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アジア研究教育拠点事業 
平成２３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 ） 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（   ４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、宇部工業高等専門学校、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 

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、ｶｾｻｰﾄ大学、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：パターン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カ国に

よる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４大学及び１研究所、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
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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。 
 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：Explorational 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 
 日本の 23 研究機関 65 人、タイの 21 研究機関 77 人、ベトナムの５研究機関 12 人、ラ

オスの１研究機関８人が参加して、４カ国による共同研究８件を含む 43 件の共同研究を組

んで本拠点事業を継続している。第２回合同セミナーを平成 22 年 11 月にコンケン（タイ）

で、第３回サテライトセミナーをホーチミン市で開催した。また、昨年度に引き続き、第

３回若手研究者セミナーを平成 22 年 10 月に山口市で開催した。さらに、タイ及びラオス

の研究者による第３回ワークショップを平成 23 年３月にコンケン大学で開催した。 
 以上のように、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 新情報の交換等が行われた。 
 本拠点事業の３年度目となる平成 22年度も、従来にも増して積極的な活動が実施された。

これまでに報告されたものとして、本事業に関連するおよそ 16件の学術論文が発表された。

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、

新たに日本で学位を取得した若手研究者５名も加えて共同研究を進めている。 
 隔年開催の第２回合同セミナーでは、２件の基調講演に加えて過去２年分の研究につい

て課題１から７件、課題２から６件、課題３から９件の口頭発表を行うとともに、51 件の

ポスター発表が行われ、積極的な討議が行なわれた。同時に、タイの多くの学生や企業等

の参加もあり、本事業の広報の場となった。 
 また、第３回若手研究者セミナー開催に当たっては、博士課程学生を中心とした若手研
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究者による運営委員会を設置し、数回の委員会開催を経て計画を練り、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 79 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）を行った。同

セミナーには、多数の博士前期課程学生も参加した。 
 さらに、第３回サテライトセミナーでは、本拠点事業関係者による 10 件の口頭発表を行

なうと共に、ベトナム研究者と意見交換を行なった。また、ホーチミン市近郊の学術研究

機関等から多くの若手研究者が参加した。 
 
７．平成２３年度研究交流目標 
 本事業目標を達成できるように当初計画に従って、本年度は第４回サテライトセミナー

と第４回および第５回若手研究者セミナーを開催する予定である。加えて、第４回有用物

質生産のための発酵技術に関する国際会議並びにThai Research Expoでそれぞれ分科会と

してセミナーを開催する。 
 事業開始４年目となり、これまでと同様に研究交流課題の進展を確認しながら目標達成

を目指す。先の拠点大学交流事業（拠点大学：山口大学−カセサ−ト大学）からの継続的な

基礎研究や応用研究についてはいくつかの個別研究課題は終了し、関連した新たな課題を

立てて取り組んでいく。また、本事業で開始した耐熱性微生物の「耐熱性分子機構の解析」

や、ベトナムとラオスの研究者を含めた４カ国による「耐熱性微生物の地理的分布調査」

は軌道に乗ってきており、目標が達成できる見通しである。さらに、耐熱性微生物を利用

した高温発酵系技術の樹立のための、実用化を目指したセミパイロット／パイロット実証

試験は、他の経費支援を得ながら本年度から開始する。 
 若手研究者育成のための若手研究者セミナーは、昨年度までと同様に博士課程学生を中

心に企画・開催する予定である。さらに、今年度はタイで初となる若手研究者セミナーを

企画している。しかし、さらに経費支援が必要であり、他の支援機関等に申請を行うが、

予算的に開催困難ということになれば、確保した日本側予算は他の交流に振り替えるつも

りである。 
 
８．平成２３年度研究交流計画概要 
８－１ 共同研究 
 本事業の実施にあたり、設定された上述（５.全期間を通じた研究交流目標）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。 
なお、共同研究の進展が遅い研究、短期間では推進が困難であることが判明した研究、

予定した研究が早期に終了したものについて、研究テーマの変更あるいは課題変更を含む
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研究テーマの変更が行われている。 
 
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 
エタノール生産のための耐熱性エタノール生産性酵母のスクリーニングと解析 
バイオディーゼル生産に用いる油脂生産耐熱性酵母の単離と性質解析 
糖質・糖鎖関連酵素遺伝子のスクリーニング 
ベトナムの餅麹menと米酒の有用微生物の分離、同定と応用 
耐熱性エタノール生産酵母の取得と交配及び遺伝子工学的手法を用いた改良 
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 
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 
放線菌由来耐熱性PLA分解酵素に関する研究 
発酵食品から単離された耐熱性酵母及びその細胞融合育種株に対する放射線ストレス

の影響 
タイ米由来のワラ、糠、籾殻を可溶化する微生物が生産する酵素群の特性解析 
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 
アクリルアミド分解菌の遺伝子同定・クローニングと応用 
耐熱性Z.mobilisの呼吸鎖の解析とエタノール生産との関係 
組み換えフィコエリスリン生産のための好熱性ラン藻Leptolyngbya sp. KC-45由来の

フィコエリスリン並びに関連タンパク質の異種発現 
タイ国の海洋性酵母の同定とその発酵特性 
エタノール生産のための耐熱性エタノール生産性酵母のスクリーニングと解析 
 
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） 
東南アジア諸国からの温度耐性・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 
耐熱性酢酸菌及び耐熱性グルコノバクター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 
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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 
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） 
耐熱性微生物の生産する有用酵素の熱安定性メカニズムの解明及びその有効利用に関

する研究 
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 
耐熱性セルラーゼの改良と大量生産 
耐熱性リパーゼ／エステラーゼの特性と解析並びに新規酵素のスクリーニング 
耐熱性酢酸菌の耐熱性分子機構の解析 
 
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） 
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技術の

開発 
ケミカルバイオロジーに基づく天然物由来創薬リードの探索 
有用乳酸菌のオリゴ糖代謝系と関連酵素の解析 
Monascus属菌由来の生理活性物質の生産と性質に関する研究 
エンドファイト（内生菌）による生理活性キサントンの生物変換 
植物病原菌侵入に抵抗性反応を誘導する細菌因子の同定及び抗生物質生産性Bacillus 
amyloliquefaciens KPS46の植物成長促進効果について 
有機性廃棄物からの高温域でのバイオハイタン（水素＋メタン）生産 
白色腐朽菌（Pycoporus coccineus）の多環芳香族炭化水素（PAHs）分解に関する利用 
パームオイルミル廃水からの水素及びメタンの生産 
高温耐性微生物を用いた様々なバイオマスや有機性廃棄物(熱帯性農産物・植物バイオ

マス・グリセロール・産業系セルロース残さ)からのバイオ水素、バイオディーゼル生

産プロセスの構築 
光合成細菌を用いた農産廃棄物からの有用物質の生産 
アジア地域における食品より単離された有用な微生物の食品生産への利用 
タイ-日本における伝統的発酵魚に関する比較研究 
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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 
耐熱性微生物等による農産廃棄物の変換と土壌中複合微生物系のモニタリング 
耐熱性 Corynebacterium glutamicum のグルタミン酸発酵 
耐熱性酵母によるバイオエタノール高温発酵生産 
耐熱性微生物によるバイオマスからのエタノール生産 
 
８－２ セミナー 
 平成 23 年８月に、タイ・NRCT の要請により Thai Research Expo（バンコク）へ

の参加、その後、コンケンにおいて FerVAAP の分科会形式でセミナーを開催予定であ

る。それに合わせて、ラオスで２回目となる第４回サテライトセミナーを開催する予定

である。 
 また、昨年度に引き続き、11 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。その前に、タイで初めてとなる若手研究者セミナーの開催も予定している。 
 
