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第三回アクアフォトミクス国際シンポジウム組織委員会の皆様へ

WELCOME TO AQUAPHOTOMICS
生体系における水の重要性は、いまだ
に充分に研究、理解されていない。近
年、コンピューターサイエンス、データ
解析及び新規測定技術の発展と共に、水
は様々な分野の科学チームによって研究
されてきている。この新しいトレンドに
大きな関心を持ち、注力することで、水
に関する新たな発見をもたらしている。
アクアフォトミクスは、新しいオミク
ス研究分野として、神戸大学農学研究科
生体計測工学研究室ツェンコヴァ教授が
提唱した。この新分野の主な目的は、
様々な摂動下における生体あるいは水溶
液中の水分子スペクトルをモニタリング
することにより、水分子の役割を理解す
ることである。アクアフォトミクスで
は、水分子スペクトルを holistic bio
marker として利用し、系に存在する分子
の状態を分子鏡として映し出すことがで
きる。
2014 年 10 月、第一回アクアフォトミ
クス国際シンポジウムを開催し、ヨーロ
ッパを主とした 11 ヶ国の科学者が活発な
議論を行った。そこから新たにアクアフ
ォトミクスに関する 5 ヵ年の EU プロジェ
クトが UC ダブリンでスタートした。2016
年 11 月 26～29 日には、第二回アクアフ
ォトミクス国際シンポジウムを神戸大学
において開催した。国内外からの多くの
参加者を迎え、講演・研究発表、ワー

クショップが行われた。さらに、一般
公開セッションを設け、幅広い人々に
水科学の重要性を知ってもらった。そ
して今年の 12 月 2 日～6 日に、第三回
アクアフォトミクス国際シンポジウム
を淡路夢舞台国際会議場にて開催する
運びとなった。
分野を超えた科学・技術において、
水の役割と働きを理解することは極め
て重要である。その理解は、新しい水
計測装置や、計測技術に関するハード
ウェアおよびソフトウェアの開発への
道を拓く。そして in-vivo バイオモニ
タリングからのスペクトルデータとビ
ックデータの解析は食品の品質評価や
バイオ技術への応用に期待されてい
る。さらに、疾患の診断、理解、予防
に直接関係する水の構造の変化を測定
する新しい方法や装置は、新たな現象
の発見につながるだろう。
なお、神戸大学及びシンポジウム共
催者のサポートに感謝致します。皆様
が自然豊かな淡路島にいらっしゃるこ
とを楽しみにしています。
組織委員長
ツェンコヴァ ルミアナ
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(credit：https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/8068/8068.html)

日付
平成 30 年 12 月 2 日(日)～12 月 6 日(木)

会場
淡路夢舞台国際会議場(レセプションホール B)
〒656-2306 兵庫県淡路市夢舞台 1 番地

主催
第三回アクアフォトミクス国際シンポジウム組織委員会
神戸大学農学研究科生体計測工学研究室

協賛
日本分光学会・農業食料工学会・農業施設学会

組織委員会主要メンバー
名誉委員長：岩元睦夫 (鹿児島県大隅加工技術研究センター所長)
組織委員長：ツェンコヴァ ルミアナ (神戸大学農学研究科)
副委 員 長：尾崎幸洋 (関西学院大学理工学部)
副委 員 長：安井正人 (慶応義塾大学医学部)
副委 員 長：小川雄一 (京都大学農学部)
会
計：森田成昭 (大阪電気通信大学工学部)

学会ツアー
5 日（水）午後、会場発、温泉施設着 （夕食付）
6 日（木）高野山ツアー後、解散 （朝食・昼食付）

公開講演（Aquaphotomics Introduction Course）
12 月 2 日（日）13:00-14:30 参加費無料
対象 Aquaphotomics に興味のある方は誰でも参加できます。
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学会プログラム
・発表者と発表題目については、後日詳細決定後にお知らせいたします。
・口頭およびポスター発表を受け付けております。(概要は本資料末尾をご覧ください)
12/2 (日)
8:30
9:00
10:00
11:00

12:00
13:00

14:00
15:00

16:00
17:00

18:00

12:00 - 18:00
学会登録
13:00 - 14:30
Workshop 1
Aquaphotomics
Introduction
Course
R. Tsenkova
会議室 301
14:30 - 16:00
Workshop 2
Aquaphotomics
Data Analysis
データ解析と
ソフトウェア
会議室 301
16:00 - 16:30
Coffee Break
16:30 - 18:30
Workshop 3
Aquaphotomics
Data Analysis
データ解析と
ソフトウェア

12/3 (月)
8:30 - 18:00
学会登録
9:00 - 10:30
発表
Basic science 1

12/4 (火)
8:30 - 18:00
学会登録
9:00 - 10:30
発表
Basic science 3

12/5 (水)

12/6 (木)

