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アジア研究教育拠点事業 
平成２２年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 山口大学 
（ タ イ 側 ）拠 点 機 関： コンケン大学 

 
２．研究交流課題名 
（和文）：微生物の潜在能力開発と次世代発酵技術の構築               
                   （交流分野： 応用微生物学       ）  
（英文）：Capacity Building and Development of Microbial Potential and Fermentation 
Technology towards New Era  
                   （交流分野： Applied Microbiology   ）  
 研究交流課題に係るホームページ：http:// ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~jsps/index      
 
 
３．開始年度 

平成 20 年度（3 年目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：山口大学 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：山口大学・学長・丸本卓哉 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：医学系研究科・教授・山田守 
 協力機関：北海道大学、東京大学、静岡大学、京都大学、京都工芸繊維大学、岡山大学、

広島大学、九州大学、琉球大学、宇部工業高等専門学校、大阪府立大学、石

川県立大学、福井県立大学、熊本県立大学、大阪市立大学、慶応義塾大学、

明治大学、立命館大学、広島国際学院大学、崇城大学、長浜バイオ大学 
 事務組織：山口大学学術研究部研究推進課、財務部経理課、財務部契約課 
 
相手国側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
（１）国（地域）名：タイ 
拠点機関：（英文）Khon Kaen University 

      （和文）コンケン大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） 

Faculty of Technology・Assistant Professor・Vichai Leelavatcharamas 
 協力機関：（英文）Burapha University, Chiang Mai University, Chulalongkorn 
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University, Kasetsert University, King Mongkut's Institute of  
Technology Ladkrabang, King Mongkut's University of Technology  
Thonburi, Maejo University, Mahidol University, Naresuan  
University, Prince of Songkla University, Phayao University, 
Srinakharinwirot University, Thammasart University, 
UbonRatchathani University,Rajamangala University of 
Technology Isan, National Institute of Genetic Engineering and 
Biotechnology, Thailand Institute of Scientific and Technological  
Research, BIOTEC (National Center for Genetic Engineering and  
Biotechnology) Culture Collection, Agricultural Research and  
Development Agency 

（和文）ﾌﾞﾗﾊﾟ大学、ﾁｪﾝﾏｲ大学、ﾁｭﾗﾛﾝｺﾝ大学、ｶｾｻｰﾄ大学、ﾓﾝｸｯﾄ王工科大学

ﾄﾝﾌﾞﾘ校、ﾓﾝｸｯﾄ王技術大学ﾗﾄﾞｸﾗﾊﾞﾝｸﾞ校、ﾒｲｼﾞｮ大学、ﾏﾋﾄﾞﾝ大学、ﾅﾚ

ｽｱﾝ大学、ｿﾝｸﾗ王子大学、ﾊﾟﾔｵ大学、ｼｰﾅｶﾘﾝｳｨﾛｯﾄ大学、ﾀﾏｻｰﾄ大学、

ｳﾎﾞﾝﾗﾁｬﾀﾆ大学、ﾗｼﾞｬﾏﾝｶﾞﾗ工科大学ｲｻﾝ校、遺伝子工学・ﾊﾞｲｵﾃｯｸ国立

研究所、ﾀｲ科学技術研究所、ﾊﾞｲｵﾃｯｸｶﾙﾁｬｰｺﾚｸｼｮﾝ, 農業研究開発機構 
 経費負担区分：パターン２ 
 
５．全期間を通じた研究交流目標 
 タイ NRCT からマッチングファンドを得て、日本、タイ、ベトナム、ラオスの 4 カ国ア

ジア研究教育拠点事業を実施する。先導の JSPS-NRCT 拠点事業（平成 10～19 年度）の実

績に基づいて、本事業はタイ隣国を加えて広域に展開し、先端的分野を創成させるために

実績・評価の高い耐熱性微生物発酵分野に特化して遂行する。日本とタイから多数の大学、

ベトナム南部の主要な 4 大学及び 1 研究所、ラオス唯一の国立大学等の研究者が参加し、

若手研究者の実践的教育を含め発酵分野における世界的水準の交流拠点を目指す。そのた

めに積極的な共同研究や研究者交流に加え、セミナーやシンポジウム等を頻繁に開催する。 
 耐熱性微生物の存在とその有用性は早くから予測され、先導の拠点事業によって確証が

得られた。本事業では、「熱帯環境から新規あるいは高効率的な発酵能を有する微生物資源

の獲得」、「分離株の生化学的および分子生物学的基礎研究と生産される有用物質の解析」

及び「耐熱性微生物を用いた応用展開」を継続すると共に、新規に「耐熱性微生物の分布

の検証」、「耐熱性を付与する分子機構の解明」及び「耐熱性微生物を用いた経済的発酵技

術の開発」を行う。普遍的な耐熱性機構の解明や経済的発酵技術の確立によって、耐熱性

菌だけでなく常温菌を用いた経済的な次世代の発酵が可能となる。同時に、若手研究者育

成や先端的技術普及を進め、タイ、ベトナム、ラオスの研究基盤の底上げと人的信頼関係

の構築を推進する。研究成果を学術論文や特許として公開し、新技術の普及も視野に入れ

て企業を加えた共同研究もすすめる。本事業を、将来を見据えて発展させ、微生物の潜在

能力を開発するための基礎・応用研究を先導的に推進する「微生物研究のアジア拠点」の

形成を目指す。開発される技術は、地球規模の環境、衛生や食料問題等の解決に貢献でき、
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新規産業創成にも繋がると期待される。 
 共同研究は、以下の 3 つの課題に分けて実施する。それぞれの課題は後述のように複数

の共同研究グループによって構成される。 
課題 1：Explorational Research of Useful Microorganisms 
        （有用微生物の探索研究） 
課題 2：Fundamental Research on Thermotolerant Microorganisms 
        （耐熱性微生物の基本的機構研究） 
課題 3：Applied Research with Useful Microorganisms 
    （有用微生物を用いた応用研究） 
 全体の交流の場を確保するために、全員が参加するジョイントセミナーを隔年開催し、

ベトナムやラオスの研究者との共同研究を活性化するために、ベトナムあるいはラオスで

サテライトセミナーを毎年開催する。さらに、若手研究者の育成も兼ねて、若手研究者セ

ミナーを毎年開催する。 
 
 
６．平成２２年度研究交流目標 
 当初計画に従って、本年度は第 3 回サテライトセミナーと第 3 回若手研究者セミナーを

開催する。また、本共同研究期間の折り返し点を迎える重要な時期であることから、第 2
回ジョイントセミナーをコンケン（タイ）にて開催する。 
 事業開始 3 年目となり、研究交流課題の進展を確認しながら目標達成を目指す。先の拠

点大学交流事業（拠点大学：山口大学−カセサ−ト大学）からの継続的な基礎研究や応用研

究をさらに発展させるとともに、本事業で新たに開始した耐熱性微生物の「耐熱性分子機

構の解析」やベトナムとラオスの研究者も加えて進めている「耐熱性微生物の地理的分布

調査」を軌道にのせていく。さらに、耐熱性微生物を利用した高温発酵系技術の樹立のた

めに、実用化を目指したセミパイロット／パイロット実証試験のための準備を進める。 
これまでと同様に若手研究者育成のために、博士課程学生を中心に第 3 回若手研究者セ

ミナーを企画・開催する。本年度は、JENESYS プログラムで来日中の学生も参加する予

定である。また、タイで第 3 回ワークショップを開催し、ラオス、ベトナム、タイの若手

研究者に対して有用微生物分離などの技術指導を行う。さらに、ラオス、ベトナム、タイ

の若手研究者を日本の共同研究者が受け入れ、研究指導を行う。これらの活動を通じて若

手研究者を育成する。 
 
７．平成２２年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 
 平成 22 年度は、これまでとほぼ同規模の研究協力体制で本拠点事業を実施した。参加機

関数や参加者数は、日本の 26 研究機関 68 人、タイの 20 研究機関 73 人、ベトナムの 5 研

究機関 13 人、ラオスの 1 研究機関 8 人であった。また、54 件の共同研究を実施した。そ

のうち、日本とタイとの共同研究を 46 件、日本、タイ、ベトナム、ラオスの 4 カ国共同研
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究を 8 件実施した。 
 ベトナムやラオスとの共同研究促進を目指して、第 3 回サテライトセミナーや第 3 回ワ

ークショップを開催した。また、参加者全員の交流および情報交換の場となり、全体の研

究発表の場として第 2 回ジョイントセミナーを開催した。 
 本拠点事業では、耐熱性微生物を用いた「次世代発酵技術となる高温発酵技術」の構築

が 1 つの目的となっている。この目標を達成するために、高温発酵生産の可能性の高いエ

タノール、酢酸、L-乳酸、バイオガスについて 4 つの研究グループをつくり、パイロット

試験を目指して共同研究を開始した。 
 本拠点大学の運営委員会を 2 回開催した。第 2 回ジョイントセミナー期間中に開催した

会議では、本事業の全体活動を検討するとともに、運営委員会委員や課題リーダーの一部

見直しを行った。平成 23 年 3 月に山口大学で開催した会議では、中間評価結果の検討や平

成 23 年度の活動計画や研究者交流計画等について検討した。 
 
７－２ 学術面の成果 
 本拠点事業の研究成果として耐熱性微生物の分離同定やそれらの詳細な解析など 53件の

学術論文を発表した。加えて、第 2 回サテライトセミナーで耐熱性微生物を用いた高温発

酵生産など 11 件、第 2 回ジョイントセミナーで耐熱性微生物の分離や地理的分布解析、耐

熱性の分子機構等の基礎研究あるいは有用物質生産等の応用研究など 73件の研究成果発表

を行なった。また、それぞれの共同研究もほぼ順調に遂行されている。プロジェクト 1 で

は有用な耐熱性微生物の分離やその分子生物学的および生化学的な解析が継続され、プロ

ジェクト 2 ではいくつかの微生物における耐熱性分子機構の解析が進められ、また、ベト

ナムやラオスにおける耐熱性有用微生物の分布調査が少しずつ展開されている。プロジェ

クト 3 では耐熱性微生物の応用を目指して様々な基礎研究が行なわれると同時に、高温発

酵技術構築を目指して、タイのバイオマスを用いた予備試験研究が実施された。このよう

に、本拠点事業のロードマップをほぼ達成している。 
 
７－３ 若手研究者養成 
 本年度、本拠点事業関連で 2 人が博士課程を修了した。若手研究者養成のための事業と

して、第 3 回若手研究者セミナーを山口市で開催した。これまでと同様に、博士課程学生

を中心とした運営委員会を設置し、数回の委員会を開いて準備を行った。第 3 回若手研究

者セミナーには、タイ、ラオス、ベトナムから 9 人、タイやベトナムからの留学生 3 人、

その他の外国人留学生 9 人、日本人学生 35 人などを含めた 78 人の研究者らが参加した。

初日に講演とグループ討議を行った。グループ討議では、参加者全員が参加し、各自の研

究について英語で口頭発表及び討議を行った。2 日目は、講演と各グループから選出された

若手研究者による研究発表、さらに、次世代シークエンスに関するワークショップを行っ

た。また、第 3 回サテライトセミナーでは多くの若手研究者の参加があり、活発な質疑が

あった。 
 その他の若手研究者養成に関する取組の一部を以下に紹介する。 
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岡山大学・神崎博士：本研究を実施しているタイ側研究者 Panarat Arunrattiyakorn 博
士は岡山大学で博士号を取得した後、シーナカリンウイロット大学講師として本 ACP プロ

ジェクトに参画しているが、このプロジェクトでは研究成果を着実に挙げており、本プロ

ジェクトが若手研究者養成に役立っていることが証明されている。 
広島大学・加藤博士：Dr. Nguyen Huu Hiep（ベトナム）は加藤博士（広島大学）が、

Ms. Toulaphone Keokene（ラオス）は Dr. Alisa S. Vangnai(チュラロンコン大学)がそれぞ

れの研究室に 1 ヶ月間受け入れ、高温耐性および有機溶媒耐性微生物に探索に関する研究

指導・研究討論・共同研究を行った。 
静岡大学・金原博士：タイ側共同研究者 Dr. Vichien の指導学生である博士課程学生

Jintana Petmaneechot を平成 22 年 7 月から 2 ヶ月間、山口大学が採択された JENESYS
プログラムにより受け入れ、耐熱性乳酸発酵細菌の発酵条件の検討に関する共同研究の実

験を指導した。 
立命館大学・若山博士：チェンマイ大学から修士 1 回生を受け入れ、食品微生物に関す

る研究指導を行っている。 
山口大学・松下博士：JENESYS プログラムによりベトナムから Huynh Xuan Phong を

受け入れ、酢酸菌の培養および生理学的性質の解析について指導した。また、共同研究者

Dr. Gunjana Theeragool の博士課程学生の指導を引き続き行っている。さらに、共同研究

者 Dr. Nawarat Nantapong の修士課程学生を別途予算で招聘し、3 ヶ月にわたって耐熱性

酢酸菌の分離や解析に関する教育を行った。 
山口大学・星田博士：Le Tan Hung（ベトナム）は、山口大学滞在期間中に開催された

第 3 回若手研究者セミナーに出席し、研究成果を発表した。また、Tran Thanh Phong（ベ

トナム）はタイ・ウボンラチャタニ大学において耐熱性エタノール生産酵母の取得に関す

る基本技術を学んだ。両研究者とも 30 代の若手研究者である。 
京都工芸繊維大学・河合博士：タイの若手研究者Dr. P. Somyoonsap及び彼女のPh. D. 

studentであるMr. T. Sriyapaiを受け入れた。また、タイ留学生Ms. Uschara Thumaratが
博士後期課程のテーマとして119株の耐熱性エステラーゼの研究に取り組んでいる。 
九州大学・中山博士：昨年度の JENESYS プログラムにより招聘したカセサート大学 Ms. 

Massalin Nakphaichit（タイ側共同研究者 Dr. Sunee の指導学生）の耐熱性バクテリオシ

ン生産性乳酸菌に関する論文作成を指導した。また、同大学の Ms. Supatjaree 
Ruengsomwong（タイ側共同研究者 Dr. Sunee の指導学生）を本年度の JENESYS プログ

ラムにより招聘した。 
北海道大学・横田博士：ベトナムの研究者 Nguyen Huu Thanh がメイジョ大学の Dr. 

Piyanuch Niamsup の研究室を、ラオスの研究者 Manichanh Sayavong がコンケン大学の

Dr. Vichai Leelavatcharamas の研究室を訪問し、乳酸菌の分離作業を行うことにより、若

手研究者の実験技術の向上に貢献した。 
大阪府立大学・阪本博士：Dr. Wasana Sukhumsirichart は大阪府立大学に滞在中、本学

学生に研究および論文作成指導を行った。 
静岡大学・徳山博士：JENESYS プログラムにより Dr. Vichien の博士課程学生 Ms. 
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Srisuda Hanphakphoom を受け入れ指導した。また、JASSO プログラムにより Dr. Vichien
の修士課程学生 1 名を受け入れ、教育している。 
福井県立大学・宇多川博士：福井の「へしこ」製法教示のために大学院生を同行し、カ

セサート大学に約 1 週間滞在させ、カセサート大学の学生と共に「へしこ」試作にチャレ

ンジさせた。 
広島国際学院大学・佐々木博士：Dr Napavarn の推薦により、タイ農業省国土開発局主

任研究員に博士学位を取得させた。 
九州大学・酒井博士：コンケンにて行われたジョイントセミナー時に、研究に従事して

いるコンケン大学修士課程学生と討論を行った。また、JENESYSプログラムによりカセサ

ート大学から修士2回生を受け入れた。 
山口大学・山田博士：山口大学で平成21年度に博士課程を修了したDr. Keawta 

Sootsuwanを受け入れ、耐熱性Z. mobilisのゲノム解析について共同研究を実施した。また、

現在タイからの博士課程留学生Ms Kannikar Charoensukに対して耐熱性Z. mobilisの呼吸

鎖および酸化ストレス耐性に関する研究の指導を行っている。 
 
７－４ 社会貢献 
 カセサート大学で第 3 回ワークショップが開催され、本拠点事業のラオスやベトナムの

研究者に加え、タイの一般研究者や高等学校教諭も参加した。その他には、以下のような

ものがある。 
京都工芸繊維大学・河合博士：本研究は近未来の低炭素社会を築くのに必要なポリエス

テル類のリサイクルへの活用と耐熱性酵素の触媒反応への応用の 2 つの側面がある。前者

に関してはすでに堆肥によるポリエステル繊維分解への利用を視野にいれて共同研究を行

っている。後者に関しては具体的に利用のめどは立っていないが、耐熱性リパーゼ/エステ

ラーゼの応用は有用性が高いと考えられる。 
福井県立大学・宇田川博士：平成 23 年 3 月、タイにおける魚醤工場にて、日本の発酵魚

及び魚醤について講演した。 
広島国際学院大学・佐々木博士：光合成細菌は入っていないが、コンポストと 4 種類の

微生物からなる微生物肥料の生産を行い、タイ全土の農家に頒布している。いろいろな作

物（野菜、トウモロコシ)の収量増加、収入増加に貢献している。 
静岡大学・露無博士：大豆こぶ病、トウモロコシ条斑細菌病ともタイ国で難防除病害で

あるが、これらを有効に防除する生物防除細菌を分離し、同国における両病の安価な防除

が可能になった。 
石川県立大学・熊谷博士：セルラーゼ類の研究はまだ直接的結果はないが、未利用バイ

オマスの有効利用を通じて、将来の炭酸ガス排出削減、地球温暖化防止、資源循環型社会

の構築に寄与する。 
 
７－５ 今後の課題・問題点 
 ベトナムやラオスとの共同研究において、依然、設備不足などのために計画が遅れてい
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る。昨年度に続いてラオスの JICA を訪問し相談したが、非常に難しい状況にある。これま

でと同様に、ベトナムやラオスからサンプルを持参してタイで研究するという状況にあり、

今後なんらかの解決が必要と感じている。その他の問題点等を以下に示す。 
タイ側研究者が日本の大学と比べて多くの授業科目をもち、研究に割く時間や研究用の

設備が必ずしも十分ではないことが多く、来日し日本での研究時間を作ることが重要と思

われる。タイ側および日本側の若手研究者の交流促進をどのように確保していくかが課題

であると考える。 
まずは、ベトナムとラオスの研究者に、九州大学のバクテリオシン生産性耐熱性乳酸菌

のスクリーニング技術を確実に習得してもらい、自国でスクリーニングを精力的に推進し

て行くような体制を整えたい。タイのカウンターパートによるラオスの研究者への技術指

導は遅れているようなので、こちらもタイ側に指導体制を整えてもらい、スクリーニング

研究を効率よく推進できるように準備を急ぎたい。 
 学生派遣にかかる費用や相互に交わす契約遵守事項あるいは試料・検体の輸送に関する

手続き等の課題がある。 
 共同研究者が多いため、彼らの招聘が十分にできていない。他の財源を探す必要がある。 
 研究費不足で、共同研究を継続できなくなる可能性がある。 
タイで発酵させた「へしこ」の 1 年目の結果についてレビューしたが、分析用のサンプ

