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アジア研究教育拠点事業 
平成２１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 

 
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（  ２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、京都工芸繊維大学、岡山大学、

広島大学、九州大学、琉球大学、宇部高等工業専門学校、大阪府立大学、石

川県立大学、福井県立大学、熊本県立大学、大阪市立大学、慶応義塾大学、

明治大学、立命館大学、広島国際学院大学、崇城大学、長浜バイオ大学 
 事務組織：山口大学学術研究部研究推進課、財務部経理課、財務部契約課 
 
相手国側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
（１）国（地域）名：タイ 
拠点機関：（英文）Khon Kaen University 

      （和文）コンケン大学 
 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 
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                  University, Kasetsert University, King Mongkut's Institute of 
               Technology Ladkrabang, King Mongkut's University of Technology 
                  Thonburi, Maejo University, Mahidol University, Naresuan 
                  University, Prince of Songkla University, Srinakharinwirot 
                  University, Thammasart University, UbonRatchathani University, 
                 National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, 
                 Thailand Institute of Scientific and Technological Research, 
                 BIOTEC (National Center for Genetic Engineering and  
                  Biotechnology) Culture Collection, Agricultural Research and 
                  Development Agency 

（和文）ﾌﾞﾗﾊﾟ大学、ﾁｪﾝﾏｲ大学、ﾁｭﾗﾛﾝｺﾝ大学、カセサ−ト大学、ﾓﾝｸｯﾄ王工科

大学ﾄﾝﾌﾞﾘ校、ﾓﾝｸｯﾄ王技術大学ﾗﾄﾞｸﾗﾊﾞﾝｸﾞ校、ﾒｲｼﾞｮ大学、ﾏﾋﾄﾞﾝ大学、 
ﾅﾚｽｱﾝ大学、ｿﾝｸﾗ王子大学、ｼｰﾅｶﾘﾝｳｨﾛｯﾄ大学、ﾀﾏｻｰﾄ大学、ｳﾎﾞﾝﾗﾁｬﾀﾆ

大学、遺伝子工学・ﾊﾞｲｵﾃｯｸ国立研究所、ﾀｲ科学技術研究所、ﾊﾞｲｵﾃｯｸ

ｶﾙﾁｬｰｺﾚｸｼｮﾝ、農業研究開発機構 
 
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

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。 
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 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２１年度研究交流目標 
 当初計画に従って、本年度は第２回サテライトセミナーと第２回若手研究者セミナーを

開催する。また、国際会議（The 3rd International Conference on Fermentation Technology 
for Value Added Agricultural Products）に参加し、その１セッションを主催し、本事業に

関する約２０題の口頭発表を行う予定である。さらに、当初計画にはないが、第２回ワー

クショップを開催する。 
 事業開始２年目となり、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、さらに展開する。本拠点事業から参加した共同研究者グル

ープを含め、各共同研究の前半（中間評価前）達成目標に向けて研究交流を実施する。本

事業では、ベトナムとラオスの協力研究者が参加しているが、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の有用微生物分布調査を継続す

る。また、熱帯性環境に棲息する耐熱性微生物について「耐熱性分子機構の解析」が開始

されるが、すでに先行して実施している共同研究者グループを含め、本格的な研究を進め

ていく。 
 若手研究者が中心となって企画・運営する若手研究者セミナーを開催し、新しい情報や

技術の獲得、研究発表と討議、国際交流等を目指す。また、タイで開催されるワークショ

ップでは、ラオス、ベトナム、タイの若手研究者に対して有用微生物分離などの技術指導

を行う。さらに、昨年に続いて、ラオス、ベトナム、タイの若手研究者を日本の共同研究

者が受け入れ、研究指導を行う。これらの活動を通じて若手研究者を育成する。 
 
７．平成２１年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 
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 平成２１年度は、昨年度とほぼ同規模の研究協力体制で本拠点事業を実施した。具体的

には、日本の２４研究機関６６人、タイの１９研究機関６８人、ベトナムの４研究機関１

０人、ラオスの１研究機関８人が参加して、４８件の共同研究を行なった。その内、日本

とタイとの共同研究は３９件、日本、タイ、ベトナム、ラオスの４カ国共同研究を９件実

施した。 
 ベトナムやラオスとの共同研究を促進するために、第２回ワークショップをコンケン大

学で開催した。また、同様に共同研究の促進や打ち合わせ、さらには本事業の広報のため

に、第２回サテライトセミナーを平成２１年８月２４−２５日にビエンチャン（ラオス）で

開催した。さらに、本拠点事業の活動の一環として、国際会議（The 3rd International 
Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products：平成２

１年８月２５−２６日、コンケン大学）に参加し、その１セッションを主催した。 
 
７－２ 学術面の成果 

 本拠点事業の研究成果として７５件の学術論文を発表した。加えて、第２回サテライト

セミナーで１４件、The 3rd International Conference on Fermentation Technology for 
Value Added Agricultural Products で１５件の研究成果発表を行なった。また、それぞれ

の共同研究もほぼ順調に継続されている。プロジェクト１では耐熱性の有用微生物の分離

とその分子生物学的および生化学的な解析が進められ、プロジェクト２では耐熱性分子機

構の解明とともに、耐熱性有用微生物の分布調査が少しずつ展開されている。プロジェク

ト３では様々な応用研究のための基礎研究が行なわれ、次世代発酵技術となる高温発酵と

してエタノ−ル発酵などでパイロットプラントのための予備研究も始まった。このように、

本拠点事業のロードマップをほぼ達成している。 
 
７－３ 若手研究者養成 

 本年度、本拠点事業関連で５人が博士課程を修了した。若手研究者養成のための事業と

して、第２回若手研究者セミナーを平成２１年１０月１０日�１１日に山口市で開催した。

第１回と同様に、博士課程学生を中心とした運営委員会を設置し、数回の委員会を開いて

準備を行った。第２回若手研究者セミナーには、タイ、ラオス、ベトナムから７人、タイ

やベトナムからの留学生１０人、その他の外国人留学生４人、日本人学生２５人などを含

めた７３人の若手研究者が参加した。初日に、講演と出席者全員全員が参加するグループ

討議を行った。グループ討議では、各自の研究について英語で口頭発表し、討議した。２

日目は、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、生

物現象のシミュレーションに関するワークショップを行った。また、第２回サテライトセ

ミナーでは、多くの若手研究者の参加があり、活発な質疑があった。 
 その他の若手研究者養成に関する取り組みの一部を以下に紹介する。 
 宇多川隆：ラオス、タイにおける発酵魚の情報を、福井県立大学にて魚の発酵を研究し

ている学生と共有し、研究の幅をつけさせている。平成２２年度には、学生をタイに派遣
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させる予定である。 

 山本憲二：Chang Mai 大学の博士課程の学生（Mr.Sriphannam Wattana）に遺伝子の

クローニング技術とタンパク質の精製技術をトレーニングした。 
若山守：留学生 Wasana Suyotha が第２回若手研究者セミナーに参加し、研究発表を行

った。同留学生は、立命館大学大学院博士課程へ進学予定である。 
 阪本龍司：Wasana Sukhumsirichart 氏は、本学に滞在中、本学学生に研究および論文

