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アジア研究教育拠点事業 
平成２４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．採用期間 

平成２０年４月１日～平成２５年３月３１日 

（ ５ 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、鹿児島大学、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、近畿大学 

 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 
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 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, Mahasarakarm University, Maejo 

University, Mahidol University, Naresuan University, Phranakhon Rajabhat 

University, Prince of Songkla University, Rajamangala University, 

Srinakharinwirot University, Suranaree University of Technology, Thammasart 

University, Thaksin University, UbonRatchathani University, University of 

Phayao, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Thailand 

Institute of Scientific and Technological Research, BIOTEC (National Center for 

Genetic Engineering and Biotechnology) Culture Collection, Bio- Economy of 

Biodiversity-based Economy Development Office (BEDO) 

 

（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、マハサラカン大学、ﾒｲｼﾞｮ大学、ﾏﾋﾄﾞﾝ大学、ﾅﾚｽｱﾝ大学、

プラナコン教育大学、ｿﾝｸﾗ王子大学、ラジャマンガラ大学、ｼｰﾅｶﾘﾝｳｨﾛｯﾄ大学、スラ

ナリー工科大学、ﾀﾏｻｰﾄ大学、タクシン大学、ｳﾎﾞﾝﾗﾁｬﾀﾆ大学、パヤオ大学、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、生物多様性経

済開発庁 

 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。
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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．平成２４年度研究交流目標 

「研究協力体制の構築」の目標 

本事業の最終年度となることから、コーディネータ会議や運営委員会を頻繁に開催し、参加研究

者と協力して最終年度の計画を滞り無く実施するとともに個々の共同研究が成果を納められるように

支援する。また、本年度開催の各種セミナーにおいて、共同研究者間の交流ができるように配慮する。

さらに、それぞれの研究者間において、メール等により共同研究の打ち合わせや具体的な交流計画に

ついて頻繁に連絡を取ることとする。加えて、本事業参加研究者の指導学生が若手研究者セミナー等

へ参加することにより、将来にわたる研究協力体制の構築を目指す。 

 「学術的観点」の目標 

 第 3 回合同セミナー（下関市）並びに第 5 回サテライトセミナー（カントー、ベトナム）を開催し、

それぞれの研究課題について 5年間の成果発表を行い、事業全体としての情報交換を行う。それぞれ

の研究課題の成果をまとめた Summary book（仮称）を作成する。また、加えて、昨年に引き続き、

タイ研究博覧会 2012 において分科会としてセミナーを開催し、本事業の中で開発された実用化に繋

がる技術を紹介する。 

 最終年度であることから、第 3回合同セミナーには本事業参加者全員の参加が望まれていたが、予

算的な制約から全員の参加は難しいため、長期（1 ヵ月）の渡日研究者を 3 名程度とし、必要最小限

とすることとした。従って、ほとんどの共同研究はメール等で打ち合わせを密にしながら、それぞれ

自国で実施することとなる。 

 「若手研究者育成」の目標 

 第 6回及び第 7回若手研究者セミナーを山口市及びカセサート大学で開催し、若手研究者育成に貢

献する。若手研究者セミナーは、これまでと同様に博士課程学生を中心に企画・開催し、参加する全

ての若手研究者が自身の研究を英語で発表する。本活動は若手研究者育成にとどまらず、将来的な研

究ネットワーク形成に繋がるものとしてきわめて有意義である。 

 なお、最終年度に新規加入する研究者がいるが、これらはこれまで日本側で学生であったものが

タイの大学教職員になった研究者、退官者の後任研究者、これまで間接的に共同研究に関わっており
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本格的に参加する研究者である。従って、1 年間で研究成果を挙げることができる研究者である。ま

た、本事業を退会する研究者がいるが、これらは定年退官する研究者、適当なカウンターパートが見

出せなかった研究者である。 

 

７．平成２４年度研究交流成果 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

 以下のように小課題毎に研究協力体制を構築し、２カ国および 4カ国の共同研究を実施した。 

課題 1：有用微生物の探索研究（代表者：星田尚司、山田守）           下線付名前は代表者 

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 酒井謙二、Saowanit Tongpim （九州大学とコンケン大学） 

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 

山田守、高坂智之、Noppon Lertwattanasakul, Suprayogi, Sukanya Nitiyon, Savitree 

Limtong, Wichien Yongmanitchai, Nantana Srisuk, Nadchanok Rodrusamee, Le Van Viet 

Man, Chansom Keo-Oudone （山口大学、カセサート大学、チェンマイ大学、ホーチミン市大

学、ラオス国立大学） 

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 岸田正夫、Vichai Leelavatcharamas （大阪府立大学とコンケン大学） 

4. 糖質・糖鎖関連酵素遺伝子のスクリーニング 
伊藤和央、村上周一郎、Piamsook Pongsawasdi, Tipaporn Limpaseni, Kuakarun Krusong, 

Jarunee Kaulpiboon （大阪市立大学、明治大学、チュラロンコン大学、タマサート大学） 

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 寺本祐司、Dung Ngo Thi Phuong（崇城大学とカントー大学） 

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 

星田尚司、Tran Thanh Phong, Le Tan Hung, Charida Pukahuta, Sanom Nonklang, Surasit 

Sutthikhumpa, Sasitorn Lorrengsril, Kamonchai Cha-Aim （山口大学、熱帯生物研究所、ウ

ボンラチャタニ大学、シーナカリンウィロット大学） 

7. 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 芦田久、山本憲二、Chartchai Khanongnuch （近畿大学、石川県立大学、チェンマイ大学） 

8. 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 
伊藤和央、村上周一郎、Piamsook Pongsawasdi, Tipaporn Limpaseni, Kuakarun Krusong, 

Jarunee Kaulpiboon （大阪市立大学、明治大学、チュラロンコン大学、タマサート大学） 

9. 放線菌由来耐熱性PLA 分解酵素に関する研究 
徳山真治、Vichien Kitpreechavanich, Sukmaporn Sukkhum, Sinma Kanokkorn （静岡大学、

カセサート大学、シーナカリンウィロット大学、プラナコン教育大学） 

10. 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 
岸田正夫、Vichai Leelavatcharamas （大阪府立大学、コンケン大学） 

11. 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 阪本龍司、Wasana Sukhumsirichart （大阪府立大学、シーナカリンウィロット大学） 

12. 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 

中山二郎、園元謙二、土居克実、松崎弘美、善藤威史、Sunee Nitisinprasert, Adisorn 

Swetwiwathana, Wilai Noonpakdee, Wanna P. Malaphan, Pongtep Wilaipun（九州大学、熊本

県立大学、カセサート大学、モンクット王技術大学） 

13. 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 谷明生、Jittima Charoenpanich （岡山大学、ブラパ大学） 

14. 耐熱性Z. mobilisの呼吸鎖の解析とエタノール生産との関係 
山田守、高坂智之、村田正之、Pornthap Thanokeo, Kaewta Sootsuwan, Kannikar 

Charoensuk（山口大学、コンケン大学、ラジャマンガラ大学） 

15. 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. KC45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 
石井正治、Yuwadee Peerapornpisal （東京大学とチェンマイ大学） 

16. タイ国の海洋性酵母の同定とその発酵特性 寺本祐司、Rattanaporn Srivibool （崇城大学とブラパ大学） 

課題 2：耐熱性微生物の基本的機構研究（代表者：高坂智之、松野浩嗣）     下線付名前は代表者 

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 
加藤純一、Nguyen Huu Hiep, Alisa S. Vangnai, Toulaphone Keokene（広島大学、カントー大

学、チュラロンコン大学、ラオス国立大学） 

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 
阪井康能、由里本博也、Nguyen Van Thanh, Savitree Limtong, Nantana Srisuk, Manichanh 

Namamnivong（京都大学、カントー大学、カセサート大学、ラオス国立大学） 

3. 耐熱性酢酸菌の地理的分布 
薬師寿治、松下一信、Huynh Xuan Phong, Gunjana Theeragool, Chanhom Lo-Inheung（山口

大学、カントー大学、カセサート大学、ラオス国立大学） 

4. 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 

山田守、高坂智之、Noppon Lertwattanasakul, Le Van Viet Man, Savitree Limtong, Wichien 

Yongmanitchai, Nantana Srisuk, Chansom Keo-Oudone（山口大学、カセサート大学、ホーチ

ミン市大学、ラオス国立大学） 

5. アジアにおける耐熱性乳酸菌の地理的分布 

横 田 篤 、 和 田 大 、 吹 谷 智 、 Nguyen Huu Thanh, Piyanuch Niamsup, Vichai 

Leelavatcharamas, Manichanh sayavong（北海道大学、カントー大学、メイジョ大学、コンケ

ン大学、ラオス国立大学） 

6. 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 
園元謙二、中山二郎、善藤毅史、Nguyen Van Ba, Nguyen Tam Thanh, Sunee Nitisinprasert, 

Somchanh Bounphanmy（九州大学、タイドー大学、カセサート大学、ラオス国立大学） 

7. 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 

片山高嶺、玉置尚徳、小柳喬、Supak Poungbangpho （石川県立大学、鹿児島大学、パヤオ大

学） 

8. 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 金原和秀、Vichien Kitpreechavanich （静岡大学とカセサート大学） 

9. 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 
山田守、高坂智之、村田正之、松野浩嗣、Pornthap Thanonkeo, Kannikar Charoensuk（山口

大学、コンケン大学、ラジャマンガラ大学） 

10. 耐熱性セルラーゼの改良と大量生産 藤井力、正木和夫、Jantaporn Thongekkaew （広島大学、ウボンラチャタニ大学） 

11. 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 
河合富佐子、Uschara Thumarat, Peechapak Somyoonsap, Thayat Sriyapai（京都工繊大学と

シーナカリンウィロット大学） 

12. 耐熱性酢酸菌の耐熱性分子機構の解析 

松下一信、薬師寿治、東慶直、Gunjana Theeragool, Watchara Kanchanarach, Wichai 

Soemphol, Somporn Moonmangmee（山口大学、近畿大学、カセサート大学、マハサラカン大

学、コンケン大学、タイ科学技術研究所） 
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課題 3：有用微生物を用いた応用研究（代表者：薬師寿治、樋口隆哉）    下線付名前は代表者 

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 

加藤純一、田島誉久、Alisa S. Vangnai, Thunyarat Pongtharangkul（広島大学、チュラロンコ

ン大学、マヒドン大学） 

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 井本正哉、田代悦、Ramida Watanapokasin（慶応義塾大学、シーナカリンウィロット大学） 

3. 有用乳酸菌のオリゴ糖代謝系と関連酵素の解析 山本憲二、芦田久、Thida Chaiwangsri （石川県立大学、近畿大学、パヤオ大学） 

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 橘信二郎、Worapot Suntornsuk （琉球大学とモンクット王工科大学） 

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 神崎浩、Panarat Arunrattiyakorn （岡山大学とシーナカリンウィロット大学） 

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 
露無慎二、平田久笑、Sutruedee Prathuangwong, Kasem Supot（静岡大学とカセサート大学） 

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 樋口隆哉、Pakawadee Kaewkannetra（山口大学とコンケン大学） 

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 樋口隆哉、Hunsa Punnapayak （山口大学とチュラロンコン大学） 

9. パームオイルミル廃水からの水素及びメタンの生産 樋口隆哉、Poonsuk Prasertsan, Sompong O-Thong（山口大学とソンクラ王子大学） 

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 

樋口隆哉、Prapaipid Chairattanamanokorn, Toulaphone Keokene, Sehanat Prasongsuk, Lai 

Mai Huong（山口大学、カセサート大学、ラオス国立大学、ホーチミン市大学） 

11. 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 若山守、Nitaya Boontim （立命館大学とチェンマイ大学） 

12. タイ－日本における伝統的発酵魚に関する比較研究 宇多川隆、Pongtep Wilaipun （福井県立大学とカセサート大学） 

13. 環境保全のための低品質バイオマスの利用 

久 保 幹 、 若 山 守 、 松 宮 芳 樹 、 立 木 隆 、 Sakunnee Bovonsombut, Nopakarn 

Rattanakit-Chandet, Sirilak Sanpa, Wasu Pathom-Aree, Abhinya Plikomol（立命館大学、チ

ェンマイ大学、ナレスアン大学） 

14. 耐熱性 Corynebacterium glutamicum のグルタミン酸発酵 
松下一信、Nawarat Nantapong, Savitr Trakulnaleamsai（山口大学、カセサート大学、スラナ

リー工科大学） 

15. 耐熱性酵母によるバイオエタノール高温発酵生産 
山田守、高坂智之、村田正之、Noppon Lertwattanasakul, Savitree Limtong, Wichien 

Yongmanitchai, Nantana Srisuk（山口大学とカセサート大学） 

16. 耐熱性微生物によるバイオマスからのエタノール生産 
山田守、高坂智之、村田正之、Pornthap Thanonkeo, Kaewta Sootsuwan, Kannikar 

Charoensuk（山口大学、コンケン大学、ラジャマンガラ大学） 

17．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 
酒井謙二、Vo-Tong Xuan, Vichien Kitpreechavanich, Saowanit Tongpim（九州大学、タンタオ大学、

カセサート大学、コンケン大学） 

 

７－２ 学術面の成果 

○研究成果：各課題の学術面の成果概要を以下に示す。 

課題１：有用微生物の探索研究 

 これまでに分離された有用微生物を用いて、有用微生物およびそれらが生産する有用酵素等の

利用に関する研究が進み、個々の酵素・微生物の性質、遺伝子のクローニングや微生物の生理学

的解析などの基礎的研究に加え、応用に向けた検討から実際の応用に至るものまで、さまざまな

進展があった。基礎的研究では酵母の耐熱性とトレハロース蓄積の関係に関して新しい知見が得

られたことや、Z. mobilis における呼吸鎖電子伝達系、ATP 合成、酸化ストレス抑制の解析が挙げ

られる。一方、ポリ乳酸分解微生物の特許取得は応用展開の研究成果の例である。これらに加え、

食品生産に関するものとして、植物栽培に病原菌抵抗性を与えるための微生物利用、魚や鶏への

プロバイオティクス効果、食品保存や抗菌技術といった利用に関して成果が得られた。糖質関連

酵素の研究では、酵素生産条件の最適化に加え、有用性質を持つ様々な糖質関連酵素遺伝子が得

られ、新規化合物の合成の成功や、変異導入による酵素の性質向上が達成された。エタノール生

産微生物では、種々の耐熱性酵母がさらに取得されたことに加え、耐熱性酵母の育種に重要な交

配技術の確立ができ、安価にエタノール生産できる技術を確立するための基盤が整ったと考えら

れる。海洋性酵母を含む油脂生産酵母では、蓄積している油脂種の解析が進むとともに、Pichia 
sp. Scj0E 株の最適な油脂蓄積条件が明らかとなりバイオディーゼル生産への展開が見えてきた。

ベトナムやタイから得られた酵母で醸造した酒は脂質酸化阻止能が高いことが明らにされ、健康

食品への利用が期待される。 

課題２：耐熱性微生物の基本的機構研究 

 耐熱性微生物の地理的分布に関する研究と耐熱性機構の解明に分かれる。耐熱性微生物の地理

的分布に関しては、タイ、ラオス、ベトナムにおいて、乳酸菌、C1化合物を資化可能な微生物、

酢酸菌、エタノール生成酵母、有機溶媒耐性菌などの耐熱性菌を分離培養に成功すると共に系統

分類学的解析を実施することで多様な耐熱性微生物の存在を明らかにした。一方、耐熱性機構の

解明に関しては、耐熱性微生物の耐熱性機構に関する研究及び有用耐熱性酵素の獲得と開発研究

に取り組んだ。耐熱性機構としては、大腸菌、エタノール生成菌、酢酸菌において耐熱性に寄与

する遺伝子を明らかにすると共に分子的機構を推察する事が出来た。また有用酵素研究において
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は、セルロース分解酵素及びエステラーゼに関して性質を明らかにすると共に、有用耐熱性酵素

