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評価資料の要約 

 

本「多様な熱帯生物資源の持続的利用に関するバイオテクノロジー」に関する多国間共同研究では、東南

アジアに豊富に存在する生物資源の利用開発を進めることが資源利用国である我が国にとっても、資源供給

国であるタイ、フィリピン、インドネシア並びにマレーシアにとっても重要な課題であるいう共通の認識に立ち、

生物資源の持続的利用に関するバイオテクノロジー分野の共同研究を、東南アジア地域の研究者が相互に

協力して推進することを目的とした。あわせて、若手研究者の育成と研究者ネットワークの構築を、共同研究

を通して直接的に、間接的に展開することを目的とした。 

研究の実施にあたっては、大阪大学が実施組織となり事務運営にあたり、大阪大学生物工学国際交流セ

ンター、タイ・マヒドン大学、フィリピン大学ロスバニオス校バイオテクノロジー研究所、インドネシア科学院バイ

オテクノロジーセンター、並びにマレーシア・プトラ大学が拠点大学として各国の協力大学、協力研究者を統

括した。また、各国拠点大学のコーディネーターが連携して共同研究課題、交流研究者の設定を行い交流の

円滑化に努めた。共同研究プログラムは、共同研究の実施とそれに伴う研究者交流、セミナーの実施とプロ

シーディングの刊行、並びに運営に伴うコーディネーター等会議の実施をおもな活動とした。 

共同研究では、総経費の 50.8％をあて、656 名、11,188 人日の研究者交流を行った。その内、日本からの

派遣は 269 名、2,185 人日、日本への招へいは 274 人、8,358 人日となった。また、総経費の 25.8％を研究経

費に充当した。共同研究は 3 期（平成 7 年～10 年、平成 11 年～13 年、平成 14 年～16 年）にわけて実施さ

れ、研究課題内容を調整しつつ実施した。第 1 期では、①熱帯における植物資源の微生物利用、②バイオテ

クノロジーによる東南アジア閉鎖水域の環境保全と修復、③工業生物プロセス技術の現地化、④熱帯微生物

の新規機能の開発の 4 課題を設定した。第 2 期では、第 1 期の課題の中から、焦点をあてるべき課題を選択

し、①熱帯産バイオマス資源としてのサゴヤシの開発、②微生物資源の多様性解析と窒素固定など多様な利

用、③微生物機能の分子化学的開発と有用物質生産、④有機酸・バイオポリマー等の微生物生産プロセス

の開発、⑤微生物機能を応用した廃棄物の処理と再資源化の 5 課題で実施した。第 3 期では、第 2 期の課題

をさらに調整し、①サゴヤシデンプンのグリーンケミストリーへの応用展開、②共生系を基盤とした生物肥料

の開発、③微生物機能を利用した農産廃棄物の再利用、④東南アジアにおける生物資源の開発と有用物質

生産、⑤東南アジアの微生物資源の多様性と機能開発の 5 課題とした。 これらの共同研究を通して、現地の

原材料を用いた発酵プロセスの開発、根粒菌を用いた生物肥料の頒布、ゼロエミッションを見据えた稲藁分

解フローラの開発、多様な生物資源からの細菌、酵母などの微生物新種の発見などの成果を得た。これらの

結果は, Nature への 1 編の発表を含めて、３００以上の学術論文を公表することができた。 

セミナーは、総経費の 12.8％を充当し、合計 7 回実施し、259 名（1313 日）が本経費で参加した。第 1 回（平

成 7 年：大阪）では、設定すべき研究課題について討論した。以降は、共同研究の成果の発表と相互に評価

するために、平成 8 年（ジャカルタ）、平成 9 年（ナコンラシャシマ・タイ）平成 10 年（マニラ）、平成 11 年（ペナ

ン）、平成 13 年（バンコク）、平成 16 年（バリ）の計 6 回、実施した。セミナーにおける発表は、プロシディングと

しての”Biotechnology for Sustainable Utilization of Biological Resources in the Tropics”(第 10 巻～15 巻、第