作成指導を行った。 
 松下一信： タイ留学生 Ms. Willawan Masud の研究指導とタイからの博士留学生（Ms. 
Watchara Kanchanaraha および Ittipon Saichana）の研究指導を行った。 
 山田守：平成２１年度 JSPS 若手研究者交流支援事業で来日した山口大学博士課程修了者

の Keawta Sootsuwan 博士（ラジャマンガラ大学）の研究指導を行った。 
 金原和秀：タイ側の修士課程学生、Uthumporn Thanyacharoen を平成２２年２月から

６ヶ月間受け入れ、現在、耐熱性細菌由来アミダーゼに関する共同研究の実験を指導して

いる。 
 中山二郎：平成２０年度 JSPS 若手研究者交流支援事業にて招聘したカセサート大学 Ms. 
Massalin Nakphaichit の指導を平成２１年１１月まで行った。また、現在、同人の投稿論

文作成指導中である。 
 神崎浩：タイ側若手研究者が、山口大学で行われた第２回若手研究者セミナーに参加し、

日本側及びタイ側若手研究者との交流を深めた。 
 今井剛：コンケン大学の博士学生 Varavut Tanamool 氏が山口大学からの補助金で、ピ

ブンソンクラム地域総合大学の Sukusaman Sangyoka 講師がタイの UMAP（University 
Mobility in Asia and the Pacific Scholarship）奨学金で、カセサート大の Jeerasak 
Pandech 氏が同大学の奨学金で、それぞれ２ヶ月程度滞在し、共同研究を行った。 
 加藤純一：加藤は合計３回バンコクへ渡航し、チュラロンコン大学の学生の研究指導を

行った。チュラロンコン大学およびマヒドン大学の学生２名の短期研修を行った。 
 石井正治：タイ国から Chayakorn Pumas 君が来て、東大内で実験を行った。 
 佐々木健：本年度は、ARDA より Chaveevan Leaungvutibiroj さんが広島国際学院大学

で研究を行い、論文を２報執筆し、投稿を行った。また、チェンマイ大学の Phisit 
Seesriyachan さんが同様に、研究を実施するとともに論文投稿を行った。同氏は、平成２

２年１月１５日、論文博士として学位（博士（工学）)を取得した。 
 
７－４ 社会貢献 

 コンケン大学で第２回ワークショップが開催され、本拠点事業のラオスやベトナムの研

究者に加えタイの高等学校教諭も参加した。その他には、以下のようなものがある。 

 宇多川隆：福井県敦賀市においてナレズシの新たな開発が検討されている。ラオス、タ

イの発酵魚の情報を提供することにより、ナレズシの新たな展開に貢献していく。 

 山本憲二：現在の段階では両国に対して社会貢献ができそうな成果は出ていないが、
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β-Galactosidase および β-N-Acetylhexosaminidase は糖転移活性を有することが見出され

ているので、その特異な活性を利用したオリゴ糖の酵素合成を試みる。これらのオリゴ糖

はプレバイオティクスとなり、乳酸菌やビフィズス菌の増殖因子になり得る可能性が大き

く、乳幼児の健康増進に資することができる。 

 寺本祐司：平成２１年８月２７日「世界の珍しい酒の話」と題して市民講演会を行った。 

露無慎二：農薬の環境における蓄積が生態系を乱してきているが、当研究課題でこれま

で分離された拮抗菌は、農薬に依存しない生物防除用資材として利用され、この意味で社

会のニーズに応える研究であると言える。 

 阪井康能：この研究を通じて得た耐熱性酵母や細菌を宿主とする異種遺伝子発現系ある

いは物質生産系が構築されれば、生産性の点で従来の中温菌を用いる方法を顕著に向上で

きると考えられる。また、分離したメタン資化性微生物コンソーシアは、温室効果ガスで

あるメタンの排出削減に利用できる。 

 神崎浩：タイの植物由来の二次代謝産物についての微生物変換実験も行っており、その

中から有用な生理活性物質創製ができればタイ社会への貢献が可能になると予想される。

タイ側研究者が日本滞在中、日本側研究者の研究室で学生との交流を深めており、日本の

学生にとって、海外の研究者との英語による交流が行われたことは教育上大変有意義であ

った。 

 熊谷英彦：セルラーゼ類の研究は、まだ直接的結果はないが、未利用バイオマスの有効

利用を通じて、将来の炭酸ガス排出削減、地球温暖化防止、資源循環型社会の構築に寄与

する。 

 佐々木健：コンポスト製造や土壌改良の実験を通じて習得した土壌分析のノウハウを、

広島市での市民家庭菜園での講習に生かし、地域農家や市民園芸グループへの有機農業の

指導と土壌分析の講習会などを行った。平成２２年度は、東広島市の有機農業研究会で講

習を行う予定である。 

 

 

７－５ 今後の課題・問題点 
 ベトナムやラオスとの共同研究において、依然、設備不足などのために計画が遅れてい

る。タイの JICA やラオスの JICA にも相談しているが、非常に難しい状況にある。これま

でと同様に、ベトナムやラオスからサンプルを持参してタイで研究するという状況が続き

そうである。この手法は、今後なんらかの検討が必要と感じている。その他の問題点等を

以下に示す。 
 山本憲二：大きな課題を決めて長期的な研究の取り組みをする必要性がある。研究者に

対する安価な宿舎の恒常的な確保の必要性がある。 
 岸田正夫：研究交流にかかる物品費用の支払いが、日本側もタイ側も大きな負担となっ

ているように感じられるので、その部分は改善する必要があると考えられる。 
 酒井謙二：ベトナム研究グループとの、さらに緊密な連携体制の構築が必要である。 
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 河合富佐子：帰国後の研究体制が不十分なため継続した成果ができにくい。また、既に

職にある若手研究者は、海外に長期滞在しにくいこともあるように見受けられる。この場

合も研究は中断しがちである。日本側にも、他人の研究を引き継いで進めるのは難しいこ

とが多い。双方でギャップを埋める努力が必要である。 
 園元謙二：本年は、カウンターパートであるベトナムの Dr. Nguyen Van Ba に九州大学

の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た。しかし、まだ

技術習得は完全でなく、平成２２年度以降も引き続き技術指導を継続する必要がある。 
 神崎浩：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。 
 熊谷英彦：研究成果を社会貢献に結び付けるためには、さらに研究結果を蓄積すること

が必要である。そのための社会的理解、研究支援が必要である。実現には経済性を求めら

れる事柄であり、容易ではない。 
 佐々木健：ホストとの１年間に１回程度の交流では、なかなか共同研究が進めにくい。

研究者だけでなく、研究活動の主体となる大学院生も一緒に、もっと交流できる環境があ

るとより効率的と思われる。また、実際に研究論文をまとめるにあたり、タイではデータ

の分散とか統計処理、データのばらつきをまとめておく習慣が研究者の間で少なく、現在

の国際的な学術雑誌への投稿が難しい原因となっている場合が多い。これらのことも、若

手教員や大学院生への教育を含めて、周知させることが課題として浮かび上がってきた。 
 
７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２１年度論文総数   ７５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 ３５本 

 
８．平成２１年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

 昨年に引き続き前述の３課題に沿って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、それぞれの小課題ごとに実施した個々の共同研究テーマを示す。なお、一部の研

