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麴菌の転写制御因子の網羅的解析 

 
財団法人野田産業科学研究所 

小川 真弘 
 

 麴菌 (Aspergillus oryzae) は日本酒、味噌および醤油の醸造など、わが国の伝

統的な発酵産業にとって欠かすことのできない微生物であり、産業用酵素の生

産にも利用されている。また、本菌は安全性が確認されている生物であるため、

今後バイオテクノロジー分野や医薬品分野での活用が期待される微生物である。 
麴菌の品種改良は、品質や生産性の向上を目的として以前から行われてきた

が、従来の研究手法では莫大な手間と時間を費やす必要があった。その問題を

解決するべく麴菌ゲノム解析コンソーシアムが組織され、（独）製品評価技術基

盤機構との共同研究により本菌のゲノム解析が行われた。その結果は 2005 年 12
月の Nature 誌に掲載された 1)。また、麴菌のゲノムが解析されていた同時期に、

海外では他の Aspergillus 属糸状菌のゲノム解析が盛んに行われていた。今日ま

でに A. nidulans2)をはじめ A. fumigatus3)、A. niger4)、A. flavus および、A. terreus
などのゲノム解析が行われている。このような状況から、糸状菌研究はポスト

ゲノム時代の真っ只中にあるといえよう。 
我々は現在、ゲノム情報を活用した高機能麴菌の育種を目指している。ゲノ

ム解析の結果によると、麴菌には 12,000 個以上の遺伝子が存在していると予測

されているが、その中の多くのものが機能未知である。そのため、これら機能

未知遺伝子の解析が急務である。我々はこれらの中でも、一つの遺伝子で複数

の遺伝子の発現を制御しており、その解析結果が高機能麴菌の育種につながり

やすいと考えられる「転写制御因子」をターゲットとして研究を行っている。

本シンポジウムでは、その進捗状況と今後の展開について報告する。 

 
1. 転写制御因子の強制発現による網羅的解析 
 麴菌のゲノム情報をもとに、転写制御因子に関連した遺伝子を抽出した。次

に目的遺伝子の ORF を PCR 法により増幅後、amyB プロモーターに連結した強

制発現用ベクターを作製し、麴菌の niaD 領域に導入した。本株を誘導培地に植

え目的遺伝子を強制発現させたところ、生育特性、胞子形成および、酵素生産

性に変化が見られる形質転換株が得られた。 
 
2. 転写制御因子の破壊による網羅的解析 
2-1. ku70 破壊により相同組換え効率を向上させた麴菌の作製 



 ある生物の機能未知遺伝子の機能を明らかにするためには、その遺伝子を破

壊して表現型などの変化を調べる方法が有効である。遺伝子破壊株作製にはジ

ーンターゲティングを効率的に行うために、その生物の相同組換え効率が高い

ほうが有利である。麴菌は多核であるうえに相同組換え効率が低いため、遺伝

子破壊による網羅的解析を行うことは非常に困難であった。そこで高橋らは、

相同組換え効率を向上させた麴菌の作製を試みた 5)。麴菌をはじめとする糸状菌

には、外来 DNA を染色体上にランダムに組み込む「非相同組換え」の経路があ

ることが知られていた。この非相同組換え経路に関与する遺伝子の一つである

ku70 を破壊したところ、本菌の相同組換え効率が飛躍的に向上した。この麴菌∆ 
ku 70 株を宿主とし転写制御因子遺伝子の網羅的破壊を行った。 
 
2-2. 破壊株の網羅的作製と表現型の解析 
 我々は麴菌の有する全転写制御因子を対象に、網羅的な破壊を行い解析する

ことを試みている。遺伝子破壊の方法は以下の通りである。標的とする遺伝子

領域の左右 1.2-1.5 kb の配列を PCR 法により増幅後、マーカー遺伝子である

pyrG に結合させた遺伝子破壊用ベクターを作製した。これを A. oryzae RIB40 
∆ku70 ∆pyrG 株に導入し最少培地により選択することで、目的遺伝子の破壊株を

得た。破壊株作製のハイスループット化のため、遺伝子破壊用ベクターの作製

にはライゲーションや大腸菌のトランスフォーメーションを行う必要がない

Fusion PCR 法を用いた。また Fusion PCR の各種条件を詳細に検討することで、

画一的な反応条件でベクターを作成することに成功し、さらなる効率化を図る

ことが出来た。これまでに約 200 株の破壊株を作製し、その中には生育特性や

胞子形成に変化が見られた株や、色素生産が確認されるようになった株が得ら

れている。また、生育阻害が見られた株では菌糸の多分岐化が観測されたもの

もある。今後は、破壊株のトランスクリプトーム解析やメタボローム解析を行

うことにより、転写制御因子の機能解析を進めていく予定である。 
 
 本研究の一部は地域新生コンソーシアム研究開発事業（平成 15 年）および生

研センター基礎研究推進事業（平成 17 年）の支援を受け実施したものである。 
 
参考文献 
1) Machida, M., et al.: Nature, 438, 1157-1161 (2005) 
2) Galagan, J.E., et al.: Nature, 438, 1105-1115 (2005) 
3) Nierman, W.C., et al.: Nature, 438, 1151-1156 (2005) 
4) Pel, H.J., et al.: Nat Biotechnol, 25, 221-231 (2007) 
5) Takahashi, T., et al.: Mol Genet Genomics, 275, 460-470 (2006) 



アーバスキュラー菌根共生におけるシグナル物質の同定 

 

秋山 康紀 

（大阪府立大学大学院・生命環境科学研究科） 

 

