
     

（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成２３年 ４月１４日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セミナー代表者所属・部局  岡山大学・大学院自然科学研究科(理) 

（ふりがな）       しん けんじん 

職・氏 名  教授・沈 建仁           
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ フィンランド ）とのセミナー（振興会対応機関： AF       ） 

 

 

2． セミナー名  光合成研究の将来展望：ゲノムから環境まで            

 

 

3． 期   間  平成 23年3 月 1日 ～ 平成 23  年 3月 5 日（ 5 日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名）  岡山   岡山ロイヤルホテル                        

 

5． 参加者数   日本側               ２７ 名 
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（代表者を含む） 

相手国側      １６ 名    計 ４３ 名 
 

その他の国              名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏    名 所属・部局・職名 専    門 

鹿内 利治* 

田中 歩* 

田中 寛* 

池内昌彦* 

島崎研一郎* 

高橋裕一郎 

和田 元* 

皆川 純* 

坂本 亘 

村田 紀夫 

園池 公毅* 

杉浦 美羽* 

 

西山佳孝* 

石北 央* 

 

日原 由香子* 

水澤直樹* 

吉岡美保 

大西紀一 

土井道生 

加藤祐介 

Zhang Lingang 

緑川 貴文* 

渡辺 麻衣 

足立 秀行 

江島加余子 

大鶴真寿美 

京都大学・大学院理学研究科・教授 

北海道大学・低温科学研究所・教授 

千葉大学・大学院園芸学研究科・教授 

東京大学・大学院総合文化研究科・教授 

九州大学・大学院理学研究院・教授 

岡山大学・大学院自然科学研究科・教授 

東京大学・大学院総合文化研究科・教授 

基礎生物学研究所・教授 

岡山大学・大学院自然科学研究科・教授 

基礎生物学研究所・名誉教授 

早稲田大学・教育学部・教授 

愛媛大学・無細胞生命科学工学研究センター・

准教授 

埼玉大学・大学院理工学研究科・准教授 

京都大学・生命科学系ｷｬﾘｱﾊﾟｽ形成ﾕﾆｯﾄ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾘｰﾀﾞｰ（特定助教） 

埼玉大学・大学院理工学研究科・准教授 

東京大学・大学院総合文化研究科・助教 

岡山大学・大学院自然科学研究科・助教 

岡山大学・大学院自然科学研究科・特任助教 

九州大学・大学院理学研究院・助教 

岡山大学・資源植物科学研究所・技術職員 

岡山大学・大学院自然科学研究科・大学院生 

東京大学・大学院総合文化研究科・大学院生 

東京大学・大学院総合文化研究科・大学院生 

岡山大学・大学院自然科学研究科・大学院生 

埼玉大学・大学院理工学研究科・大学院生 

埼玉大学・大学院理工学研究科・大学院生 

植物遺伝学 

植物生理学 

分子生物学 

分子生物学 

植物生理学 

植物生化学 

分子生物学 

分子生物学 

植物生理学 

植物生理学 

植物分子生理学 

植物生理学 

 

植物分子生理学 

理論化学 

分子生物学 

植物生理学 

植物生理学 

分子生物学 

植物生理学 

分子生物学 

植物生理学 

植物生理学 

植物生理学 

植物生理学 

分子生物学 

分子生物学 



     

  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名    University of Turku・教授・Eevi Rintamäki           

 

(3) 相手国参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

   

氏   名 所 属・職 名 専    門 

Eva-Mari Aro 
Tapio Palva  
Kurt Fagerstedt 
Yagut Allahverdiyeva 
Hely Häggman 
Saijaliisa Kangasjärvi 
Kristiina Mäkinen 
Jaakko Kangasjärvi 
Natalia Battchikova 
Teemu Teeri 
Markku Keinänen 
Esa Tyystjärvi 
Taina Tyystjärvi 
Anzu Minami 
Isamu Sakurai  

