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アジア研究教育拠点事業 
平成２４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 ） 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．採用期間 

 平成２０年４月１日～平成２５年３月３１日 

（５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、鹿児島大学、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、近畿大学 

 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 University, 

Kasetsert University, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, King 

Mongkut's University of Technology Thonburi, Mahasarakarm University, 

Maejo University, Mahidol University, Naresuan University, Phranakhon 

Rajabhat University, Prince of Songkla University, Rajamangala University, 

Srinakharinwirot University, Suranaree University of Technology, Thammasart 
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University, Thaksin University, UbonRatchathani University, University of 

Phayao, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Thailand 

Institute of Scientific and Technological Research, BIOTEC (National Center for 

Genetic Engineering and Biotechnology) Culture Collection, Bio- Economy of 

Biodiversity-based Economy Development Office (BEDO)  

（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、マハサラカン大学、ﾒｲｼﾞｮ大学、ﾏﾋﾄﾞﾝ大学、ﾅ

ﾚｽｱﾝ大学、プラナコン教育大学、ｿﾝｸﾗ王子大学、ラジャマンガラ大学、ｼｰﾅｶﾘﾝｳｨﾛｯ

ﾄ大学、スラナリー工科大学、ﾀﾏｻｰﾄ大学、タクシン大学、ｳﾎﾞﾝﾗﾁｬﾀﾆ大学、パヤオ大

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、生

物多様性経済開発庁、 

 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 カ国による

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、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。 
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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 22 研究機関 56 人、タイの 23 研究機関 79 人、ベトナムの 6 研究機関 12 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 7 件を含む 47 件の共同研究を組んで本

拠点事業を継続している。 

 第 4 回有用物質生産のための発酵技術に関する国際会議（コンケン・タイ）において発酵技

術シンポジウムならびに第 4 回サテライトセミナー（ビエンチャン・ラオス）を開催した。ま

た、第 4 回若手研究者セミナーを平成 23 年 9 月にカセサート大学（バンコク・タイ）で、同

年 11 月に第 5 回若手研究者セミナーを山口市で開催した。さらに、タイ及びラオスの研究者

による第 4 回ワークショップを平成 23 年 8 月にカセサート大学で開催した。加えて、平成 23

年 8 月にタイ研究博覧会 2011（TRE）において分科会を開催した。このように、平成 23 年度

計画に従って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 4 年度目となる平成 23 年度は、従来にも増してセミナー等で積極的な活動が

展開され、数多くの成果を挙げることができた。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 68 件の学術論文が発表された。先の日本－タイ拠点大学交流事業で学位を修

得した研究者のうち 15 人が本プログラムにも参加し、本事業に関連して新たに日本で学位を

取得した若手研究者 8 名も加えて共同研究を進めている。 

 また、2 回にわたって開催した若手研究者セミナーでは、山口大学及びカセサート大学の博

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それぞれ設置し、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が参加した。プログラムとして、

招待講演、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課程学生も参加した。なお、タイで初めて若手研

究者セミナーを開催したが、独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）から支援を受けた 25

名の日本人学生（博士学生、修士学生、学部学生）も参加した。 

 さらに、NRCT の要請を受けて参加したタイ研究博覧会 2011（TRE）においても分科会を

開催し、耐熱性微生物を用いた有用物質の高温発酵生産技術を中心に、バイオエタノール、バ

イオガス、L-乳酸、酢酸、生理活性物質などの生産や有用物質生産に利用が期待される有機物

質耐性菌開発など 8 題の口頭発表を行った。また、第 4 回サテライトセミナーでは、本事業の

広報的な活動や 8 題の研究成果口頭発表に加えて、日本、タイ、ベトナム、ラオスで進めてい

る 8 グループの共同研究について、その研究発表やグループ討議を行うことができた。8 グル

ープからは共同研究に関する 4 題の口頭発表が行われ、残りのグループについてはグループ会

議において研究成果の確認や問題点についての意見交換を行った。同時に、最終年度に向けて

共同研究者間での打ち合わせを行った。 

 なお、平成 23 年度は最終年度前であることからコーディネータ会議を 4 回開催し、特に、

平成 24 年 3 月に開催したコーディネータ会議では最終年度計画の打ち合わせと最終年度に向

けた研究協力体制の確認を行った。また、これまでと同様に日本側とタイ側でそれぞれ運営委

員会を開催した。平成 24 年 1 月に NRCT 事務局長に対してこれまでの本事業成果を口頭で説

明し、また、平成 24 年 3 月にベトナム科学技術大臣に対して同様な成果報告を行った。 

 

 

７．平成２４年度研究交流目標 

「研究協力体制の構築」の目標 

本事業の最終年度となることから、コーディネータ会議や運営委員会を頻繁に開催し、参加
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研究者と協力して最終年度の計画を滞り無く実施するとともに個々の共同研究が成果を納めら

れるように支援する。また、本年度開催の各種セミナーにおいて、共同研究者間の交流ができ

るように配慮する。さらに、それぞれの研究者間において、メール等により共同研究の打ち合

わせや具体的な交流計画について頻繁に連絡を取ることとする。加えて、本事業参加研究者の

指導学生が若手研究者セミナー等へ参加することにより、将来にわたる研究協力体制の構築を

目指す。 

 「学術的観点」の目標 

 第 3 回合同セミナー（下関市）並びに第 5 回サテライトセミナー（カントー、ベトナム）を

開催し、それぞれの研究課題について 5 年間の成果発表を行い、事業全体としての情報交換を

行う。それぞれの研究課題の成果をまとめた Summary book（仮称）を作成する。また、加え

て、昨年に引き続き、タイ研究博覧会 2012 において分科会としてセミナーを開催し、本事業

の中で開発された実用化に繋がる技術を紹介する。 

 最終年度であることから、第 3 回合同セミナーには本事業参加者全員の参加が望まれていた

が、予算的な制約から全員の参加は難しいため、長期（1 ヵ月）の渡日研究者を 3 名程度とし、

必要最小限とすることとした。従って、ほとんどの共同研究はメール等で打ち合わせを密にし

ながら、それぞれ自国で実施することとなる。 

 「若手研究者育成」の目標 

 第 6 回及び第 7 回若手研究者セミナーを山口市及びカセサート大学で開催し、若手研究者育

成に貢献する。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に企画・開催し、

参加する全ての若手研究者が自身の研究を英語で発表する。本活動は若手研究者育成にとどま

らず、将来的な研究ネットワーク形成に繋がるものとしてきわめて有意義である。 

 

 なお、最終年度に新規加入する研究者がいるが、これらはこれまで日本側で学生であったもの

がタイの大学教職員になった研究者、退官者の後任研究者、これまで間接的に共同研究に関わ

っており本格的に参加する研究者である。従って、1 年間で研究成果を挙げることができる研

究者である。また、本事業を退会する研究者がいるが、これらは定年退官する研究者、適当な

カウンターパートが見出せなかった研究者である。 
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８．平成２４年度研究交流計画状況 

８－１ 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）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 

交流予定人数 

（※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  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 
 0/0  0/0 

タイ 

<人／人日> 
1/30   1/30 

<人／人日>     

合計 

<人／人日> 
1/30 0/0  1/30 

② 国内での交流       0 人／0 人日 

日本側参加者数  

      37 名 （１２－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（タイ）側参加者数 

      40 名 （１２－２ 相手国（タイ）側参加研究者リストを参照） 

２４年度の研究

交流活動計画 

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 6 件と 10 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等のスクリーニング 

