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麹菌における Woronin body の機能と動態解析 
 

東京大学大学院農学生命科学研究科 丸山潤一 
 
はじめに 
麹菌 Aspergillus oryzae は古くから醸造に用いられてきたことから、酵素生産や

生育特性についての研究が主として行われてきた。しかし、麹菌の細胞の一つ

一つを意識し、細胞内部の構造について着目した研究はほとんどなかった。麹

菌の形態的な特徴は、隔壁で仕切られた細胞が連なって成育する多細胞生物で

あることだが、オルガネラが菌糸内の適切な場所に位置し、機能することで菌

糸状の生育を可能にしていると考えられる（図１）。これまでに演者は、緑色蛍

光タンパク質 GFP (green fluorescent protein)を用いることで、生きた細胞におけ

るオルガネラの動態を可視化し 1-3)、核や液胞の菌糸内での位置が微小管（細胞

骨格の一つ）依存性の輸送により制御されることを明らかにした 4,5)。 
糸状菌に特異的に存在するオ

ルガネラであるWoronin bodyは、

通常隔壁の近くに存在する。隣接

する細胞は隔壁に空いた穴（隔壁

孔）を通じて細胞間連絡を行って

いるが、Woronin body は菌糸損傷

時に隔壁孔をふさぎ、隣接する細

胞に溶菌が伝播するのを防ぐ働

きをしている（図２）。Woronin 
body の形成機構および機能につ



いてはこれまでほとんど不明であったが、最近になって分子レベルでの解析が

始まったばかりである。本研究では Woronin body に着目し、その形成に関与す

る Aohex1 遺伝子を A. oryzae からクローニングし、解析を行った 6)。そのなかで、

Woronin body の溶菌における役割を細胞生物学的に明らかにした。 
 
Aohex1 遺伝子のクローニング 

アカパンカビ Neurospora crassa の Woronin body 形成に関与する HEX1 遺伝子

と相同性を有する Aohex1 遺伝子を、A. oryzae よりクローニングした。AoHex1
はC末にペルオキシソーム局在配列(PTS1: peroxisome targeting signal)を有してい

たことから、Woronin body 形成へのペルオキシソームの関与が示唆された。 
Aohex1 遺伝子を破壊したところ Woronin body が消失していたことから、