ルの採取・移送方法に工夫が必要である。 
 共同研究を発展させるためには、共同研究者との意思疎通を頻繁に行う必要があり、同

時にタイ側にも積極的な論文執筆を促す必要がある。 
 研究成果を社会貢献に結び付けるためには、さらに研究結果を蓄積することが必要であ

る。そのための社会的理解並びに研究支援が必要である。また、実際に一般に利用できる

物質あるいは技術にするには経済性（費用対効果）も求められることから、その見通しは

容易ではない。 
 得られた成果をしっかりと取りまとめ、査読付き論文として発表していく姿勢が重要で

ある。そのためにもベトナム側の研究推進体制を強化する必要がある。 
 
 
７－６ 本研究交流事業により発表された論文 
  平成 22 年度論文総数    53 本 
   うち、相手国参加研究者との共著 20 本 
   うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの 20 本 
 
 
８．平成２２年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 
 昨年に引き続き前述の 3 課題に沿って共同研究を展開した。それぞれの課題は、研究交

流目標に挙げた 6 つの項目を達成するために、さらに 2 つずつの小課題を掲げ、実施した。
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以下に、それぞれの小課題ごとに実施した個々の共同研究テーマを示す。なお、一部の研

究課題（新課題名：様々な熱帯性動物の糞からの水素生成菌スクリーニング；旧課題名：

耐熱性水素発酵菌の分布とその利用、新課題名：ケミカルバイオロジーに基づく天然物由

来創薬リードの探索；旧課題名：微生物由来天然化合物による細胞増殖阻害と細胞死誘導、

新課題名：タイ国で分離した酵母を用いた新規アルコール飲料の機能性；旧課題名：タイ

国で分離した海洋性酵母と発酵酵母の有効利用、新課題名：エンドファイト（内生菌）に

よる生理活性キサントンの生物変換；旧課題名：生理活性物質生産を目指した二次代謝産

物の酵素変換）については当初計画から変更している。 
 
課題1：Explorational Research of Useful Microorganisms（有用微生物の探索研究） 
1-1 Screening useful microorganisms（有用微生物の検索） 
「有用物質生産に有効な耐熱性微生物のスクリーニング」、「東南アジア地域における有用

な食品微生物の探索と特徴の解明」、「エタノールを生産する耐熱性酵母のスクリーニング」、

「バイオディーゼル生産に用いる油脂生産耐熱性酵母の単離と性質解析」、「糖質・糖鎖関

連酵素遺伝子のスクリーニング」、「様々な熱帯性動物の糞からの水素生成菌スクリーニン

グ」、「伝統的発酵魚に関する研究」 
1-2 Study on isolated microorganisms and their products（分離微生物及び生産物質の研

究） 
「健康な乳児の糞便から単離した乳酸菌のグリコシダーゼの応用」、「オリゴ糖・配糖体合

成のための糖質・糖鎖関連酵素分子に関する研究」、「放線菌の耐熱性酵素に関する研究お

よび有用物質を生産する微生物の探索と分離」、「発酵食品から単離された耐熱性酵母およ

びその細胞融合育種株に対する放射線ストレスの影響」、「稲ワラ分解菌が生産するフェル

ラ酸エステラーゼとセルラーゼの精製と諸性質の決定」、「タイ国で分離した酵母を用いた

新規アルコール飲料の機能性」、「バクテリオシン生産性耐熱性乳酸菌の農・食品産業への

応用」、「二次元電気泳動と質量分析を用いたEnterobacter aerogenesにおけるアクリルアミ

ド誘導タンパク質の解析」、「エタノール生産のための耐熱性エタノール生産性酵母のスク

リーニングと解析」、「耐熱性Z.mobilisの呼吸鎖とエタノール生産との関係」、「高付加価値

化合物を生産する微生物の探索と単離」 
 
課題2：Fundamental Research on Thermotolerant Microorganisms（耐熱性微生物の基本

的機構研究） 
2-1 Geographical distribution of thermotolerant microorganisms（耐熱性微生物の地理的

分布） 
「タイ国における耐熱性・リグノセルロース資化性カビ及び耐熱性酵母の地域的分布調査」、

「東南アジア諸国における高温耐性および有機溶媒耐性微生物の単離と特性化」、「熱帯植

物に棲息する耐熱性 C1 微生物コンソーシアの探索」、「耐熱性酢酸菌の熱帯性地域分布調

査」、「耐熱性エタノール生産性細菌の地理的分布と優良菌株のスクリーニング」、「耐熱性

エタノール生産性酵母の分布調査と優良菌株の分離」、「アジアにおける耐熱性乳酸菌の地
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理的分布」、「耐熱性グルコノバクター酢酸菌の分布」、「ベトナムおよびラオスの天然資源

からの抗菌物質を生産する耐熱性乳酸菌の分離」 
2-2 Elucidation of molecular mechanisms of thermotolerance（耐熱性の分子機構解明） 
「耐熱性セルラーゼと耐熱性酵母の耐熱性分子機構の解明」、「耐熱性細菌の生理解析とそ

の乳酸発酵条件の最適化への応用」、「大腸菌および耐熱性エタノール生産性細菌の耐熱性

分子機構」、「耐熱性酵素とその大量生産に関する研究」、「耐熱性酢酸菌の｢耐熱性｣分子機

構の解析と酢酸発酵および菌膜多糖合成の分子機構の解析」、「耐熱性リパーゼ／エステラ

ーゼの特性と解析」 
 
課題3：Applied Research with Useful Microorganisms（有用微生物を用いた応用研究） 
3-1 Application for food, medicine, bio-energy, etc（食品、医薬品、バイオエネルギ−等への

応用） 
「高温耐性・有機溶媒耐性細菌を活用した疎水性ケミカルのバイオプロダクションのため

の基盤技術開発」、「ケミカルバイオロジーに基づく天然物由来創薬リードの探索」、「有用

乳酸菌のオリゴ糖代謝系と関連酵素の解析」、「組み換えフィコエリスリン生産のための高

熱性ラン藻由来 cpeB 及び cpeA の異種発現」、「農産物と関連廃棄物から誘導された生理活

性ペプチドの特性と利用」、「エンドファイト（内生菌）による生理活性キサントンの生物

変換」、「Bacillus amyloliquefaciensKPS46 の大豆こぶ病に対する防除機構における二次代

謝産物の役割」、「キラル化合物生産に有用な微生物酵素の探索と応用」、「バイオマスから

エネルギーへの変換における耐熱性を持つ熱帯性の様々な菌類からのセルロース分解酵素

とその役割に関する研究」、「白色腐朽菌の多環芳香族炭化水素（PAHs）分解に関する利用」、

「パームオイルミル廃水からのバイオ燃料生産プロセスの開発に関する研究」、「耐熱性発

酵菌を用いた砂糖を中心とした農作物を原料とした付加価値の高いバイオプラスチックの

生産」、「高温耐性微生物を用いた様々なバイオマスや有機性廃棄物（熱帯性農産物、植物

バイオマス、グリセロール、産業系セルロース残渣）からのバイオ水素、バイオディーゼ

ル生産プロセスの構築」、「光合成細菌を用いた農産廃棄物からの農業用資材や医薬品の生

産」、「食品及び環境未利用資源からのエタノール発酵生産」 
3-2 Development of high temperature fermentation technology（高温発酵技術の開発） 
「耐熱性微生物による食品、医薬品及びバイオ燃料生産及び耐熱性微生物の高濃度大量培

養システムの確立」、「環境保全のための低品質バイオマスの利用」、「耐熱性微生物による

バイオエタノール高温発酵生産」、「耐熱性微生物等による農産廃棄物の変換と土壌中複合

微生物系のモニタリング」、「耐熱性 Corynebacterium glutamicum のグルタミン酸発酵能

の解析」、「未利用バイオマスの有効利用を目的とする耐熱性微生物及びそれらの酵素に関

する研究」 
 上述した共同研究に加えて、JENESYS プログラムから支援を得て、タイ、ラオス、ベ

トナムの研究者の指導学生や本事業に参加している若手研究者を日本に招聘し、1～3 ヶ月

間共同研究を行った。また、耐熱性微生物を用いた高温発酵技術構築のために、日本側か

ら科学技術振興調整費の支援、タイ側から農業技術開発局の支援を得て、4 つの研究グルー
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プによってバイオエタノール、バイオガス、酢酸、L-乳酸のパイロット試験を目指した共

同研究を開始した。 
 
８－２ セミナー 
 平成 22 年度当初計画に従って、第 3 回若手研究者セミナーを平成 22 年 9 月に山口市で、

第 3 回サテライトセミナーを平成 22 年 11 月にホーチミン市（ベトナム）で、第 2 回ジョ

イントセミナーを平成 22 年 11 月にコンケン（タイ）でそれぞれ開催した。このように全

てのセミナーを計画通りに実施した。 
 第 2 回ジョイントセミナーを 2 日間実施し、22 件の口頭発表と 51 件のポスター発表が

行われた。本拠点事業参加者に加えて多くのタイの学生の参加があり、有意義な討議が行

なわれた。第 3 回サテライトセミナーでは、本拠点事業関係者による 11 件の口頭発表を行

なうとともに、ベトナム研究者と意見交換を行なった。また、ホーチミン市周辺の大学か

ら多くの若手研究者の参加があり、広報の場ともなった。 
 第 3 回若手研究者セミナーは、これまでと同様に博士課程学生を中心とした若手研究者

による運営委員会によって計画実施された。毎年参加者が増加し、今回のセミナーには、

タイ、ラオス、ベトナムからの若手研究者や留学生、その他の外国人留学生および日本人

学生を含む 78 人が参加した。JENESYS プログラムによる東アジアからの若手研究者も参

加した。プログラムとして 6 つの招待講演並びにグループ討議（参加者全員による研究成

果発表とそれに関する討議）を行った。同セミナーには、多数の博士前期課程学生も参加

した。 
 
８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
 平成 22 年 11 月 17 日～18 日開催のジョイントセミナー期間中に、本拠点事業運営委員

会を開催した。さらに、平成 23 年 3 月 3 日に山口大学で同運営委員会を開催した。 
 第 3 回ワークショップが、これまでと同様に、タイ側の関係者によってタイ（カセサー

ト大学）で開催された。ベトナムやラオスの本拠点事業関係者やタイの一般研究者などが

参加して、特に微生物の分離や解析に関するワークショップが行われた。 
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９．平成２２年度研究交流実績人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 
 
          派遣先 
派遣元 

日本 
<人／人日>

タイ 

<人／人日>

ベトナム 

（日本側）

<人／人日>

ラオス 

（タイ側） 

<人／人日> 

 

<人／人日> 
合計 

日本 
<人／人日> 

実施計画 
 

25/148 4/8 0/0  29/156 

実績 
22/117 
(2/9) 

4/9 
(1/2) 

0/0  
26/126 
(3/11) 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 20/431 
 

(8/16) 0/0  
20/431 
(8/16) 

実績 
25/544 
(5/57) 

(7/14) 0/0  
25/544 
(12/71) 

ベトナム 

（日本側） 

<人／人日> 

実施計画 6/118 10/103 
 

0/0  16/221 

実績 
5/103 
(1/31) 

7/77 0/0  
12/180 
(1/31) 

ラオス 

（タイ側） 

<人／人日> 

実施計画 3/13 (4/39) (4/8) 
 

 
3/13 

(8/47) 

実績 
3/15 

(2/31) 
(13/193) (3/6)  

3/15 
(19/230) 

 

<人／人日> 
実施計画     

 
 

実績      

合計 
<人／人日> 

実施計画 29/562 
35/251 
(4/39) 

4/8 
(12/24) 

0/0  
68/821 
(16/63) 

実績 
33/662 
(8/119) 

29/194 
(15/202) 

4/9 
(11/22) 

0/0  
66/865 

(34/343) 
 
※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・人日数を記載してくだ

さい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 
※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 
 
 
９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

   0／0  <人／人日>    2／4   <人／人日> 
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１０．平成２２年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 
整理番号 R－1 研究開始年度 平成 20 年度 研究終了年度 平成 24 年度 
研究課題名 （和文）有用微生物の探索研究 

（英文）Explorational Research of Useful Microorganisms 
日本側代表者 
氏名・所属・

職 

（和文）星田 尚司・山口大学大学院医学系研究科・准教授 
（英文）Dr. Hisashi Hoshida・Yamaguchi University・Associate Professor

相手国側代表

者 
氏名・所属・

職 

Dr. Tipaporn Limpaseni・Chulalongkorn University・Associate Professor

交流人数 
（※日本側予算

によらない交流

についても、カ

ッコ書きで記入

のこと。） 

① 相手国との交流 
派遣先 

派遣元 
日本 タイ 

ベトナム 
（日本側） 

計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 
 <人／人日> 

実施計画
 

4/32  4/32 
実績 2/18  2/18 

タイ 
<人／人日> 

実施計画 5/126 
 

 5/126 

実績 
6/158 
(1/5) 

 
6/158 
(1/5) 

ベトナム 

（日本側） 

<人／人日> 

実施計画  0/0 
 

0/0 

実績  1/15 1/15 

合計 
<人／人日> 

実施計画 5/126 4/32  9/158 

実績 
6/158 
(1/5) 

3/33  
9/191 
(1/5) 

② 国内での交流       0 人／0 人日 
２２年度の研

究交流活動 
本研究課題は大きく2つの小課題に分けて、それぞれ7件と11件の共同研

究を実施した。 
（１）Screening useful microorganisms 
      （有用微生物の検索） 
1. 有用物質生産に有効な耐熱性微生物のスクリーニング 
 共同研究チーム：酒井謙二博士（九州大学）、Saowanit Tongpim 博士（タ

イ・コンケン大学）、Vichien Kitpreechavanish 博士（タイ・カセサート

大学） 
魚類等の養殖に有用な抗生物質、色素等を生産する放線菌等の分離を引
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き続き継続するとともに、選別した放線菌類の生物活性と化学的性質につ

いて検討した。また、メールでのディスカッションを中心に研究を進めた。

コンケンで行われた第 2 回ジョイントセミナーに参加し，合計 5 件のポス

ター発表を行うとともに，セミナー中，セミナー前後にディスカッション

を行った。コンケンにて行われたジョイントセミナー時に研究に従事して

いるコンケン大学修士課程学生と議論を行った。 
 
2. 東南アジア地域における有用な食品微生物の探索と特徴の解明 
 共同研究チーム：若山守博士（立命館大学）、森口充瞭博士（別府大学）、

Nitaya Boontim 研究員（タイ・チェンマイ大学） 
東南アジア地域における有用な食品微生物を食品加工へ応用することを

目指しており、タイ側の共同研究者であるチェンマイ大学 Nitaya Boontim
研究員が、食品への応用が期待されているアスパラギナーゼの生産微生物

のスクリーニングを行った。酵素生産菌の分離源として、タイ発酵食品中

から乳酸菌を中心にスクリーニングを行ったが、現時点においては、アス

パラギナーゼ活性を有する乳酸菌を見出すに至っていない。本事業計画外

で予定を組み、今春チェンマイ大学を訪問し、乳酸菌由来の酵素の探索を

継続して行っていくことを確認した。また、修士 1 回生 Wasana Suyotha
の研究指導を行った。 

 
3. エタノールを生産する耐熱性酵母のスクリーニング 
 共同研究チーム：星田尚司博士（山口大学）、Charida Pukahuta 博士（タ

イ・ウボンラチャタニ大学）、Pitchayaporn Suwanakood 博士（タイ・ウ

ボンラチャタニ大学）、Sasithorn Lorroengsilp 博士（タイ・ウボンラチャ

タニ大学） 
 エタノール生産のための耐熱性酵母の解析において、タイのウボンで取

得されたUBU株の能力を調べた。この株は、3Lから30L程度のバイオリア

クターにおいて40℃で高いエタノール発酵能を示し、パイロットプラント

においても40℃で24時間周期の繰り返し培養において8％v/v以上のエタノ

ール生産を示すことができた。世界中で使われている通常のパン酵母では

40℃での効率よいエタノール発酵は不可能であったので、この結果は画期

的な成果となった。さらに、本酵母を育種するための交配育種技術が開発

できるようになり、より有用な酵母株を育種する方法論を得ることができ

た。 
本プログラムでウボンラチャタニ大学のSanom Nonklang博士が日本で

1ヶ月間の研究を行った。平成22年度以降も交流を続け交配育種系を完成さ

せる計画である。彼女は耐熱性酵母の研究の第一人者となる研究者で、拠

点方式プログラムの博士取得者で現在ウボンラチャタニ大学講師である。
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同じ拠点方式プログラムの博士取得者も今年タイのシーナカリンウィロッ

ト大学で講師職を得た。また、第3回若手研究者セミナーでは、日本側の若

手研究者4人の発表を行うことができ、日タイ双方の若手研究者が本プログ

ラムで育っている。 
 
4. バイオディーゼル生産に用いる油脂生産耐熱性酵母の単離と性質解析 
 共同研究チーム：岸田正夫博士（大阪府立大学）、阪本龍司博士（大阪府

立大学）、Vichai Leelavatcharamas 博士（タイ・コンケン大学） 
 バイオディーゼル生産に用いる油脂生産耐熱性酵母の単離と性質解析で

は、油脂資化微生物の中にバイオディーゼルに利用可能な油脂を蓄積する

ものが存在することから、平成 22 年度は検索対象を広げ、耐熱性油脂生産

酵母のスクリーニングと得られた酵母の生理学的解析をおこなった。 
ACP ジョイントセミナー等の国際会議におけるコンケン大学の若手研

究者の研究発表をサポートした。 
 
5. 糖質・糖鎖関連酵素遺伝子のスクリーニング 
共同研究チーム：伊藤和央博士（大阪市立大学）、村上周一郎博士（明治

大学）、Piamsook Pongsawasdi 博士（タイ・チュラロンコン大学）、Tipaporn 
Limpaseni 博士（タイ・チュラロンコン大学）、Jarunee Kaulpiboon 博士