  魚類の飼育において、主要病原菌である Aeromonas および Streptococcus 属細

菌の増殖抑制に有効なことが明らかになったプロバイオティクス候補菌につい

て、免疫機能増強活性について、in vivo, in vitro で各種アッセイ系を確立する。 

 

2) 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 23 年度に単離した耐熱性油脂資化酵母の中の数株に油脂蓄積能が認められ、

最終年度はこれらの油脂蓄積酵母について培養条件等による油脂蓄積量変化を検

討すること、および蓄積される油脂の成分を分析することにより、本酵母が効率

良く油脂を蓄積する条件を決定することを目標とする。 

 

3) 糖質・糖鎖関連酵素遺伝子のスクリーニング 
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微生物および植物からのアミロマルターゼ遺伝子のクローニングとその特徴の解

析とこれまでに分離した微生物からの糖修飾酵素の単離を行う。また、レバンシ

ュークラーゼの分子解析、微生物の産生するCGTase、アミロマルターゼ、レバン

シュークラーゼおよび糖タンパク質糖鎖遊離酵素を利用したオリゴ糖・配糖体の

合成、新規糖修飾酵素の精製と特性解析、耐熱化のためのアミロマルターゼ変異

酵素の作成、糖鎖遊離酵素の立体構造解析等を行う。 

 

4) ベトナムの餅麹 men と米酒の有用微生物の分離、同定と応用 

  ベトナムの複数の醸造所、蒸留所でサンプリングしたスターターmen からの発

酵性酵母の分離と応用を行う。ベトナムの初発発酵もろみは固体発酵で、数日発

酵後に加水し、糖とアルコールを希釈して発酵をすすめる。本発酵法と men から

の分離酵母をもちいて通常の発酵法で試醸した酒との比較検討を行なう。 

 

5) 耐熱性エタノール生産酵母の取得と交配および遺伝子工学的手法を用いた改良 

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、平成

24 年度はこれまでに、タイ、ベトナムからスクリーニングされた耐熱性酵母及び

日本のカルチャーコレクションから得た耐熱性酵母株の交配育種を進める。また、

耐熱性酵母での分泌生産能力を強化した株の構築を継続して実施するとともに、

ベトナムから獲得した耐熱性酵母を用いてキャッサバデンプンを用いて並行複発

酵系での発酵試験を実施する。 

 

6) 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 

  本事業でこれまでタイ、ベトナム、ラオスから分離した酵母菌について、エタ

ノール生産性および耐熱性の詳細な比較を行う。同時に、これまでタイで獲得さ

れた酵母と性能比較を行う。成績の良いものについてはタイにあるバイオマスを

用いたエタノール発酵試験も実施する。これによって、既存の株より優秀な耐熱

性エタノール生産性酵母の選別を行う。 

 

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 

23 年度までに乳酸菌 Lactobacillus fermentum CM33 株由来の β-ガラクトシダ

ーゼ遺伝子のクローニングに成功している。本酵素は糖質加水分解酵素ファミリ

ーGH42としてはこれまで構造解析がなされていないヘテロ二量体の酵素である。

そこで、24 年度には結晶構造解析をおこない、立体構造情報をもとに糖転移活性

の向上した変異酵素の作製を試みる。結晶構造解析に関しては、東京大学の伏信

進矢准教授の協力を仰ぐ。 

 

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 

 レバンシュークラーゼの分子解析。微生物の産生する CGTase、アミロマルター
ゼ、レバンシュークラーゼおよび糖タンパク質糖鎖遊離酵素を利用したオリゴ
糖・配糖体の合成。新規糖修飾酵素の精製と特性解析。耐熱化のためのアミロマ
ルターゼ変異酵素の作成。糖鎖遊離酵素の立体構造解析。 

 

3) 放線菌由来耐熱性 PLA 分解酵素に関する研究 

放線菌から常温（20-35℃）でも強い分解活性を示す PLA 分解酵素を取得する。 

 

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
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ストレスの影響 

平成23年度の耐熱性酵母の解析から耐熱性酵母と通常の醸造酵母では熱ストレス

に対するトレハロースの蓄積量変化等に違いが認められた。これを踏まえて最終

年度は放射線曝露を含む種々のストレスに対して細胞内の代謝活性変化と遺伝子

発現変化を明らかにすることを目標とする。 

 

5) タイ米由来のワラ、糠、籾殻を可溶化する微生物が生産する酵素群の特性解析 

前年度から引き続き、好アルカリ性フェルラ酸エステラーゼ (FAE) 生産菌の探

索を行い、生産される FAE の性質解析とともに、FAE 遺伝子のクローニングと酵

母による大量生産系の構築をおこなう。 

 

6) 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”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

場合問題となる。そこで、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。 

 

7) アクリルアミド分解に応用するための Enterobacter aerogenes 由来アミダー

ゼの発現と性質の解明 

これまでに、アクリルアミドを強力に分解するEnterobacter属細菌を分離同定し、

二次元電気泳動とプロテオーム解析によりアクリルアミド分解に関わるタンパク

質を同定した。分解酵素の性質を明らかにし、アミダーゼ遺伝子をクローニング

して大腸菌を用いて発現させたがタンパク質が不溶性となった。24 年度は発現条

件を検討して可溶性画分として発現タンパク質を回収すると共にリコンビナント

タンパク質の性質を明らかにする。最終的には固定化酵素の構築などアクリルア

ミドの工業的分解を目指す。 

 

8) タイ国の海洋性酵母の同定とその発酵特性 

分離した海洋性酵母の同定とアルコール発酵への応用を行う。19 株の分離酵母

について形態学的特性と生理学特性を調べている。そのうち形態学的特性と生理

学特性の異なる 6 株について rDNA を行い酵母の同定をする。2 株については、

アミラーゼの生産能を調べている。海洋性酵母のエタノール発酵の特性を調べる。 

 

9) 組換えフィコエリスリン生産のための、好熱性ラン藻 Leptolyngbya sp. KC 45

株由来のフィコエリスリンと関連タンパク質の異種発現 

フィコエリスリン異種発現を成功させるために、関連酵素であるフィコビリン

リアーゼのクローニングと異種発現をまず行い、然る後、同酵素をフィコエリス

リン構造遺伝子と共に共発現させる。 
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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、エタノール生産に向けた代謝経路が強力であり、これによって生

育に必要な ATP を確保している。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

要と考えている。引き続き呼吸鎖の解析を行うと同時に、最終年度であることから、

エタノール生産経路の改変による呼吸鎖への影響やエタノールを含めた有用物質

の生産系の確立を目指す。 

２４年度の研究

交流活動から得

られることが期

待される成果 

○プロバイオティクス候補菌の免疫機能増強活性を in vivo, in vitro で各種アッセ

イすることにより、病気発症抑制の効果発現のメカニズムと機作が明らかになり、

応用技術の学術的基礎が明確になる。 

 

○油脂蓄積酵母の最適な油脂蓄積条件を確定し、油脂成分を決定できれば、酵母

を用いたバイオディーゼル原料生産への応用が期待される。 

 

