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アジア研究教育拠点事業 
平成２１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（ ２年度目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：山口大学 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：山口大学・学長・丸本卓哉 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：医学系研究科・教授・山田 守 
 協力機関：北海道大学、東京大学、静岡大学、京都大学、京都工芸繊維大学、岡山大学、

広島大学、九州大学、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（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、

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．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
 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、４カ国による共同研究９件を含む４３件の共同研究

を組んで本拠点事業を開始した。当初計画にはなかった第 1 回ワークショップを６月にコ

ンケン大学で開催し、第１回若手研究者セミナーを１０月に山口市で開催した。また、第 1

回サテライトセミナーを３月にホーチミン市（ベトナム）で、第 1 回ジョイントセミナー

を３月にバンコク（タイ）でそれぞれ開催した。このようにほぼ研究者全員が参加するジ

ョイントセミナーをはじめ、計画どおりに全てのセミナーを開催し、研究成果を発表する

と同時に共同研究者間での打ち合わせや専門領域に関する最新情報の交換等が行われた。 

 平成２０年度が初年度であることから、まだ多くの研究が論文発表までに至っていない。

しかしながら、第１回ジョイントセミナーでは、８９件の研究成果発表が行われた。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共に、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。 

 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。第１回若手研究者セミナー開催に当たって、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。同セミナーには、タイ、ラオス、ベトナムからの若手研究者や留学

生、その他の外国人留学生および日本人学生を含む５４人が参加した。プログラムとして、

年長研究者による講演、グループ討議（参加者各自の研究成果発表とそれに関する討議）、

酵母の実験技術に関するワークショップを行った。また、複数の博士課程学生が、第１回

ジョイントセミナーに参加し、口頭発表とポスター発表を行った。されに、第１回サテラ
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イトセミナーでは、ベトナムから多くの若手研究者が参加した。 

 以上のように、当初目標をほぼ達成し、初年度ながらかなりの成果が得られている。 

 
７．平成２１年度の研究交流目標 
 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。 

 
８．平成２１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、本年度も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：Explorational 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 
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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 

耐熱性リパーゼ／エステラーゼの特性と解析 

耐熱性酢酸菌の耐熱性分子機構の解析 
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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有用疎水性ケミカル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 

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 

竹からバイオエタノールの発酵生産 

葛を利用したバイオエタノールの生産 

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 

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 

未利用バイオマスの有効利用を目的とする耐熱性のカビ及び酵母、それらの酵素に関する

研究 

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

 

８－２ セミナー 

 平成２１年８月２６～２８日、コンケン大学で開催される The 3rd International 
Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products 
(FerVAAP)の分科会を担当し、当プロジェクトのメンバーが発表するのに合わせ、ラオス

でサテライトセミナーを開催する予定である。 

 また、昨年に引き続き、１０月には、山口大学において若手研究者セミナーを開催する。 
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８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 平成２２年３月に、ベトナム、ラオス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、山口大学学長あるいは副学長との懇談会および３年目以

降の活動について協議する予定である。 
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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  
23/147 

(3/13) 
 

7(6)/14

(2(2)/4)
 

24/161 

(3/17) 

タイ 34/666   (8/16)  
34/666 

(8/16) 

ベトナム（日本側） 4/44 2/50  2/4  8/98 

ラオス（タイ側） 3/15 (4/39)    
3/15 

(4/39) 

       

合計 41/725 
25/197 

(7/52) 
 

3/18 

(8/20) 
 

69/940 

(15/72) 

   日本からラオスの派遣の（ ）書きはタイへの派遣に引き続き派遣する人数で内数 

 

※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 

 
 

   ２／４ （人／人日） 
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１０．平成２１年度研究交流計画状況 
１０－１． 共同研究 
―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－１ 研究開始年度 平成２０年度 研究終了年度 平成２４年度 

研究課題名 （和文）有用微生物の探索研究 

（英文）Explorational Research of Useful Microorganisms 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）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 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない（相手国

