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ご挨拶 

 
この度, 日本植物脂質科学研究会を中心として第 23 回国際植物脂質シンポジウム組織委員会

を結成し,平成 30 年 7 月 8日（日）～13 日（金）に,横浜市中区大さん橋ホールにおいて同シ

ンポジウムを開催する運びとなりましたのでご案内申し上げます.  

国際植物脂質シンポジウム(International Symposium on Plant Lipids, ISPL)は, 世界の

植物脂質研究者が最新の研究成果を発表・討論する場として, 第 1 回シンポジウム(1974 年)

以来, 2 年毎に開催されてきました. 初期の植物脂質研究は, “水に溶けにくい扱いにくい生

体物質”としての脂質を, 天然物分析化学, 天然物有機化学分野と連携しながら, 分離分析技

術を発展させ, その構造解析を行うことで成果をあげてきました. つづいて, 代謝産物の分

析技術の向上やタンパク質精製技術の進歩にともない, 脂質の生合成経路の解明および生合

成酵素の酵素学的解析などの成果で, 植物生化学と深く関わってきました. その後の分子生

物学や遺伝学的研究の隆盛は, 脂質生合成酵素の遺伝子解析や, 脂質生合成変異体を用いた

生理学的研究などの成果を生み, 有用油脂の生産や植物の温度感受性の改変など, 基盤技術

の創出に大きく貢献しています. 組換えタンパク質の大量調製は脂質生合成に関わる酵素・タ

ンパク質のエックス線結晶構造解析を加速し, タンパク質構造化学とも研究の視点を共有し

ています. さらに, 最新の高性能質量分析装置を利用したオミクス解析手法の発達は, “リピ

ドミクス”という用語を創出し, 超微量脂質分子種の組織内における生理的挙動をあきらかに

することも可能にしています. また, 脂質結合蛍光プローブの開発は, 細胞内の脂質の挙動

を蛍光顕微鏡レベルでライブイメージとして観察することを可能にしています.  

 植物油脂は, 長年, 人類の食糧や産業原料としてわれわれの生活と深く関わってきました

が, 最近では, 再生可能なバイオ燃料としても注目されています. 研究対象も, 一般的な油

糧作物だけでなく, 有用な遺伝子資源を有する稀少な陸上植物や微細藻類にまで広がり, こ

れらの生物種の作り出す高付加価値脂質や油脂の大量生産に関する研究が世界的にたいへん

注目されています.  

 このような多岐にわたる植物脂質の展開に対して, 効果的な情報交換の場を提供し, 共同

研究による課題の解決を加速するのが本シンポジウムの目的であります.  

 以降の案内をご高覧いただき, 何とぞ, 本国際植物脂質シンポジウムの横浜での開催にご

協力を賜りますよう, お願いいたします.  

経済情勢の諸処厳しいおり, たいへんあつかましいお願いかとは存じますが, ぜひご支援

頂きますよう, よろしくお願い申し上げます.  
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会議の概要 

 

１． 会議の名称とテーマ 

１） 会議の名称 

第２３回国際植物脂質シンポジウム 

   The 23rd International  Symposium on Plant  Lipids (ISPL2018, Yokohama) 

 

２） テーマ 

     植物脂質科学に関わる最先端研究についての情報交換, 情報発信, 研究発展 

 

２． 主催･併催機関などの名称 

１） 主催 

第２３回国際植物脂質シンポジウム組織委員会 

日本植物脂質科学研究会 

 

２） 共催・協賛 

一般社団法人日本植物生理学会, 公益社団法人日本植物学会,  

公益社団法人日本農芸化学会 

 

３） 協力 

独立行政法人国際観光振興機構 

 

 

３． 開催期間 

２０１８年７月８日（日）― ７月１３日（金） （本会議６日間） 

 

 

４． 開催場所 

横浜市中区 大さん橋ホール 

〒２３１-０００２ 横浜市中区海岸通１-１-４ 

電話  ０４５-２１１-２３０７ 

ファックス ０４５-２１１-２３０９ 

 

 

