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アジア研究教育拠点事業 
平成２２年度 実施計画書 

 
 
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 
（   ） 拠 点 機 関：  

 
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．採用年度 
 平成 ２０年度（ ３年度目） 
 
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 
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 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 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, 

Srinakharinwirot University, Thammasart University, UbonRatchathani 

University, 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−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、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、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：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
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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、

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．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
 日本の２３研究機関７０人、タイの２１研究機関７２人、ベトナムの５研究機関１３人、

ラオスの１研究機関８人が参加して、４カ国による共同研究９件を含む４３件の共同研究

を組んで本拠点事業を継続している。昨年度に引き続き、第２回ワークショップを６月に

コンケン大学で開催、また、第２回若手研究者セミナーを１０月に山口市で開催した。さ

らに、第３回 FerVAAP（The 3rd International Conference on Fermentation Technology for 
Value Added Agricultural Products）の分科会形式でのセミナーを８月にコンケン（タイ）

で、第２回サテライトセミナーを、ラオス国立大学構内にある JICA 日本センターを会場に

開催した。 

 以上のように、計画どおりに全てのセミナーを開催し、研究成果を発表すると同時に共

同研究者間での打ち合わせや専門領域に関する最新情報の交換等が行われた。 

 本拠点事業の２年度目となる平成２1年度も、従来にも増して積極的な活動が実施された。

これまでに報告されたものとして、本事業に関連するおよそ３０件の学術論文が発表され、

また、およそ３０件の学会発表が行なわれた。先の日本—タイ拠点事業で学位を修得した研

究者のうち１５人が本プログラムにも参加し、新たに日本で学位を取得した若手研究者３

名も加えて共同研究を進めている。 

 第３回 FerVAAP でアジア研究教育拠点事業の分科会を開催し、本拠点事業関係者による

１２件の口頭発表を行なった。この分科会には本拠点事業参加者だけでなく、タイやその
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周辺諸国の多くの研究者の参加があり、有意義な討議が行なわれた。同時に、本事業の広

報の場となった。 

 また、第２回若手研究者セミナー開催に当たっては、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を設置し、数回の委員会開催を経て計画を練り、セミナーの準備を

行った。同セミナーには、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７３人が参加した。プログラムとして、年長研究者

による講演、グループ討議（参加者各自の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。 

 さらに、第２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

行なうと共に、ラオス研究者と意見交換を行なった。また、ラオス国立大学内から多くの

若手研究者が参加した。 

 
 
７．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。 

 若手研究者育成のために、第３回若手研究者セミナーは、博士課程学生を中心に企画開

催し、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。 
 
 
８．平成２２年度研究交流計画概要 
８－１ 共同研究 

 本事業の実施にあたり、設定された上述（５.全期間を通じた研究交流目標）の３課題に

沿って本年度も共同研究を展開する。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する。以下に、個々の共同研究

テーマを示す。 

なお、研究の進捗における様々な理由により、いくつかのテーマの追加あるいは課題変

更を含むタイトル変更が行われている。 
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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解明 

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 

エタノールを生産する耐熱性酵母のスクリーニング 

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産菌スクリーニング 

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 

耐熱性グルコノバクター酢酸菌による酸化発酵 

放線菌の耐熱性酵素に関する研究 

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 

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 

発酵食品から単離された耐熱性酵母及びその細胞融合育種株に対する放射線ストレス

の影響 

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 

高付加価値化合物を生産する微生物の探索と単離 

耐熱性Z.mobilisの呼吸鎖の解析とエタノール生産との関係 

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 

 

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・リグノセルローズ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温度耐性・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 
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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 

耐熱性リパーゼ／エステラーゼの特性と解析 

耐熱性酢酸菌の耐熱性分子機構の解析 
 

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技術の

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 

大豆こぶ病菌に対するBacillus amyloliquefaciens KPS46の防除作用機構に関する研究 

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 

低コストによるバイオエタノールの生産 

白色腐朽菌（Pycoporus coccineus）の多環芳香族炭化水素（PAHs）分解に関する利用 

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 

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 

パームオイルミル排水からのバイオ燃料生産プロセスの開発に関する研究 

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さ)からのバイオ水素、バイオディーゼル生
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産プロセスの構築 

