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（様式６） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 21 年 ４ 月１ 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  九州大学・大学院農学研究院  

（ふりがな）          おおしま としひさ 

職・氏 名  教授・ 大島 敏久    
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（オランダ）とのセミナー（振興会対応機関：Netherlands Organisation for 

Scientific Research, NOW） 

 

 

2． セミナー名 酵素科学とその生物工学への新展開に関する日本―オランダ共同セミナー     

 

 

3． 期   間  平成 20 年 9  月 28 日 ～ 平成 20  年 9 月 30 日（ 3 日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名） 福岡県福岡市  九州大学西新プラザ                                

 

5． 参加者数   日本側                14  名 
（代表者を含む） 

相手国側       13  名    計 27 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（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 

古川 謙介* 

吉村 徹* 

片岡 道彦* 

谷沢 克行* 

河原林 裕* 

 

芦内 誠*  

中川 智*   

 

渡部 邦彦* 

左右田 健次* 

 

大島 敏久 

中山 二郎 

土居 克実 

後藤 正利 

 

別府大学・食物栄養科学部・教授 

名古屋大学・大学院・農学研究科・教授

京都大学・大学農学研究科・准教授 

大阪大学・産業科学研究所・教授 

産業総合技術総合研究所・セルエンジニ

アリング・主任研究員 

高知大学・農学部・准教授            

協和発酵工業・リサーチアライエンス部

マネージャ 

京都府立大学・大学院農学研究科・教授

徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス

研究部・准教授 

九州大学・大学院農学研究院・教授 

九州大学・大学院農学研究院・准教授 

九州大学・大学院農学研究院・講師 

九州大学・大学院農学研究院・助教 

応用微生物学 

生体高分子化学 

発酵生理学 

蛋白質機能学 

ゲノム情報学 

 

生物工学 

バイオインフォマティクス 

 

応用微生物学 

酵素科学 

 

酵素工学 

微生物工学 

微生物遺伝子工学 

発酵化学 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 University of Amsterdam・Professor・Ron Wever          

 

(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 

   

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。） 

氏   名 所 属・職 名 専    門 

○R. Wever 

R. Bos 

I. W. Arends 

M.C.R. Franssen 

L. Dijkhuizen 

M.J.E.C. van der 

Maarel 

A. E. Rowan 

W. R. Hagen 

J. Van der Oost 

T.  Sonke 

D. B. Janssen 

W. J. Quax 

W. van Berkel 

University of Amsterdam・教授 

Friesland Foods Corporate Research・研究員

Delft University of Technology・教授 

Wageningen University・研究員 

University of Groningen・教授 

TNO Quality of Life・マネージャー 

 

Radboud University Nijmegen・教授 

Delft University of Technology・教授 

Wageningen University・教授 

DSM Pharmaceutical Products・主任研究員 

University of Groningen・教授 

University of Groningen・教授 

University of Groningen・研究員 

 

酵素科学 

食品栄養学 

生物有機化学 

生物化学 

応用微生物学 

バイオプロセス工学 

 

分子生物学 

酵素工学 

応用微生物学 

食品科学 

触媒化学 

薬品生化学 

生物化学 
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本セミナーは JSPS – NWO Joint Seminar on The 4th Japan - Netherlands Joint Seminar on Enzyme Science 

and Biotechnology として、日本・オランダ両国間で行われていた酵素科学に関する研究者間の交流を一

層拡充し、酵素の生物工学への利用についての新たな展開を導くため、両国の酵素科学、生物化学、微

生物学等の代表的な研究者および若手研究者を集めて交流と意見交換を行い、そして、次世代へ交流を

活性化する目的のために実施した。 

セミナーは上記日程で 2 日間早朝から実施し、のべ 27 演題の講演とそれらについての質疑討論が行

われた（別添 要旨集）。これらの内容は酵素科学から触媒科学、高分子化学、代謝、微生物、食品な

どの多岐に渡り、かつ、全ての講演で活発な質疑討論が行われた。まず、京都大学名誉教授で第 2 回の

日本・オランダの酵素科学に関するシンポジウムの代表者である左右田健次博士により基調講演が行わ

れ、その中で、本セミナーの歴史、第 3 回までの流れ、酵素科学とその応用についての現況が紹介され

た。その後、セッション 1「環境からの新規酵素の単離と産業応用」、セッション 2「環境浄化のための

酵素の構造・機能解析」、セッション 3「微生物におけるゲノム解析とポストゲノム解析」、セッション

4「酵素のタンパク質工学的改編と産業応用」、セッション 5「極限環境微生物由来酵素の構造・機能解

析」、セッション 6「微生物酵素の新たな利用法の開発」の 6 つのセッションを行い、最後にオランダ側

代表者の Ron Wever 博士より、セミナーの総括に加え、これまでの日蘭両国の交流状況と今後の発展に

ついての提案がなされた。 

 上記の内容は、酵素科学、応用微生物学および食品機能科学の分野で世界最先端の研究を行ってい

る両国の最新の研究動向を知ることができた。また、本セミナーによって両国および異なった専門分野

の研究者の interdisciplinary な融合がなされた点、両国の若手研究者間で交流がはかられた点などの成果

も挙げられた。 