５． 主催責任者 

第２３回国際植物脂質シンポジウム組織委員会 

組織委員長   西田生郎（埼玉大学大学院理工学研究科教授） 

組織副委員長  太田啓之（東京工業大学生命理工学院教授, 運営委員長） 

組織副委員長  和田元 （東京大学大学院総合文化研究科教授, プログラム委員長） 

組織副委員長  松井健二（山口大学大学院創成科学研究科教授, 募金委員長） 

組織副委員長  村中俊哉（大阪大学大学院工学研究科教授, 募金委員長） 

 

実施責任者名（事務局長） 

        太田啓之（東京工業大学生命理工学院教授） 

事務局     〒２２６-８５０１ 神奈川県横浜市緑区長津田町４２５９-Ｂ６５ 

東京工業大学生命理工学院 太田・下嶋研究室 

電話：０４５-９２４-５５２７  

ファックス：０４５-９２４-５５２７ 

E-mail: ispl2018-secretariat@lipid.bio.titech.ac.jp 

 



６． 日本開催の経緯 

２０１４年カナダで行われた第２１回シンポジウムで日本開催の検討を始め, 

２０１６年３月から国内準備委員会の活動を開始しました. ２０１６年７月に

ドイツ・ゲッチンゲンで開催された第２２回シンポジウムの総会において, 第

２３回シンポジウム(２０１８年)の日本での開催を提案し, 承認されました. 

その後, ２０１６年１１月２６日に第２３回国際植物脂質シンポジウム組織委

員会が設立されました.  

なお, この会議の発足以来の開催状況は, 以下のとおりです.  

 

 

 

 

７． 日本開催の目的と意義 

国際植物脂質シンポジウム(ISPL)は , 世界の植物脂質研究者が最新の研究成

果を発表・討論する場として, 第１回シンポジウム(１９７４年)以来, ２年毎

に開催されてきました. 発足当初はヨーロッパの研究者を中心に始められたた

め, 初期の開催地の多くはヨーロッパでした. その後, １９８６年に第７回シ

ンポジウムがアメリカのデービスで開催され, これを契機に, 北米大陸はもと

よりアジア・太平洋諸国の研究者が本シンポジウムに積極的に参加するように

なりました. ２００２年には日本で初めて本シンポジウムが愛知県岡崎市で開

催され, また２００５年からは日本が中心となり, ISPLが開催されない年の２

年毎にアジア植物脂質シンポジウム(ASPL)が開催されるようになりました. ２

０１７年１１月には７回目のASPLが台湾で行われます.  

このように, １回目の日本開催からもすでに１５年が過ぎ, またその後アジ

ア各地でASPLが開催されるに至って, アジアで国際植物脂質シンポジウムを再

度開催する機運が高まってきました. 日本で２度目の本シンポジウムの２０１

開催年 開催地 Chair Persons 

1974年（第1回） Norwich (UK) Terry Galliard 

1976年（第2回） Karlsruhe (Germany) Hartmut Lichtenthaler 

1978年（第3回） Goteborg (Sweden) Conny Lijenberg 

1980年（第4回） Paris (France) Paul Mazliak 

1982年（第5回） Groningen (Netherlands) Joseph F.G. Wintermans 

1984年（第6回） Neuchatel(Switzerland) Paul-Andre Siegenthaler 

1986年（第7回） Davis (USA) Paul K. Stumpf 

1988年（第8回） Budapest(Hungary) Peter Biacs 

1990年（第9回） Wye (UK) Peter J Quinn 

1992年（第10回） Tunis (Tunisie) Abdellader Cherif 

1994年（第11回） Paris (France) Jean-Claude Kader 

1996年（第12回） Toronto (Canada) John P Williams 

1998年（第13回） Seville (Spain) Juan Sanchez 

2000年（第14回） Cardiff (UK) John Harwood 

2002年（第15回） Okazaki (Japan) Norio Murata 

2004年（第16回） Budapest(Hungary) Peter Biacs 

2006年（第17回） East Lansing (USA) Christoph Benning 

2008年（第18回） Bordeaux (France) René Lessire 

2010年（第19回） Cairns（Australia） Allan Green 

2012年（第20回） Seville（Spain） Enrique Martínez Force 

2014年（第21回） Guelph（Canada） Ljerka Kunst 

2016年（第22回） Göttingen (Germany） Ivo Feussner 



８年開催が決定したことで, 日本を中心としたアジア内外での植物脂質研究が

より一層進展することが期待されます.  

