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拠点大学交流事業 
平成１８年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 
日 本 側 拠 点 大 学： 山口大学 

（ タ イ 側  ） 拠 点 大 学： カセサート大学 

 
２．交流分野・研究テーマ 
（和文）：微生物の生物化学的研究分野・耐熱性微生物資源の開発と利用に関する研究    
（英文）：Microbial Resources・Development of Thermotolerant Microbial Resources and Their 

Applications 
 
 交流分野・研究テーマに係るホームページ：http:// ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~jsps/index  
 
 
３．開始年度 
    １９９８年度（平成 １０年度） 
 
 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成 １８年 ４月 １日 ～ 平成 １９年 ３月 ３１日 
 
 
５．実施組織 
日本側実施組織 
     拠点大学：山口大学 
  実施組織代表者：古賀 大三 
 コーディネーター：松下 一信 
     協力大学：北海道大学、岩手大学、筑波大学、東京大学、静岡大学、京都大学、

京都工芸繊維大学、神戸大学、鳥取大学、岡山大学、広島大学、香

川大学、高知大学、九州大学、大分大学、佐賀大学、琉球大学、宇

部高等工業専門学校、大阪府立大学、富山県立大学、熊本県立大学、

石川県立大学、大阪市立大学、慶応義塾大学、立命館大学、広島国

際学院大学、崇城大学 
     事務組織：山口大学学務部国際課、財務部経理課、財務部契約課 
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相手国側実施組織（拠点大学名・協力大学名は、和英併記願います。） 
     拠点大学：（英文）Kasetsart University 
          （和文）カセサート大学 
  実施組織代表者：（英文）Dr. Napavarn Noparatnaraporn 
 コーディネーター：（英文）Dr. Napavarn Noparatnaraporn 

     協力大学：（英文）Burapha University, Chiang Mai University,  

 Chulalongkorn University, Khon Kaen University,  King Mongkut's 

Institute of Technology Ladkrabang, King Mongkut's University of 

Technology Thonburi, Maejo University, Mahasarakarm University, 

Mahidol University, Naresuan University, Prince of Songkla University, 

Silpakorn University,  Suranaree University of Technology, 

Srinakharinwirot University, Thammasart University, UbonRatchathani 

University, Walailak University,  

National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology,  

Thai Government, Thailand Institute of Scientific and Technological 

Research, BIOTEC Culture Collection 
（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、ｺﾝｹﾝ大学、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、ﾏﾊｻﾗ

ｶﾝ大学、ﾏﾋﾄﾞﾝ大学、ﾅﾚｽｱﾝ大学、ｿﾝｸﾗ王子大学、ｼﾙﾊﾟｺﾝ大学、ｽﾗﾅﾘｰ

技術大学、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、ﾜﾗｲﾗｸ大

学、遺伝子工学・ﾊﾞｲｵﾃｯｸ国立研究所、ﾀｲ政府、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 
 
６．拠点大学交流としての全期間を通じた研究交流目標 
 我々が古来より利用してきた有用微生物の中に、我々が見落としていた新しい能力「耐

熱性」を持つものを探し出し、それらの性質を解明するとともに、その微生物自身の有用

な機能を利用し、それらの微生物が生産する有用な酵素や生理活性物質を利用する技術を

開発することを目的としている。「耐熱性」微生物を微生物産業に導入することができれば、

それらの発酵生産効率が温度上昇のために損なわれることもなく、また冷却に必要とされ

る莫大な水光熱費を削減できるため省エネルギーにつながることが期待される。加えて「耐

熱性」微生物には、これまでの常温の微生物にはない新機能や、それらの微生物が新規酵

素や新規有用物質を生産する能力を有することも期待される。また、そのような「産業化」

への期待に加えて、生化学的・遺伝学的・進化学的に注目されているが未だ確立されてい

ない耐熱性微生物を、好熱性細菌や超好熱性古細菌と比較して、その相違点を明確にする

ことで、一群の微生物資源としての位置付けを確立することも目的の一つである。 
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７．平成１８年度の研究交流実績の概要 
７－１ 共同研究 