８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
 平成 24 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、 終年度の活動および本事業を継続する次の事業につい

て協議する予定である。 
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９．平成２３年度研究交流計画総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流計画 
 
    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> 

 29/135 1/5 6/18  36/158 

タイ 

<人／人日> 
18/432   （8/16）  

18/432 
（8/16）

ベトナム 

（日本側） 

<人／人日> 
7/143 9/68  3/9  19/220 

ラオス 

（タイ側） 

<人／人日> 
3/65 (11/40)    

3/65 
(11/40) 

 

<人／人日> 
      

合計 
<人／人日> 

28/640 
38/203 
(11/40) 

1/5 
9/27 

（8/16）
 

76/875 
（19/56）

 
※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 国内での交流計画 

0／0  <人／人日> 
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１０．平成２３年度研究交流計画状況 
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）星田尚司・山口大学大学院医学系研究科・准教授 
（英文）Dr. Hisashi Hoshida・Yamaguchi University・Associate  
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 
（日本側） 

計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 <人／人日>  5/27 1/5 6/32 

タイ <人／人日> 6/172   6/172 

ベトナム（日本側）

<人／人日>
2/45 1/15  3/60 

合計 <人／人日> 8/217 6/42 1/5 15/264 

② 国内での交流       0 人／0 人日 
２３年度の研究

交流活動計画 
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

11 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 
 昨年度までに分離されたプロバイオティクス候補菌をさらに詳細に同

定すると共に、豚を用いて投与試験を行い、生育と排泄物の嫌気発酵特

性について解析し、有効性を確認する。 
 
2. エタノール生産のための耐熱性エタノール生産性酵母のスクリーニ

ングと解析 
 様々なバイオマスからのエタノール生産を目指して、ベトナムやラオ

スを中心にスクリーニングを実施し、それぞれの分離酵母を解析し、特

徴を明らかにする。同時に、これまでタイで獲得された酵母と性能比較
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を行う。これによって、既存の株より優秀な耐熱性エタノール生産性酵

母の獲得を目指す。 
 
3. バイオディーゼル生産に用いる油脂生産耐熱性酵母の単離と性質解

析 
 耐熱性酵母と細胞融合を行う相手となる酵母の検索の結果、検索株の

中に油脂資化酵母が複数存在することが判明し、平成 22 年度にはそれら

の酵母中で耐熱性を示すものが 6 株存在したので、26S リボソーム RNA
の解析によってそれらの株を同定した結果、全て同じ種だった。また新

たな耐熱性酵母 20 株を油脂夾雑農産廃棄物やサトウキビ搾汁から単離

した。そこで平成 23 年度は単離した耐熱性油脂資化酵母の生理学的解析

行う。特に油脂分解酵素(リパーゼ)の生産性と油脂蓄積能の解析を目標と

する。 
 
4. 糖質・糖鎖関連酵素遺伝子のスクリーニング 
微生物および植物からアミロマルターゼ遺伝子をクローニングし、応

用に向けた解析を行なっており、平成 23 年度は、微生物および植物か

らの分岐アミロース修飾酵素遺伝子のクローニングを行うとともに、

複合糖鎖遊離酵素を産生する稀少微生物のスクリーニング及び新規

多糖合成酵素生産菌の分離を実施する。 
 

5. ベトナムの餅麹 menと米酒の有用微生物の分離、同定と応用 
ベトナムの餅麹 menに含まれる発酵微生物を分離する。また、米酒

Vietnamese rice winesの分析を行う。 
 

6．耐熱性エタノール生産酵母の取得と交配および遺伝子工学的手法を用

いた改良 
冷却エネルギー削減が期待できるエタノ−ル高温発酵系の構築を目指

して、以下の研究を平成23年度に実施する。ベトナム等でバイオエタノ

ール生産原料として期待されるキャッサバパルプを用いた組換え体によ

る高温並行複発酵系では、高温でのタンパク質分泌生産能力が生産効率

およびコストに重要である。これまでの結果から明らかになった高温で

のタンパク質分泌生産に重要な遺伝子を過剰発現させることで、高温で

の分泌生産に与える効果を調べる。また、高温発酵に有利な株の育種に

は交配が効果的であると考えられ、優良株を得るには様々な特徴を持つ

高温エタノール発酵株が必要である。そこで高温エタノール発酵酵母の
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スクリーニングをベトナムおよびタイで実施し、優良株の育種に利用で

きる株を得る。 
 
（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 
タイの乳児の糞便から単離同定された乳酸菌 Lactobacillus 

fermentum の β-ガラクトシダーゼについて、遺伝子のクローニングと組

換え酵素のさまざまな酵素化学的性質を検討してきた。平成 23 年度は本

酵素の活性中心の触媒残基を同定するために、保存性の高いアミノ酸残

基の部位特異的変異を行って、得られた変異酵素について糖転移活性を

検討する。さらに、ラクトースを基質として、変異酵素を含む組換え酵

素の糖転移活性を調べ、プレバイオティクスとして有用なオリゴ糖の効

率的な酵素合成を計画している。 
 
2. 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

 オリゴ糖・配糖体の合成を目指して、これまでに分離した希少微生物

の産生する糖修飾酵素の解析を進めるとともに、レバンシュークラー

ゼの構造改変とその糖転移産物の解析、細菌 CGTase および真核微生

物由来糖タンパク質糖鎖遊離酵素遺伝子の発現と発現酵素による糖

質の修飾を行う。 
 
3. 放線菌由来耐熱性 PLA 分解酵素に関する研究 
放線菌からPLA分解酵素遺伝子をクローン化し、実用的なPLA分解微

生物を創出する。また、クローン化した遺伝子を用いて、PLA分解に特

化した新規酵素を作製する。 
 
4. 発酵食品から単離された耐熱性酵母およびその細胞融合育種株に対

する放射線ストレスの影響 
 本交流プログラムにおいて単離された耐熱性酵母および耐熱性細胞融

合株について、平成 22 年度にはそれらの放射線ストレスに対する抵抗性

と耐熱性との関係を解析してきた。特に、耐熱性に関与すると考えられ

るトレハロース等の物質の放射線曝露の有無による細胞内挙動の解析が

なされ、トレハロース蓄積の増加によるストレス耐性度の増加や耐熱性

増殖との関係について明らかにされつつある。平成 23 年度は高温条件

(40-50℃)で細胞内に生じるといわれる酸化ストレスについても解析する
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ことを目標とする。 
 
5. タイ米由来のワラ、糠、籾殻を可溶化する微生物が生産する酵素群の

特性解析 
放線菌由来エンドキシラナーゼの遺伝子のクローニングとこれを用い

た異種細胞での発現を行う。また、細菌由来フェルラ酸エステラーゼの

諸性質の決定と遺伝子クローニングを行うとともに、好熱性および好ア

ルカリ性フェルラ酸エステラーゼ生産菌の探索を実施する。 
 
6. 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 
 細菌の生産する抗菌ペプチド“バクテリオシン”に注目し、40℃以上の