AoHex1 が Woronin body 形成に必要であることを確認した。 
 

Aohex1 遺伝子破壊株における溶菌の伝播 
Woronin body の機能を調べるため、溶菌条件の検討を行った。そのなかで、

寒天培地上に形成した A. oryzae のコロニーを水に浸して、コロニー辺縁部を観

察した。この低浸透圧ショックにより菌糸先端細胞が溶菌し、細胞質が飛び出

す現象を見出した。1 M 塩化ナトリウム溶液を添加したときは、溶菌は起こらな

かった。固体培養で生育した菌体を水に入れる場合に、低浸透圧ショックによ

る溶菌が起こっている可能性もあり、固体培養での細胞の環境応答として興味

深い現象である。 
Aohex1 遺伝子破壊株を用いて、低浸透圧ショック時に隔壁を隔てた２番目の

細胞に溶菌が伝播したかを調べた。その結果、野生株では隔壁を境に溶菌の伝

播は起こらなかったものの、Aohex1 遺伝子破壊株では２番目の細胞も溶菌して

いた。このことから、低浸透圧ショックによる先端細胞の溶菌の伝播を防ぐた

めに、AoHex1 が必要であることが明らかになった。 
 
隔壁孔をふさぐ Woronin body の可視化 

低浸透圧ショックによる溶菌時に Woronin body が隔壁孔をふさぐことを証明

するために、Woronin body および隔壁を同時に可視化した。隔壁の可視化には、

分泌酵素 RNase T1 と EGFP (enhanced GFP)との融合タンパク質を用いた。これ

を発現すると隔壁に蛍光が見られ、その中心に隔壁孔が空白部分として観察さ

れた。続いて、Woronin body を可視化するため、赤色蛍光タンパク質

DsRed2-AoHex1 融合タンパク質を同時に発現した。その結果、Woronin body は

通常隔壁近傍に存在するのに対し、低浸透圧ショックにより溶菌を誘導すると

隣接する隔壁孔をふさいでいることが確認された。以上のことから、Woronin 



body が隔壁孔をふさぐことで低浸透圧ショック時に起こる溶菌の伝播を防ぐこ

とが明らかになった。Woronin body が隔壁孔をふさぐことを生きた糸状菌細胞

で可視化したのは本研究が初めてである。 
 
おわりに 

これまでの顕微鏡観察の結果、麹菌がオルガネラを菌糸内に適切に位置する

ことで、先端の細胞と根元の細胞で役割分担していることがわかってきた。な

かでも、Woronin body が溶菌の伝播を防ぐシステムは、多細胞である麹菌が生

存維持のために生み出した巧妙な仕組みである。本研究の生きた細胞における

可視化の系が Woronin body の形成機構や機能の解明に役立つとともに、動物や

植物にも見られる細胞間連絡の制御の解明に貢献することを期待している。 
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アスプジンシン亜鉛結合モチーフ・プロテアーゼの構造的特性と特異性 
に関する研究 

 
         土井ゆうこ （独立行政法人 科学技術振興機構） 
 
［緒言］ 

亜鉛金属プロテアーゼは亜鉛の結合のモチーフによって分類されている。Aspergillus oryzae が分

泌生産する亜鉛金属プロテアーゼ、デューテロリシン(EC 3.4.24.39)において、新規の亜鉛結合モチ

ーフ（HEXXH+D）が発見され、アスプジンシンと命名された 1)。アスプジンシン・ファミリーに

は、感染性糸状菌として知られる Aspergillus flavus や Aspergillus fumigatus、そしてマイタケ、ヒラ

タケ由来のプロテアーゼなどが知られている。新規のアスプジンシンは、これまでに知られている

他の金属プロテアーゼとは HEXXH の共通モチーフ以外での相同性が低く、これらの酵素の活性中

心や触媒機構については非常に興味をひくところであるが、それに対する研究は始まったばかりで

ある。本研究では、アスプジンシン・ファミリーに属するデューテロリシンとペニシロリシンの金

属中心と触媒機構に関する知見を得ることを試みた。 
 

［デューテロリシン］ 
デューテロリシンは、Aspergillus sojae、A. oryzaeが分泌生産する亜鉛金属プロテアーゼで、従来、

中性プロテアーゼ IIと呼ばれていた 2)。デューテロリシンは、等電点 4.0、177 アミノ酸残基、分子

質量 19 kDa と非常に小さく、サルミンやヒストン、プロタミンなどの塩基性タンパク質を特異的

に加水分解するが、一般にプロテアーゼの基質として用いられているカゼインやヘモグロビンには

ほとんど作用しないというユニークな特異性を有する。また、A. sojae 由来のデューテロリシンは、

100℃で熱処理後の残存活性が約 80%近く見られるが、75℃付近ではその残存活性が著しく低下す

るといった挙動が見られ 2)、A. oryzae 酵素でも同様なことが報告されている 3)。 
デューテロリシンには従来良好な低分子合成基質は全く見いだされていなかった為探索したと

ころ、Boc-Arg-Val-Arg-Arg-MCA を最もよく加水分解し、優れた微量分析用基質であることを明ら

かにした。さらに、デューテロリシンは Boc-Leu-Arg-Arg-MCA、Boc-Leu-Lys-Arg-MCA、

Z-Arg-Arg-MCA に対して pH 9.0 で活性を示した。これらの基質の特徴として、切断部位の N 末端

側に 2 つの塩基性アミノ酸残基 (Argや Lys)を有していることから、デューテロリシンは、P2-P1 サ

イトが共に塩基性のアミノ酸残基の場合にそのカルボキシル基側をよく加水分解することを明ら

かにした 4)。デューテロリシンによるヒストン H4 分解を行った。その結果、基質の P2-P1 サブサ

イトに塩基性アミノ酸をもつペプチド結合を特異的に加水分解した。デューテロリシンの特異性は

サーモリシンなどの金属プロテアーゼとは異なり、合成基質ならびにヒストン H4 で見られたよう

に 2 つの塩基性アミノ酸残基の C 末端側をよく切断することが結論された 4)。 
デューテロリシンの亜鉛金属中心に関する情報をさらに得るために、電子常磁性共鳴分光スペク