の工業応用への道筋を付けた。 

課題３：有用微生物を用いた応用研究 

 本課題は、食料、医薬品、バイオエネルギー等への応用に関する研究と高温発酵技術の開発に

関する研究に分かれる。前半に関しては，魚醤に関する研究，食品に添加できる酵素に関す研究、

イネの病原細菌に関する研究、微生物由来の抗がん剤や微生物や農産物に由来する生理活性物質

に関する研究、高級アルコ−ル生産に関する研究、バイオディーゼル，バイオメタン，バイオ水素

生産に関する研究それぞれで研究交流・研究推進があり，多方面での微生物利用の可能性を示す

に至った。後半に関しては、耐熱性微生物を用いたバイオエタノール高温発酵生産，アミノ酸高

温発酵に向けた研究が進められた。バイオエタノール生産については，非温度調節条件でサトウ

キビ絞り汁を用いて，約7％の生産が可能であった。このとき最大38℃まで上昇した。基礎データ

を収集すると共に、産業利用への道筋を付けた。 

 

○セミナー実施 

 以下のように、セミナーを実施し、要旨集や Summary Book (ISBN978-4-9906826-0-6, pp226 )

として公表した。 

◆セミナー名：最終合同セミナー: 平成 24 年 11 月 18 日~平成 24 年 11 月 20 日（下関市） 

◆セミナー名：最終サテライトセミナー :平成 24 年 8 月 27 日~平成 24 年 8 月 28 日（カントー） 

◆セミナー名：2012 タイ研究博覧会: 平成 24 年 8 月 26 日~平成 24 年 8 月 26 日（バンコク） 

 

７－３ 若手研究者育成 

○セミナー実施： 

 以下のように２度の若手研究者セミナーを開催し、要旨集を作成した。 

◆セミナー名：第 6 回若手研究者セミナー: 平成 24 年 9 月 10 日~平成 24 年 9 月 11 日（山口市） 

◆セミナー名：第 7 回若手研究者セミナー: 平成 24 年 9 月 28 日~平成 24 年 9 月 29 日（バンコク） 

○その他、各グループでの個々の若手研究者育成実績を以下に示す。 

山田：The Royal Golden Jubilee Seminar で基調講演を行った。また、コンケン大学から２名の博士課

程学生を３ヶ月~６ヶ月受け入れ、研究指導を実施した。JASSO の SSSV を企画・実施した。 

伊藤：チュラロンコン大学後期課程 3 年生の研究指導を行った。 

露無：博士課程学生が約３ヶ月間滞在し、P. fluorescens の in vivo mutagenensis 実験を行った。 

徳山：カセサート大学の修士学生が約３ヶ月間滞在し、PLA分解酵素の精製実験を行った。 

石井：研究交流を行っているタイ国側の若手研究者がパーマネントポジションを得た。 

加藤： 4月と 8月にチュラロンコン大学で、国際副指導教員を担当しているMs. A. Kongpolの研究指

導を行った。また、博士論文研究について E-mail 等による研究指導を行った。 

井本：1名の学生が博士学位を取得した。 

橘 ：スリランカの留学生が本事業関連の研究に参加し、最終セミナーで発表を行った。 

神崎：日本で学位を取得したタイの若手大学教員が本プロジェクトに参加し、共同研究を推進してい

る。日本人学生が同教員と英語でディスカッションする機会が増えた。 

宇多川：3 月には大学院生を 8 月には 4 年生を各 1 名同行させ、カセサート大学と交流を図った。 

阪本：カウンターパート（Dr. Wasana）の指導学生が Srinakharinwirot 大学において博士号を取得した。 

樋口：タイの博士課程学生と助教が滞在し、共同研究を実施した。また、１名が本学大学院に入学し

た（文科省国費）。さらに、タイの２名の留学生が 2013 年 3 月に山口大学より博士号を取得

した。 

若山：タイの博士後期課程学生を約 10 か月間受け入れ、、博士論文研究の指導を行った。博士後期

課程に在学中のタイ留学生の研究指導を行っている。 

久保：タイから 4名の学生を受け入れ、指導している。 

 

７－４ その他（社会貢献や独自の目的等） 

各グループでの個々の社会貢献や独自の成果について以下に示す。 
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山田：文科省主催の平成 23 年度科学技術戦略推進費シンポジウム「国際共同研究から科学技術

外交推進へ」において「熱帯環境微生物による高温発酵技術」について講演した。日本

農芸化学会 2013 年度大会シンポジウム「高温発酵技術の構築と展望」を企画実施した。 

星田：高温エタノール発酵実証試験をタイで開始し、2 年後に大規模の発酵試験に着手予定である。 

寺本：岡山県産業振興財団／岡山県食品新技術応用研究会主催の食品技術シンポジウム（岡山）にお

いて「世界の珍しい酒とその微生物資源」について講演した。 

加藤：8 月および 9 月に一般市民や高校生を対象とした公開講座で、有機溶媒耐性細菌とその利用に

ついて講演を行った。4月にPatayaで開催されたRGJカンファレンスでバイオプロダクション

に関するレクチャーを行った。 

宇多川：カセサート大学での実験の様子を撮影してきたものが福井のテレビ局（FBC）によって編集

され、「県立大学が開発 ナンプラーの独自製法」と題して放映された。 

久保：平成 24年度、文部科学省から「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム」に採択さ

れ、今後 5年間、タイとインドネシアから毎年 5名の留学生を受け入れることとなった。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

○本事業全体としての課題 

 JSPS-NRCT拠点事業（平成 10～19年度）に引き続いて本事業（平成 20～24年度）を実施し、熱帯

環境に棲息する耐熱性微生物の開発に取り組んできた。その中で耐熱性微生物の学術的位置付けやそ

の特性を活かした新規な省エネ高温発酵技術開発など世界に先駆けた研究を進めてきた。これらの新

しい学術分野の樹立や次世代技術の構築には国際共同研究の継続が不可欠であるが、２５年度の

Core-to-Core事業採択に至らず、何らかの支援を得て今後の展開を図る必要がある。 

○その他、各グループでの今後の課題や問題点等を以下に示す。 

 それぞれの小課題共同研究においてこれまでの多くの実績が上がっているが、同時に、今後の詳細

な解析を要するものが沢山残っている。たとえば、「放射線抵抗性機構に関与する因子の同定」、 

「エンドキシラナーゼ遺伝子の大量異種発現系の構築」、「稲ワラ分解に使えるフェルラ酸エステラ

ーゼおよびアラビノフラノシダーゼの大量発現系を構築」、「高温でグルタミン酸生産を行える菌株

を用いた実用的な発酵生産系の開発」、「広い温度域でグルタミン酸排出をすることが可能なメカニ

ズムの確立」、「Ogataea siamensis株における強力なプロモーターの取得と発現ベクターの開発」、

「耐熱性を１０度上昇させた-グルコシダーゼのX線結晶構造解析」、「α-ガラクトシダーゼの糖転移

活性を用いたプレバイオティクスの生成における至適な反応条件の設定」、「「耐熱化」メカニズムの

解明」などいずれも重要な課題であり、共同研究の継続が望まれる。また、実用化を目指したものも

いくつかあり、「バイオ燃料としての油脂蓄積」、「エステラーゼの具体的な応用性検索」、「バナ

ナ酒の品質の改良」、「PLA分解微生物を利用した迅速なPLA分解法および分解装置の開発」、「ブ

タノール耐性B. subtilisからブタノール生産のための生体触媒菌体の構築」、「タイの魚醤工場におけ

る工業化」、「高温酢酸発酵系の実用化のための開発研究」、「ベトナムにおけるヌックマム生産」、

「次世代型高温バイオエタノール生産技術」など今後の展開が期待される。 

 本年度は事業最終年度であったことから、これまでの成果の論文発表を推進した。その結果、日本

側が中心となった研究では比較的多くの原著論文が発表されてきたが、タイ側が中心の研究の原著論

文発表は少なかった。また、ベトナムやラオス側が中心の研究については、Summary Book への掲載

にとどまった。論文になる研究成果も多く挙がっていることから、協力して原著論文作成を進める必

要がある。一方、残念ながら大学の教育体制の違いなどから母国での研究時間が十分に確保できない

場合も認められる。 

 研究設備や研究資金の問題も見受けられた。タイでは「絶対嫌気性菌のための培養設備」がなく、

ベトナムやラオスでは「一般的な培養装置や保存用冷凍庫」がほとんどない。先端的な解析は日本で

実施できるが、現地で行う微生物の分離や保存に必要な機器は是非整備が必要である。研究者交流費

だけでなく、継続的な交流活動を続けるための研究費の獲得が最も現実的な課題である。また、少な

くとも継続して１ヶ月以上の日本滞在が共同研究の実質化には不可欠と考えられる。また、日本では

研究室単位の共同研究を発展させ、大学間交流を目指した学部内の横断的研究協力体制の構築が望ま

れ始めている。 

 最後の段落の課題は過去１年間に具現化したものではないが、ASEAN 等との国際交流事業を発展

させるために今後改善が必要と思われる。日本に無い熱帯性環境微生物の探索研究および応用研究は、
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新たな研究分野の開拓と新産業創成のためにも今後強力に発展させるべきである。また、本事業参加

者の多くの日本側研究者は留学生の受け入れに積極的であり、若手研究者育成に豊富な経験をもつこ

とから、更なる事業展開が達成できると確信する。それと同時に、留学生の日系企業への就職を積極

的に支援していく体制を整える必要がある。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２４年度論文総数     ２０本 

 相手国参加研究者との共著   １６本 
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８．平成２４年度研究交流実績状況 

８－１ 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）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 

（英文） 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  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実 施 計

画 

 0/0  0/0 

実績 2/10（1/5）  2/10（1/5） 

タイ 

<人／人日> 

実 施 計

画 

1/30   1/30 

実績 1/20（5/40）  1/20（5/40） 

 

<人／人日> 
実 施 計

画 

    

実績    

合計 

<人／人日> 

実 施 計

画 

1/30 0/0  1/30 

実績 1/20（5/40） 2/10（1/5）  3/30（6/45） 

② 国内での交流      0人／0人日 

日本側参加者数  

   39 名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（タイ）側参加者数 

    41 名 （１３－２ 相手国（タイ）側参加研究者リストを参照） 



 

 10 

２４年度の研

究交流活動 

有用物質生産に有効な耐熱性微生物等のスクリーニング 

 共同研究チーム：酒井謙二・九州大学、Saowanit Tongpim・コンケン大学 

 Dr. S. Tongpim を１１月５日-２６日（２１日間）招聘した。これとは別に、コン

ケン大学独自のグラントを獲得し、博士が指導する博士課程および修士課程学生 

(それぞれ 1 名)を特別研究留学生として受け入れた（それぞれ、8/2-11/30、

11/5-1/31）。この期間にプロバイオティクス機能に関係した免疫系アッセイ法の修

得および分離菌の分子生物学的分類法、非培養的複合微生物系の FISH による観察

方法をトレーニングした。 

また、当初計画外ではあるが、タイ側の招聘希望により酒井が３月１０日-１４

日コンケン大学を訪問し、継続研究の方針及び得られた成果の論文投稿計画につい

てのディスカッションを行った。 

 

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 

 共同研究チーム：岸田正夫・大阪府立大学、Vichai Leelavatcharamas・コンケン大

学 

 単離した酵母について培養温度と生育量および油脂蓄積量の関連性を比較し、

45℃まで生育して油脂を蓄積したPichia sp. Scj0E株を油脂蓄積酵母として選別し、

解析した。本株を用いて油脂蓄積のパラメーターである接種菌体量、初発pH、空

気流入量、総糖量、培養温度の 5 点について検討した。その結果、接種菌体量は総

培養量の 10％、初発pH 5.0、空気流入量 200 rpm、総糖量 10％、培養温度 40℃に

おいて最大の油脂蓄積が認められた。また油脂中の脂肪酸組成を解析したところ、

その約 70％がオレイン酸であった。 

 

糖質・糖鎖関連酵素遺伝子のスクリーニング 

 共同研究チーム：伊藤和央・大阪市立大学、村上周一郎・明治大学、Piamsook 

Pongsawasdi・チュラロンコン大学、Tipaporn Limpaseni・チュラロンコン大学、

Kuakarun Krusong・チュラロンコン大学、Jarunee Kaulpiboon・タマサート大学 

環境中から PCR によってアミロマルターゼをコードする遺伝子ホモログのクロー

ニングを行ない、その構造上の特徴を明らかにするとともに、同遺伝子の発現系を

構築し、発現酵素の特異性調べた。また、Paenibacillus sp. A11 の CGTase の融合タ

ンパクを作成しその安定性を解析した。あわせて Paenibacillus 属の産生する

CGTase を用いて、各種生理活性化合物にマルトオリゴ糖を転移導入し、配糖体の

機能を解析した。また、Bacillus licheniformis RN-01 の産生する耐熱性のレバンシュ

ークラーゼ遺伝子の部位特異的変異導入し、変異酵素の機能を解析した。 

さらに、本研究課題の参加メンバー全員（伊藤和央（大阪市立大学）、村上周一

郎（明治大学）、ピアムスーク ポンサワ(チュラロンコン大学)、ティパポーン リ

ンパセーニ(チュラロンコン大学)、ジャルーニ カウルピブーン（タマサート大

学）、 クワカルン クルソン（チュラロンコン大学））が、下関で開催された最終

合同セミナーに出席した。そして、2 つの研究課題に関して、糖質・糖鎖関連酵素



 

 11 

遺伝子の探索研究とオリゴ糖・配糖体合成のための糖質・糖鎖関連酵素分子に関す

る研究について本年度の研究成果を含め、これまでの研究成果を、ジャルーニ カ

ウルピブーンとクワカルン クルソンがそれぞれ口頭発表を行なった。そして、出

席した研究者と活発な質疑応答を行なった。また、それぞれの研究成果について伊

藤和央と村上周一郎がポスター発表を行ない、討論を行なった。さらに、伊藤和

央、村上周一郎、ピアムスーク ポンサワ、ティパポーン リンパセーニが、本合

同セミナーの口頭発表において座長をつとめた。 

また、この合同セミナーにおいて、スクリーニングで得られた酵素および

CGTase を用いたオリゴ糖合成に関する研究そして機能性配糖体の酵素合成に関す

る研究と新規配糖体の合成法の開発について討論を行った。また、当該メンバー

で、研究の新たな展開を図るための今後の展望について意見交換を行った。 

 

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 

 共同研究チーム：寺本祐司・崇城大学、Dung Ngo Thi Phuong・カントー大学 

 メールで情報交換等によって論文の校正とやりとりを行った。現地での調査結果

は、Dr. Dung がこれまでに取得したベトナムの伝統酒の情報とあわせて英国の

Brewer & Distiller International に投稿し、掲載された。 

また、ベトナムmenから分離した酵母は同定後、各種酵母と比較実験をしてその

成果の一部は口頭発表した。 

 