温度下においても安定してバクテリオシンを生産する乳酸菌を発掘

し、発酵あるいは酪農産業への有効利用法の開発を目指して研究を進

めてきた。平成 22 年度までに複数のバクテリオシン生産乳酸菌およ

びバクテリオシンを同定した。平成 23 年度はこれら耐熱性乳酸菌が

生産するバクテリオシンについて、主にそれらの構造や発現制御機構

の解析を行うとともに、食品保存への利用を目的とした解析を行う。

また、鶏から単離された乳酸菌の腸内フローラに対するバクテリオシ

ンの影響の解析も計画している。 
 
7. アクリルアミド分解菌の遺伝子同定・クローニングと応用 

これまでの共同研究で、アクリルアミドを強力に分解する

Enterobacter 属細菌を分離同定し、二次元電気泳動とプロテオーム解

析によりアクリルアミド分解に関わるタンパク質を同定した。平成 23
年度はそれらの遺伝子をクローニングし、分解酵素の性質を明らかに

し、アクリルアミド分解を工業的に利用するための条件検討を行う。

 
8. 耐熱性 Z. mobilis の呼吸鎖の解析とエタノール生産との関係 

Z. mobilis の代謝は、生育に必要な ATP を確保するためにエタノール

生産系に直結している。一方、呼吸鎖電子伝達系はエタノール生産代謝

と NADH を競合することから、効率的なエタノール生産のために詳細な

解析が必要と考えている。平成 23 年度は、昨年度に続き呼吸鎖の解析を

行うとともに、エタノール生産経路の改変を行う。これによって、エタ

ノール生産経路の生理学的重要性を明らかにするとともに、エタノール

を含めた有用物質の生産系の確立を目指す。 
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9．組換えフィコエリスリン生産のための好熱性ラン藻 Leptolyngbya sp. 
KC 45 由来のフィコエリスリンならびに関連タンパク質の異種発現 

phycoerythrobilin lyase（フィコエリスロビリンリアーゼ）のクロー

ニング、シークエンシングを行い、これまでに得られている他のフィコ

エリスリン合成遺伝子と共発現させることで大腸菌におけるフィコエリ

スロビリン生産を可能とする。 
 
10. タイ国の海洋性酵母の同定とその発酵特性 
タイ国海洋性酵母の同定とその発酵特性を調べ、試醸した酒の抗酸化能

測定を行なう。さらに、酒質の改良を試みる。 
 
11. エタノール生産のための耐熱性エタノール生産性酵母のスクリーニ

ングと解析 
 様々なバイオマスからのエタノール生産を目指して、ベトナムやラオ

スを中心にスクリーニングを実施し、それぞれの分離酵母を解析し、特

徴を明らかにする。同時に、これまでタイで獲得された酵母と性能比較

を行う。これによって、既存の株より優秀な耐熱性エタノール生産性酵

母の獲得を目指す。 
期待される研究

交流活動成果 
○微生物の詳細な同定により、今後のプロバイオティクスとしての扱い

方・特許申請の方針等が確定する。また、投与試験に続く嫌気発酵試験

により、腸内環境のみならず、残留抗生物質の排泄物処理に与える影響

と、それを軽減する手法が提示できる。 
○エタノール生産に有効な各種性質に優れた耐熱性酵母を取得できるこ

とで、効率的な高温エタノール発酵の実現に必要な酵母株の育種への展

開が期待できる。また、ベトナムでのスクリーニングにより耐熱性エタ

ノール生産酵母の分布を知ることにもつながる。 
○単離された耐熱性油脂資化酵母の油脂代謝系の解析データの酵母を利

用したバイオディーゼル燃料の生産への応用が期待される。 
○微生物および植物からの分岐アミロース修飾酵素遺伝子をクローニン

グすることによって、その遺伝子構造を知るこができ、発現系の構築を可

能とする。また、稀少微生物のスクリーニングによって、これまで知られ

ていない特異を示す新規特異性を示す有用な複合糖鎖遊離酵素を得るこ

とが期待できる。一方、レバンシュークラーゼの構造改変し、その糖転移

産物の解析を通じて、特異性の異なるレバンシュークラーゼを創生するこ

とが期待でき、これを利用して新規な糖修飾化合物を合成することが期待

できる。さらに、分離希少微生物の産生する糖修飾酵素の解析を通じて酵
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素の生産、分離精製とその特異性に関する知見が得られ、その機能を利用

して新たな糖転移化合物を合成することが期待できる。そして、細菌由来

の CGTase および真核微生物由来糖タンパク質糖鎖遊離酵素遺伝子の発

現系を構築することによって、これら酵素を大量に生産することが可能と

なる。さらに、得られた発現酵素を利用して様々な糖質を修飾し、新たな

機能を持った化合物を合成することが期待できる。 
○ベトナムの伝統的なアルコール飲料や発酵食品を調査研究することに

より、発酵法など新たな知見を得ることができる。また、アルコール飲

料や発酵食品から分離した発酵微生物と黒米や種々の穀物などを組み合

わせて、機能性を有する新規アルコール飲料の開発が期待できる。ベト

ナムの伝統的発酵手法や微生物資源を現代の発酵工業に応用できるよう

研究を進めたい。 
○高温でのタンパク質分泌生産能力の低下の原因を明らかにすることに

より、高温での糖化酵素発現量増強の可能性を期待できる。 
○乳酸菌の遺伝子操作技術については、特有の技法があるために、タイ

国の研究者にその技術を指導することによって、タイ国の乳酸菌研究の

発展が期待できる。さらに、日本が創出したオリゴ糖の酵素的生産法を

指導することによって、タイ国における糖質生産技術のレベルを大きく

アップすることが期待できる。 
○Vichien 研究室（タイ・カセサート大学）と共同で研究を進めることに

より、非天然化合物である PLA を分解する多様な微生物および酵素の情

報を得ることができる。また、多様な PLA 分解酵素の情報から理想的な

PLA 分解酵素を作出できる可能性がある。さらに応用面では、農業用マ

ルチシートの分解などの問題に多角的に取り組むことができる。 
○放射線曝露よる酸化障害に対する応答の耐熱性酵母と非耐熱性酵母の

比較から、酵母が耐熱性を発現するのに重要と考えられる酸化障害適応

機構が解明されると期待される。 
○２種のエンドキシラナーゼ遺伝子の大量発現系を構築し、組換え酵素

を用いて稲ワラ分解能を評価する。 
○平成 23 年度は、Dr. Adisorn Swetwiwathana と Dr. Sunee 
Nitisinprasert を九州大学に招聘し、本共同研究プロジェクトの推進と、

併せて IUMS2011(International Union of Microbiological Societies 
2011 Congress、札幌)に参加し、これまでの本事業における研究成果を

世界中の関連分野の研究者に情報発信する。研究に関しては、Dr. 
Adisorn SwetwiwathanaおよびDr. Sunee Nitisinprasertの日本滞在の

１ヶ月余りの時間を有効に活用し、長年その化学構造が明らかにならな
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かったバクテリオシンペプチドの化学構造決定を是非とも完結させ、論

文発表という形で結実させたいと考えている。 
○アクリルアミドは廃棄物として大量に排出されており、その処理が問

題となっている。本研究ではアクリルアミドの強力な分解菌

Enterobacter 属細菌を用いて分解機構を遺伝子・酵素レベルで明らかに

すると共に、その活性を利用して廃棄物処理に用いるための条件検討を

行う。 
○耐熱性 Z. mobilis を用いて、その強力なエタノール生産代謝系を改変

できれば、新たな生産性の高い有用物質生産系として利用できる。 
○組換えフィコエリスリン生産が達成され、化粧品等への応用的研究が

可能となる。 
○タイ国の海洋サンプルから分離した酵母と黒米や種々の穀物などを組

み合わせて、機能性を有する新規アルコール飲料の開発が期待できる。

これまで分離した酵母の同定を行ない、生理的性質を調べ、発酵の 適

条件を検討する。タイ国で分離した微生物資源を現代の発酵工業に応用

できるよう研究を進めたい。 
○スクリーニング及び解析の結果、有望な株が見つかれば、将来的にエ

タノールの安価な生産が可能になる可能性がある。 
日本側参加者数  

37 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 
（タイ ）国（地域）側参加者数 

39 名 （１３－２ （タイ）国（地域）側参加者リストを参照）
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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 
（日本側） 