トル(EPR)の測定を行った。活性中心に存在する亜鉛は、磁気的にも分光学的にも不活性であるた

め、亜鉛をコバルトに置換した Co-デューテロリシンを精製した。吸収エネルギーとモル吸光係数ε
は、18,450 cm-1、ε = 245 M-1 cm-1、及び 20,100 cm-1、ε = 200 M-1 cm-1であった。不対電子の吸収位置

を示す g 値は、gxx = 5.20、gyy = 4.75、gzz = 2.24 であった。EPR スペクトルよりコバルトイオンは 2
価の高スピン状態 ( S = 3/2 )であり、歪んだ構造であることがわかった 4)。吸収スペクトルの結果と

合わせるとコバルトの配位環境は歪んだ三角両錘または歪んだ四面体構造であると観察された。 
 
 

［ペニシロリシン］ 
 ペニシロリシンは、Penicillium citrinum が生産する金属プロテアーゼ 5)で、デューテロリシンとは

一次構造上は 68%の配列が同一である 6)。ペニシロリシンは分子質量 2 万以下と小さく、塩基性タ

ンパク質に良く作用するといった性質はデューテロリシンと類似している。しかし、ペニシロリシ



ンは熱に対する安定性がデューテロリシンと比べて著しく低いことなどが相違している 5)。 
部位特異的変異によりペニシロリシン分子に耐熱性を付与する研究を行った。 
一般的に、プロリン側鎖は主鎖との共有結合によって固定されていることから他の残基よりも変

性構造における構造の自由度が少ないとされている。両酵素の配列の比較の結果、デューテロリシ

ンには存在してペニシロリシンにはないプロリン残基の位置が 3 箇所あり、これらのアミノ酸残基

についてペニシロリシンの部位特異的変異体を作製した( T81P、T87P、A112P )。 
ペニシロリシンとデューテロリシンの N 末端付近の相同性は 60％とやや低くなっており、そこ

にはデューテロリシンにおいて、酵素の骨格を成している長い 2 つのヘリックス(A とＣ)が存在し

ている 7)。両ヘリックス間の酸性残基と塩基性残基による静電的相互作用に着目し、ペニシロリシ

ンをデューテロリシンタイプに二重変異( R33E / E60R )により部位特異的に変換した。 
アスプジンシン・ファミリーによく保存されている TxxHExxH モチーフは、デューテロリシンで

はαH ヘリックスに位置する。熱安定性酵素である Grifora frondosa からの GfMEP はモチーフ上の

Thr と C 末端領域の Glu157が水素結合を形成している 8)。一方、その位置に相当するペニシロリシ

ンの残基は Ala167であるため、A167E の変異体を作成した。 
不可逆的な熱変性の過程で 50%変性した温度を融解温度、Tmと定義した。pH5.0、222nmのスペ

クトルより、WT では Tm＝68°C、T81P では Tm＝71°C であった。R33E/E60Rと A167E の Tmはそれ

ぞれ 70°C であった。残存活性が 50%になったときの温度(T50)は、T81P酵素では 68℃となり、WT
酵素(62℃)と比較して 6℃上昇した。R33E/E60R酵素の T50は 66℃となり、WT 酵素より 4℃上昇し、

A167E 酵素の T50は 65℃となり、野生型(WT)酵素より 3℃上昇した。一方、T87P、A112P 酵素は熱

安定性が見られず、むしろ不安定になった。65°C における残存活性が 50%になる時間を調べたと

ころ、WT、R33E/E60R、A167E、T81P はそれぞれ 4、12、12、21min であった。T81P は R33E/E60R
と A167E よりも熱安定性が増した。Pro81はペニシロリシンの熱安定性にとって同様に重要な残基