側予算による）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）  5/36  5/36 

タイ （人／人日） 13/263   13/263 

ベトナム（人／人日）     

合計 （人／人日） 13/263 5/36  18/299 

② 国内での交流      ０人／０人日 

２１年度の研究

計画（共同研究

の概要、特徴及

び期待される成

果等） 

 

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８件と

５件の共同研究を実施する。 

（１）Screening useful microorganisms 

（有用微生物の検索） 

1. 有用物質生産に有効な耐熱性微生物のスクリーニング 

 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。今年度は耐熱性

細菌等を中心にスクリーニングを行う。 

 

2. 東南アジア地域における有用な食品微生物の探索 

 東南アジア地域における有用な食品微生物の探索を実施し、分離微生

物の特徴を明らかにするとともに、それらの微生物を食品加工へ応用す

ることを目指す。本年度は、塩耐性乳酸菌を含む微生物の分離を進める。

 

3. 有用酵素を生産する放線菌に関する研究 

 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

生産する放線菌群を分離する。本年度は、放線菌の分離同定を行なう。

 

4. 有用物質を生産する微生物の探索と分離 
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 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２１年度は、微細藻類の探索と同定を実施する。 

 

5. エタノールを生産する耐熱性酵母のスクリーニング 

 エタノールやその他有用物質を生産する耐熱性酵母の獲得を目指し

て、様々な場所からの耐熱性酵母のスクリーニングと同定を行なう。 

 

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 

 世界有数の米生産国であるタイにおいては稲ワラ、籾殻、糠が大量に

発生する。本研究ではこれら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。多糖

に対して高分解能を有する微生物のスクリーニングを行なう。 

 

7. 高付加価値化合物を生産する微生物の探索と単離 

 有用脂質、あるいはバイオディーゼル油を生産する微生物の探索を行

い、候補株を選択する。本年度は、微生物の探索と同定を行なう。  

 

8. 糖質・糖鎖関連酵素遺伝子のスクリーニング 

土壌からアミロマルターゼを生産する微生物を検索し、アミロマルタ

ーゼ遺伝子をクローニングし、応用に向けて解析を行なう。本年度は、

微生物検索に加え菌の同定も行なう。 

 

（２） Study on isolated microorganisms and their products 

（分離微生物及び生産物質の研究） 

1. 健康な乳児の糞便から単離した乳酸菌のグリコシダーゼの応用 

 タイ国側のカウンターパートである Dr.Chartchai は健康な乳児の糞便

から単離して同定した乳酸菌 Lactobacillus fermentumが強いβ-ガラク

トシダーゼ活性を有していることを見出している。そこで、この糖質分

解酵素の糖転移活性を利用してさまざまな有用オリゴ糖を酵素合成する

ことを研究目標とする。21 年度の目標は Lactobacillus fermentumのβ

-ガラクトシダーゼの遺伝子クローニングを試みる。 

 

2. タイ国で分離した海洋性酵母と発酵酵母の有効利用 

 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。 
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3. 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

 これまでに分離した微生物が産生する CGTase, レバンシュークラー

ゼおよびグリコシダーゼを用いてオリゴ糖・配糖体の合成を行なう。 

 

4. 耐熱性グルコノバクター酢酸菌による酸化発酵 

 これまでの研究において分離した耐熱性グルコノバクター酢酸菌を使

って、高温での酸化発酵による有用物質生産を試みる。平成 21 年度は生

産に関わる酵素の精製を試みる。 

 

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 

 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、および

ヘミセルロースなど澱粉以外の多糖分解酵母に対する育種を行なう。平

成 21 年度も引続き、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。 

 

日本側参加者数  

27 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

（タイ  ）側参加者数 

25 名 （１３－２（タイ）国側「参加研究者」リストを参照） 

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３（  ）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 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない（相手国

