
 1

アジア研究教育拠点事業 
平成２０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  ）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．開始年度 
平成２０年度（  １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、岡山大学、広島大学、九州大

学、琉球大学、宇部高等工業専門学校、大阪府立大学、富山県立大学、石川

県立大学、大阪市立大学、慶應義塾大学、明治大学、立命館大学、広島国際

学院大学、祟城大学、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（地域）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） 
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Faculty of Technology・Assistant Professor・Vichai Leelavatcharamas 

 協力機関：（英文）Burapha University, Chiang Mai University, Chulalongkorn University, 

Kasetsart 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, Ubon Ratchathani 

University, National Institute Genetic Engineering and Biotechnology, 

Thailand Institute of Science and Technological Research, BIOTEC 

(National Center for Genetic Engineering and Biotecnology), 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３大学、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
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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：Exporational 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２０年度研究交流目標 
 本年度は、本事業の初年度に当たり、それぞれの共同研究グループにおいて 5 年間の計

画について詳細な打ち合わせを行ない、有用微生物の探索から研究をスタートする。多く

の参加研究者は、先の拠点大学交流事業（拠点大学：山口大学−カセサ−ト大学）にも参加

しており、その中で未解析の分離菌をもつグループは、継続的な基礎研究や応用研究を展

開する。本事業では、ベトナムとラオスの協力研究者が参加するが、日本やタイの研究者

とグループを組み、先の事業で確立した個々の有用微生物の分離方法を適応してベトナム

とラオスで同様な微生物を探索し、耐熱性微生物を中心として有用微生物分布調査を開始

する。 

 
 
７．平成２０年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 
 日本の２３研究機関５６人、タイの２０研究機関５４人、ベトナムの３研究機関１２人、

ラオスの１研究機関９人が参加して、４６件の共同研究を組んで本拠点事業を開始した。

日本とタイとの共同研究を３７件開始した。ベトナムやラオスの研究者との研究交流をス

ムースに開始するために、日本、タイ、ベトナム、ラオスの４カ国共同研究を９件開設し

た。また、当初計画にはなかった第 1 回ワークショップをコンケン大学で開催し、タイや

ラオスの研究者などに対して微生物分離や分子生物学的技術などを研修する機会を設けた。 

 ジョイントセミナーやサテライトセミナーは、研究協力体制の構築のためにも重要であ

るが、タイ国際空港閉鎖のために当初計画から年度末へと変更し、第 1 回サテライトセミ
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ナーを平成２１年３月１８−１９日にホーチミン市（ベトナム）で、また、第 1 回ジョイン

トセミナーを平成２１年３月２０−２１日にバンコク（タイ）で、それぞれ開催した。 

 

７－２ 学術面の成果 
 初年度でありながら、先の拠点事業からの継続もあり、研究成果が、かなりの数の論文

として発表された。加えて、第１回ジョイントセミナーでは８５件の研究成果発表が行わ

れた。また、それぞれの共同研究も順調に進められ、具体的には、プロジェクト１や２に

おいて有用微生物の分離獲得が進むとともに、ラオスやベトナムを含めた耐熱性有用微生

物の分布調査が一部開始された。先の拠点事業から多くの耐熱性微生物が分離されてきた

が、その耐熱性機構に関する研究はこれまでほぼ皆無であった。プロジェクト２の中で、

耐熱性機構の解明を目的とした研究が開始され、第１回ジョイントセミナーでは、そのう

ち３件の研究成果発表が行われた。このように、当初計画のロードマップをほぼ達成し、

初年度ながらかなりの成果が得られている。 

 

７－３ 若手研究者養成 
 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、共同研究を進めている。また、新たな若手研究者養成のための事業として、第１回

若手研究者セミナーを平成２０年１０月４−５日に開催した。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、数回の委員会によって計画を練りセミナーの準備を

行った。第１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９人、その他の外国人留学生２人、日本人学生１９人を含む５４人が参

加した。プログラムとして、１日目に、タイ、ベトナム、ラオスの年長研究者による講演

とグループ討議を行った。グループ討議では出席者全員が各自の研究について発表し、そ

れぞれの発表について討議した。２日目は、日本の年長研究者による最新の研究に関する

講演と各グループから選出された４人の若手研究者による研究発表、さらに、酵母の実験

技術に関するワークショップを行った。なお、上記若手研究者セミナーに参加した４名の

博士学生が、第１回ジョイントセミナーにも参加し、３名は口頭発表とポスター発表を、

残りの１名はポスター発表を行った。 

 さらに、第１回サテライトセミナーは、ベトナム南部から、本事業メンバーのいない大

学や研究所からも多くの若手研究者の参加があり、活発な質疑があるなど当プロジェクト

への関心の高さが示され、大盛況であった。 

 個々の本事業参加研究者も活発に若手研究者養成に取り組んでおり、その一端を以下に

紹介する。 

 加藤純一博士は、Alisa S.Vangnai 博士が指導する博士課程の学生 (Ms. Ajiraporn Kongpol)

を 2 か月間広島大学に受け入れ、分子生物学的研究手法の指導を行った。 

 松下一信博士は、タイから博士課程の学生を受け入れ、耐熱性酢酸菌のアルコール脱水

素酵素の発現についての解析についての研究指導を行っている。 
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 山田守博士は、日本人修士学生６名が、解析結果の一部を第１回若手研究者セミナーで

発表した。また、タイ博士留学生３名が、解析結果の一部を第１回ジョイントセミナーで

発表した。 

 金原和秀博士は、タイ側博士課程学生の研究について、指導教員と討論した。 

 家藤治幸博士は、Jantaporn Thongekkaew 博士（タイ・ウボンラチャタニ大学）を研究室

に招き、滞在する間、広島大学大学院博士課程前期の学生と、英語で研究上のディスカッ

ション等積極的に交流させることで、学生の教育上大きなプラスとなった。 

 中山二郎博士は、平成２０年度 JSPS 若手研究者交流支援事業により Ms. Massalin 

Nakphaichit（カセサート大学博士課程学生、指導教員 Sunee Nitisinprasert 博士）を九州大学

大学院農学研究院に招聘し、鶏の腸内細菌叢解析の指導を行った。 

 神崎浩博士が指導、博士号を取得して帰国間もないタイ側研究者(P. Arunrattiyakorn 博士)

が、タイ国オリジナルの材料でバイオコンバージョン実験を開始し、１ヶ月間の日本滞在

中にも新たな成果を生み出すことができた。 

 佐々木健博士とカウンターパートである Napavarn Noparatnaraporn 博士との交流により、

広島国際学院大学が農業研究開発機構（タイ）（Napavarn Noparatnaraporn 博士が所長）と学

術協定を結び、Chaveevan Leaungvutiviroj 研究員と、JSPS での連携でチェンマイ大学の Phisit 

Seesuriyachan 講師の論文博士の指導を行った。 

 徳山真治博士は、Ms. Antika Boondaeng（カセサート大学博士課程学生）を JASSO 短期留

学生として、また、JSPS 若手研究者支援事業で Ms. Sukhumaporn Sukhkhum （同上）を受

け入れ、現在も指導している。 

 