究課題については当初計画から変更している。 

 

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」、「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
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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」、「発酵魚の性質解析とその応用」、「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」 
 
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） 
「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 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」、「耐熱性リパーゼ／エステラ

ーゼの特性と解析」 
 
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 amyloliquefaciensKPS46 の分子シグナルと植物応答」、「キラル化合物生
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産に有用な微生物酵素の探索と応用」、「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」、「「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」、「耐熱・耐溶媒性細菌によるパームオイルからのバイオディーゼル製造」 
3-2 Development of high temperature fermentation technology（高温発酵技術の開発） 
「環境保全のための低品質バイオマスの利用」、「耐熱性微生物によるバイオエタノール高

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」、「耐熱性コ

リネ細菌コリネそのグルタミン酸発酵と耐熱性機構の解析」 
 
８－２ セミナー 
平成２１年１０月１０日－１１日の日程で、山口市において第２回若手研究者セミナー

を開催した。平成２２年８月２４日－２５日の日程で、ラオス国立大学でサテライトセミ

ナーを開催した。平成２１年８月２５日－２６日に国際会議（The 3rd International 
Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products：コンケ

ン大学）に参加し、その１セッションを主催した。 
 
８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
 平成２１年８月２５日－２６日開催の国際会議期間中、日‐タイ双方のコミッティメン

バー及び４国のコーディネーターでコミッティ会議を開催し、今後の共同研究のより効果

的・効率的な進め方について討議した。平成２１年１１月２０日に山口大学でコーディネ

ーター会議を行い、今後の活動全般について協議した。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、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２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２１年度研究交流実績人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

 

          派遣先 

派遣元 
日本 

<人／人日>

タイ 

<人／人日>

ベトナム 

（日本側）

<人／人日>

ラオス 

（タイ側） 

<人／人日> 

 

<人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画 
 23/147 

(3/13) 
 7(6)/14 

(2(2)/4) 
 24/161 

(3/17) 

実績 
18/78 
(2/6) 

1/5 
8(7)/29 
(1(1)/4) 

 20/112 
(2/10) 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 34/666 
 

 (8/16)  
34/666 
(8/16) 

実績 26/561  (6/18)  
26/561 
(6/18) 

ベトナム 

（日本側） 

<人／人日> 

実施計画 4/44 2/50 
 

2/4  8/98 

実績 4/45 5/25 5(5)/15  9/85 

ラオス 

（タイ側） 

<人／人日> 

実施計画 3/15 (4/39)  
 

 
3/15 

(4/39) 

実績 1/6 (7/113)   
1/6 

(7/113) 
 

<人／人日> 

実施計画     
 

 

実績      

合計 

<人／人日> 

実施計画 41/725 
25/197 
(7/52) 

 
3/18 

(8/20) 
 

69/940 
(15/72) 

実績 31/612 
23/103 
(9/119) 

1/5 
1/44 

(6/22) 
 

56/764 
(15/141) 

 

※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 

   ２／４  <人／人日>   １／２  <人／人日> 
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１０．平成２１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 AkadaYamaguchi University・Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

Dr. Tipaporn Limpaseni・Chulalongkorn University・Associate Professor 

交流人数 

（※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 ベトナム 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  5/36  5/36 
実績 3/14  3/14 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 13/263   13/263 
実績 10/178  10/178 

ベトナム 

<人／人日> 

実施計画     
実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 13/263 5/36  18/299 
実績 10/178 3/14  13/192 

② 国内での交流       0 人／0 人日 
２１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６件と７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、その内の静岡大学研究チームの２件を１つにまとめて実施し、１件

を（２）の１つにまとめて実施した。また、（２）については２件の新たな研究が

加わった。 
 
（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）
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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、カセサート大学グループによって植物生育促進活性

を有する細菌が複数スクリーニングされた。コンケン大学グループによって、プ

ロバイオティクス機能、色素生産能を示す細菌が複数スクリーニングされ、その

生産性や色素の性質が明らかにされた。本菌を Streptomyces graminerous と同

定した。また、九州大学グループによって好熱性 L-乳酸生産菌の発酵特性が明ら

かにされた。 
 
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）、森口充瞭博士（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。今年度は、チェンマイ大学

の Nitaya Boontim 主任研究員が、２週間にわたり立命館大学生命科学部生物工

学科（若山）および別府大学食物栄養科学部発酵食品学科（森口）において実験

ならびに共同研究の打ち合わせを行った。今後の研究方針と平成２２年度の具体

的な研究計画を立てた。また、Naresuan 大学からの留学生 Jaruwan Thongsanit
（旧拠点事業日本側メンバー)が、「発酵食品より分離した微生物由来グルタミナ

ーゼとアスパラギナーゼに関する研究」を学位論文としてまとめ、博士学位（立

命館大学（工学））を取得し、平成２２年４月より Naresuan 大学へ復職する。 
 
3. 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」も一緒に研究を行った。 
 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、Dr. Vichien の学生である

Sukhumaporn Sukkhum が平成２１年２月から静岡大学にて放線菌の PLA 分解

酵素に関する研究を行っていたが、JSPS 若手研究者交流支援事業の支援を受け

て滞在を５月２６日まで約２か月延長し、研究活動を行うことができた。 
 
4. 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
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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。目標とする酵母のス

クリーニングを行い、有用な菌株が取得できた。また、ウボンラチャタニ大学理

学部講師のSurasit Sutthikhampaを受け入れ、耐熱性酵母の凝集性遺伝子の過剰

発現を試みたが凝集性酵母株は取得できなかった。しかし、既に取得していた凝

集性株の温度変化による凝集性を観察し、温度により凝集性を調節できることが

わかった。 
 
5. 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、Klebsiella sp.の生産するフェルラ酸エステラーゼの精製

を行った。タイの稲ワラから分離した微生物を液体培地にて培養し、その上清の

フェルラ酸エステラーゼ活性を測定した。その中で 大活性を示した１株をフェ

ルラ酸エステラーゼ高生産菌として選択した。本菌は 16S rDNA 塩基配列から

Klebsiella sp.と推定された。本菌培養上澄を酵素源として、陰イオン交換および

疎水カラムクロマトグラフィーによりフェルラ酸エステラーゼを精製した。本酵

素の反応 適温度は 40℃付近であり、アルカリ域において高活性を示した。 
 
6. 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、タイ・カセサート大学か

ら Wichien Yongmanitichai 先生が訪日し、微細藻の応用研究、特に藻類による

バイオ燃料などについて情報交換を行うとともに、今後の研究課題について意見

交換を行った。正式の研究パートナーではないが、やはりタイ・カセサート大学

の Vichien Kitpreechavanich 先生、並びに静岡大・徳山先生との共同研究につい

て、主にメールで意見交換を行った。過去にタイで行われた微生物からの抗マラ

リア物質の探索研究を受けて、微生物からの活性物質の化学的解明を日本側で行

う用意があることを伝えた。ただ、こちらでは抗マラリア活性を測定できないの

で、高感受性の真菌で代替えが出来るかの試験を兼ねて検討を行うことにした。

分与された抗マラリア活性株は、弱いながら抗ミズカビ活性を示し、この活性を
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指標に活性物質を単離、構造解析したところ、抗マラリア活性が報告された既知