側予算による）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）  5/31  5/31 

タイ （人／人日） 10/175   10/175 

ベトナム（人／人日）

（日本側） 

1/30 2/50  3/80 

ラオス（人／人日）

（日本側） 

 (1/30)  (1/30) 

合計 （人／人日） 11/205 7/81 

(1/30) 

 18/286 

(1/30) 

② 国内での交流      ０人／０人日 

２１年度の研究

計画（共同研究

の概要、特徴及

び期待される成

果等） 

 

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９件と

６件の共同研究を実施する。昨年度に比べ、共同研究が２件増加する。

 

(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・リグノセルローズ資化性カビ及び耐熱性酵母

の地域的分布調査 

 昨年に引き続き、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べる。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

コール発酵に優れた菌株を選び出す。 

 

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 

 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
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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。昨年に引き続き、各国で土壌、堆積物、環境水および汚

泥試料を採取し、高温耐性および有機溶媒耐性微生物のスクリーニング

を行う。スクリーニング温度は 40～60℃とし、耐性の対象とする有機溶

媒としてトルエンなどの芳香族化合物、シクロヘキサンおよびヘキサン

などの脂肪族炭化水素を用いる。特性化の後、有望な株については遺伝

子操作系の確立に着手する。 

 

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 

 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。 

 ２１年度は前年度に引き続き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継続するとともに、既に取得した株につい

て系統学的な解析を行う。一方、メタン資化性微生物コンソーシアムに

ついては、20年度にはスクリーニング系の確立に至っていないので、本

年度はその確立とコンソーシアムの取得を行う。 

 

4. 耐熱性酢酸菌の熱帯性地域分布調査 

 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。これに平行して、

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。 

 

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 

 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−

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、昨年に引き続き、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
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目指す。 

 

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 

 耐熱性エタノール生産性酵母 Kluyveromyces marxianus の東アジアにお

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。

 

7. アジアにおける耐熱性乳酸菌の地理的分布 

 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。

本年度は、（１）および（２）を実施する。 

 

8. 耐熱性グルコノバクター酢酸菌の分布 

 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。

平成 20 年度はタイでの分布調査をさらに広範囲で行う。 

 

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 

 細菌の生産する抗菌ペプチド“バクテリオシン”は、（１）ヒトに対する

毒性がなく、（２）環境や体内において分解されやすく、（３）耐性菌が

出現しにくい、といった特性から人体そしてさらには環境に優しく安心

して使用できる抗菌剤として注目されている。一方、乳酸菌は、旧来発

酵食品において積極的に利用されてきた伝統的食品微生物であるが、近

年、プロバイオティクスの開発ブームに見られるように、様々な保健効

果が見出され、さらにその価値が高まっている。以上の点からバクテリ

オシンを生産する乳酸菌は、防腐効果と保健効果、そして食品製造と３

つの優れた特性を有するということで、世界中で注目され、科学的にも

多くの研究者により研究が進められている。しかし、多くの乳酸菌は 37℃

以上の温度下では安定してバクテリオシンを生産することができないと

いう弱点をもっている。この弱点は、特に熱帯地方においてバクテリオ

シン生産性乳酸菌を利用しようとした場合問題となる。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
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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。 

 本年度はベトナムの研究者（Nguyen Van Ba 博士）に、われわれがこ

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指導し、実

際に、ベトナムの天然資源からの有用耐熱性乳酸菌の発掘に努める。 

 

(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 

 昨年に引き続き、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。 

 

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 

 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。昨年

に引き続き、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。タイ側研究者は、これまでにグルコースとキシロー

スを炭素源として、50℃で乳酸を高生産する細菌を 3株取得している。

そこで、今年度は、当研究室において、それらの細菌の生理的性質を詳

細に調べ、実際の生産に役立てることを目標として研究する。 

 

3. 大腸菌および耐熱性エタノール生産性細菌の耐熱性分子機構 

 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。本年度は、大腸菌を引き続き解析すると共に、耐熱性エタノール生

