012　
高校生のための実験教室」（日大，8月7～8日）
・関東支部2012年度大会　一般講演・受賞講演・ポス
ター発表（新潟薬科大，10月27~28日）
・第2回支部例会　受賞記念講演・シンポジウム「生物
個体間の化学　最近の話題から」（茨城大，2013年2
月9日）

中部支部（3件）
・第164回例会「生活習慣病とライフスタイルイノベー
ション」（信州大，6月30日）
・第165回例会・ミニシンポジウム「日本発 商業化を
めざす遺伝子組換え作物」（名大，10月27日）
・第166回例会・若手シンポジウム「換骨奪胎―生体分

子利用の新展開―」（福井，11月2日）
関西支部（5件）
・支部例会（第474回講演会）（京府大，5月26日）
・支部例会（第475回講演会・ミニシンポジウム）（阪府
大，7月14日）
・平成24年度関西支部大会（関西支部第476回講演会）
（京都学園大，9月29日）
・支部例会（第477回講演会）（神戸大，12月1日）
・支部例会（第478回講演会）（京大，2013年2月2日）
中四国支部（9件）
・支部創立10周年記念第18回市民フォーラム「応用生
命化学コースの最前線」（愛媛大，5月26日）
・支部創立10周年記念支部例会（第33回講演会）（愛媛
大，6月2日）
・支部創立10周年記念第19回市民フォーラム「甘くて
酸っぱい健康に良い話」（高松，6月23日）
・支部創立10周年記念第20回市民フォーラム「農芸化
学と未来」（福山大，9月15日）
・支部創立10周年記念支部大会（第34回講演会）（山口
大，9月21～22日）
・支部創立10周年記念第21回市民フォーラム「遺伝子
組換えのホントのこと」（山口大，9月22日）
・支部創立10周年記念第14回若手シンポジウム「生物
資源化学の新たな展開」（徳島大，10月27日）
・支部創立10周年記念支部例会（第35回講演会）（高知
大，2013年1月26日）
・支部創立10周年記念第22回市民フォーラム「資源と
しての高知の植物の魅力」（高知大，2013年1月26日）

西日本支部（4件）
・支部例会（福岡，6月4日）
・第49回化学関連支部合同九州大会（北九州，6月30
日）
・平成24年度日本農芸化学会西日本支部および日本栄
養・食糧学会九州・沖縄支部合同大会（鹿児島大，9
月27～29日）
・第301回西日本支部例会および講演会（九大，2013年
1月26日）

 （9） JABEE（日本技術者教育認定機構）対応委員会関
係

 1） 2012年度には，農学一般関連分野で，1件の新規審
査（農芸化学関係のプログラム），1件の継続審査（実
地審査）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（書類審査）があった．本
会からは，農学一般関連分野の実地審査の審査員1名，
オブザーバー1名を派遣した．

 2） 2012年7月28日に，JABEE農学系分野審査講習
会が東京大学弥生講堂で開催された．本会からは，
JABEE対応委員を含めて 3名が参加した．また，
2012年8月9日に，日本生物工学会，日本農芸化学会，
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化学分野JABEE委員会，農学会が共同主催する日本
技術者教育認定制度（JABEE）審査講習会が大阪大
学中之島センターで開催された．本会からは，2名の
講師を派遣した．JABEE審査員研修会が 9月7日と 8
月25日～26日にあり，本会から 2名参加した．

 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．

 5） 2012年度日本農芸化学会大会時に，JABEE シンポ
ジウム「農芸化学における人材育成」を開催し，約
200名の参加者があった．

 （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） 最高裁判所 知的財産専門委員候補者（2012年6月）
3名（氏名非公開）

 2） 大学評価・学位授与機構　機関別認証評価専門委員
の推薦（2012年10月）8名

 3） 日本農学会（2012年11月）
評 議 員：太田明徳　会長（東京農業大学），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） 日本農学会関係
 1） 平成24年度日本農学大会は 2012年4月5日，東京
大学山上会館 において，日本農学賞授与式ならびに
読売農学賞授与式 など開催された．

 2） シンポジウム「東日本大震災からの農林水産業と地
域社会の復興」が 2012年10月13日，東京大学弥生講
堂・一条ホールで開催された．

 （12） 財団法人農芸化学研究奨励会関係
財団法人農芸化学研究奨励会は 2012年度研究助成事業
として，2012年11月に第40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，2013年3月末日を締め切
りとして募集し，現在選考中である．
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（約
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開催（全10回）．

