2019 年 12 月 17 日

2019 年度 BCOJ ボード委員会 活動報告
ビール酒造組合 国際技術委員会
議長
井戸田 裕二

2019 年度のビール酒造組合国際技術委員会（Brewery Convention of Japan、以下 BCOJ）ボード
委 員会の活動につきまして、以下のとおりご報告いたします。

記
2019 年度の国際技術委員会は、下記のメンバーで活動した。
議長
ボード委員

分析委員長
プログラム委員長
専務理事
審議役

事務局長

井戸田 裕二
高岡 成介
川崎 真吾
上村 和彦
石田 文人
島袋 勝
鈴木 康司
熊谷 武士
板垣 武志
齋藤 哲哉
樽岡 誠
久保田 寛
善本 裕之
善本 裕之
堀 智彦

（9 月まで）
（9 月から）

（キリンホールディングス㈱）
（サントリービール㈱）
（サントリービール㈱
（アサヒビール㈱）
（サッポロビール㈱）
（オリオンビール㈱）
（アサヒクォリティーアンドイノベーションズ㈱）
（サントリービール㈱）

（10 月まで）

（10 月から）
（9 月まで）
（10 月から）

（キリンホールディングス㈱）
（キリンホールディングス㈱）

【活動内容】
本年度も、BCOJ 活動の目的の実現に向けて取り組み、国際技術委員会を 4 回、分析委員会を 8 回、プログ
ラム委員会を 5 回開催した。
＜BCOJ 活動の目的＞
1. ビール醸造及び関連産業に於ける原料、資材、生産物を評価するための分析法の統一
2. ビール製造技術者相互交流による科学的、技術的研究の促進
3. 同様の目的を持つ他の国外及び国内の組織との協働
1. 海外関連団体との技術交流
(1) European Brewery Convention (以下 EBC)への参加について
2019 年 6 月 2～5 日にベルギー・アントワープにて開催された第 37 回 EBC に、BCOJ 議長、国際技術委
員、分析委員長、プログラム委員長、審議役、事務局長が BCOJ として参加した。BCOJ 各社のビールを本大
会に寄贈し、大会期間中に会場で配布された。また、BCOJ 主催の懇親会を開催し、参加者の技術交流を深め
ることができた。
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EBC 参加者による BCOJ 懇親会
(2) American Society of Brewing Chemists (以下、ASBC)への参加について
2019 年 6 月 24～26 日に米国・ニューオリンズで開催された ASBC に BCOJ から BCOJ 議長、プログラム委
員長、副分析委員長、審議役、事務局長が参加した。BCOJ 各社のビールを本大会に寄贈し、大会期間中に
会場で配布された。BCOJ としての参加メンバーに対し ASBC 議長名でレセプションに招待された。ASBC からは
議長（Mr. Scott Britton）、前議長（Dr. Dana Sedin）、アジア担当（Dr. Xiang S Yin）を初め、歴代
の議長や関係者が多数参加され、多くの ASBC 関係者と懇親を深めた。また、BCOJ 主催の懇親会を開催し、
参加者の技術交流を深めることができた。

ASBC ボードメンバーとのレセプション
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ASBC 参加者による BCOJ 懇親会
(3) 中国学会参加について
2019 年 11 月 10～12 日に中国・済南で開催された国際学会(The 12th International Conference
on Beer and Beverage Technology)に BCOJ が招待され、BCOJ 議長、分析委員長、プログラム委員長、
次期プログラム委員が参加した。中国の醸造技術の現状のみならず、中国のマーケティング事情等の情報を得るこ
とができた。