 昨年度、最終第３期に対応するように設定された４課題に沿って本年度も引き

続き共同研究を展開した。以下に示すように、課題ごとに設定された共同研究テ

ーマに沿って、産業化への足がかりとなる応用開発研究を中心に推進するととも

に、これまでの成果をまとめる方向でも共同研究を進めた。 

 

１．耐熱性微生物細胞とその利用（Thermotolerant Microbial Cells and Applications） 
耐熱性酢酸菌の開発とその分子生物学的展開（小課題として４題） 
耐熱性酵母の開発とその分子生物学的展開（小課題として６題） 
耐熱性乳酸菌及びコリネ形細菌の開発とその分子生物学的展開（小課題として４

題） 
その他の耐熱性細菌の開発と耐熱性機構の分子生物学的解析（小課題として４題） 

２．耐熱性微生物からの酵素とその利用 
  (Enzymes from Thermotolerant Microbial Resources and Applications) 

耐熱性微生物酵素によるキナ酸からのシキミ酸合成系経路の開発 
耐熱性酢酸菌による酸化発酵の新展開に有効な酵素の調製と応用 
耐熱性微生物由来糖質修飾酵素及び有用オリゴ糖の生産に関する研究 
超耐塩性微生物の生産する耐塩性プロテアーゼの魚醤油生産への応用 
耐熱性ペクチンリアーゼ大量生産菌の育種 
未利用バイオマスを用いた環境浄化･改善 
耐熱性細菌のアミノ酸脱水素酵素に関する研究 
耐熱性 PLA分解酵素の精製とクローニング 
耐熱性細菌の生産する II型制限酵素の性状 
耐熱性微生物により産生されたアルカリプロテアーゼの特性解析と利用の検討 
未利用植物資源の有効利用を目的とした耐熱性微生物の検索及び希少糖の生産と

その応用 
乳酸菌の熱安定なグリコシダーゼについて 
耐熱性酵母が生産する耐熱性リパーゼの大量生産と産業的利用に関する研究 
地熱･温泉地帯由来の耐熱性カビや細菌から有用酵素の生産と応用 
食品産業に関連する有用物質生産への耐熱性微生物に由来する酵素の利用 
耐熱性ラン藻による有用物質生産 
耐熱性微生物（細菌）が産生する脂質分解酵素の探索とその利用 
酵母を用いた耐熱性酵素の分泌生産及び分泌生産機構の解析 

３．耐熱性微生物由来の生理活性物質とその利用 
  （Bioactive Substances from Thermotolerant Microbial Resources and Applications） 
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タイ納豆から分離した Bacillus sp.の生産するポリグルタミン酸分解酵素の遺伝子

解析 
耐熱性微生物による生体高分子及び生理活性物質の生産 
抗真菌活性を有する耐熱性放線菌の探索 
新規酵素変換法による微生物由来の生理活性環状ジペプチド類の探索 
タイ産藻類が生産する生理活性物質 
耐熱性微生物が生産する抗植物病原菌物質 
耐熱性微生物によるバイオサーファクタントの開発と応用 
抗菌性物質を生産する耐熱性乳酸菌の探索と利用 
耐熱性光合成細菌及び耐熱性放線菌によるバイオマス並びに有用生理活性物質の

同時生産 

４．耐熱性微生物による環境浄化とバイオマス利用 
  (Bioremediation and Biomass Utilization by Thermotolerant Microbial Resources) 
耐熱性菌を利用した有機性廃棄物の資源化処理 
耐熱性微生物による芳香族化合物及び窒素化合物の効率的分解･除去 
微生物燃料電池を用いたバイオマス廃棄物からの発電法の開発 
耐熱性微生物による合成高分子代謝関連遺伝子の制御 
耐熱菌による polycholorobiphenyl (PCB) の分解 
都市及び農産廃棄物の有用物質へのリサイクルのための耐熱性乳酸生産菌の利用 
都市及び農産廃棄物の生物変換への耐熱性糸状菌の応用 
耐熱性硫黄細菌によるゴム工場廃液から硫化物の除去 
耐熱性キチン資化性微生物を用いたキチン含有バイオマスの有効利用 
耐熱性白色腐朽菌及びリグニン分解酵素を用いた有機環境汚染物質の分解 
農業技術向上と農薬軽減のための新しい植物成長促進微生物及び生物防除用微生