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および、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 

高温耐性菌を用いた様々なバイオマスや有機性廃棄物からのバイオ水素、バイオディー

ゼル生産プロセスの構築 

パームオイル生産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へ

の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 

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 

耐熱性 Corynebacterium glutamicum のグルタミン酸発酵 

酵母の高温でのタンパク質分泌生産能力の強化とエタノール発酵生産への応用 

耐熱性酵母によるバイオエタノール高温発酵生産 

 

 

８－２ セミナー 

 平成２２年１１月に、コンケン大学において第２回ジョイントセミナーを開催予定で

ある。それに合わせて、ベトナムで２回目となるサテライトセミナーを開催する予定で

ある。 

 また、昨年に引き続き、９月には、山口大学において若手研究者セミナーを開催する。 

 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 平成２３年３月に、ベトナム、ラオスの代表者を招へいし、共同研究で来日予定のタ

イ側コーディネーターを交え、山口大学学長あるいは副学長との懇談会および４年目以

降の活動および本事業を継続する次の事業について協議する予定である。 

 



8 
 

９．平成２２年度研究交流計画総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流計画 

 

    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> 
 25/148 4/8   29/156 

タイ 

<人／人日> 
20/431  (8/16)   

20/431 

(8/16) 

ベトナム 

（日本側） 

<人／人日> 

6/118 10/103    16/221 

ラオス 

（タイ側） 

<人／人日> 

3/13 (4/39) (4/8)   
3/13 

(8/47) 

 

<人／人日> 
      

合計 

<人／人日> 
29/562 

35/251 

(4/39) 

4/8 

(12/24) 
0/0  

68/821 

(16/63) 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・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 国内での交流計画 

0／0  <人／人日> 
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１０．平成２２年度研究交流計画状況 

１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

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）赤田倫治・山口大学大学院医学系研究科・教授 

（英文）Dr. Rinji AkadaYamaguchi University・Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・職 

Dr. Tipaporn Limpaseni・Chulalongkorn University・Associate Professor 

交流予定人数 

（※日本側予算

によらない（相手

国側予算による）

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 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 （人／人日）  4/32  4/32 

タイ （人／人日） 5/126   5/126 

(人／人日)     

 (人／人日)     

合計 （人／人日） 5/126 4/32  9/158 

② 国内での交流      0 人／0人日 

２２年度の研

究計画（共同研

究の概要、特徴

及び期待され

る成果等） 

 

本研究課題において、以下の２つの小課題に分けて、それぞれ７件と１２件の共

同研究を実施する。 
（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、色素等を生産する放線菌等を検索し、細菌の帰

属、生産物の同定、生理活性を明らかにする。引続き分離を継続すると共に、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する。 

 

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解明 

 東南アジア地域における有用な食品微生物の探索を実施し、それらの微生物を食

品加工へ応用することを目指す。近年、加工食品中に著量生成することで健康上、

問題となっているアクリルアミドの生成抑制効果を有することから食品への応用が

期待されているアスパラギナーゼを生産する微生物をスクリーニングし、その性状

を明らかにする。また、高度利用法の開発が望まれている牛乳由来ホエーを基材と

してエタノール発酵能に優れた酵母のスクリーニングを行い、その性状を明らかに
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することでバイオエタノールおよび新規発酵食品開発の基盤を構築する。 

 

3. エタノールを生産する耐熱性酵母のスクリーニング 

 エタノールやその他有用物質を生産する耐熱性酵母がスクリーニングできたの

で、それらの同定と、発酵能力を解析する。 

 

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 

 平成２１年度まで耐熱性酵母と細胞融合を行う相手となる多糖分解酵母を検索し

てきたが、それらの検索株の中に油脂資化酵母が複数存在することが判明した。油

脂資化微生物の中には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行うことを目標とする。 

 