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 

 共同研究チーム：星田尚司・山口大学、Tran Thanh Phong・熱帯生物研究所、Le 

Tan Hung・熱帯生物研究所、Charida Pukahuta・ウボンラチャタニ大学、Sanom 

Nonklang・ウボンラチャタニ大学、Srasit Sutthikhampa・ウボンラチャタニ大学、

Sasitorn Lorrengsril・ウボンラチャタニ大学、Kamonchai Cha-Aim・シーナカリンウ

ィロット大学 

 高温でのエタノール生産に適した株を取得することを目的として、カルチャーコ

レクション、タイ、ベトナムから得られた K. marxianus を種々の組み合わせで交配

育種を進めた。まずは接合株を選択するために、それぞれの株から、2 種の異なる

栄養要求性株を獲得することを目指した。その結果、1 株を除いていずれの株から

も ura3
-株と ura5

-株を得ることに成功した。これらを互いに接合させたところ、組

合せにより接合の可否はさまざまであった。得られた 2 倍体の耐熱性を調べたとこ

ろ、両親株に比べて耐熱性の高まった株や耐熱性が低下した株が存在した。また、

いくつかの 2 倍体から得られた子孫の耐熱性もさまざまであった。 

 タンパク質の分泌生産については、ウラシル要求性株ではイヌリナーゼの分泌生

産能力が大きく低下すること、さらにエタノール生産条件に適した高糖濃度、嫌気

的条件においても分泌生産が低下することがわかった。 

 ベトナム、カントー大学でのサテライトセミナーで 2 件の発表を行った。 
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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：芦田久・近畿大学、山本憲二・石川県立大学、Chartchai 

Khanongnuch・チェンマイ大学 

乳酸菌Lactobacillus fermentum CM33 株由来のβ-ガラクトシダーゼの組換え酵素を

調製し結晶化を試みたが、構造解析に供する結晶は得られなかった。組換え酵素は

熱に対してやや不安定な酵素であるため、立体構造情報に基づく部位特異的変異に

よる転移活性の上昇とともに耐熱性の向上が望まれた。また、耐熱性を有する新た

なβ-ガラクトシダーゼを探索し、耐熱性酵母Kluyveromyces maxianus CK8 株由来の

酵素が高い転移活性を有することを見出した。本酵素は 40℃の条件下でラクトース

を基質としてガラクトオリゴ糖を生成するが、興味深いことに10℃や20℃の低温条

件下でより多量のガラクトオリゴ糖を生成した。 

 

放線菌由来耐熱性PLA分解酵素に関する研究 

 共同研究チーム：徳山真治・静岡大学、Vichien Kitpreechavanich・カセサート大

学 

酸性域で強い活性を示すPLA分解酵素を生産する微生物を分離した。Vichien 研

究室（カセサート大学）とPLA分解活分解微生物の分離実験を共同で行った

（24.8.27-31）。Thailand Resarch EXPO (25-26 Aug. 2012)で、イチゴ炭疽病に有効な

機能性堆肥について発表した。Asia Core Program 合同セミナー（24.11.18-22）に参

加した。 

 

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 

 共同研究チーム：岸田正夫・大阪府立大学、Vichai Leelavatcharamas・コンケン大

学 

 耐熱性酵母および耐熱性細胞融合株について、耐熱性に関与するトレハロースの

蓄積量と高温（熱ストレス）培養について解析した。また同様の条件時に醸造酵母

（Saccharomyces cerevisiae）や分裂酵母（Schizosaccharomyces pombe）におけるトレ

ハロースと高温培養の関係を解析し、比較した。さらに、このような耐熱性増殖と

放射線曝露に対する抵抗性との関係を解析した。高温条件(40-50℃)細胞内に生じ

るといわれる酸化ストレスについても各々の酵母について解析を進めた。 

 

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 

 共同研究チーム：阪本龍司・大阪府立大学、Wasana Sukhumsirichart・シーナカリ

ンウィロット大学 

  W. Deesukon 氏 (Srinakharinwirot Univ.)が平成 24 年 5 月 7 日から平成 24 年 6 月

6 日まで、大阪府立大学において組換え型キシラナーゼに関する研究を行った。 

 アジア研究教育拠点事業最終合同セミナー（平成 24 年 11 月 18 日〜11 月 20 日）

にて、W. Sukhumsirichart 氏 (Srinakharinwirot Univ.)と共著発表を行い、また今後の
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研究計画について打合せを行った。 

 

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・九州大学、園元謙二・九州大学、土居克実・九州大

学、善藤威史・九州大学、松崎弘美・熊本県立大学、Sunee Nitisinprasert・カセサー

ト大学、Adisorn Swetwiwathana・モンクット王技術大学、Wilai Noonpakdee・マヒ

ドン大学、Wanna P. Malaphan・カセサート大学、Pongtep Wilaipun・カセサート大学 

  乳酸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。しかし、一般的に、乳酸菌の至適正育温度は 30℃付近

で、40℃では増殖が可能でも、バクテリオシンのような二次代謝産物を効率よく生

産できる乳酸菌は稀である。そこで、これまでの本交流事業を通じて、我々は、温

暖化が顕著な日本の夏季や熱帯地方、あるいは鶏腸管のように 40℃を超えるよう

な環境下においても、安定してバクテリオシンを生産できる乳酸菌をスクリーニン

グしてきた。その数は 10 を超え、特に、Enterococcus faecium NKR5-3 株、

Lactobacillus reuteri KUB-AC5 株 、 Pediococcus pentosaceus TISTR536 株 、

Lactobacillus plantarum PMU33 株、Pediococcus pentosaceus KU-F2 株などは、発酵食

品やプロバイオティクスとしての利用の可能性も示唆されている。本年度は、本プ

ロジェクトの最終年度となることから、それらの現場での応用の可能性について検

討を重ねることにした。その結果、下記に挙げるような成果が得られ、これらの乳

酸菌シーズの実用化の期待が益々高まることとなった。 

 

アクリルアミド分解に応用するためのEnterobacter aerogenes由来アミダーゼの発現

と性質の解明 

 共同研究チーム：谷明生・岡山大学、Jittima Charoenpanich・ブラパ大学 

 年度途中で共同研究者である谷がスイス留学したため、実質的な研究交流活動が

できなかった。そこで、最終合同セミナーに向けてこれまでの研究成果をまとめる

こととした。 

 

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株由

来のフィコエリスリンと関連タンパク質の異種発現 

 共同研究チーム：石井正治・東京大学、Yuwadee Peerapornpisal・チェンマイ大学 

 フィコビリンリアーゼ遺伝子をコードしていると思われる遺伝子断片の取得に

成功した。しかしながら、完全長の配列は未だ得られておらず、そのため、異種発

現にまでは至っていない。 

 

タイ国の海洋性酵母の同定とその発酵特性 

 共同研究チーム：寺本祐司・崇城大学、Rattanaporn Srivibool・ブラパ大学 
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 6種類の海洋性酵母の26SrRNAの配列決定によって同定した。さらに酵母菌体を

抽出し脂肪酸特性を調査した。まず Pichia jadinii BS1-2 と BS6-2 株について調べ

た。その後、分離した全 8 菌株の脂肪酸特性を調べた。 

BS1-2 株を用いてバナナ (Musa sapientum) 酒の発酵試験を行った。ペクチナーゼ

を使用してバナナペクチンを分解後、発酵原料とした。市販醸造用酵母

Saccharomyces montache を用いて比較実験を行った。 

 

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 

 共同研究チーム：山田守・山口大学、高坂智之・山口大学、Noppon 

Lertwattanasakul・山口大学、Suprayogi・山口大学、Sukanya Nitiyon・山口大学、Le 

Van Viet Man・ホーチミン市大学、Savitree Limtong・カセサート大学、Wichien 

Yongmanitchai・カセサート大学、Nantana Srisuk・カセサート大学、Chansom 

Keo-Oudone・ラオス国立大学 

 本課題でこれまでタイ、ベトナム、ラオスから分離した酵母菌について、糖資化

性、エタノール生産性および耐熱性の詳細な比較を行った。エタノール生産性が高

く、耐熱性の強い株の中にも糖資化性スペクトルに違いがあった。糖資化性は狭い

がグルコース（でんぷん）からのエタノール発酵生産性の高い酵母が見出された。

一方、Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042は広い糖資化性を有し、単糖だけでな

く、raffinose や inulin も資化できることが分かった。DMKU 3-1042 のグルコース抑

制について検討した。その結果、Saccharomyces cerevisiae と比べて蔗糖に対するグ

ルコース抑制が弱く、サトウキビ搾り汁などを原材料とする場合に有利であること

が分かった。また、グルコース抑制変異株を多数分離し、解析を進めた。さらに、

Aspergillus niger との共培によるでんぷんからの高温エタノール発酵を検討した。 

 

耐熱性 Z. mobilis の呼吸鎖の解析とエタノール生産との関係 

 共同研究チーム：山田守・山口大学、高坂智之・山口大学、村田正之・山口大

学、Pornthap Thanonkeo・コンケン大学、Kaewta Sootsuwan・ラジャマンガラ大学、

Kannikar Charoensuk・ラジャマンガラ大学 

 Z. mobilisは、強力なエタノール生産代謝経路によって生育に必要な ATPを確保す

ると推測されている。一方、呼吸鎖電子伝達系はエタノール生産代謝と競合して

NADH を利用することから、効率的なエタノール生産のためには相互の関係を理解

する必要がある。昨年度まで呼吸鎖電子伝達系を中心に解析を進めたが、24 年度

はエタノール生産代謝経路の末端に位置するアルコール脱水素酵素を破壊した

ΔadhB株を作成し、その影響を検討した。その結果、30˚Cでは親株とほぼ同等の生

育及びエタノールの生産を示したが，40˚C において ΔadhB 株は著しく生育が低下

した。この結果より、高温での生育にATP生産量が極めて重要であることが示唆さ

れた。また，生育量とエタノール生産量が一致することから、生育に必要なATPは

ほとんどがエタノール生産代謝経路によって生産されることが示唆された。 
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２４年度の研

究交流活動か

ら得られた成

果 

有用物質生産に有効な耐熱性微生物等のスクリーニング 

重要な栽培作物に対する病原菌のバイオコントロール、これまでに報告のない稀

少放線菌、および重要養殖魚類に対するプロバイオティクスなど多数の有用菌の形

態学的、生理学的、分子生物学的性質を明らかにできた。これらの成果について複

数の学術誌への投稿原稿案をまとめることができた。また、栽培や養殖におけるこ

れら有用菌の動向を把握するための実験方法の立案ができた。 

 下関での最終合同セミナーの後（１１月２１日）、コンケン大学学長が本学を表

敬訪問し、今後の交流等について意見交換を行った。 

 

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 

 本研究交流活動により、油脂蓄積酵母を単離し、その中で高温域まで生育できる

Pichia sp. Scj0E 株の最適油脂蓄積条件が確立された。また蓄積される油脂はオレイ

ン酸を多く含むことも解明した。 

これらのことから酵母を用いた油脂の回収と蓄積油脂の物質としての利用に道筋

をつけるという成果が得られた。本研究成果は最終合同セミナーにおいて発表し

た。 

 

糖質・糖鎖関連酵素遺伝子のスクリーニング 

1. 環境中から、PCR によってアミロマルターゼをコードする遺伝子ホモログをク

ローニングし、その構造上の特徴を明らかにした。さらに、同遺伝子の発現系を

構築し、発現酵素によるオリゴ糖合成活性とその特異性を明らかにした。 

2.Thermus filiformis のアミロマルターゼ遺伝子をクローニングし、その塩基配列を

明らかにするとともに発現酵素の性質を調べ、デンプンから大環状のシクロアミ

ロースを合成することを明らかにした。 

3. Paenibacillus sp. A11 の CGTase に Trx と PRP 領域を導入し、得られた融合酵素が

耐熱性および耐有機溶媒性が向上ていることを明らかにした。 

4. Paenibacillus sp. A11 の産生する CGTase を用いて、セロビオースへのマルトト

リオースの導入に成功した。また、Paenibacillus sp. RB01 の産生する CGTaseを

用いて、様々なエピカテキンをオリゴ糖で配糖体化し、水溶性の増加および紫

外線に対する安定性が向上することを明らかにした。また、同酵素を用いてサ

リシンにオリゴ糖を導入することに成功した。そして、抗血液凝固活性が高ま

ることを明らかにした。さらに、Bacillus licheniformis TH4-2 の産生する酵素を

用いて、プレバイオティック作用を示す新規三糖を合成することに成功した。 

5. Bacillus licheniformis RN-01の産生する耐熱性のレバンシュークラーゼの遺伝子に

部位特異的変異導入し、サブサイト+2 のアスパラギン残基を様々なアミノ酸に

置換した変異酵素を大腸菌で発現系させた。そして、置換したアミノ酸の種類

によって生成するレバンの鎖長が変わることを明らかにし、アミノ酸置換と変

異酵素の機能相関を解析した。 

6. 担子菌 Agaricus bisoporus の産生するエンド--N-アセチルグルコサミニダーゼ
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AB をコードする遺伝子の発現系を構築し、発現条件を検討するとともに発現酵

素の分離精製を行なった。そして、発現酵素の糖鎖構造特異性を明らかにした。

また、立体構造を明らかにするために発現酵素を結晶化した。 

7. 担子菌 Flamulina verutipes の産生するエンド--N-アセチルグルコサミニダーゼ

FV の触媒部位のアミノ酸置換を行ない、変異酵素遺伝子の酵母での発現系を構

築した。そして、変異酵素の分離精製を行なった。 

8. 担子菌 Flamulina verutipes の産生するエンド--N-アセチルグルコサミニダーゼ

FV のプロセシング酵素の担子菌における発現部位を明らかにするとともに遺伝

子のクローニングを行なった。 

さらに、今後も共同研究を進める事について双方同意し、次年度以降も引き続き研

究交流を進める事にした。 

 

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 men より発酵性酵母を分離し、Saccharomyces cerevisiae Y3 と同定し

た。本酵母 S. cerevisiae Y3、タイ国壺酒 ou から分離した S. cerevisiae NP01、日本醸

造協会 7 号酵母をもちい、原料に生白米、蒸白米をもちいて発酵試験を行った。一

般分析と抗酸化能試験を行った。3 種の酵母でつくった酒の DPPH ラジカル消去能

に大きな差はなかったが、脂質過酸化阻止能はY3またはNP01酵母を用いてつくっ

た酒の方が、醸造協会 7 号を用いた酒よりも強かった。 

さらに、以下の講演・発表を行った。 

1．世界の珍しい酒とその微生物資源    寺本祐司 

公益財団法人岡山県産業振興財団／岡山県食品新技術応用研究会主催の食品技

術シンポジウム「食を通じてアジアとつながる ― アジアの食文化、そして岡

山からアジアへ発信 ―」（岡山）2012 年 8 月 

2．世界の稀少酒について ～蒸留酒を中心に～  寺本祐司  

第 9 回 清酒.焼酎製造技術セミナー（東京）2012 年 9 月 

3．世界の珍しい蒸留酒   寺本祐司 

第 9 回鹿児島大学焼酎学シンポジウム ～世界の酒と風土～（鹿児島）2012 年

12 月 

4．発酵酒の品質分析及び抗酸化能の測定 

潘浩、三枝敬明（崇城大学大学院）、Aporn Wongwicharn（King Mongkut's 

University of Technology ）、 Ngo Thi Phuong Dung （ Can Tho University 

CampusⅡ）、寺本祐司（崇城大学大学院） 

第２７回 熊本県産学官技術交流会（熊本）2013 年 1 月 

 