７－４ 社会貢献 
 本プログラムが始まったばかりであり、特許や企業等との有用物質の共同開発などとし

て社会貢献できるまでに至っていない。しかし、その準備および共同研究促進のために、

日本、タイ、ベトナム、ラオスの間で MOU を締結した。また、同じく共同研究促進のため

に、個々の研究者間で MTA (Material Transfer Agreement)を取り交わすことを奨励している。

一方、コンケン大学で開催した第１回ワークショップでは高等学校教諭に対して技術講習

を行った。その他には、以下のようなものがある。 

 松下一信博士は、以下の２件の特許申請を行った。 

特願 2008-287703：高温酢酸発酵酢酸菌；発明者：松下一信、秦野智行、薬師寿治、足

立收生。出願人：山口大学（出願 20 年 11 月 10 日） 

特願 2008-320867：５−ケトグルコン酸産生能を有する高温耐性菌、および高温耐性菌を

用いた５−ケトグルコン酸の製造方法；発明者：松下一信、イチポン・サイチャナ、

外山博英、足立収生、ジュアンティップ・ムーマンミー。出願人：山口大学（出願 20

年 12 月 17 日） 

 広島国際学院大学と農業研究開発機構（タイ）との協定は、広島地区の新聞・ＴＶでも

大きく報道され、関心を集めた。 
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 家藤治幸博士は、一般市民向けの科学フォーラム（農芸化学会主催：サイエンスカフェ

等）で、本プロジェクトによる成果とその社会貢献などについて講演し、一般市民への啓

蒙活動を行った。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 
 プロジェクト３において、有用物質生産のための耐熱性微生物を用いた「高温発酵技術

開発」の課題を掲げているが、第１回ジョイントセミナーではこれに関する報告は殆どな

い。この項目の実施は３年度からとなっているが、その準備を始める必要がある。 

 ベトナムやラオスとの共同研究は、プロジェクト２の「耐熱性微生物の地理的分布」に

関する研究から開始するが、設備不足などのために計画がやや遅れている共同研究グルー

プがある。何らかの外部資金を獲得し、支援する必要がある。その他の問題点等を以下に

示す。 

 外山博英博士共同研究チーム：日本ではフェニル酢酸は覚せい剤の原料となるため、覚

せい剤取締法の対象物質であり、製造、取り扱い等には厚生労働省の許可が必要となる。

そのため、日本国内ではこれ以上の研究は不可能であると判断した。 

 加藤純一博士共同研究チーム：特にベトナム・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タイの共同研究者の研究室でも続行するが、ベトナム・ラオス

にそのための培養機器がなく困っている。 

 阪井康能博士・由里本博也博士共同研究チーム：メタノール資化性酵母および細菌につ

いては、単離した株の系統学的解析ならびに生化学的解析を進める。日本側研究者が既に

確立しているメタン培養法は、気体状物質を炭素源とすることから培養に特殊な器具・装

置を使う必要がある。本年度末に予定している研究者交流時に、タイ側研究者がメタン培

養法を習得し、タイでのスクリーニング系を確立する。 

 園元謙二博士・中山二郎博士共同研究チーム：カウンターパートであるベトナムの Dr. Ba

とラオスの Dr. Loinheuang に対し、九州大学およびカセサート大学が既に確立したバクテリ

オシン生産耐熱性乳酸菌のスクリーニング方法を指導伝授し、効率よくベトナムおよびラ

オスの天然資源からのスクリーニングが遂行できる体制を整える。 

 神崎浩博士共同研究チーム：タイ側に不足している研究機器・機材を日本で充分活用で

きるようにタイ側研究者が訪日する際の事前打ち合わせを充分に行う必要があり、日本側

研究者がタイを訪問した際にそれを効率的に実施することが望まれる。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 
  平成２０年度論文総数     ３７本 

   うち、相手国参加研究者との共著  ２３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  １５本 



 7

８．平成２０年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 
 本事業の実施にあたり設定された前述の３課題に沿って、本年度の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。以下に、個々の共同研究テーマを示す。なお、一部の研究課

題名については、当初計画のものから変更している。 

 

課題１：Exporational 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 

有用酵素を生産する放線菌に関する研究 

有用物質を生産する微細藻類の探索と分離 

エタノールを生産する耐熱性酵母のスクリーニング 

タイ米由来のワラ、籾殻、糠を可溶化する微生物のスクリーニング 

高付加価値化合物を生産する微生物の探索と単離 

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 

タイ国で分離した海洋性酵母と発酵酵母の有効利用 

糖質・糖鎖関連酵素遺伝子のスクリーニングおよびオリゴ糖・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 

耐熱性醗酵微生物およびその生産物の性質解析と産業応用 

 
課題２：Fundamental Research on Thermotolerant Microorganisms（耐熱性微生物の基本的研究） 
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 

耐熱性水素発酵菌の分布とその利用 

2-2 Elucidation of molecular mechanisms of thermotolerance（耐熱性の分子機構解明） 
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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 

 
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） 

温度耐性・有機溶媒耐性細菌を用いた有用疎水性ケミカルバイオプロダクション技術の開

発 

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 

有用乳酸菌のオリゴ糖代謝系と関連酵素の解析 

ラン藻由来の耐熱性フィコビリタンパク質の研究と化粧品製品への応用 

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 

生理活性物質生産を目指した，二次代謝産物の酵素変換 

大豆の増殖や病原菌耐性におけるBacillus amyloliquefaciens KPS46の分子シグナルと植物応

答 

キラル化合物生産に有用な微生物酵素の探索と応用 

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 

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 

耐熱性発酵菌を用いたソルガム絞り汁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 

耐熱性菌を用いた産業系セルロースからのバイオ水素生産に関する研究 

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  

バイオエタノール生産：Kluyveromyces marxianusにおけるαアミラーゼ生産 

耐熱性微生物によるバイオエタノ−ル高温発酵生産 

有用好熱性微生物（群）の機能性発酵飼/肥料の製造への応用 

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

８－２ セミナー 
 平成２０年１０月４日、５日の日程で、山口市において若手研究者セミナーを開催した。
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平成２１年３月２０日、２１日の日程で、タイ・バンコクにおいて、第１回ジョイントセ

ミナーを開催した。また、直前の３月１８、１９日に、ベトナム・ホ−チミン市でサテライ

トセミナーを開催した。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
 平成２１年３月にバンコク及びホーチミンで開催した、第１回ジョイントセミナー及び

サテライトセミナー期間中、ベトナム・ラオスのコーディネーターも参加して、２年目以

降の活動について協議した。これ以外にも個々の共同研究者間での多くの交流を実施し、

タイ研究者が日本側の共同研究者を訪れ、あるいは日本の研究者がタイ側の共同研究者を

訪れ、共同研究および研究の打ち合わせを行った。さらに、コンケン大学で第１回ワーク

ショップを行い、ラオスやタイの研究者への技術指導を行った。 
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９．平成２０年度研究交流実績総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日）         

          派遣先 

派遣元 日本 タイ 
ベトナム

（日本側）

ラオス 

（タイ

側） 

 合計 

日本 
実施計画  35/261 4/8   39/269 

実績 28/127 4/8   32/135 

タイ 

実施計画 21/589 

 

（10/20）
  21/589 

(10/20) 

実績 19/541 （6/12） 
  19/541 

（6/12） 

ベトナム 

（日本側） 

実施計画 3/13 17/145 
 

  20/158 

実績 1/5 8/96   9/101 

ラオス 

（タイ側） 

実施計画 2/9 （8/100） （3/6） 
  2/9 

（11/106）

実績 1/4 （11/176） （1/2） 
 1/4 

（12/178）

 
実施計画       

実績      

合計 

実施計画 26/611 
52/406 

（8/100）

4/8 

（13/26）

  82/1025 

（21/126）

実績 21/550 
36/223

（11/176）

4/8 

（7/14） 

  61/781 

（18/190）

 