物質であった。さらに、過去に Wichien 先生と行っていた抗ミズカビ物質の探索

を日本側で継続していたところ、新規で有望な化合物を放線菌生産物から得た。

 
（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・Chiang Mai 大学）、Thida Chaiwangsri 博士（タイ・

Naresuan 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、Naresuan 大学の Dr. Thida Chaiwangsri が京

都 大 学 生 命 科 学 研 究 科 で ビ フ ィ ズ ス 菌 (Bifidobacterium bifidum) の
b-N-Acetylhexosaminidase の遺伝子クローニングの実験に従事した。また、山本

が Naresuan 大学及び Chiang Mai 大学を訪問して、微生物のグリコシダーゼに

関する研究について Dr.Thida Chaiwangsri および Dr.Chartchai Khanongnuch
と詳細な検討を行い、研究の進捗状況について討論した。さらに、Chiang Mai
大学の Dr. Chartchai Khanongnuch が京都大学生命科学研究科でラクトバチル

ス属乳酸菌(Lactobacillus fermentum)の�-Galactosidase の遺伝子クローニング

の実験に従事した。タイの乳児の糞便から単離同定された乳酸菌 Lactobacillus 
fermentum の�-Galactosidase について遺伝子のクローニングに成功し、得られ

た組換え酵素のさまざまな酵素化学的性質を検討した。ビフィズス菌による母乳

オリゴ糖の代謝系で重要な役割を果たす�-N-Acetylhexosaminidase の遺伝子を

Bif. bifidum よりクローニングに成功し、組換え酵素の諸性質を解明した。 
 
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

生物を用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。今年

度は、黒米をつかって鮮やかな赤い色調の黒米酒をつくった。分析を行い、その
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特性と抗酸化能を明らかにした。 
 
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（タイ・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、

大阪市立大学大学院理学研究科において、Piamsook Pongsawasdi 博士(チュラロ

ンコン大学)を１４日間受け入れ、組換え遺伝子組み換えレバンシュークラーゼの

糖鎖転移特性を調べた。また、村上周一郎博士がチュラロンコン大学を訪問し（6
日間）、微生物をスクリーニングするための試料を採取した。その結果、菌体内に

CGTase を生成する微生物、およびイソマルトオリゴ糖を生成する微生物の分離

に成功した。さらに、レバンシュークラーゼの遺伝子をクローニングするととも

にその発現系を構築し、発現酵素の性質について検討した。 
 
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、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。

しかし、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。 
 
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

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
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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、いくつかの耐熱性油脂生産酵母の単離に成功した。 
 
6. 発酵魚の性質解析とその応用 
共同研究チーム：宇田川隆博士（福井県立大学）、Pongtep Wilaipun 博士（タ

イ・カセサート大学） 
平成２１年度より JSPS アジア研究教育拠点事業に参加の機会を得た。ラオスの

食文化、特に発酵食品に学術的に魅力的なものがあり、追求すべきものが多い。

特に、魚を発酵させた食品は、ラオスだけではなく、その後訪問したタイにも多

数存在し、メナム河流域の伝統的な発酵食として地域に定着している。我々が国

内でテーマとしている魚類の発酵と共通しているところがあり、共同研究するに

相応しいテーマであると判断した。そこで、Khon Kaen を中心とするタイ国東北

部（イサン地方）などメナム河流域で魚を発酵させた伝統的な食品（Pla-Ra と呼

ばれている）より分離された乳酸菌についてタイの研究者と議論した。タイ国カ

セサート大学の Dr. Pongtep Wilaipun との交流の中で、タイにおける魚発酵食品

及び日本の発酵魚についての情報を交換している。発酵製品より、好塩性乳酸菌

Tetragenococcus halophilus が分離されており、この菌は、福井の発酵魚「へし

こ」からも分離されており、共通性があって興味深い。発酵過程で米を添加する

ことは日本のなれずしの製法と一致するものであり、両国の食文化の接点を感じ

させる。今後、ラオス、タイと日本の発酵魚の製法、食品成分、味覚、微生物等

を比較検討する。 
 
7. 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）、土居

克実博士（九州大学）、松崎弘美博士（熊本県立大学）、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・キンモンクット王技術大学ラドクラバング校）、Wilai Noonpakdee
博士（タイ・マヒドン大学）、Wanna Malaphan 博士（タイ・カセサート大学）、

Pongtep Wilaipun 博士（タイ・カセサート大学） 
 細菌の生産する抗菌ペプチド“バクテリオシン”は、毒性がなく、環境や体内に

おいて分解されやすく、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。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。そこで、本サブプロジェクトでは、40℃以上の温度下に
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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。今年度

は、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い腸内細菌

叢への影響を詳細に解析した。その結果、腸内の乳酸桿菌の増殖が促進され、さ

らに大腸菌群の増殖が抑えられるなどの効果が見出された。さらに、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、そしてその効果を詳細に検討するための基盤技術としての

定量ＰＣＲ法による乳酸桿菌の定量法を確立した。また、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。現在、構造解析を行っている。 
 

日本側参加者数  

27 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 
25 名 （１４－２（タイ）国（地域）側参加研究者リストを参照） 

（   ）国（地域）側参加者数 

 名 （１４－３（ ）国（地域）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・Professor 

交流人数 

（※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 ベトナム 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  5/31  5/31 
実績 4/17  4/17 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 10/175   10/175 
実績 8(1)/162  7/162 

ベトナム 

<人／人日> 

実施計画 1/30 2/50  3/80 
実績 1/30 2/10 3/40 

ラオス 

<人／人日> 

実施計画  (1/30)  (1/30) 
実績  (4/98) (4/98) 

合計 

<人／人日> 

実施計画 11/205 7/81 
(1/30) 

 18/286 
(1/30) 

実績 9(1)/192 6/27 
(4/98) 

 14/219 
(4/98) 

② 国内での交流       0 人／0 人日 
２１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）、Siriluk Chaijamrus 博士
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（タイ・ナレスアン大学）、Anusorn Worasing 博士（タイ・ナレスアン大学） 
 未利用バイオマスの有効利用を目的として、タイ国における耐熱性のカビや酵

母の分布調査を実施する。昨年度に引き続き、耐熱性とリグノセルロースの資化

性に優れたカビと耐熱性とアルコール発酵に優れた酵母の分離をすすめた。 
 
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（タイ・チュ

ラロンコン大学）、Nguyen Huu Hiep 博士（ベトナム・カントー大学）、Toulaphane 
Keoken 講師（ラオス・ラオス国立大学） 
 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し、生理学、生化学および遺伝学的に特性化する。さらに、

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。 
 今年度は、以下の結果を得た。（１）タイ、ギリシア等の土壌から新たなブタノ

ール耐性微生物のスクリーニングに成功した。（２）取得株の特性化を行った結果、

ほとんどがBacillus属細菌であることが分かった。また、数株はExiguobacterium
属細菌であった。（３）Bacillus sp. GRSW2-b1 が良好なブタノール耐性を示すの

で、この菌株の DNA 形質転換系の構築を行い、それに成功した。（４）GRSW2-b1
で機能するプロモーターの検索を行い、pUC4K のカナマイシン耐性遺伝子由来の