計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本<人／人日>  1/7  1/7 

タイ<人／人日> 5/118   5/118 

ベトナム（日本側）

<人／人日> 
3/88 2/44  5/132 

ラオス（タイ側）

<人／人日> 
2/60 （1/30）  

2/60 
（1/30） 

合計 
<人／人日> 

10/266 
3/51 

（1/30） 
 

13/317 
（1/30） 

② 国内での交流       0 人／0 人日 
２３年度の研究

交流活動計画 
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

６件の共同研究を実施する。 
 

（１） Geographical distribution of thermotolerant microorganisms 
  （耐熱性微生物の地理的分布） 
1. 東南アジア諸国における温度耐性-有機溶媒耐性微生物の単離と特性

化 
 これまで取得した有機溶媒耐性細菌の分類学的特性化を行う。また、

これら有機溶媒耐性細菌が持つ機能、特に有機溶媒（例えば BTEX）分

解活性、有機溶媒耐性酵素生産について特性化を行う。 
 
2. 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
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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。平成 23 年度はタイ、ベト

ナム、ラオスの研究者と協力して C1 微生物探索を継続すると同時に、

微生物コンソーシアムについてさらに解析をすすめる。 
 
3. 耐熱性酢酸菌及び耐熱性グルコノバクター酢酸菌の熱帯性地域分布

調査 
 耐熱性酢酸菌の東南アジアにおける分布を確認し、新たな耐熱性酢酸

菌を見いだすために、タイ、ベトナム、ラオスにおいて、Acetobacter
酢酸菌および Gluconobacter 酢酸菌のスクリーニングを行うとともに、

これら分離株の同定およびその生理学的性質を調べる。 
 
4. 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 
 Zymomonas mobilis は高速でエタノール発酵ができる。低コストで

バイオエタノールを生産するためには、高速高温発酵が１つの方法であ

り、より優秀な耐熱性 Z. mobilis の開発が望まれる。本共同研究では、

昨年度に引き続き、Z. 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。 
 
5. 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 
 引き続き、耐熱性エタノール生産性酵母 K. marxianus のタイ、ベト

ナム、ラオスにおける分布を調査すると共に、さらに耐熱性の高い菌株

の取得を進める。同時に、スクリーニング時に分離された他の酵母の解

析も行う。 
 
6. アジアにおける耐熱性乳酸菌の地理的分布 
 過去３年間、タイ、ベトナム、ラオス、日本のサンプルから耐熱性乳

酸菌の分離を行っているが、まだ十分な数の乳酸菌が分離できていな

い。特に、ベトナムとラオスのサンプルから十分な分離ができていない

こと、さらに地理的比較のためには、ある程度サンプルを限定しなけれ

ば不可能であることが問題点として挙げられた。そこで平成 23 年度は
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昨年度に引き続き、これらの国の研究者とタイの研究者が協力を強め、

特に鶏と豚の糞に注力して、できる限り多数の乳酸菌株を分離する。タ

イおよび日本において分離株の分類学的検討を行い、地理的分布のデー

タを蓄積する。 
 
7. 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℃から 50℃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。 
 平成 22 年度はベトナム Tay Do 大学より Dr. Nguyen Tam Thanh を

九州大学に招聘し、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、そしてバクテリオシンの精製法を指導し、実際に

ベトナムの天然資源（Nem（揚げ春巻き）、発酵飯、酸性発酵水、花な

ど）からの有用耐熱性乳酸菌の発掘に努めた。その結果、143 株の摂氏

40 度にて生育可能な耐熱性乳酸菌を分離し、さらにそれらのうち 26 株

がバクテリオシン様活性を示すことを見出した。平成 23 年度は同大学

のＤr. Nguyen Ba Van を招聘し、これらのバクテリオシンの分子構造

を明らかにすることを計画している。また、Ｄr. Nguyen Ba Van は、

18 
 



 
 

滞在中に札幌で開催される IUMS2011(International Union of 
Microbiological Societies 2011 Congress)に参加、発表することも計画

している。 
 
（２）Elucidation of molecular mechanisms of thermotolerance 
  （耐熱性の分子機構解明） 
1. 耐熱性微生物の生産する有用酵素の熱安定性メカニズムの解明およ

びその有効利用に関する研究 
 以前の研究において、耐熱性酵母 K. marxianus がセロビオースを単

一炭素源として利用可能であることを見出した。本酵母のセロビオース

代謝経路を調べることは、セルロース系バイオマスからの効率的なエタ

ノール生産を達成するために不可欠である。平成 22 年度においては、

本酵母よりβ-グルコシダーゼを単離し、その機能解析を行った。平成

23 年度においては、本酵素の耐熱性を構造生物学的に検討すること、お

よび本酵母における生理的役割を解明することを目的とする。さらに、

本酵母を用いたセロビオースからのエタノール発酵に取り組む。 
 

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 
 これまでの共同研究で、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、乳酸生産条件を検討した。また、16S rDNA
のシーケンス結果から、単離した菌株は Bacillus 属に属することが明ら

かとなった。平成 23 年度は、当研究室において、乳酸は発酵過程にお

ける生理的性質を詳細に調べ、乳酸の生産に適した条件を見出し、実際

の生産に役立てることを目標にして研究する。 
 

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 
 常温性細菌である大腸菌は、一般的な常温菌と比べて比較的高温で生

育可能であり、これを使って耐熱性の分子機構の解明を目指す。本共同

研究では、大腸菌及び耐熱性 Z. mobilis の耐熱性機構を遺伝子破壊株ラ

イブブラリーをスクリーニングし、バイオインフォーマティクス解析に

よって詳細に解析する。平成 23 年度は、昨年度に続き両菌の解析を継

続する。 
 

4. 耐熱性セルラーゼの改良と大量生産 
 食料と競合しないバイオマス利用のために、草木系バイオマスの効率

的利活用が世界的な課題となっている。そうしたバイオマス分解利用技
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術の推進のためには耐熱性酵素の開発およびその酵素を大量に生産す

ることが必要である。本共同研究では、昨年行ったセルラーゼの耐熱性

および結晶セルロースの分解能力のそれぞれの向上技術についてさら

に検討を進め、その改良酵素を大量に生産させるための技術検討を行

う。 
 

5. 耐熱性リパーゼ／エステラーゼの特性と解析並びに新規酵素のスク

リーニング 
 堆肥由来耐熱菌よりクローン化した耐熱性リパーゼ／エステラーゼ

の特性を解析するとともに、より実用的な 変異酵素を作成する。 
 

6. 耐熱性酢酸菌の耐熱性分子機構の解析 
 耐熱性酢酸菌における「耐熱性」分子機構の解析、高温酢酸発酵の開

発とその機構解析、および耐熱性と酢酸耐性との関係などの解析を行

う。特に、1) 耐熱性機構解析では熱感受性株の変異遺伝子の機能解析

を、2) 高温耐性株ではその適応変異遺伝子の特定を行う。また、3) 耐
熱性酢酸菌のアルコール脱水素酵素におけるサブユニット III の機能解

析を行うとともに、酢酸耐性や耐熱性との相関についての解析を行う。

期待される研究

交流活動成果 
○サテライトセミナー（S-2）でのディスカッションおよび広島大学に

おける研究・実験指導を行うことにより、有機溶媒耐性／有機溶媒分解

細菌を活用するための技術移転が成される。平成 23 年度は、タイ側研

究者が１ヶ月程度来日して、DNA-DNA ハイブリダーゼーション法、脂

肪酸解析法などの細菌の分類学的手法を習得する予定である。また、同

手法を活用して、新規に分離された菌株の系統解析を進めることによ

り、優良菌株の分離や新属・新種提唱が期待できる。 
○分離されてくる耐熱性酢酸菌、特に Acetobacter 属菌及び

Gluconobacter 属菌の東南アジア地域内のどの地域のどのような植物

に見出されるかを理解し、さらに、それらの rRNA の塩基配列を基にし

た系統樹解析することによって、酢酸菌がこれらの熱帯地域においてど

のように進化及び分布してきたのかを知ることができる。 
○耐熱性エタノール生産細菌 Z. mobilis はタイで分離させており、同様

な熱帯性地域にあるラオスやベトナム南部地域にも棲息すると予想さ

れる。その分布や性質あるいは遺伝的な違いを知ることができる。また、

高温エタノール発酵に利用できると期待される。 
○耐熱性エタノール生産性酵母は、セルロース系のバイオマスを含め

種々のバイオマスからのエタノール生産に利用にできることから、熱帯
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性地域における分布を明らかにするだけでなく、より優れた性質の酵母