（タイ・タマサート大学） 
 糖質・糖鎖関連酵素遺伝子のスクリーニングに関する研究では、微生物

および植物からアミロマルターゼ様酵素遺伝子のクローニングを行うとと

もに、稀少微生物からの糖修飾酵素の単離と新規糖転移酵素生産微生物の

分離を行った。また、大阪市立大学大学院理学研究科に Tipaporn 
Limpaseni 博士を 2 週間受け入れ、糖修飾酵素の転移特性を調べる予定で

あったが、東日本大震災の影響により次年度へ延期することになった。 
 
6．様々な熱帯性動物の糞からの水素生成菌スクリーニング 
共同研究チーム：樋口隆哉博士（山口大学）、Lai Mai Huong 博士（ベ

トナム・ホーチミン市大学）、Alissara Reungsang 博士（タイ・コンケン

大学）、Toulaphone Keoken 講師（ラオス国立大学） 
平成 22 年度当初の計画とは異なり、ベトナムとラオスの研究者が都合に

より Alissara Reungsang 博士の研究室での共同研究が実施できなかった。

そこで、E-mail 等によって打ち合わせを行って、それぞれの大学でスクリ

ーニングを実施した。ラオスの若手研究者 Ms. Toulaphone Keoken が、第

3 回若手研究者セミナーで口頭発表を、第 2 回ジョイントセミナーでポス

ター発表を行った。 
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7. 伝統的発酵魚に関する研究 
共同研究チーム：宇多川隆博士、岩田淑子（福井県立大学）、Pongtep 

Wilaipun 博士（タイ・カセサート大学） 
 「へしこ」はサバを糠漬けして発酵させる福井県の伝統的食品である。

我々は、福井の「へしこ」より耐塩性の乳酸菌 Tetragenococcus halophilus
を分離し、その性質を検討してきた。平成 22 年度はタイ国カセサート大学

水産学部 Pongtep 博士の協力を得て、タイの魚と糠を用いて「へしこ」と

同様の発酵を行い、日本の糠漬けと同様の乳酸菌が分離されるかの検討を

開始した。この発酵期間に福井の「へしこ」製法教示のために、大学院生

を同行しカセサート大学に約１週間滞在させ、カセサート大学の学生と共

に「へしこ」試作にチャレンジさせた。試作を通じて日本およびタイの学

生との交流を持たせるとともにタイにおける食生活、食習慣について経験

させ異文化を体験させた。また、カセサート大学水産学部にて、教員、学

生を対象に、日本の発酵魚に関するセミナーを行い、「へしこ」や魚醤に

ついて解説した。さらに、タイにおける魚醤工場にて、日本の発酵魚及び

魚醤について講演を行った。 
 
（２）Study on isolated microorganisms and their products 

（分離微生物及び生産物質の研究） 
1. 健康な乳児の糞便から単離した乳酸菌のグリコシダーゼの応用 
 共同研究チーム：山本憲二博士（京都大学）、芦田久博士（京都大学）、

Thida Chaiwangsri 博士（タイ・ナレスアン大学）、Chartchai Khanongnuch
博士（タイ・チェンマイ大学） 
 タイ国の乳児の糞便から単離同定された乳酸菌 Lactobacillus 
fermentum の β-ガラクトシダーゼについて、遺伝子のクローニングと組換

え酵素のさまざまな酵素化学的性質を検討した。当該酵素である

β-Galactosidase を用いて合成したオリゴ糖はプレバイオティクスとして

乳酸菌の増殖因子になり得る可能性が大きく、乳幼児の健康増進に資する

ことが期待できる。 
 
2. オリゴ糖・配糖体合成のための糖質・糖鎖関連酵素分子に関する研究 
 共同研究チーム：伊藤和央博士（大阪市立大学）、村上周一郎博士（明治

大学）、Piamsook Pongsawasdi博士（タイ・チュラロンコン大学）、Tipaporn 
Limpaseni 博士（タイ・チュラロンコン大学）、Kuakarun Krusong 博士

（タイ・チュラロンコン大学） 
オリゴ糖・配糖体合成のための糖質・糖鎖関連酵素分子に関する研究に

おいて、平成 22 年度はオリゴ糖・配糖体の合成を目指して、これまでに分

離した微生物のうちから、CGTase、レバンシュークラーゼおよびグルコ
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シダーゼの高い活性をもつ菌を選び、酵素を分離精製するとともにその性

質を調べた。また、明治大学農学部において Kuakarun Krusong 博士を受

け入れ、分離した菌の産生するオリゴ糖生産酵素の性質を解析した。さら

に、伊藤博士がタイ国を訪問し、コンケンで開催された ACP 第 2 回ジョイ

ントセミナーに出席して口頭発表を行うとともに、チュラロンコン大学に

おいて、新規な糖鎖遊離酵素生産菌スクリーニングのための試料の採取、

調製を行った。 
 
3. 放線菌の耐熱性酵素に関する研究および有用物質を生産する微生物の

探索と分離 
 共同研究チーム：徳山真治博士（静岡大学）、Sinma Kanokkorn（岐阜

大学）、Vichien Kitpreechavanich 博士（タイ・カセサート大学） 
 放線菌のPLA分解酵素の高機能化を目指し、放線菌Micromonospora sp. 
B12-1 由来 PLA 分解酵素遺伝子をクローニングした。また、シロアリ腸管

由来放線菌Saccharopolyspora pathumthaniensis S582株由来キシラナー

ゼ遺伝子をクローングし、組換体で発現させた。Micromonospora sp. 
B12-1由来PLA分解酵素は既知の酵素の中でPLA分解能が最も高く、PLA
分解に適した酵素であることを明らかにした。その遺伝子をクローニング

し、本酵素の大量生産を可能にした。また、放線菌形質転換体は極めて高

い PLA 分解能を示した。 
 
4. 発酵食品から単離された耐熱性酵母およびその細胞融合育種株に対す

る放射線ストレスの影響 
 共同研究チーム：岸田正夫博士（大阪府立大学）、阪本龍司博士（大阪府

立大学）、Vichai Leelavatcharamas 博士（タイ・コンケン大学） 
平成 21 年度の菌株スクリーニングにおいて、耐熱性酵母および耐熱性

細胞融合株が得られた。それらを用いて放射線ストレスに対する抵抗性と

耐熱性との関係を明らかにすることを本課題の研究目的とし、平成 22 年

度は、耐熱性に関与すると考えられるトレハロース等の物質が放射線曝露

の有無により、細胞内でどのように挙動するかを明らかにすることを目標

として研究を進めた。また、ACP ジョイントセミナー等の国際会議におけ

るコンケン大学の若手研究者の研究発表をサポートし、若手研究者育成を

行った。 
 
5. 稲ワラ分解菌が生産するフェルラ酸エステラーゼとセルラーゼの精製

と諸性質の決定 
 共同研究チーム：阪本龍司博士（大阪府立大学）、岸田正夫（大阪府立大

学）、Wasana Sukhumsirichart 博士（タイ・シーナカリンウィロット大学）
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 本研究ではタイで大量に発生する稲ワラの有効利用を目的に、微生物を

用いた効率的な液化及び糖化システムの構築を目指し、前年度までにキシ

ラン分解酵素の機能解析を行ってきた。しかし、稲ワラ中の主要構成多糖

の 1 つであるアラビノキシランを完全分解するためには、その修飾基とし

て存在するフェルラ酸を遊離させる必要がある。平成 22 年度の研究では、

フェルラ酸遊離を触媒する酵素であるフェルラ酸エステラーゼを高生産す

る 3 株の微生物を単離し、それらの酵素の精製と諸性質の決定を行った。

なお、セルラーゼについては高生産菌の単離には至らなかった。また、前

年度までに性質を決定しているキシラン分解酵素の遺伝子クローニングに

も成功し、現在は異種発現系の構築を行っている。若手研究者の育成とし

て、Wasana Sukhumsirichart 博士が大阪府立大学に滞在中、本学学生に

研究および論文作成指導を行った。 
 
6. タイ国で分離した酵母を用いた新規アルコール飲料の機能性 
 共同研究チーム：寺本祐司博士（崇城大学）、Aporn Wongwicharn 博士

（タイ・モンクット王工科大学）、Thalisa Yuwa-amornpitak 博士（タイ・

マハサラカン大学） 
 平成 22 年度は、タイ国で分離した酵母と黒米を用いて、鮮やかな赤い色

と機能性を併せ持つ酒の試醸を行なった。成果は複数の学会で発表した。

また、Thalisa Yuwa-amornpitak 博士を受け入れ、タピオカでん粉とタイ

国のハーブをもちいた酒を複数試醸し、その機能性を調べた。 
 
7. バクテリオシン生産性耐熱性乳酸菌の農・食品産業への応用 
共同研究チーム：中山二郎博士（九州大学）、園元謙二博士（九州大学）、

土居克実博士（九州大学）、松崎弘美博士（熊本県立大学）、善藤威史博士

（九州大学）、Sunee Nitisinprasert 博士（タイ・カセサート大学）、Adisorn 
Swetwiwathana 博士（タイ・モンクット王技術大学ラドクラバング校）、

Wilai Noonpakdee 博士（タイ・マヒドン大学）、Wanna Malaphan 博士

（タイ・カセサート大学）、Pongtep Wilaipun 博士（タイ・カセサート大

学） 
40℃以上の温度下においても安定してバクテリオシンを生産することが

できる乳酸菌を発掘し、さらにその発酵あるいは酪農産業への有効利用法

を開発することを目標としている。平成 22 年度は、これまでに本プロジェ

クトにて発掘してきたバクテリオシン生産耐熱性乳酸菌について、（１）バ

クテリオシン分子およびその遺伝子の実態の解明、（２）食品および農産業

における有効利用の検討を推進した。 
平成 20 年度 2 月から 10 月まで本事業の一環として招聘したカセサート

大学 Ms. Massalin Nakphaichit（カセサート大学博士課程学生、指導教員
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Sunee Nitisinprasert 博士）の耐熱性バクテリオシン生産性乳酸菌

Lactobacillus reuteri AC-5 の鶏腸内細菌叢に与える影響の解析について、

論文作成を e-mail を活用しながら指導した。論文は現在投稿中である。ま

た、同大学同研究室のMs. Supatjaree Ruengsomwongを本年度JENESYS
プログラムの支援を受け本研究室に招聘し、種々分子生物学的手法による

腸内フローラ解析技術を指導した。平成 22 年 9 月には ACP 第 3 回若手研

究者セミナーにて、その成果の一部を発表した。 
 
8. 二次元電気泳動と質量分析を用いた Enterobacter aerogenes における

アクリルアミド誘導タンパク質の解析 
共同研究チーム：金原和秀博士（静岡大学）、谷明生博士（岡山大学）、

Jittima Charoenpanich 博士（タイ・ブラパ大学） 
これまでに選択した菌株の特異的に発現しているタンパク質を調べ、遺

伝子の取得を目指して、タンパク質の発現の詳細を解析し、特異的なタン

パクを見出すことを目標として研究を行った。タイ側若手研究者 Jittima 
Charoenpanich 博士を 1 ヶ月間日本に受け入れるに際し、耐熱性細菌のア

クリルアミド分解条件を検討するため、培地成分に関する意見交換を行う

とともに活性向上に関する今後の計画を討議した。 
アクリルアミド分解活性を向上させるため、培地成分の検討を行った後、

アクリルアミドの減少を HPLC 等で確認した。アクリルアミドで生育した

菌体タンパク質を二次元電気泳動分析し、得られたタンパク質スポットの

質量分析による同定を行った。その結果、Urease, Malate dehydrogenase, 
Succinyl-CoA synthase 等、アクリルアミドの分解に関与すると考えられ

るタンパク質を同定した。 
 
9. エタノール生産のための耐熱性エタノール生産性酵母のスクリーニン

グと解析 
共同研究チーム：星田尚司博士（山口大学）、Sanom Nonglang 博士（タ

イ・ウボンラチャタニ大学）、Sasithorn Lorroengsil 博士（タイ・ウボン

ラチャタニ大学）、Surasit Sutthikhumpa 博士（タイ・ウボンラチャタニ

大学） 
 エタノール生産のための耐熱性酵母の解析において、タイのウボンで取

得されたUBU株の能力を調べた。この株は、3Lから30L程度のバイオリア

クターにおいて40℃で高いエタノール発酵能を示し、パイロットプラント

においても40℃で24時間周期の繰り返し培養において8％v/v以上のエタノ

ール生産を示すことができた。世界中で使われている通常のパン酵母では

40℃での効率よいエタノール発酵は不可能であったので、この結果は画期

的な成果となった。さらに、本酵母を育種するための交配育種技術が開発
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できるようになり、より有用な酵母株を育種する方法論を得ることができ

た。 
 
10. 耐熱性 Z. mobilis の呼吸鎖の解析とエタノール生産との関係 
共同研究チーム：山田守博士（山口大学）、Ms. Kannikar Charoensuk

（山口大学）、Pornthap Thanonkeo 博士（タイ・コンケン大学）、Kaewta 
Sootsuwan 博士（タイ・ラジャマンガラ工科大学イサン校） 
 耐熱性 Z. mobilis の呼吸鎖電子伝達系に関して、チトクローム C ペルオ

キシダーゼやユビキノールオキシダーゼの解析を実施する。それぞれの変

異株作製を試み、変異のエタノール生産や耐熱性への影響を検討した。ユ

ビキノールオキシダーゼの精製を実施した。 
タイの共同研究者であるPornthap Thanonkeo博士に加えて、平成21年

度に山口大学で博士課程を修了したKeawta Sootsuwan博士との共同研究

として、また、現在タイからの博士課程留学生Ms Kannikar Charoensuk
の研究テーマの1つとして実施した。 
 
11. 高付加価値化合物を生産する微生物の探索と単離 
 共同研究チーム：今村信孝博士（立命館大学）、 Wichien Yongmanitchai
博士（タイ・カセサート大学） 

淡水微細藻類を用いて効率よくCO2固定を行い、得られた藻体から脂質

やデンプンなどの有用物質を獲得することを目的とし、平成22年度は、目

的に適した株の選定とクロレラをモデルとして効率的な抽出方法の検討を

行った。 
研究交流活動

成果 
（１）Screening useful microorganisms 
      （有用微生物の検索） 
1. 有用物質生産に有効な耐熱性微生物のスクリーニング 
 魚類等の養殖に有用な抗生物質、色素等を生産する微生物をタイ国内か

ら分離した。このうちの 2 種について細菌種同定を行い，放線菌に属する

ことを明らかにした。抗菌性物質については、その作用スペクトルや作用

条件等を検討し，病原性大腸菌やサルモネラ等に抗菌性を示すことを明ら

かにした。色素生産菌については、その生産性が培地および培養条件の影

響を受けることを示し，淡水魚に摂取させることで体表面色調を変化させ

ることができることが明らかになった。 
 
2. 東南アジア地域における有用な食品微生物の探索と特徴の解明 
枯草菌 Bacillus subtilis および乳酸菌 Lactobacillus gasseri 由来アスパ

ラギナーゼの大腸菌における発現系の構築から組換え酵素の精製と諸性質

の検討を行った。B. subtilis のアスパラギナーゼについては、新規な基質
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特異性と高い耐塩性などの特性をまとめ、学術誌に掲載された。また、B. 
subtilis のアスパラギナーゼのポテトチップス製造におけるアクリルアミ

ド生成抑制効果について検討した。その結果、酵素の処理方法により効果

は異なるものの、アクリルアミド合成の原料となるポテト中のアスパラギ

ン含有量を 10％までに減少させることができた。今後、アクリルアミド含

量を測定し、本酵素のアクリルアミド抑制効果を明確にする。一方、牛乳

ホエーを基材として、麹菌と酵母による複発酵を行い、エタノール生産を

試みた。 
 

3. エタノールを生産する耐熱性酵母のスクリーニング 
 40℃での実用的なエタノール発酵ができることを示した結果は、学術的

にも本酵母を利用した研究開発が具体的な意味を持つことを示している。

このような高温耐性のエタノール発酵がどのような仕組みで可能なのかを

調べることが必要であり、様々な発酵微生物の高温発酵系開発に有用な情

報となる。また、本酵母での交配系が初めて本研究で開発できたので、育

種および遺伝学的解析にとって重要な結果となった。 
 
4. バイオディーゼル生産に用いる油脂生産耐熱性酵母の単離と性質解 
タイの発酵食品を単離源として耐熱性酵母 13 株を単離した。この 13 株

の油脂蓄積能を解析した結果、5 株に油脂蓄積が認められた。現在それら

の株の油脂蓄積能等について解析を進めている。また耐熱性酵母を分離す

る過程で耐熱性乳酸菌が 21 株分離できたため、本乳酸菌についても油脂生

産能を検討したが、油脂生産乳酸菌は認められなかった。タイの発酵食品

から耐熱性油脂生産酵母を単離することができた。また、油脂生産能はな

かったものの、耐熱性乳酸菌の中の 1 株は高温でのバクテリオシン生産活

性があり、その最適生産条件を決定することができたため、投稿論文とし

て発表する成果を得た。ACP ジョイントセミナー等の国際会議におけるコ

ンケン大学の若手研究者の研究発表を発表をサポートした。 
 
5. 糖質・糖鎖関連酵素遺伝子のスクリーニング 
 担子菌より新たな糖鎖遊離酵素を分離精製した。精製酵素のタンパク化

学的性質および基質特異性を解析し、新規酵素であることを明らかにした。

 
6．様々な熱帯性動物の糞からの水素生成菌スクリーニング  
 ベトナムとラオスの研究者がコンケン大学の Alissara Reungsang 博士

の研究室を訪問することができなかったことから、E-mail 等の通信手段に

よって日本側あるいはタイ側から指導し、彼ら自身でスクリーニングを実

施した。 
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7. 伝統的発酵魚に関する研究 
魚の仕込みを平成 22 年 8 月に行い、平成 23 年 3 月に発酵を終了した。

カセサート大学の Pongtep 博士の研究室において発酵魚を取り出し、乳酸

菌の分離と発酵魚の味覚評価を行った。その結果、１）糠には明らかに発

酵臭が感じられた。２）味は福井の「へしこ」に比較し塩味が強いと感じ

られた。３）ご飯と一緒に食べると良いとのコメントが多かった。４）福

井の「へしこ」は美味しいと評価した。これらの結果、タイでの製法には

まだ検討の余地はあるが、タイの魚を使った「タイへしこ」の発酵生産の

可能性を示すことができた。また、タイ人においても魚の糠漬けの味を好

意的に評価しており、タイにおける糠文化の新たな展開が期待される。日

本では約 8 ヶ月から 10 ヶ月の発酵を必要としているが、タイの気温が発酵

に与える影響について今後評価する予定である。また、平成 22 年 11 月に

発酵途中のサンプルを日本に運び、乳酸菌の分離を試みたが得られなかっ

た。そのため、平成 23 年 3 月に「タイへしこ」サンプルを持ち帰国した。

なお、乳酸菌については未だ分離できていない。新配属の学生により乳酸

菌を分離するための準備を開始した。 
 
（２）Study on isolated microorganisms and their products 

（分離微生物及び生産物質の研究） 
1. 健康な乳児の糞便から単離した乳酸菌のグリコシダーゼの応用 
タイ国の乳児の糞便から単離同定された乳酸菌 Lactobacillus 

fermentum の β-ガラクトシダーゼについて、遺伝子のクローニングと組換

え酵素のさまざまな酵素化学的性質を検討した。本酵素は一部オーバーラ

ップする隣接した 2 つの ORF によりコードされる 70kDa と 40kDa の 2
サブユニットからなる酵素であり、糖質加水分解酵素ファミリーGH42 に