物に関する研究 
 
７－２ セミナー 

１１月７日～１０日の日程で、タイ国パタヤにおいて、第５回の合同セミナーを

開催した。なお、セミナーの詳細については、別添報告書に記載のとおりである。 

 

７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

平成１９年 3月、タイ側コーディネーター及び副コーディネーターが来日した。 
彼らは、各課題における本年度の共同研究についての状況確認のために、複数の個別プ

ロジェクトのリーダーとの協議を行うとともに、来年度の具体的な実施計画を練るため、

日本側のコーディネーター及び副コーディネーター、さらには日本側各課題代表者との最

終的な打合せを行った。 
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８．平成１８年度の研究交流の成果 

（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めて下さい。） 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

タイ側コーディネーターと協力して、微生物学分野で、できるだけ将来性のある優秀な

研究者を、バンコクだけでなく、広くタイ全土の大学および研究所から求め、日本側研究

者との共同研究体制を作ると共に、年度毎の成果と合同セミナーでの発表を評価して、共

同研究体制の強化につとめた。さらに、本事業を通じて日本で学位を取得しタイへ帰国し

た研究者を共同研究者として参加させるようにしたため、若手研究者の数が多くなり、研

究活動が当初に比べ格段に活発になった。いずれにしても、本拠点活動も残すところ１年

となったため新たな変更は行わない。 

 

８－２ 学術面の成果 

 学術面での成果が多数、各研究者より報告されているが、その一部を以下に紹介する。 

(1) 山口大学とチュラロンコン大学で、ゲノム配列の明らかな Gluconobacter oxydans 

IFO12528 のシキミ酸脱水素酵素をクローニングし、大腸菌内での大量発現に成功した。ま

た、デヒドロキナ酸デヒドラターゼのクローニングにも成功した。グルコース脱水素酵素

もクローン化して、NADPH 再生カップリング反応でシキミ酸の高生産を目指している。 
(2) 山口大学とキングモンクット工科大学トンブリ校で、耐熱性 Gluconobacter 属酢酸菌

のスクリーニングを継続して行っている。現在までに、４０度でも生育可能な菌株を 20 株

以上得ることに成功した。16S rDNA 配列を含めた同定解析を行っている。また、ソルボー

スからビタミン C を発酵生産可能な耐熱性グルコノバクターのスクリーニングを行い、静

止菌体を使った反応で 13 株が 1-29mg/L のビタミン Cを生産できることが示された。 
(3) 京都工芸繊維大学とチュラロンコン大学では、魚醤油よりプロテアーゼ生産能を有す

る Halobacterium を分離する事に成功した。本菌株の最適生育条件は、pH 6.0, 25% salt (w/v)

であった。また、精製した酵素の反応最適条件は、pH 6.0, 55 ℃, 25% salt (w/v)であった。本

酵素は、セリンプロテアーゼに属する。18 年度は、上述の酵素あるいは、生産菌の魚醤油

生産への応用を視野に入れて、耐塩性、塩による安定化と活性化の機構解明を行うと共に、

分解により生じるアミノ酸代謝について検討を加え、それらの結果を総合して、魚醤油生

産への応用の最適条件の確立を行った。これら検討結果をまとめ、国際的な学術雑誌に投

稿する予定であったが、タイ側の研究者が多忙で、実施するに至らなかった。 
(4) 広島大学とチュラロンコン大学において、平成 17 年度に取得された有機溶媒耐性・温