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 

 18 の株が、完全にではないものの、互いに交配できた。これらの株は由来が全

く異なるものであることから、交配で得られた 2 倍体から子孫を得ることで無限と

もいえる多様性を持った新たな株を得ることが可能になった。エタノール生産には
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耐熱性はもちろん、糖耐性、凝集性など様々な性質が求められる。さらに、発酵原

料やプロセスが異なれば要求される性質も異なると考えられる。交配では他の育種

法では不可能な多様な子孫を得ることができる。本研究により、目的に応じた K. 

marxianus 株を選択できる可能性を示すことができた。 

 ウラシル要求性株でのタンパク質分泌生産能の低下は、細胞内タンパク質である

-ガラクトシダーゼでは見られなかったことから、分泌性タンパク質特異的である

可能性が考えられた。ウラシルは分泌タンパク質の糖鎖修飾に必要であることか

ら、分泌タンパク質生産と糖鎖修飾の重要性が示唆された。 

キャッサバチップを材料とした K. marxianus による高温でのエタノール発酵実証

試験プロジェクトをタイで本格的に開始した。現在は実証プラントの設計・建設段

階であるが、2 年後には 10ｔスケールでの発酵試験に着手する予定である。なお、

実証試験ではウボンラチャタニ大学のグループにより分離された K. marxianus を使

用する。 

 

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 

Lactobacillus fermentum CM33 株の β-ガラクトシダーゼに関する第二報が受理

された。本論文では酵素生産に最適な培養条件を明らかにした。 

 

放線菌由来耐熱性 PLA 分解酵素に関する研究 

特許（特許第 4997504 号）「ポリ乳酸の分解方法、ポリ乳酸分解組成物及びそれに

用いる微生物」（発明者：徳山真治、キットプリチャワニ ビチエン）を取得した

（平成 24 年 5 月 25 日）。 

 

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 

 醸造酵母では、すでに報告があるように、熱ストレスを与えたときにはトレハロ

ースを蓄積するにつれて増殖阻害がかかることが分かったが、耐熱性酵母では高温

でも増殖阻害がかからずトレハロースの蓄積が認められなかったことから、トレハ

ロースによるストレス耐性機構に関して醸造酵母と耐熱性酵母では異なる機構が存

在することが判明した。本研究成果は ACP-NRCT ジョイントセミナーにおいて発

表され、Biocontrol Science 誌に現在投稿中である。また、トレハロース蓄積量と放

射線に対する致死率との関連性が醸造酵母では認められるにもかかわらず、耐熱性

酵母では認められなかったことも耐性機構の違いを示すものと考えられる。そこ

で、分裂酵母についても検討したが、本酵母では独自のトレハロース活用機構が存

在することが示唆され（分子生物学会 2012 年度大会で発表）、トレハロースが放射

線抵抗性に及ぼす影響は種特異性があることが判明するという成果を得た。 

 

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 

・ キシラナーゼ高生産菌 (Streptomyces sp. SWU10) 由来の 2 種のエンドキシラ
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ナーゼ遺伝子（xynSW1, xynSW2）について、前年度までにクローニングおよび異

種発現系の構築に成功している。本菌はさらに 1 種のエンドキシラナーゼ遺伝子 

(xynSW2)を保持していることを見いだし、本遺伝子の大腸菌における異種発現を

行った。また、本組換え酵素の反応特性を解析した。 

・ 好熱・好アルカリ性フェルラ酸エステラーゼ生産菌の探索を行ったが、目的と

する微生物を得ることはできなかった。 

 

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 

 Wilai Noonpakdeeらは、本事業にて独自にスクリーニングしたLactococcus lactis 

WNC20 株とLactoobacillus plantarum PMU33 株の食品保蔵への利用を検討した。

WNC20はnisin Z生産株、PMU33はplantaricin W生産株であることが本事業によりす

でに確認されている。食品保蔵への利用形態としては、両菌をタイの伝統的発酵ソ

ーセージであるNhamのスターターとして接種させ、続いて乳酸発酵を促し、同時

にバクテリオシンも生産させるというものである。その結果、この２菌を同時にス

ターターとして用いた場合、非常に強い、抗リステリア活性、および抗大腸菌活性

を食品中で発揮することが確認された。 

Wanna Malaphanらは、本事業にて独自にスクリーニングしたPediococcus 

pentosaceus KU-F2 株を用いて、サラダの実験モデルであるキュウリモデル実験に

て、抗リステリア活性を確認した。 

Adisorn Swetwiwathanaらは、NhamモデルにてPediococcus pentosaceus TISTR536株

がNisinよりも高い抗グルタチオン抵抗性を示すことを確認した。グルタチオンは

食肉中に多く含まれる化学物質で、これとバクテリオシンペプチドが反応すること

でその活性が低下することが懸念されたが、本実験によりPediocin PA-1 が高い安定

性を有することが示され、食肉における抗菌材としてnisinを凌ぐ有用性があること

が示された。 

Sunee Nitisinprasert らは、鶏雛の餌に、自ら本事業にてスクリーニングした

Lactobacillus reuteri KUB-AC5株を混合して摂取させることで、鶏の腸内細菌叢が大

きく変化することを示した。特に AC5 株接種群の腸管にて、乳酸菌量が有意に高

くなること、逆に Campylobacter などの鶏病原菌量が有意に低下することが示され

た。 

 

アクリルアミド分解に応用するためのEnterobacter aerogenes由来アミダーゼの発現

と性質の解明 

Enterobacter aerogenes 由来の組換えアミダーゼ遺伝子の発現および酵素の特性に

ついて最終合同セミナーで発表した。 

 

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株由

来のフィコエリスリンと関連タンパク質の異種発現 

 タイ国研究者との交流を活発に行うことができ、さらなる研究交流の素地は充分
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にできたものと考えている。 

 

タイ国の海洋性酵母の同定とその発酵特性 

6 菌株 BS1-1、BS1-2、BS6-2、MN 1-4、TK1-3、 FV1-2 の 26S rDNA の D1/D2 

ドメインを PCR をもちいて Kurtzman and Robnett (1998) の方法により調べた。

BLASTn でホモロジー検索をした。BS1-1、BS1-2、BS6-2、MN 1-4、TK1-3、 

FV1-2 株をそれぞれ Candida tropicalis、 Pichia kudriavzevii、Pichia jadinii、Candida 

parapsillosis、 Candida parapsillosis、 Kodamaea ohmeri と同定した。  

BS1-2 と BS6-2 には、飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸が含まれていた。組成は以下の

と お り 。  SFAs (26.73-33.56 % TFA), monounsaturated fatty acids: MUFAs 

(22.02-35.95 % TFA) and polyunsaturated fatty acids: PUFAs (29.82-31.42 %TFA)。 

主要な脂肪酸はC16:0、C18:1n9、C18:2n6、C18:3n3であった。しかしながら重要

な脂肪酸である EPA, (20:5n3) と DHA (22:6n3) は検出されなかった。不飽和脂肪

酸Linoleic Acid (LA; C18:2n6 )と-Linolenic Acid (ALA;C18:3n3) が両菌株に含まれて

いた。 

8 種の海洋性酵母 AS1-8、BS1-、BS1-2、BS1-3、BS 6-1、BS6-2、FV1-2、MN1-3

の脂肪酸を調べたところ、分離株の多くが高比率で Linoleic acid と-Linolenic acid

を含んでいることが分かった。Candida tropicalis BS1-1 は、培地中に魚油を加える

と高濃度の C20:5n3 をつくった。Rhodotorula AS1-8 は全脂肪酸の 74.05％の Linoleic 

acid をつくるが、培地中に魚油や C18:1n7 を加えるとブロックされ、かわりに C18: 

2n6 を生産した。 

Pichia jadiniiを用いてバナナ酒をつくったところ、Saccharomyces montacheを用い

た場合と同様に発酵経過は良好であった。好ましい香りのバナナ酒をつくることが

できた。 

Presentation:  4-6 October, 2012, Khon Kaen, Thailand (Poster) 

Title     論文名：PUFAs in Marine Yeasts Isolated from Coastal Water, Thailand 

Author   著者名（共著）： Janjarus Watanachote, Nisa Siranonthana, Rawiwan 

Watanadilok, and Rattanaporn Srivibool 

 

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 

 本課題によって種々の耐熱性酵母を取得することができた。これによって、原材

料に適した酵母を用いて高温エタノール発酵を行うことが可能になった。高温エタ

ノール発酵によって従来の技術に比べてより安価なエタノール生産が可能になる。 

 

耐熱性 Z. mobilis の呼吸鎖の解析とエタノール生産との関係 

 これまでの解析から Z. mobilis の呼吸鎖電子伝達系は NADH 酸化活性によって細

胞内の酸素を減少させ、チトクローム C ペルオキシダーゼ等による抗酸化経路とと

もに酸化ストレス抑制に重要な役割を果たしていることが示唆された。一方で、生

育に必要なATPはそのほとんどをエタノール生産代謝経路により生産し、電子伝達

系に共役したATP合成の寄与は少ないようである。中心代謝系となるエントナード
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ードロフ系—エタノール生産代謝経路では NADH 生産量とエタノール生産量は等量

であり、定常状態では余分な NADH はほとんどなく、また、エタノール生産量を

高めればATPが増産されると期待される。逆に、高温ではATPがより多く必要であ

ることから、耐熱性株はエタノール生産性が高まる可能性がある。 
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―研究課題ごとに作成してください。― 

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）高坂智之・山口大学大学院医学系研究科・助教 

（英文）Dr. Tomoyuki Kosaka・Yamaguchi University・Assistant Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

（英文）Dr. Savitree Limtong・Kasetsart University・Professor 

 

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   計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画    0/0 

実績   0/0 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 1/30   1/30 

実績 5/15（2/59）   5/15（2/59） 

ベトナム 

（日本側参加者） 

<人／人日> 

実施計画 0/0   0/0 

実績 2/2   2/2 

ラオス 

（タイ側参加者） 

<人／人日> 

 0/0   0/0 

 4/4   4/4 

 

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/30   1/30 

実績 11/21（2/59）   11/21

（2/59） 

② 国内での交流      0人／0人日 

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 

    41 名 （１３－２ 相手国（タイ）側参加研究者リストを参照） 

２４年度の研

究交流活動 

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・九州大学、中山二郎・九州大学、善藤威史・九州

大学、Nguyen Van Ba・タイドー大学、Nguyen Tam Thanh・タイドー大学、Sunee 

Nitisinprasert・カセサート大学 

 ２３年度まで交流していたＤr. Nguyen Ba Van が病気療養のため、２４年度は残
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念ながら研究交流活動ができなかった。また、タイ・カセサート大学 Dr. 

Nitisinprasert 氏を介してのラオス研究者との交流も間接的なサポートに終始した。 

 

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・京都大学、由里本博也・京都大学、Nguyen Van 

Thanh・（カントー大学、Savitree Limtong・カセサート大学、Nantana Srisuk・カセ

サート大学、Manichanh Namamnivong・ラオス国立大学 

 本年度の実質的な交流活動は最終合同セミナー（11/18-11/20)のみであったが、こ

れまでの研究に関する情報交換と、今後の研究の進め方について極めて有意義な

ディスカッションを行うことができた。さらに、必要に応じて E-mail でも情報交

換を行った。 

 

耐熱性酢酸菌の地理的分布 

 共同研究チーム：薬師寿治・山口大学、松下一信・山口大学、Huynh Xuan 

Phong ・カントー大学、 Gunjana Theeragool ・カセサート大学、 Chanhom 

Lo-Inheuang・ラオス国立大学 

 Huynh Xuan Phong: ACP 最終セミナー（11 月 18-20 日，下関）に参加し，口頭発

表を行うとともに，研究打ち合わせを行った。 

 Chanhom Loinheuang: ACP 最終セミナー（11 月 18-20 日，下関）に参加し，ポス

ター発表を行うとともに，研究打ち合わせを行った。 

 

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 

 共同研究チーム：片山高嶺・石川県立大学、玉置尚徳・鹿児島大学、小柳喬・

石川県立大学、Supak Poungbangpho・パヤオ大学 

 Thermoascus aurantiacus 由来の-グルコシダーゼ遺伝子にランダム変異を導入

し、約 2000 クローンの変異酵素ライブラリーを作製した。96 穴プレートを用

いて培養後、無細胞抽出液を調製し、55 度処理後の残存活性を指標として耐

熱化スクリーニングを行った。 

 

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・山口大学、高坂智之・山口大学、Noppon 

Lertwattanasakul・山口大学、Le Van Viet Man・ホーチミン市大学、Savitree 

Limtong・カセサート大学、Wichien Yongmanitchai・カセサート大学、Nantana 

Srisuk・カセサート大学、Chansom Keo-Oudone・ラオス国立大学 

 本課題は、以前タイで確立された分離方法によってタイ、ベトナム、ラオスで

耐熱性酵母並びに耐熱性 Z. mobilis の分離を実施し、分離株の比較による分布調査

や優良株の分離を目的とした。耐熱性酵母については３カ国ともに分離に成功

し、耐熱性で高温でのエタノール生産性が高く糖資化性が広い Kluyveromyces 
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marxianusが広く分布していることが分かった。しかしながら、Z. mobilis の分離は

できなかった。K. marxianus について、これまで最も耐熱性で高温でのエタノール

生産性が高いと報告されているDMKU 3-1042よりも高温耐性で高温でのエタノー

ル生産性が高い株がラオスやタイで得られた。また、異なる糖に対する発酵性の

違いも見られた。また、高濃度の糖を材料として高温発酵能に優れた Pichia 

kudriavzevii 株を得て、それについて論文発表した。ラオスでは 40 度以上で生育す

る株として、K. marxianus に加えて、Candida tropicalis, Meyerrozyma guilliermondii, 

Pichia fabianii, P. kudriavzevii, Pichia rhodanesis が分離され、その内、16%グルコー

スで45度で生育できるものはPichia rhodanesisとK. marxianusであった。特に、キ

シロースからの発酵能が高い有望株が見出された。一方、ベトナムから分離され

た株で、14%グルコースで 40 度以上で生育できるものとして C. tropicalis, P. 

kudriavzevii, Torulaspora globosa が分離された。 

 

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・山口大学、高坂智之・山口大学、村田正之・山口大

学、松野浩嗣・山口大学、Pornthap Thanonkeo・コンケン大学、Kannikar 

Charoensuk・ラジャマンガラ大学 

 大腸菌は、常温性細菌でありながら生育限界温度が 47 度と耐熱性を有し、ま

た、様々な解析方法が確立されており、耐熱性分子機構の解明に適したモデル生

物である。昨年度まで一遺伝子破壊株ライブラリーの網羅的解析から 51 個の耐熱

性遺伝子を同定し、それらはエネルギー生産代謝、安定な外膜構造形成、DNA 修

復、tRNA修飾、細胞分裂などに関与し、高温でのATPの需要の拡大や酸化ストレ

ス増大に対応するものも含まれていることを示した。24 年度は網羅的解析中に、

耐熱性遺伝子は破壊株よりも温度感受性を示すとして残してきた破壊株を詳細に

解析し、さらに21個の耐熱性遺伝子を同定した。これらの遺伝子も51個の耐熱性

遺伝子と同様な分類ができることが分かった。一方、39 度に限界温度をもつ耐熱

性 Z. mobilisについて耐熱性遺伝子をトランスポゾンを用いて探索し、28個の耐熱

性遺伝子を同定した。これらの耐熱性遺伝子も大腸菌の耐熱性遺伝子と同様な分

類ができることが分かった。 

 