であることがわかった。酵素の熱安定性は様々な要因によって影響されるが、現時点で、N 末端付

近のαA とαC の間の Glu33-Arg60間の結合、そしてβ3-β4 シート間のループ上の Pro81残基の存在、さ

らに C 末端のαH 上の Ala167の変異体 A167E と亜鉛結合サイトに近い Thr125との水素結合によって

もたらされることを明らかにした 9)。 

TKET-CSNASRKSALEKALSNTVKLANAAATAARSGSASKFSEYFKTTSSSTRSVVAARL

TEVTDCKGDAESS-LTTALSNAAKLANQAAEAAESGDESKFEEYFKTTDQQTRTTVAERL

EAVAKEAQSASSGSTTYYCSDTLGYCETNVLAYTLPARNIIANCDIYYSYLPALAGTCHQ
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図 A: デューテロリシンの X 線結晶構造、B: デューテロリシンとペニシロリシンの一次構造配列 
［デューテロリシンの応用］ 
日本酒、醤油、味噌などの醸造工業における最も重要な役割を担う麹菌のもつ安全で隠れた機能

性を探索することを試みた。デューテロリシンの示す基質特異性はシステインプロテアーゼによく

見られ、中でも動物の筋肉中に見いだされるカテプシン B や L と類似している。これらのカテプシ

ン類は肉の熟成に関与しているとの報告があることから、デューテロリシンの肉への応用を考え、

生成する風味および香気に及ぼす影響について検討した。デーューテロリシンを 60℃、4 時間にて

豚肉に作用させた結果、酵素を添加しないものに比べると、酵素処理をしたのは短時間の処理であ



るにも関わらず非常に強い熟成感を有し、酸味を感じさせないものであった。そこで肉反応物の可

溶化部をゲル濾過分析し、官能評価をした結果、800–2,000Da の画分で熟成感が得られ、かつ酸味

がおさえられていることが確認された。この画分の C 末端のアミノ酸分析を行った結果、リジン、

アルギニン、そしてグルタミン酸が豚肉の構成アミノ酸と比較して高い値を示した。香気成分の分

析の結果、脂質の酸化分解により生成するとされるヘキサナールが抑制され、また、熟成に関与し

ているとされているサルファイド類やケトン類が増加ていることを確認した。最近、このようなデ

ューテロリシンの作用による肉の迅速な熟成味生成法は実際に食品工業において利用されるよう

になった。 
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「マイクロアレイを利用した麹菌遺伝子発現機構の解析」 

酒類総合研究所 坂本和俊 

 

○cDNA マイクロアレイ「NRIB3000 チップ」 

麹菌（Aspergillus oryzae）はその米麹などの固体培養における高いタンパク

質生産・分泌能力から、醸造産業、酵素生産などの分野で古くから広く利用さ

れている。この特徴は、麹菌が固体培養という環境に応答し、分泌に関与する

タンパク質や酵素などの遺伝子発現を制御しているためと考えられるが、その

分子生物学的背景は、いまだ詳細には解明されていない。近年、産学協同によ

る EST プロジェクトやゲノム解析プロジェクトにより麹菌においても膨大な核

酸塩基配列情報が蓄積され、これらの情報を利用した解析ツールの開発が切望

されていた。当時、すでに発現頻度の高いクローンを選択し搭載した東北大 2000

チップが開発されていたことから、当研究所ではこれと

は異なるコンセプトを持つマイクロアレイ‘NRIB3000 チ

ップ’を作成することとし、搭載するクローンの選択を

行った。 

公開されている EST 情報に、当研究所で独自に解析し

たふすま及び米麹由来の配列情報 5000 を加えたライブ

ラリより、固体培養において発現の確認されたクローン

を重複することなく選択することとした。21,735 個の

EST クローンをクラスタリング化することで 7,714 の配

列へコンティグ化した後、東北大チップに搭載されてい

るものと重複しない 5,797 コンティグがチップ化候補コ

ンティグとして抽出された。さらに、当時のゲノムドラ

フトシークエンスより、5’及び 3’非翻訳領域を含む推

定 ORF 核酸配列データベースを作成し、候補コンティグ

をマッピングすることによりe-value －10以下の5,013

を最終候補コンティグとした。この中より固体培養にお

いて発現の確認された 2,723 クローンを含む 3,008 クロ

ーンを選択し NRIB3000 チップを作成、東北大チップと

合わせて、約 13,000 と予想される麹菌全 ORF の約 1/3

をカバーしている。 

NRIB3000 チップ 

 NRIB3000 チップは EST の固体培養条件において発現が確認されたクローンを

集めているため、固体培養と液体培養を比較する実験の場合、シグナル比率が

固体培養側に偏る可能性もあった。しかし実際に得られた結果を解析したとこ

ろ、スポットのシグナル比率は固体培養と液体培養にほぼ均等に分布すること

がわかった。また、チップ間でスポットされている cDNA 量に差が少なく、高い

再現性を得ることが可能である。 



 