○微生物および植物からのアミロマルターゼ遺伝子のクローニングによってその

一次構造上の特徴が明らかとなり、酵素の発現系の構築を可能とし、分離微生物

からの糖修飾酵素の単離によって酵素の基質特異性やタンパク化学的性質の解析

が可能となる。 

  

○餅麹menから分離した発酵性酵母をもちいて、新規アルコール飲料への応用、

機能性をもつアルコール飲料への応用が期待される。複数のmenをサンプリング

しているのでミクロフローラの比較検討の知見が期待される。 

 

○19株の海洋性酵母の分類学的、生理学的知見の取得と、それら酵母のエタノー

ル発酵への応用が期待される。海洋性酵母の中にアミラーゼ生産能のある株があ

れば酵素の応用も期待できる。 

 

○これまでに、いくつかの耐熱性酵母株からの栄養要求性株の取得は完了してお

り、また、交配、胞子形成条件も明らかにした。さらに、様々な由来を持つ耐熱

性株を交配しその子孫を得ることで、高温でのより優れたエタノール発酵能力を

持つ株の獲得が期待できる。また、ベトナムで単離された耐熱性酵母を用いた並

行複発酵試験では、ベトナムで現在行われている Sacccharomyces cerevisiae を使

用したキャッサバデンプンからの商用エタノール発酵において、新たにスクリー

ニングした耐熱性酵母 Kluyveromyces marxianus 株発酵生産における有用性を

示すことができる。 

 

○既存の耐熱性酵母に比べてより性能の良い安定した株が見つかれば、高温エタ

ノール発酵に利用でき、安価なエタノール生産が可能になる。 

 

○酵素の立体構造が明らかになれば、理論に基づく酵素の機能改変が可能になる

ため、有用酵素の創出が期待される。 

 
○レバンシュークラーゼの分子解析によって触媒部位や糖転移制御に関与する構
造上の特徴が明らかとなり、糖鎖伸長を制御することが期待できる。微生物の産
生する CGTase、アミロマルターゼ、レバンシュークラーゼおよび糖タンパク質糖
鎖遊離酵素の糖転移作用を利用して、様々な長さのホモオリゴ糖やヘテロオリゴ
糖鎖を持つ新規糖や配糖体を合成し、糖鎖の持つ特異な機能を持った新規化合物
の合成が期待できる。新規糖修飾酵素の精製と特性解析によって α-1,4 結合を有す
るデンプンを原料として、β-1,4 結合や他のグリコシド結合を有するオリゴ糖を生
成する糖転移酵素の性質を明らかにし、それを用いた新規オリゴ糖の合成が期待
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できる。耐熱性アミロマルターゼ変異酵素を作成し、高温での糖転移反応生成物
の生産性を向上することが期待できる。糖鎖遊離酵素の立体構造解析を通じて、
触媒機構および糖鎖認識機構を明らかにすることが期待できる。 

 

○PLA を主成分とする農業用マルチシートの分解を促進する微生物資材または酵

素製剤の開発が期待できる。 

 

○耐熱性酵母の高温培養時の代謝応答に関与する遺伝子が解明され、通常の醸造

酵母の耐熱化および高温培養化に繋がると期待される。 

 

○FAE 遺伝子の大量発現系を構築し、その組換え型 FAE と前年度に獲得した組換

え型エンドキシラナーゼを用いて、稲ワラ分解能を評価できる。 

 

○本プロジェクトの最終年度となる平成２４年度は、これまでに発掘してきた耐

熱性バクテリオシン生産乳酸菌の諸性質の確認およびバクテリオシンの分子構造

の解明、そしてその作用機作も含めてバクテリオシンの分子特性を明らかにし、

特許取得を始めとして、応用実用化への基盤としたいと考えている。 

 

○大量発現させたリコンビナント酵素を用いて固定化し、実験室レベルでのアク

リルアミドの連続分解を可能とする。 

 

○組換え生産したフィコエリスリンの化粧品等への添加などによる、化成品生産

への利用が期待できる。 

 

○本研究により Z. mobilis 呼吸鎖電子伝達系が明らかになるだけでなく、エタノ

ール生産における呼吸鎖電子伝達系の影響やエタノールを含めた有用物質の効率

的な生産のための基礎的な知見を得ることができる。 
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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）高坂智之・山口大学大学院医学系研究科・助教 

（英文）Dr. Tomoyuki Kosaka・Yamaguchi University・Assistant Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文）Dr. Savitree Limtong・Kasetsart University・Professor 

 

交流予定人数 

（※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  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 
 0/0  0/0 

タイ 

<人／人日> 
1/30   1/30 

 

<人／人日> 
    

合計 

<人／人日> 
1/30 0/0  1/30 

② 国内での交流       0 人／0 人日 

日本側参加者数  

     41 名 （１２－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（タイ）側参加者数 

     41 名 （１２－２ 相手国（タイ）側参加研究者リストを参照） 

２４年度の研究

交流活動計画 

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 6 件ずつの共同

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) 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 

 4 年間の研究で多数の有機溶媒耐性細菌を取得した。またそのほとんどは 16S 

rRNA 遺伝子配列に基づいた分類学的特性化を行った。当初期待していた新種、

新属の細菌の取得には至らなかったが、ブタノール耐性（ラオス・T. Keokene に

よる研究）や環境汚染有機溶媒の分解活性（ベトナム・N. H. Hiep による研究）

など面白い特性を持つ菌の単離に成功した。平成 23 年度の研究では、多数の菌株

を対象に汚染物質分解能および有機溶媒耐性酵素生産の特性化を行い、解析対象

株を絞った。平成 24 年度は、平成 23 年度に絞った菌株を対象に、1)有機溶媒耐

性細菌の環境汚染有機溶媒分解能の動力学的な解析を行うとともに、分解機構に

ついて解析する、2)有機溶媒耐性（特にブタノール耐性）の多糖分解酵素の詳細

を解析する。 
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2) 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 化合物を放出するこ

とから、植物表層において C1 化合物を利用する C1 微生物を含めたコンソーシア

ムが形成されている。特に膨大な C1 化合物が放出されている熱帯性環境では、

植物表層には新規の耐熱性の 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。 

 最終年度となる２４年度は、これまでに取得したメタノール資化性酵母、細菌

について、rDNA 解析、脂肪酸組成解析、DNA-DNA ハイブリダーゼーション解

析など、分離菌株の系統学的な解析と耐熱性を含む特性解析をタイ側を中心とし

て実施する。また、植物試料から分離した C1 微生物コンソーシアムに含まれる

微生物間の相互作用、植物との相互作用について、分子レベルで解析を日本側で

行う。 

 

3) 耐熱性酢酸菌及び耐熱性グルコノバクター酢酸菌の熱帯性地域分布調査 

 東南アジアから新たな耐熱性酢酸菌を見いだすために、タイ、ベトナム、ラオ

スにおいて、Acetobacter 酢酸菌および Gluconobacter 酢酸菌の探索を進めてき

た。最終年度であることから、これまで取得した分離株の同定およびその生理学

的性質を調べ、それらの生物学的特性と地理的分布における関連を考察する。 

 

4) 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は、次世代技術として期待される高温発酵に不可

欠である。本研究では、耐熱性だけでなく糖資化能についても調査し、セルロー

ス系バイオマス利用にも利用できる酵母を検索する。平成 23 年度までタイ、ベト

ナム、ラオスから多くの耐熱性酵母を分離してきた。最終年度となることから、

これらの rDNA 解析に基づいた分類や耐熱性および糖資化などの特性を調査す

る。 

 

