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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成２１年７月２２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 筑波大学・大学院生命環境科学研究科 

（ふりがな）           すずき   いわね 

職・氏 名   准教授・鈴木 石根    
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ドイツ）とのセミナー（振興会対応機関：DFG）        

 

 

2． セミナー名 微細藻類によるバイオマス生産  

                             光合成機能の制御ネットワークと多様な生物群の活用 

 

 

3． 期   間  平成 ２１年  ６月  ３日 ～ 平成２１年 ６月 ７日（５日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名）  つくば市・つくば国際会議場(6 月 3-5 日)・つくばグランドホテル(6 月 5-7 日)  

 

5． 参加者数   日本側                ２８ 名 
（代表者を含む） 

相手国側              １２ 名    計 ４１ 名 
 

その他の国             １ 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 

池内 昌彦＊ 

鹿内 利治＊ 

坂本 亘＊ 

渡邉 信＊ 

出村 拓＊ 

 

田中 寛＊ 

菓子野康浩＊ 

金子 貴一＊ 

日原由香子＊ 

野口 航＊ 

宮下 英明＊ 

伊福健太郎＊ 

岩井 宏曉＊ 

明石 欣也＊ 

 

鈴木 石根＊ 

村田 紀夫 

西田 生郞 

小山内 崇 

新家 弘也 

辻 敬典 

大鶴 真寿美 

馬場 将人 

華岡 光正 

志村 遥平 

木村 聡 

平川 泰久 

勝又 政和 

竹内 彩乃 

東京大学・総合文化・教授 

京都大学・理学・教授 

岡山大学・生物資源科学・教授 

筑波大学・生命環境科学・教授 

奈良先端科学技術大学院大学・バイオ

サイエンス・教授 

千葉大学・園芸学・教授 

兵庫県立大学・生命理学・准教授 

京都産業大学・工学部・准教授 

埼玉大学・理学・准教授 

東京大学・理学・准教授 

京都大学・地球環境学・准教授 

京都大学・生命科学・助教 

筑波大学・生命環境科学・講師 

奈良先端科学技術大学院大学・バイオ

サイエンス・助教 

筑波大学・生命環境科学・准教授 

基礎生物学研究所・名誉教授 

埼玉大学・理学・教授 

東京大学・総合文化・学振特別研究員 

筑波大学・生命環境科学・博士後期課程

筑波大学・生命環境科学・博士後期課程

埼玉大学・理学・博士前期課程 

筑波大学・生命環境科学・博士後期課程

千葉大学・園芸学・助手 

筑波大学・生命環境科学・博士後期課程

筑波大学・生命環境科学・博士後期課程

筑波大学・生命環境科学・博士研究員 

浜松ホトニクス・研究員 

浜松ホトニクス・研究員 

光化学系タンパク質 

循環型電子伝達系路 

光化学系タンパク質の分解機構 

緑藻を用いた炭化水素生産 

維管束分化に関わる制御因子 

 

細胞分裂のオルガネラシグナル 

光化学系のプロテオーム解析 

ラン藻のゲノミクス 

ラン藻の環境ストレス応答 

ミトコンドリア呼吸と環境応答 

クロロフィル dと光合成 

光化学系Ⅱのルーメンタンパク質

細胞壁合成の制御 

乾燥耐性植物の耐性機構 

 

ラン藻の二成分制御系 

光合成と環境応答 

植物の脂質合成 

ラン藻の炭酸同化と窒素同化 

円石藻のセレノプロテイン 

円石藻の炭酸固定 

葉緑体の脂質合成 

クラミドモナスの高 CO2応答機構 

ラン藻の環境ストレス応答機構 

ラン藻の二成分制御系 

ラン藻のリン酸欠乏応答 

葉緑体へのタンパク質移行 

クロロフィル遅延発光と環境応答

クロロフィル遅延発光と環境応答
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 チュービンゲン大学 生物学部・教授・Karl Forchhammer   

 

(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 

Julian Eaton-Rye 

 

University of Otago・准教授 

(New Zealand) 

