
                                       

- 1 - 

（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成 26年 12月 10 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  名古屋大学・大学院生命農学研究科                

（ふりがな）        なかの  ひでお 

職・氏 名  教授・中野 秀雄                
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ イタリア ）とのセミナー（振興会対応機関： CNR ） 

 

 

2． セミナー名  持続可能社会構築のための酵素と微生物の科学と工学に関する新潮流  

 

 

3． 期   間  平成 26年 11月 5日 ～ 平成 26年 11月 7日（3日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名）  奈良市・東大寺総合文化センター                    

 

5． 参加者数   日本側      31 名（うち、滞在費等本会負担 8 名） 
（代表者を含む） 

相手国側     6 名（うち、滞在費等本会負担 0 名） 
 

その他の国   1 名 
 

参加者  計   38  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 

吉村 徹 

＊浅野 泰久 

植野 洋志 

＊大西 康夫 

＊小川 順 

＊栗原 達夫 

＊大利 徹 

＊中山 亨 

＊西山 真 

邊見 久 

＊養王田 正文 

岩崎 雄吾 

左右田 健次 

伊藤 智和 

Jasmina Damnjanovic 

岸野 重信 

小森 博文 

新田 陽子 

牧野 舞 

Metzner Richard  

Miao Yufeng  

Dadashipour Mohammad  

松田 研一 

小川 拓哉 

石塚 早記 

箱田 温子 

Bo Zhu 

廣瀬 芳彦 

橋本 信一 

新畑 智也 

名古屋大学・大学院生命農学研究科・教授 

富山県立大学・工学部／生物工学研究センター ・教授 

奈良女子大学・生活環境学部・教授 

東京大学・大学院農学生命科学研究科・教授 

京都大学・大学院農学研究科・教授 

京都大学・化学研究所・教授 

北海道大学・大学院工学研究院・教授 

東北大学・大学院工学研究科・教授 

東京大学・生物生産工学研究センター・教授 

名古屋大学・大学院生命農学・准教授 

東京農工大学・大学院工学研究院・教授 

名古屋大学・大学院生命農学研究科・准教授 

京都大学・名誉教授 

名古屋大学・大学院生命農学研究科・助教 

名古屋大学・大学院生命農学研究科・助教 

京都大学・大学院農学研究科・助教 

香川大学・教育学研究科・准教授 

岡山県立大学・保健福祉学部・准教授 

奈良女子大学・生活環境学部・助教 

富山県立大学・生物工学研究センター ・研究員 

富山県立大学・生物工学研究センター ・研究員 

富山県立大学・生物工学研究センター ・研究員 

東京大学・生物生産工学研究センター・大学院生 

名古屋大学・大学院生命農学研究科・大学院生 

名古屋大学・大学院生命農学研究科・大学院生 

奈良女子大学大学院・人間文化研究科・大学院生 

名古屋大学・大学院生命農学研究科・大学院生 

天野エンザイム株式会社・上級研究員 

協和発酵バイオ株式会社・技術開発部・研究員 

日本製粉中央研究所・研究員 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名  Institute of Protein Biochemistry-National Research Council・

Senior researcher and group leader ・Dr. Marco Moracci                          

 

(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 

Prof. Ezio Ricca  

Prof. Alberto Di Donato 

Dr. Francesco Secundo 

Prof. Mosè Rossi 

Prof. Loredano Pollegioni  

University of Naples Federico II, Professor 

University of Naples Federico II Naples, Professor 

CNR, Millan, Researcher 

CNR, Naples, Emeritus Professor, Associate Researcher 

University of Insubria, Professor 

 

(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） 

Konstantin Denessiouk 

 

Department fo Biosciences,Åbo Akademi 

University,Finland, Senior Researcher（東北大学・学

振海外特別研究員） 
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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。） 

 

近年益々その重要性が認識されてきている地球環境問題の根本的解決のためには、我々人類が消費する

エネルギーおよび食料の生産は、カーボンニュートラルなシステムで再構築する必要があり、そのために

は生物資源の有効利用技術の発展が欠かせない。そこで生物における触媒機能の中心分子である、酵素の

科学と工学に関する研究の進展に期待するべきことは大きい。 

そこで持続可能社会の実現に向けて、重要な微生物および酵素資源を提供する高温などの極限環境微生

物やその酵素の基礎、及び応用研究や、伝統的な発酵食品などの研究分野で優れた研究を展開するイタリ

アの研究者と「持続可能社会構築のための酵素と微生物の科学と工学に関する新潮流」と、題した二国間

セミナーを開催した。すなわち持続可能社会実現のための「鍵分子」である酵素、ならびにその統合シス

テムしての微生物を対象とし、伝統的バイオテクノロジーと前述した新技術の融合により生み出されつつ

ある、酵素と微生物の科学と工学の新たな研究領域を中心としたシンポジウムである。これにより、両国

におけるこの分野の一層の発展を計ると共に、これまでの５回のセミナーによって醸成された日本-イタリ

ア間の研究協力と理解をさらに強固なものとして次世代に継承することを目的とした。 

１１月５日−７日に奈良市においてセミナーを行った。プログラムは添付のとおりである。発表された研

究内容は、主に新奇ペプチド合成酵素、ステロイド水酸化酵素、アミノ酸脱炭酸酵素の報告、インフォマ

ティクスを用いた酵素の進化分子工学技術、新規な酵素ハイスループットスクリーニング技術、酵素のタ

ンパク質工学的改変、一分子酵素反応メカニズム解析、合成生物学、バイオマテリアル、廃棄物処理への

微生物プロセルの応用等、非常に包括的なものであった。 

 参加者はイタリア側６名日本側３１名、他国（フィンランド）１名である。両国とも酵素および微生物

に関する第一人者が集い、参加者の発表は、どれも非常にレベルの高いものであった。また発表後の討論

も活発に行われた。口頭発表だけでなく、大学院学生および博士研究者のポスター発表を行い、学生・若

手研究者にとっては非常に有意義な発表の場となった。 

 また初日の夜にラウンドテーブルディスカッションを行った。互いに向き合ったテーブル席に座り、自

費での食事をしながらの議論は大変白熱し、本シンポジウムの主要テーマだけでなく、互いの科学・教育

の状況に関する意見交換や、さらには歴史・経済・政治など幅広く意見を交換した。 

 

 最終日に奈良市内でのエクスカーションを行った。まず奈良および日本を代表するものとして、唐招提

寺と薬師寺を訪問し、日本文化の歴史の一端を紹介した。奈良の時代には広く中国、ペルシヤ、はてはロ

ーマまでの幅広い文化と交流があったことに、イタリア側参加者は感銘を受けていたようであった。 

 午後にはこの地方で歴代続く赤膚焼の登り窯を見物し、最後は日本酒の造り酒屋を訪れた。日本酒は近

年海外でも評判になっており、イタリア側参加者は非常に喜んでいた。特に酒造会社の好意で、発酵タン

クを上から見学させていただき、他に例を見ない日本酒独自の並行複発酵の様子を極近くで経験出来たこ

とは、イタリア側参加者だけでなく、日本人参加者からも非常に有用であったとの感想があった。 

 