5) アジアにおける耐熱性乳酸菌の地理的分布 

 過去 4 年間、タイ、ベトナム、ラオス、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、本年度はその分布や多様性について、系統樹を作成し、地理

的比較を試みる。 

 

6) 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 

 バクテリオシンは細菌由来の抗菌ペプチドであり、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、ナイシン A は食品保存材とし

て認可・利用されている。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り安全な有用物質検索に適合している。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

きないという弱点がある。一方、これまでのタイとの研究から熱帯性環境には

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が明らかになった。そこで、本サブプロジェ

クトでは安定なバクテリオシンの検索のために、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
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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。 

ベトナムにおいては、これまでに 84 の発酵魚から、バクテリオシンのスクリー

ニングを行い、42℃の培養にて抗菌活性を示す２株（1FF および 2FF と命名）の

バクテリオシン生産菌の分離に成功している。両株の 16S rRNA 遺伝子の分子系

統解析の結果、1EF および 2EF とも Enterococcus hirae に分類された。残念な

がら、23 年度に計画していたＤr. Nguyen Ba Van の九州大学への招聘は、当人

の都合により中止となったが、タイ・カセサート大学 Dr. Nitisinprasert 氏との

交流で技術的な指導とサポート体制は確保されており、24 年度には、これらのバ

クテリオシンの分子構造解析を行うことを計画している。 

 

2 Elucidation of molecular mechanisms of thermotolerance 

 （耐熱性の分子機構解明） 

 

1) 耐熱性微生物の生産する有用酵素の熱安定性メカニズムの解明およびその有

効利用に関する研究 

以  平成 23 年度の研究により，耐熱性β-グルコシダーゼを大腸菌で発現させるこ

とに成功した(それまでは酵母でのみ発現可能であったが，立体構造決定のために

は大腸菌での発現が不可欠である)．本年度は，大腸菌で発現させた酵素を精製・

結晶化して，X 線結晶構造解析に取り組む．また，さらなる耐熱化を目指してラ

ンダム変異導入を行い，得られた変異酵素についても構造解析を行って耐熱化の

構造学的基盤を探る．  

 

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 

 高温での乳酸生産菌のスクリーニングによって、50℃でキシロース培地から乳

酸を高生産する 3 株取得し、乳酸生産条件を検討した。しかしながら、栄養の高

い条件で乳酸の生産が増加したが、条件の最適化には至らなかった。最終年度と

なる今年度は、昨年度に引き続き当研究室において、乳酸発酵過程における生理

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。 

 

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 

常  大腸菌は常温性細菌の中でも 47℃に生育限界温度をもつことから、耐熱性分子

機構解明のためのモデル微生物である。昨年までの解析から 51 個の耐熱性遺伝子

を見いだし、学術論文として報告した。最終年度は生育限界温度に近い温度で生

育に必要な遺伝子を解析する。また、Z. mobilis の耐熱性機構解析も継続し、両

者の解析から、それぞれの細菌特有の耐熱性分子機構や共通した耐熱性分子機構

の解明を目指す。 

 

4) 耐熱性セルラーゼの改良と大量生産 

食  二酸化炭素放出削減や安価な代替燃料獲得のために、草木系バイオマスの効率

的利活用が世界的な課題となっている。そのためには耐熱性酵素の開発およびそ

の酵素を大量に生産することが必要となる。本共同研究では、耐熱性を確認した

セルロース結合部位結合セルラーゼについて産業利用のため機能性の検討を進め

るとともに、タイ国にて野外から採取された新規耐熱性酵母の生産するセルロー
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スやキシランの分解酵素生産を最適化する。「1 つもしくは 2 つのセルロース結合

ドメインを結合した耐熱性セルラーゼの産業利用のための機能性評価と耐熱性酵

母のセルロースやキシラン分解酵素生産の最適化」「前年度行ったセルラーゼの耐

熱性および結晶セルロースの分解能力のそれぞれの向上技術」についてさらに検

討を進め、その改良酵素を大量に生産させるための技術検討を行う。 

 

5) 耐熱性リパーゼ／エステラーゼの特性と解析並びに新規酵素のスクリーニン

グ 

堆  最終年度は以下の 4 つについて研究をまとめ、論文化することを目標とする。

１）AHK119 由来の酵素の結晶化に関しては変異酵素(S A)を用いて基質との結合

解析などを行う。２）本酵素の遺伝子改変およびポリエステル分解について解析

する。３）AHK190 酵素のクローニングと発現解析を行う。４）S-12 由来遺伝子

組み換え耐熱性エステラーゼを解析する。 

 

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」分子機構の解析のために，以下のように，23 年

度計画の 3 つの課題に加えて，新たに 2 つの課題を計画している。1) 耐熱性株

（SKU1100 株）から得られた熱感受性株の変異遺伝子の機能解析を、2) 高温適

応株（TH-3 株）の適応変異遺伝子の機能解析を、3) 耐熱性酢酸菌（SKU1108

株）自身の耐熱性に関与する遺伝子解析を行うとともに、4）新たに IFO3283 株

の高温適応および SKU1108 株のエタノール適応を行う。加えて，SKU1108 株

と適応株を用いた米酢の発酵生産を試みる。 

２４年度の研究

交流活動から得

られることが期

待される成果 

○1)は有機溶剤で重度に汚染した環境のバイオレメディエーションへの活用を念

頭に研究を行っている。また、2)はデンプン等の多糖からの並行複式発酵による

ブタノールの生産への活用を念頭に研究を行っている。上記の研究から、こうし

た応用に資する基礎的知見が得られると期待される。また、この共同研究を通じ、

特にベトナム・ラオスの研究者に応用微生物学の技術移転ができる。 

 

○分離株の新種提唱や、有用遺伝子のクローニングとその応用機能開発が期待さ

れる。 

 

○耐熱性酢酸菌の東南アジア地域内のどの地域のどのような植物に見出されるか

を理解し、さらに、系統樹解析することによって、酢酸菌がこれらの熱帯地域に

おいてどのように進化及び分布してきたのかを知ることができる。 

 

○耐熱性エタノール生産性酵母の熱帯性地域における分布を明らかにするだけで

なく、種々のバイオマスからのエタノール生産に利用できる優れた性質をもつ酵

母の分離が期待できる。 

 

○以前獲得したタイのデータにベトナムとラオスのものを加えることによって、

「アジアにおける耐熱性乳酸菌の地理的分布」を知ることができる。また、この

共同研究によって研究者の技術的な育成がさらに促進されることにより、関係各

国相互の学術的な国際連携がより強まるものと期待される。 

 

○1EF および 2EF 株の生産するバクテリオシンの精製を完了させ、さらにそのア
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ミノ酸配列の解析を行うことを計画している。その結果、これらのバクテリオシ

ンのＮ末端アミノ酸配列の情報が得られると期待される。そして、そのＮ末端ア

ミノ酸配列情報を基に、データベースサーチを行い、これらのバクテリオシンが

新規であるか既知であるかを判断し、新規であった場合は、遺伝子のクローニン

グを行い、全構造の情報を得たいと考えている。本プロジェクト期間中にできる

だけ全構造情報を得ることを目標としている。 

 

