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

井戸田 裕二
高岡 成介
川崎 真吾
上村 和彦
石田 文人
島袋 勝
分析委員長
鈴木 康司
プログラム委員長 熊谷 武士
専務理事
板垣 武志
審議役
齋藤 哲哉
樽岡 誠
久保田 寛
善本 裕之
事務局長
善本 裕之
堀 智彦

(9 月まで)
(9 月から)

（キリン社）
（サントリー社）
（サントリー社）
（アサヒ社）
（サッポロ社）
（オリオン社）
（アサヒ社）
（サントリー社）

(10 月まで)

(10 月から)
(9 月まで)
(10 月から)

（キリン社)
（キリン社)

【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】①EBC 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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