
ゲストプロフェッサー招聘報告書 

 

                              2008年 12月 1日 

                         受入れ教員氏名  上田 純一 

 

１．ゲストプロフェッサーの氏名： Prof. dr. hab. Marian Saniewski 

 

２．ゲストプロフェッサーによる大学院の授業（サイエンスコミュニケーションなど）： 

(i)科目名：サイエンスコミュニケーション 

(ii)日時： 2008年 11月 4日、6日 

(iii)講義タイトル： POLAND - COUNTRY, PEOPLE, CULTURE 

(iv)出席学生数： 16名 

(v)講義の概要（日本語で 100字から 200字程度）： 

 

 ポーランドの歴史や文化、歴史上の有名人、研究活動等について多くのスライドを用い

て解説された。現在、ポーランドは 312 000 km2 の国土を有し、人口は 39,000,000である。 

ポーランドは、1795年から 1918年まで 123年間にわたり地図上からその名前が消失し、さ

らに第 2 次世界大戦期間の 1939 年から 1945 年までドイツとソ連（当時）に分割された悲

しい歴史をもっている。以前の首都であるクラコフには欧州で最も古い大学である

Jagiellonian大学がある。地動説を唱えた天文学者の Nicholas Copernicus (1473-1543)、2度の

ノーベル賞を受賞し、ソルボンヌ大学で初の女性教授となった Maria Sklodowska-Curie 

(1876-1934)、ピアノの詩人と呼ばれた作曲家 Frederic Chopin (1810-1849)、液体酸素および

液体窒素の発見者である Zygmunt Wroblewski や Karol Olszewskiもポーランド人である。ポ

ーランドにおける科学の発展は、ポーランド科学アカデミー、大学および研究所がこれを

担っている。 

 

 

(i)科目名：サイエンスコミュニケーション 

(ii)日時： 2008年 11月 11日 

(iii)講義タイトル： Hormonal control of gummosis in tulips and species of Rosaceae family 

(iv)出席学生数： 2名 

(v)講義の概要（日本語で 100字から 200字程度）： 

 

 植物の多糖性溢泌物であるガム物質とその誘導制御に関する植物ホルモン類の作用機構

に関する講義である。Tulipa gesneriana Lをその代表例にあげながら、植物ホルモンのエチ

レンとジャスモン酸類の相互作用について詳細な解説がなされた。それらの植物ホルモン



類によって誘導されるガム物質は植物の種類によって異なっており、Tulipa gesneriana Lで

は、分子量が約 700 kDa の glucuronoarabinoxylan (GlcN: Ara: Xyl = 1:2:3) であることがわか

った。この事実は、これら植物ホルモン類が糖代謝に影響し、ガム物質形成を誘導してい

ることを示唆している。 

 

 

 

(i)科目名： サイエンスコミュニケーション 

(ii)日時： 2008年 11月 12日 

(iii)講義タイトル： 2,3,5-Triiodobenzoic acid, an inhibitor of polar auxin transport, 

stimulates shoot growth and flowering of partially cooled tulip bulbs 

(iv)出席学生数： 2名 

(v)講義の概要（日本語で 100字から 200字程度）： 

 

 植物ホルモンであるオーキシンは植物組織において特徴的な移動様式、すなわち極性移

動を示す。オーキシン極性移動阻害剤である 2,3,5-Triiodobenzoic acid (TIBA)は、低温処理

していないチューリップの花茎伸長に効果的な植物ホルモンであるジベレリンと同様の効

果を示すことが明らかとなった。本講義では、チューリップを例にあげて、植物の茎伸長

に対する TIBAの役割を、その詳細な投与実験の結果から、さらにはジベレリンの低温代替

効果と比較しながら考察した。 

 

 

(i)科目名： サイエンスコミュニケーション 

(ii)日時： 2008年 11月 18日 

(iii)講義タイトル： Hormonal control of shoot growth in tulips and other bulbous 

ornamental plants 

(iv)出席学生数： 2名 

(v)講義の概要（日本語で 100字から 200字程度）： 

 