○酵素の耐熱性の普遍的な構造基盤が解明されることが期待される．また，その

成果は，セルロース系バイオマスからの高温でのバイオエタノール発酵生産の基

盤となる． 

 

○生理的性質の変化の解析を通して、乳酸生産の最適化を達成することが期待さ

れる。 

 

○大腸菌や耐熱性エタノール生産細菌 Z. mobilis の解析に基づいて、熱耐性をも

つ常温菌の耐熱性分子機構が明らかにされる。 

 

○草木系バイオマスを効率的に分解する技術が促進され、草木系バイオマスの活

用に資する。 

 

○エステラーゼの解析結果を国際誌に公表することで記録とし、将来の発展につ

なげる。 

 

○耐熱性遺伝子群の解明と、高温酢酸発酵に有用な菌株の開発が期待される。 
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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・山口大学大学院医学系研究科・准教授 

（英文）Dr. Toshiharu Yakushi・Yamaguchi University・Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文）Dr. Vichai Leelavatcharamas・Khon Kaen University・Assistant 

Professor 

交流予定人数 

（※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  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 
 0/0  0/0 

タイ 

<人／人日> 
1/30   1/30 

 

<人／人日> 
    

合計 

<人／人日> 
1/30 0/0  1/30 

② 国内での交流       0 人／0 人日 

日本側参加者数  

   33 名 （１２－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（タイ）側参加者数 

   37 名 （１２－２ 相手国（タイ）側参加研究者リストを参照） 

２４年度の研究

交流活動計画 

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 13 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 23 年度はブタノール耐性細菌に Clostridium acetobutylicum のブタノー

ル生産系の遺伝子群を導入した株の構築に成功した。しかし、構築した形質転換

株はほとんどブタノールを生産しなかった。平成 24 年度はこの問題の解決を試み
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る。ポイントとして考えているのは、1)導入遺伝子の十分な発現の工夫（たとえ

ば最適なコドン頻度への転換など）、2)ブタノール生産系の基質となるアセチル

-CoA のフラックス強化である。ブタノール耐性株の染色体加工技術を駆使し、研

究を進める。 

 

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。 

最終年度は、がん細胞の悪性化を標的とした抗がん剤シードを微生物二次代謝

産物から探索し，その薬理活性評価を行う．さらに耐熱微生物の高温条件での生

育に影響を示す物質を探索し，その作用機構解析から耐熱機構の解析を行なう． 

 

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。 

最終年度は，前年度にタイ国の乳幼児の糞便から単離同定したビフィズス菌 

Bifidobacterium breve が生産する α-ガラクトシダーゼの遺伝子をクローニング

し、大腸菌で発現した組換え酵素について諸性質を明らかにする。また、本酵素

の糖転移活性について検討し、さまざまなガラクトオリゴ糖の酵素合成に応用し

て、両国で保存している乳酸菌株の炭素源として培養することによりプレバイオ

ティクスとしての可能性を探る。 

 

4) Monascus 属菌由来の生理活性物質の生産と性質に関する研究（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） 

 種々の穀類(ジャポニカ米・麦・大麦・タイ米など)で調製した紅麹保存菌株の麹

の抽出物を用いて各種生理活性（脂肪生成阻害・骨代謝改善効果・抗酸化・アン

ジオテンシン変換酵素阻害活性など）を調査し、有効成分を含む抽出物のライブ

ラリ拡充を図る。既に選抜されている麹抽出物から活性成分を精製し、その化学

構造を明らかにする。精製された標品を用いて詳細な生理活性（作用機序、標的

分子、遺伝子発現など）について調べる。タイより入手した各種紅麹発酵食品か

ら麹菌およびバクテリアの単離を継続し、上記同様に培養物からの抽出物を用い

て各種生理活性を調べ、当研究室においてこれまでに調査した結果と比較する。

タイ国内では、中国を起源とする腐乳（紅麹を用いた発酵食品）が製造されてい

る。本発酵食品を入手し、紅麹菌の単離を試みる。 
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5) 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。 

前年度，植物内生菌 2 種による α マンゴスチン（キサントンの一種）の微生物

変換代謝産物についての報告が論文に受理され，さらに，それら代謝産物とは異

なる 5 種の化合物を変換生成する微生物から化合物の単離に成功しそのうちの 3

種については構造を決定した。最終年度は構造未決定の化合物の構造を決定する

とともに生理活性を精査し，国際雑誌への投稿を行う。さらにこの α マンゴスチ

ンの異なる代謝系を有する新規微生物をスクリーニングし，代謝産物の構造解析，

諸性質検討を行う。 

 

6) Pseudomonas fluorescens SP007s によるイネ体内における病気、旱魃耐性誘

導に関する研究 

イネにおける耐病反応誘導機構の他に、旱魃耐性誘導機構を明らかにする。 

 

7) 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 

 55℃の高温域にてバガス、食品廃棄物、豚糞からのバイオハイタン（水素＋メ

タン）を生産するにあたり、バイオハイタン生産に寄与している微生物群集の解

析を行うとともに、統計学的手法を用いたプロセス運転条件の最適化を実施し、

パイロットスケール実験実施のための基礎データとする。なお、「耐熱性発酵菌

（Clostridium butyricum TISTR1032）を用いたサトウキビ搾汁からのバイオハイ

タンの生産も実施する。パイロットスケール実験も実施の予定である。 

 

8) 白色腐朽菌の多環芳香族炭化水素（PAHs）分解に関する利用 

 タイでスクーリングした白色腐朽菌（Pycnoporus coccineus）による発ガン性

が疑われる 5 種の多環芳香族炭化水素（PAHs：anthracene, phenanthrene, 

fluoranthene, pyrene, benzo-[a]-pyrene）のバイオレメディエーションを実施す

る。この PAHs の分解には Pycnoporus coccineus の生産するラッカーゼが寄与し

ているものと考えられるため、ABTS 等のディエーターの有無による分解項化の

促進も含めその解析も実施する。 

 

9) パームオイルミル廃水からの水素及びメタンの生産 

 前年度にスクリーニングされた水素生産菌（Thermoanaerobacterium 

thermosaccharolyticum PSU-2）を用いて、平成 24 年度はパイロットスケール

実験（パームオイルミル廃水からのバイオハイタン（水素＋メタン）生産：2 相

式（水素発酵+メタン発酵））を実施する。このパイロットスケール実験は 2 相式

とし、第 1 相で水素生産（酸生成相）、第 2 相でメタン生産（メタン生成相）を行

う。 
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10) 有機性廃棄物からの高温域でのバイオメタンの生産 

 バイオディーセル生産プロセスから排出される廃棄グリセロールからの水素生

産に関わる微生物群集解析を引き続き実施するとともに、統計学的手法を用いて

廃棄グリセロールからの水素生産プロセスの運転条件の最適化を実施する。 

 

11) アジア地域における食品より単離された有用な微生物の食品生産への利用 

 アスパラギナーゼは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。食品への応用に適したアスパラギナーゼを生産する微生物として、乳酸菌を