○マイクロアレイによる固体培養での遺伝子発現パターンの解析 

 米麹、醤油麹、ふすま培養は産業的に非常に重要な固体培養の方法であるこ

とから、これらの培養過程における遺伝子発現の経時変化をマイクロアレイに

て観察した。米麹及びふすま培養では、培養中期から後期への移行過程で遺伝

子発現パターンの変曲点があり、麹菌細胞内でダイナミックな変化が起こって

いることが示唆された。 

 

○固体培養後期の遺伝子発現を制御する転写制御因子 ATFB 

固体培養特異的な遺伝子発現をコントロールする遺伝子を単離することを目

的として、麹菌 EST データベースにおいて固体培養条件で出現頻度の高い転写

制御因子遺伝子をリストアップし、その中から bZIP タイプ転写制御因子遺伝子

を atfB と名付けて解析することとした。 

NRIB3000 チップを利用して atfB 高発現株を解析した結果、カタラーゼ遺伝子

catA を含む数十の遺伝子発現が上昇していた。また、これら発現が上昇した遺

伝子群のふすま固体培養中での発現パターンを調べた結果、培養後期において

これら遺伝子の発現が同調して高くなっていた。 

そこで atfB の遺伝子破壊株を作成し、固体培養後期における遺伝子発現を

NRIB3000 チップにて解析した結果、遺伝子破壊株で発現が低い遺伝子群は、

atfB 高発現株にて発現が上昇した上記遺伝子群の多くと一致していた。またこ

れらの遺伝子プロモーターには他生物種ATF/CREBタンパク質の結合配列及びそ

れに類似した配列が多く見られたことから、この配列を通じて ATFB が転写制御

を行っている可能性が強く示唆された。 

これらの遺伝子群のふすま固体培養における発現パターンから、atfB 産物は

分生子形成期の遺伝子発現に関与していることが推察された。atfB 破壊株の分

生子を調べた結果、数種のストレスに対する耐性が低くなっていることが判明

した。 
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麹菌ゲノム情報を利用した有用遺伝子の単離と応用 

