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遺伝子組換え水素酸化細菌を用いて柔軟性と加工性に優れた海
洋分解性プラスチックPHBHを独立栄養条件下でCO2から生合
成することに成功しました。現在、実用化を目指して量産化技術
の研究開発を行っています。

We are studying culture technology for mass production of a 
green plastic material, PHBH from CO2 by a genetically 
engineered hydrogen-oxidizing bacterium.

新たに発見した微生物や遺伝子組換え株を環境問題や新素材の開
発、ヒトの健康に役立てる新技術の研究を行っています。

We are studying the application of microorganisms to human 
health, industrial chemistry, agriculture, and environmental 
protection.

株式会社伊都研究所と共同で、塗料タイプの新規な光半導体を
開発中です。この半導体は光電池やセンサーに利用できるだけ
でなく、可視光や近赤外光照射により強力な殺菌作用を発揮し、
暗所中でもその作用が保持されます。

We proved that our novel paintable photoconductor 
synthesized from Ag nanoplate, boron, clay showed strong 
antimicrobial effect even in dark condition and the effect is 
enhanced by visible light and infrared light.
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１. 微生物によるCO2からのグリーンプラスチックの生合成
２. 塗料状光半導体を利用した新奇な抗菌剤の開発
1.Microbial production of green plastics from CO2

2.Antimicrobial effect of novel paint-type photoconductor
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