属することが明らかになった。ヘテロ 2 両体を形成する GH42 酵素ではこ

れまで触媒残基が明らかになっていなかったため、候補となる酸性アミノ

酸残基に部位特異的変異を導入し、触媒残基の特定を試みた。また本酵素

は 2 価金属イオンを必要とし、マンガンイオン存在下で安定化されるとい

う、これまでに報告された酵素には見られない性質を有していた。 
 実際にヒト腸管に棲息していたと考えられる乳酸菌から β-ガラクトシダ

ーゼの遺伝子を取得し、組換え酵素が発現したことはヒト腸内で乳酸菌が

ラクトースやガラクトオリゴ糖をどのように資化するかを明らかにする上

で重要であり、学術面において大きな成果である。 
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2. オリゴ糖・配糖体合成のための糖質・糖鎖関連酵素分子に関する研究 

１）組換えレバンシュークラーゼに様々な部位特異的変異を導入し、変異

酵素を分離精製した。そして、Wild Typeの酵素による糖転移反応生成物

と比較し、異なる生成物を合成することを明らかにした。 
２）CGTaseとアミロマルターゼによる糖転移反応を利用したオリゴ糖合

成を行い、その生理的機能を明らかにした。 
３）土壌よりオリゴ糖生産菌を分離し、これを同定した。また、同菌の産

生するオリゴ糖合成酵素の性質を明らかにした。 
 
3. 放線菌の耐熱性酵素に関する研究および有用物質を生産する微生物の

探索と分離 
（１）放線菌 Micromonospora sp. B12-1 由来 PLA 分解酵素遺伝子のクロ

ーニング 
 PLA 分解酵素を培養液から SDS-PAGE で単一なバンドを示すまでに精

製した（103 U/mg）。本酵素は PLA の他、PCL と PBSA を僅かに分解し

たが、PBS は分解しなかった。またオリーブ油やトリグリセリドを分解し、

リパーゼ活性を示した。pNP-esters を用いて脂肪酸の長短がエステル分解

活性に与える影響を調べたところ、本酵素は短鎖の pNP-esters に対し特に

作用し、pNP-butyrate ( C4 ) を最も良い基質とした。さらに本酵素はカゼ

インやゼラチンなどを分解しプロテアーゼ活性も示した。本酵素の至適温

度及び熱安定性は、それぞれ 70℃および 55℃であった。本酵素は既知 PLA
分解酵素より比活性が高く、熱安定性に優れており、効率的な PLA 分解に

有望であると考えられる。また基質特異性から、本酵素はプロテアーゼで

あることが示唆された。本酵素遺伝子は 1221 bp から成り、406 アミノ酸

をコードしていた。本酵素のアミノ酸配列は、セリンプロテアーゼの一種

である AqualysinⅠ(Thermus aquaticus )と最も高い類似性 ( 53% ) を示

した。また、PLA を分解する Proteinase K (Engyodonchium album ) と
37%の類似性を示した。一方、他の既知 PLA 分解酵素との類似性は 8～9 %
であった。以上のことから、本酵素は新規の PLA 分解酵素であることが示

唆された。 
（２）シロアリ腸管由来放線菌 Saccharopolyspora pathumthaniensis 
S582 株由来キシラナーゼ遺伝子をクローニング 

N末端及び内部アミノ酸配列を決定し、PCR用のプライマーを合成した。

PCR で得られた遺伝子断片をプローブとして、Sac. pathumthaniensis 
S582 の遺伝子から本酵素遺伝子をクローニングした。本酵素遺伝子は

1107 塩基からなり、368 アミノ酸をコードしていた。プロモーター領域は

構造遺伝子の 100 塩基上流にあり、シグナル配列は 23 個のアミノ酸から

成ることが推測された。本酵素のアミノ酸配列から、本酵素がグルコシド
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ハイドラーゼ ファミリー10 に分類さることが示唆された。Nocardiopsis 
dassonvileii 由来キシラナーゼに最も高い 63.4%の類似性を示した。本酵

素遺伝子を大腸菌-pET22b(+)の発現系を用いて発現させたところ、本酵素

のオリジナルのシグナルペプチドをもつ発現プラスミドを有する形質転換

体のキシラナーゼ生産性は持たないものの 11.5 倍、また、親株放線菌の 6
倍に上昇した。本酵素のシグナルペプチドが大腸菌で機能したと推定され

た。大腸菌形質転換体において組換え酵素はペリプラスム画分にあったが、

細胞内に不溶性画分として多く存在した。次に大量発現を目指し、放線菌

S.lividance -pUC702 の発現系を用いて、本酵素遺伝子を発現させたとこ

ろ、放線菌形質転換体は 323 U/ml のキシラナーゼを培地中に生産した。

放線菌形質転換体の生産性は、大腸菌形質転換体の 4.5 倍、親株 Sac. 
pathumthaniensis S582 の 27 倍に上昇した。組換え酵素性質はオリジナ

ル酵素の性質と比較して、pH 及び熱安定性以外はほぼ同一であった。組換

え酵素の熱安定性は、オリジナルの酵素に比べ減少していたが、酸性での

安定性は増加した。 
 
4. 発酵食品から単離された耐熱性酵母およびその細胞融合育種株に対す

る放射線ストレスの影響 
酵母の耐熱性株（融合株を含む）と非耐熱性株について放射線曝露の影

響を調べた結果、耐熱性株の方がわずかではあるが放射線曝露に抵抗性が

あることが分かり、耐熱性と放射線抵抗性の間に何らかの関連があること

が示唆された。しかし耐熱性度の違いに比べて放射線曝露抵抗性度は小さ

く、耐熱性に関係する応答機構には放射線に対する応答機構以外の機構も

機能していることが示唆された。 
酵母の耐熱性機構を解析する上では、放射線曝露法は有効な研究ツール

となりうることが示唆され、今後の耐熱性機構の解明に繋がると期待され

る成果が得られた。 
 
5. 稲ワラ分解菌が生産するフェルラ酸エステラーゼとセルラーゼの精製

と諸性質の決定 
前年度から引き続き、タイの稲ワラから分離した微生物を対象としてフ

ェルラ酸エステラーゼ高生産菌を探索し、3 種の微生物（H5、H9、wo#22）
を選抜した。16S rDNA 配列解析から、H5 および H9 を Klebsiella sp.お
よび Acinetobacter sp.と同定した。3 種の微生物を液体培地にて培養し、

その上清を酵素源として、種々のカラムクロマトグラフィーによりフェル

ラ酸エステラーゼを精製した。単離した H9 酵素の最適反応条件は 42℃、

pH 10 であった。本酵素は 60℃で完全に失活するが、アルカリ領域では比

較的安定であった。また、本酵素は Fe3+ により酵素活性は強く阻害され
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た。wo#22 酵素においては 45℃、pH 8.0 に反応最適条件をもち、40℃、

中性付近（pH6～8）で安定であった。H5 酵素については酵素の単離には

至らなかった。 
 一方、平成 20 年度に性質解析を完了している Streptomyces sp. SWU10
株由来の 2 種のエンドキシラナーゼ (XynI, XynII) のうち、XynII 遺伝子

のクローン化に成功した。 
 
6. タイ国で分離した酵母を用いた新規アルコール飲料の機能性 
 タイ国で分離した酵母がアルコール発酵に有用であることがわかった。

また、黒米、タピオカでん粉とタイ国のハーブを原料にタイ国で分離した

酵母を用いてアルコール発酵を行った。試醸したアルコール飲料は、すべ

て DPPH ラジカル消去能と脂質過酸化を有することが明らかになった。ま

た、黒米をもちいたアルコール飲料は鮮やかな赤い色を呈し、好ましい酒

色であった。 
 
7. バクテリオシン生産性耐熱性乳酸菌の農・食品産業への応用 
（１）耐熱性乳酸菌の生産するバクテリオシン分子およびその遺伝子の実

態の解明 
Wanna Malaphan 博士は、これまでの本事業において、Sugar Apple よ

り耐熱性乳酸菌 Enterococcus faecium KU-B5 を分離し、新規バクテリオ

シン enterocin X を生産することを見出している。平成 22 年度は、九州大

学の善藤博士、中山博士、園元博士らと共同で、enterocin X が 2 ペプチド

分子から構成されており、その 2 ペプチドが協調的に働くことにより特有

の抗菌スペクトルを示していることを明らかにし、米国微生物学会誌

Applied Environmental Microbiology に論文発表した。 
Sunee Nitisinprasert 博士は、本事業において独自に発掘したバクテリ

オシンを生産する耐熱性乳酸菌 Lactobacillus reuteri KUB-AC5 のバクテ

リオシン遺伝子のクローニングに着手した。大腸菌での発現ライブラリー

を構築し、バクテリオシン活性を示すクローンをスクリーニングした。そ

の結果、4.8 kb の遺伝子断片がベクターに挿入されたクローンが強いバク

テリオシン活性を示した。この断片の遺伝子配列解析の結果、バクテリオ

シンをコードすると思われる 50 アミノ酸残基のオープンリーディングフ

レーム(ORF)の存在が明らかになった。 
（２）バクテリオシン生産耐熱性乳酸菌の食品および農産業における有効

利用の検討 
 Adisorn Swetwiwathana 博士は、本事業において独自に見出した、

pediocin PA-1生産性の耐熱性乳酸菌Pediococcus pentosaceus TISTR 536
の、タイ伝統的発酵食品である発酵ソーセージ Nham におけるスターター
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としての利用を検討した。そして、特に Nham 発酵において問題となるサ

ルモネラ菌の増殖を有効的に抑制することを見出した。 
 
8. 二次元電気泳動と質量分析を用いた Enterobacter aerogenes における

アクリルアミド誘導タンパク質の解析 
アクリルアミド分解活性を向上させるため培地成分の検討を行った後、

アクリルアミドの減少を HPLC 等で確認した。アクリルアミドで生育した

菌体タンパク質を二次元電気泳動分析し、得られたタンパク質スポットの

質量分析による同定を行った。その結果、Urease, Malate dehydrogenase, 
Succinyl-CoA synthase 等アクリルアミドの分解に関与すると考えられる

タンパク質を同定した。 
 
9. エタノール生産のための耐熱性エタノール生産性酵母のスクリーニン

グと解析 
 40℃での実用的なエタノール発酵ができることを示した結果は、学術的

にも本酵母を利用した研究開発が具体的な意味を持つことを示している。

このような高温耐性のエタノール発酵がどのようなしくみで可能なのかを

調べることが必要であり、様々な発酵微生物の高温発酵系開発に有用な情

報となる。また、本酵母での交配系が初めて本研究で開発できたので、育

種および遺伝学的解析にとって重要な結果となった。 
 
10. 耐熱性Z. mobilisの呼吸鎖の解析とエタノール生産との関係 
 Z. mobilisは生育に必要なATPをエタノール生産系と共役して獲得してい

る。一方、呼吸鎖電子伝達系はエタノール生産代謝とNADHを競合するこ

とから、効率的なエタノール生産のために詳細な解析が必要である。平成

22年度は呼吸鎖電子伝達系について、特にチトクロームCペルオキシダー

ゼの解析を精力的に行い、その特徴や機能を明らかにし論文として発表し

た。ユビキノールオキシダーゼについては種々の方法で可溶化を試みたが

非常に不安定であり、精製には至らなかった。 
  Z. mobilisのチトクロームCペルオキシダーゼは、他の微生物の3つのヘム

をもつユビキノールペルオキシダーゼと構造が良く似ており、両者の識別

はペルオキシダーゼ研究の重要なテーマとなっている。本研究によって、 Z. 
mobilisのチトクロームCペルオキシダーゼがユビキノールとbc1複合体の

どちらからも電子を獲得することを初めて明らかにし、両者に機能的違い

がないことを示した。 
 
 
 



 26

11. 高付加価値化合物を生産する微生物の探索と単離 
Chlorella kessreli 11ｈ、Ch. variabilis F36（ミドリゾウリムシ共生ク

ロレラ）を培養後、メタノールで抽出して、得られた脂溶性画分を HPLC
分析した。自由生活型の Ch. kessreli と比べ、Ch. variabilis F36 株は、炭

素鎖が 16 の脂肪酸が多く含まれていた。脂質以外のデンプンなどの抽出を

効率的なものにするため、共生クロレラの細胞壁をウィルスによって、あ

るいは光照射下酸化チタンによって破壊することを試みた。琵琶湖から単

離したウィルスを Ch. variabilis 培養液に接種して、緑色が消えるまで放

置したのち、ろ過してヨウ素デンプン反応での定量を行ったが、微量であ

ったためか明確な結果は得られなかった。また、酸化チタンによって、一

部の藻体が破壊されることは分かったが、全ての藻体を破壊するには至ら

なかった。さらに、これらのクロレラ株を用いて、より高効率な培養法と

してメンブランフィルター上に藻体を集めた状態での培養を検討した結

果、Ch. kessreli 11ｈ株を用いて乾燥藻体重量で 10g/m2・day という高い

増殖速度を示した。クロレラの堅い細胞壁を効率的に壊すことは出来なか

ったが、細胞が密着した薄層高密度での培養で高い増殖速度を示すことが

分かった。 
日本側参加者数  

28 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 
（ タイ ）国（地域）側参加者数 

27 名 （１４－２（タイ）国（地域）側参加研究者リストを参

照） 
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整理番号 R－2 研究開始年度 平成 20 年度 研究終了年度 平成 24 年度 
研究課題名 （和文）耐熱性微生物の基本的機構研究 

（英文）Fundamental Research on Thermotolerant Microorganisms 
日本側代表者 
氏名・所属・

職 

（和文）山田 守・山口大学大学院医学系研究科・教授 
（英文）Dr. Mamoru Yamada・Yamaguchi University・Professor 

相手国側代表

者 
氏名・所属・

職 

Dr. Savitree Limtong・Kasetsart University・Professor 

交流人数 
（※日本側予算

によらない交流

についても、カ

ッコ書きで記入

のこと。） 

① 相手国との交流 
派遣先 

派遣元 
日本 タイ 

ベトナム 
（日本側） 

計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 
 <人／人日> 

実施計画
 

1/7  1/7 
実績 2/15  2/15 

タイ 
<人／人日> 

実施計画 8/155 
 

 8/155 
実績 8/201  8/201 

ベトナム 

（日本側） 

<人／人日> 

実施計画 2/75 4/79 
 

6/154 

実績 
2/59 

(1/31) 
2/46 

4/105 
(1/31) 

ラオス 

（日本側） 

<人／人日> 

実施計画  (1/30) 
 

(1/30) 

実績 (1/29) (6/165) (7/194) 

合計 
<人／人日> 

実施計画 
10/230 

5/86 
(1/30) 

 
15/316 
(1/30) 

実績 10/260 
(2/60) 

4/61 
(6/165) 

 
14/321 
(8/225) 

② 国内での交流       0 人／0 人日 
２２年度の研

究交流活動 
 本研究課題は大きく 2 つの小課題に分けて、それぞれ 9 件と 6 件の共同

研究を実施した。 
 
（１）Geographical distribution of thermotolerant microorganisms 
  （耐熱性微生物の地理的分布） 
1. タイ国における耐熱性・リグノセルロース資化性カビ及び耐熱性酵母の

地域的分布調査 
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 共同研究チーム：熊谷英彦博士（石川県立大学）、玉置尚徳博士（鹿児島

大学）、Supak Poungbangpho博士（タイ・パヤオ大学）、Siriluk Chaijamrus
博士（タイ・パヤオ大学）、Anusorn Worasing 博士（タイ・パヤオ大学）

 未利用バイオマスの有効利用を目的として、タイ国における耐熱性のカ

ビや酵母の分布調査を継続した。対象とする調査カビは、耐熱性とリグノ

セルロースの資化性に優れた菌株とし、酵母は耐熱性とアルコール発酵に

優れた菌株とした。 
 
2. 東南アジア諸国における高温耐性および有機溶媒耐性微生物の単離と

特性化 
 共同研究チーム：加藤純一博士(広島大学)、Alisa S. Vangnai 博士（タイ・

チュラロンコン大学）、Nguyen Huu Hiep 博士（ベトナム・カントー大学）、

Toulaphone Keoken 講師（ラオス・ラオス国立大学） 
 東南アジアにおける疎水性有用物質のバイオプロダクションの宿主とし

て有望な高温耐性・有機溶媒耐性の微生物をベトナム、ラオス、タイの土

壌、堆積物、環境水および汚泥試料を分離源として単離する。単離した菌

株を生理学、生化学および遺伝学的に特性化する。さらに、それぞれの国

で得られた菌株を比較検討し、高温耐性及び有機溶媒耐性微生物の地理学

的分布について検討する。平成 22 年度は、有機溶媒耐性細菌のスクリーニ

ングを続行するとともに、有機溶媒耐性細菌の生成する有用酵素の特性化、

有機溶媒分解能の特性化を実施した。 
また、Nguyen Huu Hiep 博士は広島大学、Toulaphone Keoken 講師は

チュラロンコン大学に 1 ヶ月間滞在し、研究 指導を受けるとともに研究討

論及び共同研究を行った。 
 
3. 熱帯植物に棲息する耐熱性 C1 微生物コンソーシアの探索 
 共同研究チーム：阪井康能博士（京都大学）、由里本博也博士（京都大学）、

Savitree Limtong 博士（タイ・カセサート大学）、 Nantana Srisuk 博士

（タイ・カセサート大学）、Nguyen Van Thanh 講師（ベトナム・カント

ー大学）、Manichanh Nammanivong 講師（ラオス・ラオス国立大学） 

 植物表層にはメタンやメタノール、ホルムアルデヒドなどの C1 化合物

を利用する C1 微生物が棲息している。熱帯雨林からは膨大な C1 化合物が

放出されており、熱帯の植物表層にはこれまでに知られていない耐熱性の

C1 微生物が棲息することが予想される。本研究では熱帯の植物試料からメ

タンやメタノールを利用する微生物コンソーシアムをスクリーニングし、

その分布状況を調べる。 
 平成22年度は、引き続き植物試料からのメタノール資化性酵母および細

菌のスクリーニングを継続し、タイでスクリーニングされた菌株について
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は、日本側で主に分子レベルでの解析を行った。一方、メタン資化性微生