度耐性細菌の特性化を行った。複数取得された株のひとつは、Deinococcus と分類され、

Deinococcus sp. T-27 株と命名した。T-27 株は log Pow 値が低い酢酸エチルを重層した条

件でも生育するという極めて高度な有機溶媒耐性を有していた。T-27 株はトルエンを含む

種々の炭化水素を C 源として重層した培地で 45℃の高温でも生育可能であった。さらに、
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インドールを酸化し、インドキシル以外の反応産物を生成することから、非水系における

バイオプロダクションの宿主としてだけではなく、有用な酸化酵素の分離源としても期待

が持てる菌株であることが判明した。有機溶媒耐性・温度耐性細菌のスクリーニングは平

成 18 年度も続行し、Bacillus 属細菌を含む複数の菌株がさらに取得されている。 

 
８－３ 若手研究者養成 

(1) 京都工繊大・小田教授は、Somboon TANASUPAWAT（チュラロンコン大学）研究室の博

士課程学生 3 人を受け入れ、当拠点事業に関連する教育・指導を実施した。彼らはいずれ

も博士号取得、又は取得予定である。 

(2) 大阪府立大・岸田助教授は、コンケン大学にて若手研究者及び大学院生向けの学術セミ

ナー『Calorimetric assay for growth characterization of microorganisms—the case of cooperative 

cultures of yeast and lactic acid bacteria—』を行い、若手研究者の育成に貢献した。 

(3) 富山県立大・浅野教授は、１８年度のテーマ以外にも熱帯植物由来の有用酵素の探索に

まで広げ、タイ国の博士課程学生を短期間受け入れるなどの人材育成をはかった。 

(4) 京都大学・清水教授は、平成１６年度まで拠点枠国費留学生として在籍していた

Rungruedee Thiwthong（カセサート大学）とともに研究成果を国際学術誌に発表すべく論文

作成を行った。当研究室（京都大学農学研究科応用生命科学専攻発酵生理学研究室）の博

士後期課程学生１名、ポスドク２名が平成１８年１１月２３日から２５日にかけてバンコ

クで開催された第８回京都大学国際シンポジウム「Towards Harmonious Coexistence with 

Human and Ecological Community on this Planet」に参加し、ポスター発表を行った。 

(5) 静岡大学・露無教授は、タイ国カウンターパートである Dr. Sutruedee Prathuangwong指

導の博士課程学生である Kasem Supot氏の博士論文作成にあたって、最終論文発表の審査に

立ち会い、論文指導を行った。 

(6) 山口大学では、この研究テーマに関連した大学院生をチュラロンコン大学から JASSO

奨学金の短期留学生として 1年間、チュラロンコン大学 Alisa Vangnaiの指導学生を、タイ

RGJプログラム資金で留学生として１年間受け入れた。 

(7) 広島大学でウボンラチャタニ大学のJantaporn Tongekkaew博士が共同研究を遂行し、英語

による多くの交流の場を持ち、研究室学生にとって国際セミナーでのセッションに準ずる

良い訓練の場を提供することができた。 

(8) 静岡大学・徳山助教授は、以下の学生・研究者の指導および支援を行った。カセサート
大学出身の Sinma Kanokkorn（平成１９年４月から岐阜大学大学院連合農学研究科博士課程
に進学、拠点事業協力研究者として登録予定）が平成 18 年 10 月 2 日に国費外国人留学生

として来日、シロアリ腸管から分離した放線菌に関する研究を行った。また、Vichien 
Kitpreechavanichが指導教員となっているカセサート大学の博士課程学生が、JASSO短期留
学奨学生として平成 17 年 10 月 1 日から平成 18 年 9 月 30 日まで滞在し、PLA分解放線菌
の分離および系統解析を行った。 

(9) ナレスアン大学医科学部の Jaruwan Thongsanitは、国費外国人留学生（大学推薦枠）に

採用された。平成 18年 10月 1日より留学生として立命館大学に滞在、平成 19年 4月より、
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立命館大学理工学研究科博士後期課程の学生として、博士学位取得を目指し研究を行なう。 
(10) 香川大学・何森研究室では、香川大学経費による短期留学生の相互交流 (渡航１名(３