産性細菌の Zymomonas mobilis の解析も実施する。 

 

4. 耐熱性酵素とその大量生産に関する研究 

  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。バイ

オマス分解利用技術の推進のためには耐熱性酵素の開発およびその酵素
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を大量に生産することが必要である。本研究では、耐熱性を有する生デ

ンプン分解性アミラーゼやセルラーゼについて、これら酵素を生産する

担子菌系酵母自身を宿主とした、新規なタンパク質高発現系によって、

大量に安価に生産するシステムの構築に関する開発研究を行う。 

 

5. 耐熱性リパーゼ／エステラーゼの特性と解析 

  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を解明する。 

 

6. 耐熱性酢酸菌の耐熱性分子機構の解析 

  微生物の耐熱性機構を明らかにするために、耐熱性酢酸菌を研究対象

とする。トランスポゾン処理によって熱感受性株を分離し、熱感受性と

なった変異遺伝子を同定する。同定した個々の遺伝子についてその機能

解析を行う。 

日本側参加者数  

41 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

（タイ  ）側参加者数 

33 名 （１３－２（タイ）国側「参加研究者リスト」を参照） 

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３（  ）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 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない（相手国

側予算による）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）  7/50  7/50 

タイ （人／人日） 11/228   11/228 

   （人／人日）     

合計 （人／人日） 11/228 7/50  18/278 

② 国内での交流      ０人／０人日 

２１年度の研究

計画（共同研究

の概要、特徴及

び期待される成

果等） 

 

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１５件

と６件の共同研究を実施する。 

(1) Application for food, medicine, bio-energy, etc 

（食料、医薬品、バイオエネルギ−等への応用） 

1. 高温耐性・有機溶媒耐性細菌を活用した疎水性ケミカルのバイオプロ

ダクションのための基盤技術開発 

これまでの共同研究で取得したBacillusおよびDeinococcusなどの高

温耐性・有機溶媒耐性の細菌を宿主として疎水性の有用ケミカルを生産

するための基盤技術（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

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。２１年度は、グリセロール→ヒドロキシプロピオアルデヒド、炭

水化物→ブタノール等の変換に必要な遺伝子をクローニングし、有機溶

媒耐性細菌に導入することで生体触媒を構築する。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

ングする。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

研究する。 
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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 

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。

２１年度は動物細胞機能を制御する新規物質に関する新しいスクリーニ

ングシステムを構築する。 

 

3. 有用乳酸菌のオリゴ糖代謝系と関連酵素の解析 

タイ国には日本では見られないようなさまざまな発酵食品がある。従

来より、タイ国に特有の発酵食品から乳酸菌を単離して来た。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。２１年度の目標は、タイ国の植物性発酵食品から

単離した乳酸菌と日本で漬物などの植物性発酵食品から単離した乳酸菌

について、ヒト腸管への接着性や免疫賦活活性などを調べ、そのプロバ

イオティクスとしての可能性を検討する。さらに、タイ国ではあまり研

究対象となっていないビフィズス菌の母乳オリゴ糖に対する代謝系の解

明とそれに関わる酵素系について、共同で研究を行う。 

 

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 

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。初年度は、安定なフィコ

ビリタンパク質、特に耐熱性を有するフィコビリタンパク質を有する菌

株をスクリーニングした。２１年度はフィコビリタンパク質のタンパク

質化学的特質を明らかにすることと、フィコビリタンパク質の異種発現

系を整備することを目標とする。 
 

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 



 19

キンクモンクット工科大学のDr. Worapot Suntornsukと琉球大学の安

正昭は、前回の JSPS-NRCT 拠点事業で耐熱性微生物の産生するプロテアーゼ

に関する共同研究を実施した。両研究者は、それぞれ耐熱性細菌を分離す

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、前回実施した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

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

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。２１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う。 

 