含む嫌気性微生物をターゲットとしてスクリーニングするとともに、乳酸菌

Lactobacillus gasseri 由来アスパラギナーゼのポテトチップス等の食品生産への

応用、アクリルアミドの生成抑制効果を検証する。また、食品微生物由来の β-ガ

ラクトシダーゼを利用し、牛乳由来ホエーを基材とする新規発酵能食品の開発を

引き続き目指す。また、ラクトース資化性酵母 Kluyveromyces lactis および

Kluyveromyces marxianus を利用した牛乳成分を主原料とする発酵調味料の開

発を行なう。 

 

12) 発酵魚に関する研究 

 魚を糠に漬けて発酵させることで発酵魚「へしこ」が出来るが、塩に漬けて発

酵させると「魚醤」が出来る。22 年度より、タイのサバを糠漬けすることによっ

て「へしこ」発酵は成立したが、味覚的に満足できるものではなかった。糠漬け

発酵がタイでは日本のような呈味性を示さないのは、気候の影響があると考えら

れる。24 年度は、魚を塩に漬けて発酵させるタイの伝統的調味料である「魚醤」

について検討する。福井県立大学で開発した速醸型の魚醤発酵をタイの魚醤「ナ

ンプラー」の原料であるアンチョビを用いて検討し、導入の可能性を判断する。

実験はカセサート大学 Dr. Pongtep Wilaipun の研究室で行い、プロセスの成立

性を確認後、新技術をタイの魚醤工場に提案する。 

 

2 Development of high temperature fermentation technology 

 （高温発酵技術の開発） 

 

1) 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 

 多糖含有バイオマス（低品質タイ米等、エビ・カニガラ）を用いて、有機酸の

発酵条件や糖化条件の更なる検討を行う。また、低品質タイ米及び黒米を用いて

アルコール発酵条件と酢酸発酵条件を検討し、アントシアニン等の有用物質を含

有する飲料用食酢の開発を引き続き行うが、特に、酢酸濃度を高める条件、ある

いは酢酸生成能の優れた菌株の選抜を行うことにより、より高品質の飲料用食酢

の開発を目指す。一方、有用バイオマス資源の 1 つである担子菌類の細胞壁の糖

化に必須な酵素である Bacillus circulans KA-304 のα-グルカナーゼおよびβ-グ

ルカナーゼの機能解析を行うとともに、自然界より新規のα-グルカナーゼおよび

β-グルカナーゼ生産菌のスクリーニングを行う。 

 

2) 物質循環に基づいたタイと日本の農地土壌の特性比較 

 最終年度は、日本、タイの多様な土壌のアンモニア酸化細菌、窒素固定菌、フ

ィチン酸分解菌、窒素固定菌の解析や、土壌中の物質循環の解析を行いデータベ
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ースを増やす。また、それらと植物の成分の違いなどについても解析していく。 

 

3) 環境保全のための低品質バイオマスの利用 

 平成 24 年度は、プラスチックの廃棄が環境状態に及ぼす影響を解析する必要も

ある。そこで、poly-amide 66 及びポリ乳酸の分解菌をタイ土壌より分離する。

更に、poly-amide 66 が土壌環境に及ぼす影響解析（土壌微生物への影響、土壌

の物質循環の影響）を行っていく予定である。 

 

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 

前年度に実施したポット栽培試験の結果の解析は現在進行中であるが、前年度

完成できなかった好熱性バチルス群のモニタリングと共に、PGPB 候補菌を含む

発酵有機肥料ポット試験における根圏および非根圏微生物の群集構造を解析し、

PGPB および TLAP の動態を把握する。 

 

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

 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引き続き進める。

特に、1) 高温グルタミン酸発酵株 Corynebacterium glutamicum I2L より高温で

生育しグルタミン酸生成能を有する新規な耐熱性コリネ細菌の分離とその同定を

続ける。2) I2L株に見いだされたグルタミン排出に係る新規なMechano-sensitive 

Channel-2 と従来の菌株が保有する Mechano-sensitive Channel-1 の機能比較を

遺伝子破壊を通じて行う。 

 

6) 耐熱性酵母によるバイオエタノール高温発酵生産 

 高温発酵は冷却エネルギーの削減や中温菌の混入抑制等が可能となり、次世代

の発酵技術になると期待されている。本年度は，最終年度として高温エタノール

発酵系確立を目指す。タイで利用可能なバイオマスを用いて予備試験およびパイ

ロット試験を実施し、高温エタノール発酵系の有用性や有効性を確かめる。 

 

7) 耐熱性微生物によるバイオマスからのエタノール生産 

 本研究ではエタノール高温発酵系構築を目指して、耐熱性微生物を用いて実用

化のための条件検討などを実施する。これまでの研究から耐熱性 Z. mobilis をさ

らに耐熱化することに成功した。Z. mobilis は，代謝速度が速く酸素の要求性が

低いことから、この耐熱化 Z. mobilis を用いて高速高温発酵系の樹立を目指す。

高温発酵は冷却水や冷却エネルギーの削減あるいは中温菌の混入抑制等多くの利

点があり、次世代の発酵技術になると期待されている。最終年度となることから、

ベンチスケールでの連続発酵系を検討するとともに、タイのバイオマスからのエ

タノール生産も実施する。 

２４年度の研究

交流活動から得

られることが期

待される成果 

○ブタノールを高生産する生体触媒細胞の構築ならびに、その生体触媒細胞を用

いたブタノール生産バイオプロセスの構築。タイ研究者への技術移転（特に分子

生物学的手法と、GC-MS等を活用するメタボローム解析手法）。 

 

○耐熱性微生物の代謝物質による動物細胞の化学的制御に関する新たな知見の獲

得，ならびに新たな細胞調節機構が明かされると期待される。 
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○タイ国の研究者への遺伝子操作技術の教示を通してタイ国の乳酸菌研究のさら

なる発展が期待できる。また、有用なプレバイオティクスの合成が期待できる。 

 

○紅麹菌代謝産物から各種生理活性物質を単離し、構造を明らかにして細胞毒性

学的データを蓄積することで、様々な食品添加物あるいはサプリメントへの応用

が期待できる。タイ国においても、紅麹菌の主な用途は、わが国同様に天然色素

としての利用であり、我々の成果は両国における紅麹の食品産業における新しい

用途を提供できると期待できる。 

 

○既に，構造の異なる事が判明している化合物を新規に単離しており，これらの

生理活性を検討することで，医薬などへの応用展開が開ける。またこれら代謝化

合物を利用することにより，既にヒトが様々な薬理効果を期待して摂取している

α マンゴスチンのヒト肝臓代謝研究が飛躍的に進むことが期待される。 

 

○これまで双子葉植物における抵抗性誘導について解析してきたが、単子葉植物

であるイネにおいてどのような機構で抵抗性を誘導するのかが明らかになるばか

りでなく、旱魃というストレスに対する耐性機構との関連が明らかになると期待

される。 

 

○55℃の高温域にてバガス、食品廃棄物、豚糞からのバイオハイタン（水素＋メ

タン）を生産するために、バイオハイタン生産に寄与している微生物群集の解析

を行い、かつ統計学的手法を用いたプロセス運転条件の最適化の実施により、パ

イロットスケール実験実施のための基礎データが得られる。これを用いたパイロ

ットスケール実験の実施によりプロセスの実用化のためのデータが得られる。 

 

