
アジア研究教育拠点事業 
平成２０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 

 
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（ １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、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（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） 
          Faculty of Technology・Assistant Professor・ Vichai Leelavatcharamas 

 協力機関：（英文）Burapha University, Chiang Mai University, Chulalongkorn University, 
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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．アジア研究教育拠点事業としての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

成を目指す。開発される技術は、地球規模の環境、衛生や食料問題等の解決に貢献でき、
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新規産業創成にも繋がると期待される。 

 共同研究は、以下の３つの課題に分けて実施する。それぞれの課題は後述のように複数

の共同研究グループによって構成される。 

課題 １：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 
 
  平成２０年度から開始 
 
７．平成２０年度の研究交流目標 
 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。 

 
８．平成２０年度の研究交流の概要 
８－１ 共同研究 

 本事業の実施にあたり設定された上述の３課題に沿って、本年度の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。 

 

課題１：Exporational Research of Useful Microorganisms 

        （有用微生物の探索研究） 

1-1 Screening useful microorganisms 
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（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生物の探索と分離 

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 

糖質・糖鎖関連酵素遺伝子のスクリーニング 

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 

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 

耐熱性酢酸菌の分離と耐熱性に係る生理学的特徴の解析 

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 

耐熱性コリネバクテリウムによるグルタミン酸発酵と耐熱性機構の解析 

耐熱性酵素とその大量生産に関する研究 
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課題３：Applied Research with Useful Microorganisms 

    （有用微生物を用いた応用研究） 

3-1 Application for food, medicine, bio-energy, etc 

  （食品、医薬品、バイオエネルギ−等への応用） 

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

の基盤技術開発 

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 

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 

 

８－２ セミナー 

 12月1〜3日の日程で、タイ国コンケンにおいて、第１回ジョイントセミナーを開催する。

それに引き続いて、12 月 5〜6 日の日程で、ベトナムホ−チミン市でサテライトセミナーを

開催する予定である。 

 また、10 月に山口大学において、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 21 年 3月に、ベトナム（日本側）、ラオス（タイ側）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２年目以降の活動について協議する

予定である。 

 

 

 5



９．平成２０年度交流人数・人日数総表 
９－１ 相手国との交流計画 

（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  35/261 4/8    39/269 

タイ 21/589  (10/20)   
 21/589 

(10/20) 

ベトナム(日本側) 3/13  17/145     20/158 

ラオス(タイ側)   2/9 (8/100) (3/6 )   
  2/9 

(11/106)

       

合計   26/611 
52/406 

(8/100) 

  4/8 

(13/26) 
  

 82/1025

(21/126)

 

※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（相手国予算による）交流についても、カッコ書きで記入してく

ださい。 

 

 

９－２ 国内での交流計画 

   ５／ １０ （人／人日）
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