植物脂質は古くから産業原料としてわれわれの生活と深く関わってきました

が, 最近では植物や微細藻類の脂質を再生可能なバイオ燃料として利用する研

究など, 産業利用の研究もますます注目される状況にあります. 本シンポジウ

ムは, そのような状況の中で日本や海外の植物脂質研究の最先端を国内外に広

く情報発信し, 効果的な情報交換の場を提供するとともに, 国際共同研究等の

発展の機会を生むことで, 本研究分野の課題の解決を一層加速することを目的

としています.  

 

８． 開催計画の概要 

１） 会議日程 

７月８日（日） 午後 登録受付  

  ウェルカムパーティー 

７月９日（月） 午前 招待講演１ 

  セッション 1   

 午後 セッション２ 

  ポスター掲示・展示 

７月１０日（火） 午前 招待講演２,３ 

  セッション３   

 午後 セッション４ 

  ポスター発表・展示 

７月１１日（水）午前 セッション５  

 午後 エクスカージョン 

７月１２日（木） 午前 セッション６ 

 午後 セッション７ 

  ポスター発表・展示 

 夜 バンケット 

７月１３日（金） 午前 セッション８ 

    

２） 主要トピックス 

プレナリーセッションテーマ 

植物・藻類でのゲノム編集技術 

植物脂質の高解像分析技術 

動物脂質研究の最前線 

 

各セッションのテーマ 

植物脂質の構造と最先端分析技術 

脂肪酸合成 

膜脂質の合成と環境応答 

膜脂質とシグナリング 

植物および藻類での油脂生産 

植物表層脂質 

イソプレノイドとステロール 

植物・藻類バイオテクノロジー 

 

３） 参加予定者 

国内  １００名(外同伴者  0 名) 

海外  ２００名(外同伴者  10 名) 

合計       ３００名(外同伴者計 10 名) 

 



４） 参加予定国 ２６ヶ国・地域 

日本, アメリカ, イギリス, イスラエル, インド, インドネシア, ウズベキスタン, オー

ストラリア, カナダ, 韓国, スイス, スウェーデン, スペイン, シンガポール, タイ, 台

湾, 中国, デンマーク, ドイツ, ブラジル, フランス, ベルギー, 香港, マレーシア, ポ

ーランド, ロシア 

 

５） 会議使用言語 

英語 

 

９． 組織委員会の構成 

 

組織委員会 会長 西田生郎（埼玉大学） 

運営委員会（事務局） 委員長 太田啓之（東京工業大学）  

総務 下嶋美恵（東京工業大学） 

財務 松井健二（山口大学）   村中俊哉（大阪大学） 

会場 粟井光一郎（静岡大学）  小林康一（東京大学）  

石川寿樹（埼玉大学）   藤木友紀（埼玉大学） 

企画 川合真紀（埼玉大学, 懇親会担当）  

 加藤美砂子（お茶の水女子大学, エクスカージョン担当） 

会計 堀 孝一（東京工業大学, ホームページ担当兼任） 

広報 佐藤直樹（東京大学, 日本植物脂質科学研究会会長） 

 

プログラム委員会 委員長 和田 元 （東京大学） 

青山卓史（京都大学）   今井博之（甲南大学）  

加藤美砂子（お茶の水女子大学） 木場章範（高知大学）  

木嵜暁子（静岡大学）   斎藤玉緒（上智大学） 

佐藤直樹（東京大学）   佐藤典裕（東京薬科大学）  

中村友輝（台湾アカデミアシニカ） 真野純一（山口大学） 

松井健二（山口大学） 

    