ヶ月)、来日４名(１名１年間、３名１週間) をチェンマイ大学と行った。 

(11) 岡山大学では Jittima Charoenpanich(ブラパ大学)が学位を取得した。彼女は自然科学研

究科の院生奨励研究費を獲得、現在は研究科長賞を申請中である。また、Ms. Peechapack 

Samyoonsapが博士後期２年に在学し、博士号取得を目指している。 

(12) 静岡大学・田原教授は、下記の２名のタイ研究者の博士号取得を主指導教員として指

導、支援した。Orawan Chunhachart (現チュラロンコン大学講師)：岐阜大学大学院連合農学

研究科(博士課程、英語特別コース)、2003年 10月入学、2006年９月修了。課程博士（論文

題名：Studies on γ-polyglutamic acid-degrading enzymes in Bacillus subtilis）。Pattaraporn 

Yukphan (バンコク市 BIOTEC 研究所研究者)：１８年度論博コースに採択(７月～９月) 

2006年９月農学博士の学位取得。論文博士（論文題目：Systematic study of acetic acid bacteria 

isolated from Thailand）。また、Jomkhwan Meerak (チュラロンコン大学)を岐阜大学大学院連
合農学研究科(博士課程、英語特別コースの２年生として在学)にて主指導教員として指導し
ている。 

(13) 岡山大学・神崎教授と共同研究をしている Panarat Arunrattiyakornは、岡山大学大学院

において博士号を取得した。現在までに国際学会を含む発表を数回経験し、既報１報、投

稿準備中２報である。また、天然有機化合物の単離精製手法、酵素反応、酵素精製法を充

分に会得しており、現在 NMR 等の機器分析手法・解析法についても、かなりの知識を習得

した。彼女の研究に対する姿勢は素晴らしいものがあり、その姿勢と本プロジェクトを通

じて学んだ知識・手法は、帰国後、彼女の研究生活に多いに役立つと期待している。 

(14) 神戸大学・青木教授は、タイ側研究者 Phisit Seesuriyachanがファーストオーサーになっ

ている共著論文を Water Res.誌に投稿し、エディターやレビューアーのコメントに対する対

応方法などを指導することによって、掲載受理に導くことができた。 

 

８－４ 社会貢献 

(1) 崇城大学・寺本助教授は、第 21 回産学官技術交流会（ウェルシティ熊本、旧名熊本厚

生年金会館）において「インド・イスラーム圏に消えいくアルコール飲料の再開発と、そ

の微生物資源の有効利用」と題して口頭発表を行った。また、タイ国の酒の研究について

も紹介した。なお、最後のスライドで、タイ国の酒の研究は JSPS-NRCTプロジェクトで行

ったと明記し、口頭でもそのことを述べた。 

(2) 京都大学・片岡助手は、平成１８年１１月２３日から２５日にかけてバンコクで開催

された第８回京都大学国際シンポジウム「Towards Harmonious Coexistence with Human and 

Ecological Community on this Planet」において、環境保護に向けた持続的社会の構築に資す

る微生物機能利用技術の紹介を行った。 

(3) 広島国際学院大学において博士の学位を取得した Charin Techapun（チェンマイ大学）
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との共同研究で得られた成果である耐熱性・耐アルカリ性バイオ酵素の利用について、地

域の高校での出張講義に活用して、バイオ技術による、地球に優しいパルプ、古紙再生に

ついて出張授業を本年度も継続して行った（西条農業高校、広島国際学院大学高校、２回）。 

(4) 広島大学では、平成 18 年 11 月 18 日に日本学術振興会/日本生物工学会西日本支部主

催の「ひらめき・ときめきサイエンス」の一環として、非水系におけるバイオプロダクシ

ョンについて高校生を対象に講演した。また平成 18 年 12 月 4 日には、広島大学附属高校

の 1-2 年生を対象に非水系のバイオプロダクションに関する出前講義を行った。 

(5) 琉球大学と国際交流協定を締結しているコンケン大学アカデミックサービスセンター
のミッションが平成１９年１月２７～３０日に琉球大学を公式訪問し、「生涯学習」や両大