中国学会参加
(4) BCOJ 年次大会の開催と ASBC 議長の招聘について
11 月 14～15 日、星陵会館（東京）にて 2019 年度の BCOJ 年次大会を開催し、加盟ビール各社、 関
係官庁、企業等から 318 名が参加した。本年度も、年次大会での発表、懇親会を通じて、魅力的 な商品の開
発や美味しさの実現、安全の確保等に関する技術的な知見の向上等を目的として、活発な技術発表、意見交
換を行った。
ASBC から、議長（Mr. Scott Britton）、次期議長（Mr. Robert Christiansen）、アジア担当（Dr.
Xiang Yin）を BCOJ 年次大会に招聘し、ASBC 議長より「Secondary Refermentation/The Forgotten
Fountain of Youth」の演題で講演頂いた。また、BCOJ 功績賞授賞式では、サッポロホールディングス株式会社
の渡 淳二氏に盾と花束の贈呈が行われた。更に、招待講演として株式会社ユーグレナ代表取締役社長
出雲 充氏より「僕はミドリムシで世界を救うことに決めました」と題して講演を頂いた。
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BCOJ 年次大会の議長プレゼンテーション

BCOJ 功績賞授賞式
2. 分析委員会による活動報告
・分析委員会の活動報告参照
3. プログラム委員会による活動報告
・プログラム委員会の活動報告参照
4. ボード委員会の開催
(1) 第 1 回委員会（4 月 16 日：サッポロビール(株) 北海道工場）
【議題】①EBC 及び ASBC 参加に向けて、発表等を通して、技術交流を図ることを確認した。②BCOJ 功績賞
受賞者審議を行ない、受賞者を決定した。
【技術交流】北海道醤油株式会社を訪問し、工場見学と共に、醤油づくりの講義を受けた。
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北海道醤油株式会社の見学会
(2) 第 2 回ボード委員会（9 月 10 日：ニッカウヰスキー(株) 門司工場）
【 議題】 ① EBC 及 び ASBC 参 加 報告 を実 施 した。 ② 中国 での 国際 学会 (The 12th International
Conference on Beer and Beverage Technology)への BCOJ への参加依頼を受けて、BCOJ ボードメン
バーで審議し、ボード委員会メンバーから参加することを決定した。
【技術交流】TOTO ミュージアムの説明と見学。TOTO の歴史と共に、最新技術を駆使した新商品の紹介を受け
た。

焼酎の試飲会

(3) 第 3 回ボード委員会（11 月 14 日：星陵会館）
【議題】①中国学会参加報告、②年次大会予定の最終確認、③次年度以降の BCOJ 活動、④次年度予算
検討等を行った。
(4) 第 4 回ボード委員会（12 月 17 日：ビール酒造組合）
【議題】①年次大会振り返り、②2019 年活動振り返り、及び 2020 年活動予定、③次年度予算確定等を行っ
た。
以上
（作成：事務局長 堀 智彦、善本 裕之）
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2019 年 12 月 17 日
2019 年度 BCOJ 分析委員会活動報告
分析委員会委員長 鈴木 康司
副委員長 渡辺 敬之
2019 年度の分析委員会は下記メンバーで活動した。2019 年 1 月 1 日より 12 月 31 日の活動期間を通じ、
分析委員会を 8 回開催した。
委員長