17 巻)に掲載した。なお、平成 14 年度も開催予定であったが、バリ島での空港爆破事件により中止となり、各

研究課題別にセミナーを行い、その結果は同プロシディングシリーズ第 16 巻に収めた。 

以上のように、共同研究は、東南アジアの生物資源に焦点をあて、多くの学術成果を挙げるとともに、共同

研究、また、関連する国費留学生の教育を通して若手研究者の育成にも貢献した。また、形成した研究者ネ

ットワークと基盤として、いくつかの科学研究補助金による国際共同調査研究が実施されたことも大きな成果

である。 
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Executive Summary 
 

Through the long term cooperation in biotechnology within the framework of the bilateral core 
university program of JSPS, Southeast Asian scientists and Japanese scientists specializing in 
biotechnology shared a common commitment and understanding that cooperative research activities 
are essential for the sustainable management and development of bioresources in the region of 
Southeast Asia that had been diminishing in their mega-diversity.  Consequently a unique multilateral 
cooperative research program of the JSPS in the field of biotechnology addressing this issue was 
launched in 1995 for a ten-year period with a focus on the sustainable utilization of biological resources 
in tropical Southeast Asian countries.  

The program was jointly conducted through Osaka University (Japan), Mahidol University 
(Thailand), University of the Philippines, Los Banos, Center for Biotechnology, Indonesian Institute for 
Science (LIPI), and the University Putra Malaysia as the core universities within the framework of 
collaboration of cooperating universities and researchers in the respective participant countries. The 
program was comprised of cooperative research activities, and high-level technical seminars. Such 
cooperative research activities bear witness and testimony to the exchange of 656 researchers that 
involved the active participation of 269 visitor Japanese researchers (2,185 days) and the visit of 274 
researcher (8,358 days) from four countries that involved a sharing 50.8% of the total budget.  
Appropriated research costs were estimated at a level of 25.8 percentage of the budget.  

The program was divided in three phases: 1996-1998, 1999-2001, and 2002-2004, 
respectively. Research projects were organized with a focus on the progress of cooperative research 
on topics achieved through each time phase. In the third phase the following projects: (1) Development 
of sago starch for green chemistry, (2) Development of bio-manure based on the symbiotic system, (3) 
Microbial utilization for recycling of agricultural waste, (4) Effective use of bioresources for the 
development of new materials, and (5) Microbial biodiversity and the development of microbial 
functions were adopted. The research activities produced fruitful results such as the development of 
the lactic acid fermentation process using local law materials, the development of biofertilizer using 
nitrogen-fixing rhizobia, the establishment and verification of the bacteria flora in the system of 
high-speed degradation of rice straw, and the isolation of novel species of bacteria and yeasts from 
natural habits. Such regional collaboration generated more than 300 scientific papers during 10 years 
operation. 

Seven seminars were organized for the presentation and peer-evaluation of the research 
results and of the development of the research cooperation activities in 1995 (Osaka), 1996 (Jakarta), 
1997 (Nakhon Ratchasima), 1998 (Manila), 1999 (Penang), 2001 (Bangkok), and 2004 (Bali), 
respectively. Results of research activities achieved within the program were published in the 
proceedings entitled as “Biotechnology for Sustainable Utilization of Biological Resources in the Tropics, 
volume 10 – 15 and 17. 

 The ten-year JSPS program also contributed to development of human resources through 
the award of scholarships of the Japanese Ministry of Education, Sports, Culture, Science and 
Technology (MEXT).  It is also worthy to note that several groups of researchers implemented more 
advanced programs through grant-in-aid MEXT awards for international collaborative scientific 
research.  In conclusion, the multilateral cooperative program was successfully concluded. The 
program generated many scientific results and contributed to the development and advancement of the 
network researchers originating among Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, and Thailand. 


