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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成２８年１月１８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   香川大学・農学部      

（ふりがな）          あきみつ  かずや 

職・氏 名   教授・秋光 和也               
 
 
 

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

 

 

2． セミナー名  植物－病原体の共進化につながる分子接触点研究（Molecular contact points in    

  Host-pathogen co-evolution）       

 

 

3． 期   間  平成２７年１０月２５日 ～ 平成２７年１０月２９日（ ５ 日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名）  香川県高松市・かがわ国際会議場                                   

 

5． 参加者数   日本側      ３９ 名（うち、滞在費等本会負担  ４  名） 
（代表者を含む） 

相手国側     １８ 名（うち、滞在費等本会負担  ０  名） 
 

その他の国   ３ 名 
 

参加者  計 ６０  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 

秋光 和也 

大内 成志＊  

真山 滋志＊  

露無 慎二＊  

白石 友紀＊  

 

久保 康之  

柘植 尚志  

土佐 幸雄  

寺内 良平  

一瀬 勇規  

西澤 洋子  

賀来 華江  

豊田 和弘  

吉岡 博文  

高野 義孝  

西村 麻里江  

  

木場 章範  

五味 剣二 

松井 英譲  

出﨑 能丈  

柿澤 茂行  

香西 雄介  

斉藤 宏昌  

藤川 貴史  

深田 史美  

安達 広明  

矢尾 幸代  

 

市村 和也 

大谷 耕平 

望月 進 

谷口 しづく 

島上 卓也 

松平 一志 

勝本 真衣 

宇治 雄也 

田中 啓一郎 

田中 涼 

安喜 絢花 

五十嵐 千佳 

香川大学・農学部・教授 

近畿大学・農学部・名誉教授 

神戸大学・農学部・名誉教授（現吉備国際大学学長） 

静岡大学・農学部・名誉教授（現静大ベンチャー(株) Eu-BS代表） 

岡山大学・農学部・名誉教授（現岡山県生物科学研究所所長） 

 

京都府立大学・生命環境科学研究科・教授 

名古屋大学・生命農学研究科・教授 

神戸大学・農学研究科・教授 

公益財団法人岩手生物工学研究センター・ゲノム育種研究部・部長 

岡山大学・自然科学研究科（農学）・教授 

独法 農業生物資源研究・遺伝子組換え研究センター・上級研究員 

明治大学・農学部・教授 

岡山大学・自然科学研究科（農学）・教授 

名古屋大学・生命農学研究科・准教授 

京都大学・農学研究科・准教授 

独法 農業生物資源研究・植物科学研究領域・主任研究員 

 

高知大学・農学部・教授 

香川大学・農学部・准教授 

岡山大学・自然科学研究科（農学）・助教 

明治大学・農学部・助教 

独法 産業技術総合研究所・生物プロセス研究部門・主任研究員 

岡山大学・自然科学研究科（農学）・博士研究員 

公財法 岩手生物工学研究センター・ゲノム育種研究部・主任研究員 

独法 農研機構・果樹研究所・主任研究員 

京都府立大学・生命環境科学研究科・大学院生 

名古屋大学・生命農学研究科・大学院生 

岡山大学・自然科学研究科（農学）・大学院生 

 

香川大学・農学部・准教授 

香川大学・農学部・協力研究員 

香川大学・農学部・博士研究員 

香川大学・農学研究科・大学院生 

香川大学・農学研究科・大学院生 

香川大学・農学研究科・大学院生 

香川大学・農学研究科・大学院生 

香川大学・農学研究科・大学院生 

香川大学・農学研究科・大学院生 

香川大学・農学研究科・大学院生 

香川大学・農学研究科・大学院生 

香川大学・農学研究科・大学院生 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名  ミネソタ大学・生物科学部・教授・Glazebrook,         

 

(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 

Gwyn Beattie  

Adam Bogdanove  

Brad Day  

Jane Glazebrook  

Fumiaki Katagiri  

Anjali Iyer-Pascuzzi 

Dan Kliebenstein  

Jan Leach  

Shahid Mukhtar  

Libo Shan  

Lindsay Triplett  

Brett Tyler  

Tom Wolpert  
Li Wang  

Nicole Soltis  

Hailei Wei  

Suma Chakravarthy 

Yi-Ju Lu  

アイオワ州立大学・准教授 

コーネル大学・教授 

ミシガン州立大学・准教授 

ミネソタ大学・教授 

ミネソタ大学・教授 

パデュー大学・助教 

カリフォルニア大学デービス校・教授 

コロラド州立大学・教授 

アラバマ大学・助教 

テキサス A&M大学・准教授 

コネチカット州立研究所・研究員 

オレゴン州立大学・教授 

オレゴン州立大学・教授 

コーネル大学・博士研究員 

カリフォルニア大学デービス校・大学院生 

コーネル大学・博士研究員 

コーネル大学・博士研究員 

ミシガン州立大学・博士研究員 

 