学間の国際交流に関する意見交換を行った。本拠点事業による共同研究は、教育・研究分

野における大学間国際交流の実績としても高く評価されている。これまで行ってきた安田

の国際交流実績（留学生の受入、研究者の受入、外国の大学等におけるセミナー、国際学

会、研究業績等の諸活動）が認められ、平成 18年 4月より琉球大学留学生センター長を拝
命している。本拠点事業にかかわる国際共同研究、留学生の受入、研究者交流の実績等が

本件の決定に大きく寄与したと考えている。 
(6) 立命館大学では、本プロジェクトで分離した微生物をバイオレメディエーションへ応

用するため、産学連携プロジェクトがスタートした。 

(7) 岡山大学・神崎教授のもとで博士号を取得した Panarat Arunratiyakornが確立した、酵素

変換による環状ジペプチド確認手法は国際学会で高い評価を受けており、本手法を利用し

たいという研究者からの問い合わせを数件受けている。マレーシアの微生物資源からの探

索に利用したいという問い合わせについては現在前向きに検討中であり、研究が進行すれ

ば東南アジアの生物資源から新たな生理活性物質発見へ結びつくと期待している。 

(8) 神戸大学・青木教授は、タイ訪問時、チェンマイ大学に所属する修士学生 3人に対し、

芳香族化合物代謝関連酵素の取り扱い方について実地指導した。この指導は、同大修士課

程のカリキュラムの一端を担ったものと考えている。 

(9) 広島大学・柿薗助教授は、東京大学で 2007年 1月末に開催された「バイオマスを燃料
とする微生物燃料電池の国際シンポジウム」(海洋バイオ研究所主催)において、本分野のト
ップリーダであるペンシルバニア州立大 Bruce E Logan教授を初めとした５名の講演者の
中に選ばれ、招待講演を行った。米国トウモロコシからのバイオエタノールには、投入エ

ネルギーあたりの回収エネルギー収率が１を越えないという批判がある中、新たな再生可

能エネルギーとしてバイオマス燃料電池の方向が示された。 
(10) 大分大学とコンケン大学との間の学術交流協定が 2006年４月に締結された。そのプロ
セスにおいて、大分大学・酒井助教授（現九州大学教授）が各種の協力を行った。 
 

８－５ 今後の課題・問題点 

(1) 今後は、金銭面・人的（学生）交流面などを含めた共同研究体制の強化が必要である



 9

が、タイ側研究者の日本滞在期間がもう少し長期であれば、さらに効率的な交流と研究の

進展ができたように思う。 

(2) 事業終了後、どのような形で交流を継続するかについて考慮する必要がある。 

(3) タイ－日本相互のより意義深い人的交流を目指す。 

(4) タイ側共同研究者は、修士学生を含めて、依然として、知識はあるが実験技術が不十

分である。したがって、今後も、共同研究者のみならず学生が来日し、日本で実験の訓練

をさせる機会を与える必要がある。そのため、本事業以外からも財政的な裏付けが必要で

ある。 

 

８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１８年度論文総数  ５０本 

   うち、相手国参加研究者との共著 ３１本 

   うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの １４本 

（※ 論文リストを別に添付して下さい） 
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９．平成１８年度における総交流人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 

日本 
（JSPS）

タイ

（NRCT）
   合計 

実施計画 74/475    74/475 日本 
（JSPS） 実績 

 
63/406    63/406 

実施計画 51/1223    51/1223タイ

（NRCT） 実績 38/1081 

 

   38/1081

実施計画       
実績   

 

   

実施計画       

実績    

 

  

実施計画       
実績     

 

 

実施計画 51/1223 74/475    125/1698合計 

実績 38/1081 63/406    101/1487

 

※ 派遣先・派遣元ともに、対応機関がある場合は「国名（機関名）」で記入し、第三国の

場合は「国名」を記載してください。 

※ 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。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

  ０／  ０（人／人日）   ０／  ０（人／人日） 

 