鈴木 康司

（アサヒクォリティーアンドイノベーションズ㈱）

副委員長

渡辺 敬之

（サッポロホールディングス㈱）

委員

室 公志

（キリンホールディングス㈱）

相川 俊明

（アサヒビール㈱）

東 佳孝

（オリオンビール㈱）

審議役

森田 憲哉

（3 月まで）

（サッポロホールディングス㈱）

神谷 隆史

（4 月より）

（サッポロホールディングス㈱）

澤田 美穂

（7 月まで）

（サントリービール㈱）

石丸 茉莉子

（7 月より）

（サントリービール㈱）

齋藤 哲哉

（10 月まで）

樽岡 誠
久保田 寛
善本 裕之

（10 月より）

１．2019 年度 BCOJ 共同実験
・2019 年度の BCOJ 共同実験では、2018 年に引き続き「SPME-GC/MS 法を用いたビール中のホップ香
気成分分析」をテーマに取り組みを進めた。
・リナロール、ゲラニオール、ミルセンの 3 成分について、分析法構築のための予備実験を重ねてきた。（サッポロ
社、サントリー社）。
・2018 年度中の取組については、6/24 – 26 に米国で開催された ASBC Annual Meeting においてサッ
ポロ社の渡辺によりポスター発表が行われた。（ポスター作成はサントリー社の澤田委員が担当。）
・暫定法として構築が完了したため、BCOJ 5 社でプレコラボ試験を 4-5 月に実施した。単一試験室の分析法
としては問題ないものの、複数試験室で行うフルコラボ試験に進むためには特にミルセンの室間分析精度につ
いて課題が残ることが判明した。
・様々な検証、実験の結果、ミルセンの分析精度悪化の原因として、GC バイアルキャップの密閉性が影響して
いる可能性が考えられたため、来年度第一四半期はその点を改善した上で BCOJ 5 社によるプレ試験を実
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施予定。
・BCOJ 5 社によるプレ試験を踏まえた上で、本コラボ試験（8 試験室以上）に臨む予定。現行法でもリナロ
ール、ゲラニオールについては一定の分析精度は確保できており、ミルセンの改善により、3 成分を含めた試験
法の成立を目指して取組を進める。特にミルセンは室間再現性が良くないことが知られており、ミルセンを含め
た 3 ホップ香気成分一斉分析法構築は、成立すればビール産業でも初めての成功事例となる。
２．RTDへのアルコライザー適用
・品目別の出荷量で大部分を占めるリキュール（発泡性／酎ハイ）とスピリッツ（発泡性）をまず申請対象と
考え、キリン社を中心に予備評価を進めている。
・キリン社にて、国税庁認可を目指した予備試験の位置づけとして単一試験室の妥当性評価を進めているが、
各社既設設備であるアルコライザーBeer を転用してビール類同様に測定できないことが明らかとなってきた
（アルコライザーSake/Wine あるいは ME を新規設備投資する必要がある）。
・一方で、京都電子社の自動蒸留装置（SDK）は既に、清酒、リキュール、スピリッツ、ワインで既に国税庁に
認可されている。SDK の導入費用はアルコライザーSake/Wine とほぼ同額水準（400～500 万円程度）
と見込まれているため、各社の本取り組みへのニーズを改めて把握した。その結果、2 社（キリン社、オリオン
社）にはアルコライザー法の RTD 適用に対してニーズがあり、残りの 3 社は比較的低いことが分かった。キリン
社の単一試験室での評価は順調に進んでいるため、国税庁と折衝を行い、認可に必要となる試験項目の規
模感を把握した上で、BCOJ 分析委員会として継続するか否かを討議し、ボード委員会に答申する。
３．2019 年度 BCOJ 勉強会
・9 月 27 日ビール酒造組合 A 会議室にて、以下の勉強会を開催した。参加者は BCOJ 各社およびビール酒
造組合から約 30 名であった。
講師：日本経済新聞社 中野栄子氏
テーマ：「メディアという立場からの食品業界からのリスクコミュニケーション、 情報発信のあり方について」
４．国際協力活動
(1) EBC Analysis Group
・EBC 大会に先立ち、Antwerp, Belgium にて 6 月 1、2 日に開催された。
・BCOJ出席者：齋藤審議役、鈴木委員長、渡辺副委員長
・EBC分析委員会はいったん凋落傾向であったが、2018年からCarlsberg社のLene Bech氏を新委員長に
迎え、Carlsberg社のメンバーを中心に再活性化を進めている。Heineken不在の中、Mahou San
Miguel（スペイン）、Damm（スペイン）、Super Bock Group（ポルトガル）、Swinkels Family
Brewers（オランダ）など欧州中堅ビール会社が活発に参加している。
・EBC分析委員会は、今後MEBAKとの技術交流・人材交流を新たに進め、委員会活動の更なる活性化の
道を模索する。
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・BCOJ分析委員会より2019年度上期活動について紹介した。
(2) EBC Collaborative Trial
・「ビール中の苦味成分」をテーマとした共同実験への参加依頼を受け、アサヒ社、キリン社、サントリー社、サッポ
ロ社から各１ラボが参加した。
(3) ASBC Technical Committee
・ASBC 大会に先立ち、New Orleans にて 6 月 22 日に開催された。
・BCOJ 出席者：樽岡審議役、鈴木委員長、渡辺副委員長
・EBC 分析委員会では、EBC 文書管理のルール化や今後の新たな方向性の模索など、全体に関わる討議が
多かったが、ASBC 分析委員会では、各論的な分科会活動の報告が中心であった。
・分析法の文書管理・参照の仕組にとして、モバイル端末で検索・閲覧しやすい MOA（Methods of
Analysis） 2.0 の取り組みを ASBC では推進している。昨年分析法の Web 化を完了した EBC 分析委
員会、いまだ紙媒体・CD-ROM ベースの BCOJ 分析委員会と比較して先行している。
・BCOJ 分析委員会より 2019 年度上期活動について紹介した。
５．情報公開活動
(1) 2019 年度 BCOJ 年次大会にて分析委員会の活動紹介を口頭で行った。
以上
（文責：渡辺 敬之）
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2019 年 12 月 17 日
2019 年度 BCOJ プログラム委員会活動報告
プログラム委員会委員長 熊谷 武士
１．メンバー
2019 年度のプログラム委員会は、下記のメンバーで活動した。
委員長