秦洋二、小畑浩、石田博樹、○東田克也、久田博元、嘉屋正彦、松村憲吾 

（月桂冠株式会社 総合研究所） 

 麹菌（Aspergillus oryzae）は、アミラーゼやプロテアーゼなどの多くの加水分解酵素を分

泌することから清酒・焼酎・味醂などの酒類から醤油・味噌・米酢などの調味料に至る伝

統的醸造産業において、また、産業用酵素剤の製造にも用いられるなど、我が国の産業上

非常に重要な微生物である。 

 麹菌の EST 解析や全ゲノム配列の決定などの研究が進む中、麹菌には醸造発酵に重要な

酵素だけでなく、様々な有用タンパク質を生産することが明らかとなってきている。麹菌

は、醸造産業の歴史が示すとおり生産されるタンパク質の安全性が非常に高い、タンパク

質分泌能力に加えその生産能が高い、といった特徴を有するため、麹菌から有用タンパク

質の遺伝子が単離されれば、それを麹菌で過剰発現させることにより容易に大量の目的タ

ンパク質を得ることが可能である。本日は、このような遺伝子資源としての麹菌の活用を

目的とした有用遺伝子の単離と応用例について紹介する。 

チトクローム P450nor 真核生物の脱窒経路において、一酸化窒素(Nitric Oxide : NO)を還

元しN2Oを生成する酵素がNO還元酵素（P450nor）である。麹菌のP450nor遺伝子（CYP55A5）

には 8 つのイントロンに分断された 408 アミノ酸をコードする ORF 領域が含まれていた。

本遺伝子の麹菌高発現プロモーター（melO プロモーター）による強制発現を試み、CYP55A5

タンパク質の諸性質を検討した結果、NO を基質として N2O を産生すること、酸化型で

414nm に最大吸収を持ち、還元型では 446nm に吸収がシフトすること、ピリジンフェリク

ロモゲン法からプロトヘムを含む蛋白であることが明らかとなり、本タンパク質はチトク

ローム P450nor であることが証明された。NO は血管拡張をはじめ人体においてさまざまな

生体反応に関わるシグナル伝達物質であり、生理学・生化学的に大きな注目を集めている。

麹菌 P450nor は、NO のみを選択的に還元する酵素であるため、NO 測定への応用が期待で

きる酵素である。 

アラビノフラノシダーゼ 麹菌の中には複数のアラビノフラノシダーゼ遺伝子が存在す

る。我々は、その中でも耐熱性細菌と相同性が高い新規アラビノフラノシダーゼ遺伝子を

単離し、麹菌内での高発現を行った。新規アラビノフラノシダーゼ遺伝子 abfA は、5 つの

イントロンと 481 アミノ酸をコードし、タンパク質の一次配列からアラビノフラノシダー

ゼ Family51 に属することが明らかとなった。分子量は SDS-PAGE で 55 kDa、ゲルろ過クロ

マトにより 228 kDa であることから、ホモ４量体構造であることが示唆された。また、PNP

合成基質の分解特性から、α-Ｌ-ピラノシルアラビノースのみを選択的に分解することが示

された。現在、自然界の未利用バイオマスとして注目されているヘミセルロースを酵素的

に分解する場合は、キシラナーゼやキシロシダーゼなどのキシラン主鎖を分解する酵素を

利用するが、アラビノース側鎖がその分解を阻害する。麹菌アラビノフラノシダーゼを応



用することで分解効率向上が期待できる。また厳密な基質特異性を持つことから、アラビ

ノースの限定分解など糖質研究に広く利用できるものと考えている。 

カタラーゼ 麹菌には、同一酵素について複数の遺伝子が存在する。例えば、グルコアミ

ラーゼやチロシナーゼは液体培養と固体培養でそれぞれ異なる遺伝子が発現する。カタラ

ーゼについても 2 種類の遺伝子が存在することが明らかとなった。2 種類のカタラーゼ遺伝

子は、それぞれ 747 アミノ酸(catA)、725 アミノ酸(catB)をコードする ORF を持つが、お互

いの相同性はそれほど高くはなかった(41% at amio acid level)。また遺伝子の強制発現の結果

から、catA, catB 蛋白ともカタラーゼ活性を示したが、発現時期や誘導因子に顕著な差異が

見られた。catB は培養法・培養時間の影響を受けず、ほぼ構成的に発現するのに対して、

catA は固体培養、特に胞子着生時期に特異的に発現し、また過酸化水素の添加により、catB

は顕著に誘導されるが、catA は誘導されなかった。これらの結果から、catB は一般的な酸

化ストレス防御に関与し、catA は固体培養において胞子着生に向かわせる何らかの酸化ス

トレスに関係していると推測される。 

アミンオキシダーゼ 麹菌アミンオキシダーゼ遺伝子(aoxA)には、3 つのイントロンと

672 アミノ酸をコードする ORF が存在する。また銅/キノン型のアミンオキシダーゼに特徴

的な、1 つのチロシン残基と 3 つのヒスチジンン残基が正確に保存されていた。本酵素は、

直鎖状のモノアミンに高い特異性を示し、芳香族アミンやジアミンに対する活性は低いこ

とが明らかとなった。特に長鎖のモノアミンの分解効率が高く、脂肪族アミンの分解に利

用が期待できる。 

以上が、EST 解析を利用した主な成果であるが、最後にスクリーニングの目的とは異な

る遺伝子が取得され、思わぬ機能が見出された例をご紹介する。 

フコース特異的レクチン 清酒の着色原因の 1 つであるフェリクリシンと親和性のある

タンパク質を麹菌から単離･精製したところ、目的のフェリクリシンとの結合活性はほとん

ど無く、レクチンであることが判明した。単糖を用いた基質特異性検討の結果、L-フコース

に最も親和性を示し、BIAcore を用いたアフィニティ解析の結果から、α1-6 結合のフコー

スへの特異性が非常に高いことが明らかとなった。フコース特異的レクチンについては、

きのこや植物由来のものが知られているが、糸状菌からは初めての単離例となった。肝臓

ガン患者においては、血清中のαフェトプロテインの糖鎖にフコースがα1-6 位結合したも

のが、ガン進行のマーカーとして利用されている。麹菌のフコースレクチンの特異性が、

ガンマーカーの検出を可能にすることが期待される。 

 