 植物の茎伸長成長には表皮細胞が重要な役割を担っていることが知られている。本講義

では、チューリップの花茎を用いて、外科的手法によって人為的に表皮細胞を除去した場

合の花茎伸長に対する植物ホルモン、特にオーキシンの役割を考察した。チューリップで

は、雌蕊において生合成されたオーキシンが花茎を極性方向に移動し、表皮細胞の伸長を

促進することによって花茎の伸長が制御されていることが示された。 

 

 



 

 

3．ゲストプロフェッサーによるその他の大学院の授業（カリキュラムにない科目）： 

(i)日時： 2008年 11月 26日 

(ii)講義タイトル： Biological activities of tropolone and hinokitiol: the tools in plant 

physiology and their practical use 

(iii)出席学生数： 2名（他に教員 2名） 

(iv)講義の概要（日本語で 100字から 200字程度）： 

 

 植物の精油成分の一つである hinokitiol (β-thujaplicin)およびその関連化合物の植物の成長、

発達、ならびに糸状菌の成長に対する影響が話題提供された。これら化合物の作用機構は

未だ明らかではないものの、植物ホルモンであるエチレンとジャスモン酸類生成に対する

影響をとおして機能している可能性が示唆された。 

 

 

４．ゲストプロフェッサーによる講義以外の大学院生への教育（プレゼンテーション指導、

実験指導、ディスカッションなど）： 

(i)日時： 2008年 11月 2日~11月 29日 随時 

(ii)対象学生数： 大学院生 2名（他に学部生 2名、教員 4名） 

(iii)教育内容（単語ではなく具体的に書いてください）： 

 大学院生が現在行っている「オーキシン極性移動に関する研究」ならびに「ジャスモン

酸に関する生理学的研究」について、大学院生から説明を受け、それに対する質問を行い、

質疑応答の方法を指導した。また、英語での日常会話とともに、英語での講演を行う時の

導入から終了に至る間の決まり文句などについて分かりやすく解説された。具体的な例と

して、招聘研究者の現在の研究（植物ホルモンとガム物質形成、植物の二次代謝産物の生

理的役割）を講演しながら質疑応答を行った。 

  

 

５．ゲストプロフェッサーによる学部の授業（講義課目）： 

(i)科目名： 植物生理学 II、環境応答制御論 

(ii)日時： 2008年 11月 10日 

(iii)講義タイトル： Hormonal control of gummosis in tulips and species of Rosaceae family 

(iv)出席学生数： 20名 

(v)講義の概要（日本語で 100字から 200字程度）： 

 

   植物の多糖性溢泌物であるガム物質とその誘導制御に関する植物ホルモン類の作用機



構に関する講義である。Tulipa gesneriana Lをその代表例にあげながら、植物ホルモンのエ

チレンとジャスモン酸類の相互作用について詳細な解説がなされた。それらの植物ホルモ

ン類によって誘導されるガム物質は植物の種類によって異なっており、Tulipa gesneriana L

では、分子量が約 700 kDa の glucuronoarabinoxylan (GlcN: Ara: Xyl = 1:2:3) であることがわ

かった。この事実は、これら植物ホルモン類が糖代謝に影響し、ガム物質形成を誘導して

いることを示唆している。 

 

 

(i)科目名： 植物生理学 II、環境応答制御論 

(ii)日時： 2008年 11月 17日 

(iii)講義タイトル： 2,3,5-Triiodobenzoic acid, an inhibitor of polar auxin transport, 

stimulates shoot growth and flowering of partially cooled tulip bulbs 

(iv)出席学生数： 20名 

(v)講義の概要（日本語で 100字から 200字程度）： 

 

   植物ホルモンであるオーキシンは植物組織において特徴的な移動様式、すなわち極性移

動を示す。オーキシン極性移動阻害剤である 2,3,5-Triiodobenzoic acid (TIBA)は、低温処理

していないチューリップの花茎伸長に効果的な植物ホルモンであるジベレリンと同様の効

果を示すことが明らかとなった。本講義では、チューリップを例にあげて、植物の茎伸長

に対する TIBAの役割を、その詳細な投与実験の結果から、さらにはジベレリンの低温代替

効果と比較しながら考察した。 

 