*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

2012年度サイエンスカフェは以下のとおり全10回開催
した．
1  ［第47回］（関東）*1「植物は何をどのように食べるの
か？」（4月21日，三省堂書店神保町本店）講師：藤原 
徹 氏，コーディネーター：西川　拓氏，参加者数23名
2  ［第48回］（西日本）*2「食と健康を支援する ①「食品
のはたらき」②「満腹を導く食品：じゃがいも」③「果
実堂の食の提案：有機栽培ベビーリーフ」」（6月2日，
九州大学農学部4号館110教室）講師：山田耕路氏，永
峰里花氏，水上洋介氏，コーディネーター：片倉喜範
氏，参加者数52名
3  ［第49回］（関東）*1「小さなムシを使った研究からヒ
トの体の仕組みを理解する」（8月4日，三省堂書店神保
町本店）講師：丹羽隆介氏，コーディネーター：西川 
拓氏，参加者数21名
4  ［第50回］（北海道）*1「化学でひも解く植物の生きる
知恵」（8月25日，三省堂書店札幌店）講師：松浦英幸
氏，コーディネーター：高橋公咲氏，参加者数17名
5  ［第51回］（関西）*2「捨てるものを微生物で再生利用‒
温泉から取れた微生物にトリの羽を食べさせる」（9月8
日，レアルプリンセサ・リカルディーナ磯上邸），講師：
渡部邦彦氏，コーディネーター：伊藤真之氏，参加者数
20名
6  ［第52回］（中四国）*2「藍染めとサイエンス」（9月20
日，児島商工会議所会議室）講師：真鍋寿男氏，コー
ディネーター：神崎　浩氏，参加者数28名
7  ［第53回］（東北）*2「微生物の力を味わおう」（10月27
日，弘前大学農学生命科学部）講師：殿内暁夫氏，コー
ディネーター：宮入一夫氏，参加者数26名
8  ［第54回］（関西）*2「骨粗鬆症とは？～健康な骨を維
持するために～」（11月21日，UCCカフェ・コンフォー
ト神戸市庁舎店），講師：乾　隆氏，コーディネーター：
神戸大学サイエンスショップ，井戸端サイエンス工房，
参加者数20名
9  ［第55回］（中部）*2 in名古屋市科学館「体内時計の乱
れと食事とメタボ」（11月24日，名古屋市科学館東館食
堂）講師：小田裕昭氏，コーディネーター：吉村　徹
氏，参加者数48名
10 ［第56回］（東北）*2「非常食（災害食）を身近に感じ
るために」（1月12日，東北大学片平さくらホール），講
師：伊藤秀朗氏，高力美由紀氏，庄子真樹氏，コーディ
ネーター：池戸重信氏，参加者数37名
（2）学校教育における農芸化学の普及活動補助の選考

2012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件を普及活動補助として採択した．
1.　「DNAとその機能に関する実験研修会（高校教
員対象）」（8月10日，都立戸山高校生物実験室）申
請者：田中博，補助額200,000円
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2.　「小田急線沿線の農学系をもつ大学を訪問し，
農芸化学について学ぼう」（8月から 3月，日本大
学生物資源科学部・東京農業大学・明治大学農学
部・玉川大学農学部）申請者：武藤吉光，補助額：
96,040円

（3）大会トピックス賞の表彰
2012年度大会一般講演発表2,384題から 30演題を
選定し，口頭発表終了後，対象者に郵送にて賞状を
送付した．

（4）大会記者発表
2012年3月7日に東京（東大農学部）において報
道各社を招き記者会見を開催した．新聞，出版関係
者26名に 2012年度大会の広報資料を配布し，学会
長，広報担当理事，大会実行委員会プログラム委員
長が 30演題の研究発表を紹介，解説した．17演題
（掲載誌15件）が新聞各紙に掲載された．

（5）ニュースメール配信
メールアドレス登録会員向けニュースメールを
2012年度は 17回配信した．メールアドレス登録者
は 2013年2月現在 約8,500名．

（6）バナー広告
2011年度より学会ホームページおよび年次大会
ホームページに設置した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 2013年2月現在で 7枠
7社（学会3社，年次大会4社）に利用されている．