(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） 

Ogawa Suthitar 

Andi Akbar Hakkar  

Jitparpat kummanid  

京都大学・農学研究科・博士研究員（タイ王国） 

ハサヌディン大学・農学研究科・大学院生（インドネシア） 

チェンマイ大学・農学研究科・大学院生（タイ王国） 
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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。） 

育種により人為的に抵抗性が導入された植物に対して、病原性微生物は進化によりその抵抗性に打ち勝つ

感染能力を獲得する。育種で進化スピードがアップされた植物と微生物との共進化のメカニズムの解明に関

する研究は、他生物の共進化のモデルとして、様々な知見を示してきている。これまで、日米両国の研究者

を中心として、植物－病原体相互作用の生化学・分子生物学的研究が精力的に進められ、共進化のメカニズ

ムが分子レベルで明らかにされつつある。これらの成果は過去 50 年以上の間に 10 回の日米科学セミナーで

取りまとめられ、本研究分野のオピニオンリーダーとしてその発展に大きく貢献し、その継続が目的である。 

今回、平成 27年 10月 25日（日）の Informal Opening Receptionを皮切りに、同 29 日（木）までの 5日

間にわたり、香川県高松市かがわ国際会議場で第 11 回日米科学セミナーを開催した。本会議は 50 年以上続

く日米の伝統ある会議で、前回 2010 年に米国オレゴン州立大学 Tom Wolpert 教授が開催委員長であった第

10 回セミナー（オレゴン州コバーリス市開催）で、第 11 回の開催委員長に指名された香川大学農学部教授・

秋光和也が企画・準備・開催を担当した。 

過去 4年間の間に米国側の主要開催委員会委員がすべて来日し、かがわ国際会議場（開催会場）・ホテルク

レメント高松（メイン宿舎スピーカー用）・ホテル川六 エルステージ（サブ宿舎ポスター発表者用）を視察

して、最適な環境であるとの判断を受けた。日本学術振興会の二国間交流事業からメインの開催資金を得る

ことが出来、さらに香川県の国際会議開催のための各種助成金も獲得することが出来た。これらの支援を基

に、各講演（基調講演１題（50分）、講演全 24題（各 45 分）、総括１題（30分）、ポスター発表（4時間））

と、本会議の伝統である Informal Opening Reception、US Banquet Night、Japan Banquet Night、Farewell 

Reception の開催および講演間のランチョン科学討議、コーヒーブレーク科学討議、アウトブレークセッシ

ョン（エクスカーション・科学討議）をすべて盛り込んだ会議を進めた。 

世界レベルの会議施設（かがわ国際会議場）を、参加者全員が称賛し、スピーカー宿舎との連結等、エレ

ガントに国際会議を進行出来る香川県高松市に高い評価が集まった。ポスターはポスドク・大学院生も発表

者に含まれたため、宿泊費の安いホテルをサブ宿舎としたが、会議場・晩餐会会場間の早朝・遅晩さらに頻

繁な外国人の移動は潤滑・安全で、参加者からは大変好評であった。 

科学的な情報交換が有意義に出来たことはもちろんであるが、本会議のもう一つの目的である日米友好で

も参加者全員が満足できる形で、旧知・新規の友好を深めることが出来て、大変満足いく結果となった。次

回は、米国ミシガン州トラバース市開催予定で、米国側の実行委員長はコーネル大学 Adam Bogdanove 教授、

副委員長はミシガン州立大学の Brad day博士が指名され、日本側は京都府立大学・久保康之教授、岡山大学・

一瀬勇規教授がそれぞれ指名され、2020 年開催となった。このような有意義な会議を、伝統を引き継ぐ形で

開催させて頂き、深く感謝の意を表する。また謝辞は会期前中はもちろん現在も HP で掲載・広報中である

（ http://www.ag.kagawa-u.ac.jp/US-Japan/index.html）。さらに、会議の成果は関連国際学会の

International Society of Molecular Plant-Microbe Interactions（IS-MPMI）でも大きく取り上げられて

いる（http://www.ismpmi.org/members/Interactions/Lists/Posts/Post.aspx?ID=72）。 

 

http://www.ag.kagawa-u.ac.jp/US-Japan/index.html
http://www.ismpmi.org/members/Interactions/Lists/Posts/Post.aspx?ID=72