の分離が期待できる。 
○設定課題「アジアにおける耐熱性乳酸菌の地理的分布」を達成するた

めに不足しているデータが取得され、ベトナムとラオスの研究者の技術

的な育成がさらに促進されることにより、日本とタイをはじめとする関

係各国相互の学術的な国際連携がより強まるものと期待される。 
○平成 23 年度は、カウンターパートがこれまでの本交流計画にて習得

したバクテリオシン生産菌のスクリーニング技術を自国にて展開し、多

くの新規バクテリオシン生産菌を取得するものと期待される。そして、

平成 23 年度は、それらを実験材料として、カウンターパートに対し、

さらなる実験技術であるバクテリオシンの精製技術を指導したいと考

えている。 
○本研究により得られる成果は、セルロース系バイオマスを利用したバ

イオエタノール生産の基盤となるのみならず、耐熱性酵母を宿主とした

異種タンパク質発現のためのプラットフォーム開発につながる。 
○平成22年度の研究の結果、培地成分の調製により乳酸生産条件を向上

させることが出来た。発酵過程の生理変化を明らかにすれば、乳酸生産

条件をさらに向上させることができ、工業生産に近づくことが出来ると

期待される。 
○常温菌の中でも耐熱性である大腸菌及び耐熱性エタノール生産細菌

Z. mobilis の耐熱性機構が明らかにされる。 
 セルロース分解酵素の耐熱性、分解能力を高め、大量に生産させるこ

とで、食料と競合しない草木系バイオマスの効率的利用に資することが

期待される。 
○1. Thermobifida alba 119 株より既に作成した組換えエステラーゼ以

外の、さらに耐熱性が高いと期待されるエステラーゼのクローニングと

解析。2. 別の耐熱性放線菌由来の遺伝子ライブラリーを作成しているた

め、これからエステラーゼ遺伝子の ORF に基づき、興味あるものが得

られたら、クローニングと発現解析を行う。その結果によっては 1 と

shuffling で変異酵素を作成する。3. Actinomadura sp. S14 由来のエス

テラーゼの発現と酵素特性の解析。これらの研究成果は国際誌への論文

にまとめることで、ポリエステル分解機構と耐熱性解析に新知見を加え

ることが期待できる。 
○酢酸菌の「耐熱性」及びそれと付随する「酢酸耐性」の原理を理解す

ることによって、酢酸発酵の安定化（高温耐性、酢酸耐性）だけでなく、

他の発酵微生物の発酵安定化に貢献することができる。 
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日本側参加者数  
40 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（タイ ）国（地域）側参加者数 
40 名 （１３－２ （タイ）国（地域）側参加者リストを参照）
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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）有用微生物を用いた応用研究 

（英文）Applied Research with Useful Microorganisms 
日本側代表者 
氏名・所属・職 

（和文）薬師寿治・山口大学農学部・准教授 
（英文）Dr. Toshiharu Yakushi・Yamaguchi University・Associate 
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）  9/73  9/73 
タイ（人／人日） 7/142   7/142 

（人／人日）     
合計（人／人日） 7/142 9/73  16/215 
② 国内での交流      0 人／0 人日 

２３年度の研

究交流活動計

画 
 

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７件の共同研究を実施する。なお、課題の中には、目的を達成したこ

とによる終了あるいは課題の困難さ等により変更・中止したものもある。

（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

ダクション技術の開発 
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。平成 22 年度では有望宿主株 GRSW2-B1 株でさらにプロモーター検

索を行い、Spac プロモーターが強力なプロモーターであることを見出し

た。また、Clostridium acetobutylicum からブタノール生成系の遺伝子

のクローニングを行った。 
平成 23 年度は、Spac プロモーターの支配下にブタノール生成系の遺
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伝子を置いた GRSW2-W1 株用のプラスミドを構築し、ブタノール生産

のための基礎試験（各遺伝子の発現、酵素活性の確認）を行う。そして、

ブタノール生産試験に着手する。 
 
2. ケミカルバイオロジーに基づく天然物由来創薬リードの探索 
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。 
平成 23 年度は、構築したスクリーニングシステムを用いて、特に耐

熱性微生物についてスクリーニングを継続するとともに、スクリーニン

グにより得られた新規物質に関して、化学的、生物学的検討を行う。 
 
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

しているため、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。 
平成 23 年度は、タイ国の発酵食品あるいは乳児の糞便より単離した

乳酸菌が産生する糖質分解酵素について、その特異性を調べるとともに

遺伝子を単離、クローニングして、大腸菌で発現した組換え酵素につい

て諸性質を明らかにする。それらの研究成果を通じて、単離乳酸菌のオ

リゴ糖代謝経路を解明する。 
 
4. Monascus 属菌由来の生理活性物質の生産と性質に関する研究 

Monascus 属菌株のスクリーニングによるタイ国の発酵食品サンプル

等及び穀物試料の収集を行い、培養物の生理活性スクリーニングを行う。
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5. エンドファイト（内生菌）による生理活性キサントンの生物変換 
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。 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。 
平成 22 年度は、マンゴスチン果実から単離した α マンゴスチン（キ

サントンの一種）を微生物変換する植物内生菌を数種単離しており、昨

年度は、そのうちの２菌株を用いて得られる変換化合物の単離・構造解

析・生理活性測定を行い、論文投稿を実施した。平成 23 年度は、マン

ゴスチン果実から単離した菌株による変換化合物の単離・構造解析・諸

性質の検討を行う。これまでに得られた変換生成物の構造解析、さらに

キサントンを変換する能力を示した別の内生菌による生物変換実験を実

施する。 
 
6. 植物病原菌侵入に抵抗性反応を誘導する細菌因子の同定及び抗生物

質生産性Bacillus amyloliquefaciens KPS46の植物成長促進効果につい

て 
生物防除細菌の植物細胞死、抵抗性反応誘導因子を単離して同定する。

さらに、これを生産する遺伝子をクローニングし、マーカーエクスチェ

ンジ株分離によって、その機能を確認する。本物質の植物細胞への作用

機構を解明する。また、B. 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。平成 23 年度は、B. amyloliquefaciens KPS46 の大豆こぶ病に対す

る防除機構における二次代謝産物の役割について明らかにする。 
 
7．有機性廃棄物からの高温域でのバイオハイタン（水素＋メタン）生

産 
 バガス、食品廃棄物、豚糞からのバイオハイタン（水素＋メタン）生

産を 55℃の高温域にて実施する。さらに、生産されたバイオガスの生成

に関する実験も実施する。 
 
8. 白色腐朽菌の多環芳香族炭化水素（PAHs）分解に関する利用 
 発ガン性が疑われる多環芳香族炭化水素（PAHs）のバイオレメディ

エーションに、タイでスクーリングしたいくつかの白色腐朽菌

（Pycnoporus coccineus など）の生産する PAHs 分解酵素を適用し、そ

の可能性を検証する。 
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9. パームオイルミル廃水からの水素及びメタンの生産 
パームオイルミル廃水からのバイオ燃料生産プロセスの開発を 終目