募金委員会 委員長 松井健二（山口大学）村中俊哉（大阪大学） 

青山卓史（京都大学）   石黒澄衛（名古屋大学）  

今井博之（甲南大学）   太田啓之（東京工業大学） 

河野重行（東京大学）   川合真紀（埼玉大学） 

斉藤和季（千葉大学・理化学研究所）坂本 敦（広島大学） 

 西田生郎（埼玉大学）   矢崎一史（京都大学）  

 三村徹郎（神戸大学）   和田 元（東京大学） 

 森田直樹（産業技術総合研究所）   

 

顧問  村田紀夫（基礎生物学研究所名誉教授） 

山田晃弘（東京大学名誉教授） 

関谷次郎（京都大学名誉教授, 学校法人京都学園参与） 

 佐々木幸子（元名古屋大学教授） 

 

国際諮問委員（アルファベット順） 

  Benning, Christoph  East Lansing, USA 

  Cahoon, Edgar   Lincoln, USA 

Chapman, Kent   Denton, USA 

  Chye, Mee-Len   SAR, China 

  Dörmann, Peter   Bonn, Germany 

  Feussoner, Ivo   Göttingen, Germany 



  Kunst, Ljerka   Vancouver, Canada 

Maréchal, Eric   Grenoble, France 

  Lee, Youngsook   Pohang, Korea   

   Singh, Surinder   Canberra, Australia 

  Graham, Ian A.   York, UK 

  Li-Beisson, Yonghua  Saint Paul Lez Durance, France 

 

 

１０． 寄附金を必要とする理由 

 国際植物脂質シンポジウムの開催はわが国の植物・藻類の脂質研究分野の活性化に大きく寄

与するものであります. 第２３回国際植物脂質シンポジウム(ISPL2018)は海外２００名, 国内

１００名, 計３００名の参加が予定され, 準備運営等に関する総経費は28,370,000円が見込ま

れています. これらの諸経費は, 本来参加登録費等でまかなうことが建て前でありますが, 登

録料を低額に抑えたいとの事由により総額 28,370,000 円から, 参加費等自己負担額

15,670,000 円, 補助金等 2,700,000 円を除く不足額, 10,000,000 円を諸企業及び諸団体からの

ご援助に頼らざるを得ないのが現状です. 従いまして, 下記の費用を会議に協賛する関係企業

等からの寄附金にて充当したいと存じます.  

 

 

１１． 収支予算（案） 

単位：千円 

収支区分 金 額 

（収 入） 

1. 自己負担金（参加登録費等） 

2. 諸収入等（展示会等） 

3. 補助金／助成金等 

4. 寄附金等 

 

15,670 

1,400 

1,300 

10,000 

収入合計 28,370 

（支 出） 

1. 会議準備費 

2. 会議運営費 

3. 展示会・企業セミナー等 

4. 募金経費 

5. 事後処理費 

 

8,203 

18,127 

0 

1,140 

900 

支出合計 28,370 

 

 

１２． 寄附金募集要項 

（１） 募金の名称 

第２３回国際植物脂質シンポジウム(ISPL2018)寄附金 

 

（２） 募金の目標額 

１０，０００，０００円（総額２８，３７０，０００円の内） 

 

（３） 募金期間 

〇〇〇〇年（平成○年）○月○日(○)～2018 年（平成 30 年）7月 7日(土)  
（注：会議開催日前の銀行営業日まで） 

 

（４） 寄附金の使途 

第２３回国際植物脂質シンポジウムの準備並びに運営に関する費用に充当します.  



 

（５） 寄附金申込先 

独立行政法人国際観光振興機構コンベンション誘致部交付金担当 

１６０-０００４東京都新宿区四谷４-１-１ 

電話：０３-６６９１-４８５２ 

FAX ：０３-６６９１-８７８７ 

 

（６） 寄附金振込方法 

別紙のフローチャート通りとなります.  

別紙申込書を国際観光振興機構にお送りください.  

寄附金申込書を受領し確認次第, 国際観光振興機構より寄附金申込受理書を送付いたしま

す. 寄附金申込書受理書の受領後, 指定口座番号にお振込ください.  

 

（７） 税法上の扱い 

この寄附金は, 特定公益増進法人である独立行政法人国際観光振興機構への寄附金として, 

税法上の一般寄附金とは別途に損金算入等の優遇措置が講ぜられます.  