5. 糖質・糖鎖関連酵素遺伝子のスクリーニング 

微生物および植物からアミロマルターゼ遺伝子をクローニングし、応用に向けて

解析を行なう。平成２２年度は、稀少微生物からの糖修飾酵素の単離に加え新規糖

転移酵素生産微生物の分離も試みる。 

 

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 

 初年度からKKUのDr. Alissara Reungsangのもとで、ベトナム及びラオス研究者が

微生物のスクリーニング技術の指導を、ワークショップのかたちで継続して受けて

いる。平成２２年度は、彼ら自身で独立してスクリーニングを実施できるようサポ

ートを行う。 

 

7. 伝統的発酵魚に関する研究 

 タイにおける発酵魚より、耐熱・耐塩性乳酸菌を分離する。 

 

（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

的性質を検討する。さらに、組換え酵素の糖転移活性を利用して、プレバイオティ

クスとして有用なオリゴ糖の酵素合成を行う。 

 

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 
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 オリゴ糖・配糖体の合成を目指して、昨年に続いてこれまでに分離した微生物を

スクリーニングし、糖質糖鎖修飾酵素である CGTase、 レバンシュークラーゼおよ

びグリコシダーゼの高い活性をもつ菌を選び、酵素を精製を実施する。 

 

3. 耐熱性グルコノバクター酢酸菌による酸化発酵 

 これまで分離した耐熱性グルコノバクター酢酸菌を使った高温酸化発酵による有

用物質生産を試み、ソルボース発酵および 5-ケトグルコン酸発酵の高温化に成功し

た。そこで、平成２２年度はこれらの生産に関わる酵素の性質の解明を試みる。 
 

4. 放線菌の耐熱性酵素に関する研究 

放線菌の PLA 分解酵素の高機能化を目指し、酵素遺伝子をクローニングする。

また、放線菌のキシラナーゼ遺伝子をクローン化し、大量発現させる。 

 

5. 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 

 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

株が得られている。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する。 

 

6. 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 

 フェルラ酸エステラーゼおよびセルラーゼ高生産菌の探索とフェルラ酸エステラ

ーゼおよびセルラーゼの単離と性質の解析を行う。 

 

7. タイ国で分離した酵母をもちいた新規アルコール飲料の機能性 

 タイで分離した酵母をもちいたアルコール飲料の機能性を調べる。また、タイ産

酵母と醸造用酵母、アジアやアフリカ産酵母との比較研究を行う。 

 

8. 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 

 細菌の生産する抗菌ペプチド“バクテリオシン”に注目し、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。耐熱性

乳酸菌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計画している。同時に、タイ側のす
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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

研究を推進する。 

 

9. 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 

タイ側研究者は、平成２１年度に耐熱性のアクリルアミド分解菌を４株取得して、

その性質を解析した。平成２２年度は、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す。そこで、当研究室において、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する。 

 

10. 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 

様々なバイオマスからのエタノール生産のために耐熱性エタノール生産性酵母の

スクリーニングと解析を実施する。 

 

11. 耐熱性 Z. mobilis の呼吸鎖の解析とエタノール生産との関係 

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する。ユビキノールオキシダーゼの精

製を実施する。 

 

12. 高付加価値化合物を生産する微生物の探索と単離 

 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。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う。 

日本側参加者数  

28 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

（ タイ ）国（地域）側参加者数 

25 名 （１３－２（タイ）国側「参加研究者」リストを参照） 

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３（  ）国側「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・Associate Professor 

交流予定人数 

（※日本側予算

によらない（相手

国側予算による）

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 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 （人／人日）  1/7  1/7 

タイ （人／人日） 8/155   8/155 

ベトナム（人／人日）

（日本側） 
2/75 4/79  6/154 

ラオス（人／人日） 

（タイ側） 
 (1/30)  (1/30) 

合計 （人／人日） 
10/230 

5/86 

(1/30) 
 

15/316 

(1/30) 