（7）出前授業（2011年度より開始，全7回開催）
2011年度　全2回開催
1［第1回］　2011年10月28日（金）沖縄工業高等専
門学校「食品を科学的に研究すること」講師：清水　
誠氏，聴講者：172名（本科3年生：43名，本科4
年生：36名＋34名，本科5年生：36名，教員その
他：23名）
2［第2回］　2011年11月16日（水）静岡学園高等学
校「最先端創薬研究に関して」講師：渡辺賢二氏，
聴講者：46名（3年生：4名，2年生：14名，1年生：
21名，教員：7名）
2012年度　全5回開催
1［第3回］　2012年8月27日（月）旭川東高校「大
学における研究」講師：渡辺賢二氏，聴講者：11
名（3年生：2名，2年生：5名，1年生1名，教員3
名）
2［第4回］　2012年12月1日（土）杉並区立科学館
「香りと香料について」講師：菅沼利一氏，聴講者：
一般区民　31名
3［第5回］　2012年12月8日（土）杉並区立科学館
「しょうゆのおいしさはどうやってつくられるの？
～しょうゆづくりに重要な役割を果たす“酵素”の
働き～」講師：小幡明雄氏，聴講者：一般区民 18
名

4［第6回］　2013年2月8日（金）帝塚山高校「食品
の機能と健康」 講師：河田照雄氏，聴講者：女子特
進コース高校2年生　理系化学選択者55名，教職員
10名
5［第7回］　2013年2月23日（土）水戸啓明高校「お
いしさと健康の科学」講師：熊谷日登美氏，聴講
者：計25名（1年生11名（男子），2年生14名（男
子））

3 学術活動強化委員会報告
2012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. 549「Gerhard H. Braus先生講演会」（8月3日，東大

大学院農学生命科学研究科）
No. 550「生合成若手研究者勉強会～有用天然物の生合

成機構の解明を目的とした天然物化学分野の
若手研究者勉強会～」（8月25日，静岡県立大
学小講堂）

No. 551「バイオベンチャー起業者講演会」（11月29日，
広大先端物質科学研究科棟，東広島）

国際シンポジウム（申請無し）
「薮田講演会・薮田セミナー」
薮田講演会（申請2件，採択2件）
No. 7「林良雄先生学術講演会」（6月14日，山形大学工

学部4号館，米沢）
No. 8「ゲノム科学特別講演会」（11月29日，広島大先端

物質科学研究科，東広島）
薮田セミナー（申請2件，採択2件）
No. 114「環太平洋プロポリス研究会」（9月21日，アル

カディア市ヶ谷，東京）
No. 115「呼吸鎖の基礎研究とその応用展開～化学反応

としての呼吸鎖と基幹システムとしての呼吸
鎖～」（2013年3月9日，山口大学大学会館，
山口）

 （2） 化学と生物シンポジウムの開催
第38回化学と生物シンポジウム（3月21日，京大百周
年時計台記念館ホール　参加者110名）　「画像と音で探る
食品の姿」と題して開催．
本シンポジウムは，京都市教育委員会，京都大学大学院
農学研究科の後援を得，また，市内の図書館にポスター掲
示を依頼して市民への周知を図った．
 （3） 高校向け理科実験プロトコルのHPによる公開
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
ルを集め公開した．また，今後も対象分野を広げ，継続し
ていくこととした．
 （4） 学術活動強化委員会からの提言について
学術活動強化委員会から理事会への提言として，来る理
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事会に一部修正のうえ委員会の最終案として提出すること
とし，その後の判断は理事会に委ねることが報告された．
 （5） 日本農芸化学会フェローについて
規程案，フェローの推薦用紙，推薦方法などを提示し，
支部等でご議論いただき継続して検討することとした．
4 和文誌編集委員会報告
委員会において「化学と生物」誌の企画・編集を行い，
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．
2011年11月に行われた「鈴木梅太郎博士ビタミン B1発

見100周年祝典・記念シンポジウム」関連記事を数回に分
けて掲載した．
5 英文誌編集委員会報告
（1）2012年1月～12月の投稿数は前年より 6編少ない
935編,掲載数は前年より 12編少ない 441編であった．ま
た ,論文の印刷頁数は 56頁少ない 2434頁であった．投稿
から掲載までの期間は，Regular Paper，Note が平均約
170日（最短96日）, Communication が平均約95日（最短
79日）である．また審査期間は Regular Paper，Note が
平均61日（最短12日）, Communication が平均約45日（最
短31日）である．
（2）英文誌76巻掲載の Regular Paper, Communication
全295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74巻， 75巻掲載の Regular Paper, Communi-
cation, Note全910編のうち， 2013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報告
2012年度の活動は下記のとおりである．
 （1） 第10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38
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，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件の受賞者および受
賞研究テーマを選出した．重点研究領域①天然物の医薬・
農薬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13件，採択