的とする。 
平成 23 年度は、これまでの研究で得られた水素生産酵素遺伝子をス

クリーニングされた種に遺伝子導入し、水素生産能力の改善を行う。ま

た、これまでにスクリーニングされた５種について、パームオイルミル

廃水からの水素生産効率を滅菌・非滅菌の双方で行う。 
 
10. 高温耐性微生物を用いた様々なバイオマスや有機性廃棄物（熱帯性

農産物、植物バイオマス、グリセロール、産業系セルロース残さ）から

のバイオ水素、バイオディーゼル生産プロセスの構築 
 バイオディーセル生産プロセスから排出される廃棄グリセロールから

の水素生産に関わる微生物群集解析を実施する。また、廃棄グリセロー

ルからの水素生産プロセスを構築するにあたり、必要となる運転条件を

検討する。 
 
11. 光合成細菌を用いた農産廃棄物からの有用物質の生産 
 光合成細菌の有用物質（ビタミン B12，５アミノレブリン酸、菌対外

高分子物質（EPS）等）の生産能力を利用し、農産廃棄物からのこれら

の物質生産を検討する。特に、耐熱性光合成細菌による農産廃棄物処理

と、これら有用物質の同時生産を行い、農業用肥料（特に病気予防効果

のある肥料）としての用途開発を行う。 
 
12．アジア地域における食品より単離された有用な微生物の食品生産へ

の利用 
 近年、加工食品中に著量生成することで健康上、問題となっているア

クリルアミドの生成抑制効果を有することから食品への応用が期待され

ているアスパラギナーゼを生産する微生物として、乳酸菌をターゲット

としてスクリーニングするとともに、ポテトチップス等の食品生産へ応

用し、アクリルアミドの生成抑制効果を検証する。食品微生物由来の β-
ガラクトシダーゼを利用し、牛乳由来ホエーを基材とする新規発酵能食

品の開発を目指す。また、タケリグノセルロースの酵素分解物を用いた

耐熱性酵母によるエタノール発酵についても検討する。 
 
13. タイ－日本における伝統的発酵魚に関する比較研究 
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 カセサート大学と福井県立大学が共同で、魚の糠漬けに関する研究を

行う。具体的には、１）福井県の伝統的発酵魚「へしこ」の製法をタイ

において展開し、双方で分離される乳酸菌の比較研究を行う。２）「へし

こ」は魚を糠に漬けたものであるが、バンコクと福井の環境の違いが、

発酵に与える影響を解析する。３）タイにおいて、糠の中で発酵した魚

を、日本の「へしこ」との違いを味、風味の点で比較評価する。４）日

本の糠を用いる発酵技術がタイにおいて受け入れられるか総合的に判断

する。 
 
 （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 
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く、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。 
近年の環境に対する意識の高まりから、未利用バイオマス（生物系廃

棄物）の活用に対する注目が高まっている。また、環境中の微生物はバ

イオマスの物質循環に重要な役割を果たしている。そこで、本研究では

以下の 3 つの点に関して研究を進めていく。 
（1）微生物機能を利用した多糖含有バイオマスの高度利用化 
平成 22 年度は、多糖含有バイオマス（低品質タイ米、エビ・カニガ

ラ）を用いて、有機酸の発酵条件や糖化条件を検討した。また、低品質

タイ米及び黒米を用いてアルコール発酵条件と酢酸発酵条件を検討し、

アントシアニン等の有用物質を含有する飲料用食酢の開発を行った。飲

料用食酢開発の基礎となる発酵条件の確立に成功したが、今後は、酢酸

濃度を高める条件、あるいは酢酸生成能の優れた菌株の選抜を行う必要

がある。また、エビ・カニガラの糖化に必須な酵素である B. circulans 
KA-304 キチナーゼ I の機能解析を行い、新規の多糖結合ドメインを見

出した。エビ・カニガラの糖化に必要なキチナーゼ種を単離したことか

ら、今後は糖化液からの有機酸発酵を行う。 
（2）物質循環に基づいたタイと日本の農地土壌の特性比較 
平成 22 年度は、土壌中の窒素循環に加え、リン循環の評価方法を構
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築した。さらに種々の土壌の物質循環をデータベース化し、土壌肥沃土

指数（Soil Fertile Index；SOFIX）を構築した。土壌での物質循環は、

今後の安全・安心な食料生産やバイオマス資源の高度利用の観点から非

常に重要である。そこで、平成 23 年度はタイと日本の水田土壌（各 30
サンプル）のアンモニア酸化細菌、窒素固定菌、脱膣菌や窒素固定細菌

をはじめとした微生物群集、さらに物質循環を解析し、日本の土壌との

違いを明らかとすることを目指す。 
（3）Poly-amide 66 分解菌の探索とプラスチック分解が環境に及ぼす

影響解析 
平成 22 年度は、種々のプラスチックが土壌細菌に及ぼす影響を明ら

かにしてきた。さらに総炭素計を用いたプラスチックの分解率の測定方

法を構築してきた。しかし種々のプラスチックの中でも Poly-amide 66
は分解されにくかった。平成 23 年度は、プラスチックの廃棄が環境状

態に及ぼす影響を解析する必要もある。そこで、poly-amide 66 及びポ

リ乳酸の分解菌をタイ土壌より分離する。さらに poly-amide 66 が土壌

環境に及ぼす影響解析（土壌微生物への影響、土壌の物質循環の影響）

を行っていく予定である。 
 
2. 耐熱性微生物等による農産廃棄物の変換と土壌中複合微生物系のモ

ニタリング 
平成 23 年度は、昨年度分離された植物成長促進活性を示す PGPB 候

補菌を含む好熱性/耐熱性乳酸生産菌群によりコンポストを作成し、ポッ

ト試験によってその有効性を検定する。また、それら特定細菌の土壌中

での挙動についてモニタリングを試みる。 
 
3. 耐熱性 Corynebacterium glutamicum のグルタミン酸発酵 
 平成 23 年度は、耐熱性コリネ細菌の分離とそのグルタミン酸発酵能

の解析を引き続き進める。特に、1) 高温グルタミン酸発酵株 C. 
glutamicum I2L のグルタミン酸生成機構（低温でグルタミン酸を生産

せず高温下でのみその生産を行う能力）の解析、2) より高温で生育する

新規な耐熱性コリネ細菌の分離とその同定およびそのグルタミン酸発酵

と生育温度との関係についての解析を行う。耐熱性コリネ細菌の分離と

そのグルタミン酸発酵能の解析を行う。 
 
4. 耐熱性酵母によるバイオエタノール高温発酵生産 
 高温エタノール発酵系確立のために、タイで利用可能なバイオマスで
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あるサトウキビ絞汁を用いて予備試験を実施する。様々な条件で実施し、

