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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 26年 11月 13 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）         ふじわら  とおる 

職・氏 名  教授・ 藤原 徹        
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（フランス ）とのセミナー（振興会対応機関： ＣＮＲＳ   ） 

 

 

2． セミナー名  日仏植物科学ワークショップ － 植物の環境応答            

 

 

3． 期   間  平成 26 年 10月 27日 ～ 平成 26年 10月 29日（ 3日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名）  東京   東京大学弥生講堂                                           

 

5． 参加者数   日本側      138 名（うち、滞在費等本会負担  17 名） 
（代表者を含む） 

相手国側    15 名（うち、滞在費等本会負担  0 名） 
 

その他の国  1 名 
 

参加者  計  154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 

神谷 岳洋 

岡田 憲典 

＊瀬尾 光範 

＊関 原明 

井澤 毅 

＊三輪 京子 

＊林 誠 

＊塚越 啓央 

＊杉本 慶子 

＊皆川 純 

河内 美樹 

＊太田 啓之 

＊榊原 圭子 

＊高木 優 

＊田中 剛 

＊小原 実広 

＊中神 弘史 

＊ラ-マン アビドゥ-ル 

＊長谷 俊治 

＊斎藤 和季 

＊角谷 徹仁 

田野井 慶太郎 

経塚 淳子 

川上 直人 

小柴 共一 

服部 束穂 

 

 

東京大学・講師 

東京大学・准教授 

独立行政法人理化学研究所•ユニットリーダー 

独立行政法人理化学研究所•チームリーダー 

農業生物資源研究所•上級研究員 

北海道大学•准教授 

理化学研究所・チームリーダー 

名古屋大学•特任講師 

独立行政法人理化学研究所•チームリーダー 

基礎生物学研究所•教授 

名古屋大学•教授 

東京工業大学•教授 

独立行政法人理化学研究所•上席研究員 

埼玉大学•教授 

東京農工大学•准教授 

独立行政法人国際農林水産業研究センター•研究員 

独立行政法人理化学研究所•ユニットリーダー 

岩手大学•准教授 

大阪大学•教授 

独立行政法人理化学研究所•チームリーダー 

遺伝学研究所•教授 

東京大学•准教授 

東京大学•教授 

明治大学・教授 

首都大学東京・教授 

名古屋大学・教授 

 

無記名・事前登録不要のセミナーであったため、代表者と、上記に記載 

した２６名以外の参加者１１１名については氏名・所属・部局・職名を把握 

できていない。 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名ＣＮＲＳ ・Researcher ・ INGRAM Gwyneth    

 

(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 

Akira SUZUKI 

Vincent COLOT 

Laurent NUSSAUME 

Christophe MAUREL 

Christophe RITZENTHALER 

Lionel NAVARO 

Thierry GAUDE 

Annie MARION-POLL 

Loic LEPINIEC 

Giovanni FINAZZI 

Chris BOWLER  

Susana RIVAS 

Nathalie LEONHARDT 

Norbert ROLLAND 

INRA Director 

CNRS/Vincent COLOT INSERM/ENS, Paris, Director 

CEA, St-Paul-lez-Durance, Director 

CNRS, Montpellier, Director 

CNRS, Strasbourg, Director 

CNRS/INSERM/ENS, Paris, Director 

CNRS, Lyon, Director 

INRA, Versailles, Director 

INRA, Versailles, Director 

CNRS, Grenoble, Director 

CNRS/INSERM/ENS, Paris, Director 

INRA/CNRS, Director 

CNRS/CEA/Université Aix Marseille, CEA Researcher 

CNRS/CEA/INRA/Univ. Grenoble Alpes, Director 

 

 

(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） 

Steven ROTHSTEIN University of Guelph, Canada, Professor 
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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。） 

  本セミナーの目的は植物科学の中でも環境応答についての最新の研究成果を発表し討論するこ

とである。 

植物は発芽した場所を移動することができない。そのため、様々な環境の変化に適応しなければ

ならない。これまでの研究で、質的または量的（強度、期間）に異なる外界からの様々な刺激を識

別して受容し、それを内的な分子情報へと変換することが明らかになっており、日本やフランスの

研究者はこの分野に大きな貢献をしてきている。環境に対する応答反応は、種子発芽から栄養生長、

老化、生殖に至るまでの植物の全ての生活環を通じて不可欠である。また、環境応答は環境変化の

受容、その情報の伝達、遺伝子発現の制御や、生理生化学的反応に至るプロセスであり、複雑な伝

達経路によって適切に制御されている。 

近年急速に蓄積しつつあるゲノム情報の利用や、オミックス的アプローチの進展、さらには新た

な実験手法の開発などにより「植物の環境応答」の分子機構に関する研究が精力的に進められてお

り、特に栄養分野では日本とフランスの貢献は米国の貢献を凌駕している。2013 年8 月にイスタ

ンブールで開催された国際植物栄養学会議(International Plant Nutrition Colloquium)では、最

も参加者数の多かったのは日本であり、ヨーロッパから最も参加者の多かったのはフランスであっ

た。いずれも米国からの参加者より多く、invited speech の数でも日本とフランスが多数を占め

ていた。これまで、個々の研究者による特定の環境や刺激に対する応答に着目した個別な研究が進

められてきたが、現象の複雑さと広がりに鑑みて、今後の本研究分野の飛躍的な発展には、様々な

手法・アプローチによって得られた知見を総合的・分野横断的に理解していく事が不可欠である。

このような事から、本セミナーでは広範囲に関連した5 つの研究分野における日本、フランス両国

の研究者ネットワークの枠組みを形成し、将来的に「植物の環境応答」に関する強固で多面的な共

同研究体制の構築を目指すものである。これは、より長期的な視野における、植物機能の生物工学

的および農業的な応用へ向けた重要な第一歩である。 

本シンポジウムには日本側から 26名、フランス側から 15名の発表が行われた。また、ポスター

発表も行い大学院生やポスドクを中心に 34 件の発表があった。これらを通して、植物の環境応答

について様々な面から議論が行われ情報交換が行われ、新たな研究者のネットワークを構築するこ

とができた。また、このシンポジウムの会期中に、2015年にフランスで行われるシロイヌナズナミ

ーティングで今回の出席者がオーガナイザーとなり、ワークショップを開くこと、2016年には INRA

の若手研究者、学生を対象としたサマースクール、2017年に日仏シンポジウムをリヨンで開催する

ことが決定され、日本とフランスがこれからも連携して植物研究を進めていくことを確認した。 

 