② 国内での交流      0 人／0人日 

２２年度の研

究計画（共同研

究の概要、特徴

及び期待され

る成果等） 

 

本研究課題において、以下の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する。 
（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・リグノセルローズ資化性カビ及び耐熱性酵母

の地域的分布調査 

 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する。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

酵に優れた菌株とする。 

 

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 

 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
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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２１年度に引き続き、ベトナム、ラオス

を中心に温度耐性、有機溶媒耐性微生物のスクリーニングを続行する。取

得株については、種の同定、生理学的特性化（特に温度耐性、有機溶媒耐

性、それに石油関連化合物などの資化性など）を行う。 

 

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 

 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

ては、日本側で主に分子レベルでの解析を行う予定である。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行う。 

 

4. 耐熱性酢酸菌の熱帯性地域分布調査 

 耐熱性細菌の高温環境地域での分布調査を目的として、酢酸菌のタイ、

ベトナム、ラオスなどで酢酸菌の分離を継続する。また、Acetobacter属に

よる高温酢酸発酵および菌膜多糖生産能の機能解析を継続する。 

 

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 

 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 の調査を行う。 
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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 

 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する。 

 

7. アジアにおける耐熱性乳酸菌の地理的分布 

 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、今年はこれら

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。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。 

 

8. 耐熱性グルコノバクター酢酸菌の分布 

 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行う。同時に、タイでの分布調査を

さらに広範囲で行う。 

 

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 

 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。 
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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。 
Dr. Sunee Nitisinprasert は九州大学の中山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計画している。 
Dr. Adisorn Swetwiwathana も九州大学の中山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計

画している。 
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推進する。 

 

（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 

 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行う。 

 

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

する。なお、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する。 
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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、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）の検索を開始する。一方、耐熱性エタノール生産性細菌

Zymomonas mobilis では、昨年に続いて耐熱性分子機構の解析を行う。

 

4. 耐熱性酵素とその大量生産に関する研究 

 世界的情勢からバイオマスの効率的利活用の推進が望まれている。本研

究では、バイオマス利用のための耐熱性生デンプン分解性アミラーゼやセ

ルラーゼの大量生産を目指す。昨年度に続いてこれら酵素を生産する担子

菌系酵母自身を宿主とした、新規なタンパク質高発現系によって、大量に

安価に生産するシステムの構築をすすめる。 

 

5. 耐熱性リパーゼ／エステラーゼの特性と解析 

  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、変異によって実用的な酵素構築をす

すめる。また、熱耐性を含めた構造的特性を解明する。 

 

6. 耐熱性酢酸菌の耐熱性分子機構の解析 

  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行う。特に、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

変異遺伝子を同定する。同定した個々の遺伝子について、その機能解析を

行う。 

日本側参加者数  

42 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

（ タイ ）国（地域）側参加者数 

37 名 （１３－２（タイ）国側「参加研究者リスト」を参照）

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３（  ）国側「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）今井 剛・山口大学大学院理工学研究科・教授 

（英文）Dr. Tsuyoshi Imai・Yamaguchi University・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

    Dr. Vichai Leelavatcharamas・Khon Kaen University・ 

          Assistant Professor 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない（相手国側

予算による）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 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本（人／人日）  3/24  3/24 

タイ（人／人日） 7/150   7/150 

ベトナム（人／人

日）(日本側) 
1/30   1/30 

     

合計（人／人日） 8/180 3/24 0/0 11/204 

② 国内での交流      0 人／0人日 

２２年度の研究

計画（共同研究

の概要、特徴及

び期待される成

果等） 

 