適な条件の確立を目指す。また、予備試験で良い成績が得られたいく

つかの条件についてパイロット試験を実施する。これらによって、高温

発酵系の有用性を確かめる。 
 
5．耐熱性微生物によるバイオマスからのエタノール生産 
 高温発酵は冷却エネルギーの削減や中温菌の混入抑制等が可能とな

り、次世代の発酵技術になると期待されている。本研究ではエタノール

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

検討などを実施する。タイで入手できるバイオマスからのエタノール生

産を試み、糖化や発酵の条件やエタノール生産性を検討する。特に、高

温での生産性について試験研究のための予備試験を実施する。 
期待される研

究交流活動成

果 

○タイ側研究者との共同研究におけるチュラロンコン大学での打ち合わ

せおよび広島大学における研究・実験指導により、有機溶媒耐性細菌を

活用したブタノール生産技術開発研究の進展がなされる。 
○新しい作用機構を有する制がん剤シードの開発、および耐熱性微生物

の耐熱性機構に関する新たな知見の獲得 
○乳酸菌の遺伝子操作技術については特有の技法があるためにタイ国の

研究者にその技術を指導することによって、タイ国の乳酸菌研究の発展

が期待できる。さらに、乳酸菌のスクリーニングによって、日本には見

出されない新奇な乳酸菌の発見が期待できる。 
○現在、国内寄託 Monascus 菌株と研究室で独自に分離した Monascus
菌株を用いて麹を調製し、抽出液による生理活性（抗酸化、細胞増殖抑

制作用、脂肪蓄積抑制作用等）の各種アッセイを行い、研究室の保存菌

株の中から高い生理活性を示す菌株がいくつか見出されている。紅麹は

古来より漢方薬として中国、台湾において処方されており、今なお利用

されている。すなわち、生理活性および薬理効果が非常に期待できる素

材である。また、紅麹菌はアジア圏において様々な発酵食品の製造に利

用されている有用食品微生物であり、そこから見つかる生理活性物質や

薬理効果は未知の微生物から見出されるものに比べて様々な分野に応用

し易いという 大利点を有している。寄託菌株あるいは当研究室で分離

した菌株のほとんどが、国内あるいは中国、台湾の発酵食品から単離さ

れた菌株であり、タイ国の素材から単離された菌株はほとんど見られな

い。したがって、タイ国の試料から単離される菌株には有用な生理活性

物質が埋もれている可能性が高いと考えられる。タイ国の素材からこの

ような Monascus 属菌を単離することができれば、同国の発酵産業の発
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展にも貢献できると思われる。 
○α-マンゴスチンの代謝系に新たな知見が得られるとともに、新規の化

合物の中には基質よりも生理活性が増強された化合物が存在する可能性

があり、それらをリード化合物とする薬剤開発につながる。 
○植物が共通して持つ病原菌に対する抵抗性反応誘導を人為的にコント

ロールし、自然の力を利用して、植物を病原菌による感染から守ること

ができるようになるであろう。 
○バガス、食品廃棄物、豚糞からのバイオハイタン（水素＋メタン）生

産向上のための適切な運転条件が得られ、プロセスの実用化のためのデ

ータの蓄積ができる。 
○タイでスクリーニングした白色腐朽菌（Pycnoporus coccineus など）

の生産する PAHs 分解酵素の多環芳香族炭化水素（PAHs）へのバイオ

レメディエーション適用可能性を評価するためのデータが得られる。 
○天然株に比較して、これまでの研究で得られた水素生産酵素遺伝子を

スクリーニングされた種に遺伝子導入したものが、どの程度の水素生産

能力が向上できたかを把握することができる。また、これまでにスクリ

ーニングされた５種の水素生産菌を用いて、滅菌、非滅菌の双方でパー

ムオイルミル廃水からの水素生産実験を行うことで、プロセスの実用化

のためのデータを蓄積できる。 
○廃棄グリセロールからの水素生産に関わる微生物群集解析を実施し、

どの菌が優先的に水素生産に関与しているかを把握し、加えて、プロセ

ス実用化のための運転条件を把握できる。 
○光合成細菌に含まれるビタミン類や５アミノレブリン酸を、従来のコ

ンポストに添加することで、病気予防効果のある農業用有機肥料となり、

付加価値が上昇する。米、トウモロコシ、野菜などの収量増加（120－
150％）が期待される。また、５アミノレブリン酸の耐ストレス効果よ

り、乾燥地や日照不足地域、塩分のやや多い地域でのトウモロコシや野

菜の収量増加が期待できる。 
○食品の安全性向上につながる方法の開発および低利用性食品残渣の有

効利用法の開発を通じて、食品産業へ貢献する活動となる。 
○日本とタイとの伝統的発酵魚の利用手法に関する比較ができれば、今

後のタイを含む東南アジアでの発酵魚の利用手法、さらには発展に関し

て新たな視点での展開が期待される。１) 日本とタイの土壌比較に関す

る報告（論文）, ２) バイオマス利用に関する報告（論文）, ３) バイ

オプラスチックに関する研究進展（新規微生物の利用）, ４) 学生・大

学院生・教員交流による国際交流の活性化が期待できる。 
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○耐熱性微生物を用いた一連の廃棄物処理プロセスに機能性を追加付与

した肥料を作出する可能性が明らかになる。また、その際の特定細菌群

モニタリング法の有効性が明らかになる。 
○より高温で生育可能な C. glutamicum を分離することができれば、ア

ミノ酸発酵をより安定化することができる。加えて、高温グルタミン酸

生産の機構を理解することで、アミノ酸発酵で律速になっている機構（ア

ミノ酸の排出と予想されている）を明らかにすることができる。 
○バイオエタノール高温発酵技術のために必要な大培養の条件が確立で

きる。特に、タイのバイオマスを用いることから、より現実的な試験研

究となる。 
日本側参加者数  

36 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 
（ タイ ）国（地域）側参加者数 

33 名 （１３－２（タイ）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 

2011 アジア研究教育拠点事業発酵技術シンポジウム 
第 4 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 4th International Conference on Fermentation 
Technology for Value Added Agricultural Products 
2011Asian Core Program Fermentation Technology Symposium 

開催時期 平成２３年８月２９日（１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. 6/6
B. 4/4
C. 0/0

タイ 

<人／人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 42/42

ベトナム 

（日本側） 

<人／人日> 

A. 3/3
B. 0/0
C. 0/0

ラオス 

（タイ側） 

<人／人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 8/8

合計 
<人／人日> 

A. 9/9
B. 4/4
C. 50/50
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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  第３回に続いて上記国際会議での１セッションの依頼を受けて

開催する。本事業の研究結果について日本、タイ、ベトナム、ラ

オスの研究者による約 20 題の口頭発表を行う。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。このような活

動は本事業の目標を達成するためにも重要と考えている。また、

開催期間中に共同研究者間での打ち合わせの機会も設ける。 

期待される成果 １）本事業では事業成果を応用に結びつけることも１つの目的で

あり、この機会に本事業の活動を発酵関連の大学研究者や企業関

係者へアピールすることができる。 
２）本事業活動から生まれた研究結果について、発酵関連の研究

者や企業関係者と討議ができる。 
３）国際会議であることから、他の分野の研究者とも交流ができ、

新しい情報を獲得できる。 
４）事業の目標達成を目指して、本事業の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    0 円 
（S-3 タイ研究博覧会分科会の翌日にタイ国内で開催

のため、日本側負担旅費は発生しない。） 

（タイ）国（地域）側 内容 会場費及びタイ側負担旅費 金額 2,320,000 円

 

33 
 



 
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 4回サテ

ライトセミナー 
（英文）JSPS-NRCT Asian Core Program 
4th Satellite Sminar on Capacity Building and Development of 
Microbial Potential and Fermentation Technology towards New 
Era 

開催時期 平成２３年８月３０日 ～ 平成２３年８月３１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. Somchanh Bounphanmy・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. 6/18
B. 0/0
C. 0/0

タイ 

<人／人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 8/16

ベトナム 

（日本側） 

<人／人日> 

A. 3/9
B. 0/0
C. 0/0

ラオス 

（タイ側） 

<人／人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 8/16

合計 A. 9/27
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<人／人日> B. 0/0
C. 16/32