※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 

  ５／１０ （人／人日）   ０／０ （人／人日） 
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１０．平成２０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）赤田倫治・山口大学大学院医学系研究科・教授 

（英文）Dr. Rinji Akada・Yamaguchi University・Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Dr. Tipaporn Limpaseni・Chulalonkorn University・ 

Associate Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）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 実施計画  7/64  7/64 

実績 1/11  1/11 

タイ 実施計画 7/226   7/226 

実績 5/158  5/158 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 7/226 7/64  14/290 

実績 5/158 1/11  6/169 

② 国内での交流       ０人／０人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

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５件

の共同研究を実施した。なお、（１）については当初８件の共同研究を実

施する予定であったが、その内の１件を（２）の１つにまとめて実施した。

 

（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。また、有用好熱性

微生物（群）の機能性発酵飼/肥料の製造への応用として、目標好熱性微生

物を中心としたバイオマス変換に有効な微生物及び微生物群を育種し、そ

れらを機能性発酵飼/肥料の製造に応用する。今年度は、耐熱性放線菌等を

中心に広くスクリーニングを開始した。また、機能性発酵飼/肥料への複合
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微生物系の適用を試みるための基礎データを収集した。既分離菌について

動物実験および培養特性の検討を行い、脂質代謝に関与するプロバイオテ

ィクス機能，及び炭酸ガス非排出型コンポスト化のための基礎特性を確認

できた。また、これらを基に今後の研究の方向性と展開の可能性等につい

てカウンターパートの来日時に議論を行うことができた。 
 
2. 東南アジア地域における有用な食品微生物の探索  

 共同研究チーム：若山守博士（立命館大学）、森口充瞭（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微生物の探索として、東南アジアの発酵食

品から発酵能や有用物質生産に優れた微生物を検索し、それらを用いて新

たな食品の創出や有用物質生産につなげるための基礎研究を行う。平成２

０年度は、目標食品の旨み成分の１つである L-グルタミン酸の生成を促進

し、美味しさの低下を招くピログルタミン酸の生成を抑制する作用がある

有用酵素であるグルタミナーゼを生産する微生物を発酵食品中から分離

し、単離菌の同定、酵素生産条件の検討、酵素の諸性質の解明を行った。

第１回ジョイントセミナーに若山が代表として参加し、タイ国若手共同研

究者と、共同研究と交流の実施計画を詳細に討議した。また、ラオス、ベ

トナム両国研究者との共同研究の可能性を探った。Nitaya Boontim 研究員

と、今後の研究交流の進め方について詳細な打ち合わせを行うとともに、

成果の発表方法について議論した。また、各国研究者と交流を通じて、新

共同研究と交流の可能性を検討した。 

 

3. 有用酵素を生産する放線菌に関する研究 

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

Vichien Kitpreechavanich 博士（タイ・カセサート大学） 

 放線菌の酵素生産に関する研究として、熱帯性放線菌の多様性解析とそ

の利用に関する研究を行う。熱帯雨林土壌およびコンポストから、有用酵

素（バイオマス分解）を生産する放線菌を分離する。今年度は、放線菌の

分離を進めた。また、放線菌由来有用酵素の精製とその遺伝子クローニン

グのために Actinomadura 属放線菌からポリ乳酸分解酵素を精製し、その性

質を明らかにした。JASSO 短期留学（H19.10-21.9）の Ms. Antika Boondaeng

（カセサート大博士課程学生）と、JSPS 若手研究者支援事業で Ms. 

Sukhumaporn Sukhkhum （同上）を受け入れた（H21.2-21.3）。今後は、学

生の相互交流が望ましいので、静岡大学からの学生の派遣を検討したい。

 

4. 有用物質を生産する微細藻類の探索と分離 
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 共同研究チーム：徳山真治博士（静岡大学）、Wichien Yongmanitchai 博士

（タイ・カセサート大学） 

 熱帯地域から有用物質を生産する微生物、特に微細藻類の探索を進め

る。平成２０年度は、微細藻類の探索を開始した。 

 

5. 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：赤田倫治博士（山口大学）、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 

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

士（タイ・ウボンラチャタニ大学） 

 今年度、エタノールを生産する耐熱性酵母のスクリーニングとして、エ

タノールを生産する酵母のスクリーニングの共同研究を開始した。共同研

究グループとの打ち合わせを行い、目標とする酵母のスクリーニング技術

について話し合った。今後、この研究を継続発展させることが課題である。

 

6. タイ米由来のワラ、籾殻、糠を可溶化する微生物のスクリーニング 

 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・シーナカリンウイロット大学） 

 タイ米由来のワラ・籾殻・糠を可溶化する微生物のスクリーニングとし

て、世界有数の米生産国であるタイにおいては稲ワラ・籾殻・糠などのバ

イオマス資源の有効利用を目的に、微生物酵素を用いた効率的な液化及び

糖化システムの構築を目指す。今年度は、稲ワラ・籾殻・糠に対して高分

解能を有する微生物のスクリーニングを進めた。具体的には、土壌からの

分離菌を、稲ワラ・籾殻・糠を炭素源とする寒天培地にて培養した。生育

した菌を同液体培地にて培養し、その上澄みのキシラナーゼおよびセルラ

ーゼ活性を測定した。セルラーゼ活性を有する株は得られなかったが、１

７株でキシラナーゼ活性が認められた。最大活性を示した菌は１６S rDNA

塩基配列から Streptomyces sp.と推定された。本菌培養上澄みを酵素源とし

て、種々のカラムクロマトグラフィーにより２種のキシラナーゼ (Xyn I, 

Xyn II) を精製した。分子量はそれぞれ 31 kDa、47 kDa であった。Xyn II

については LC/IT/TOF MS 分析により部分アミノ酸配列が決定できた。現

在、両酵素の物理化学的および酵素学的性質の解析を行っている。 

 

7. 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） 

高付加価値化合物を生産する微生物の探索と単離として、高付加価値化
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合物を生産する微細藻類の探索とその応用を行う。今年度は、有用物質と

して何を利用し、どのような探索系を用いるかを明確にすることを目標

に、カウンターパートとメールでの意見交換を行った。日本側では高 CO2

固定能を持つ微細藻でのデンプンの蓄積を１つの目標とし、タイ側では実

績のある脂質を蓄積する株の探索を行うことにした。また、タイ側の脂質

生産する微細藻の培養は、これまでミキソトロフ系で検討してきたが、独

立栄養での条件でも可能か文献調査することになった。 

 

（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（京都大学）、Chartchai 

Khanongnuch 博士（タイ・チェンマイ大学）、Thida Chaiwangsri 博士（タイ・ナレ

スアン大学） 

乳酸菌のオリゴ糖代謝系とそれに関わるグリコシダーゼの解析を行っ

た。日本とタイの両国のヒト糞便から単離した乳酸菌について、そのオリ

ゴ糖代謝系に関わる糖質分解酵素をさまざまな角度から解析し比較する

ことによって、両国の食生活習慣の違いに起因すると考えられるヒト腸内

乳酸菌が有するオリゴ糖代謝酵素の相違を解析する。今年度は、日本人乳

児から単離されたビフィズス菌のミルクオリゴ糖代謝酵素であるシアリ

ダーゼの解析と新規な α-ガラクトシダーゼの解析、およびタイ人乳児から

単離されたラクトバチルス属乳酸菌の β-ガラクトシダーゼの解析を通じ

て、互いに得られた成果について検討し検証した結果、ビフィズス菌にヒ

ト B 型血液型抗原である α-ガラクトシル基のみに作用する全く新規な α-

ガラクトシダーゼを発見した。本酵素の遺伝子をクローニングするととも

に組換え酵素の特異性などを調べた。本酵素は新規に設定された Glycoside 

Hydrolase Family 110 に属することを見出した。さらにシアリダーゼについ

て組換え酵素の諸性質を解析した。若手研究者養成として Thida 

Chaiwangsri 博士を当研究室に招へいして、およそ１か月間、共同研究を行

った。 

 