University of Turku・教授 
University of Helsinki・教授 
University of Helsinki・教授 
University of Turku・研究員 
University of Oulu・教授 
University of Turku・研究員 
University of Helsinki・教授 
University of Helsinki・教授 
University of Turku・研究員 
University of Helsinki・教授 
University of Eastern Finland・教授

University of Turku・上級助手 
University of Turku・研究員  
University of Turku・研究員 
University of Turku・研究員 

植物生理学 

分子生物学 

分子生物学 

生物物理学 

分子生物学 

植物生理学 

植物生理学 

植物分子遺伝学 

植物生化学 

植物分子生物学 

分子生物学 

光生物学 

分子生物学 

分子生物学 

植物生理生化学 

  

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 専    門 
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7．セミナー概要（セミナーの目的・実施状況・成果等を簡潔に記載してください。） 

［セミナーの目的］ 
光合成は、太陽光エネルギーを生物が利用可能な化学エネルギーに変換すると同時に、酸素呼吸型生物の

生存に不可欠な酸素を供給する重要な反応である。この二国間セミナーでは、光合成の基本的な分子機構と、

最近のさまざまな生物のゲノム解析の結果を踏まえ、様々な環境ストレス下での光合成の制御機構、植物の

成長や分化と光合成との関係について、日本とフィンランド両国のトップレベル研究者が集結し、講演を行

い、議論する。これらの議論を通して、両国において行なわれている特徴ある研究から様々なアイデアを見

出し、今後の新たな研究の方向性や新しい共同研究の可能性を探ることが本セミナーの目的である。また、

若手研究者によるセミナーへの積極的な参加を呼び掛け、若手研究者の教育・育成及び研究交流に貢献する

こともこのセミナーの重要な目的である。 

[セミナーの内容］ 
 このセミナーは、実質４日間で開催し、講演では５つのセッションに分け発表が行われ、さらにポスター

セッションを設け、発表と議論が行われた。セッション１は光合成反応のダイナミクスと調節に関するもの

て、光合成装置の発現制御機構、光、リン酸化などによる光合成の調節機構について発表と議論が行われた。

特に光化学系 I のアセンブリーにかかわる因子の同定と役割、循環的電子伝達を行う超―超分子複合体の単

離精製・性質について集中的に議論が行われた。セッション２は光合成装置の構造と機能に関するもので、

特に酸素発生光化学系 II 複合体の高分解能結晶構造が話題になった。セッション３は植物の成長や分化にお

ける信号伝達や光合成との関わりについて発表と議論が行われ、植物の成長・分化におけるさまざまな新し

因子の同定や機能解析に関する発表があった。セッション４は様々な環境ストレスが光合成に及ぼす影響や、

このようなストレスに対する光合成生物の反応・適応機構が発表・議論され、ストレスに対する植物の適応

機構が解明されつつあることが分かった。セッション５はシステム生物学やゲノミクス、プロテオミクスの

技術を応用して植物の成長や光合成の機構解明を目指した発表や議論が行われ、最近の技術の進展によって

植物の分野でも新しい研究分野が発展しつつあることが示された。口頭発表の間に２回のポスターセッショ

ンを設け、特に若手研究者によるポスター発表や議論が行われた。最後では、総合討論を行い、セミナーの

まとめと今後の研究の動向や共同研究の可能性について議論した。 

［セミナーの成果］ 
 光合成に関する分野では、日本とフィンランドの両国で世界トップレベルの研究が展開されており、今回

のセミナーは、両国のトップレベルの研究者が出席し、それぞれの最新の研究成果を紹介し、活発な議論が

行われた。これらの議論は、今後の光合成研究の方向性や展望を模索する上で非常に有意義であったと多く

の参加者から意見が寄せられた。このセミナーを契機に、両国の研究者間での新たな共同研究、あるいはす

でに行われている共同研究の新たな展開も計画されている。さらに今回は日本での開催であったため、日本

の多数の若手研究者が振興会の支援なしで参加し、ポスター発表や相手国研究者との積極的な議論を行った。

これらは若手研究者の今後の研究の発展に貴重な経験となったと考えられる。これらのことから、このセミ

ナーは大いに成功であったと考えられる。