耐熱性酢酸菌の耐熱性分子機構の解析 

 共同研究チーム：松下一信・山口大学、薬師寿治・山口大学、東慶直・近畿大

学、Gunjana Theeragool・カセサート大学、Watchara Kanchanarach・マハサラカン

大学）、Wichai Soemphol・コンケン大学、Somporn Moonmangmee・タイ科学技術

研究所 

 ACP 最終セミナーに、Gunjana Theeragool, Somporn Moonmangmee, Watchara 

Kanchanarach, Wichai Soemphol を受入れ、それぞれ発表を行うとともに、研究の打

ち合わせを行った。 
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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・京都工繊大学、Uschara Thumarat・京都工繊大

学、Peechapack Somyoonsap・シーナカリンウィロット大学、Thayat Sriyapai・シー

ナカリンウィロット大学 

 博士後期課程に受け入れた Uschara Thumarat が無事学位を取得し、5 月まで滞在

して研究を続行した。論文は現在作成中で J. Biotechnol.に投稿予定(仮題：

Regulation of polyesterase genes and molecular improvement of est1.)。Dr. Peechapack 

Somyoonsap とは最終合同セミナーでデータの最終打ち合わせを行い、現在論文作

成中（the FEBS J. に投稿予定，仮題: Cloning ad characterization of a novel thermosable 

esterase from a thermophilic Aciinomadura sp. S-2）。 

 

耐熱性細菌の生理解析とその乳酸発酵条件の最適化への応用 

 共同研究チーム：金原和秀・静岡大学、Vichien Kitpreechavanich・カセサート大

学 

 耐熱性細菌の乳酸発酵条件を検討するため、タイ側の研究者 Vichien 

Kitpreechavanich 博士と各種の糖を用いた培地成分の実験結果に関する意見交換を

メールで行った。 

 

１つもしくは２つのセルロース結合ドメインを結合した耐熱性セルラーゼの産業

利用のための機能性評価と耐熱性酵母のセルロースやキシラン分解酵素生産の最

適化 

 共同 研究 チー ム： 藤 井力 ・広 島大 学、正 木和 夫・ 広島 大学、

JantapornThongekkaew・ウボンラチャタニ大学 

 2012 年 11 月 18 日から 20 日まで下関で開催された ACP 最終合同セミナーに

参加した。引き続き 2012 年 11 月 21 月から 12 月 14 日まで Ubon Ratchathani

大学の THONGEKKAEW Jantaporn 氏が当方の研究室に滞在し、共同研究を進

めた。 

 

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 

 共同研究チーム：加藤純一・広島大学、田島誉久・広島大学、Nguyen Huu 

Hiep・カントー大学、Alisa S. Vangnai・チュラロンコン大学、Toulaphone 

Keokene・ラオス国立大学 

 平成 24 年 11 月 18 日～20 日、下関市で開催された ACP ジョイントセミナーに

参加し、Dr. Nguyen H. Hiep, Ms. Toulaphone Keokene, Dr. Alisa Vangnai と研究討議、

情報交換を行った。 

 平成 24 年 8 月 10 日～13 日、チュラロンコン大学理学部を訪問した際、やはり

同学部に訪問していたMs. Toulaphone Keokeneと研究討論、情報交換を行った。上

記以外も E-mail を用い、研究打合せ、情報交換を行った。 
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２４年度の研

究交流活動か

ら得られた成

果 

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 

 ベトナムおよびラオスの天然資源から分離した抗菌物質を生産する耐熱性

乳酸菌について、これまでの成果をまとめ最終合同セミナーで発表した。 

 

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 

 前年度までに植物葉圏から取得したメタノール資化性酵母およびメタノール資

化性細菌の系統解析を進め、メタノール資化性酵母については、２菌株（Ogataea 

kanchanaburiensis, Ogataea wangdongensis）の新種提唱を行った。細菌については、

葉から分離した非メタノール資化性細菌１株（Roseomonas musae）の新種提唱を行

った。また根圏から分離した耐熱性メタノール資化性細菌の系統解析を進めた。

一方、耐熱性メタノール資化性酵母Ogataea siamensisにおいて、当該酵母のXilose 

reductase遺伝子を高発現する菌株を構築し、Xilose reductase活性およびキシリトー

ル生産性の評価を行った。 

 関連成果として、メタノール資化性酵母のメタノール誘導性遺伝子発現制御に

関わる転写因子の解析、ならびに植物葉圏に棲息するメタン資化性細菌の分布と

その特性を明らかにした。 

関連発表論文 

1. Limtong S., R. Kaewwichian, and M.Groenewald. 2013. Ogataea kanchanaburiensis sp. 

nov. and Ogataea wangdongensis sp. nov., two novel methylotrophic yeast species from 

phylloplane in Thailand. Antonie van Leeuwenhoek, 103: 551-558. 

2. Nutaratat, P., N. Srisuk, K. Duangmal, H. Yurimoto, Y. Sakai, Y. Muramatsu, Y. 

Nakagawa. 2013. Roseomonas musae sp. nov., a new bacterium isolated from a banana 

phyllosphere. Antonie van Leeuwenhoek, 103: 617-627. 

3. Zhai Z., H. Yurimoto, and Y. Sakai. 2012. Molecular characterization of the Candida 

boidinii MIG1 and its role in regulation of methanol-inducible gene expression. Yeast, 29: 

293-301. 

4. Iguchi H., I. Sato, M. Sakakibara, H. Yurimoto, and Y. Sakai. 2012. Distribution of 

methanotrophs in the phyllosphere. Biosci. Biotechnol. Biochem., 76: 1580-1583. 

 

耐熱性酢酸菌の地理的分布 

 Huynh Xuan Phong：Acetobacter 属 83 株、Gluconobacter 属 49 株を分離するとと

もに研究打ち合わせを行った。4 株については Acetobacter tropicalis と同定した。

そのうち 2 株については５Ｌファーメンターを用いて発酵能を評価した。 

 Chanhom Loinheuang：Acetobacter pastureinus、Acetobacter cibinongenis、

Acetobacter malorum、Acetobacter tropicalis、Gluconobacter oxydans を含む 113 株を

分離した。 

 

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
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用に関する研究 

 耐熱性の上昇した変異酵素を７つ取得した。塩基配列を解析したところ、アミ

ノ酸置換が１０カ所同定された。これらのアミノ酸置換を一つずつ導入してその

効果を確かめたところ、５カ所の置換が耐熱性に寄与していることが明らかとな

った。これらの５カ所の変異を組み合わせたところ、野生型酵素とくらべて耐熱

性が約１０度上昇していた。 

 

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 

 本研究課題によって、エタノール生産性の耐熱性酵母がタイ、ベトナム、ラオ

スに広く分布していることを示した。また、以前見出された株よりも耐熱性

やエタノール生産性において優良な株が見出され、更なる詳細な解析が必要

ではあるが、その応用展開が期待される。 

 

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 

 大腸菌及び Z. mobilis の耐熱性に係る遺伝子を網羅的に解析し、それぞれ 72

個と 28 個の耐熱性遺伝子を同定した。それらの遺伝子は、種を越えて共通し

て、エネルギー生産代謝、安定な外膜構造形成、DNA修復、tRNA修飾、細胞

分裂などに分類された。また、高温での ATP の需要の拡大や酸化ストレス増

大に対応するものが含まれていることが分かった。このように、一般的な耐

熱性機構の存在が示唆された。 

 

耐熱性酢酸菌の耐熱性分子機構の解析 

１）耐熱性株（SKU1100 株）から得られた熱感受性株の変異遺伝子の１つ「Na
+
/H

+
 

antiporter」の機能解析をさらに進め、それが中性域で K
+
/H

+ の交換輸送をするこ

とで細胞内のイオン濃度を適切に保つのに必要であることを明らかにした。 

２）高温適応変異株（TH-3 株）の適応変異遺伝子のうち、新たに１遺伝子（トラ

ンスポーター）の破壊が耐熱性に有効であることを明らかにした。 

３）常温性酢酸発酵株（完全ゲノム株）である A. pasteurianus IFO3283 および 

Gluconacetobacter xylinus IFO 3288 の高温適応育種を行い、それそぞれ40˚Cおよび

35˚C で酢酸発酵の可能な耐熱化株 NM-6 および ITO-3 株を育種することに成功し

た。 

４）加えて、それらのゲノム解析を行い、NM-6 株については、11 カ所の遺伝子変

異・欠損を見いだした。 

 

耐熱性リパーゼ／エステラーゼの特性と解析 

 ポリエステルの分解に関わるクチナーゼタイプ酵素の特性や構造解析に関する

データを公表することができたのは、この分野の研究の進捗に大きく貢献すると

ともに、分解菌の実用化の科学的な裏付けとなる。 
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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 

 ポリエステルの分解に関わるクチナーゼタイプ酵素の特性や構造解析に関する

データを公表することができたのは、この分野の研究の進捗に大きく貢献すると

ともに、分解菌の実用化の科学的な裏付けとなる。 

 

１つもしくは２つのセルロース結合ドメインを結合した耐熱性セルラーゼの産業

利用のための機能性評価と耐熱性酵母のセルロースやキシラン分解酵素生産の最

適化 

 Trichoderma reesei CBHI のセルロース結合ドメインを付加した Cryptococcus sp. 

S-2のセルラーゼについて、酵素学的解析を行い、ACP最終合同セミナーで発表す

るとともに、Enzyme and Microbial Technology誌に投稿し、掲載を受理されてい

る。また、本プロジェクトで単離した耐熱性酵母 Candida easanensis のセルラー

ゼ、キシラナーゼ、β グルコシダーゼの最適生産条件を調べた。その結果、セル

ラーゼはカルボキシメチルセルロース、キシラナーゼはキシラン、β グルコシダ

ーゼはセロビオースが誘導発現に最適な炭素源であることがわかった。どの酵素

も酵母培養の培地の初期 pH が 3.5〜6.0 のうち pH4.0 が酵素生産に最適であること

も示した。 

 

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 

 残念ながらDr. Nguyen H. Hiepは平成24年度、訪日できなかった。そのため、必

要な解析機器を使用することができず、ベトナムで取得した有機溶媒耐性細菌の

汚染物質分解特性の解析は十分進まなかった。そのかわり、E-mail 等によるやり

とりから菌体外酵素（プロテアーゼ、アミラーゼ、セルラーゼ）の解析手法を習得

し、ベトナム単離株の菌体外酵素の特性化を行った。Ms. Toulaphone Keokene はチ

ュラロンコン大学 Dr. Alisa Vnagnai 研究室に滞在し、酵素分析手法をより深く習得

した。そしてその成果を下関市で開催された最終合同セミナーで発表した。 
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―研究課題ごとに作成してください。― 

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・山口大学大学院医学系研究科・准教授 

（英文）Dr. Toshiharu Yakushi・Yamaguchi University・Associate Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

（英文）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 

 0/0  0/0 

実績 0/0  0/0 

タイ 

<人／人日> 

実 施 計

画 

1/30   1/30 

実績 2/67（1/7）  2/67（1/7） 

ラオス 

（タイ側参加者） 

<人／人日> 

実 施 計

画 

0/0 0/0  0/0 

実績 1/1 0/0 1/1 

合計 

<人／人日> 

実 施 計

画 

1/30 0/0  1/30 

実績 3/68（1/7） 0/0  3/68（1/7） 

② 国内での交流      0人／0人日 

日本側参加者数  

   33 名 （１３－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（タイ）側参加者数 

    37 名 （１３－２ 相手国（タイ）側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研

究交流活動 

 本研究課題は 2 つの小課題に分けて、それぞれ 12 件と 7 件の共同研究を実施し

た。 

 

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

  （食料、医薬品、バイオエネルギー等への応用） 

1. 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・広島大学、Alisa S. Vangnai・チュラロンコン大学、

Thunyarat Pongtharangkul・マヒドン大学 

1) 平成 24 年 11 月 11 日～12 月 22 日 広島大学大学院先端物質科学研究科に Dr. 

Alisa Vangnai を受け入れ、共同研究を行った。 

2) 平成 24 年 8 月 10 日～8 月 13 日 チュラロンコン大学理学部 Dr. Alisa Vangnai

研究室を訪問し、研究討論、研究指導を行った。 

3) 平成 24 年 11 月 19～20 日 下関市で開催された最終合同セミナーに Dr. Alisa 

Vangnai とともに参加、成果発表を行った。 

4) 上記の他、E-mail にて頻繁に研究打合せを行った。 

 

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 

 共同研究チーム：井本正哉・慶応義塾大学、田代悦・慶応義塾大学、Ramida 

Watanapokasin・シーナカリンウィロット大学 

 8 月 27 日〜8 月 31 日 FerVAAP Joint Seminar に井本が参加して発表 

 11月18日〜11月20日 最終合同セミナーに全員が参加して、口頭及びポスター

発表 

  

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・石川県立大学、芦田久・近畿大学）、Thida 

Chaiwangsri・パヤオ大学 

 本年度は相互の大学への訪問は行わず、それぞれの研究室で研究活動を行い、

得られたデータについて、インターネットを通じて検討した。また、2012年 11月

に行われた最終合同セミナーにおいて、両国で得られた研究成果を発表した。 

 

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（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：橘信二郎・琉球大学、Worapot Suntornsuk・モンクット王工科

大学） 

 今年度は、タイ国側との研究者の相互派遣は行っていない。よって、不定期で

はあるがメールにて相互の研究内容の進捗状況等について報告およびディスカッ

ションを重ねた。 
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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 

 共同研究チーム：神崎浩・岡山大学、Panarat Arunrattiyakorn・シーナカリンウィ

ロット大学 

 タイ側カウンターパートの Dr.Panarat Arunrattiyakorn が 10 月 21 日から岡山に１

ヶ月弱滞在し、昨年度から継続して実施してきている微生物代謝産物の構造解析

を行うとともに、論文作成に関するディスカッションを日本側（神崎）と行った。

タイでの研究と日本滞在中の研究により新たな化合物の単離と構造解析が進み、

新たな論文の作成がほぼ終了した。さらに、Dr.Panarat Arunrattiyakorn と神崎が 11

月 18 日から下関で開催された最終合同セミナーに参加し、共同研究成果につい

て、Dr.Panarat Arunrattiyakornが口頭発表を、神崎がポスター発表を行った。また、

タイ側の本プロジェクトまとめ役が来日した際には、Dr.Panarat Arunrattiyakornと神

崎が岡山大学とタイとの今後の交流の発展について意見交換を行うとともに、岡

山大学でタイ側と共同研究を希望している若手教員を紹介して今後の交流をさら

に広げることとした。 

 

6. Pseudomonas fluorescens SP007s によるイネ体内における病気、旱魃耐性誘導に関

する研究 

 共同研究チーム：露無慎二・静岡大学、平田久笑・静岡大学、Sutruedee 

Prathuangwong・カセサート大学、Supot Kasem・カセサート大学 

 昨年度からの継続でカウンターパートであるカセサート大学助教授 Struedee 

Prathuanwang の博士課程学生 Malida Choorin が平成２４年６月１０日まで約３ヶ月

間、本学遺伝子実験施設及び、やはりこのアジア研究教育拠点事業に参画されて

いる本学の徳山先生の研究室にて Pseudomonas fluorescens の in vivo mutagenensis 実

験を行った。平成２４年に下関市で開催されたシンポジウムにカウンターパート

である Struedee Prathuanwang 准教授と Kasem Supot 助教、そして露無慎二が参加

し、Supot Kasem 氏がわれわれの研究の発表を行った。 

 