2. タイ国で分離した海洋性酵母と発酵酵母の有効利用 

 共同研究チーム：寺本祐司博士（崇城大学）、Aporn Wongwicharn 博士（タ

イ・キンモンクット大学） 

先の JSPS-NRCT 拠点事業によって分離してきた海洋性酵母の有効利用

を試みる。特に、醸造酵母としての有効性とアルコール飲料の機能性を調

べる。分離した酵母の有効利用を試みる。醸造酵母としての有効性とアル
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コール飲料の機能性を調べる。熱帯・亜熱帯で分離した微生物資源の醸造

科学的応用として、分離微生物をもちいて黒米や白米で酒を試醸して、そ

の機能性の調査を進めている。今後、発酵食品とその機能性に興味のある

若手研究者の受け入れを希望する。 

 

3. 糖質・糖鎖関連酵素遺伝子のスクリーニングおよびオリゴ糖・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）、Jarunee Kaulpiboon 博士（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とオリゴ糖・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として、有用な糖質関連物質

を効率的に生産するシステムの構築・糖質関連酵素の特性とその機能開発

を行う。今年度は、希少微生物からの糖質・糖鎖関連酵素の分離・土壌か

らのアミロマルターゼ遺伝子のスクリーニングとそのクローニング・微生

物の産生する CGTase, レバンシュークラーゼおよびグリコシダーゼを用

いたオリゴ糖・配糖体の合成を行い、高分子環状オリゴ糖を生成している

と思われる微生物の分離に成功した。さらに、アルカリ性耐熱性を有する

オリゴ糖生成酵素遺伝子の取得にも成功した。耐熱性組換え CGTase が低

分子オリゴ糖を高分子化する性質を持つことを明らかにし、担子菌のグリ

コシダーゼの遺伝子分布を明らかにした。明治大学農学部にて Jarunee 

Kaulpiboon 博士を受け入れ（35 日間）、その間に環境 DNA からアミロマル

ターゼ遺伝子をクローニングし、その塩基配列を決定した。大阪市立大学

大学院理学研究科にて Tipaporn Limpaseni 博士を受け入れ（14 日間）、組換

え CGTase の糖鎖転移特性を調べた。また、伊藤がチュラロンコン大学を

訪問し（10 日間）、DNA スクリーニングのための試料の採取、調製を行っ

た。また、伊藤和央は第１回合同セミナー参加のためカセサート大学を訪

問し(３日間)、発表を行った。 

 

4.耐熱性グルコノバクター酢酸菌による酸化発酵 

共同研究チーム：外山博英博士（琉球大学）、松下一信博士（山口大学）、

Duangtip Moonmangmee 博士 (タイ・キンモンクット大学) 

耐熱性グルコノバクター酢酸菌による酸化発酵のテーマで、耐熱性グル

コノバクター酢酸菌を使った高温での酸化発酵による有用物質生産を試

みる。今年度は、フェニルエタノールからフェニル酢酸の生産について検

討し、生産に関わる酵素の精製を試みた。エタノールに対してフェニルエ
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タノールを酸化する活性が高い耐熱性酢酸菌を選抜し、その菌株の細胞膜

画分から酵素を精製した。精製した酵素は、既に報告されている細胞質結

合型のアルコール脱水素酵素同じサブユニット構造を持っていたが、エタ

ノールに対するフェニルエタノールの活性が 40％であり、既報の 4％より

高い値を示した。これらの結果をジョイントセミナーにて発表した。 

 

5. 耐熱性醗酵微生物およびその生産物の性質解析と産業応用 

 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） 

 耐熱性醗酵微生物およびその生産物の性質解析と産業応用として、タイ

の地酒オウ（Ou）やサトー（Satho）の Loog-pang を分離源として、バクテ

リオシン生産性耐熱性乳酸菌が何株か単離されており、その一株について

菌学的性質とバクテリオシン生産条件を解明してきた。また、同じ分離源

から澱粉分解酵母も何株か単離し、その中の 1 株と耐熱性酵母との細胞融

合株を育種して融合株の性質と生産酵素を解析してきた。以上を踏まえ

て、新たな性質の耐熱性発酵性微生物検索・単離と生産物の解析、及びヘ

ミセルロースなど澱粉以外の多糖分解酵母に対する細胞融合法を含む耐

熱性付与株の育種と、得られた育種株の性質の解明と産業への応用を目指

して研究を進める。今年度は、耐熱性乳酸菌の生産する有用タンパク質の

解析と多糖分解酵素生産酵母の耐熱性化を目指した性質の解明を目標に

する。カウンターパートの Vichai 博士が 2009 年 2 月 14 日から 3 月 15 日

まで大阪府立大学で耐熱性乳酸菌の生産するバクテリオシンについての

共同研究を行った。また、タイ地酒の Loog-pang から多糖分解酵母のスク

リーニングを行い、酵母菌を 2 種単離した。本研究を 2009 年 3 月 20 日、

21日にタイ国カセサート大学で行われた本拠点事業第 1回合同セミナーで

発表するため岸田がタイを訪問し、タイおよびベトナム、ラオスの研究者

との交流を深めた。 

 

日本側参加者数  

１８ 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 

１８ 名 （１４－２（タイ）国側参加研究者リストを参照） 

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１４－３（   ）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 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）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 実施計画  13/152  13/152 

実績 2/4  2/4 

タイ 実施計画 7/188   7/188 

実績 6/187  6/187 

ベトナ

ム（日

本側） 

実施計画  0/0  0/0 

実績 
 5/84 5/84 

合計 
実施計画 7/188 13/152  20/340 

実績 6/187 7/88  13/275 

② 国内での交流    ０／０ 人／人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

本研究課題は、大きく２つの小課題に分けて、それぞれ１０件と５件の

共同研究を実施している。なお、それぞれ当初予定より１件増加した。

 

(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 

 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・ナレスアン大学）、Sirluk 

Chaijamrus 博士（タイ・ナレスアン大学）、Anusorn Worasing 博士（タイ・

ナレスアン大学） 

 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査する。カビでは耐熱性とリグノセルロースの

資化性に優れた菌株を選び出す。酵母では耐熱性とアルコール発酵に優
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れた菌株を選び出すことを課題とする。本年度は、耐熱性のカビや酵母

の分布調査を開始した。 

 

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（チ

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

Toulaphone Keokaen 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。もし可能であれば、宿主ベクタ

ー系を構築する。今年度は、ベトナムおよびラオスの土壌などの環境試

料を分離源とした温度耐性-有機溶媒耐性細菌のスクリーニングを開始

した。有機溶媒耐性細菌のスクリーニング体制はほぼ確立し、対象菌が

数株得られてきている。 

 

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、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 Namanivong 講師（ラオス・ラオス国立大学） 

 メタンやメタノール、ホルムアルデヒドなどのC1化合物が植物から放

出されていることが報告されており、植物表層にはこれらのC1化合物を

利用するC1微生物が棲息している。特に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。20年度はこれまでにタイの天然試料