物コンソーシアムについては、培養設備の問題でタイでのスクリーニング

系の確立が困難であったことから、日本側で取得した菌株の系統解析と植

物表層におけるメタン資化性微生物の動態解析、メタノール資化性微生物

を含む他の微生物との相互作用の解析を進めた。 
平成 22 年度の実質的な交流活動はタイ側研究者の短期間の来日のみで

あったが、互いの進捗状況や問題点、今後の方針等に関して極めて有意義

なディスカッションを行うことができた。さらに、必要に応じて E-mail
でも情報交換を行い、菌株のやりとりなどを含めた交流活動を行った。 
 
4. 耐熱性酢酸菌の熱帯性地域分布調査 
 共同研究チーム：松下一信博士（山口大学）、Gunjana Theeragool博士

（タイ・カセサート大学）、Nguyen Van Ba博士（ベトナム・カントー大

学）、Chanhom Lo-Inheung講師（ラオス・ラオス国立大学） 
 Nguyen Van Ba博士の共同研究者であるHuynh Xuan Phong 講師が

JENESYSプログラムにより当研究室に１ヶ月間滞在し、ベトナム各地の酢、ナタデコ

コ、ココア、発酵食品、花、果実から132株の酢酸菌（そのうち、80株が

Acetobacter属、52株がGluconobacter属とみなされる）を分離し、それらの性質を

解析した。 
 
5. 耐熱性エタノール生産性細菌の地理的分布と優良菌株のスクリーニン

グ 
 共同研究チーム：山田守博士（山口大学）、Pornthap Thanonkeo 博士（タ

イ・コンケン大学）、Ngo Thi Phuong Dung 博士（ベトナム・カントー大

学）、Somchanh Bounphanmy 博士（ラオス・ラオス国立大学） 
 本研究では、微生物の耐熱性機構やその獲得機構の解明のため、さらに

は、より安定した高温エタノール発酵を可能にするために、耐熱性エタノ

ール生産性微生物の分布調査やより耐熱性の優れた株の取得を目的として

いる。平成 22 年度も引き続き、タイ、ベトナム、ラオスの研究者と協力し

て、細菌 Zymomonas mobilis の調査を行った。 
また、Ngo Thi Phuong Dung 博士および Somchanh Bounphanmy 博士

がコンケン大学の Pornthap Thanonkeo 博士の研究室において、耐熱性エ

タノール生産性微生物の分離と解析を行った。 
 
6. 耐熱性エタノール生産性酵母の分布調査と優良菌株の分離 
 共同研究チーム：山田守博士（山口大学）、Savitree Limtong 博士（タ

イ・カセサート大学）、Ngo Thi Phuong Dung 博士（ベトナム・カントー

大学）、Somchanh Bounphanmy 博士（ラオス・ラオス国立大学）、Chansom 
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Keo-oudone 講師（ラオス・ラオス国立大学） 
 本研究においても、微生物の耐熱性機獲得の解明や高温エタノール発酵

系に不可欠な酵母獲得のために分布調査を行っている。平成 22 年度も耐熱

性エタノール生産性酵母 Kluyveromyces marxianus を中心にタイ、ベト

ナム、ラオスにおいてスクリーニングを実施した。 
また、JENESYS プログラムにより Chansom Keo-oudone 講師を受け入

れ、共同研究を実施した。 
 
7. アジアにおける耐熱性乳酸菌の地理的分布 
 共同研究チーム：横田篤博士（北海道大学）、Piyanuch Niamsup博士（タ

イ・メイジョ大学）、Vichai Leelavatcharamas博士（タイ・コンケン大学）、

Le Van Viet Man博士（ベトナム・ホーチミン市大学）、Nguyen Huu Thanh
講師（ベトナム・アンジャン大学）、Manichanh Sayavong講師（ラオス・

ラオス国立大学） 
 過去2年間、主としてタイと日本のサンプルから耐熱性乳酸菌の分離を行

っているが、まだ十分な数の乳酸菌が分離できていない。特にベトナムと

ラオスのサンプルからほとんど分離ができていないので、平成22年度はこ

れらの国の研究者とタイの研究者が協力を強め、できる限り多数の乳酸菌

株を分離すること、タイにおいて分離株の分類学的検討を行い、地理的分

布のデータを蓄積することを目的とし、ベトナムの研究者（Nguyen Huu 
Thanh）がメイジョ大学のPiyanuch Niamsup博士の研究室を，ラオスの

研 究 者 （ Manichanh Sayavong ） が コ ン ケ ン 大 学 の Vichai 
Leelavatcharamas博士の研究室を訪問して，共同研究を実施した。 
 
8. 耐熱性グルコノバクター酢酸菌の分布 
 共同研究チーム：薬師寿治博士（山口大学）、Duangtip Moonmangmee
博士（タイ・モンクット王工科大学）、Ngo Thi Phuong Dung 博士（ベト

ナム・カントー大学）、Manichanh Sayavong 講師（ラオス・ラオス国立

大学） 
 これまで、耐熱性グルコノバクター酢酸菌をタイにおいて分離してきた。

これまで確立した手法を用いて、ベトナムやラオスでの耐熱性グルコノバ

クター酢酸菌のスクリーニングを実施した。 
また、JENESYS プログラムによりカントー大学（ベトナム）から Huynh 

Xuan Phong 講師を受け入れ、酢酸菌の分離の共同研究を実施した。 
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9. ベトナムおよびラオスの天然資源からの抗菌物質を生産する耐熱性乳

酸菌の分離 
 共同研究チーム：園元謙二博士（九州大学）、中山二郎博士（九州大学）、

Sunee Nitisinprasert 博士（タイ・カセサート大学）、 Nguyen Van Ba 博

士（ベトナム・カントー大学）、Chanhom Lo-Inheung 講師（ラオス・ラ

オス国立大学） 
 細菌の生産する抗菌ペプチド“バクテリオシン”は、（１）ヒトに対する毒

性がなく、（２）環境や体内において分解されやすく、（３）耐性菌が出現

しにくい、といった特性から人体そしてさらには環境に優しく安心して使

用できる抗菌剤として注目されている。一方、乳酸菌は、旧来発酵食品に

おいて積極的に利用されてきた伝統的食品微生物であるが、近年、プロバ

イオティクスの開発ブームに見られるように様々な保健効果が見出され、

さらにその価値が高まっている。以上の点からバクテリオシンを生産する

乳酸菌は、防腐効果と保健効果、そして食品製造と 3 つの優れた特性を有

するということで、世界中で注目され、科学的にも多くの研究者により研

究が進められている。しかし、多くの乳酸菌は 37℃以上の温度下では安定

してバクテリオシンを生産することができないという弱点をもっている。

この弱点は、特に熱帯地方においてバクテリオシン生産性乳酸菌を利用し

ようとした場合に問題となる。 
本サブプロジェクトでは、40℃以上の温度下においても安定してバクテ

リオシンを生産することができ、さらにそのバクテリオシン自身も高温下

で安定して活性を維持できる乳酸菌を発掘し、さらにその発酵あるいは酪

農産業への有効利用法の開発することを目指し研究を進める。 
Sunee Nitisinprasert 博士は九州大学の中山博士らの研究室に滞在し、

平成 21 年度の本事業により鶏のプロバイオティクスとしての有用性が認

められたバクテリオシン生産耐熱性乳酸菌 Lactobacillus reuteri 
KUB-AC5（抗サルモネラ活性を示す）の生産するバクテリオシンの遺伝子

をクローニングし、そのバクテリオシン分子および遺伝子の実態を明らか

にすることを目的とした。 
Adisorn Swetwiwathana 博士も九州大学の中山博士らの研究室に滞在

し、これまでの本事業における研究により見出したバクテリオシン生産耐

熱性乳酸菌 Weisella cibaria KMITL-QU21 の生産するバクテリオシンの

構造解析を行い、バクテリオシン分子の実態を明らかにすることを目的と

した。 
同時に、タイ側のすべてのメンバーは、タイ国においてこれまでにそれ

ぞれのメンバーが発掘してきたバクテリオシン生産耐熱性乳酸菌の食品お

よび農産業における有効利用を目指した研究を進めた。 
なお、Nguyen Van Ba 博士と Chanhom Lo-Inheung 講師がカセサート
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大学の Sunee Nitisinprasert 博士の研究室を訪れ、共同研究を実施した。

 
（２）Elucidation of molecular mechanisms of thermotolerance 
  （耐熱性の分子機構解明） 
1. 耐熱性セルラーゼと耐熱性酵母の耐熱性分子機構の解明 
共同研究チーム：家藤治幸博士（広島大学）、Jantaporn Thongekkaew

博士（タイ・ウボンラチャタニ大学） 
 平成 21 年度において、耐熱性セルラーゼの耐熱性をさらに向上させる手

法を開発した。平成 22 年度においては、その手法をバイオディーゼル合成

力およびバイオプラスチック分解力が強くバイオマス利用に有用な

Cryptococcus sp. S-2 由来リパーゼの耐熱性向上に応用する研究を行うと

ともに、改良酵素の大量生産を試みた。 
 
2. 耐熱性細菌の生理解析とその乳酸発酵条件の最適化への応用 
 共同研究チーム：金原和秀博士（静岡大学）、Vichien Kitpreechavanich
博士（タイ・カセサート大学） 
 タイ側研究者は、これまでにグルコースとキシロースを炭素源として、

50℃で乳酸を高生産する細菌を 3 株取得している。そこで、当研究室にお

いて、それらの細菌の生理的性質を詳細に調べ、乳酸の生産に適した条件

を見出し、実際の生産に役立てることを目標にして研究を実施している。

また、タイ側の博士課程学生が JSPS の若手研究者交流支援事業の一環と

して、2 ヶ月間日本に滞在して研究を遂行した。 
 
3. 大腸菌および耐熱性エタノール生産性細菌の耐熱性分子機構 
 共同研究チーム：山田守博士（山口大学）、高坂智之博士（山口大学）、村田

正之博士（山口大学）、松野浩嗣博士（山口大学）、Kannikar Charoensuk
（山口大学）、Pornthap Thanonkeo 博士（タイ・コンケン大学） 
 大腸菌は、常温性細菌でありながら比較的高温で生育可能であり、耐熱

性機構を解析するための格好のモデルとなる。本共同研究では、大腸菌お

よび耐熱性エタノール生産性細菌の耐熱性分子機構を詳細に解析する。大

腸菌では耐熱性分子機構解析がほぼ終了したことから、耐熱化因子（耐熱

性を強める因子）の検索を開始した。一方、耐熱性エタノール生産性細菌

Zymomonas mobilisでは、昨年度に続いて耐熱性分子機構の解析を行った。

なお、タイからの博士課程留学生 Ms Kannikar Charoensuk が本研究に加

わった。 
 
 
4. 耐熱性酵素とその大量生産に関する研究 
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  共同研究チーム：家藤治幸博士（広島大学）、Jantaporn Thongekkaew
博士（タイ・ウボンラチャタニ大学） 
 担子菌系酵母 Cryptococcus sp. S-2 のウラシル要求性株を宿主とし、そ

の要求性を相補する遺伝子(URA5)を本菌より取得することで、宿主・ベク

ター系をまず構築した。そして本菌がキシラナーゼを大量に生産分泌する

ことより、キシラナーゼプロモーター、ターミネータを利用した新規タン

パク質生産システムを構築した。本生産系で、本菌自身が生産するセルラ

ーゼ酵素を発現したところ、自身の生産量の 1000 倍以上になる 7g/L の高

生産に成功した。本菌が生産する耐熱性生デンプン分解性アミラーゼにお

いても、本系により培養液 1L あたりグラム単位での生産が可能であるこ

とが示された。 
 
5. 耐熱性酢酸菌の「耐熱性」分子機構の解析と酢酸発酵および菌膜多糖合

成の分子機構の解析 
 共同研究チーム：松下一信博士（山口大学）、東慶直博士（近畿大学）、

Gunjana Theeragool 博士（タイ・カセサート大学） 
 耐熱性酢酸菌の「耐熱性」分子機構の解析、高温酢酸発酵の開発とその

機構解析、および菌膜多糖の耐熱性および酢酸耐性への影響とその生合成

の分子機構の解明を目的とする。耐熱性機構解析では、耐熱性酢酸菌を用

いてトランスポゾン処理によって熱感受性株を分離し、熱感受性となった

変異遺伝子の同定を実施した。また、同定した個々の遺伝子について、そ

の機能解析を行った。 
 
6. 耐熱性リパーゼ／エステラーゼの特性と解析 
  共同研究チーム：河合富佐子（京都工芸繊維大学）、Uschara Thumarat
（京都工芸繊維大学）、Peechapack Somyoonsap 博士 (タイ・シーナカリ

ンウィロット大学) 
 本研究では耐熱性リパーゼ／エステラーゼの特性を明かにすることを目

的とする。昨年度に続いて、堆肥由来耐熱菌よりクローン化した耐熱性リ

パーゼ／エステラーゼの解析を行うとともに、実用的な酵素を構築するた

めに変異導入をすすめた。また、熱耐性を含めた構造的特性の解明を試み

た。 
シーナカリンウィロット大学より P. Somyoonsap 博士を受け入れ、

JENESYSプログラムによりP. Somyoonsap博士のPh. D. studentである

Mr. T. Sriyapai を受け入れた。 
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研究交流活動

成果 
（１）Geographical distribution of thermotolerant microorganisms 
  （耐熱性微生物の地理的分布） 
1. タイ国における耐熱性・リグノセルロース資化性カビ及び耐熱性酵母の

地域的分布調査 
 平成 21 年度・22 年度にわたり、タイ国北部チェンライ・パヤオ方面か

ら主としてカビと酵母の分離を行い、そのセルラーゼ活性について人工基

質を用いて検討した。今のところ従来菌より高い活性を有する菌株は見出

されていない。 
耐熱性酵母 Kluyveromyces marxianus 由来 β-グルコシダーゼの酵素

化学的性質の解析および X 線結晶構造を終え、論文発表を行った。また、

耐熱性カビ Thermoascus aurantiacus 由来 β-グルコシダーゼについて

は、平成 21 年度までに大腸菌での発現に成功しその後Ｘ線結晶構造解析を

進めているが、今までのところ良い解像度のデータは得られていない。平

成 22 年度は、組み換え酵素の諸性質の決定を行い、さらに X 線結晶構造

解析を行い、耐熱性メカニズムの基盤解明を進め、関連論文の発表および

第 2 回ジョイントセミナーで 2 題の口頭発表を行った。 
 
2. 東南アジア諸国における高温耐性および有機溶媒耐性微生物の単離と

特性化 
 平成 22 年度の研究計画に則り、有機溶媒耐性細菌の分離を継続するとと

もに、有機溶媒耐性細菌の生成する有用酵素の特性化、有機溶媒分解能の

特性化を行った。タイの海水試料が分離したアルコール耐性細菌が生産す

るアミラーゼを特性化し、この酵素が 55℃の中高温に耐性であるととも

に、種々の有機溶媒についても耐性を示すことを明らかにした。また、こ

のアミラーゼは水の代わりにメタノールを基質とし、澱粉からメチルグル

コシドを生成することも明らかにした。有用菌株のスクリーニングは、ベ

トナム・カントーの土壌を用いて行った。その結果、キシレン分解能およ

びベンゼン分解能を持つ Pseudomonas 属細菌を 1 株ずつ単離した。両株

とも 40%(v/v)のキシレン存在下でキシレンを分解する能力を有しているこ

と、キシレン分解菌は 20%トルエン存在下でトルエンを分解することを明

らかにした。なお、第 2 回ジョイントセミナーで 2 題の口頭発表を行った。

 
3. 熱帯植物に棲息する耐熱性 C1 微生物コンソーシアの探索 
 本研究では熱帯の植物試料からメタンやメタノールを利用する微生物コ

ンソーシアムをスクリーニングし、その分布状況を調べることを目的とし、

植物試料からの C1 微生物スクリーニングを主にタイ側で行い、単離した

菌株の代謝機能の解析を主に日本側で実施した。 
 タイおよびラオスの植物試料、土壌試料から新種を含む多数のメタノー



 35

ル資化性酵母を分離し、数種の耐熱性酵母の分離に成功した。また、タイ

の植物葉からは、多数のメタノール資化性細菌を分離し、16S rDNA 解析

による系統解析を進めた。分離株の中には新属・新種提唱の候補となる株

が含まれていた。一方、日本側で行っているメタン資化性細菌の解析につ

いては、新属・新種提唱（Methylovulum miyakonense）を行った他、植

物葉上でのメタン資化性細菌の可視化に成功した。また、メタン資化性微

生物コンソーシアム中にメタン酸化を促進する微生物が存在することを見

出した。さらに、耐熱性のメタン資化性細菌（Methylococcus capsulatus 
Bath）のホルムアルデヒド固定酵素群の諸性質を解析した。 
 
4. 耐熱性酢酸菌の熱帯性地域分布調査 
 Nguyen Van Ba博士の共同研究者であるHuynh Xuan Phong講師 (カント

ー大学)がベトナム各地の酢、ナタデココ、ココア、発酵食品、花、果実から132株の

酢酸菌（そのうち、80株がAcetobacter属、52株がGluconobacter属とみなされる）

を分離し、それらの性質を山口大学において解析した。その結果、その中の少なくとも2
株は39˚Cの高温下で4％エタノールから3％以上の酢酸を生成する能力があること

が示された。 
 
5. 耐熱性エタノール生産性細菌の地理的分布と優良菌株のスクリーニン

グ 
 昨年に引き続き、ベトナムやラオスでの耐熱性エタノール生産性細菌の

分離は、タイ国コンケン大学の Pornthap 博士のところで実施した。これ

までタイで行っていた従来の分離方法では分離効率が悪く、多くの他の微

生物が分離されることが判明し、試行錯誤を繰り返し分離できる方法がほ

ぼ確立できた。また、いくつかの候補株が分離できた。今後、本格的に分

離同定を進めていくことができると期待している。 
 
6. 耐熱性エタノール生産性酵母の分布調査と優良菌株の分離 
 耐熱性エタノール生産性酵母の分離は、ベトナムやラオスからサンプル

を持ち寄り、Savitree 博士の研究室で実施した。エタノール生産性の耐熱

性酵母に加えて種々の酵母が分離されてきた。今後、分離を継続するとと

もに、株の同定や耐熱性やエタノール生産性を既存株と比較する。 
なお、これまでの成果を第 2 回ジョイントセミナーで発表した。 

 
7. アジアにおける耐熱性乳酸菌の地理的分布 
 平成22年度は耐熱性乳酸菌の地理的分布の比較調査を可能にするため

に，乳酸菌の分離株数を増やす必要があった。このため，ベトナムとラオ

スの研究者がタイを訪問して自国のサンプルから乳酸菌株の分離を行っ
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た。また，タイ国内サンプルからの分離も継続して行った。その結果，100
株以上の乳酸菌が分離できたが，まだ株数が不足している。また，分離源