本研究課題において、以下の２つの小課題に分けて、それぞれ１５

件と７件の共同研究を実施する。なお、いくつかの課題については、

課題の困難さ等により変更あるいは中止した。 
（１） Application for food, medicine, bio-energy, etc 

（食料、医薬品、バイオエネルギ−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

ロダクション技術の開発 

これまでの共同研究で取得した Bacillus および Deinococcus などの

高温耐性・有機溶媒耐性の細菌を宿主として疎水性の有用ケミカルを

生産するための技術（宿主-ベクター系の開発、有用酵素遺伝子の取得、

有用生体触媒の構築、バイオリアクターの構築など）を開発すること

を目的とする。パームオイル関連物質、石油関連物質を原料として考

え、有用アルコールやカテコール化合物を生産するための基盤ツール

を構築する。 

平成２２年度は、前年度に取得した有機溶媒耐性細菌等にクローニ

ングした遺伝子を導入し、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する。 
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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の研究分野の急速な進展は、動物細胞

機能を特異的に制御する微生物代謝物質分離のための新しいスクリ−

ニング技術の発展を促してきた。これらの物質は、動物細胞の分子化

学的制御の研究に大変有用である。本共同研究では、動物細胞機能を

制御する新規物質の探索を行なう。さらに、個々の物質について作用

機構を解析する。これによって、新たな細胞調節機構が明かされると

期待される。 

平成２２年度は、平成２１年度に構築したスクリーニングシステム

を用いてスクリーニングを継続するとともに、スクリーニングにより

得られた新規物質に関して、化学的、生物学的検討を行う。 

 

3. 有用乳酸菌のオリゴ糖代謝系と関連酵素の解析 

タイ国には日本では見られないようなさまざまな発酵食品がある。

従来より、タイ国に特有の発酵食品から乳酸菌を単離してきた。本共

同研究では主として植物を原料とする発酵食品から乳酸菌を単離し、

我々が日本国内で漬け物から単離している乳酸菌と比較検討する。す

なわち、原料の相違による生育乳酸菌の相違、とりわけ、生育のため

に重要なオリゴ糖の代謝経路とそれに関連する酵素群の相違について

解析する。ヒト腸管において分泌されるムチン糖タンパク質に存在す

るヘテロオリゴ糖の構成糖成分が腸管に棲息する乳酸菌を決定する要

素となることを示唆しているので、得られる知見がヒトの腸管接着能

とどのような関係にあるのかを検討する。 

平成２２年度は、ビフィズス菌による母乳オリゴ糖の代謝系で重要

な役割を果たす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換え酵素の諸性質を解明する。また、タイ国の植

物性発酵食品から単離したラクトバチルス属乳酸菌が産生するβ-N-ア
セチルヘキソサミニダーゼについて、その特異性を調べるとともに遺

伝子をクローニングして、その組換え酵素について諸性質を明らかに

する。 
 

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 お

よび cpeA の異種発現 

本共同研究では、アレルギー性が低く安定なフィコビリタンパク質

を化粧品等の製品に応用することを目的とする。これまでに、安定な
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フィコビリタンパク質、特に耐熱性を有するフィコビリタンパク質を

有する菌株をスクリーニングし、フィコビリタンパク質のタンパク質

化学的特質を明らかにするとともにフィコビリタンパク質の異種発現

系を整備した。 
平成２２年度は、これまでに構築した藻類での宿主ベクター系を利

用することにより、cpeB および cpeA の機能的発現を図る。 
 

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

これまでに実施したプロテアーゼ研究の発展として、酵素による農

林水産物のタンパク質資源及びその加工工程で派生するタンパク質性

副産物の高度利用化技術開発を目標としている。すなわち、本酵素処

理により、これらタンパク質資源から生理活性ペプチドを調製し、ペ

プチドの構造と生理活性との関係を明らかにすること並びに得られた

ペプチドを用いた高付加価値製品の製造技法を確立したい。 

平成２２年度は、タイ側の研究者と詳細なディスカッションを行う

とともに、前年度行ったスクリーニングにより得られた生理活性ペプ

チドのサンプル調整を行い、その特性を評価する。 

 