からの分離に成功しているメタノール資化性の酵母について、植物試料

を中心とするスクリーニングを進めるとともに、メタノール資化性細菌

やメタン資化性細菌のスクリーニング系を構築する。本年度はこれまで

にタイの天然試料からの分離に成功しているメタノール資化性の酵母

について、植物試料を中心とするスクリーニングを進めるとともに、メ

タノール資化性細菌やメタン資化性細菌のスクリーニング系の構築を
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進めた。様々な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

リーニングを行った。現在、単離した株について系統学的な解析を行っ

ている。しかし、メタン資化性細菌についてはスクリーニング系の構築

には至っていない。 

 

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講師（ベトナム・カントー大

学）、Chanhom-Lo Inhueng講師（ラオス・ラオス国立大学） 

 耐熱性酢酸菌のタイ・ベトナム・ラオスなど高温環境地域における分

布調査を行なうと同時に優良菌株の分離を実施する。この中で、特に、

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進

める。今年度は、タイでのスクリーニングを行うと共に、ベトナムとラ

オスの研究者がタイの共同研究者のところで、これまでタイの研究者に

よって確立された耐熱性酢酸菌のスクリーニングの方法を習得した。 

 

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） 

 より低コストでバイオエタノールを生産するためには、高温エタノー

ル発酵が可能な耐熱性エタノール生産性微生物の開発が望まれる。本共

同研究では、細菌 Zymomonas mobilis の高温環境にある東アジアにおけ

る分布を調査するとともに、より耐熱性の菌株の獲得を目指す。本年度、

タイの研究者を中心に、ベトナム、ラオスの草花や土壌等から、これま

で確立した分離方法を用いて耐熱性 Zymomonas mobilis の分離を開始し

た。同時に、タイで分離された株の解析をすすめた。タイで分離された

株を調べたところ、微好気条件下で耐熱性およびエタノール生産性の優

れた株を見出した。しかしながら、ベトナムとラオスの共同研究者によ

る分離がうまくいっておらず、再度実地指導が必要である。 

 

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 

 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） 

 耐熱性エタノール生産性酵母Kluyveromyces marxianusの東アジアにお
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ける分布を調査するとともに、さらに耐熱性の高い菌株の取得を進め

る。本年度は、ベトナムとラオスの研究者がタイ研究者の研究室でスク

リーニング方法を学んだ。また、ベトナム、ラオスの草花や土壌等から、

タイ研究者によって確立された分離方法を用いて耐熱性 Kluyveromyces 

marxianus の分離を開始した。 

 

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 Niamsub博士（タ

イ・メイジョー大学）、 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）、Manichanh 

Sayavong講師（ラオス・ラオス国立大学） 

 ５年間の共同研究課題として、(1) タイ、ラオス、ベトナム、日本か

ら耐熱性乳酸菌の分離を行なう。 (2) 分離菌の同定および特性の解析を

行なう。(3) 耐熱性乳酸菌の地理的分布や生態学的違いの有無を検討す

る。今年度は、タイ・ラオスにおいて45oCで生育可能な耐熱性乳酸菌を

約300株分離した。現在、それらの16SrRNA遺伝子の塩基配列を決定し

解析中である。新種と思われる分離株も得られており、今後さらに解析

が必要である。 

 

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：外山博英博士（琉球大学）、Duangtip Moonmangmee

博士（タイ・キンモンクット大学）、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） 

 現在までに、耐熱性グルコノバクター酢酸菌をタイにおいてスクリー

ニングしてきた。同じように、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い、タイでの分布との比較を行う。

今年度は、タイでの分布調査をさらに広範囲で行った。 

 

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 

 共同研究チーム：園元謙二博士（九州大学）と中山二郎博士（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 Inhueng 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



 21

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 度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。

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 度から 50 度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。本年度は、特に、ベト

ナム及びラオスの研究者に、我々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を、タイの共同研究者によって指導し、実際にベ

トナム・ラオスの天然資源からの有用耐熱性乳酸菌の発掘を開始した。

日本の天然資源からのバクテリオシン生産耐熱性乳酸菌のスクリーニ

ングにおいては、ニンジンから Enterococcus durans QU49 を見出した。

QU49 株は、20 度から 43 度の範囲にてバクテリオシンを効率よく生産

した。本バクテリオシンは TW-49M と命名され、精製、構造解析された。

その結果、TW-49M は 5.2 kDa の非ペディオシン型のクラス II バクテリ

オシンで、そのアミノ酸配列は enterocin B に類似していた。ラオスの天

然資源からは、発酵野菜、発酵豚肉、発酵魚からスクリーニングを行い、

高温下で増殖する乳酸菌数株が分離されたが、バクテリオシン活性は確

認できなかった。ベトナムの天然資源に関しては、発酵筍からスクリー

ニングを行い、Lactobacillus sp. LX1 を分離した。現在、本菌のバクテリ

オシン生産性を調べている。 

 

10. 耐熱性水素発酵菌の分布とその利用 

 共同研究チーム：今井剛博士（山口大学）、Alissara Reungsang 博士（タ

イ・コンケン大学）、Lai Mai Huong 講師（ベトナム・ホーチミン大学）、

Toulaphone Keokaen 講師（ラオス・ラオス国立大学） 
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 耐熱性水素発酵菌を用いたバイオディーゼル生産工程からの廃グリ

セロールを原料とする水素及びエタノールの 2 段発酵プロセスの開発が

望まれるが、そのための耐熱性水素発酵菌の分布調査およびその利用を

検討する。今年度は、ベトナムとラオスのカウンターパートをコンケン

大学の Alissara Reungsang 博士が受け入れ、スクリーニングの指導を行

った。これは、来年度以降のベトナム・ラオス現地でのスクリーニング

の実施に対して大きく寄与したと考えられる。 

 

(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 

 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・ナレスアン大学）、Siriluk Chaijamrus

博士（タイ・ナレスアン大学）、Anusorn Worasing 博士（タイ・ナレスア

ン大学） 

 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、

変異酵素の作製等の方法で解明する。耐熱性酵母の耐熱性の機構を遺伝

子及び発現タンパク質のプロテオームにより解明する。今年度は、耐熱

性酵母、Kluyveromyces marxianus の耐熱性�-グルコシダーゼをクローニ

ングし、大腸菌で大量発現させ、その酵素化学的諸性質を明らかにした。

また酵素結晶を作成し、三次元構造の解明を行った。 

 

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（岡山大学）、Vichien Kitpreechavanich

博士（タイ・カセサート大学） 

 耐熱性細菌は醗酵プロセスで重要な細菌である。本研究では、蛍光プ

ローブを用いて耐熱性細菌の生理変化を解析する方法を開発する。異な

る乳酸発酵条件において、Viability を中心として生理活性の変化を解析

する。特に、悪い発酵条件における生理変化を解析して、それを改善す

る分子機構の基礎を研究する。本研究の最終目標は、生理活性変化の解

析による耐熱性細菌の乳酸発酵条件の最適化手法を構築することにあ

る。そのことへ向けて、今年度は乳酸を高生産する耐熱性細菌のスクリ

ーニングを開始した。また、耐熱性細菌の生理活性を計測する手法を構

築するための準備を行った。生理活性に関しては、スクリーニングで得

られた耐熱性細菌の Viability の変化を、異なる乳酸発酵条件において解

析を進めた。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
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素源として、５０度で乳酸を高生産する細菌を３株取得している。日本

側では、好熱性細菌を用いて生理変化の解析を行う手法の開発を行っ

た。その結果、細菌の生存率の変化を観察する手法を構築し、酸化した

代謝産物が細菌生理に経時的に影響を及ぼす様子を観察できた。今年度

の研究で目的菌のスクリーニングができたため、今後は日本側で生理解

析を行う。特に、培養条件を変えた場合の生理変化に関する知見を得る。

 