が様々であり，平成22年11月のサテライトセミナーでは，地理的比較には

分離対象をある程度限定して行わないと相互比較が難しいとの指摘を受け

た。そこで豚と鶏の糞サンプルに限定して各国からさらに分離を継続した。

なお、 第3回サテライトセミナーにて口頭発表2件，タイでの第2回ジョ

イントセミナーにてポスター発表1件を行った。 
 
8. 耐熱性グルコノバクター酢酸菌の分布 
 ベトナムおよびラオスの酢、発酵食品、ココア、果実、花から数多くの

Acetobacter 属酢酸菌が分離され、その分類に関連する初段階の解析を行

った。今後、16SrDNA の解析によって分類を行う必要がある。特に、Huynh 
Xuan Phong 講師が酢酸菌の培養および生理学的性質の解析についての技

術を修得し、ベトナムにおいても本格的な実施ができるようになった。 
 
9. ベトナムおよびラオスの天然資源からの抗菌物質を生産する耐熱性乳

酸菌の分離 
 我々は、これまでの JSPS 拠点大学方式交流事業において、タイの天然

資源にはそのような、37℃から 50℃近くまでの高温下にて、効率よくバク

テリオシンを生産することができる乳酸菌が豊富に存在することを見出し

た。そこで、本サブプロジェクトでは、ラオスおよびベトナムの天然資源

においても同様にスクリーニングし、新奇なバクテリオシン生産性耐熱性

乳酸菌を発掘するとともに、熱帯地区におけるその分布に関して、何らか

の知見を得ることを目標としている。平成 22 年度は、ベトナム Tay Do 大

学より Nguyen Tam Thanh 博士を九州大学に招聘し、われわれがこれま

でに蓄積してきた耐熱性乳酸菌のスクリーニング法、そしてバクテリオシ

ンの精製法を指導し、実際にベトナムの天然資源（Nem（揚げ春巻き）、

発酵飯、酸性発酵水、花など）からの有用耐熱性乳酸菌の発掘に努めた。

その結果、143 株の摂氏 40 度にて生育可能な耐熱性乳酸菌を分離し、さら

にそれらのうち 26 株がバクテリオシン様活性を示すことを見出した。 
ベトナムの天然資源（Nem（揚げ春巻き）、発酵飯、酸性発酵水、花な

ど）からのバクテリオシン生産性耐熱性乳酸菌のスクリーニングの結果、

143 株の摂氏 40 度にて生育可能な耐熱性乳酸菌の分離のうち、26 株がバ

クテリオシン様活性を示すことが見出された。このことから、（１）これま

で我々が主にタイ国の天然資源から行ってきた、バクテリオシン生産性耐

熱性乳酸菌のスクリーニング技術がベトナムの天然資源からの発掘にも十

分利用でき、（２）ベトナムの天然資源にもバクテリオシン生産性耐熱性乳

酸菌が高い頻度で存在することが明らかになった。今後、強い期待のもと
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に、有用で新規のバクテリオシン生産性耐熱性乳酸菌のスクリーニングを

ベトナムの研究者とともに推進して行くことができるようになった。 
なお、関連論文の発表および第 2 回ジョイントセミナーで口頭発表を行

った。 
 
（２）Elucidation of molecular mechanisms of thermotolerance 
  （耐熱性の分子機構解明） 
1. 耐熱性セルラーゼと耐熱性酵母の耐熱性分子機構の解明 
 酵母Cryptococcus sp. S-2が生産するcarboxymethyl cellulase 
(CSCMCase)にTrichoderma reesei cellobiohydrolase Iのセルロース吸着

部位(CBD)を融合させた酵素CSCMCase-CBDを蛋白工学的に作成し、

Pichia pastrisで発現させることで、粗酵素的に耐熱性の向上が見られるこ

とを見出してきた。しかし、発現タンパク量が十分でなく、詳細な解析に

いたっていなかったことより、平成22年度では、まず新規発現系である

Cryptococcus sp. S-2を宿主とする系でCSCMCase-CBDの大量生産を試

みた。その結果、Pichia pastrisの数十倍の発現生産が得られ、本酵素を

SDS-PAGE上で単一バンドとなるまで精製することができた。本酵素は、

80℃、30分の熱処理においても80％の活性が残存する優れた耐熱性を示

し、さらに結晶セルロースに対する分解活性の向上が示された。 
 また、Cryptococcus sp. S-2由来リパーゼのC末端に、同じくTrichoderma 
reesei cellobiohydrolase IのCBDを融合させ、耐熱性に与える影響をみた。

結果、CSリパーゼの耐熱性を向上させる知見が得られた。これについては、

さらなる解析が必要である。 
なお、2010 年日本農芸化学会大会で成果を発表した。 

 
2. 耐熱性細菌の生理解析とその乳酸発酵条件の最適化への応用 
 タイ側の研究者Vichien Kitpreechavanich博士の博士課程学生を受け入

れるに際し、耐熱性細菌の乳酸菌発酵条件を検討するため、培地成分に関

する意見交換をメールで行うと共に、生産性向上に関する今後の計画を討

議した。 
 乳酸発酵細菌の生産性を向上させるため、培地成分の検討を行った。そ

の結果、培地基材である酵母エキスとペプトンならびに乳酸原料のキシロ

ースの添加量を増やすことで、生産性を飛躍的に向上させることが出来た。

また、単離した菌株の 16S rRNA 遺伝子のシーケンスを行い、Bacillus 属

に分類されることを確認した。 
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3. 大腸菌および耐熱性エタノール生産性細菌の耐熱性分子機構 
 大腸菌は、比較的高温で生育可能であり耐熱性機構を解析するための格

好のモデルとなる。本共同研究では、大腸菌および耐熱性エタノール生産

性細菌の耐熱性分子機構を詳細に解析することを目的としている。これま

でに１遺伝子破壊株ライブラリーのスクリーニングから高温限界温度感受

性変異株を51株分離し、51個の耐熱性遺伝子を同定した。平成22年度は、

その高温限界温度感受性変異株51株についてグルコースやMgなどの添加

効果や過酸化水素に対する感受性を調べると同時に、データベース解析等

から51個の耐熱性遺伝子の分類を行った。その結果、7つのグループに分け

ることができ、グループごとにその変異株はグルコースやMgの添加効果や

過酸化水素に対する感受性に違いがあることが明らかとなった。特に、60%
の変異株が過酸化水素感受性を示した。また、耐熱化因子（耐熱性を強め

る因子）の検索をコスミドライブラリーを用いて開始した。一方、耐熱性

エタノール生産性細菌Z. mobilisでは、昨年に続いてトランスポゾンによる

変異株ライブラリーを再度作製し、熱感受性変異株のスクリーニングを行

った。 
  大腸菌の51個の耐熱性遺伝子は、エネルギー代謝、外膜の安定性、DNA
修復系、tRNA修飾系、翻訳調節、蛋白品質管理、細胞分裂に分類すること

ができることが分かった。これらの遺伝子の内、60%の変異株が過酸化水

素感受性を示し、高温限界温度耐性機構と酸化ストレス耐性機構に共通性

があることが示唆された。また、これらの遺伝子のほとんどは熱ショック

によって発現が高まることはなく、耐熱性遺伝子と熱ショックタンパク質

は異なることが示された。 
なお、 第2回ジョイントセミナーにて口頭発表１件を行った。 

 
4. 耐熱性酵素とその大量生産に関する研究 
  担子菌系酵母 Cryptococcus sp. S-2 のウラシル要求性株を宿主とし、そ

の要求性を相補する遺伝子(URA5)を本菌より取得することで、宿主・ベク

ター系をまず構築した。そして本菌がキシラナーゼを大量に生産分泌する

ことより、キシラナーゼプロモーター、ターミネータを利用した新規タン

パク質生産システムを構築した。本生産系で、本菌自身が生産するセルラ

ーゼ酵素を発現したところ、自身の生産量の 1000 倍以上になる 7g/L の高

生産に成功した。本菌が生産する耐熱性生デンプン分解性アミラーゼにお

いても、本系により培養液１L あたりグラム単位での生産が可能であるこ

とが示された。 
 担子菌系酵母による新規なタンパク質高生産系の開発に成功し、新たな

蛋白質高生産系を提供するものである。 
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5. 耐熱性酢酸菌の「耐熱性」分子機構の解析と酢酸発酵および菌膜多糖合

成の分子機構の解析 
１）耐熱性酢酸菌 Acetobacter tropicalis SKU1100 からトランスポゾン変

異で得られた高温感受性株から 24 の耐熱性遺伝子が特定され、そのいくつ

かについての機能解析がすすめられた。 
２）耐熱性酢酸菌 Acetobacter pasteurianus SKU1108 および MSU10 と

常温性酢酸菌 A. pasteurianus の酢酸耐性能の比較が行われ、それらの菌

膜形成能が重要であり、酢酸発酵にも大きな役割を果たすことを明らかに

した。加えて、耐熱性 A. pasteurianus SKU1108 の ADH 機能を探るため、

そのサブユニット III の発現解析が行われた。 
３）A. pasteurianus SKU1108 の高温適応株 TI および TH-3 の変異部位

解析がドラフトゲノムを基に行われた。 
４）A. pasteurianus SKU1108 の groESL 遺伝子の解析が、その耐熱性お

よび酢酸耐性との関係で行われた。 
 なお、関連論文の発表および第 2 回ジョイントセミナーで口頭発表やポ

スター発表を行った。 
 
6. 耐熱性リパーゼ／エステラーゼの特性と解析 
 堆肥由来耐熱菌Thermobifida alba AHK119よりクローン化したリパー

ゼファミリーに属する遺伝子を発現させて、アフィニティークロマトグラ

プィー及び陰イオン交換クロマトグラフィーで完全に精製した。精製酵素

はCa2+などの二価イオンの存在下で活性化され、また、Ca2+添加量に従っ

て耐熱性が増加した。同時にerror prone PCRにより、変異酵素を作成した。

酵素の解析を行い、本酵素はcutinaseに分類され、各種ポリエステルの分

解能を有することを確認した。精製酵素は結晶化を行い、X線解析を試み

たが、最終的な構造解析には至っていない。 
  他方、Actinomadura sp. S-14より得た耐熱性エステラーゼ遺伝子をE. 
coliに導入したが、タンパクの発現はほとんど確認できなかったので、

Pichia pastorisへの導入を考えている。本菌由来の耐熱性xylanaseは、や

はりE. coliではタンパク質の発現が低いが、Pichia pastorisでは高活性で

発現し、最終精製酵素の非活性も高かった。E. coliは放線菌由来遺伝子の

発現には適していないのかもしれない。 
 119株よりクローニングしたエステラーゼ遺伝子(est119)を発現させ、酵

素化学的な特性を解析した。また、本酵素はE. coliで発現させたためか、

耐熱性が55°C以下と予想外に低かったが、Caによる活性化と耐熱化現象を

見出した。遺伝子にはCa-binding domainは存在しないので、耐熱化は別

機構によると考えられる。また、119株の生育条件と比較して、本株には別

のエステラーゼが存在すると考え、解析を急いでいる。Est119自身も耐熱
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性を発揮できるので、ポリエステル類の分解及びエステル化反応への応用

が期待できる。 
なお、関連論文の発表および第 2 回ジョイントセミナーで口頭発表を行

った。 
日本側参加者数  

42 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 
（ タイ ）国（地域）側参加者数 

37 名 （１４－２（タイ）国（地域）側参加研究者リストを参

照） 
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整理番号 R－3 研究開始年度 平成 20 年度 研究終了年度 平成 24 年度 
研究課題名 （和文）有用微生物を用いた応用研究 

（英文）Applied Research with Useful Microorganisms 
日本側代表者 
氏名・所属・

職 

（和文）薬師 寿治・山口大学農学部・准教授 
（英文）Dr. Toshiharu Yakushi・Yamaguchi University・Associate 
Professor 

相手国側代表

者 
氏名・所属・

職 

Dr. Vichai Leelavatcharamas・Khon Kaen University・Assistant 
Professor 

交流人数 
（※日本側予算

によらない交流

についても、カ

ッコ書きで記入

のこと。） 

① 相手国との交流 
派遣先 

派遣元 
日本 タイ 

ベトナム 
（日本側） 

計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 
 <人／人日> 

実施計画
 

3/24 0/0 3/24 
実績 5/29 1/3 6/32 

タイ 
<人／人日> 

実施計画 7/150 
 

 7/150 

実績 
9/175 
(2/48) 

 
9/175 
(2/48) 

ベトナム 

（日本側） 

<人／人日> 

実施計画 1/30  
 

1/30 

実績 1/34  1/34 

合計 
<人／人日> 

実施計画 8/180 3/24 0/0 11/204 

実績 
10/209 
(2/48) 

5/29 1/3 
16/241 
(2/48) 

② 国内での交流       0 人／0 人日 
２２年度の研

究交流活動 
 本研究課題においては 2 つの小課題に分けて、それぞれ 16 件と 5 件の

共同研究を実施した。なお、いくつかは共同研究の進捗等により他課題へ

移動している。 
 
（１）Application for food, medicine, bio-energy, etc 
  （食料、医薬品、バイオエネルギー等への応用） 
1. 高温耐性・有機溶媒耐性細菌を活用した疎水性ケミカルのバイオプロダ

クションのための基盤技術開発 
 共同研究チーム：加藤純一博士（広島大学）、Alisa S. Vangnai 博士（タ

イ・チュラロンコン大学） 
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 平成 22 年度研究計画に則り共同研究を進めた。すなわち、グリセロール

→ヒドロキシプロピオアルデヒド、炭水化物→ブタノールの変換に必要な

遺伝子を有機溶媒耐性細菌等に導入し、グリセロール→ヒドロキシプロピ

オアルデヒド、炭水化物→ブタノールのための生体触媒菌体を構築すると

ともに、目的の生物変換を試験した。Vangnai 博士は約 2 ヶ月間広島大学

に滞在し、研究討論/共同研究を行った。加藤博士はチュラロンコン大学を

訪問し、Vangnai 博士が指導する学生と研究討論・技術指導を行った。平

成 22 年度に得られた成果は、ACP 第 2 回ジョイントセミナーおよび ACP
第 3 回サテライトセミナーで発表した。 
 
2. ケミカルバイオロジーに基づく天然物由来創薬リードの探索 
 共同研究チーム：井本正哉博士（慶応義塾大学）、Ramida Watanapokasin
博士（タイ・シーナカリンウィロット大学） 
 動物細胞増殖やアポトーシス誘導など、動物細胞機能を特異的に制御す

る微生物代謝物質の探索、新しいスクリーニング技術の開発、さらに単離

した個々の物質についての作用機構解析を行った。その結果、新規物質

arabilin の単離、簡便な解糖系阻害剤のスクリーニング系開発、さらに新

規物質 quinotrierixin の小胞体ストレス応答阻害機構の解明に成功した。

Ramida 博士を慶應義塾大学理工学部准教授として招聘し、共同研究の

実施計画の立案および技術のトランスファーを行った。またタイ・コンケ

ンで開催された ACP 第 2 回ジョイントセミナーに参加し、口頭発表した。

 
3. 有用乳酸菌のオリゴ糖代謝系と関連酵素の解析 
 共同研究チーム：山本憲二博士（京都大学）、芦田久博士（京都大学）、

Thida Chaiwangsri 博士（タイ・ナレスアン大学） 
 日本側の研究室で研究されている腸内の善玉菌ビフィズス菌による母乳

オリゴ糖の代謝に関わる酵素 β-N-アセチルヘキソサミニダーゼの遺伝子を

クローニングするとともに組み換え酵素の諸性質を明らかにした。

Bifidobacterium bifidum JCM1254株のゲノム中には糖質加水分解酵素フ

ァミリーGH20 に属する β-N-アセチルヘキソサミニダーゼ候補遺伝子が 3
つ見出されている。このうち、菌体外の膜結合酵素と推測された NAHex 
BbIV をクローニングし大腸菌で組み換え酵素を生産させたところ、母乳中

に含まれるラクト-N-ネオテトラオース（Galβ1-4GlcNAcβ1-3Galβ1-4Glc）
に β-ガラクトシダーゼが作用して生成する 3 糖ラクト-N-トリオース II の
非還元末端の β1,3-GlcNAc に作用することを確認した。しかし、反応速度

は速いものではなかった。 
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4. 組み換えフィコエリスリン生産のための高熱性ラン藻由来 cpeB 及び

cpeA の異種発現 
共同研究チーム：石井正治博士（東京大学）、Yuwadee Peerapornpisal

博士（タイ・チェンマイ大学） 
 藻類での宿主ベクター系を用いた発現は引き続き検討中である。一方、

大腸菌においては cpeB および cpeA の発現性は確認できたものの、フィコ

ビリタンパク質の発現には至らなかった。 
 
5. 農産物と関連廃棄物から誘導された生理活性ペプチドの特性と利用 
 共同研究チーム：安田正昭博士（琉球大学）、橘信二郎博士（琉球大学）、

Worapot Suntornsuk 博士（タイ・モンクット王工科大学） 
 豆腐よう発酵熟成過程で派生する副産物である“もろみ”の有効利用技術

開発を目的として、もろみに含まれる生理活性ペプチドに焦点をあてて高

血圧抑制作用を示すアンギオテンシン I 変換酵素阻害ペプチドの精製を行

った。また、ミルクホエータンパク質の低アレルゲン化を目的として豆腐

よう製造に用いる紅麹菌プロテイナーゼと消化酵素（ペプシン、トリプシ

ン）を組み合わせて作用させた。 
 
6. エンドファイト（内生菌）による生理活性キサントンの生物変換 
 共同研究チーム：神崎浩博士（岡山大学）、Panarat Arunrattiyakorn 博

士（タイ・シーナカリンウィロット大学）  
 熱帯植物マンゴスチン中に含まれる二次代謝産物でキサントン骨格を有

する α マンゴスチンの微生物変換を行った。タイの葉物野菜として知られ

るヤーナーン（Tiliacora triandra）から単離した内生菌 2 種類により変換

を行い、4 種類の新規キサントン類を単離した。 
 
7. Bacillus amyloliquefaciens KPS46 の大豆こぶ病に対する防除機構にお

ける二次代謝産物の役割 
 共同研究チーム：露無慎二（静岡大学）、Sutruedee Prathuangwong 博

士（タイ・カセサート大学） 
 耐熱性芽胞形成細菌 Bacillus amyloliquefaciens KPS46 の大豆こぶ病に

対する防除機構における二次代謝産物の役割について解析するため、本菌

の分画を行った。 
 
8. キラル化合物生産に有用な微生物酵素の探索と応用 
共同研究チーム：片岡道彦博士（大阪府立大学）、Rungruedee Thiwthong

博士（タイ・マハサラカン大学） 
 当該共同研究は、Rungruedee 博士が京都大学在学中から片岡博士と進
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めていたものであるが、平成 22 年 4 月より片岡博士が大阪府立大学へ異動

となったことにより、今年度は計画していた共同研究はほとんど進められ

なかった。 
 
9. バイオマスからエネルギーへの変換における耐熱性を持つ熱帯性の

様々な菌類からのセルロース分解酵素とその役割に関する研究 
共同研究チーム：熊谷英彦博士（石川県立大学）、片山高嶺博士（石川県

立大学）、南博道博士（石川県立大学）、玉置尚徳博士（鹿児島大学）Supak 
Poungbangpho 博士（タイ・パヤオ大学）、Siriluk Chaijamrus 博士（タ

