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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 24 年 １ 月 24 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 東京大学・大学院農学生命科学研究科  

（ふりがな）        まつなが しげき 

職・氏 名  教授・松永 茂樹  
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（アメリカ合衆国）とのセミナー（振興会対応機関： NSF ） 

 

 

2． セミナー名  海洋天然物化学の領域横断的新展開   

 

 

3． 期   間  平成 23 年 12 月 11 日 ～ 平成 23 年 12 月 16 日（ ６ 日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名） 沖縄県宜野湾市、沖縄コンベンションセンターおよび沖縄県中頭群、琉球大学 50 周年記念館   

 

 

5． 参加者数   日本側                24  名 
（代表者を含む） 

相手国側       14  名    計  38  名 
 

その他の国              0  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 

及川英秋 

＊木越英夫 

＊永井宏史 

＊供田洋 

田中淳一 

＊長澤和夫 

橘和夫 

＊末永聖武 

＊小鹿一 

山下まり 

＊藤田雅紀 

＊津田正史 

村田道雄 

小林資正 

＊酒井隆一 

塚本佐知子 

＊岡田 茂 

＊西村慎一 

＊沖野龍文 

＊宮本智文 

＊高田健太郎 

＊西村慎一 

＊人羅勇気 

北海道大学・理学研究科・教授 

筑波大学・数理物質系・教授 

東京海洋大学・海洋科学部・教授 

北里大学・薬学部・教授 

琉球大学・理学部・教授 

東京農工大学・工学研究院・教授 

東京大学・理学研究科・教授 

慶応大学・理工学部・准教授 

名古屋大学・生命農学研究科・教授 

東北大学・農学研究科・教授 

北海道大学・創成研究機構・助教 

高知大学・総合科学系・教授 

大阪大学・理学研究科・教授 

大阪大学・薬学研究科・教授 

北海道大学・水産科学研究院・教授 

熊本大学・生命科学研究部・教授 

東京大学・農学系研究科・准教授 

京都大学・薬学研究科・助教 

北海道大学・環境科学院・准教授 

九州大学・薬学研究院・准教授 

東京大学・農学系研究科・助教 

京都大学・薬学研究科・助教 

東京大学・農学系研究科・大学院生 

生合成工学 

天然物化学 

水圏生態化学 

脂質生化学 

海洋天然物化学 

有機合成化学 

海洋天然物化学 

海洋天然物化学 

天然物化学 

天然物化学 

天然物化学 

海洋天然物化学 

生物有機化学 

天然物化学 

海洋天然物化学 

天然物化学 

海洋天然物化学 

天然物化学 

海洋天然物化学 

創薬化学 

海洋天然物化学 

ケミカルバイオロジー 

海洋天然物化学 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 カリフォルニア大学サンジエゴ校・教授・Tadeusz Molinski  

 

(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。） 

   

  

(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 

該当なし   

 

氏   名 所 属・職 名 専    門 

Carole Bewley 

Margo Haygood 

 

Ryan Van Wagoner 

John MacMillan 

Jon Rainier 

Ted Suh 

Richard Taylor 

Phillip Williams 

William Gerwick 

Hendrik Luesch 

Daniel Romo 

Roger Linington 

Kerry McPhail 

NIH-NDDK・Senior Investigator 

Oregon Health and Science University・

Professor 

University of Utah・Professor 

University of Texas・ Professor 

University of Utah・Professor 

Eisai, USA・Dr. 

Notre Dame University・Professor 

University of Hawaii・ Professor 

University of California・Professor 

University of Florida・ Professor 

Texas A&M University・Professor 

UC Santa Cruz・ Professor 

Oregon State University・ Professor 

Natural Products Chemistry

Natural Products 

Biosynthesis 

Natural Products Chemistry

Natural Products Chemistry

Natural Products Synthesis

Medicinal Chemistry 

Natural Products Synthesis

Natural Products Chemistry

Natural Products Chemistry

Natural Products Chemistry

Natural Products Synthesis

Natural Products Chemistry

Natural Products Chemistry
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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 

 海洋生物には、陸上動植物や土壌由来の微生物から見いだされたことのない構造の化合物が含ま

れることが知られている。それらの中には顕著な生物活性を示すものが多数認められるため、海洋

生物は創薬資源として重要視されている。海洋天然物化学に関わる重要な発見が日米両国の研究者

によりなされてきたことを受けて、1986 年から 2007 年までおよそ４年ごと、過去に６回にわたり

「海洋天然物に関わる日米セミナー」が開催されてきた。両国から第一線で活躍している研究者各

20 名程度が参加し、合宿形式で研究発表と討論を行ってきた。この方式を踏襲して第７回セミナー

を「海洋天然物化学の領域横断的新展開」と題して開催することを企図した。従来から盛んな探索

研究が、近年の科学技術発展の恩恵を受けて、以前とは異なる側面からの展開を遂げる一方、新し

い研究分野への広がりも見せている。本セミナーでは、海洋天然物化学における最近の動向を踏ま

え、両国を代表する研究者を一堂に集め、研究者間の交流の促進や協力関係の構築を図ることを目

的とする。 

実施状況 

 当初は 2011 年６月に山梨県で開催する予定であったが、福島での原発事故のため、米国側から

の参加が困難との判断の下、12 月に原発から遠隔にある沖縄で開催することとなった。このため、

参加メンバーは当初の計画と若干変化した。 

 米国側参加者の航空便の発着時刻の関係で、初日は受付のみ、最終日は解散のみのスケジュール

となった。参加者による 31 件の口頭発表、および、オブザーバーならびに若手参加者による 12 件

のポスター発表が行われた。セミナーの２日目の夕食はウェルカムレセプションを兼ねて夕食を取

り、４日目の午後は美ら海水族館へのエキスカーション、５日目の夕食はバンケットを開いた。 

成果等 

 米国側参加者は若手中心の編成であった。しかし、それぞれが研究室を主催する独立した研究者

であるため、いずれの発表も意欲的で中身の濃いものであった。研究発表のほぼすべてが最新の研

究内容であり、講演後の質疑応答の時間も十分取ってあったため、中身の濃いセミナーとなった。

また、すべての食事を同会場で一緒に取ったため、エキスカーションの往復のバス旅行の時間も含

め、講演会場以外でも参加者同士の交流が行われ、知的摩擦が達成されていた。 

 