なし）
重点研究領域② 機能性食品素材および食品

（応募14件，採択1件）
受　賞　者：久恒辰博氏

（東京大学大学院新領域創成科学研究
科・准教授）

受賞テーマ：高機能食品成分を用いた脳老化の予防と
改善に関する研究

重点研究領域③ グリーンバイオテクノロジー
（応募7件，採択1件）

受　賞　者 ： 中島琢自氏（北里大学感染制御研究機
構・研究員）

受賞テーマ：メタン発酵プロセスに用いる高熱性細菌
の探索と応用

重点研究領域④ 地場産業の創生と活性化  （応募4件，採
択1件）

受　賞　者：田丸靜香氏
（長崎県立大学看護栄養学部・助教）

受賞テーマ：ヘスペリジンの機能性に注目したかんき
つ類の高度利用と地域活性化」

上記第10回農芸化学研究企画賞の副賞として，下記17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），アス
テラス製薬（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） 産学官学術交流委員会フォーラム
京都女子大学で開催された日本農芸化学会2012年度大
会において，2012年3月24日（土）に，産学官学術交流委
員会・産学官若手交流会（さんわか）主催で，産学官学術
交流委員会フォーラムを開催した．
フォーラムは，下記内容で行われ，200名以上の出席が
あり盛況であった．
第1部　第7回農芸化学研究企画賞受賞者最終報告会（3
演題，口頭発表）
第2部　シンポジウム「産業界は「農芸化学」に対して
どのような研究と人材育成を望んでいるか？」
第3部　第8回農芸化学研究企画賞受賞者中間報告会（3
演題）・第6回農芸化学研究企画賞受賞者最終報告会（3演
題）（ポスター発表）
第4部　ポスターディスカッション（産学官連携研究の
実際～シーズ発掘から応用研究まで～）＆技術交流会
 （3） 産学官若手交流会（さんわか）による活動
・2012年3月24日（土）　於京都女子大学
2012年度産学官学術交流委員会フォーラム
参加者200名以上
・2012年5月17日（木）　於エルパーク仙台
市民公開講座「産学官民の「食の安全・安心」へのそれ
ぞれの取り組み」
（第66回日本栄養・食糧学会と合同開催）
参加者約100名
・2012年9月25日（火）　於（公財）北海道科学技術総合振
興センター・ノーステック財団（北海道大学内）
第17回産学官若手勉強会「産学官連携からイノベーショ
ンを興すには」
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参加者約30名
・2012年11月17日（土）於埼玉県立川越女子高等学校
市民フォーラム「身近な生活にいきる農芸化学」
参加者約80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・高等学校を対象にした理科教育支援事業は，昨年
度に引き続き，2012年度も被災3県の教育委員会宛及び所
在する高校（282校）と市町村教育委員会（128市町村）
経由で中学校宛に直接FAXを送信してアンケートを実施
した．68高校と 44中学校から回答を得，次の高校27校と
中学校28校を支援校として選定した．中学校に対しては
当面物品寄附のみの支援とした．【高校】岩手県（2校）
高田高校，沼宮内高校，宮城県（7校）仙台第二高校，東
松島高校，宮城野高校，仙台青陵中等教育学校，加美農業
高校，気仙沼向洋高校，石巻好文館高校，福島県（18校）
会津若松ザベリオ学園中学・高校，磐城桜が丘高校，小高
商業高校，相馬農業高校，富岡高校，福島東稜高校，いわ
き海星高校，長沼高校，郡山女子大学附属高校，光南高
校，原町高校，安達高校，安積黎明高校，浪江高校，新地
高校，小高工業高校，浪江高校津島校，盤城高校【中学
校】岩手県（6校）大船渡市立大船渡中学校，久慈市立三
崎中学校，大槌町立大槌中学校，大船渡市立吉浜中学校，
大船渡市立赤崎中学校，大船渡市立越喜来中学校，宮城県
（9校）塩竈市立第三中学校，南三陸町立歌津中学校，南
三陸町立戸倉中学校，山元町立山下中学校，名取市立閖上
中学校，蔵王町立宮中学校，山元町立坂元中学校，塩竈市
立浦戸第二小学校・浦戸中学校，岩沼市立玉浦中学校，福
島県（13校）福島市立福島第四中学校，福島市立西信中
学校，福島市立西根中学校，福島市立野田中学校，福島市
立蓬莱中学校，伊達市立桃陵中学校，南相馬市立鹿島中学
校，南相馬市立原町第一中学校，大熊町立大熊中学校，新
地町立尚英中学校，中島村立中島中学校，郡山ザベリオ学
園中学校，本宮市立本宮第二中学校
【出前授業】（全7回開催）
1［第1回］　2012年6月18日（日）福島県立浪江高等学校
津島校「小さな微生物の大きな力」講師：阪井康能氏，聴
講者：1学年15名，2学年10名，避難者6名
2［第2回］　2012年6月25日（月）（宮城県）私立尚絅学院
高等学校「麹菌のアミラーゼ検出実験」「簡易DNA抽出実
験」講師：中島春紫氏，聴講者：1年生および 3年生の混
成　計45名
3［第3回］　2012年7月19日（木），7月23日（月），7月24
日（火）宮城県仙台二華高等学校「組換えDNA技術がも
たらした生命科学・医学研究への影響」講師：米山  裕氏，
聴講者：3年生53名
4［第4回］　2012年9月11日（火）岩手県立大東高等学校
「おいしさと健康の科学」講師：熊谷日登美氏，聴講者：3