○タイでスクーリングした白色腐朽菌（Pycnoporus coccineus）による発ガン性

が疑われる 5 種の多環芳香族炭化水素（PAHs：anthracene, phenanthrene, 

fluoranthene, pyrene, benzo-[a]-pyrene）のバイオレメディエーション適用可能

性を評価するためのデータが得られる。 

 

○前年度にスクリーニングされた水素生産菌（Thermoanaerobacterium 

thermosaccharolyticum PSU-2）を用いたパームオイルミル廃水からのバイオハ

イタン（水素＋メタン）生産に関するパイロットスケール実験の実施によりプロ

セスの実用化のためのデータが得られる。 

 

○廃棄グリセロールからの水素生産に関わる微生物群集解析の実施と統計学的手

法を用いたプロセス運転条件の最適化の実施により、プロセスのスケールアップ

時の運転条件が得られる。 

 

○食品微生物およびその酵素の新しい食品利用の道が開けることが期待される。 

 

○タイ魚醤「ナンプラー」は約 1 年間発酵させるが、速醸法は 1～2 日で発酵する。

1)達成されると「ナンプラー」の生産性が大幅に向上するプロセスが構築できる。

2)短時間発酵でヒスタミンの生成を認めず、「ナンプラー」の品質の改善が図れ

る。3)短時間発酵で、アルギニン等の分解が抑えられ、アルギニン濃度の高い「ナ
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ンプラー」が生産される。4)速醸「ナンプラー」を用いた新しいタイプの魚醤生

産が期待される。 

 

○バイオマス利用に関する報告（論文）。バイオプラスチックに関する研究進展（投

稿中）。学生・院生・教員交流による国際交流の活性化 

 

○高温乳酸発酵コンポストの機能性成分と溶存することでPGPBが示す成長促進

活性が、その増殖性、局在性とどのような関係にあるかが明らかになる。 

 

○高温グルタミン酸発酵を可能とする新規菌株の分離と耐熱性菌でのグルタミン

酸排出のメカニズムが解明できる。 

 

○タイで分離された耐熱性酵母や耐熱性微生物を用い，タイ産の原料からの高温

バイオエタノール発酵技術の開発を，タイの研究者と共に進めることができる。 

 

○高温発酵は冷却水や冷却エネルギーの削減あるいは中温菌の混入抑制等多くの

利点がある。特に、タイのバイオマスを用いるバイオエタノール高温発酵技術の

確立を目指した、より現実的な試験研究を展開することによって，次世代新技術

に向けたイノベーションをもたらす。 
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８－２ 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」最終合同セミナー 

（英文）JSPS Asian CORE Program “ Capacity Building and 

Development of Microbial Potential and Fermentation Technology 

towards New Era“ Final Joint Seminar 

開催期間 平成２４年１１月１８日 ～ 平成２４年１１月２０日（３日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）日本、下関市、海峡メッセ下関 

（英文）Japan, Shimonoseki, Kaikyo Messe-Shimonoseki 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）山田 守・山口大学・教授 

（英文）Dr. 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) 

（英文） 

 

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. 32/101 

B. 0/0 

C. 3/9 

タイ 

<人／人日> 

A. 47/188 

B. 3/9 

C. 0/0 

ベトナム 

（日本側） 

<人／人日> 

A. 4/15 

B. 0/0 

C. 0/0 

ラオス 

（タイ側） 

<人／人日> 

A. 4/16 

B. 0/0 

C. 0/0 

合計 

<人／人日> 

A. 87/320 

B. 3/9 

C. 3/9 

 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（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。） 
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セミナー開催の目的 原則的に全員が参加する最終年度の合同セミナーとなることから、本事

業のほとんどの研究課題について口頭発表ができるように計画する。同

時に、全ての研究課題についてポスター発表を行う。これによって本事

業活動の中の共同研究の成果を相互に把握するとともに今後の展開に向

けての課題を見出すことを目的とする。また、開催期間中に共同研究者

間での意見交換の機会も設け、本事業での研究成果の論文等への発表や

次の展開について打ち合わせを行う。 

期待される成果 1)5 年間の全研究課題について発表されることから、本事業分野におけ

る広範で貴重な情報が得られる。 

2)共同研究者間で打ち合わせができることから、個々の課題について詳

細に情報を交換・共有することができる。 

3)合同セミナーであることから、本事業参加研究者と広く交流ができ、

新しい情報やネットワークを獲得できる。 

4)本合同セミナーは最終セミナーであることから、今後の打ち合わせが

できる最後の場となり、また、本事業成果を今後の展開に活かすことが

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  国内旅費              金額  4,537,000 円 

    外国旅費                   918,000 円 

    その他経費                 845,000 円 

外国旅費・謝金等に係る消費税         54,000 円 

                      合計 6,354,000 円 

（タイ）側 内容  タイ側研究者旅費           金額 4,900,000 円 

 



24 

 

 

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」最終サテライトセミナー 

（英文）JSPS Asian CORE Program “ Capacity Building and 

Development of Microbial Potential and Fermentation 

Technology towards New Era“ Final Satellite Seminar 

開催期間 平成２４年８月２７日 ～ 平成２４年８月２８日（２日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）ベトナム、カントー、カントー大学 

（英文）Vietnam, Can-Tho, Can-Tho University 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）山田 守・山口大学・教授 

（英文）Dr. 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) 

（英文）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. 4/8 

B. 0/0 

C. 1/2 

タイ 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 4/8 

ベトナム 

（日本側） 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 10/20 

ラオス 

（タイ側） 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 1/2 

合計 

<人／人日> 

A. 4/8 

B. 0/0 

C. 16/32 

 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（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。） 
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セミナー開催の目的 サテライトセミナーは、4 カ国（日本、タイ、ベトナム、ラオス）

の研究者によるグループ研究の発表と情報交換ならびに本事業の

広報を主な目的としている。最終となるサテライトセミナーでは、

グループ研究 6 題を含めた口頭発表を行う。同時に、次への展開

のための打ち合わせを行う。 

期待される成果 1)本事業について、ベトナムの研究者や学生あるいは企業に対して

広報ができる。 

2)グループ研究の研究成果発表を通じて情報交換等を行うことが

できる。 

3)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。 

4)ベトナムやラオスの研究者と共同研究について打ち合わせの機

会がもてる。 

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  国内旅費           金額   20,000 円 

    外国旅費               306,000 円 

外国旅費・謝金等に係る消費税      15,000 円 

                   合計  341,000 円 

    会場費他（ベトナム側負担）      340,000 円 

（タイ）側 内容  タイ側研究者旅費        金額   182,000 円 

                    

 



26 

 

 

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」2012 タイ研究博覧会 分科会 

（英文）JSPS Asian CORE Program “ Capacity Building and 

Development of Microbial Potential and Fermentation 

Technology towards New Era“ 2012 Thailand Research Expo 

開催期間 平成２４年８月２６日 ～ 平成２４年８月２６日（１日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）タイ、バンコク、 

（英文）Thailand, Bangkok, （会場未定） 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）山田 守・山口大学・教授 

（英文）Dr. 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) 

（英文）Dr. Napavarn Noparatnaraporn・Bio- Economy of 

Biodiversity-based Economy Development Office(BEDO)・

Advisor 

 

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. 4/8 

B. 0/0 

C. 1/2 

タイ 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 35/35 

合計 

<人／人日> 

A. 4/8 

B. 0/0 

C. 36/37 

 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（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 昨年に引き続き、上記博覧会の主催者である NRCT からの依頼を