以上のように、麹菌のゲノム情報を用いて様々な酵素遺伝子を単離しその特性を解析す

ることができた。麹菌はタンパク質生産能が高いため、遺伝子が単離できれば容易に目的

タンパク質を大量に調製することができる。これは機能解析の速度を向上させるだけでな

く、目的タンパク質の実用生産に向けても有意義な技術である。ポストゲノム解析が進む

につれて、遺伝子資源としての麹菌の持つ魅力が、今後益々向上してくことが期待される。 
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日時  平成１７年６月１０日（金） 

場所  北とぴあ第二研修室 
東京都北区王子１丁目１１番地１号      



 

平成１６年度事業報告 （自 平成１６年４月１日 至平成１７年３月３１日） 

 

第１  会員（平成１７年３月３１日現在） 

       名誉会員  １名、 賛助会員  ２７法人、   個人会員 102名 

 

第２   事業 

 

１． 第２５回研究会を開催（平成1６年６月７日（月）・北とぴあ） 

 

１． 例会演題 

○イネいもち病菌における形態形成と感染力 

（独）農業生物資源研究所 遺伝資源研究グループ 西村 麻里江 

 

○紙パルプ産業での利用を目指した白色腐朽菌の育種 

王子製紙株式会社 研究開発本部 新技術研究所  杉浦 純 

 

○Aspergillus aculeatus のセルラーゼ 

中部大学応用生物学部 環境生物科学科  荒井 基夫 

 

 

２． 第４回糸状菌分子生物学コンファレンスの後援 

（平成１６年１１月４日（木）～５日（金）・仙台市民会館） 

特別講演（１題） 

 「Understanding secondary metabolism and growth in filamentous fungi － what can we 

learn from genomics ?" Dr. Geoffrey Turner（University of Sheffield, UK） 

シンポジウム （４題） 

「糸状菌の嫌気的なエネルギー獲得機構の多様性」高谷 直樹（筑波大・生命環境） 

「転写因子を介しない新規な糸状菌の遺伝子発現制御機構」窪寺 隆文（白鶴酒造） 

「糸状菌の二次代謝産物生産に関与する転写因子の活性制御」清水 公徳（千葉大・真菌研） 

「糸状菌の効率的遺伝子ターゲティングのための宿主開発」井上 弘一（埼玉大・理） 

口頭発表 （１９題） 

ポスター発表 （８６題） 

 

３． 関連文献目録「バイオ研究データブック 糸状菌 （２００３）」の発行 



平成１６年度 収支決算報告（自 平成１６年４月１日-至 平成１７年３月３１日） 

 

 

──────────────────────────────────────────  

  [収入の部]   単位：円 

   項    目        予 算 額      決 算 額     増  減      備     考 

   前年度繰越金          648,355       648,355           0         

  会 費 収 入         1,350,000     1,350,000           0 

     (@50,000)        (27会員)        (27会員)           

   利  子                    0            22       22 

                                                  

   合  計            1,998,355     1,998,377            22 

 

──────────────────────────────────────────  

 [支出の部]   単位：円 

    

項   目 予 算 額 決 算 額 増 減 備   考 

   通  信  費 100,000 96,946 3,054 案内、文献の発送、ハガキ 

   事  務  費 100,000 40,500 59,500 アルバイト代 

   印  刷  費 150,000 150,000 0 文献目録（仮計上） 

   交  通  費 700,000 179,380 520,620 講師、運営委員、事務局 

   会  議  費 50,000 12,600 37,400 運営委員会等 

   研究会開催費 300,000 173,636 126,364 講師謝金、会場費等 

   研究活動支援費 250,000 250,220 220 糸状菌分子生物学ｺﾝﾌｧﾚﾝｽ後援 

   文献目録作成費 240,000 240,000 0 文献目録編集（仮計上） 

   消 耗 品 費 30,000 2,031 27,969 文具、封筒等 

  備  品  費 20,000 0 20,000  

   雑      費 20,000 0 20,000  

  予  備  費 38,355 -122,435 160,790 昨年分文献目録作成費精算等 

   合   計 1,998,355  1,022,878 975,477  

 