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 

シトクロム P450 を含む各種微生物酵素を用いて、微生物あるいは植

物の二次 代謝産物の構造変換を実施する。最終目標は、さまざまな二

次代謝産物の構造 変換ライブラリーを構築し、その中から医薬や食品

機能成分などへ利用可能な 化合物を見いだすことである。 
平成２２年度は、これまでに得られた変換生成物の構造解析、さら

に、キサントンを変換する能力を示した別の内生菌による生物変換実

験を実施する。 
 

7. 大豆こぶ病菌に対するBacillus amyloliquefaciens KPS46の防除作

用機構に関する研究 

本共同研究では、Bacillus amyloliquefaciens KPS46 による大豆の

増殖や病原菌耐性の誘導における分子機構を明らかにすることを目的

とする。 

平成２２年度は、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明らかにす

る。 
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8. 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 

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を、未利用バイオマスの有効利用を目的として

調べた。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する。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する。 

 

9. 白色腐朽菌（Pycnoporus coccineus）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する。 

 

10. パームオイルミル排水からのバイオ燃料生産プロセスの開発に関

する研究 

パームオイルミル排水からのバイオ燃料生産プロセスの開発を最終

目的とする。 

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の研究を

実施する。 

 

11. 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を最終目的とす

る。 

平成２２年度は、これまでの結果をもとに、砂糖を中心とした農作

物からの環境に優しいバイオプラスチックの生産プロセスの研究開発

を実施する。 

 

12. 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
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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さ）

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 

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さ）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を最終目的と

する。これまでに、高温嫌気性消化汚泥からの混合培養系バイオ水素

生産菌の培養に関する研究を実施した。平成２１年度は昨年度に検討

された混合培養系バイオ水素生産菌の培養条件をもとに、安定的水素

生産が可能な運転条件の把握及び優占菌の把握を行った。平成２２年

度は、これまでの結果をもとに、実際の農作物残渣を用いたバイオ水

素の高温発酵プロセスの運転を行う。 

 

13. 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 

これまでの研究実績を元に、簡便で地元農産廃棄物のみで生産可能

で、かつ効果の高い(耐塩性、耐酸性、貧栄養土壌に対し)農業用資材

（ALA や光合成細菌、放線菌を含む）の生産の基礎研究を行う。 

平成２２年度は、種々の光合成細菌（Biofertilizer）による土壌改

良と農作物収量改善を行う。地元農産廃棄物のみで生産可能で、かつ

効果の高い(耐塩性、耐酸性、貧栄養土壌に対し)農業用有用微生物（ALA

や光合成細菌、細菌、放線菌を含む）の生産の基礎研究を行う。 

 

14. 食品および環境未利用資源からのエタノール発酵生産 

大豆および乳加工食品に由来する未利用資源、湖水由来バイオマス、

竹、葛からの環境に優しい方法によるバイオエタノールの生産法の開

発を目標とする。 

平成２２年度は、耐熱性アミラーゼ、耐熱性セルラーゼによる植物

の糖化と酵母によるエタノール発酵、竹リグノセルロースの酵素分解

法の検討等を引き続き行う。 

 

15. 低コストによるバイオエタノールの生産 

 １リットルのバイオエタノール生産にかかるコストを１５０円以

下にする。 

 

 （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および、耐熱
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性微生物の高濃度大量培養システムの確立 

先の JSPS-NRCT 拠点事業で、50℃以上で比較的高速で生育可能な耐

熱性の光合成細菌や放線菌を分離して、それぞれ有用物質生産を行な

う技術を確立した。本研究では、未知、新規あるいはあまり多くない

貴重な有用物質生産を、これらの耐熱性菌を用いて研究すると同時に

高温での効率的な高濃度微生物培養技術の確立を目指す。 

平成２２年度も基礎的研究並びに大量培養のための研究を継続す

る。 

 

2. 環境保全のための低品質バイオマスの利用 

近年における資源・エネルギーの枯渇や環境の汚染に対応するため

に、時には環境汚染の原因にもなる、未利用の低品質バイオマス（生

物系廃棄物）の活用が必要になってきている。低品質バイオマスは、

一般に広範囲に少量分布し、集積が困難であることが多いので、これ

らを利用するためには、その発生地域内で、社会基盤にも配慮した省

エネルギー型の簡便技術が必要となる。本共同研究では、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。 

平成２２年度は、微生物機能を利用した多糖含有バイオマスの高度

利用化、日本とタイの土壌物質循環活性と微生物の関係を基盤とし

た農地診断方法の確立、Poly-amide 66 分解菌の探索とプラスチック

分解が環境に及ぼす影響解析を行う。 

 