7. 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 

 共同研究チーム：樋口隆哉・山口大学、Prapaipid Chairattanamanokorn・カ

セサート大学、Alissara Reungsang・コンケン大学、Pakawadee Kaewkannetra・コ

ンケン大学、Lai Mai Huong・ホーチミン市大学 

 Dr. Alissara が 2012 年 9 月 30 日～10 月 6 日に本研究室を訪問し、今年度と来年

度以降の研究打合せを行なった（MEXT-ARDA プログラム）。Dr. Alissara の博士過

程学生 Chatchawin Nualsri が 2012 年 10 月 30 日～10 月 26 日に本研究に滞在し、

「Electricity generation from agricultural waste using a single chamber microbial fuel cell.」

に関する研究を実施した（MEXT-ARDA プログラム）。また、Dr. Alissara が 2013

年 3 月 27 日に開催された日本農芸化学会年次大会でのシンポジウム「Development 
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of high-temperature fermentation technology and its prospect」にて、これまでの研究成果

について口頭発表を行った。 

 Dr.Prapaipidが 2012年 11月 18日～12月 28日に本研究に滞在し、「ハイタン（水

素＋メタン）生成のためのバガスの利用促進に関する研究」を実施した

（MEXT-ARDA プログラム）。 

本研究室のKanthima Phummalaが2013年3月27日に開催された日本農芸化学会年

次大会でのシンポジウム「Development of high-temperature fermentation technology and 

its prospect」にて本研究室におけるこれまでの研究成果について口頭発表を行っ

た。 

 

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 

 共同研究チーム：樋口隆哉・山口大学、Hunsa Punnapayak・チュラロンコン大学 

 今年度は、資金の関係から直接的な人的交流はできなかったものの、E-mail 等を

活用して交流を行った。また、これまでの関連する研究成果を最終合同セミナー

で発表した。 

 

9. パームオイルミル廃水からの水素及びメタンの生産 

 共同研究チーム：樋口隆哉・山口大学、Poonsuk Prasertsan・ソンクラ王子大学、

Sompong O-Thong・タクシン大学、Sehanat Prasongsuk・タクシン大学 

 Dr. Poonsuk が 2012 年 9 月 30 日～10 月 6 日に本研究室を訪問し、今年度と来年

度以降の研究打合せを行なった（MEXT-ARDA プログラム）。また、Dr. Poonsuk

の助教Dr. Supalak Sattayasamitsathitが2013年2月15日～3月30日に本研究に滞在

し、「ハイタン（水素＋メタン）生成のための Hydrogenase 遺伝子の定量解析に関

する研究」を実施した（MEXT-ARDA プログラム）。さらに、Dr. Poonsuk が 2013

年 3 月 27 日に開催された日本農芸化学会年次大会でのシンポジウム「Development 

of high-temperature fermentation technology and its prospect」にて、これまでの研究成果

について口頭発表を行った。 

 

10. 有機性廃棄物からの高温域でのバイオメタンの生産 

 共同研究チーム：樋口隆哉・山口大学、Prapaipid Chairattanamanokorn・カセサー

ト大学 

 コンケン大学のパカワディー講師の博士課程学生である Waranya Suwannasing が

タイの Golden Jubilee Program より奨学金を得て 2013 年 4 月～2014 年 3 月に本研

究に滞在し、「農産物（主に糖類）からのバイオプラスチック（PHA）生産の効率

化に関する研究」を実施することになった。 

 

11. 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 

 共同研究チーム：若山守・立命館大学、Nitaya Boontim・チェンマイ大学 

 アスパラギナーゼはある種の白血病の治療薬として医療分野において用いられ
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ているが、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に効果があることが明らかとなり、食品への応用が期待さ

れている。24 年度は、食品への応用に適したアスパラギナーゼを生産する微生物

として、乳酸菌を含む嫌気性微生物をターゲットとしてスクリーニングを行い、

アスパラギナーゼ生産乳酸菌を分離した。立命館大学とチェンマイ大学におい

て、発酵食品を中心にスクリーニングを実施した。分離菌のうち、立命館大学生

命科学部において市販ヨーグルトから単離した比較的活性の高かった乳酸菌

Streptococcus thermophilus について、遺伝子クローニングと大腸菌における高発現

系を構築した。また、アルコール発酵微生物 Zymomonas mobilis 由来アスパラギナ

ーゼの遺伝子クローニング、高生産系の開発を行った。これら酵素の諸性質を解

明することにより、アクリルアミドの生成抑制効果を検証し、ポテトチップス等

の食品生産への応用の足掛かりを構築した。 

  また、食品微生物由来のβ-ガラクトシダーゼを利用した牛乳由来ホエーを基材と

する新規発酵能食品として、Monascus pilosus、Monascus purpureus と Aspergillus 

sojae を組合わせたモナコリン含有酪醤の開発を行った。また、ラクトース資化性

酵母 Kluyveromyces lactis および Kluyveromyces marxianus を利用した牛乳成分を主原

料とする低塩分発酵調味料の開発を行なった。 

 一方、全体交流の面では、最終合同セミナーにおいて、これまでの研究成果に

ついて口頭ならびにポスターの両方で発表を行った。 

 

12. 発酵魚に関する研究 

 共同研究チーム：宇多川隆・福井県立大学、Pongtep Wilaipun・カセサート大

学 

 平成 24 年 3 月に引き続き、8 月 17 日～21 日にカセサート大学水産学部におい

て、速醸ナンプラーの試作実験をポンテープ博士の研究室において行った。 

 

（２）Development of high temperature fermentation technology 

  （高温発酵技術の開発） 

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 

 共同研究チーム：立木隆・立命館大学、久保幹・立命館大学、若山守・立命館

大学、松宮芳樹・立命館大学、矢野成和・山形大学、Nopakarn Rattanakit-Chandet・

チェンマイ大学、Sakunnee Bovonsombut・チェンマイ大学、Sirilak Sanpa・ナレス

アン大学、Wasu Pathom-Aree・チェンマイ大学 

 多糖含有バイオマス（低品質タイ米等、エビ・カニガラ）を用いて、有機酸の発

酵条件や糖化条件の更なる検討を行った。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引き続き行った。特に、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ことにより、より高品質の飲料用食酢

の開発が可能となった。一方、有用バイオマス資源の１つである担子菌類の細胞
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壁の糖化に必須な酵素であるBacillus circulans KA-304 の α-1,3-グルカナーゼの機能

解析を行うとともに、自然界より新規の α-1,3-グルカナーゼ生産菌のスクリーニン

グを行い、生産菌株の分離に成功した。 

 

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 

 共同研究チーム：立木隆・立命館大学、久保幹・立命館大学、松宮芳樹・立命

館大学）、Sirilak Sanpa タイ・ナレスアン大学、Sakunnee Bovonsombut・チェンマ

イ大学 

 日本およびタイの多様な土壌のアンモニア酸化細菌、窒素固定菌、フィチン酸分

解菌、窒素固定菌の解析を行った。また、タイ国における土壌中の物質循環の解

析（土壌肥沃度指標：SOFIX）を行い、データベースを増やした（タイから合計 16

サンプル）。また、日本とタイの土壌を比較したところ、総炭素量はほぼ同じであ

ったが、総窒素量は日本の方が2倍程度高いことが明らかとなった。微生物量は、

亜熱帯のタイの方が多いと予想したが、日本の方が 3 倍程度高い結果となった。 

 

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 

 共同研究チーム：立木隆・立命館大学、久保幹・立命館大学、松宮芳樹・立命

館大学、Wasu Pathom-Aree・チェンマイ大学、Sakunnee Bovonsombut・チェンマイ

大学 

 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ため、

poly-amide 66 及びポリ乳酸の分解菌をタイ土壌より分離した。更に、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

ったところ、菌叢には影響がほぼないことが明らかとなった。 

 

4. 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 

 共同研究チーム：酒井謙二・九州大学、Saowanit Tongpim・コンケン大学、

Vichien Kitpreechavanish・カセサート大学、Vo-Tong Xuan・タンタオ大学 

 Dr. S. Tongpim を１１月５日-２６日（２１日間）招聘した。これとは別に、コン

ケン大学独自のグラントを獲得し、博士が指導する博士課程および修士課程学生 

(それぞれ 1 名) を特別研究留学生として受け入れた（8/2-11/30、11/5-1/31）。こ

の期間にプロバイオティクス機能に関係した免疫系アッセイ法の修得および分離

菌の分子生物学的分類法，非培養的複合微生物系のFISHによる観察方法をトレー

ニングした。また、当初計画外ではあるが、タイ側の招聘希望により酒井が３月

１０日-１４日コンケン大学を訪問し、継続研究の方針及び得られた成果の論文投

稿計画についてのディスカッションを行った。 

 

5. 耐熱性 Corynebacterium glutamicum のグルタミン酸発酵能の解析 

 共同研究チーム：松下一信・山口大学、Savir Trakulnaleamsai・カセサート大学、

Nawarat Nantapong・スラナリー工科大学 
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 ACP 最終セミナー（11 月 18 日-22 日）に参加するとともに、セミナー後、Dr. 

Nawarat が別予算で５月末まで私達の研究室に滞在し、上記の課題で研究活動を

行っている。 

 

6. 耐熱性酵母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・山口大学、Savitree Limtong・カセサート大学、

Pornthap Thanonkeo・コンケン大学 

 耐熱性酵母 Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042 を用いて、サトウキビ搾り汁

にシロップを加えて 18%糖（グルコースとフルクトース）からの 35 度でのエタノ

ール発酵生産実験を実施した。Batch での 100 L ファーメンターでは 7.22%のエタ

ノール生産が達成された。一方、Fed-batch では 8.31%のエタノール生産を達成し

た。この条件で３回の連続発酵ができることを示した。さらに、非温度調節条件

で 4,000 L ファーメンターを用いて実施し、6.93%のエタノール生産が達成され

た。発酵時の温度は、発酵開始が30度で徐々に上がり最大38度に達し、発酵終了

時は34度であった。K. marxianusからよりストレスに強い株の育種を行い、いくつ

かの有望な株を獲得した。その中の１つは親株に比べて凝集性が高く、耐熱性や

糖耐性が強いことが示された。 

 

7. 耐熱性微生物によるバイオマスからのエタノール生産 

 共同研究チーム：山田守・山口大学、高坂智之・山口大学、村田正之・山口大

学、Pornthap Thanonkeo・コンケン大学、Kaewta Sootsuwan・ラジャマンガラ

大学、Kannika r Charoensuk・ラジャマンガラ大学 

 昨年度までに耐熱性 Z. mobilis の中から最も耐熱性を示す株を選択し、その株を

さらに耐熱化することに成功した。Z. mobilis は代謝速度が速く酸素の要求性が低

いことから、この耐熱化 Z. mobilis を用いて次世代の省エネ高速高温発酵系の樹立

に向けてベンチスケールでの連続発酵系を検討するとともに、タイのバイオマス

からのエタノール生産を検討した。まず、Saccharomyces cerevisiae や耐熱性

Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042と比較したところYPD培地で40度静置培養

ではグルコース取り込み速度やエタノール生産速度が最も速いことが示された。

耐熱化 Z. mobilis を用いて米由来の糖化液を原料としてエタノールの３回連続発酵

を行い、理論収率に近い生産性を示した。また、アーティチョーク汁を用いて理

論収率 98%に至る培地条件を決定した。 
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２４年度の研

究交流活動か

ら得られた成

果 

（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 

 ブタノール耐性 B. subtilis でブタノール生産が悪いのは、ブタノール生産の基質

となるアセチル-CoA の供給が乏しいためと判断した。そこで、ブタノール生産に

関与する酵素遺伝子が適切に機能しているかを確かめるために、Escherichia coli 

MG1655 株を用い、1,3-ブタンジオール生産を指標に検証試験を行った。その結

果： 

1) C. acetobutylicum 由来の遺伝子よりも Ralstonia eutropha のポリヒドロキシ酪酸生

産系の遺伝子、Clostridium saccharoperbutylacetonicum のブタノール生産系の遺伝子

の方が適していることを見出した。 

2) 組換え体での比活性の強度が必ずしも生産性の多寡と相関しているわけではな

いことを見出した。 

そして、適切な組み合わせの遺伝子を導入したE. coliを用い、適切な条件で反応を

行った結果、9.05g/L、光学純度98.5%eeの(R)-1,3-ブタンジオールの生産に成功し

た。これは、既報値の約 10 倍の値である。 

 以上の成果は、本プロジェクトで分離したブタノール耐性 B. subtilis を土台にし

たブタノール生産のための生体触媒細胞の構築にとって、極めて重要な知見であ

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 

 共同研究の詳細なデータ交換と今後の打ち合わせができた。 

 

3. 有用乳酸菌のオリゴ糖代謝系と関連酵素の解析 

 Bifidobacterium breve の α-ガラクトシダーゼの遺伝子クローニングと同時に

Bifidobacterium bifidum JCM1254 の α-ガラクトシダーゼの遺伝子クローニングも行

った。大腸菌で発現した組換え酵素を精製し、その諸性質を調べた結果、本酵素

は Glycoside Hydrolase 110 ファミリーに属する新規な酵素で、至適 pH は 5.0、至適

温度は 55℃でヒトＢ型血液型抗原の α-ガラクトシル基に作用することを明らかに

した。一方、人工基質である p-NP-α-ガラクトシドに対しては全く作用しなかっ

た。 

 

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（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）  

 平成 23 年度にタイ国より入手した紅麹発酵食品からの紅麹菌の単離を試みた

が、結果的に同菌の単離に至らなかった。紅麹抽出物の生理活性のスクリーニン

グを行った。今年度は、特に骨形成促進活性について検討した。紅麹は、わが国

やタイ国において発酵食品や食品添加物として利用されている。両国において高
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齢化社会における QOL（Quality of Life）の向上は命題であり、発酵食品の機能性と

して骨形成促進は高齢者に多い骨粗鬆症の予防や治療に役立つとされている。近

年、紅麹の溶媒抽出物に骨形成促進活性があることが報告されているが、食品あ

るいは食品添加物としての用途を考慮した場合、水抽出物に同様の活性があるこ

とが望ましい。従って、本研究では紅麹水抽出物の骨形成促進活性に着目した。

成果として、紅麹水抽出物に骨形成促進活性を有する菌株を幾つか見出した。今

後、生理活性物質の単離および構造解析を行い、動物実験で効果を検証する予定

である。本研究室では、動物細胞を使った幾つかのスクリーニング系を確立して

おり、今後タイ国カウンターパートと協力して紅麹の生理活性をスクリーニング

してエビデンスを蓄積し、両国の発酵産業の発展および公衆衛生の向上に資する

研究プロジェクトを発展させる予定である。 

 

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 

 昨年度から継続して進めていた構造未決定の化合物について構造決定が達成さ

れ、文献検索の結果、新規化合物であることが判明した。これまでに新たに構造

決定が達成された化合物とともに、投稿論文に関するディスカッションを行い、

投稿案をほぼ完成した。Dr. Panarat は岡山滞在中に神崎の知り合いの研究者と交

流を深め、立体構造解析に不可欠なX線結晶構造解析についてディスカッションを

するとともに、共同研究を実施することにした。 

 