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 

 共同研究チーム：山田守博士（山口大学）、松野浩嗣博士（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。今年度は、大腸菌を中心に実施した。大腸菌の破壊株セットを用

いて、温度感受性株を分離し、耐熱性遺伝子を調査した。大腸菌破壊株

セットの検索から５２株の温度感受性株を分離し、５２個の耐熱性遺伝

子を明らかにした。この中の、２個のみが熱ショック遺伝子であった。

また、５２個のうち、約６０％は酸化ストレス対応遺伝子であることが

示唆された。耐熱性エタノール生産性細菌 Z. mobilis の耐熱性遺伝子も

いくつか同定した。 

 

４. 耐熱性酵素とその大量生産に関する研究 

  共同研究チーム：家藤治幸博士（酒類総合研究所・広島大学）、Jantaporn 

Thongekkaew 博士（タイ・ウボンラチャタニ大学） 

 バイオマスの効率的利活用が世界的に重要な課題となっている。酵素

を使ったバイオマス分解利用技術の推進が特に重要とされ、そのために

は耐熱性酵素の開発およびその酵素の大量生産が必要である。本共同研

究では、耐熱性酵素およびその耐熱性をさらに強化させる技術及びその

大量生産システム構築に関する基盤的開発研究を行う。より具体的に

は、担子菌系酵母が生産する耐熱性セルロース分解酵素の耐熱性を工業

利用に資するため蛋白工学的にさらに耐熱性を強化し、かつ、その大量

生産系の開発を行う。今年度は、担子菌系酵母が生産する耐熱性セルロ

ース分解酵素の耐熱性を工業利用に資するため、蛋白工学的にさらに耐

熱性を強化し、かつ、その大量生産系の開発を開始した。具体的には、

耐熱性セルロース分解酵素を Pichia pastoris による発現系により生産さ

せ、多くの酵素を得ることができたが、バイオマス利用に十分用いるだ

けの生産量としては未だ不十分である。新たな大量発現系による飛躍的
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な生産に向けた研究の継続が必要である。 

 

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（山口大学）、

Gunjana Theeragool 博士（タイ・カセサート大学） 

 耐熱性酢酸菌の「耐熱性」分子機構を酢酸発酵酢酸菌と菌膜多糖生成

酢酸菌を中心に明らかにすることを目的とする。今年度は、耐熱性酢酸

菌 Acetobacter pasteurianus SKU1108 お よ び Acetobacter tropicalis 

SKU1100 を用いて、それらの耐熱性に関与する遺伝子の解析、酢酸発酵

に関与する酵素系の解析、菌膜多糖合成に関与する遺伝子の解析、そし

て高温酢酸発酵酢酸菌の開発などを行った。 

 

日本側参加者数  

３５ 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）国側参加研究者リストを参照） 

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１４－３（  ）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）耐熱性微生物による応用研究 

（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 

交流人数 

（�日本側予算によ

らない交流（相手国

予算による）につい

ても、カッコ書きで

記入のこと。） 

� 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 実施計画  11/80  11/80 

実績 4/22  4/22 

タイ 実施計画 7/175   7/175 

実績 7/181  7/181 

 実施計画     

実績    

合計 
実施計画 7/175 11/80  18/255 

実績 7/181 4/22  11/203 

国内での交流    ０／０ 人／人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

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

６件の共同研究を実施した。以下にそれらの成果に関する概要を示す。

当初計画より、それぞれ５件と１件追加された。 

 

(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. 温度耐性・有機溶媒耐性細菌を用いた有用疎水性ケミカルバイオプロ

ダクション技術の開発 

 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） 

 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

するための基盤技術（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
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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。すでに取得されている高温耐性・有機溶媒耐性細菌の宿主-ベク

ター系の構築を行う。さらに、バイオプロセスに利用できる芳香族炭化

水素および脂肪族炭化水素の酸化酵素遺伝子を高温耐性細菌から取得

する。今年度の研究結果、有機溶媒耐性細菌のスクリーニング体制はほ

ぼ確立し、対象菌が数株得られてきている。また、グリセロール→3 ヒ

ドロキシプロピオアルデヒドを触媒する遺伝子の取得に成功した。 

 

2. 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 

 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・シーナカリンウイロット大学） 

 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。

今年度、日本側研究者が構築した変異遺伝子発現細胞をタイ側研究者の

Dr. Ramida 博士にトランスファーし、スクリーニングを開始した。 

 

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） 

 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。今年度、タイ国の発酵食品から単離した乳酸

菌のオリゴ糖分解酵素について網羅的な解析を開始した。ビフィズス菌

にヒト B 型血液型抗原である�-ガラクトシル基のみに作用する全く新

奇な�-ガラクトシダーゼを発見した。本酵素の遺伝子をクローニングす
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るとともに組換え酵素の特異性などを調べた。本酵素は新規に設定され

た Glycoside Hydrolase Family 110 に属することを見出した。さらにシア

リダーゼについて組換え酵素の諸性質を解析した。 

 

4.ラン藻由来の耐熱性フィコビリタンパク質の研究と化粧品製品への応

用 

 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） 

 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。今年度は、安定なフィコ

ビリタンパク質を有するシアノバクテリアをスクリーニングするとと

もに、スクリーニング株からフィコビリタンパク質を精製した。さらに、

いくつかの生化学的性質を解明した。 

 

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）、Worapot Suntornsuk 博

士（タイ・キンモンクット大学） 

 これまで、耐熱性細菌を分離するとともに分離菌株の産生するプロテ

アーゼの特性を解明した。本研究においては、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。今年度は、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、

プロテアーゼの基質となる各種タンパク質源の検討を行った。また、バ

ンコク郊外の食品工場でサンプリングを行った。 

 

6. 生理活性物質生産を目指した、二次代謝産物の酵素変換 

 共同研究チーム：神崎浩博士（岡山大学）、Panarat Arunrattiyakorn 博

士（タイ・シーナカリンウイロット大学）  

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。今年度の研究の結

果、タイの植物二次代謝産物について日本側が保有している植物細胞に
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よりバイオコンバージョンを受ける化合物が存在していることが明ら

かとなった。 

 

7. 大豆の増殖や病原菌耐性における Bacillus amyloliquefaciens KPS46 の

分子シグナルと植物応答 

 共同研究チーム：露無慎二（静岡大学）、Sutruedee Prathuanwong 博士

（タイ・カセサート大学）、Supot Kasem 博士（タイ・カセサート大学）

 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。

本研究結果は、微生物を利用した農作物増産を可能にする新たな知見を

供給すると期待される。今年度は、Bacillus amyloliquefaciens KPS46 によ

る大豆の増殖に対する影響を検討した。 

 

8. キラル化合物生産に有用な微生物酵素の探索と応用 

共同研究チーム：片岡道彦博士（京都大学）、Rungruedee Thiwthong 博士

（タイ・マハサラカン大学） 

 キラル（光学活性）化合物は医薬中間原料等として重要であり、近年

その需要が増している。そこで、微生物酵素の触媒する立体選択的反応

を利用したキラル化合物生産プロセスの開発を目指す。カルボニル不斉

還元酵素、不斉水素添加酵素、不斉加水分解酵素等の探索を行い、さら

にこれらの遺伝子解析等を行い、キラル化合物の生産プロセス開発を目

指す。今年度は、微生物の生産する旧黄色酵素を始めとする水素添加酵

素を中心に、微生物界からの探索および単離・機能解析を進めた。 

 