プロモーターが強い転写活性を示すことを見出した。 
 
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（京都大学）、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） 
 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。 
 タイでの植物試料からのメタノール資化性細菌および酵母のスクリーニングは

順調に進んでおり、多くの菌株が得られている。一方、メタン資化性微生物コン

ソーシアムについては、培養設備の問題でタイでのスクリーニング系の確立が困

難であったことから、日本側で植物試料からのスクリーニングを進めるとともに、

耐熱性のメタン資化性細菌（Methylococcus capsulatus Bath）のC1代謝に関わ

る酵素および遺伝子の解析を進めた。また、日本側で植物試料からスクリーニン

グしたメタノール資化性酵母について、種の同定をタイ側で行ったが、新種の酵

母の発見には至らなかった。 
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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）、Chanhhom-Lo 
Inheung講師（ラオス・ラオス国立大学） 
 耐熱性酢酸菌の熱帯性地域分布調査をタイ・ベトナム・ラオスの研究者ととも

にすすめている。今年度から、タイの研究者によって確立された耐熱性酢酸菌の

スクリーニング法をもちいて、ベトナムとラオスでのスクリーニングを開始した。

 
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） 
 本共同研究では、耐熱性エタノール生産性細菌 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。 
 今年度も、昨年度に続いて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、それぞれの国のサンプルからの Z. mobilis 菌の分離を試みた。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スクリーニングが依然うまくいってお

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） 
 高温エタノール発酵を可能にする耐熱性エタノール生産性酵母Kluyveromyces 
marxianus の東アジア（タイ、ベトナム、ラオス）にお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。今年度も、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、それぞれの国のサンプルからの K. 
marxianus の分離を試みた。その結果、ベトナムのサンプルからいくつかの K. 
marxianus が分離できた。 
 
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 Niamsup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
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オス・ラオス国立大学） 
 本研究課題として、(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、これまでの分離されて

きた株の解析を行った。タイ、ラオス、ベトナムにおいて分離した45oCで生育可

能な耐熱性乳酸菌約157株（ラオス107株、タイ35株、ベトナム15株）から抽出し

たDNAを持参し、北海道大学にて16SrRNA遺伝子の塩基配列決定を実施した。

その結果、これらはLactobacillus ingluviei, Lb. saerimneri, Lb. salivarius, Lb. 
plantarum, Lb. fermentum, Weisella cibaria, W. confusa, Pediococcus 
acidilactici, P. pentosaceus, Enterococcus faecalis, Ent. casseliflavus, Ent. 
saccharolyticus, Ent. durans, Ent. hirae, Ent. aecium, Streptococcus 
macedonicusに帰属されたが、新種は含まれなかった。昨年度、新種と思われる

分離株を得ていたが、詳細解析の結果、既知種株であることが判明した。さらに、

地域別の乳酸菌分布の多様性を解析するために、タイ側研究者の北海道大学滞在

中に各種動物の糞から耐熱性乳酸菌約80株と通常の乳酸菌80株を分離した。現

在、それらの16SrRNA遺伝子の塩基配列を解析中である。 
 
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） 
 耐熱性グルコノバクター酢酸菌の分布調査を実施する。これまで確立したスク

リーニング技術を用いて、タイ、ベトナムやラオスでの耐熱性グルコノバクター

酢酸菌の分離を行い、タイでの分布との比較を行う。タイでの研究に加えて、ベ

トナムの研究者が日本およびタイの研究者を訪れ、スクリーニングの方法を教わ

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）、Chanhhom-Lo Inheung 講師（ラオス・ラオス国立大学） 
 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、これま

で確立したハイスループットなスクリーニング方法を用いて、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。 
 今年度は、カウンターパートの Nguyen Van Ba 博士がベトナムの天然資源（8 
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“nem” samples, 3 sour fermented water samples, 1 sour fermented cooked-rice 
sample, 1 flower sample, その他）からスクリーニングを行い、高温下で増殖す

る乳酸菌 143 株を得、その内 6 指示菌株を用いてバクテリオシン生産性試験を行

ったが、バクテリオシン活性は確認できなかった。 
 
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）、Toulaphane 
Keoken 講師（ラオス・ラオス国立大学） 
 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、本共同研究では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、ベトナムおよびラオスの研究者が昨年度コンケン大

学で修得したスクリーニング法を用いて、ベトナム・ラオス現地でのスクリーニ

ングを開始した。 
 
（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） 
 耐熱性セルラーゼの開発と耐熱性酵母の耐熱性分子機構の解明を目的に、共同

研究をすすめている。昨年度に続いて、耐熱性酵母 Kluyveromyces marxianus
の耐熱性β-グルコシダーゼについて、その酵素化学的諸性質の解析および三次元

構造解析を行った。 
 
2. 耐熱性細菌の生理解析とその乳酸発酵条件の 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） 
 本研究の 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

適化手法を構築することにある。本年度は、スクリーニングした菌の生理解析

を行った。また、バイオディーゼル合成細菌の加水分解酵素の性質を検討するた

め、タイ側研究者がスクリーニングしたリパーゼ生産菌の酵素遺伝子を当研究室

にてクローニングした。さらに、酵素タンパク質を大量発現し、諸性質を検討の

後、バイオディーゼル生産性を向上させる変異の導入を行うことを目標として研

究を行った。また、耐熱性細菌由来アミダーゼに関して遺伝子のクローニングを
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試みている。 
 
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。平成２１年度までの研

究によって、大腸菌の耐熱性分子機構解析がほぼ終了した。膜構造の安定化のた

めの修飾系、DNA 二本鎖切断修復系、tRNA の安定化のための修飾系などを獲得

して耐熱性を獲得したことが示唆された。一方、耐熱性エタノール生産性細菌

Zymomonas mobilis では、トランスポゾンによる熱感受性変異株を取得し、その

変異遺伝子の同定を行った。 
 
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（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のためには、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。 
 今年度は以下の研究を実施した。酵母 Cryptococcus sp. S-2 が産生するセルラ

ーゼは、セルラーゼとしては数少ない酸性セルラーゼ(反応 適ｐH 3.5)であり、

しかも耐熱性を有する酵素である。しかし、結晶性セルロースに対する吸着性が

低く、分解活性も十分ではなかった。そこで、本セルラーゼの C 末端にカビ由来

のセルロース吸着部位(CBD)を、リンカー無、リンカー有など幾つかの形式で組

み入れた改変酵素を Cryptococcus sp. S-2 の発現系で作成し、結晶セルロースへ

の吸着性、分解活性の向上を試みた。結果、CBD をリンカー無で結合したもので

生産量が多く、また結晶セルロース分解活性の著しい向上が見られた。また、CBD
付加により耐熱性もさらに強化されていることが示されるなど、有用セルラーゼ

の機能向上を行うことができた。 
 
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） 
 本共同研究では、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
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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 MSU10、そして 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、さらに SKU1108 株を用いた高温酢酸発酵酢

