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【概要】 

１． 青井 議輝助教 （11：00～11：40 質疑応答含む） 

 

「Cultivating Uncultivables - 微生物を分離培養する新規戦略 -」 

 

自然環境中には多種多様な微生物が存在しているが，その 99％以上は培養することは不可

能である。これまで培養可能な微生物から得られてきた情報や恩恵を考慮すると，もしこの

99％にアクセスする技術があれば学術的・産業的な発展の幹は確実に太くなることは確実で

ある。しかし，これまで微生物を環境中から純粋菌株として取得・培養する技術に大きな革

新がなく，環境微生物の解明，利用に大きな制限が存在しているのが現状である。 

本研究では新しいコンセプト（in situ 培養および Microbial Cell Chromatography）を導

入して微生物を分離培養するための新規戦略を開発し応用することを主な目的としている。

今回は，特に in situ 培養手法の開発とその効果について報告する。微生物が実際に生育

している環境下での培養することが可能な装置を開発し（in situ 培養），その効果を検証

したところ，培養効率，新規微生物の獲得割合，獲得された微生物の多様性が従来法に比べ

て大幅に向上することが実証された。さらに，ハイスループット操作可能な新規手法の開発

とそれを用いた実践的な応用研究に関する経緯についても報告する。 
 
Cultivating Uncultivables 
- A new strategy for cultivation of environmental microorganisms - 
 
Although highly diverse untapped microbial consortia exist in natural environments, it 
is generally recognized that most microorganisms are not readily cultivable in the 
laboratory. This is called “great plate count anomaly” which remains one of the most 
important unresolved phenomena in microbiology. Therefore, if we could easily access to 
the vast of uncultivated microorganisms, it has huge impact on further advances in 
microbiology and biotechnological applications. 
To address above subject, I developed several new methodologies based on new concept 
for cultivating uncultivated microorganisms, in situ cultivation and microbial cell 



chromatography. Among them, I would like to explain about development and impact of 
the “in situ cultivation device” using hollow fiber membrane as a new cultivation method 
which highly imitates natural environment. Results showed that the ratios of novel 
phylotypes in isolates, diversities, and cultivabilities in the new method are higher than 
those in the conventional method, suggesting that the in situ cultivation device is 
effective for cultivation of various environmental microorganisms. 
 
２．森 和助教 （11：50～12：30 質疑応答含む） 
 

「中国古代の 1日は何時間？－占卜(うらない)と行政制度の間で－」 

 

考古発掘などによって得られる出土文字資料の歴史研究における重要性は時代や地域、分野

によって異なるが、主に編纂された文献史料に基づいて語られてきた中国史、特に古代史に

おいて、その影響は多大なものがある。戦国～秦・漢時代（前 453～後 8）では、竹や木の

札、あるいは絹布に文字が書かれた簡牘帛書がその中心を占める。発表者はこれまで鬼神精

怪の跋扈する文献や占卜・祭祀に関わる簡帛資料などを分析し、後の儒教一尊体制の確立に

よって埋もれた古代社会の一面を浮かび上がらせようと努めてきた。本発表では、占卜から

どのような事象が析出され、それが伝統的な文献史学や行政文書・律令など他の簡牘資料に

よって構築された枠組みにどのように関わるのか、中国古代の〝時〟をめぐる研究を例とし

て紹介したい。 

 

How many “time” was there in a day of ancient China? :between the fortune-telling and 
the administrative system 
 
Though the importance of the excavated character materials obtained by archaeological 
excavation and so forth in the study of history is different depending on age, region and  
field, they have a large influence on Chinese history, especially on its ancient history 
that has been constructed based on the compiled historical materials. From Warring 
States Period to the Qin and Han Dynasties, most of the character materials were 
bamboo slips, wooden tablets, and silk manuscripts. Heretofore I have tried to clarify 
one aspect of the Chinese ancient society, which was concealed behind the establishment 
of Confucism as a dominant ideology, analyzing the documents recorded about spirits of 
mountains and rivers, and also the bamboo and silk manuscripts about fortunetelling or 
worship. .  
In this presentation, I introduce what facts can be extracted from fortune-telling and 
how they relate to the framework constructed with traditional historical study based on 



documents, bamboo and wooden manuscripts about administration and law by showing, 
as an example, my research on “time” of ancient China.  