9. 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）、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・キンモンクット大学）、

Wilai Noonpakdee 博士（タイ・マヒドン大学）、Pongtep Wilaipun 博士（タ

イ・カセサート大学） 

先の JSPS 拠点大学方式交流事業にて得た２株のバクテリオシン生産

株、Lactobacillus salivarius AC21（サリバリシン生産株）と Lactobacillus 

reuiteri AC5（抗サルモネラ活性を示す）の鶏プロバイオティクスとして

の利用を目指し、両生産株の鶏への投与試験を行った。また、同様に JSPS

拠点大学方式交流事業にて得た２株のバクテリオシン生産株、

Lactococcus lactis WNC20（ナイシン生産株）の発酵乳スターターとして

の 利 用 を 検 討 し 、 Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Listeria 
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Monocytogenes の増殖がヨーグルト中で抑制できることが示された。さ

らに、タイ発酵肉 Sai-krog Isan より分離した 耐熱性乳酸菌 Weissella 

cibaria KMITL-QU 21 の生産するバクテリオシンの精製に成功した。 

 

10. 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：今井剛博士（山口大学）、Hunsa Punnapayak 博士（タ

イ・チュラロンコン大学） 

 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。今年度は、Hunsa 博士の保持する菌類の生産

する酵素の同定とその役割に関する研究を実施した。 

 

11. 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 

 共同研究チーム：今井剛博士（山口大学）、Poonsuk Prasertsan 博士（タ

イ・ソンクラ大学） 

 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。今年度は、パームオイルミル排水の特性の把握、それを資

化する微生物の選定、パームオイルミル排水の選定に関する研究を実施

した。 

 

12. 耐熱性発酵菌を用いたソルガム絞り汁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：今井剛博士（山口大学）、Pakawadee Kaewkannetra

博士（タイ・コンケン大学） 

 耐熱性発酵菌を用いたソルガム絞り汁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。今年度

は、ソルガム絞り汁を原料としたバイオプラスチックの生産プロセスの

検討（菌の選定、プロセスの運転条件の把握など）を実施した。 

 

13. 耐熱性菌を用いた産業系セルロースからのバイオ水素生産に関する

研究 

 共同研究チーム：今井剛博士（山口大学）、Prapaipid Chairattanamanokorn

博士（タイ・カセサート大学） 

 耐熱性菌を用いた産業系セルロースからのバイオ水素生産プロセス

の開発を最終目的とする。今年度は、高温嫌気性消化汚泥からの混合培
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養系バイオ水素生産菌の培養に関する研究を実施した。 

 

 (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）、Napavarn 

Noparatnaraporn 博士（タイ・Director, Agricultural R & D Agency） 

 先の JSPS-NRCT 拠点事業において、50 度�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。まだまだ種々の生理活性物質や有用物質を生

産しうる可能性を秘めている。これら、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。また、

耐熱性微生物の高濃度大量生産技術はまだまだ未知の分野である。溶存

酸素供給の不十分な、物質移動の不明な中での、高温での高濃度微生物

培養技術は確立されておらず、生物化学工学の手法を駆使して、流加培

養法、流動床培養法、回転円筒法など、種々の培養技術を開発し、効率

的な耐熱性微生物の大量培養技術を確立する。今年度は、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について実施した。

稲わらなどの農産廃棄物から、放線菌のキシラナーゼ、セルラーゼを利

用して、高温（50 度以上）でグルコースやキシロースに分解し、光合成

細菌でＡＬＡを生産する可能性を見出した。 

 

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)、Siriluk 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)  
 生物工学的手法によるバイオマス利用の従来の対象は、集積容易な、

栽培バイオマス、あるいは大規模農業や食品産業の副生品などであっ

た。しかしながら、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
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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。

本研究の結果は環境の保全にも資するものである。今年度は、従前より

検討のキチン含有廃棄物のほかに、種々食品素材の加工工程で発生する

廃棄物を有用物質生産用の原料として利用するための検討を開始した。

目的生産物として、微生物菌体、産業用酵素、エネルギー物質、有機酸

類、各種生理活性物質などを挙げることができる。先の JSPS-NRCT 拠

点事業より検討しているキチン含有廃棄物のほかに、種々食品素材の加

工工程で発生する廃棄物を有用物質生産用原料としての利用を検討し、

カニガラ中のキチンの糖化反応について新知見が得られつつある。 

 

3. バイオエタノール生産：Kluyveromyces marxianus におけるアミラーゼ

生産 

 共同研究チーム：赤田倫治博士（山口大学）、星田尚司博士（山口大

学）、Sophon Boonlue 博士（タイ・コンケン大学） 

 本共同研究では、耐熱性エタノール生産性酵母に他の微生物由来のア

ミラーゼ遺伝子を導入し、アミラーゼを生産させることによってデンプ

ンからエタノールを生産させることを目的とする。今年度は、デンプン

を含むバイオマスからのエタノール生産の予備実験を行った。アミラー

ゼ遺伝子を DNA 断片として導入したところ、生産することを確認した。

今後、改良を進め、安定した高生産方法を検討する。 

 

4. 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）

 冷却エネルギー削減や中温菌の混入抑制が期待できるエタノ−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

など試験研究を実施する。今年度は、酒類総合研究所コレクションから

耐熱性麹菌を選別し、耐熱性酵母との共培養条件を検討した。ある条件

では、かなり高い収率でエタノールが生産されることが示された。また、

耐熱性酵母によって弱いながらキシロースからエタノールが生産され

ることを見出した。 

 

5. 有用好熱性微生物（群）の機能性発酵飼/肥料の製造への応用 
 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）

 好熱性微生物を中心としたバイオマス変換に有効な微生物及び微生
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物群を育種し、それらを機能性発酵飼/肥料の製造に応用する。先に、既

分離菌の３次スクリーニングと共に、シロアリ腸内細菌群などからの複

合微生物系の育種を試みる。今年度は、既分離菌について動物実験およ

び培養特性の検討を行い、脂質代謝に関与するプロバイオティクス機

能、及び炭酸ガス非排出型コンポスト化のための基礎特性を確認した。

 
6. 耐熱性コリネ細菌コリネそ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）、Savitr 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） 

 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する。２０年度の

研究結果、タイで分離されたいくつかのコリネ細菌を解析し、その中か

ら耐熱性を示し、かつグルタミン生産性を示す IL2 株を特定した。また、

その菌を rDNA 解析より、C. glutamicum と同定するとともに、その株が

高温下、低通気条件下でのみグルタミンを生産する特異な菌株であるこ

とを明らかにした。 

 

日本側参加者数  

２５ 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）国側参加研究者リストを参照） 

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１４－３（   ）国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１回ジョイ

ントセミナー 

（英文）JSPS-NRCT Asian Core Program 

1st Joint Seminar on Capacity Building and Development of Microbial 

Potential and Fermentation Technology towards New Era 

開催時期 平成２１年３月２０日 ～ 平成２１年３月２１日（２日間） 

開催地（国名、都

市名、会場名） 

（和文）タイ国、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) 

Vichai Leelavatcharamas・Khon Kaen University・Assistant Professor 

参 加 者

数 

① アジア研究教育拠点事業の経費を受けて参加した人数・人日数 
（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 