年理系進学コース 37名，2年理系進学コース 30名
5［第5回］　2012年11月7日（水）福島県立安達高等学校
「放射線の話」講師：中島春紫氏，聴講者：生徒200名
6［第6回］　2012年11月7日（水）福島県立安積黎明高等
学校「植物の栄養の話」講師：藤原　徹氏，聴講者：2年
生35名，教諭1名
7［第7回］　2012年12月17日（月）福島県立小高商業高等
学校「ヒトの暮らしと微生物―私たちの生活を支えてくれ
る小さな巨人―」講師：米山　裕氏，聴講者：情報処理科 
2年生 24名（男子6名，女子18名）
8 倫理委員会報告
日本農芸化学会は，会員の活動が社会的規範から逸脱す
ることなく，高い倫理性をもって社会の発展に貢献できる
よう，その促進を旨として「日本農芸化学会会員行動規
範」を定め，「日本農芸化学会倫理委員会規程」に従って
倫理委員会を本会理事会の下に設置することを決定した．
本年度は，本会関連事案3件について調査委員会を立ち
上げ，その他1件については大学調査委員会の結論を待っ
て検討するとして保留とした．調査委員会で検討した 3件
のうち，1件については倫理委員会規程に抵触する要件は
ないとの調査結果をまとめ，理事会で承認された．今後も
継続して，対象事案について厳正に対応していくこととし
た．
9 将来構想委員会報告
将来構想委員会は 1年間の期限付きのアドホック委員会
として 2012年4月に発足した．将来構想委員会，および
その下部組織としての将来構想ワーキンググループ（WG） 
は，あわせて全9回の会議を開催し，英文誌の出版の財源
にかかわる問題，現状の学会活動の整理統合，事務体制，
出版物の発表形態などについて検討した．本会は 2012年3
月1日に公益社団法人へ移行し，税制の優遇措置が適用さ
れることなどから，学会に寄附することのメリットも充分
にあることを踏まえ，外部資金を獲得し，学会運営を財源
の面からコントロールする財務委員会を発足する案を提案
した．これをはじめとして，「BBB」や「化学と生物」に
関する発行形態に関する案，各種委員会の業務内容の改善
案など，農芸化学会活動の改善等に掛かるさまざまな課題
を検討し，それらの結果を理事会及び各種委員会へ具申し
た．また，（財）農芸化学研究奨励会との合併についても検
討していたが，まず公益財団法人化することとなり，数年
後に改めて合併を検討することとした．
10 財務委員会報告
農芸化学会の保有資産は 5億円余りあるものの，その大
部分（3億6千万円ほど）が特定資産であり，特定の事業
以外に使用できる資金に不足している．財務委員会は，公
益社団法人の遵守事項全般含め，農芸化学会の最重要課題
の一つである遊休財産額の保有制限に関する予算案等の検
討，および寄附金や広告収入等の外部資金の獲得方法等を
検討するため，2012年7月に発足した．遊休財産額の保有
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制限を満たすためには，前年度支出額に基づいた翌年度予
算の策定が必須であり，また，公益目的事業の機敏な拡大
や縮小を実施すことも必要である．そこで財務委員会で
は，学会の諸事業を予算の面から管理すると同時に，寄付

金や広告収入を永続的に集めることを目的とし，学会の財
政，寄附金の取扱い及び予算案の策定に必要と考えられる
事案・対策の検討を開始した．


