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二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成２３年２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 東京工業大学資源化学研究所 

（ふりがな）        ひさぼり   とおる 

職・氏 名 教授・ 久堀  徹       
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（  スイス   ）とのセミナー（振興会対応機関：  SNSF   ） 

 

         葉緑体の環境適応：進化、馴化、調節 

2． セミナー名   Adaptation of the plastids to various environmental conditions:  

         Evolution, acclimation and regulation     

 

 

3． 期   間  平成 ２３年 １月 １０日 ～ 平成２３年 １月１３日（ ４日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名）    スイス・ビラー (Villars) Eurotel Victoria                         

 

5． 参加者数   日本側               １３ 名 
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（代表者を含む） 

相手国側      １１ 名    計 24 名 
 

その他の国              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 

＊久堀 徹 

＊高橋裕一郎 

＊田中 歩 

＊杉田 護 

＊鹿内 利治 

＊坂本 亘 

＊望月 伸悦 

＊太田 啓之 

 

＊日原由香子 

＊兼崎 友 

 

＊末次 憲之 

 

西村 芳樹 

皆川 純 

東京工業大学・資源化学研究所・教授 

岡山大学大学院・自然科学研究科・教授

北海道大学・低温科学研究所・教授 

名古屋大学・遺伝子実験施設・教授 

京都大学大学院・理学研究科・教授 

岡山大学・資源生物科学研究所・教授 

京都大学大学院・理学研究科・助教 

東京工業大学・バイオ研究基盤支援総合

センター・教授 

埼玉大学大学院・理工学研究科・准教授

東京農業大学・生物資源ゲノム解析セン

ター ・博士研究員 

九州大学理学研究院生物科学部門・学術

研究員 
京都大学大学院・理学研究科・助教 

岡崎共同研究機構・基礎生物学研究所・

教授 

植物生化学・レドックス制御 

植物生理学・光化学系分子集合 

植物生理学・クロロフィル生合成

分子生物学・ 

植物生理学・光合成電子伝達 

植物生理学・ 

植物生理学・光合成装置生合成 

植物生化学・葉緑体脂質合成 

 

分子生物学・ラン藻の環境応答 

分子生物学・ゲノミクス解析 

 

植物生理学・光受容タンパク質 

 

植物生理学・葉緑体遺伝 

植物生化学・光合成超分子複合体

 

 



     

  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名  Univ. Lausanne, Professor, Christian Fankhauser      

 

(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。） 

氏   名 所 属・職 名 専    門 

○Christian  

Fankhauser  

Nicolas Salamin 

Jean-David Rochaix 

Teresa Fitzpatrick 

Michel 

Goldschmidt-Clermont 

Felix Kessler 

Sam Zeeman 

Wilhelm Gruissem  

Stefan Hörtensteiner 

Markus Kaufmann 

Chitose Kami 

Center for integrative genomics, Univ. 

Lausanne, Professor 

Univ. Lausanne, Research Group leader 

Univ. Geneva, Professor 

Univ. Geneva, Assoc. Professor 

 

Univ. Geneva, Professor 

Univ. Neuchatel, Professor 

ETH Zurich, Assoc. Professor 

ETH Zurich, Professor 

Univ. Zurich 

Univ. Geneva, Researcher 

Univ. Lausanne, Researcher 

Plant physiology 

 

Plant Physiology 

Plant Biochemistry 

Plant Biochemistry 

 

Plant Physiology 

Plant Biochemistry 

Plant Biochemistry 

Plant Molecular Biology 

Plant Physiology 

System Biology 

Plant Physiology 

   

  

(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 

なし   
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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：本セミナーは、葉緑体がどのように進化し、環境にどのように適応、馴化しさらに調節されてい

るかを、参加者の研究成果に基づき遺伝子レベル、蛋白質レベル、および器官レベルで包括的に議論し、

参加者個々の研究の新しい方向性の確立を目指すことを目指して、企画した。 

葉緑体は光合成生物に特有の細胞内小器官であり、地球規模の太陽エネルギーの変換というエネルギ

ー獲得の最も重要な場を提供している。植物の葉緑体は、環境に応じて光捕集色素であるクロロフィル

や、光合成エネルギー変換の場を提供する脂質膜、エネルギー変換の分子装置である膜蛋白質と炭酸同

化系蛋白質、そしてこれらを統合した葉緑体と、様々なレベルで光合成活性を維持するような環境応答

を行っている。そこで、このセミナーでは、葉緑体が光合成機能を維持するためにこれまでどのように

環境適応してきたのか、また、環境に応じてどのように機能調節をするのか、という光合成研究の今後

の最も重要な命題について、日本とスイスの葉緑体研究の研究者が集まり最新の研究情報を交換した。 

 

内容と成果：本セミナーでは、以下のセッションを設け、討論を行った：①葉緑体の進化（兼崎友、Salamin, 

N.）、②葉緑体の生合成（Gruissem, W., Kessler, F., 太田啓之, Hortensteiner, S., 田中歩、杉田護）、③葉緑

体の維持と遺伝子発現調節（日原由香子、望月伸悦）、④葉緑体の機能維持と遺伝および巨大分子複合

体構築（坂本亘、西村芳樹、高橋裕一郎、皆川純）、⑤テクニカルワークショップ (Gruissem, W., 鹿内

利治、Fitzpatrick, T., Kaufmann, M.)、⑥プラスチド機能の調節 Rochaix, J.-D., 鹿内利治、Zeeman, S., 

Fitzpatrick, T., 久堀徹) 、⑦葉緑体の馴化（末次憲之、Fankhauser, C.） 

このセミナーは、2003 年に岡山で開催して以来、2005 年・ルツェルン（スイス）、2008 年・奈良と過

去三回実施した葉緑体研究に関する二国間セミナーの成果に立脚して企画したもので、出席者の互いの

研究の認識も深い。今回は、葉緑体進化と生合成、機能の維持機構に特に着目してセッションを構築し、

プログラムを予定時間内に終わらせることがほとんど出来ないほど、多くの活発な議論を行うことが出

来た。このような密接な情報交換の場を設けていることにより、既に参加者の間で、いくつかの共同研

究開始の相談が始まっているし、実験試料の相互供与のような形の交流は既にこれまでも行われており、

両国の葉緑体研究分野の研究の推進に大いに貢献していると自負している。 

また、今回のセミナーには、日本側から新規に若手研究者・女性研究者 3 名、スイス側も 2 名の新規

参加者を加え、互いに新しい話題提供を行った。これらのトピックスを核にして新たな討論が生まれた

ことも、大きな成果である。加えて、今回取り入れたテクニカルワークショップでは、両国の植物生理・

生化学研究で実施している最先端研究技術、特に、ゲノム情報の取り扱いに関して、新技術の紹介の機

会を設けた。Web アクセスで容易に情報を共有できるシステムが構築されていることで、今後の研究の

展開に資するところは大きいと感じた。 
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