6.  Pseudomonas fluorescens SP007s によるイネ体内における病気、旱魃耐性誘導に

関する研究 

 当学部で研究を行った Struedee Prathuanwang の博士課程学生 Malida Choorin が熱

心に研究を行い、植物細胞死、抵抗性誘導に関与する遺伝子にトランスポゾンの

挿入を受けた突然変異株を分離した。これらの変異株の当該遺伝子への挿入をサ

ザン解析で確認した。 

 

7. 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 

 55℃の高温域にてサトウキビの絞り汁を用いた高速水素発酵実験（HRT-4 hr）か

ら、最大水素収率 2.15 (mol H2/mol total sugar consumed)が得られた。さらにその排

出液に残留する有機性成分（COD）からメタンを高効率に発酵させるための条件を

25L の UASB 反応器を用いて実験的に把握した。結果から F/M 比が 1.06 (g-volatile 

solid (VS)/g-VS)、微量金属類として ニッケルが 0.53 (mg/L)そしてコバルトが 0.06 

(mg/L)が得られた。このときの最大メタン収率は86 (mL/g-VS)、COD除去率が93.0 

(%)であった。 

 

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 
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 タイでスクーリングした白色腐朽菌（Pycnoporus coccineus）により、発ガン性が

疑われる 5 種の多環芳香族炭化水素（PAHs：anthracene, phenanthrene, fluoranthene, 

pyrene, benzo-[a]-pyrene）の分解実験を実施した。実験結果から、白色腐朽菌

（Pycnoporus coccineus）は上記 5 種類の環芳香族炭化水素に関してバイオレメディ

エーションを行える可能性が示された。 

 

9. パームオイルミル廃水からの水素及びメタンの生産 

  23 年度にスクリーニングされた水素生産菌（Thermoanaerobacterium 

thermosaccharolyticum PSU-2）を用いたパームオイルミル廃水からのバイオハイタン

（水素＋メタン）生産に関するパイロットスケール実験（１LのASBR＋5LのUASB

の連続運転）の実施から、前段の ASBR 装置において水素収率 1.2 

(L-H2/L-POME/day)、後段の USAB 装置からバイオガス 28 L/day が得られた。

UASB 装置から発生したバイオガス中には、9.6%の水素、55％のメタン、32%の

二酸化炭素が含有されていた。一方、本研究室と共同で実施しているバイオガス

からの二酸化炭素除去については、本研究室で開発してきた高効率気体溶解装置

を用いて、二酸化炭素60%＋窒素40％の模擬バイオガスから90～95％の二酸化炭

素除去率が得られた。 

 

10. 有機性廃棄物からの高温域でのバイオメタンの生産 

 バイオディーゼル燃料の生産工程から排出される廃グリセロールからの水素生

産に関わる微生物の解析を実施した。その結果、スクリーニングされた

THA_AIK7 の 16S rRNA 系統解析により、THA_AIK7 が Novosphingobium に属する

ことが明らかとなった。そこで THA_AIK7 の 1487 bp の 16S rRNA 配列を

Novosphingobium sp.として GenBank のデータベースに登録した（アクセス番号：

HM031593）。さらに統計学的手法を用いたプロセス運転条件の最適化の実施によ

り、プロセスのスケールアップ時の運転条件（2％（W/V）CG 培地（粗グリセリン

濃度 2％）を用いた場合，pH 条件は 7，温度条件は 30℃，窒素制限条件下が最適で

ある（58％CDW の PHA 生産量を得た））が明らかとなった。 

  

11. 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 

  市販ヨーグルトから分離した乳酸菌 Streptococcus thermophilus のアスパラギナ

ーゼ(以下、STAsnase)生産条件の検討、アスパラギナーゼ遺伝子のクローニングと

大腸菌での高発現化をおこなった。MRS 培地において比活性 0.0075 U/mg と

Achromobacter xyloxydans の 1/4 程度であった。ゲノム配列情報をもとにプライマー

を作成し、PCR によりアスパラギナーゼ構造遺伝子の DNA を増幅した。pET-22b

の NdeI と BamHI サイトに挿入後、大腸菌 Rosseta Gami B を形質転換し、定法に則

り組換え酵素の生産を行った。その結果、STAsnase は無細胞抽出液での比活性 8.8 

U/mg を示した。STAsnase を DEAE-cellufine、Q-sepharose の 2 段階のカラムクロマ

トグラフィーにより精製倍率60倍、収率34%で均一に精製した。精製STAsnaseの
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比活性は 528 U/mg であった。SDS-PAGE およびゲルろ過により、STAsnase はプロ

トマーの分子量約 30 kDa の４量体構造をした II 型のアスパラギナーゼに分類され

ることが明らかとなった。至適 pH8.0、至適温度 50℃、pH5～9 の範囲、50℃以下

で安定であった。Cu2+およびFe2+により30％程度の阻害を受けた。Bacillus subtilis

の II 型アスパラギナーゼとは異なり、耐塩性は低かった（12％NaCl で失活）。同

様に、アルコール発酵微生物 Zymomonas mobilis 由来アスパラギナーゼ(以下、

ZMAsnase) 生産条件の検討、アスパラギナーゼ遺伝子のクローニングと大腸菌で

の高発現化をおこなった。Glucose-Yeast extract 培地で静置培養した場合に最も酵素

生産性が良くなることが明らかとなった。しかし、比活性 0.004 U/mg と低いもの

であった。ゲノム配列情報をもとにプライマーを作成し、PCR によりアスパラギ

ナーゼ構造遺伝子のDNAを増幅した。pET-22bのNdeIとBamHIサイトに挿入後、

大腸菌Rosseta Gami Bを形質転換し、定法に則り(IPTG無添加)組換え酵素の生産を

行った。その結果、ZMAsnase は無細胞抽出液での比活性 48.3 U/mg を示した。

ZMAsnase を DEAE-Toyopearl（pH7.0 および pH8.0）、Butyl-Toyopearl の 3 段階のカ

ラムクロマトグラフィーにより精製倍率 7.3 倍、収率 22.5%で均一に精製した。精

製 STAsnase の比活性は 283 U/mg であった。SDS-PAGE およびゲルろ過により、

STAsnase はプロトマーの分子量約 35 kDa の４量体構造をした II 型のアスパラギナ

ーゼに分類されることが明らかとなった。至適pH7.0、至適温度50℃、pH6～8の範

囲、50℃以下で安定であった。ZMAsnase は L-Asn に対する基質特異性が高く、

D-Asn、L-Gln 等にはほぼ作用しなかった。Vmax 53.5 mM/min、Km 1.17 mM であ

った。現在、この成果を学術誌へ投稿すべく、論文にまとめている。今後は、こ

れらのアスパラギナーゼのポテトチップス製造におけるアクリルアミド生成抑制

効果について検討し、食品への応用の可能性を追求する予定である。 

 一方、牛乳由来ホエーを基材とする新規発酵能食品として、Monascus pilosus、

Monascus purpureus と Aspergillus sojae を組み合わせたモナコリン含有酪醤の開発を

行った。Monascus 属はプロテアーゼと β-ガラクトシダーゼ活性ともに弱いため、

Aspergillus sojaeを混合使用することにより、両活性を強化することを試みた。その

結果、M. pilosusあるいはM. purpureus単体で醸造した場合と較べてコク、風味とも

改善された酪醤を生産することができた。また、ラクトース資化性酵母

Kluyveromyces lactis およびKluyveromyces marxianus を利用した牛乳成分を主原料と

する低塩分発酵調味料の開発を行なった。醸造開始時の塩分濃度をコンタミネー

ションが起こらない範囲で調節しながら、エタノール生成量を指標として醸造の

良し悪しを評価した。その結果、醸造開始時に塩分濃度を 16％とし、酵母添加時

にホエー水を添加することで約 8％にまで低下させ約 1 か月醸造したのち、塩分濃

度を 16％に上昇させる方法で生産した酪醤がコク、風味においてもっとも評価が

高かった。今後は、醸造スケールを拡大して、実用醸造レベルでの試験を行う。 

 また、ジョイントセミナーにおいては、ACP を通じて構築してきた共同研究体

制や交流関係を ACP 後にどのように発展させていくかについて、タイ側の研究者

と打ち合わせを行った。特に、チェンマイ大学、カセサート大学およびコンケン
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大学から、立命館大学大学院生命科学研究科へ留学生を受け入れることに関して

各大学に対して説明を行い、各大学担当者と綿密な打ち合わせを行った。その結

果、2013 年 9 月からチェンマイ大学およびコンケン大学より各 1 名の学生が立命

館大学生命科学研究科博士課程前期課程に、カセサート大学からは1名の学生が同

博士課程後期課程へ入学することが決定している。 

 

12. 発酵魚に関する研究 

 3 月にカセサート大学ポンテープ博士の研究室において行った速醸ナンプラーの

予備実験では、グルタミン酸の遊離濃度が充分でなかった為に、８月に再度発酵

実験を行った。 

アンチョビを粉砕して得られたアンチョビペーストを、55℃の培養槽において発酵

させたところ、24 時間後には液状化する事が確認できた。経時的に遊離するグル

タミン酸を分析する事により発酵の進捗を確認した。グルタミン酸濃度は発酵後

3-4 日で最高値に達し、その濃度は市販のナンプラーよりも高く、呈味性において

優れていることが示唆された。これらの結果より、アンチョビを原料とするナン

プラー生産においても、速醸法（3-4 日発酵）の成立性を確認する事が出来た。 

速醸ナンプラーの生成過程で遊離する各種アミノ酸の挙動を分析した結果を下図

に示した。

 

図に示すように、発酵の初期段階で遊離するアミノ酸（メチオニン,ヒスチジン,ロ

イシン等）と後期で遊離するアミノ酸（グルタミン酸、アスパラギン酸）に峻別さ

れることが分かった。特に注目すべきは、30 時間目の発酵液には相当量のアルギ

ニンが含まれているが、経時的に急速に減少し、1 年間発酵した市販のナンプラー

においては極めて低濃度しか含まれていないことが認められた。他の魚醤におい

てはこのような変化は見られず、アンチョビ特有の現象として興味深い。 

 タイ魚醤ナンプラーやベトナム魚醤ヌックマムの生産には約1年間発酵させてい

るが、速醸法の導入により生産性の向上が期待される。 

 

（２）Development of high temperature fermentation technology 

  （高温発酵技術の開発） 
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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 

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 

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 

 上記３件については、チェンマイ大学を中心に研究交流が引き続き順調に行わ

れた。国際会議等で意見交換が活発に行われ、充実した研究交流が行われた。そ

れぞれ最終合同セミナーでこれまでの共同研究成果を発表した。 

 

4. 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 

 重要な栽培作物に対する病原菌のバイオコントロール、これまでに報告のない

稀少放線菌、および重要養殖魚類に対するプロバイオティクスなど多数の有用菌

の形態学的、生理学的、分子生物学的性質を明らかにできた。これらの成果につ

いて複数の学術誌への投稿原稿案をまとめることができた。また、栽培や養殖に

おけるこれら有用菌の動向を把握するための実験方法の立案ができた。 

 

5. 耐熱性 Corynebacterium glutamicum のグルタミン酸発酵能の解析 

1) タイから新たに分離されたいくつかのコリネ細菌の解析を行い、その中から、

39˚Cでグルタミン酸生成の可能な PP25株および PP80 株、さらに 40˚Cでグルタミ

ン酸生成の可能な N24 株の 3 株の耐熱性コリネ細菌を分離し、それらをすべて C. 

glutamicum と同定した。 

2) 以前分離され、37˚C でグルタミン酸生成の可能なことが示されていた I2L 株に

おいて、本菌に特異的なグルタミン酸輸送体（Msc2）の遺伝子破壊株を作製し、そ

の機能解析を進めた結果、そのグルタミン酸輸送への貢献は部分的であり、もう

一方の輸送体 Msc1 がグルタミン酸排出に主に働くことが明らかとなった。 

3）I2L 株および N24 株の高温グルタミン酸発酵において、その生育温度は細胞内

のグルタミン酸生合成には影響せず、その排出に影響することを明らかにし、同

時にそれらの菌株の細胞膜の脂質合成能がその排出温度に影響していることを示

唆する結果を得た。 

4）酸化ストレスに関与する遺伝子をクローニングし、それを 30˚C グルタミン酸生

産株 KY9714 に形質転換することで、その菌がより高温で生育可能になることを明

らかにした。 

 

6. 耐熱性酵母によるバイオエタノール高温発酵生産 

 耐熱性酵母を用いた高温エタノール発酵のセミパイロットおよびパイロット試

験を実施した。特に、非温度調節条件でのタイのバイオマスを用いた 4,000 L ファ

ーメンターでタイの企業レベルのエタノール生産量を達成し、実用化の可能性を

示した。また、耐熱性酵母からよりストレスに強い有望株を得た。 

 

7. 耐熱性微生物によるバイオマスからのエタノール生産 

 Z. mobilis 耐熱性の強い株から耐熱化株を育種し、その性能を耐熱性酵母などと
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比較し、高速高温発酵への利用が可能なことを示した。また、米でんぷんやアー

ティチョーク汁の糖化液を原料として、ベンチスケールでの実証試験を行った。

これらの結果より、バイオエタノール生産のための新しい高速高温発酵系が樹立

できると期待される。 
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８－２ セミナー 

―実施した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「微生物の潜在能力開発

と次世代発酵技術の構築」最終合同セミナー 

（ 英文） JSPS Asian CORE Program “ Capacity Building and 

Development of Microbial Potential and Fermentation Technology 

towards New Era“ Final Joint Seminar 

開催期間 平成２４年１１月１８日 ～ 平成２４年１１月２０日（３日間） 

開催地（国名、都市

名、会場名） 

（和文）日本、下関市、海峡メッセ下関 

（英文）Japan, Shimonoseki, Kaikyo Messe-Shimonoseki 

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) 

（英文） 

 

 参加者数 

   派遣先 

派遣元 

セミナー開催国 

（ 日本・山口県 ） 

 

日本 

<人／人日> 

A. 33/99 

B. 0/0 

C. 3/9 

 

タイ 

<人／人日> 

A. 44/174 

B. 3/12 

C. 1/3 

ベトナム 

(日本側参加者) 

<人／人日> 

A. 4/17 

B. 0/0 

C. 0/0 

ラオス 

（タイ側参加者） 

<人／人日> 

A. 5/20 

B. 0/0 

C. 0/0 

 

合計 

<人／人日> 

A. 86/310 

B. 3/12 

C. 4/12 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（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
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ください。） 

 

 

セミナー開催の目的 原則的に全員が参加する最終年度の合同セミナーとなることから、本事業

のほとんどの研究課題について口頭発表ができるように計画する。同時

に、全ての研究課題についてポスター発表を行う。これによって本事業活

動の中の共同研究の成果を相互に把握するとともに今後の展開に向けての

課題を見出すことを目的とする。また、開催期間中に共同研究者間での意

見交換の機会も設け、本事業での研究成果の論文等への発表や次の展開に

ついて打ち合わせを行う。 

セミナーの成果  原則的に全員が参加する最終年度の合同セミナーとなることから、本事

業のほぼ全ての研究課題について口頭発表を実施した。併せて、全ての研

究課題についてポスター発表も実施した。本セミナーでは、本事業活動の

中の共同研究の成果を相互に把握するとともに今後の展開に向けての課題

を見出すことを目的とし、開催期間中に共同研究者間での意見交換の機会

も設け、本事業での研究成果の論文等への発表や今後の展開についての認

識を共有した。 

 