9:00 - 10:30
発表
Basic science 5

学習ツアー

10:30 - 11:00
Coffee Break

10:30 - 11:00
Coffee Break

10:30 - 11:00
Coffee Break

11:00 - 12:30
発表
Basic science 2

11:00 - 12:30
発表
Basic science 4

11:00 - 12:00
Applications 5

レセプションホー
ルB

レセプションホー
ルB

12:30 - 14:00
ポスター
ランチ

12:30 - 14:00
ポスター
ランチ

ホワイエ

ホワイエ

14:00 - 16:30
発表
Applications 1

14:00 - 16:30
発表
Applications 3

16:30 - 17:00
Coffee Break

16:30 - 17:00
Coffee Break

17:00 - 18:00
Applications 2

17:00 - 18:00
Applications 4

レセプションホー
ルB
18:00 - 18:30
総合会議

レセプションホー
ルB

会議室 301
19:00

19:00
Welcome
Reception

19:00
Banquet
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高野山ツア
ー
和歌山

12:00 - 12:30
Closing session
レセプションホール B
12:30
移動
（バス中でランチ）

解散
学習ツアー
温泉施設
和歌山

学会参加費
早期割引*

通常

当日参加

学生

9,000 円

12,000 円

12,000 円

一般

28,000 円

32,000 円

32,000 円

*早期割引:10 月 15 日に延長
Aquaphotomics course および Welcome Reception は無料です。
ふるってご参加ください。

バンケット

一律 8,000 円

学習ツアー

一律 12,000 円

(credit: www.westin-awaji.com)

(credit: wikipedia.org)

お支払い方法について
□日本国内在住の方
早期割引の納付期限は 10 月 15 日です。
振込みにてお願いします。
詳細につきましては、次のページの『お支払いの流れ』をご確認ください。

□国外在住の方
早期割引の登録期限は 10 月 15 日です。
学会当日、インフォメーションデスクにてお支払い下さい。
詳細につきましては、次のページの『お支払いの流れ』をご確認ください。
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お支払いの流れ
1)
2)
3)
4)

学会ウェブサイト（http://conference.aquaphotomics.com/register）に
アクセスし、Registration form をダウンロードしてください。
ダウンロードした Registration form に必要事項を記入してください。
学会ウェブサイトからご自身の Registration form をアップロードし、お名
前、メールアドレスを入力して送信してください。
数日中に事務局より、予約番号とお支払い金額を記載した Registration form
を添付ファイル（.pdf 形式）にてお送りします。

国内居住の方の場合、

外国に居住の方の場合、

学会専用口座へのお振込みをお願いしま
す。

当日、インフォメーションデスクにて、日
本円でお支払いください。

1. お名前のあとに続けて予約番号をご記
入ください。
記入例
コウベタロウ０００１

* 必ず予約番号とお支払い金額を記載した
Registration form をプリントアウトし
てお持ちください。
* なるべくおつりのないように日本円をご
準備ください。

2. お支払い口座
口座名：AQUAPHOTOMICS
口座番号：4519073
銀行：三井住友銀行 六甲支店（421）

*

3. 振込み明細のコピーをメールにて事務
局まで送付願います。
（conference@aquaphotomics.com）
4. 事務局の領収書が必要な場合は、その
旨お知らせください。
*

早期割引の納付期限は 10 月 15 日です。
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早期割引の登録期限は 10 月 15 日です。

その他
□ シンポジウム会期中の宿泊について
ウェスティンホテル淡路に特別料金で宿泊できます。
ホテル情報（http://www.westin-awaji.com/）
・申し込み方法
Registration form に、人数、お部屋のタイプ、
宿泊日数などを記入してください。
注：直接にホテルに申し込むことはできません。

(credit: www.westin-awaji.com)

・料金（朝食込み）
Single
12,420 円
Twin
8,100 円
Triple
6,600 円
いずれもお一人様一泊の料金です。

(credit: www.westin-awaji.com)

□ 学習ツアーについて（12 月 5 日～6 日）
高野山ツアーを実施します。
参加費

12,000 円 (1 泊 3 食付)

宿泊

お水の宿「このの」
(credit: commons.wikimedia.org)

和歌山県橋本市神野々895
(Tel 0736-32-7747)

□ キャンセル時の払い戻し


参加費
(credit: www.wakayama-kanko.or.jp)

11 月 18 日までキャンセル料なし、11 月 25 日
まで 50％負担
11 月 26 日以降は全額負担


バンケット & 学習ツアー
11 月 28 日までキャンセル料なし、11 月 29 日は全額負担



ウェスティンホテル淡路
宿泊の前日９時以降はキャンセル料８０％、当日は全額負担
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Abstract







Abstracts should be prepared following the sample abstract below.
Please submit the abstract as an attachment to conference@aquaphotomics.com no
later than October 22, 2018 (extended).
Please indicate whether you prefer an oral or a poster presentation.
All abstracts will be reviewed by the scientific committee. Accepted papers will be sorted
between oral and poster presentation and assigned a schedule within the program.
Applicants will be notified of the results in Early November, 2018.
Abstracts will be uploaded to the conference website during the symposium.

SAMPLE*
English Title (Times New Roman 12pt Bold)
Authors names (Times New Roman 10pt)
Affiliation of the authors and contact e-mail address of the corresponding author (Times New
Roman 10 pt. Italic)
Summary: This document shows a sample abstract format. An English abstract is required. Abstract
should be within two pages on an A4 sheet including figures, tables and references. Line spacing is
fixed at 14 pt. Font should be Times New Roman 10 pt. Please set top and bottom margin at 2 cm,
and right and left margin at 2.5 cm. Abstracts will be only accepted in PDF format, please convert
MS-word or any other file format to PDF before submitting the abstract
Introduction: The letter font for the body of the Abstract also should be Times New Roman, 10pt.
Methods: Please write your Abstract with a free headline followed by i.e. Results, Discussion,
Conclusion. The composition of headlines is free.
Results and Discussion: Please prepare Figures and Tables following the references shown below.
Table 1. Table font size should be 9 pt.

X

Y

Z

1

2

3

0.1

0.2

0.3

Figures should be black and white
.
Figure 1. Figure font size should be 9pt
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