3. 酵母の高温でのタンパク質分泌生産能力の強化とエタノール発酵

生産への応用 
冷却エネルギー削減が期待できるエタノ−ル高温発酵系構築を目指

して、以下の研究を H22 年度に実施する。まず、ベトナムで分離され

平成２１年度にウラシル要求性株を作製した株に新たに栄養要求性を

付加し、複数の遺伝子の導入が可能になる酵母を育種する。次にゲノ

ムワイドスクリーニングで得た高温でのタンパク質分泌生産活性低下

にかかわる遺伝子破壊株にレポータータンパク質を導入し、高温での

活性の低下を定量的に解析し、高温での分泌生産に重要な遺伝子のラ

ンク付けを行い、活性低下の原因を調べる。 
 

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 

平成２２年度は、耐熱性菌を含む分離株の各種バイオマスに対する
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発酵特性、混合菌系挙動について検討を継続するとともに、土壌環境

中などでのモニタリング技術の基礎を確立する。さらに生菌製剤可能

性、植物の成長に対する影響についての研究を開始する。 
 

5. 耐熱性 Corynebacterium glutamicum のグルタミン酸発酵 

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

酸発酵能の解析を行う。 

 

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 

 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する。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

の作成等の方法で解明する。 

 

7. 耐熱性酵母によるバイオエタノール高温発酵生産 

 高温エタノール発酵系を確立し、それを用いてタイで安価に入手可

能な糖含有物質からのバイオエタノール生産を検討する。また、これ

によって従来の発酵技術に比べて高温発酵エタノール技術の有利な点

について検討する。 

 

日本側参加者数  

34 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

（ タイ ）国（地域）側参加者数 

31 名 （１３－２（タイ）国側「参加研究者リスト」を参照） 

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３（  ）国側「参加研究者リスト」を参照） 
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１０－２ セミナー 
―実施するセミナーごとに作成してください。－ 
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１８日 ～ 平成２２年１１月２０日（３日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）タイ国、コンケン市、コンケン大学 
（英文）Thailand, Khon Kaen, Khon Kaen University 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

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

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

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. 17 人／85 人日

B. 2 人／6 人日

C. 0 人／0 人日

ベトナム 

<人／人日> 

A. 6 人／24 人日

B. 0 人／0 人日

C. 0 人／0 人日

タイ 

<人／人日> 

A. 0 人／0 人日

B. 0 人／0 人日

C. 30 人／90 人日

ラオス 

<人／人日> 

A. 0 人／0 人日

B. 0 人／0 人日

C. 3 人／9 人日

合計 A. 23 人／109 人日
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<人／人日> B. 2 人／6 人日

C. 33 人／99 人日

 
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・意義 
 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。 

期待される成果 １）本事業の研究教育目標達成を目指して情報を交換・共有するこ

とができる。 
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

ができる。 
３）共同研究について、共同研究者間で十分な打ち合わせができ

る。 
４）タイ、ベトナム、ラオスの研究者との交流ができることから、

人的交流促進の場となる。 
５）若手研究者の貴重な経験の場となる。 

セミナーの運営組織 本拠点大学事業の組織委員会が運営組織となる。 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容 日本側研究者 渡航費   金額  2,041,000 円 

 

 

相手国(地域) 
（ タイ ） 

内容 会場費及びタイ国内旅費  金額  2,988,000 円 

                   （1,071,000 baht）

 

相手国(地域) 
（    ） 

内容              金額 
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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１６日 ～ 平成２２年１１月１７日（２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、 
（英文）Vietnam, Ho Chi Minh City 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