1)5 年間のほぼ全研究課題について発表を行い、本事業分野における広

範で貴重な情報が得られた。 

2)共同研究者間で打ち合わせを実施し、個々の課題について詳細に情

報を交換・共有した。 

3)合同セミナーであることから、本事業参加研究者と広く交流がで

き、新しい情報やネットワークの構築に繋がった。 

4)本合同セミナーは最終セミナーであることから、今後の打ち合わせ

を実施し本事業成果を今後の展開に活かすことについて合意された。 

 

セミナーの運営組織 基本的に、本拠点事業の組織委員会を運営組織とした。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 

 

 

内容  国内旅費         金額 3,789,630 円 

    外国旅費             628,460 円 

    その他経費            821,500 円 

    外国旅費・諸謝金等に係る消費税   36,743 円 

                 合計 5,276,333 円 

（タイ）側 内容  タイ側研究者旅費        4,900,000 円 
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―実施したセミナーごとに作成してください。－ 

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」最終サテライトセミナー 

（ 英文） JSPS Asian CORE Program “ Capacity Building and 

Development of Microbial Potential and Fermentation Technology 

towards New Era“ Final Satellite Seminar 

開催期間 平成２４年８月２７日 ～ 平成２４年８月２８日（２日間） 

開催地（国名、都市

名、会場名） 

（和文）ベトナム、カントー、カントー大学 

（英文）Vietnam, Can-Tho, Can-Tho 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 

(※日本以外で開催の場合) 

（英文）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 

（ベトナム） 

 

日本 

<人／人日> 

A. 4/8 

B. 0/0 

C. 1/2 

 

タイ 

<人／人日> 

A. 6/12 

B. 0/0 

C. 2/4 

ベトナム 

（日本側参加者） 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 8/16 

 

合計 

<人／人日> 

A. 10/20 

B. 0/0 

C. 11/22 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（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。） 
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セミナー開催の目的  サテライトセミナーは、4 カ国（日本、タイ、ベトナム、ラオス）の研究

者によるグループ研究の発表と情報交換ならびに本事業の広報を主な目的

としている。最終となるサテライトセミナーでは、グループ研究 6 題を含

めた口頭発表を行う。同時に、次への展開のための打ち合わせを行う。 

セミナーの成果  サテライトセミナーは、4 カ国（日本、タイ、ベトナム、ラオス）の研究

者によるグループ研究の発表と情報交換ならびに本事業の広報を主な目的

として開催した。 

 最終となる今回のサテライトセミナーでは、コーディネータの山田博士

がこれまでの５年間の各グループの研究概要をまとめて紹介した。続いて

Dr. Vichai を座長に、それぞれのグループ研究の研究発表（６題）をタイ、

ベトナム、ラオスの研究者（Chansom 氏、Le Tan Hung 氏、Adisorn 博

士、Dung 博士、星田博士、Pornthap 博士）が報告した。また、２カ国あ

るいは単独の研究成果（Le博士、Chartchai博士、Hung博士、酒井博士、

Poonsuk 博士、井本博士、星田博士）の報告も行った。さらに、Dung 博

士から微生物学会関連の紹介があった。 

 カントー大学の学長を始めとする大学関係者や学生が多数参加し、積極

的な質疑応答があった。カントー大学の学長から次の拠点事業に対する参

加の意向があった。 

 最後にコーディネータ会議を行い、現状についての情報交換を行った。 

 

1)本事業について、ベトナムの研究者や学生あるいは企業に対して広報を

行うことができた。 

2)グループ研究の研究成果発表を通じて情報交換等を行った。 

3)ベトナム、ラオスの研究者に対して、技術的アドバイスを行った。 

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を行った。 

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る。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容  国内旅費         金額  12,835 円 

    外国旅費             944,990 円 

    その他経費             40,002 円 

    外国旅費・諸謝金等に係る消費税  47,249 円 

                 合計 1,045,076 円 

    会場費他（ベトナム側負担）    340,000 円 

（タイ）側 内容  タイ側研究者旅費         182,000 円 

（  ）側 内容               

  



 

 46 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 

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」2012 タイ研究博覧会 分科会 

（ 英文） JSPS Asian CORE Program “ Capacity Building and 

Development of Microbial Potential and Fermentation Technology 

towards New Era“ 2012 Thailand Research Expo 

開催期間 平成２４年８月２６日 ～ 平成２４年８月２６日（１日間） 

開催地（国名、都市

名、会場名） 

（和文）タイ、バンコク、バンコクコンベンションセンター 

（英文）Thailand, Bangkok, Bangkok Convention Centre 

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) 

（英文）Dr. Napavarn Noparatnaraporn・Bio- Economy of 

Biodiversity-based Economy Development Office(BEDO)・Advisor 

 

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. 4/8 

B. 0/0 

C. 4/8 

 

タイ 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 15/30 

 

合計 

<人／人日> 

A. 4/8 

B. 0/0 

C. 19/38 

 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（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。） 
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セミナー開催の目的  昨年に引き続き、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。本事業の課題 3 に関連した耐熱性微生物を

用いた高温発酵生産技術や有用物質生産について10題程度の口頭発表を行

う。発表のいくつかは企業へ技術移転できるものであり、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。高温発酵生産

技術開発については、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、その目標達成のためにも重要な活動

となる。 

セミナーの成果  昨年に引き続き、主催者である NRCT からの依頼を受けてタイ研究博覧

会の 1 つのセッションを開催した。 

 まず、コーディネータの山田博士が本分科会の趣旨説明を行った。続い

て、本事業の研究課題 3 に関連した耐熱性微生物を用いた高温発酵生産技

術について５題の口頭発表（サビトリー博士、ガンジャナ博士、ビシエン

博士、プーンスック博士、アリサラ博士）および有用物質の作用機序解析

など３題の口頭発表（井本博士、久保博士、徳山博士）を行った。最後に、

松下博士が研究総括と今後の課題について紹介した。企業へ技術移転でき

る技術もあり、企業の研究者を含め積極的な質疑応答があった。高温発酵

生産技術開発については、本事業だけでなく、MEXT と ARDA（タイ農業

研究開発機構）からも支援を受けており、その目標達成のためにも重要な

活動となった。 

 

1)高温発酵技術は本事業で開発されつつある新技術であり、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た。 

2)本事業の研究結果について、発酵関連の研究者や企業関係者と討議し

た。 

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

獲得やネットワーク構築ができた。 

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った。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容  国内旅費         金額   30,930 円 

    外国旅費             282,150 円 

    外国旅費・諸謝金等に係る消費税   14,107 円 

                 合計  327,187 円 

（  ）側 内容  タイ側研究者旅費         182,000 円 

（  ）側 内容               
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―実施したセミナーごとに作成してください。－ 

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」第 6 回若手研究者セミナー 

（ 英文） JSPS Asian CORE Program “ Capacity Building and 

Development of Microbial Potential and Fermentation Technology 

towards New Era“ 6th Young Scientist Seminar 

開催期間 平成２４年９月１０日 ～ 平成２４年９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 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 

(※日本以外で開催の場合) 

（英文） 

 

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. 8/16 

 

タイ 

<人／人日> 

A. 2/4 

B. 0/0 

C. 0/0 

ベトナム 

（日本側参加者）

<人／人日> 

A. 1/2 

B. 0/0 

C. 0/0 

ラオス 

(タイ側参加者) 

<人／人日> 

A. 1/2 

B. 0/0 

C. 0/0 

 

合計 

<人／人日> 

A. 4/8 

B. 0/0 

C. 8/16 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（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。） 
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―実施したセミナーごとに作成してください。－ 

セミナー開催の目的  若手研究者育成は本事業の重要な目標の 1 つであり、本セミナーはその

ための重要な催しとなる。修士課程学生や博士課程学生を含む若手研究者

が企画運営を担当し、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。 

セミナーの成果  本セミナーは、本事業の重要な目標の 1 つである若手研究者育成のため

のプログラムとして実施した。 

 修士課程学生や博士課程学生を含む若手研究者が企画運営を担当し、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として実施した。

若手研究者は教員の指導のもと英語の口頭発表のための準備を行って本番

に臨んだ。 

 タイ、ベトナム、ラオスの専門研究者による４課題の講演、日本の専門

研究者による３課題の講演があり、活発な質疑応答を行った。さらに、７

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し、グループ毎にグループ最優秀発表者を選出

し、さらに、グループ最優秀発表者の全体発表を行ってベストプレゼンタ

ーを選出し、表彰した。 

 

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た。 

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

機会となった。 

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った。 

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た。 

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た。 

セミナーの運営組織 山口大学に在籍または滞在している修士課程及び博士課程学生らによって

組織され、企画・運営された。 

 

 

 

 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容  国内旅費         金額  209,040 円 

    外国旅費              18,800 円 

    その他経費            108,520 円 

    外国旅費・諸謝金等に係る消費税     940 円 

                 合計  337,300 円 

  

（  ）側 内容  タイ側研究者旅費         294,000 円 

（  ）側 内容               
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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」最終若手研究者セミナー 

（ 英文） JSPS Asian CORE Program “ Capacity Building and 

Development of Microbial Potential and Fermentation Technology 

towards New Era“ Final Young Scientist Seminar 

開催期間 平成２４年９月２７日 ～ 平成２４年９月２８日（２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 

(※日本以外で開催の場合) 

（英文）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. 1/2 

B. 0/0 

C. 1/2 

タイ 

<人／人日> 

A. 0/0 

B. 0/0 

C. 15/30 

 

合計 

<人／人日> 

A. 1/2 

B. 0/0 

C. 16/32 

 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない（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。 
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セミナー開催の目的  昨年に続いてカセサート大学（タイ）で若手研究者セミナーを開催する。

既に、日本学生支援機構から日本の学生に対する支援が決定しており、日

本人学生がタイ滞在中に本セミナーを開催する。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環として開催する。修士学生や博

士学生を含む若手研究者が企画運営を担当し、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。 

セミナーの成果  昨年に続いてカセサート大学（タイ）で若手研究者セミナーを開催した。 

 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環とし

て開催するものであり、日本学生支援機構から支援を受けタイ滞在中の日

本人学生も本セミナーに参加した。 

 本セミナーは、修士学生や博士学生を含む若手研究者が企画運営を担当

し、日本側参加者である高坂智之を含む専門研究者による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が行われた。 

 

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た。 

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た。 

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った。 

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

きた。 

5)異なるアジアの国の若手研究者間の交流により、将来の共同研究等に役

立つことが期待される。 

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った。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容  国内旅費         金額  10,805 円 

    外国旅費             116,410 円 

外国旅費・諸謝金等に係る消費税   5,820 円 

                 合計  133,035 円 

（  ）側 内容  タイ側研究者旅費         280,000 円 

（  ）側 内容               
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８－３ 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 

(日本側参加者) 

<人／人日> 

ラオス 

（タイ側参加者） 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  0/0 0/0 0/0 0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 3/9  0/0 0/0 3/9 

実績 4/24 0/0 0/0 4/24 

ベトナム 

（日本側参加者） 

<人／人日> 

実施計画 1/3 0/0  

 

 1/3 

実績 1/5 0/0  1/5 

ラオス 

（タイ側参加者） 

<人／人日> 

実施計画 1/3 0/0 0/0  1/3 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 5/15 0/0 0/0 0/0 5/15 

実績 5/29 0/0 0/0 0/0 5/29 

国内での交流実績：2/8 （1/4）＜人／人日＞ 

所属・職名 

派遣者名 
派遣・受入先 

（国・都市・機関） 
派遣期間 用務・目的等 

コンケン大学・助教授・

Vichai Leelavatcharamas 
日本・仙台

市・東北大学 

H25.3.24～ 

H25.3.29 
コーディネーター会議出席 

Biodiversity-based 

Economy Development 

Office・Advisor・ 

Napavarn Noparatnaraporn 

日 本 ・ 仙 台

市・東北大学 

H25.3.24～ 

H25.3.29 
コーディネーター会議出席 

カセサート大学・准教授・

Gunjana Theeragool 
日 本 ・ 仙 台

市・東北大学 

H25.3.24～ 

H25.3.29 
コーディネーター会議出席 

カセサート大学・教授・

Savitree Limtong 
日 本 ・ 仙 台

市・東北大学 

H25.3.24～ 

H25.3.29 
コーディネーター会議出席 

BiRD研究所 Can 

Tho大学・講師・ 

Dung Ngo Thi Phuong 

日 本 ・ 仙 台

市・東北大学 

H25.3.24～ 

H25.3.28 
コーディネーター会議出席 

山口大学大学院医学系研究科・ 

教授・山田 守 
日本・仙台市・

東北大学 

H25.3.25～ 

H25.3.28 
コーディネーター会議出席 

山口大学大学院医学系研究科・ 

事務補佐員・宮地直子 
日本・仙台市・

東北大学 

H25.3.25～ 

H25.3.28 
コーディネーター会議出席 
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９．平成２４年度研究交流実績総人数・人日数 

９－１ 相手国との交流実績 

          派遣先 

派遣元 
日本 

<人／人日> 

タイ 

<人／人日> 

ベトナム 

（日本国側参加者） 

<人／人日> 

ラオス 

(タイ側参加者) 

<人／人日> 

合計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  5/12（2/6） 4/8（1/2） 0/0 9/20 

実績 注１ 

7/20（6/15） 

 

4/8（1/2） 

 

0/0 

 

11/28（7/17） 

タイ 

<人／人日> 

実施計画 55/295  （4/8） 0/0 55/295 

実績 注 2 

58/304（9/109） 

 

6/12（2/4） 

 

0/0 

 

64/316（11/113） 

ベトナム 

（日本国側参加者） 

<人／人日> 

実施計画 6/22 1/3  0/0 7/25 

実績 注 3 

8/26 

 

0/0 

 

0/0 

 

8/26 

ラオス 

(タイ側参加者) 

<人／人日> 

実施計画 6/23 （5/10） （1/2）  6/23 

実績 注 4 

11/27 

 

0/0 

 

0/0 

 

11/27 

合計 

<人／人日> 

実施計画 67/340 6/15 4/8 0/0 77/363 

実績 77/357（10/109） 7/20（6/15） 10/20（3/6） 0/0 94/397（18/130） 

注１  1名が一回の渡航で R1・S3に参加。 
注２  1名が一回の渡航で R2・R3に参加。4名が一回の渡航で R2・S1に参加。 
注３  2名が一回の渡航で R2・S1に参加。 
注４  1名が一回の渡航で R3・S1に参加。4名が一回の渡航で R2・S1に参加。 

従って合計 13名について人数を重複して計上しております。 

 

※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

いた人数・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 

32 ／101  <人／人日> 35／107  <人／人日> 
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１０．平成２４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 5,207,520  

外国旅費 2,473,310  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 0  

その他経費 1,007,810  

外国旅費・謝金等に
係る消費税 

131,360  

計 8,820,000  

委託手数料 882,000  

合  計 9,702,000  

 

１１．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 経費使用額（円） 交流人数<人／人日> 

第１四半期 0 0/0 

第２四半期 2,098,342 19/46 

第３四半期 5,791,180 89/419 

第４四半期 930,478 8/39 

計 8,820,000 116/504 

 

１２．平成２４年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２４年度使用額 

現地通貨額[現地通貨単位] 日本円換算額 

タイ 3,000,000  [バーツ] 7,800,000 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。 