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 

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。２０年度はタイの植

物由来二次代謝産物の変換反応スクリーニングを実施し，幾つかの変換

を見いだしたので，２１年度はその詳細を検討する。 

 

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 

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。 

 

8. キラル化合物生産に有用な微生物酵素の探索と応用 

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。平成 20 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・機能解析を行う。 

 

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
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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 

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。２１年度は、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べる。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

酵素の作成等の方法で解明する。 

 

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 

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。２０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を行った。２１年度はパームオイルミル排水の選定

を行い、選定した微生物によるバイオ燃料生産に関する実験を実施する。

 

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 

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。２０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）を実施した。２１年度は、選定した菌を用いてプロセスの

運転条件の把握等の実験を実施する。 

 

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 

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。２０年度は、高温嫌気性消化汚泥からの混合培

養系バイオ水素生産菌の培養に関する研究を実施した。２１年度は昨年

度に検討された混合培養系バイオ水素生産菌の培養条件をもとに、安定

的水素生産が可能な運転条件の把握及び優占菌の把握を行う。 

 

13. 高付加価値化合物を生産する微生物の探索と単離 

淡水微細藻類を用いて、効率良く CO2固定を行い、得られた藻体から、

脂質やデンプンなどの有用物質を獲得する。本年度は、目的に適した株

の選定とクロレラをモデルとして効率的な抽出方法の検討を行う。 

 

14. 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 
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これまでの研究実績を元に、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）の生産の基礎研究を行う。 

 

15. 食品および環境未利用資源からのエタノール発酵生産 
大豆および乳加工食品に由来する未利用資源、湖水由来バイオマス、

竹、葛からの環境に優しい方法によるバイオエタノールの生産法の開発

を目標とする。耐熱性アミラーゼ、耐熱性セルラーゼによる植物の糖化

と酵母によるエタノール発酵、竹リグノセルロースの酵素分解法の検討

等を行う。 

 

 (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 

先の JSPS-NRCT 拠点事業で、50℃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。 

 

2. 環境保全のための低品質バイオマスの利用 

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。２１年度は、従前より検
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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引き続き行

う。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。 

 

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

ーゼ生産 

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α

アミラーゼ遺伝子を導入し、α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。２１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を行う。 
 

4. 耐熱性微生物によるバイオエタノール高温発酵生産 

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。 

 

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 

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、

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。 

 

6. 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。 

日本側参加者数  

30 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

（タイ  ）側参加者数 

28 名 （１３－２（タイ）国側「参加研究者リスト」を参照） 

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３（  ）国側「参加研究者リスト」を参照） 
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１０－２ セミナー 
―実施するセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－１ 
セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業 

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２６日 ～ 平成２１年８月２８日（３日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）タイ コンケン市 コンケン大学 
（英文）Thailand, Khon Kaen, Khon Kaen University 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）山田 守・山口大学・教授 
（英文）Dr. Mamoru Yamada, Yamaguchi University, Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

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. 6／３０

B. ２／６

C. ３／１３

タイ 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. １０／３０

ベトナム 

（日本側） 

<人／人日> 

A.  
B. ２／６

C. 
ラオス 

（タイ側） 
<人／人日> 

Ａ 
Ｂ 
Ｃ ３／９

合計 
<人／人日> 

A. ６／３０

B. ４／１２

C. １６／５２
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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  本事業の目標を達成するために、隔年で開催される微生物発酵

に関する国際会議の１つのセッションで、本事業の研究結果につ

いて約２０題口頭発表を行う。これによって本事業活動を発酵関

連の研究者や企業関係者へアピールするとともに、討議すること

によって意見や情報を交換する。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。 

期待される成果 1) 本事業活動を発酵関連の研究者や企業関係者へアピールする

ことができる。 
2) 本事業活動、特に、研究結果について発酵関連の研究者や企業

関係者と討議ができる。 
3) 国際会議で新しい情報を獲得できる。 
4)  事業の目標達成を目指して、共同研究者間で情報を交換・共有

することができる。 

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組織となる。 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容  日本側研究者旅費   金額 619,000 円 
 