計 

日本側参加者     22/90 （ 2/4 ）人/人日 25/102 

（2/4） 

 人/人日

ベトナム（日本側）参加者          3/12    （ / ）人/人日 

（ ）国（地域）側参加者           /      （ / ）人/人日 

�本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者               ５人 

58 人

タイ側参加者              ４８人 

ラオス（タイ側）参加者               ５人 

合計人数        83 人 

セミナー開

催の目的 

本事業の構成員が集まる最初のセミナーであり、大部分の構成員が参加し、

本事業の研究教育目的達成を目指して情報を交換・共有する場とする。個々

の共同研究について、初年度の成果を口頭あるいはポスターによって中間発

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

ち合わせを行う。若手研究者にも口頭発表あるいはポスター発表の機会を与

え、貴重な経験の機会を提供する。 
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セミナーの

成果 

 ２日間の短期間開催となったが、３２題の口頭発表、５６題のポスター発

表、１題のキーノートレクチャーが実施された。加えて、セッションの合間

に、共同研究者間や研究者間で積極的な情報交換が行われた。 

これらの結果、以下の成果が得られた。 

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) 共同研究について、共同研究者間で十分な打ち合わせができた。 

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

進の場となった。 

5) 若手研究者の貴重な経験の場となった。特に、会場がカセサート大学理学

研究科棟での開催となったため、ラオスから博士課程学生として留学してい

る若手も含めての交流が行われ、大変有意義であった。 

セミナーの

運営組織 

基本的には、タイ側事務局であるコンケン大学に所属する研究者及び事務部

門で実行委員会を立ち上げ、会場となったカセサート大学に所属する研究者

及び事務部門と共同運営した。 

開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容 日本側研究者渡航費    金額 2,748,420 円 

相手国(地域) 

 

内容 会場費等         金額 511,320 バーツ 

                 （1,415,343 円相当） 
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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１回サ

テライトセミナー 

（英文）JSPS-NRCT Asian Core Program 

1st Satellite Seminar on Capacity Building and Development of 

Microbial Potential and Fermentation Technology towards New Era 

開催時期 平成２１年３月１８日 ～ 平成２１年３月１９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、Nguoi Co Cong Hotel 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）山田 守・山口大学医学系研究科・教授 

    スワン ボタン・アンジャン大学・教授 

（英文）Mamoru YAMADA・Yamaguchi University・Professor 

    Xuan Vo Tong・An Giang 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) 

Vichai Leelavatcharamas・Khon Kaen University・Assistant Professor

 

参 加 者

数 

② アジア研究教育拠点事業の経費を受けて参加した人数・人日数 
（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 

計 

日本側参加者     4/8   （ / ）人/人日 4/8 

（ / ） 

 人/人日

（ ）国（地域）側参加者          /      （ / ）人/人日 

（ ）国（地域）側参加者          /      （ / ）人/人日 

�本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者              １人 

２９人

ベトナム（日本側）参加者             ２０人 

タイ側参加者              ７人 

ラオス（タイ側）参加者              １人 

�と�の合計人数        ３３人

セミナー開催の目的  本事業の目標を達成するために、ラオスやベトナムの研究者に対

して関連する情報や技術を伝え、研究結果を討議する場とする。日

本・タイ・ベトナム・ラオスのそれぞれ 1～３名の口頭発表を行う。

 また、共同研究の中で、耐熱性微生物分布調査等ラオスやベトナ

ムの研究者を含む数人のグループからなるものがあることから、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。 
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セミナーの成果  日本側コーディネーターからの本事業計画概要の紹介に続いて、

日本側から３題、タイ側から３題、ベトナム側から１題、ラオス側

から１題の研究報告があった。また、ベトナム味の素からキーノー

トレクチャーがあった。 

 事業の目標達成を目指して情報を交換・共有することができた。

また、ベトナムの若手研究者に対して技術的な情報を提供できた。

特に、ベトナム味の素からキーノートレクチャー講師を招き、当事

業を含めた発酵技術に関しての討議については、ベトナムの若手研

究者に対して大いに知的刺激を与えることができた。 
 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た。

 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った。 

セミナーの運営組織 基本的には、ベトナム・アンジャン大学で実行委員会を立ち上げ、

運営した。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 日本側研究者旅費     金額 133,619 円 

（ベトナム負担）会場費他    金額 110,000 円 

相手国(地域) 

 

内容 タイ側研究者旅費     金額 120,000 バーツ 

（332,162 円相当） 
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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１回若

手研究者セミナー 

（英文）JSPS-NRCT Asian Core Program 

1st Young Scientist Seminar on Capacity Building and Development of 

Microbial Potential and Fermentation Technology towards New Era 

開催時期 平成２０年１０月４日 ～ 平成２０年１０月５日（２日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）山口市、山口県セミナーパーク 

（英文）Yamaguchi City、Yamaguchi Prefecuture 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 
(�日本以外で開催の場合) 

 

参加者数 ③ アジア研究教育拠点事業の経費を受けて参加した人数・人日数 
（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 

計 

日本側参加者     /   （ / ）人/人日 9/23 

（7/14） 

 人/人日

タイ側参加者        7/14   （ 7/14）人/人日 

ベトナム(日本側)参加者     1/5    （ / ）人/人日 

ラオス(タイ側)参加者        1/4    （ / ）人/人日 

�本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者             45 人 

45 人

（ ）国（地域）側参加者              人 

（ ）国（地域）側参加者              人 

合計人数         54 人

セミナー開催の目的 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能力育成に役立つ。 

 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。 
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セミナーの成果  若手研究者育成の一貫として開催し、セミナー運営についても、

できる限り、若手研究者主体に実施した。若手研究者による運営委

員会を４回開催し、講演者選択やグループ討論内容検討及びアブス

トラクト作成等の準備を進めた。タイ・ベトナム・ラオスの大学教

員による経歴を含めた研究講演、グループによる研究討論や口頭発

表の相互評価等を盛り込んだ。 

 対象分野は、有用微生物だけでなく、広く、一般的な微生物研究

とし、専門研究者による最新のゲノム解析やゲノム情報に基づいた

代謝シミュレーションなどの講演が行われた。若手研究者の研究テ

ーマについて、大学教員の指導のもとグループ内で発表し、十分な

時間をかけて討議した。また、酵母研究技術を学ぶためにワークシ

ョップを行った。 

セミナーの運営組織 山口大学の博士課程学生で実行委員会を立ち上げ、運営した。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 参加者旅費       金額 235,060 円 

相手国(地域) 内容 参加者旅費       金額 42,000 バーツ 

（116,256 円相当） 
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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                 （単位：人／人日） 

派遣先 

派遣元 
日本   計 

日本 
実施計画     

実績    

ラオス 
実施計画 1/5   1/5 

実績 0/0  0/0 

ベトナム 
実施計画 1/5   1/5 

実績 0/0  0/0 

タイ 
実施計画 0/0   0/0 

実績 1/15   1/15 

合計 
実施計画 2/10   2/10 

実績 1/15   1/15 

� 国内での交流      0/0  人／人日 

 

 

１１．平成２０年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 4,776,200  

外国旅費 4,094,814  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 727,840  

その他経費 187,053  

外国旅費・謝金に係
る消費税 214,093  

計 10,000,000  

委託手数料 1,000,000  

合  計 11,000,000  
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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 0 0/0

第２四半期 2,614,100 7/155

第３四半期 756,705 12/300

第４四半期 6,629,195 42/326

計 10,000,000 61/781

 

 

 

１３．平成２０年度相手国マッチングファンド使用額 

 

相手国（地域）名 タイ   

平成２０年度使用額 

（単位：円相当） 

12,600,000 

円相当

 

円相当

 

円相当

 

 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を、   

  日本円に換算して記入してください。 

 

 

 

 