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

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

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 
（ ベトナム ） 

日本 
<人／人日> 

A. 4 人／8 人日

B. 0 人／0 人日

C. 0 人／0 人日

ベトナム 

<人／人日> 

A. 0 人／0 人日

B. 0 人／0 人日

C. 4 人／8 人日

タイ 

<人／人日> 

A. 0 人／0 人日

B. 0 人／0 人日

C. 8 人／16 人日

ラオス 

<人／人日> 

A. 0 人／0 人日

B. 0 人／0 人日

C. 4 人／8 人日

合計 A. 4 人／8 人日
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<人／人日> B. 0 人／0 人日

C. 16 人／32 人日

 
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。 
期待される成果 １） 事業の目標達成のための情報交換等を行うことができる。 

２）ベトナム、ラオスの研究者に対して、技術的アドバイスがで

きる。 
３） ベトナムやラオスの研究者と共同研究について十分な打ち合

わせができる。 
４）ベトナムの発酵関連企業等の現状が把握できる。 

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る。 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容 日本側研究者旅費     金額 200,000 円 
   会場費（ベトナム側負担） 金額 225,000 円 

（2,500 ドル） 

（タイ）国（地域）側 内容 タイ側研究者旅費     金額 260,000 円 
                （93,000 baht）

（  ）国（地域）側 内容              金額 
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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 
(※日本以外での開催の場合) 

 

 

 
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. 0／0 人日

B. 0 人／0 人日

C. 14 人／28 人日

ベトナム 

<人／人日> 

A. 2 人／8 人日

B. 0 人／0 人日

C. 0 人／0 人日

タイ 

<人／人日> 

A. 0 人／0 人日

B. 2 人／4 人日

C. 0 人／0 人日

ラオス 

<人／人日> 

A. 2 人／8 人日

B. 0 人／0 人日

C. 0 人／0 人日

合計 A. 4 人／16 人日
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<人／人日> B. 2 人／4 人日

C. 14 人／28 人日

 
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。 
期待される成果 １）若手研究者にセミナー企画の経験を積ませることができる。 

２）若手研究者に一般的な微生物研究を深く知る機会を提供でき

る。 
３）若手研究者自身の研究について、様々な角度から意見を受け

ることができ、それに対して十分な対応育成に役立つ。 
４）異なるアジアの国の若手研究者との交流ができることから、

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運営組織となる。 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容 会場費、印刷費、旅費  金額 520,000 円 

（タイ）国（地域）側 内容 タイ側研究者旅費    金額 209,000 円 
                （75,000 baht）

（  ）国（地域）側 内容              金額 
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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

<人／人日>

ラオス 

<人／人日> 

計 

<人／人日>

日本 

<人／人日> 
     

タイ 

<人／人日> 
     

ベトナム 

<人／人日> 
1/5    1/5 

ラオス 

<人／人日> 
1/5    1/5 

合計 

<人／人日> 
2/10    2/10 

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 

An Giang 大学・

教 授 ・ Xuan 

Vo-Tong 

日 本 ・ 山 口

市・山口大学 
２３年３月 次年度計画策定会議及び学長訪問 

ラオス国立大

学・准教授・

Somkiat Phasy 

日 本 ・ 山 口

市・山口大学 
２３年３月 次年度計画策定会議及び学長訪問 
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１１．平成２２年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 5,445,282 国内旅費、外国旅費の合計は、

研究交流経費の５０％以上で
あること。 外国旅費 4,048,100

謝金 0  

備品・消耗品購
入費 

0  

その他経費 270,680  

外国旅費・謝金
に係る消費税 

210,938  

計 9,975,000
研究交流経費配分額以内であ
ること 

委託手数料 997,500
研究交流経費の１０％を上限
とし、必要な額であること。 
また、消費税額は内額とする。

合  計 10,972,500  

 

 

１２．四半期毎の経費使用見込み額及び交流計画 

 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数<人／人日> 

第１四半期 219,060 1/24 

第２四半期 1,713,990 12/182 

第３四半期 5,198,170 39/373 

第４四半期 2,843,780 16/242 

合計 9,975,000 68/821 

 