酸菌の開発などを行った。 
 
6. 耐熱性リパーゼ／エステラーゼの特性と解析 
  共同研究チーム：河合富佐子（京都繊維大学）、Uschara Thumarat（京都繊維

大学博士１年）、Peechapack Somyoonsap 博士 (タイ・シーナカリンウィロット

大学) 
 耐熱性リパーゼ／エステラーゼの特性を明かにすることを目的とする。堆肥由

来耐熱菌より、耐熱性リパーゼ／エステラーゼのクローニングを行うとともに、

その熱耐性を含めた構造的特性解析を実施した。また、耐熱性放線菌由来のプラ

スチック分解酵素遺伝子のクローニングを行い、pQE80L にインサートしたもの

を、E. coli Rosseta-gami(DE3)をホストとして形質転換株を得た。 
 

日本側参加者数  

41 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 
33 名 （１４－２（タイ）国（地域）側参加研究者リストを参照） 

（   ）国（地域）側参加者数 

 名 （１４－３（ ）国（地域）側参加研究者リストを参照） 

 



 25

 
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

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> 

実施計画  7/50  7/50 
実績 5(1)/26  4/26 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 11/228   11/228 
実績 13(4)/221  9/221 

 

<人／人日> 

実施計画     
実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 11/228 7/50  18/278 
実績 9/221 4/26  13/247 

② 国内での交流       0 人／0 人日 
２１年度の研

究交流活動及

び成果 
 

 本研究課題においては２つの小課題に分けて、それぞれ１４件と４件の共同研

究を実施した。なお、いくつかは共同研究の進捗等により他課題へ移動している。

以下に、それらの成果に関する概要を示す。 
 
（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. 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 
 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） 
 昨年度までの研究で取得した 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
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リアクターの構築など）を開発することを目的とする。原料としては、パームオ

イル関連物質、石油関連物質を対象とし、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。 
今年度の研究成果としては、タイ、ギリシア等の土壌から新たなブタノール耐

性微生物のスクリーニングに成功し、取得株の特性化を行った結果、ほとんどが

Bacillus 属細菌であることが分かった。また、数株は Exiguobacterium 属細菌で

あった。また、Bacillus sp. GRSW2-b1 が良好なブタノール耐性を示すので、こ

の菌株の DNA 形質転換系の構築を行い、それに成功した。さらに、GRSW2-b1
で機能するプロモーターの検索を行い、pUC4K のカナマイシン耐性遺伝子由来の

プロモーターが強い転写活性を示すことを見出した。 
 
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・シーナカリンウィロット大学） 
本共同研究では、動物細胞機能（動物細胞増殖やアポトーシス）を特異的に制

御する新規物質（動物細胞の分子化学的制御の研究に大変有用と期待される）の

探索を行なう。また、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。 
今年度は、当研究室で構築したオートファジー検出用遺伝子発現細胞を Dr. 

Ramida にトランスファーし、新たなスクリーニングおよび機構解析を評価する

プロジェクトを開始した。 
 
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） 
本共同研究では主に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。これまでに、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、ビフィズス菌にヒト B 型血液型抗原である β-ガラクトシル基のみに作用する

全く新奇なβ-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、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。今年度はこれをさらに発展させ、タイの乳児の糞

便から単離同定された乳酸菌 Lactobacillus fermentum の β-Galactosidase につ

いて、遺伝子のクローニングに成功し、得られた組換え酵素のさまざまな酵素化

学的性質を検討した。また、ビフィズス菌による母乳オリゴ糖の代謝系で重要な

役割を果たす�-N-Acetylhexosaminidaseの遺伝子をBif.bifidumよりクローニン
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グに成功し、組換え酵素の諸性質を解明した。 
 
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。これまでに、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、さらに、いくつかの生化学的性質を解明した。

今年度は、藍藻からフィコエリスリン（ＰＥ）遺伝子をクローニングし、大腸菌

を用いた異種タンパク発現に成功した。現在はタンパク質にビリンを取り込ませ

ることに取り組んでいる。 
 
5. 農産物と関連廃棄物から誘導された生理活性ペプチドの特性と利用 
 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） 
本共同研究においては、これまでに実施したプロテアーゼ研究を発展させ、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、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

する。今年度は酵素処理によるタンパク質加水分解物中における生理活性のスク

リーニングを行った。 
 
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・シーナカリンウィロット大学）  
本共同研究の 終目標は、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。これまでに、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し

た。今年度は、昨年度バイオコンバージョンが認められた菌株について、その菌

株を用いたバイオコンバージョン実験を進め、生成物数種類を単離した。その構

造解析のための機器分析を日本側で進め、化合物の構造が決定できた。さらに、

異なる菌株によるバイオコンバージョン実験を、タイ側研究者が訪日した際に進

め、そちらの化合物の精製についてもほぼ達成できた。そちらの構造解析も進行
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中である。 
 
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） 
 本共同研究では、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得る

ことを目的に、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。これまでに、Bacillus 
amyloliquefaciens KPS46 による大豆の増殖に対する影響を検討した。今年度は、

発酵食品より分離した微生物由来のグルタミナーゼとアスパラギナーゼに関する

研究を実施した。 
 
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） 
 今年度は、パルプ・製紙工業廃水の生物学的浄化に白色腐朽菌を適用するため

の研究を実施した。この白色腐朽菌はパルプ・製紙工業廃水の着色（濃い茶色）

の脱色が可能であり、また同時に COD 除去も可能であることが明らかとなった。

この白色腐朽菌と白色腐朽菌が生産する酵素が、パルプ・製紙工業廃水の生物学

的浄化に重要な役割を果たしていることを見出した。 
 
10. パームオイルミル排水からのバイオ燃料生産プロセスの開発に関する研究 
 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）、Sompong O-Thong 博士（タイ・タクシン大学） 
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 タイ南部の Khongplaypoo 温泉、Romanee 温泉、Wat That Nam Ron 温泉か

らスクリーニングした高温耐性菌群を用いて、スターチを材料とした水素生産に

関する研究を行った。結果より、いずれの高温耐性菌群も良好な水素生産能を有

しており、水素生産後の残存物質のほとんどが酢酸（9 割）、エタノール（1 割）

であった。PCR-DGGE 解析によって、Thermoanaerobacterium 科の

Thermoanaerobacteriaceae 属に近接なものであることが示唆された。 
 
11. 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） 
タイ東北部の Chaiyabhumi の土壌サンプルを用いて、スクロースから PHAs

（polyhydroxyalkanoates）を生産できる菌をスクリーニングし、同定するための

実験を実施した。結果から 3 種の菌が PHAs を生産できることが示された。この

中で 1 種のみが同定可能で、Hydrogenophaga pseudoflava (99% identify)と同定

された。この菌の PHAs 生産能力は、68.15 % (g PHAs/g DCW) であり、PHAs 収率

は (YP/S) of 0.17 (g PHAs/g Sucrose)であった。 
 
12. 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） 
 タイの未利用農業残渣である豚糞を原料とした水素発酵に関する基礎実験を実