 

(i)科目名： 植物生理学 II、環境応答制御論 

(ii)日時： 2008年 11月 18日 

(iii)講義タイトル： Hormonal control of shoot growth in tulips and other bulbous 

ornamental plants 

(iv)出席学生数： 20名 

(v)講義の概要（日本語で 100字から 200字程度）： 

 

 植物の茎伸長成長には表皮細胞が重要な役割を担っていることが知られている。本講義

では、チューリップの花茎を用いて、外科的手法によって人為的に表皮細胞を除去した場

合の花茎伸長に対する植物ホルモン、特にオーキシンの役割を考察した。チューリップで

は、雌蕊において生合成されたオーキシンが花茎を極性方向に移動し、表皮細胞の伸長を

促進することによって花茎の伸長が制御されていることが示された。 

 



 

 

６．ゲストプロフェッサーによるその他の学部の授業（フレッシュマンセミナーなど）： 

(i)科目名： 生物学 II 

(ii)日時： 2008年 11月 4日、11月 25日 

(iii)講義タイトル： POLAND - COUNTRY, PEOPLE, CULTURE 

(iv)出席学生数： 各 40名 

(v)講義の概要（日本語で 100字から 200字程度）： 

 

 ポーランドの歴史や文化、歴史上の有名人、研究活動等について多くのスライドを用い

て解説された。現在、ポーランドは 312 000 km2 の国土を有し、人口は 39,000,000である。 

ポーランドは、1795年から 1918年まで 123年間にわたり地図上からその名前が消失し、さ

らに第 2 次世界大戦期間の 1939 年から 1945 年までドイツとソ連（当時）に分割された悲

しい歴史をもっている。以前の首都であるクラコフには欧州で最も古い大学である

Jagiellonian大学がある。地動説を唱えた天文学者の Nicholas Copernicus (1473-1543)、2度の

ノーベル賞を受賞し、ソルボンヌ大学で初の女性教授となった Maria Sklodowska-Curie 

(1876-1934)、ピアノの詩人と呼ばれた作曲家 Frederic Chopin (1810-1849)、液体酸素および

液体窒素の発見者である Zygmunt Wroblewski や Karol Olszewskiもポーランド人である。ポ

ーランドにおける科学の発展は、ポーランド科学アカデミー、大学および研究所がこれを

担っている。 

 

 

７．ゲストプロフェッサーによる研究者または一般向けの講演： 

(i)日時： 2008年 11月 2日（白鷺祭、オープンラボ） 

(ii)講演タイトル： POLAND - COUNTRY, PEOPLE, CULTURE 

(iii)出席者数： 9名（他に本学教員 3名） 

(iv)講義の概要（日本語で 100字から 200字程度）： 

 

 ポーランドの歴史や文化、歴史上の有名人、研究活動等について多くのスライドを用い

て解説された。現在、ポーランドは 312 000 km2 の国土を有し、人口は 39,000,000である。 

ポーランドは、1795年から 1918年まで 123年間にわたり地図上からその名前が消失し、さ

らに第 2 次世界大戦期間の 1939 年から 1945 年までドイツとソ連（当時）に分割された悲

しい歴史をもっている。以前の首都であるクラコフには欧州で最も古い大学である

Jagiellonian大学がある。地動説を唱えた天文学者の Nicholas Copernicus (1473-1543)、2度の

ノーベル賞を受賞し、ソルボンヌ大学で初の女性教授となった Maria Sklodowska-Curie 

(1876-1934)、ピアノの詩人と呼ばれた作曲家 Frederic Chopin (1810-1849)、液体酸素および



液体窒素の発見者である Zygmunt Wroblewski や Karol Olszewskiもポーランド人である。ポ

ーランドにおける科学の発展は、ポーランド科学アカデミー、大学および研究所がこれを

担っている。 


