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（様式５）

二国間交流事業 セミナー報告書

平成２２年１１月１５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 京都産業大学 総合生命科学部

（ふりがな） しまもとのぶお

職・氏 名 教授・嶋本伸雄

1．事 業 名 相手国名（ インド ）とのセミナー（振興会対応機関： DST ）

2．セミナー名 日印転写シンポジュウム

3．期 間 平成 22 年 7 月 1 日 ～ 平成 22 年 7 月 2 日（ 2 日間）

4．開 催 地

（都市名と会場名） 沖縄県国頭郡今帰仁村

5．参加者数 日本側 60 名
（代表者を含む）

相手国側 6 名 計 102 名

その他の国 54 名
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6．セミナー参加者

(1) 日本側参加者（振興会により経費を負担された参加者に＊印を付けてください。）

氏 名 所属・部局・職名 専 門

＊嶋本 伸雄

＊石浜 明

＊永田 恭介

＊内海 龍太郎

＊東谷 篤志

＊仁木 宏典

＊森 浩禎

＊吉村 成弘

＊椎名 隆

＊加藤 千明

＊仲宗根 薫

＊中山 秀喜

Asai, Kei

Doi, Akihiro

Hirooka,

Shunsuke

Honda, Ayae

Ikeda、 Yoshiki

Inoue, Hiromi

Ishikawa,

Hirokazu

Kaneko, Shinya

Kataoka,

Masakazu

Kawakami,

Kiyoshi

Kawamura,Fujio

Kobayashi,

Satona

他 36 名

京都産業大学 総合生命学部 教授

法政大学 企画戦略本部 特任教授

筑波大学 人間総合科学研究科 教授

近畿大学 農学部 教授

東北大学 生命科学研究科 教授

国立遺伝学研究所系統生物研究センター 教授

奈良先端科学技術大学院 教授

京都大学 生命科学研究科 准教授

京都府立大学 生命環境科学研究科 教授

海洋研究開発機構 グループリーダー

近畿大学 工学部 生物科学工学科 教授

京都産業大学 総合生命学部 助教

埼玉大学 理工学研究科 准教授

近畿大学 農学部 大学院生

千葉大学 総合科学研究科 大学院生

法政大学 工学部 生命機能学科 教授

名古屋大学 理学研究科 大学院生

埼玉大学 理工学研究科 大学院生

名古屋大学 理学研究科 大学院生

東京工業大学 生命理工学部 助教

信州大学 工学部 准教授

自治医科大学 分子病態治療センター 教

授

立教大学 生命理学科 教授

東京農業大学 農学研究科 大学院生

ナノバイオロジー

分子生物学

分子生物学

生化学

分子生物学

分子遺伝学

ゲノム生物学

生物物理

植物生理学

深海生物学

深海生物学

生物工学

分子遺伝学

生化学

分子生物学

ウィルス学

分子生物学

分子遺伝学

分子生物学

分子生物学

分子遺伝学

細胞生物学

分子遺伝学

農業化学
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(2) 相手国側セミナー代表者

所属・職名・氏名 Indian Institute of Science Professor Dipankar Chatterji

(3) 相手国参加者（代表者の氏名の前に○印を付してください。また、振興会により経費を負担された参加者に

＊印を付けてください。）

(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

Roe, Jung-Hye

Wu, heng-Wen

Shen, Yu-fei

Fuangthong,

Mayuree

Crossley, Paul

Merlin

その他 48 名

Seoul National Univ., School of Biological

Science, Professor (Korea)

Academia Sinica, Institute of Biomedical

Science, Professor (Taiwan)

Chinese Academy of Medical Sciences,

Professor (China)

Chulabhorn Research Institute and

Chulabhorn Graduate Institute, Senior

Researcher (Thai)

University OF NSW, FACUTLY OF

SCIENCE, Dean (Australia)

米国、シンガポール、フランス等６カ国

分子生物学

医学

医学生物学

分子生物学

発生生物学

氏 名 所 属・職 名 専 門

○＊Valakunja

Nagaraja (代表

代理)

＊BK Bharathi

＊Arnab China

＊Ruthrotha

Selvi

Karthigeyan

Dhanasekaran

Raja NS

Indian Institute of Science, 教授

Indian Institute of Science, 大学院生

同上

Jawaharlal Nehru Centre for Advanced

Scientific Research, 大学院生

同上

Central Leather Research Institute 大学

院生

分子遺伝学

生物物理学

分子遺伝学

細胞生物学

細胞生物学

酵素化学
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7．セミナー概要（セミナーの目的・内容・成果等を簡潔に記載してください。）

日本とインドは、 アジアとオセアニアにおける、現代生物学とその周辺の基礎生物科学の推進を目的とす

る Asian and Oceanian Conference of Transcription (ACT)の中心的な役割をはたしてきた。このセミナーは、

第 11 回 ACT のサテライトシンポジュウムとして開催され、日印の科学交流を、対等互恵の精神で、互いに

敬意をはらって推進する目的で開かれた。ACT も設立以来２０年以上経過し、テーマだけでなく、日本とイ

ンドの国際環境における役割の変化も大きなものが有る。そこで、今回は、基礎生物学と互恵精神の枠を

維持しながら、次世代に ACT を継承するための基盤構築を目指した。

交流は、各国の委員の選択を基にし、口頭とポスター発表とその場の議論はもとより、自由時間やエキスカ

ーション、反省会に重点を置いた。一般に国際学会は、competition と collaboration が共存する場であるが、

日印や ACT のように、部分地域での国際学会は、collaboration に重点がある。

上記の目的のために用いた今回の企画は次の様なものであった。

１．大学院生や若手研究者の招聘に重点を置いた。

インド側から招聘した 6 名のうち、代表代理の Valakunja Nagaraja 博士以外は全て若手である。全参加者

102 名のうち、半数が学生とポスドクであった。

2. 全発表者に何らかの口頭発表の機会を与え、ポスター発表が不利にならないようにした。

３．午後必ず親睦のための自由時間を空けた。

4. 浜辺での屋外夜間シンポジュウム、地元の協力による郷土料理と郷土芸能のバンケットなど、沖縄でし

かできない企画を行った。これらの企画は、参加した内外若手に強烈な印象をあたえ、「いままで最も楽し

かった学会」との評価を頂くことも多かった。

また、非常にコストパフォーマンスの良いホテルを用いたので、本予算でサポート出来なかったインド人若

手 2 名も、個人負担分の大半を、別財源から保証することが出来た。他のアジア諸国の若手、国内学生、

留学生の旅費の一部を負担することが出来た。負担の仕方も、何人部屋を予約するかによって、補助の額

を変えると共に、エキスカーションにおける首里城と美ら海水族館の入場費を補助して、参加者の交流時

間を増加し、自分の発表だけしてすぐ帰るような参加者を排除した。このような企画が出来たのも、JSPS を

はじめとする、サポート団体のご協力の賜物である。