施した。この際に用いた微生物はタイの養豚場の排水を処理するために設けられ

た嫌気性ラグーンの底泥を植種源としたものである。実験は投入する豚糞の量と

微生物の量の比を 2 段階に変化させ、それぞれについてさらに 4 段階に pH を変

化させたもの（pH=4.5,5.5,6.7,7.5）を 35℃の中温と 55℃の高温の 2 ケースに分

けて実施した（合計 16 ケース、なお、各ケース 2 回ずつ実施）。実験結果から、

pH が低いほど安定的に水素が回収でき、微生物の濃度が基質（本実験の場合は豚

糞）に比べて高すぎる場合は pH が低く設定されていても、メタン発酵まで反応

が進んでしまい、安定的な水素生産が難しいことがわかった。なお、水素発酵は

高温の方がより安定的に進行することも明らかとなった。 
 
13. 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）、大島淳（長浜バイオ大学）、

Napavarn Noparatnaraporn 博士（タイ・農業研究開発機構） 
 本共同研究では、簡便で地元農産廃棄物のみで生産可能で、かつ効果の高い(耐
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塩性、耐酸性、貧栄養土壌に対し)農業用資材（ALA や光合成細菌、放線菌を含む）

の生産に関する基礎研究を実施する。今年度は、農産廃棄物などからコンポスト

を作成し、土壌、特に、酸性で貧栄養土壌に対してコンポスト投与による改良と

作物収量改善の成果を出した。また、コンポスト及びコンポスト投与による土壌

中の全細菌、全カビ、窒素固定菌、りん可溶化細菌などの動向を詳しく調査し、

コンポスト投与と土壌微生物の動向の関係を、タイの酸性貧栄養土壌について明

らかにした。 
 
14. 耐熱・耐溶媒性細菌によるパーム油からのバイオディーゼル製造 
共同研究チーム：金原和秀博士（岡山大学）、Jittima Charoenpanich 博士（タ

イ・ブラパ大学） 
 今年度の活動及び成果としては、バイオディーゼル合成細菌の加水分解酵素の

性質を検討するため、タイ側研究者がスクリーニングしたリパーゼ生産菌の酵素

遺伝子を当研究室にてクローニングした。さらに、酵素タンパク質を大量発現し、

諸性質を検討の後、バイオディーゼル生産性を向上させる変異の導入を行うこと

を目標として研究を行った。また、耐熱性細菌由来アミダーゼに関して遺伝子の

クローニングを試みている。 
 
 
（２）Development of high temperature fermentation technology 
  （高温発酵技術の開発） 
1. 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)、Sirilak 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) 
 本共同研究は、未利用の低品質バイオマス（生物系廃棄物）の活用を軸に、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。今年

度は、タイ土壌の体系的なサンプリングと、土壌の物理的性質を解析し、その土

壌に含まれる微生物の分析を行った。現在、それら土壌の物質循環活性を測定し

ているところである。また、乳酸菌を用いたキチン精製法の確立を目指し、プロ

テアーゼ生成能を有する乳酸菌を用いて、カニガラ・エビガラの除タンパクと脱

灰を同時に行なう手法を検討した。これに関連して、乳酸菌を用いて調製したキ

チンの評価を行うために、大腸菌の N-アセチルグルコサミンリン酸化酵素を用い

た N-アセチルグルコサミン定量法を構築した。加えて、カニガラ・エビガラの糖
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化反応に利用できるキチナーゼを探索し、クローニングを行った。６種類のキチ

ナーゼについて大腸菌発現系を確立し、それら酵素の構造と機能を解析した。さ

らに、ポリ乳酸、PA66 プラスチックの分解菌の取得を行うことを計画し、研究計

画を詳細に決定し、PA66 プラスチック、PA66＋ポリ乳酸を有しており、それら

の微粉砕に関する手法を構築した。 
 
2. 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） 
 本共同研究では、共培養による高温エタノール発酵系を確立し、それを用いて

タイで安価に入手可能な糖含有物質からのバイオエタノール生産を検討する。今

年度は、でんぷんの糖化を行う耐熱性のカビと耐熱性酵母 K. marxianus を用い

た共培養系を検討し、良好な結果を得た。 
 
3. 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） 
 本共同研究は、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ことを目的とす

る。今年度は、カセサート大学グループによって植物生育促進活性を有する細菌

が複数スクリーニングされた。また、コンケン大学グループによってプロバイオ

ティクス機能、色素生産能を示す細菌が複数スクリーニングされ、その生産性や

色素の性質が明らかにされた。本菌を Streptomyces graminerous と同定した。

さらに、九州大学グループによって好熱性 L-乳酸生産菌の発酵特性が明らかにさ

れた。 
 
4. 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）

 本共同研究は、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。タイで分離され、

高温でグルタミン生産性を示す IL2 株と常温性グルタミン酸生産菌 KY7189 株を

用いて、そのグルタミン酸排出系輸送タンパク質遺伝子の破壊株を作成するとと

もに、酸化ストレスに重要な SOD 遺伝子の欠損とその発現の解析を行った。 
日本側参加者数  

31 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 

29 名 （１４－２（タイ）国（地域）側参加研究者リストを参照） 
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（   ）国（地域）側参加者数 
 名 （１４－３（ ）国（地域）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 

2009 アジア研究教育拠点事業発酵技術シンポジウム 
第３回有用物質生産のための発酵技術に関する国際会議 分科会 
（ 英 文 ） The 3rd International Conference on Fermentation 
Technology for Value Added Agricultural Products 
2009 Asian Core Program Fermentation Technology Symposium 

開催時期 平成２１年 ８月２５日 ～ 平成２１年 ８月２６日（２日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）タイ コンケン市 コーサホテル 
（英文）Thailand, Khon Kaen, Kosa Hotel 

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 
(※日本以外で開催の場合) 

Dr. Vichai Leelavatcharamas･ 
Khon Kaen University・Assistant Professor 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ タイ   ） 

日本 
<人／人日> 

A. 7/21(人/人日)
B. 1/3(人/人日)
C. 2/6(人/人日)

タイ 
<人／人日> 

A. 0/0(人/人日)
B. 0/0(人/人日)
C. 44/88(人/人日)

ベトナム 
（日本側） 
<人／人日> 

A. 3/15(人/人日)
B. 0/0(人/人日)
C. 0/0(人/人日)

ラオス 
（タイ側） 
<人／人日> 

A. 0/0(人/人日)
B. 0/0(人/人日)
C. 3/15(人/人日)

合計 
<人／人日> 

A. 10/36(人/人日)
B. 1/3(人/人日)
C. 49/109(人/人日)
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A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
 
セミナー開催の目的 微生物発酵に関する国際会議の１つのセッションを実施することに

よって、本事業成果の発表の機会をもうけ、本事業活動を発酵関連分野

の研究者や企業関係者に対してアピールするとともに、討議することに

よって意見や情報の交換することを目的とする。また、参加する共同研

究者間での情報交換や打ち合わせの機会も設ける。 

セミナーの成果  本事業の研究結果について１２題の口頭発表を行った。 
１）本事業活動、特に次世代の高温発酵技術開発について、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た。 
２）耐熱性微生物による有用物質生産等の研究結果について、発酵関連

の研究者や企業関係者と経済性や生産性などについて討議した。 
３）特に、タイにおける発酵研究や研究動向について、新しい情報を獲

得した。 
４）事業の目標達成を目指して、共同研究者間で現在進めている個々の

実験について、情報を交換することができた。 
セミナーの運営組織 Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products