熊谷 武士

（サントリービール株式会社）

副委員長

脇平 崇浩

（アサヒビール株式会社）

朝田 圭

（サッポロビール株式会社）

竹村 仁志

（キリンホールディングス株式会社）

審議役

齋藤 哲哉

（9 月まで）

樽岡 誠
久保田 寛
善本 裕之

（9 月より）

２．活動目的
BCOJ の活動目的である、「ビール製造技術者相互交流による科学的、技術的研究の促進」「同様の目的を
持つ他の国外及び国内の組織との協働」、の役割を担う BCOJ 年次大会の企画運営を軸に活動をおこなった。
３．活動概要
・2019 年度のプログラム委員会は、計７回開催した（定例 5 回、臨時 2 回）。
・2019 年 BCOJ 年次大会は、11 月 14 日、15 日の２日間で開催。加盟ビール会社からを中心に、約 318
名の参加があった。大会での主な発表は、EBC Congress、ASBC Annual Meeting、Master Brewers
Conference、の再演 31 題（オーラル 8 題、ポスター23 題）、ASBC 議長講演（Mr. Scott Britton）、
招待講演（出雲 充、株式会社ユーグレナ 代表取締役社長）であった。報告内容の質も国際的にレベルが
高く、参加者からは多くの質疑があり、活発な交流のある年次大会となったと評価している。大会開催について
は引き続き多数の方々から継続を支持されており、今後もより良い大会となるよう運営をおこなっていく。
４．委員会の開催実績
・2019年1月24日：第1回定例委員会（キリンビール 仙台工場）
－年次大会企画/準備、招待講演演題の検討
・2019年3月18日：第2回定例委員会（サッポロビール 九州日田工場）
－年次大会企画/準備、プログラム検討
・2019年4月25日：第1回臨時委員会（東京大学農学部生物化学研究室）
－東原教授との JST 未来社会創造事業に関する意見交換
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・2019年7月12日：第3回定例委員会（オリオンビール 名護工場）
－年次大会企画/準備、プログラム検討、オリオン社への年次大会紹介
・2019年8月29日：第2回臨時委員会（ビール酒造組合）
－年次大会企画/準備、JST 未来社会創造事業・本格研究キックオフシンポジウムの内容共有
・2019年10月3日：第4回定例委員会（星陵会館）
－年次大会企画/準備（最終）、懇親会開場打ち合わせ
・2019年11月13日：BCOJ年次大会前日現場準備（星陵会館）
・2019年11月14日、15日：2019BCOJ年次大会の運営（星陵会館）
・2019年11月29日：第5回定例委員会（サントリービール 天然水のビール工場 京都ブルワリー）
－年次大会振り返り、プログラム委員会引継ぎ書作成、2020年の活動/スケジュール議論

以上
（文責：熊谷 武士）
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