イ・パヤオ大学）、Anusorn Worasing 博士（タイ・パヤオ大学） 
バイオマスからエネルギーへの変換における耐熱性を持つ熱帯性の様々

な菌類からのセルロース分解酵素の抽出とその役割の解明、実際への応用

を最終目的とする。平成 21 年度は、タイ国における耐熱性のカビや酵母の

分布及び未利用バイオマスの有効利用を目的として調べた。また、平成 22
年度はタイ国温泉から単離した耐熱性バクテリア (Annoxybacillus 
flavithermus)のセルラーゼについて検索した。今後は、カビ、酵母のセル

ラーゼ類の耐熱性の機構と触媒活性との関連を三次元構造解析、変異酵素

の作成等の方法で解明を目指す。 
 
10. 白色腐朽菌の多環芳香族炭化水素(PAHs)分解に関する利用 
 共同研究チーム：樋口隆哉博士（山口大学）、Hunsa Punnapayak 博士

（タイ・チュラロンコン大学） 
 平成 22 年度は、発ガン性が疑われる多環芳香族炭化水素（PAHs）の分

解に、タイでスクーリングした白色腐朽菌（Pycnoporus coccineus）の生

産する PAHs 分解性ラッカーゼを適用する研究開発のために、Hunsa 博士

が来日し研究を実施した。また、Hunsa 博士の研究室の Sehanat 講師がチ

ュラロンコン大学のサポートで滞在し、上記研究を実施した。 
 
11. パームオイルミル廃水からのバイオ燃料生産プロセスの開発に関する

研究 
 共同研究チーム：樋口隆哉博士（山口大学）、Poonsuk Prasertsan 博士

（タイ・ソンクラ王子大学）、Sompong O-Thong 博士（タイ・タクシン大

学） 
 平成 22 年度は、パームオイル生産過程の残渣であるリグノセルロース系

バイオマスからのバイオ燃料生産に対してタイ南部の温泉地域でスクリー

ニングされた高温菌の適用可能性を検討するために、Poonsuk 博士の博士

課程学生が MEXT-ARDA プログラムにより滞在し、「スクリーニングされ

た高温耐性水素生産菌による水素生産の最適化とヒドロゲナーゼ発現が水
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素生産に及ぼす影響」に関する研究を実施した。Poonsuk 博士が第 3 回若

手研究者セミナーで招待講演を行った。 
 
12. 耐熱性発酵菌を用いた砂糖を中心とした農作物を原料とした付加価値

の高いバイオプラスチックの生産 
 共同研究チーム：樋口隆哉博士（山口大学）、Pakawadee Kaewkannetra
博士（タイ・コンケン大学） 
 平成 22 年度は、耐熱性発酵菌を用いた砂糖を中心とした農作物を原料と

した付加価値の高いバイオプラスチックの生産プロセスの開発に関する研

究を実施した。平成 22 年度は、Pakawadee 博士とその研究室の博士課程

学生が 2 ヶ月間滞在し、引き続き中心となって研究を実施した。 
 
13. 高温耐性微生物を用いた様々なバイオマスや有機性廃棄物（熱帯性農

産物、植物バイオマス、グリセロール、産業系セルロース残渣）からのバ

イオ水素、バイオディーゼル生産プロセスの構築 
共 同 研 究 チ ー ム ： 樋 口 隆 哉 博 士 （ 山 口 大 学 ）、 Prapaipid 

Chairattanamanokorn 博士（タイ・カセサート大学） 
 平成 22 年度は、これまでに検討してきた混合培養系バイオ水素生産菌に

よる安定的水素生産が可能な運転条件及び優占菌に関する研究結果をもと

に、Alissara 博士の学生 2 名（Chakkrit Sreela-or、Wisarut Suphannafai
の両名）が JENESYS プログラムにより滞在し、熱帯性農産物残渣から 2
つを選定し「パイナップル廃棄物からの水素生産条件の把握」「ココア廃棄

物廃棄物からの水素生産条件の把握」に関する研究を実施した。Alissara
博士が MEXT-ARDA プログラムにより滞在し、第 3 回若手研究者セミナ

ーで招待講演を行い、博士後期課程学生の Jantima Teeka と Emma 
Yuliani が第 3 回若手研究者セミナーで口頭発表（Alissara 博士と共著）

を行った。Alissara 博士、Prapaipid 博士は第 2 回ジョイントセミナーに

参加した。また、Prapaipid 博士がカセサート大学と一部 MEXT-ARDA プ

ログラムのサポートにより滞在し、「バガスからの水素生産」に関する研究

を実施した。 
 
14. 光合成細菌を用いた農産廃棄物からの農業用資材や医薬品の生産 
共同研究チーム：佐々木健博士（広島国際学院大学）、Napavarn 

Noparatnaraporn 博士（タイ・農業研究開発機構） 
 農産廃棄物である稲わらと牛糞からは発酵により作成したコンポストを

用いて比較的乾燥した砂土壌と粘土質土壌改良を行った。さらに、コンポ

スト肥料と光合成細菌 2 種類（Rodobacter sphaeroides S および

Rhodobacter sphaeroides NAT）および ALA を混合し、低栄養の土壌での
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稲のポット試験での増殖と収量比較を行った。 
 
15. 食品及び環境未利用資源からのエタノール発酵生産 

共同研究チーム：若山守博士（立命館大学）、森口充瞭博士（別府大学）、

Nitaya Boontim 研究員（チェンマイ大学） 
平成 22 年度当初計画では、課題 1 の「東南アジア地域における有用な食

品微生物の探索」と関連して実施し、特に課題 1 の成果に基づいて実施す

る予定であった。しかしながら、課題 1 のエタノール発酵菌の分離が充分

進展しておらず、本課題として特記すべきものはない。次年度以降は課題

1 として実施する。 
 
（２）Development of high temperature fermentation technology 
  （高温発酵技術の開発） 
1. 耐熱性微生物による食品、医薬品及びバイオ燃料生産及び耐熱性微生物

の高濃度大量培養システムの確立 
共同研究チーム：佐々木健博士（広島国際学院大学）、大島淳博士（長浜

バイオ大学）、Napavarn Noparatnaraporn 博士（タイ・農業研究開発機

構） 
光合成細菌、Rhodobacter sphaeroides NAT 株は、45～50℃の高温でも

増殖可能である。しかしながら、このような高温菌の大量培養はあまり行

われていない。我々は、ジャーファーメンターによる 45℃における 3 回の

フィーディングによる流加培養を試みた。しかしながら、回分培養が終了

したのち、30 時間後に第 1 回の流加を行い、培養を継続したが、菌体の増

殖は 1～2 割程度で、さらに 60 時間後に第 2 回の流加を行ったが、菌体の

伸びはごくわずかであった。高温では菌の死滅が早く、通常の 30℃では流

加培養が成立し、3 回の流加で 60 時間後に約 2 倍の菌体量（約 10ｇ/L）
が得られるのだが、45℃での高濃度生産は失敗した。培地硫加の時期を検

討し、早い時期での培養収量が望ましいことが分かった。 
 
2. 環境保全のための低品質バイオマスの利用 
共同研究チーム：立木隆博士（立命館大学）、久保幹博士（立命館大学）、

若山守博士（立命館大学）、松宮芳樹博士（立命館大学）、矢野成和博士（立

命館大学）、Abhinya Plikomol 博士（タイ・チェンマイ大学)、Nopakarn 
Rattanakit-Chandet 博士（タイ・チェンマイ大学)、Sirilak Sanpa 博士（タ

イ・ナレスアン大学)、Wasu Pathom-aree 博士（タイ・チェンマイ大学)、
Kemika Lomtaisong 博士（タイ・チェンマイ大学） 
 松宮博士がタイを訪問し、タイ側メンバー（Abhinya Plikomol 博士、

Nopakarn Rattanakit-Chande 博士、  Sirilak Sanpa 博士、  Wasu 
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Pathom-aree 博士）と研究の進捗状況の確認と今後の研究計画について打

ち合わせを行った。さらには、粉末化した PA66 を日本側からタイ側に提

供した。また、チェンマイ大学理学部化学科と生物学科の研究発表会に参

加し、意見の交換を行った。また、第 2 回ジョイントセミナーに参加し、6
題の発表を行った。 
 
3. 耐熱性微生物によるバイオエタノール高温発酵生産 
 共同研究チーム：山田守博士（山口大学）、Savitree Limtong 博士（タ

イ・カセサート大学）、Pornthap Thanonkeo 博士（タイ・コンケン大学）

 タイ国カセサート大学においてサトウキビの搾汁を原料に種々の条件で

エタノール生産性について検討した。40℃で 18%前後の糖を含む原料から

7%程度のエタノールが生産できることが示された。一方、耐熱性酵母のエ

タノール生産について、利用できる糖の種類の検討やエタノール発酵に関

わる代謝系の解析を行った。 
 
4. 耐熱性微生物等による農産廃棄物の変換と土壌中複合微生物系のモニ

タリング 
 共同研究チーム：酒井謙二博士（九州大学）、Saowanit Tongpim 博士（タ

イ・コンケン大学）、Vichien Kitpreechavanish （タイ・カセサート大学）、

Vo-Tong Xuan 博士（ベトナム・アンジャン大学） 
 平成 22 年度は、JENEYSIS プログラムによって、タイ国カセサート大

学修士 2 回生が来学し、植物成長促進活性を有する細菌(PGPB)の同定と複

合菌系でのモニタリングのための特異的蛍光染色法についてトレーニング

を行った。また、滞在中に山口市で行われた ACP 第 3 回若手研究者セミナ

ーに共に参加し、発表とディスカッションを行った。 
 アンジャン大学 Vo-Tong Xuan 博士を訪問し、同僚、学生らとディスカ

ッションを行った。また、ホーチミン市で行われたサテライトセミナーに

参加し口頭発表するとともに、続いてタイ・コンケン市で行われた第 2 回

ジョイントセミナーに参加して合計 5 件のポスター発表を行い、セミナー

中及びセミナー前後にもディスカッションを行った。 
 
5. 耐熱性 Corynebacterium glutamicum のグルタミン酸発酵能の解析 
 共同研究チーム：松下一信博士（山口大学）、Savir Trakulnaleamsai 博
士（タイ・カセサート大学）、Nawarat Nantapong 博士（タイ・スラナリ

ー工科大学） 
 平成 21 年度までに耐熱性コリネを用いたグルタミン酸発酵の温度依存

性およびその発酵代謝系の温度変化も含めた発現調節系の解析を実施し

た。平成 22 年度は、耐熱性コリネ細菌の分離とそのグルタミン酸発酵能の
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解析を行った。 
 
6. 未利用バイオマスの有効利用を目的とする耐熱性微生物及びそれらの

酵素に関する研究 
 共同研究チーム：熊谷英彦博士（石川県立大学）、片山高嶺博士（石川県

立大学）、南博道博士（石川県立大学）、玉置尚徳博士（鹿児島大学）Supak 
Poungbangpho 博士（タイ・パヤオ大学）、Siriluk Chaijamrus 博士（タ

イ・パヤオ大学）、Anusorn Worasing 博士（タイ・パヤオ大学） 
 耐熱性セルラーゼの開発と耐熱性酵母の耐熱性分子機構の解明を目的

に、共同研究をすすめている。タイ国温泉から単離した耐熱性バクテリア

（Annoxybacillus flavithermus）のセルラーゼについて検索した。カビ、

酵母のセルラーゼ類の耐熱性機構と触媒活性との関連を、三次元構造解析、

変異酵素の作成等の方法によって解析を進めた。 
研究交流活動

成果 
（１）Application for food, medicine, bio-energy, etc 
  （食料、医薬品、バイオエネルギー等への応用） 
1. 高温耐性・有機溶媒耐性細菌を活用した疎水性ケミカルのバイオプロダ

クションのための基盤技術開発 
 ブタノール耐性 Bacillus 属細菌で高い転写活性を示すプロモーターをス

クリーニングし、xylA プロモーターを選抜した。xylA プロモーターの下

流にClostridium acetobutylicum由来のブタノール生合成系遺伝子を配置

したシャトルベクターを構築し、ブタノール耐性 Bacillus 属細菌に導入し

た。形質転換株は取得できたものの、菌株の DNA 組換え活性が強く、導

入したプラスミドに欠失が生じてしまうことが判明した。そこで、ブタノ

ール耐性株の recA 遺伝子破壊株を作成するとともに染色体に外来遺伝子

を挿入する技術の開発を試みたが、未だ成功に至っていない。 
 
2. ケミカルバイオロジーに基づく天然物由来創薬リードの探索 
 動物細胞増殖やアポトーシス誘導など、動物細胞機能を特異的に制御す

る微生物代謝物質の探索を行ってきた。その結果、前立腺がんの増殖に必

須なアンドロゲンに対する新しいアンタゴニストとして新規物質 arabilin
を放線菌培養液より単離した。また、新しいスクリーニング技術の開発を

積極的に模索した結果、解糖系阻害剤の簡便なスクリーニング系を開発し

た。さらに、単離に成功した新規物質についてその作用機構の解析を行っ

た結果、新規物質 quinotrierixin がタンパク質合成阻害剤であることを見

出し、小胞体ストレス応答阻害のメカニズムを明らかにした。 
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3. 有用乳酸菌のオリゴ糖代謝系と関連酵素の解析 
 ビフィズス菌が母乳オリゴ糖を代謝する際に関与する重要な酵素 β-N-ア
セチルヘキソサミニダーゼは遺伝子解析より GH20 に 3 種類、GH3 に 1
種類が存在し、そのうち菌体外で作用すると予想されるのは NAHexBbIII
と NAHexBbIV であるが、本研究でクローニングした NAHexBbIV は母乳

オリゴ糖に対する作用は弱く、その代謝に大きく関わっていないように推

察できた。 
 
4. 組み換えフィコエリスリン生産のための高熱性ラン藻由来 cpeB 及び

cpeA の異種発現 
 フィコビリタンパク質の異種発現に一歩近づけたものと考えているが、

大腸菌においては、フィコビリタンパク質の発現には至らなかった。これ

は、phycoerythrobilin lyase（フィコエリスロビリンリアーゼ）が機能し

ていないことが問題と考えられた。フィコエリスロビリンリアーゼの機能

的発現がカギとなっていると考えられる。 
 
5. 農産物と関連廃棄物から誘導された生理活性ペプチドの特性と利用 
 主要アレルゲンタンパク質であるカゼイン、β－ラクトグロブリンおよび

α－ラクトアルブミンの分解によるアレルゲン低減化に成功した。本研究成

果は食品産業において優れた技術であり、国際誌の Journal Industrial 
Microbiology and Biotechnology に採択され、現在印刷中である。 
 
6. エンドファイト（内生菌）による生理活性キサントンの生物変換 
 単離した化合物の一つは、基質の α マンゴスチンよりも強い抗マイコバ

クテリア活性を示した。この内容について論文投稿を行い、

Phytochemistry 誌 (Impact factor 3.1)に採択され、近々掲載予定である。

 
7. Bacillus amyloliquefaciens KPS46 の大豆こぶ病に対する防除機構にお

ける二次代謝産物の役割 
 本菌のリポペプチド表面活性物質が大豆こぶ病菌の生物防除に重要な役

割を果たすことを明らかにした。さらに、他の生物防除用細菌との混合培

養液がトウモロコシ条斑細菌病に対する抵抗性誘導に有効であることを発

見した。 
 
8. キラル化合物生産に有用な微生物酵素の探索と応用 
 相互の研究打ち合わせ等は行ってきたが、日本側受け入れ教員の所属機

関の変更のため、今年度は計画した活動ができなかった。 
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9. バイオマスからエネルギーへの変換における耐熱性を持つ熱帯性の

様々な菌類からのセルロース分解酵素とその役割に関する研究 
 タ イ 国温 泉 か ら単 離 し た耐 熱 性 バク テ リ ア  (Annoxybacillus 
flavithermus)について人工基質を用いてセルラーゼ活性を検索したが活

性を見出すことは出来なかった。カビ、酵母の β-グルコシダーゼの三次元

構造解析を進め、耐熱性バクテリアの酵素との比較により、耐熱性の機構

と触媒活性との関連を検討しているが、まだ著しい成果は得られていない。

 
10．白色腐朽菌の多環芳香族炭化水素(PAHs)分解に関する利用 
 発ガン性が疑われる多環芳香族炭化水素（PAHs）の分解に、タイでスク

ーリングした白色腐朽菌（Pycnoporus coccineus）の生産する PAHs 分解

性ラッカーゼを適用する研究開発を実施した。実験結果から、5 種の

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons:PAHs（anthracene, phenanthrene, 
fluoranthene, pyrene, and benzo[a]pyrene）に対し、高い分解除去性能を

有することが示された。特に ABTS 等のメディエーターを添加することで、

その分解除去性能は増大した。さらに抽出したラッカーゼではなく、

Pycnoporus coccineus の生菌をダイレクトに用いた実験からも上記 5 種の

PAHs の分解除去性能が確認された。したがって、タイでスクーリングし

た白色腐朽菌（Pycnoporus coccineus）は高い PAHs 分解除去性能を有す

ることが確認された。 
 
11. パームオイルミル廃水からのバイオ燃料生産プロセスの開発に関する

研究 
 パームオイル生産過程の残渣であるリグノセルロース系バイオマスから

のバイオ燃料生産に対してタイ南部の温泉地域でスクリーニングされた高

温菌の適用可能性を検討するための研究を実施した。実験結果より、水素

生産に大きな影響を及ぼすファクターを統計的解析により抽出し、Total 
Sugar、初期 pH、FeSO4･7H2O と酵母エキスが抽出された。反対に、リン

酸バッファーとペプトンは水素生産を阻害した。 
 
12. 耐熱性発酵菌を用いた砂糖を中心とした農作物を原料とした付加価値

の高いバイオプラスチックの生産 
 耐熱性発酵菌を用いた砂糖を中心とした農作物を原料とした付加価値の

高いバイオプラスチックの生産プロセスの開発に関して以下の研究を実施

した。タイ東北部の Chaiyabhumi から単離した Hydrogenophaga 
pseudoflava (99% identify)を用いて、サトウキビの絞り汁から PHAs
（polyhydroxyalkanoates）を生産できるプロセスの実験をラボスケール