 

 

  [収支差額]  1,998,377 – 1,022,878 = 975,499 (円) は次年度繰越とする。 

 

  各会計を監査した結果、正確適法であることを認めます。 

 

                                        平成17年5月26日（木）                      

                                             

                                           監事     高橋 康次郎 

 

          監事    伊藤 清 



平成１７年度事業案（自 平成１７年４月１日 至平成１８年３月３１日） 

 

   １．第２６回研究会（第１６回総会を含む）の開催      平成１７年  ６月 

   ２．第５回 糸状菌分子生物学コンファレンスの後援       平成１７年１１月 

   ３．関連文献目録「バイオ研究データブック 糸状菌（２００４）」の発行 

 

 

平成１７年度予算案（自 平成１７年４月１日 至 平成１７年３月３１日） 

 

───────────────────────────────────             

[収入の部]   単位：円 

項    目 

    前年度からの繰越金            975,499 

   会費収入（賛助会員２８名）@50,000   1,400,000 

    合    計     2,375,499 
────────────────────────――――──────────       
         
         
[支出の部]    単位：円 
    項    目   
    通  信  費 100,000  

    事  務  費 100,000  

    印  刷  費 150,000  

    交  通  費 350,000  

    会  議  費 50,000  

    研究会開催費 250,000  

     研究活動支援費 250,000  

    文献目録作成費 240,000  

    消 耗 品 費 30,000  

    備  品  費 20,000  

    雑      費 20,000  

    予  備  費 20,000  

     事業積立金 795,499  
    合   計 2,375,499  

───────────────────────────────────             

   

 

その他 

 



（総会参考） 

平成１６年度役員名簿 

   会   長      一島 英治  （創価大学） 

   名誉会員      村上 英也 （元（財）日本醸造協会会長） 

   運営委員長    秋山 裕一 （日本醸造学会長） 

運営委員（五十音順） 

秋田 修（酒類総合研究所） 飯村 穣（山梨大学） 

北本 勝ひこ（東京大学）   児玉 徹（東京農業大学） 

五味 勝也（東北大学）  高木 正道（新潟薬科大学） 

竹内 道雄（東京農工大学）   秦  洋二（月桂冠株式会社） 

別府 輝彦（日本大学）        堀之内 末治（東京大学） 

    運営委員幹事 

           山田 修（酒類総合研究所） 坂本 和俊（酒類総合研究所） 

監    事        高橋 康次郎（宝酒造㈱）       伊藤 清（酒類総合研究所） 

 

事務局：独立行政法人酒類総合研究所微生物研究室 

     秋田 修（室長）、山田 修（主任研究員）、坂本 和俊（研究員） 

     〒739-0046 東広島市鏡山３丁目７番１号 

      (TEL:082-420-0824、FAX:082-420-0808、E-mail: info@fungi.mysterious.jp) 

賛助会員名簿 

１． アサヒビール(株)酒類研究所  ２．味の素(株)食品研究所 

３． アステラス製薬(株)    ４．天野エンザイム(株)研究所 

５．大関(株)     ６．菊正宗酒造(株)総合研究所        

７．キッコーマン(株)    ８．キリンビール(株) 

９. 月桂冠(株)     10．合同酒精(株)中央研究所 

11．三共(株)探索研究所    12．三和酒類(株)研究所 

13．新日本化学工業(株)開発部   14．宝酒造(株)酒類・食品研究所 

15．(財)日本醸造協会    16．(財)野田産業科学研究所 

17．ノボザイムズ・ジャパン株式会社研究開発部 18．白鶴酒造(株) 

19. 長谷川香料(株)技術研究所   20．(株)ビオック 

21．ヒガシマル醤油(株)研究所   22．(株)樋口松之助商店 

23．ヒゲタ醤油(株)研究所   24. 名糖産業(株)東京研究所 

25．明治製菓(株)薬品生産技術研究所  26. 明治製菓(株)ヘルス・バイオ研究所 

27. ヤマサ醤油(株)    28．(株)雪国まいたけ 研究開発室 
 

糸状菌遺伝子研究会ホームページ http://fungi.mysterious.jp/MAIN-J.html 

e-mailアドレス   info@fungi.mysterious.jp  

 