光化学系Ⅱの生合成経路 

氏   名 所 属・職 名 専    門 

○Karl Forchhammer＊ 

Elke Dittmann＊ 

Martin Hagemann＊ 

Thomas Happe＊ 

Wolfgang R. Hess＊ 

Peter G. Kroth＊ 

Wolfgang Lockau＊ 

Kay Marin＊ 

Jörg Nickelsen＊ 

Matthias Rögner＊ 

Dirk Schneider＊ 

Michael Schroda＊ 

Universtät Tübingen・教授 

Humboldt-Universität zu Berlin・教授 

Universität Rostock・教授 

Ruhr-Universität Bochum・教授 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg・教授

Universität Konstanz・教授 

Humboldt-Universität zu Berlin・教授 

Universität zu Köln・研究員 

LMU München・教授 

Ruhr-Universität Bochum・教授 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg・教授

Max Planck Institute for Molecular Plant 

Physiology・研究員 

C/N バランス 

マイクロシスチン合成経路 

ラン藻の光呼吸経路 

ラン藻を用いた水素生産 

海洋性ラン藻の snRNA 

珪藻の炭素代謝 

フィコビリソームの分解系 

ラン藻の適合溶質合成の調節 

チラコイド膜の生成経路 

ラン藻による水素生産 

光化学系の生合成経路 

クラミドモナスのプロテオミクス
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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。） 

目的：近年、化石燃料の消費にともなう大気中の CO2 濃度の増加により、地球規模での環境変化が大きな社

会問題となっている。我々光合成科学を専門とする研究者は、光合成生物の機能を 大限に引き出し、光合

成による CO2 濃度の削減、およびバイオマス生産によるカーボンニュートラルな次世代燃料・原料の生産を

行うことにより、この問題の解決に積極的に関わることのできる立場にある。特に単細胞生物である微細藻

は、遺伝子組換え技術の発達、数十種類の多様なラン藻・藻類ゲノム情報の蓄積、豊富な環境適応能を持つ

生物多様性を有しており、光合成の機能ネットワークを改変しバイオマス生産を行うには 適な生物の 1 つ

である。 

 本セミナーでは、近年のポストゲノム研究の成果、特に光化学系の立体構造解析やトランスクリプトー

ム・プロテオーム解析等により明らかにされた、1)光合成機能の制御システム、2)光合成関連遺伝子の発現

制御ネットワーク、3)微細藻のゲノミクス、4)微細藻類を用いたバイオマス生産の現状までの研究者を一堂

に集め、 新の研究結果を交換し、バイオマス生産の向上に必要な分子的基盤を解明するためにそれぞれの

研究者のレベルでなし得る方向を明確にすることを目的とする。 

内容・成果：セミナーには以下のセッションを設けた、①光合成代謝の基本原理の理解、②細胞デザインの

基礎情報としての制御ネットワークの解析、③微細藻類の生物多様性、④バイオ燃料と利用可能な代謝産物

の生産のための微細藻類の開発。ドイツと日本から各分野の第一線で活躍する研究者を招聘できた。また特

に国内からは新進気鋭の若手の研究者を招聘し、新鮮な研究方向を持つ研究者をメンバーに加えることがで

きたのがよかったと思う。ドイツからの参加者にも強いインパクトを与えたと感じている。また第３国から

の参加者として、光化学系の構築の分野の専門家をニュージーランドより招待できたことは、アジアオセア

ニアの研究レベルの高さを示す上で、たいへん有意義であった。日独両国には当該分野の特に微細藻類の基

礎的研究の分野には人材が豊富であり、今後とも定期的に国際的にも高い評価を得ている研究者が一堂に会

して情報交換できる機会を得ることは、この分野の研究を世界的にリードし続けるためにも、重要なことだ

と感じた。日本からの若手研究者（ポスドク・博士課程学生）には、ポスター発表をしてもらいシニアクラ

スの研究者による採点により、上位 3 名をポスター賞として表彰した。英語で発表する機会を与えられたこ

と、当該分野の 先端の研究者と直接議論できたことは、良い経験になったと考える。ニュージーランドか

らの参加者は、筑波大学の国際連携プロジェクトにより招聘した。 