で実施し、運転条件を把握した。なお、この研究自体は平成 22 年度で予定



 51

した研究を終了したため、平成 23 年度から新設研究テーマ「有機性廃棄物

からの高温域でのバイオハイタン（水素＋メタン）生産」を行う。 
 
13. 高温耐性微生物を用いた様々なバイオマスや有機性廃棄物（熱帯性農

産物、植物バイオマス、グリセロール、産業系セルロース残渣）からのバ

イオ水素、バイオディーゼル生産プロセスの構築 
 これまでに検討してきた混合培養系バイオ水素生産菌による安定的水素

生産が可能な運転条件及び優占菌に関する研究結果をもとに、熱帯性農産

物残渣から 2 つを選定し「パイナップル廃棄物からの水素生産条件の把握」

「ココア廃棄物廃棄物からの水素生産条件の把握」に関する研究を実施し

た。実験結果より、水素生産に大きな影響を及ぼすファクターを統計的解

析により抽出し、Total Sugar、初期 pH、FeSO4濃度が抽出され、それぞ

れの最適値を推定した。 
 
14. 光合成細菌を用いた農産廃棄物からの農業用資材や医薬品の生産 
 コンポスト投与で土壌中の有機物、窒素、リン及び水分の供給が盛んに

なり、トウモロコシ収量が砂土壌では 208％、粘土質土壌では 162％増加

した。光合成細菌 2 種類（Rodobacter sphaeroides S および Rhodobacter 
sphaeroides NAT）ともに稲の生長および収量を 110～120％増加させ、光

合成細菌の増殖促進と収量増加を確認した。ALA 添加もほぼ同様の生長促

進、収量増加の効果を見出した。土壌中の栄養成分の検討を行って、収量

増加の原因解明に取り組んだ。 
 
15. 食品及び環境未利用資源からのエタノール発酵生産 
課題 1 の「東南アジア地域における有用な食品微生物の探索」における

エタノール生産株の分離が計画通り進んでおらず、特記すべき成果はない。

次年度以降は課題 1 に組み入れて実施する。 
 
（２）Development of high temperature fermentation technology 
  （高温発酵技術の開発） 
1. 耐熱性微生物による食品、医薬品及びバイオ燃料生産及び耐熱性微生物

の高濃度大量培養システムの確立 
 菌体が得られず、有用物質（5－アミノレブリン酸、コエンザイム Q10
など）の生産が十分検討できず、学術面の成果は得られていない。高温で

の菌の安定性が課題であることが明らかになった。今後、耐熱性に関与す

るといわれる Ca の影響などについても検討してゆく。培地流加の時期と

炭素源濃度なども研究し、高温での流加培養技術を確立する。 
 



 52

2. 環境保全のための低品質バイオマスの利用 
 本共同研究は、未利用の低品質バイオマス（生物系廃棄物）の活用を軸

に、食飼料と拮抗しない未利用多糖類や各種食品産業の廃棄物の有効利用

を図ることが目的である。平成 22 年度は、タイ土壌の体系的なサンプリン

グと土壌の物理的性質を解析し、その土壌に含まれる微生物の分析を行っ

た。現在、それら土壌の物質循環活性を測定しているところである。また、

乳酸菌を用いたキチン精製法の確立を目指し、プロテアーゼ生成能を有す

る乳酸菌を用いて、カニガラ・エビガラの除タンパクと脱灰を同時に行な

う手法を検討した。これに関連して、乳酸菌を用いて調製したキチンの評

価を行うために、大腸菌の N-アセチルグルコサミンリン酸化酵素を用いた

N-アセチルグルコサミン定量法を構築した。加えて、カニガラ・エビガラ

の糖化反応に利用できるキチナーゼを探索し、クローニングを行った。6
種類のキチナーゼについて大腸菌発現系を確立し、それら酵素の構造と機

能を解析した。さらに、ポリ乳酸、PA66 プラスチックの分解菌の取得を行

うことを計画し、研究計画を詳細に決定し、PA66 プラスチック、PA66＋
ポリ乳酸を有しており、それらの微粉砕に関する手法を構築した。 
 
3. 耐熱性微生物によるバイオエタノール高温発酵生産 
 耐熱性酵母 K. morxianus は、6 炭糖だけでなく 5 炭糖も資化できるが、

5 炭糖からのエタノール生産性は低く、より高温になると 5 炭糖資化能力

が低下する。グルコース抑制が S. cerevisiae より弱く、混在する種々の糖

からのエタノール生産に利用できる酵母であることが分かった。解析結果

について論文として報告した。 
 
4. 耐熱性微生物等による農産廃棄物の変換と土壌中複合微生物系のモニ

タリング 
 植物成長促進活性を有する細菌(PGPB)を 3 株選別し、同定することがで

きた。そのうちの 1 株は耐熱性を示すバチルス属細菌であった。この PGPB
を土壌環境中などでモニタリングするためのプロ−ブ設計、ハイブリダイズ

条件検討を行った。また、複合菌系での乳酸発酵の再現性と発酵の特徴に

ついて明らかにした。 
 
5. 耐熱性 Corynebacterium glutamicum のグルタミン酸発酵能の解析 
 新規な耐熱性グルタミン酸生産菌 Corynebacterium glutamicum の分

離を試み、多くの分離株の解析を行ったが、C. glutamicum I2L を超える

有望な菌株は得られなかった。現在、新たな菌株の分離を継続していると

ころである。加えて、I2L 株の機能解析をすすめ、この株は 37˚C で生育す

ると細胞内に蓄積していたグルタミン酸を排出できるようになることを明
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らかにした。 
 
6 未利用バイオマスの有効利用を目的とする耐熱性微生物及びそれらの酵

素に関する研究 
 平成 22年度は、高温での生育力、エタノール発酵力に優れた

Kluyveromyces marxianus を宿主としたセルラーゼ発現酵母の開発を行

った。本酵母の培養上清に高発現しているイヌリナーゼのプロモーター及

び分泌シグナル配列を取得し、それらを用いて耐熱性糸状菌 Thermoascus 
aurantiacus 由来β-グルコシダーゼの分泌発現を試みた。また作製した組

み換え酵母を用いて、セロビオースからのエタノール発酵及び冷却槽への

回収を試みた。100 g/l のセロビオースを単一炭素源として培養した結果、

29.5 g/l のエタノールが生成し、そのうち21.5 g/l（回収率73%）のエタノ

ールを回収することに成功した。 
なお、2010 年日本農芸化学会大会で成果の一部を発表した。 

日本側参加者数  
38 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ タイ ）国（地域）側参加者数 
32 名 （１４－２（タイ）国（地域）側参加研究者リストを参

照） 
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１０－２ セミナー 
整理番号 S－1 
セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業 

微生物の潜在能力開発と次世代発酵技術の構築に関する 
第 2 回ジョイントセミナー 

（英文）JSPS-NRCT Asian Core Program  
2nd Joint Seminar on Capacity Building and Development of 
Microbial Potential and Fermentation Technology towards New 
Era in the Asian Core Program 

開催時期 平成 22 年 11 月 20 日 ～ 平成 22 年 11 月 21 日（2 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）タイ国、コンケン市、ラジャオーキッドホテル 
（英文）Thailand, Khon Kaen, Raja Orchid Hotel 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）山田 守･山口大学大学院医学系研究科･教授 
（英文）Mamoru YAMADA･Yamaguchi University･Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

Dr. Vichai Leelavatcharamas・Khon Kaen University・Assistant 
Professor 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ タイ ） 

日本 
<人／人日> 

A. 13/55 人／人日

B. 6/19 人／人日

C. 2/9 人／人日

タイ 
<人／人日> 

A. 0/0 人／人日

B. 0/0 人／人日

C. 45/90 人／人日

ベトナム 
（日本側） 
<人／人日> 

A. 4/16 人／人日

B. 0/0 人／人日

C. 0/0 人／人日

ラオス 
（タイ側） 
<人／人日> 

A. 0/0 人／人日

B. 0/0 人／人日

C. 7/28 人／人日

合計 
<人／人日> 

A. 17/71 人／人日

B. 6/19 人／人日

C. 54/127 人／人日
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A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
 
セミナー開催の目的 本事業の構成員が集まる 2 度目のセミナーであり、原則的に全員が

参加し、本事業の研究教育目標達成を目指して情報を交換・共有す

る場となる。個々の共同研究について、これまでの成果を口頭ある

いはポスタ−によって中間発表する。また、今後の共同研究遂行に

あたって共同研究者間での綿密な打ち合わせを行なう。若手研究者

にも発表の機会を与え、貴重な経験の機会を提供する。 
セミナーの成果 １）本セミナーに 4 カ国から 77 名（日本 21 名、タイ 45 名、ベト

ナム 4 名、ラオス 7 名）が参加し、22 題の口頭発表並びに 51 題の

ポスタ−発表を行うとともにとそれらに関して討議を行なった。ま

た、招待講演として、微生物を用いたバイオマスからの効率の良い

物質生産方法とタイにおけるバイオエタノール生産の現状の紹介

があった。口頭発表のうち 6 題を若手研究者が行なった。本事業の

研究教育目標達成に向けた、研究成果や関連した情報を交換・共有

することができた。 
２）本事業参加者が、耐熱性微生物を含む有用微生物を共通項とし

ていることから、新たな知見や方法など多くの有益な情報交換がで

きた。 
３）共同研究者間で小研究課題について直接話し合う貴重な機会と

なった。共同研究の形態によっては 3国～4国間の共同研究があり、

全員が同時に会合できる機会となった。 
４）共同研究者間以外でも、タイ、ベトナム、ラオスの研究者との

交流ができ、人的交流促進の場となった。 
５）口頭発表や他国の研究者との交流によって、若手研究者は貴重

な経験ができた。 
セミナーの運営組織 本拠点事業の組織委員会が運営した。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容  国内旅費        金額    165,340 円 
    外国旅費             1,530,050 円 
    消費税                76,502 円 
                             合計    1,771,892 円 

（ タイ ）

国（地域）側 
内容  タイ側負担旅費       金額      634,000 円 
    会議費                 1,770,000 円 

合計       2,404,000 円 
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整理番号 S－2 
セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業 

微生物の潜在能力開発と次世代発酵技術の構築に関する 
第 3 回サテライトセミナー 

（英文）JSPS-NRCT Asian Core Program  
3rd Satellite Seminar on Capacity Building and Development of 
Microbial Potential and Fermentation Technology towards New 
Era in the Asian Core Program 

開催時期 平成 22 年 11 月 18 日 ～ 平成 22 年 11 月 18 日（1 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）ベトナム国、ホーチミン市、ニュオイコウコンホテル 
（英文）Vietnam, Ho Chi Minh City, Nguoi Co Cong Hotel 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）山田 守･山口大学大学院医学系研究科･教授 
（英文）Mamoru YAMADA･Yamaguchi University･Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

Prof. Vo Tong Xuan・An Giang University・Emeritus Professor

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ ベトナム ） 

日本 
<人／人日> 

A. 3/6 人／人日

B. 1/1 人／人日

C. 1/2 人／人日

タイ 
<人／人日> 

A. 0/0 人／人日

B. 0/0 人／人日

C. 7/14 人／人日

ベトナム 
（日本側） 
<人／人日> 

A. 0/0 人／人日

B. 0/0 人／人日

C. 9/9 人／人日

ラオス 
（タイ側） 
<人／人日> 

A. 0/0 人／人日

B. 0/0 人／人日

C. 3/6 人／人日

合計 
<人／人日> 

A. 3/6 人／人日

B. 1/1 人／人日

C. 20/31 人／人日
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A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
 
 
セミナー開催の目的 ベトナムでの開催は 2 回目となり、本事業の広報的な活動だけでな

く、共同研究の進展を確認することも目的とする。そのため、ベト

ナムの共同研究者を含む研究を中心に口頭発表を行う。また、今後

の共同研究について共同研究者間での綿密な打ち合わせの機会を

設ける。可能であれば、前回と同様に発酵関連のベトナム企業から

の発表を入れ、ベトナムの現状を理解する。 

セミナーの成果 １）本セミナーに 4 カ国から 24 名（日本 5 名、タイ 7 名、ベトナ

ム 9 名、ラオス 3 名）が参加し、12 題の口頭発表を行うとともに、

それらに関して討議を行なった。また、招待講演として、ベトナム

味の素の研究者によるバイオマスを用いた酢酸やアミノ酸などの

有用物質生産について生産方法や実績などの紹介があった。本事業

の研究教育目標達成に向けた、研究成果や関連した情報を交換・共

有することができた。 
２）事業代表者によって、本事業の現状報告を行った。講演の内容

とともに、大学生を含め一般の参加者から多くの質疑があり、広報

としての効果は達成できたと思われる。 
３）3 国～4 国間の共同研究について関係者が直接話し合う貴重な

機会となった。 
４）ベトナムの大学や研究所の研究者や企業関係者との交流がで

き、人的交流促進の場となった。 
セミナーの運営組織 基本的に、本拠点事業の組織委員会が運営組織となり開催した。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容  国内旅費        金額     22,125 円 
    外国旅費              252,070 円 
    消費税                12,603 円 
（ベトナム負担）会場費他           84,000 円 
                            合計    370,798 円 

（タイ）国

（地域）側 
内容 タイ側研究者旅費     金額    496,000 円 
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整理番号 S－3 
セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業 

微生物の潜在能力開発と次世代発酵技術の構築に関する 
第 3 回若手研究者セミナー 

（英文）JSPS-NRCT Asian Core Program  
3rd Young Scientist Seminar on Capacity Building and 
Development of Microbial Potential and Fermentation 
Technology towards New Era 

開催時期 平成 22 年 9 月 4 日 ～ 平成 22 年 9 月 5 日（2 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、山口市、山口県セミナーパーク 
（英文）Japan, Yamaguchi, Yamaguchi Prefecture Seminar park

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）山田 守･山口大学大学院医学系研究科･教授 
（英文）Mamoru YAMADA･Yamaguchi University･Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ 日本 ） 

日本 
<人／人日> 

A. 2/4 人／人日

B. 0/0 人／人日

C. 9/18 人／人日

タイ 
<人／人日> 

A. 0/0 人／人日

B. 1/2 人／人日

C. 2/4 人／人日

ベトナム 
（日本側） 
<人／人日> 

A. 1/5 人／人日

B. 2/4 人／人日

C. 0/0 人／人日

ラオス 
（タイ側） 
<人／人日> 

A. 2/10 人／人日

B. 0/0 人／人日

C. 1/2 人／人日

合計 
<人／人日> 

A. 5/19 人／人日

B. 3/6 人／人日

C. 12/24 人／人日
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A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
 
 
セミナー開催の目的 本事業の教育目標に関連し、若手研究者育成の一貫として本セミナ

ーを開催する。博士課程学生を含む若手研究者が企画を担当する。

具体的には、有用微生物だけでなく、広く一般的な微生物研究の専

門研究者による 3～4 課題の講演を行う。また、いくつかの最近の

話題について専門研究者も加わって討議する。さらに、3～4 のグ

ループに分かれて、若手研究者の研究テーマについて、十分な時間

をかけて討議する。 
セミナーの成果 １）昨年の運営委員会からの経験を受け継ぎ、若手研究者が中心と

なってセミナー企画実施した。これによって、若手研究者にセミナ

ー運営の経験を積ませることができた。 
２）若手研究者に幅広い微生物研究や最先端技術について深く知る

機会を提供できた。 
３）グループ討議では若手研究者のほぼ全員が自身の研究について

英語で発表し、その研究内容や方法について討議を行った。若手研

究者は様々な意見を得るとともに、討議することによって対応能力

育成のきっかけになったのではないかと思われる。 
４）本セミナーを通じて異なるアジアの国の若手研究者との交流が

でき、将来の共同研究等に役立つと期待される。 
セミナーの運営組織 本拠点事業の組織委員会が山口大学大学院に在籍する留学生たち

とともに運営委員会を組織し、開催した。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 国内旅費         金額    301,725 円 
   外国旅費               130,000 円 

保険料                 8,910 円 
消費税                 6,945 円 

                合計    447,580 円 
（タイ ）国

（地域）側 
内容  タイ側負担旅費     金額     179,000 円 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
 
① 相手国との交流                  

派遣先 
派遣元 

日本 
<人／人日> 

タイ 
<人／人日>

ベトナム 
（日本側）

<人／人日>

ラオス 
（タイ側） 

<人／人日> 

計 
<人／人日>

日本 
<人／人日> 

実施計画 
 

    
実績     

タイ 
<人／人日> 

実施計画 0/0 
 

  0/0 
実績 2/10   2/10 

ベトナム 
（日本側） 

<人／人日> 

実施計画 1/5  
 

 1/5 
実績 

1/5   1/5 

ラオス 
（タイ側） 

<人／人日> 

実施計画 1/5   
 

1/5 
実績 

1/5   1/5 

合計 
<人／人日> 

実施計画 2/10    2/10 
実績 4/20    4/20 

② 国内での交流       0 人／0 人日 
 

所属・職名 
派遣者名 

派遣・受入先 
（国・都市・機関） 

派遣時期 用務・目的等 

Khon Kaen 
University・ 
Assistant 
Professor・ 
Pornthap 
Thanonkeo 

日本・山口

市・山口大学 
平成 23 年 3
月 1 日～ 
平成 23 年 3
月 5 日 

コーディネーター会議に出席し、次年度

以降の事業運営についての協議を行っ

た。 

Kasetsart 
University・
Associate 
Professor・
Gunjana 
Theeragool 

日本・山口

市・山口大学 
平成 23 年 3
月 1 日～ 
平成 23 年 3
月 5 日 

コーディネーター会議に出席し、次年度

以降の事業運営についての協議を行っ

た。 

Can Tho 
University・講

師・Dung Ngo Thi 

日本・山口

市・山口大学 
平成 23 年 3
月 1 日～ 
平成 23 年 3

コーディネーター会議に出席し、次年度

以降の事業運営についての協議を行っ

た。 



 61

Phuong 月 5 日 

National 
University of 
Laos・Accosiate 
Profesor・
Somchanh 
Bounphanmy 

日本・山口

市・山口大学 
平成 23 年 3
月 1 日～ 
平成 23 年 3
月 5 日 

コーディネーター会議に出席し、次年度

以降の事業運営についての協議を行っ

た。 

 
 
１１．平成２２年度経費使用総額 

 経費内訳 金額（円） 備考 

研究交流経費 
国内旅費 6,088,580  

外国旅費 3,342,655  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 170,834  

その他経費 188,780  

外国旅費・謝金に係
る消費税 176,571  

計 9,967,420  

委託手数料 997,500  

合  計 10,964,920  

 
１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 経費使用額（円） 交流人数<人／人日> 

第１四半期 272,130 1/24 

第２四半期 1,294,755 10/130 

第３四半期 2,354,455 39/368 

第４四半期 6,046,080 18/347 

計 9,967,420 68/869 
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１３．平成２２年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２２年度使用額 

（日本円換算額） [単位：現地通貨] 

タイ 8,369,000 円相当 3,000,000[Baht] 

※ 交流実施期間中に、相手国が本事業のために使用したマッチングファンドの金額につ

いて、現地通貨での金額、及び日本円換算額を記入してください。 