（FerVAAP）委員会およびコンケン大学バイオ工学部 
分科会においては、本拠点事業の組織委員会が運営した。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容  国内旅費        金額    139,150 円 
    外国旅費              679,700 円 

   合計    818,850 円 
（タイ ）国

（地域）側 
内容  タイ側負担旅費     金額    407,000 円 
    会議費               378,000 円 

合計    785,000 円 
（   ）国

（地域）側 
内容              金額 
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整理番号 S－2 
セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業 

微生物の潜在能力開発と次世代発酵技術の構築に関する第２回サテラ

イトセミナー 
（英文）JSPS-NRCT Asian Core Program 
2nd Satellite Seminar on Capacity Building and Developemnt of 
Microbial Potential and Fermentation Technology towards New Era

開催時期 平成２１年 ８月２４日 ～ 平成２１年 ８月２５日（２日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）ラオス、ビエンチャン、ラオス国立大学 
（英文）Laos, Vientiane, National University of Laos 

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 
(※日本以外で開催の場合) 

Dr. Phasy Somkiat・National University of Laos・Associate Professor
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 
（ ラオス  ） 

日本 
<人／人日> 

A. 8(7)/29(人/人日)
B. 0/0(人/人日)
C. 1/4(人/人日)

タイ 
<人／人日> 

A. 0/0(人/人日)
B. 0/0(人/人日)
C. 6/18(人/人日)

ベトナム 
（日本側） 
<人／人日> 

A. 5(5)/15(人/人日)
B. 0/0(人/人日)
C. 0/0(人/人日)

ラオス 
（タイ側） 
<人／人日> 

A. 0/0(人/人日)
B. 0/0(人/人日)
C. 3/6(人/人日)

合計 
<人／人日> 

A. 13(12)/44(人/人日)
B. 0/0(人/人日)
C. 10/28(人/人日)
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A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
 
セミナー開催の目的  本セミナーによって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ことを目的とする。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

含む複数の研究グループがあることから、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。 

セミナーの成果  日本、タイ、ベトナム、ラオスの研究者が、それぞれ口頭発表を計

１４題行った。また、耐熱性微生物分布調査等、ラオスやベトナムの

研究者を含む複数の共同研究グループに分かれて、今後の共同研究に

ついて綿密な打ち合わせを行った。 
 
１）事業の目標達成を目指して、特に、耐熱性微生物の分布調査にお

ける現状について、グループ相互の情報交換を行った。 
２）ベトナム、ラオスの研究者に対して、微生物スクリーニングなど

の技術的な情報提供ができた。 
３）今後の研究計画について、各グループで十分な打ち合わせを行っ

た。 
４）短期間ではあったが、タイ、ベトナム、ラオスの研究者と直接会

う機会となり、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、本拠点事業の組織委員会が運営組織となり開催した。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 国内旅費         金額     58,300 円 
   外国旅費               466,900 円 

    合計    525,200 円 
（タイ ）国

（地域）側 
内容 タイ側負担旅費      金額    630,000 円 

会議費                 91,000 円 
合計    721,000 円 

（   ）国

（地域）側 
内容              金額 
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整理番号 S－3 
セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業 

微生物の潜在能力開発と次世代発酵技術の構築に関する第２回若手研

究者セミナー 
（英文）JSPS-NRCT Asian Core Program 
2nd Young Scientist Seminar on Capacity Building and Developemnt 
of Microbial Potential and Fermentation Technology towards New 
Era 

開催時期 平成２１年１０月１０日 ～ 平成２１年１０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 Prefecturer 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 
(※日本以外で開催の場合) 

 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（ 日本   ） 

日本 
<人／人日> 

A. 1/2(人/人日)
B. 0/0(人/人日)
C. 15/30(人/人日)

タイ 
<人／人日> 

A. 0/0(人/人日)
B. 4/8(人/人日)
C. 0/0(人/人日)

ベトナム 
（日本側） 
<人／人日> 

A. 2/12(人/人日)
B. 0/0(人/人日)
C. 0/0(人/人日)

ラオス 
（タイ側） 
<人／人日> 

A. 1/6(人/人日)
B. 0/0(人/人日)
C. 0/0(人/人日)

合計 
<人／人日> 

A. 4/20(人/人日)
B. 4/8(人/人日)
C. 15/30(人/人日)
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A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
 
セミナー開催の目的 若手研究者育成の一環として本セミナーを開催する。博士課程学生を

含む若手研究者が企画を担当し、微生物研究の専門研究者による講演

と、若手研究者の研究テーマについて３～４のグループに分かれてグル

ープ討議を行う。また、ワークショップによって、バイオインフォーマ

ティクに基づいた代謝シミュレーションの基礎を学ぶ。 
セミナーの成果 １）約半年前から若手研究者による運営委員会を中心に準備を進め、セ

ミナー全体の企画、招待講演者の選択や依頼、要旨集作成などを行

った。参加者のほぼ全員が個々の研究を英語で発表し、質疑応答を

行った。このように、セミナー企画や英語での発表など、貴重な経

験を積むことができた。 
２）若手研究者に、現在のタイ、ベトナム、ラオスの微生物研究を知る

機会を提供した。また、日本の伝統的な発酵技術や先端的なバイオ

インフォーマティク研究を紹介するとともに、代謝シミュレーショ

ンの基礎講習会を実施した。 
３）各自の研究に対して他の若手研究者や年長研究者から様々な意見を

受けることによって、対応能力の育成に役立てることができた。 
４）２日間と短い期間ではあったが、異なるアジアの国の若手研究者と

直接交流ができ、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り開催した。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 国内旅費         金額    203,390 円 
   外国旅費               266,310 円 
   会議費、印刷費            107,960 円 
                合計    577,660 円 

（タイ ）国

（地域）側 
内容  タイ側負担旅費     金額    488,000 円 

（   ）国

（地域）側 
内容              金額 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

① 相手国との交流                  

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

タイ 

<人／人日> 

ベトナム 

<人／人日> 

ラオス 

<人／人日> 

計 

<人／人日>

日本 

<人／人日> 

実施計画 
 

 0/0  0/0 
実績  1/5  1/5 

タイ 

<人／人日> 

実施計画  
 

  0/0 
実績    0/0 

ベトナム 

<人／人日> 

実施計画 2/10  
 

 2/10 
実績 1/3   1/3 

ラオス 

<人／人日> 

実施計画 2/10   
 

2/10 
実績 0/0   0/0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 4/20 0/0 0/0 0/0 4/20 
実績 1/3 0/0 1/5 0/0 2/8 

②  国内での交流       0 人／0 人日 
 

 

 

１１．平成２１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 5,964,582  

外国旅費 2,995,315  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 71,333  

その他経費 308,940  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

159,830  

計 9,500,000  

委託手数料 950,000  

合  計 10,450,000  
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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 1/4 

第２四半期 205,005 16/104 

第３四半期 6,158,100 28/452 

第４四半期 3,136,895 12/206 

計 9,500,000 57/766 

 
 
１３．平成２１年度相手国マッチングファンド使用額 

 

相手国名 

平成２１年度使用額 
[単位：現地通貨] 
（日本円換算額） 

タイ 
2,575,258 [Baht] 

（ 7,422,000 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につ

いて、現地通貨での金額、及び日本円換算額を記入してください。 

 