受けて 1 つのセッションを開催する。本事業の課題 3 に関連した

耐熱性微生物を用いた高温発酵生産技術や有用物質生産について

10 題程度の口頭発表を行う。発表のいくつかは企業へ技術移転で

きるものであり、本事業活動を発酵関連の研究者や企業関係者へア

ピールすることができる。高温発酵生産技術開発については、本事

業だけでなく、MEXT や ARDA（タイ農業研究開発機構）からも

支援を受けており、その目標達成のためにも重要な活動となる。 
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期待される成果 1)高温発酵技術は本事業で開発されつつある新技術であり、この機

会に高温発酵技術や本事業の活動を企業関係者等へアピールする

ことができる。 

2)本事業の研究結果について、発酵関連の研究者や企業関係者と討

議ができる。 

3)博覧会であることから、他の分野の研究者とも交流ができ、新し

い情報獲得やネットワーク構築ができる。 

セミナーの運営組織 Thailand Research Expo 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  国内旅費           金額   23,000 円 

    外国旅費               220,000 円 

外国旅費・謝金等に係る消費税      11,000 円 

                   合計  254,000 円 

（タイ）側 内容  会場費及びタイ側負担旅費   金額  500,000 円          
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整理番号 S－４ 

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」第 6 回若手研究者セミナー 

（英文）JSPS Asian CORE Program “ Capacity Building and 

Development of Microbial Potential and Fermentation 

Technology towards New Era“ 6th Young Scientist Seminar 

開催期間 平成２４年９月１０日 ～ 平成２４年９月１１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・教授 

（英文）Dr. 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) 

（英文） 

 

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 

B. 0/0 

C. 10/20 

タイ 

<人／人日> 

A. 2/8 

B. 0/0 

C. 0/0 

ベトナム 

（日本側） 

<人／人日> 

A. 1/4 

B. 0/0 

C. 0/0 

ラオス 

（タイ側） 

<人／人日> 

A. 1/4 

B. 0/0 

C. 0/0 

合計 

<人／人日> 

A. 4/16 

B. 0/0 

C. 10/20 

 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（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。） 
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セミナー開催の目的 若手研究者育成は本事業の重要な目標の 1 つであり、本セミナー

はそのための重要な催しとなる。修士課程学生や博士課程学生を含

む若手研究者が企画運営を担当し、有用微生物だけでなく、広く一

般的な微生物学研究を対象にする。専門研究者による 3～4 課題の

講演を行うとともに、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

究者が自身の研究を英語で口頭発表を行い、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)若手研究者自身の研究について発表できるだけでなく、英語での

発表の機会となる。 

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、それに対する対応能力育成に役立つ。 

4)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。 

5)他国の若手研究者との交流ができることから、異文化を知る機会

となるだけでなく、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  国内旅費           金額  210,000 円 

    外国旅費               138,000 円 

その他経費              222,000 円 

外国旅費・謝金等に係る消費税       8,000 円 

                   合計  578,000 円 

（タイ）側 内容  タイ側研究者旅費        金額   294,000 円 
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整理番号 S－５ 

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」最終若手研究者セミナー 

（英文）JSPS Asian CORE Program “ Capacity Building and 

Development of Microbial Potential and Fermentation 

Technology towards New Era“ Final Young Scientist Seminar 

開催期間 平成２４年９月２７日 ～ 平成２４年９月２８日（２日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）タイ、バンコク、カセサート大学 

（英文）Thailand, Bangkok, Kasetsart University 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）山田 守・山口大学・教授 

（英文）Dr. 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) 

（英文）Dr. Gunjana Theeragool・Kasetsart University・Associate 

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. 1/4 

B. 0/0 

C. 1/4 

タイ 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 19/38 

ベトナム 

（日本側） 

<人／人日> 

A. 1/3 

B. 0/0 

C. 0/0 

ラオス 

（タイ側） 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 5/10 

合計 

<人／人日> 

A. 2/7 

B. 0/0 

C. 25/52 

 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（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。） 
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セミナー開催の目的 昨年に続いてカセサート大学（タイ）で若手研究者セミナーを開催

する。既に、日本学生支援機構から日本の学生に対する支援が決定

しており、日本人学生がタイ滞在中に本セミナーを開催する。本セ

ミナーは、本事業の教育目標に関連して若手研究者育成の一環とし

て開催する。修士学生や博士学生を含む若手研究者が企画運営を担

当し、専門研究者による 3～4 課題の講演と若手研究者による英語

での研究発表および討議を行う。 

期待される成果 1)若手研究者にセミナー企画運営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学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英語で発表討議をする機会とな

る。 

4)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

とができる。 

5)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  国内旅費           金額   24,000 円 

    外国旅費               140,000 円 

外国旅費・謝金等に係る消費税       7,000 円 

                   合計  171,000 円 

（タイ）側 内容  会場費及びタイ側負担旅費   金額   280､000 円             
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８－３ 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> 
 0/0 0/0 0/0 0/0 

タイ 

<人／人日> 
3/9  0/0 0/0 3/9 

ベトナム 

（日本側） 

<人／人日> 

1/3 0/0  0/0 1/3 

ラオス 

（タイ側） 

<人／人日> 

1/3 0/0 0/0  1/3 

合計 

<人／人日> 
5/15 0/0 0/0 0/0 5/15 

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 

コンケン大学・准教

授・Vichai 

Leelavatcharamas  

日 本 ・ 山 口

市・山口大学 
25 年 3 月 コーディネーター会議出席 

カセサート大学・准

教授・Gunjana 

Theeragool 

日 本 ・ 山 口

市・山口大学 
25 年 3 月 コーディネーター会議出席 

Tan Tao 大学・学

長・Vo-Tong Xuan 

日 本 ・ 山 口

市・山口大学 
25 年 3 月 コーディネーター会議出席 

ラオス国立大学・准

教授・Somchanh 

Bounphanmy 

日 本 ・ 山 口

市・山口大学 
25 年 3 月 コーディネーター会議出席 
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９．平成２４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 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 
 

5/12 

(2/6) 

4/8 

(1/2) 
  

9/20 

(3/8) 

タイ 

<人／人日> 
55/295  (4/8)   

55/295 

(4/8) 

ベトナム（日本側） 

<人／人日> 
6/22 1/3    7/25 

ラオス（タイ側） 

<人／人日> 
6/23 (5/10) (1/2)   

6/23 

(6/12) 

 

<人／人日> 
      

合計 

<人／人日> 
67/340 

6/15 

(7/16) 

4/8 

(6/12) 
  

77/363 

(13/28) 

 

※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

のぞいた人数・人日数としてください。） 

 

９－２ 国内での交流計画 

32／101  <人／人日> 
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１０．平成２４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 5,708,200 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 1,896,000 

謝金 0  

備品・消耗品購
入費 

0  

その他経費 1,118,000  

外国旅費・謝金
等に係る消費
税 

97,800  

計 8,820,000 
研究交流経費配分額以内であ
ること 

委託手数料 882,000 

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 9,702,000  

 

 

１１．四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 0 0/0 

第２四半期 1,301,825 14/39 

第３四半期 7,064,830 90/410 

第４四半期 453,345 5/15 

合計 8,820,000 109/464 

 