（タイ）側 内容 
会場費及びタイ国内旅費  金額 414,000 円 

                （150,000 baht）
（  ）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２９日 ～ 平成２１年８月３０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 
(※日本以外での開催の場合) 

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. ７／１４

B. 
C. ２／４

タイ 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. ８／１６

ベトナム 

（日本側） 

<人／人日> 

Ａ． ２／４

Ｂ． 
Ｃ． 

ラオス 

（タイ側） 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. ５／１０

合計 
<人／人日> 

A. ９／１８

B. 
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C. １５／３０

 
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  本事業の目標を達成するために、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

を討議する場となる。日本、タイ、ベトナム、ラオスのそれぞれ

２～３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。 

期待される成果 1) 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る。

2)ベトナム、ラオスの研究者に対して、技術的な情報を提供できる。

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る。

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る。 

セミナーの運営組織 基本的に、本拠点事業の組織委員会が運営組織となる。 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容 日本側研究者旅費        金額 92,000 円 
 

（タイ）側 内容 タイ側研究者旅費        金額 829,000 円 
（300,000 baht）

（ラオス負担） 会場費・移動費 金額 138,000 円

                 (50,000 baht) 
（    ）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 
(※日本以外での開催の場合) 

 

 
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. ２／４

B. 
C. １４／２８

タイ 

<人／人日> 

A. 
B. ８／１６

C. 
ベトナム 

（日本側） 

<人／人日> 

A. １／４

B. １／２

C. 
ラオス 

（タイ側） 

<人／人日> 

Ａ １／５

Ｂ 
Ｃ 

合計 
<人／人日> 

A. ４／１３

B. ９／１８

C. １４／２８
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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  本事業の教育目標に関連し、若手研究者育成の一貫として本セミ

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す

る。具体的には、有用微生物だけでなく、広く一般的な微生物研

究の専門研究者による３～４課題の講演を行う。また、いくつか

の最近の話題について専門研究者も加わって討議する。さらに、

３～４のグループに分かれて、若手研究者の研究テーマについて、

十分な時間をかけて討議する。 

期待される成果 1) 若手研究者にセミナー企画の経験を積ませることができる。 
2) 若手研究者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育成に役立つ。 
4) 異なるアジアの国の若手研究者との交流ができることから、将

来の共同研究等に役立つと期待される。 
セミナーの運営組織 本拠点事業の組織委員会が運営組織となる。 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容 会場費、印刷費、旅費 金額 303,000 円 

（タイ）側 内容 タイ側研究者旅費   金額 207,000 円 
 （75,000 baht）

（  ）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> 

     

タイ 

<人／人日> 
     

ベトナム 

<人／人日> 
2/10    2/10 

ラオス 

<人／人日> 
2/10    2/10 

合計 

<人／人日> 
4/20    4/20 

②  国内での交流    ０人／０人日 
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１１．平成２１年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 ６，０５８，５３０

国内旅費、外国旅費の
合計は、研究交流経費
の５０％以上であるこ
と 

外国旅費 ３，００１，４００

謝金 ０  

備品・消耗品購入費 ０  

その他経費 ２９０，０００  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

１５０，０７０  

計 ９，５００，０００
研究交流経費配分額以
内であること 

委託手数料 ９５０，０００

研究交流経費の１０％
を上限とし、必要な額
であること。 
また、消費税額は内額
とする。 

合  計 １０，４５０，０００  

 
 

１２．四半期毎の経費使用見込み額及び交流計画 

 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数<人／人日> 

第１四半期    ０     ０／０ 

第２四半期 ２，０４１，６０５    ２０／１７５ 

第３四半期 ４，５１６，０４０    ３０／４７８ 

第４四半期 ２，９４２，３５５    ２１／２９１ 

合計 ９，５００，０００    ７１／９４４ 

 
 