 
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  第２回に続いてラオスでの開催は２回目となり、本事業の広報的

な活動だけでなく、共同研究の進展を推進することも目的とする。

そのため、ラオスの共同研究者を含む研究を中心に口頭発表を行

う。同時に、今後の共同研究について共同研究者間での打ち合わ

せの機会を設ける。 
期待される成果 １）本事業について、ラオスの研究者や学生あるいは企業に対し

て広報ができる。 
２）事業の目標達成のために、研究成果発表を通じて情報交換等

を行うことができる。 
３）ベトナム、ラオスの研究者に対して、技術的アドバイスがで

きる。 
４）ベトナムやラオスの研究者と共同研究について打ち合わせの

機会を持つことができる。 

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 国内旅費         金額  29,000 円

   外国旅費         金額 349,000 円

   消費税          金額  17,000 円

   合計           金額 395,000 円

（タイ）国（地域）側 内容 タイ側負担旅費      金額 970,000 円

（ラオス負担） 会場費     金額 138,000 円

   合計           金額 1,108,000 円
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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 

2011 アジア研究教育拠点事業発酵技術シンポジウム 
タイ研究博覧会 分科会 
（英文）Thailand Research Expo 
2011Asian Core Program Fermentation Technology Symposium 

開催時期 平成２３年８月２８日 （１日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）タイ バンコク 
（英文）Thailand, Bangkok 

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. Napavarn Noparatnaraporn・Agriculture and Research 
Development Agency・ Director 

 
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. 6/12
B. 0/0
C. 0/0

タイ 

<人／人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 16/16

ベトナム 

（日本側） 

<人／人日> 

A. 3/6
B. 0/0
C. 0/0

ラオス 

（タイ側） 

<人／人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 2/2

合計 
<人／人日> 

A. 9/18
B. 0/0
C. 18/18
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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  本事業のタイ側支援機関であり、上記博覧会の主催者である

NRCT からの依頼を受けて１つのセッションを開催する。本事業

の特に耐熱性微生物を用いた有用物質の高温発酵生産技術を中心

に 10 数題の口頭発表を行う。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。高温発酵生産技術開発には、本事

業だけでなく、MEXT や ARDA（タイ農業研究開発機構）からも

支援を受けており、その目標を達成するためにも重要な活動の１

つとなる。 
期待される成果 １）本事業で開発されつつある高温発酵技術はタイでも注目され

始め、この機会に高温発酵技術や本事業の活動を企業関係者等へ

アピールすることができる。 
２）本事業活動から生まれた研究結果について、発酵関連の研究

者や企業関係者と討議ができる。 
３）博覧会であることから、他の分野の研究者とも交流ができ、

新しい情報を獲得できる。 

セミナーの運営組織 Thailand Research Expo 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 国内旅費         金額  36,000 円

   外国旅費         金額 321,000 円

   消費税          金額  16,000 円

   合計           金額 373,000 円

（タイ）国（地域）側 内容 会場費及びタイ側負担旅費 金額 828,000 円
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整理番号 S－4 
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４回若

手研究者セミナー 
（英文）JSPS-NRCT Asian Core Program 
4th Young Scientist Seminar on Capacity Building and 
Development of Microbial Potential and Fermentation 
Technology towards New Era 

開催時期 平成２３年９月  日 ～ 平成２３年９月  日（１日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）タイ 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・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. Gunjana Theeragool・Kasetsart University・Associate 
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. 2/10
B. 0/0
C. 0/0

タイ 

<人／人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 15/15

ベトナム 

（日本側） 

<人／人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 0/0

ラオス 

（タイ側） 

<人／人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 0/0

合計 
<人／人日> 

A. 2/10
B. 0/0
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C. 15/15

 
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  本セミナーは毎年開催している若手研究者セミナーとして位置

づけるが、日本の学生の費用については支援が必要となる。その

支援として日本学生支援機構の本年度公募される新たな事業を考

えており、その採択が開催条件となる。これまでの若手研究者セ

ミナーはタイでの開催が求められていたが、予算の都合上日本で

の連続開催となっている。本セミナーは、本事業の教育目標に関

連して若手研究者育成の一貫として開催する。博士学生を含む若

手研究者が企画を担当し、専門研究者による３～４課題の講演と

若手研究者による英語での研究発表および討議を行う。 
期待される成果 １）若手研究者にセミナー企画運営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学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英語で発表討議をする機会と

なる。 
４）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

ることができる。 
５）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 国内旅費         金額  22,000 円

外国旅費         金額  169,000 円

消費税          金額   9,000 円

合計           金額 200,000 円

（タイ）国（地域）側 内容 会場費及びタイ側負担旅費 金額 401,000 円
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整理番号 S－５ 
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５回若

手研究者セミナー 
（英文）JSPS-NRCT Asian Core Program 
5th Young Scientist Seminar on Capacity Building and 
Development of Microbial Potential and Fermentation 
Technology towards New Era 

開催時期 平成２３年１１月  日 ～ 平成  年  月  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 Prefecture 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. 0/0
B. 0/0
C. 11/22

タイ 

<人／人日> 

A. 0/0
B. 1/2
C. 0/0

ベトナム 

（日本側） 

<人／人日> 

A. 1/5
B. 1/2
C. 0/0

ラオス 

（タイ側） 

<人／人日> 

A. 0/0
B. 2/4
C. 0/0

合計 A. 1/5
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<人／人日> B. 4/8
C. 11/22

 
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 例年と同様に、本事業の教育目標の達成に向けて若手研究者育成

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

究者が企画を担当し、有用微生物だけでなく、広く一般的な微生

物学研究を対象にする。専門研究者による３～４課題の講演を行

うとともに、いくつかの 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

が自身の研究を英語で口頭発表を行い、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）若手研究者自身の研究について発表できるだけでなく、英語

での発表の機会となる。 
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、それに対する対応能力育成に役立つ。 
４）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。 
５）他国の若手研究者との交流ができることから、異文化を知る

機会となるだけでなく、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      金額 103,000 円

   国内旅費         金額  44,000 円

   外国旅費         金額 109,000 円

   消費税          金額  6,000 円

      合計           金額 262,000 円

（タイ）国（地域）側 内容 タイ側負担旅費      金額    0 円
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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 
（日本側）

<人／人日>

ラオス 
（タイ側） 
<人／人日

> 

計 
<人／人日

> 

日本 
<人／人日> 

    0/0 

タイ 
<人／人日> 

    0/0 

ベトナム（日本側） 

<人／人日> 
1/5    1/5 

ラオス（タイ側） 

<人／人日> 
1/5    1/5 

合計 
<人／人日> 

2/10 0/0 0/0 0/0 2/10 

②  国内での交流       0 人／0 人日 
 
所属・職名 
派遣者名 

派遣・受入先 
（国・都市・機関） 

派遣時期 用務・目的等 

An Giang 大

学・教授・Xuan 
Vo-Tong 

日 本 ・ 山 口

市・山口大学 
23 年 3 月 次年度計画策定会議 

ラオス国立大

学・准教授・

Somkiat Phasy 

日 本 ・ 山 口

市・山口大学 
23 年 3 月 次年度計画策定会議 
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１１．平成２３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 6,146,167 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 3,395,400

謝金 0  

備品・消耗品購
入費 0  

その他経費 279,680  

外国旅費・謝金
等に係る消費
税 

178,753  

計 10,000,000 研究交流経費配分額以内であ
ること 

委託手数料 1,000,000
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 11,000,000  

 
 
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 85,645 1/5 

第２四半期 3,390,562 43/263 

第３四半期 4,544,650 21/396 

第４四半期 1,979,143 11/211 

合計 10,000,000 76/875 

 