「菌根」とは菌類と植物根との共生形態であり，菌根を形成する菌類を「菌根菌」

と呼ぶ。アーバスキュラー菌根菌（arbuscular mycorrhizal fungi, AM 菌）は 80％

以上もの陸上植物と共生する自然生態系で最も広く見られる菌根菌であり，根の皮層

細胞内に樹枝状体（arbuscule）と呼ばれる栄養交換器官を形成することからその名

が付けられている。AM 菌は土壌から吸収したリン酸やミネラルを宿主植物に与える有

用微生物であり，農業生産や自然生態系において極めて重要な役割を果たしている。 

AM 菌は隔壁のない菌糸をもつことから接合菌類に分類されてきたが，最近になって

グロメロ菌門 (Glomeromycota)という4億年前に類縁系統から分岐した独自の系統で

あることが明らかになった。実際，4 億 6 千万年前のオルドビス紀の地層から胞子の

化石が発見されている。ちょうどこのころ，植物が陸上に進出していることから,無

機栄養素が乏しい陸上で植物が生存していくのに AM 菌が重要な役割を果してきたと

考えられている。AM 菌は絶対共生菌であり，菌単独ではほとんど生育せず，次世代の

胞子も形成できない。AM 菌にとっても植物との共生は，生存し子孫を残すのに絶対的

に必要なことなのである。4億年以上もの進化の歴史の中で，AM 菌と植物はどのよう

にして互いの存在を発見し，今日まで共生関係を保ち続けてきたのであろうか？ 

AM 菌と植物はそれぞれが生産するシグナル物質により互いの存在を認識する。植物

の根から分泌されるシグナル物質は AM 菌の宿主認識反応である菌糸分岐を誘導する

ことから branching factor（BF）と呼ばれている。AM 菌は菌糸分岐を起こすときに，

植物の共生応答を引き起こすシグナル物質を菌糸から分泌することが分かっており，

これは Myc factor (MF)と呼ばれている。我々は 10 年にわたり，これらシグナル物質

の単離同定を目標に研究を行ってきた。 

AM 菌の菌糸は宿主の根の近傍に達すると BF を感受して激しく分岐する。この菌糸

分岐は非宿主であるアブラナ科やアカザ科などの植物では見られないことから，AM

菌の宿主認識反応であると見なされている。BF は根から分泌される分子量 500 以下の

脂溶性物質であり，その単離が試みられてきた。しかし,根から極微量しか分泌され

ず，化学的にも不安定であるため，単離に成功した例はなかった。2005 年，我々はマ

メ科モデル植物であるミヤコグサ（Lotus japonicus）の根分泌物から世界で初めて

BF の単離に成功し，これを 5-デオキシストリゴールと同定した。本物質はストリゴ

ラクトンと総称される根寄生雑草の種子発芽刺激物質として単離されていた化合物

であった。ストライガやオロバンキなどの根寄生雑草は他の植物の根に寄生して養水

分を奪う難防除性の強害雑草であり，世界中で農作物に甚大な被害を与えている。寄

生を受けてしまうのにもかかわらず，なぜ植物が根からストリゴラクトンを分泌する

のか，ながらく謎であった。本成果により，ストリゴラクトンの本来の役割は，AM

菌に対する共生シグナルであり，根寄生雑草はこれを傍受することにより寄主となる

植物の位置を突き止めているということが明らかになった。 

 AM 共生研究者らは，AM 菌が共生シグナルを生産すると推定してきたが， MF が実在



するという実験的証拠はながらく得られなかった。しかし,マメ科モデル植物を用い

た研究により，菌根共生と根粒共生との間で共生初期のシグナル伝達系に共通過程が

存在することや，根粒菌や根粒菌の生産するシグナル物質である Nod ファクターによ

って誘導される初期ノジュリン遺伝子(ENOD)のいくつかが AM 菌の感染初期にも誘導

されることが明らかになり，MF 発見の期待が高まってきた。そしてついに 2003 年， AM

菌が根の近傍で菌糸分岐を起こすときに，タルウマゴヤシの MtENOD11 の発現を誘導

する物質を菌糸から分泌することが報告された。根での MtENOD11 の発現は菌糸分岐

を起こしている菌糸の近くのみで見られることから，このシグナル物質の生産・分泌

は BF，すなわちストリゴラクトンにより誘導されると考えられている。我々も AM 菌

の胞子中にミヤコグサのENOD遺伝子の一つであるLjCbp1のプロモーターを活性化さ

せる物質が含まれていることを突き止めている。MF 同定はフランス，スイスなど海外

のグループとの国際的な競争の中で行われている。どのグループが一番乗りするかは

ともかく，近い将来に MF が解明されるのは間違いない。 

 

 

 
図．AM 菌の生活環と BF として同定された 5-deoxystrigol の構造 

 

 

Akiyama, K., Matsuzaki, K. & Hayashi, H. Nature, 435, 824-827 (2005). 

Akiyama, K. & Hayashi, H. Annals of Botany, 97, 925-931 (2006).  
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「糸状菌の交配と関連する遺伝子」 
 

東京農工大学大学院農学府植物病理学研究室 
有江 力・今井峻介・關波直子・寺岡 徹 

 
はじめに 
糸状菌の生活環は無性世代と有性世代から構成される。子嚢菌では、菌糸、菌核、分
生子、厚膜胞子、bud cell（酵母状細胞）などが核相nの無性世代であり、菌糸の伸長、
菌核や分生子などの形成によって遺伝的に同一の後代（クローン）を生み出している（無
性生殖）。多くの子嚢菌では、無性生殖が繰り返され、生活環の大部分が無性世代によ
って占められている。 
一方、環境条件が整うと、糸状菌は有性世代へとその生活環を切り替える場合がある。
子嚢菌では子嚢、担子菌では担子器のような器官を、それぞれ子嚢果（子嚢殻など）、
担子器果（いわゆる、きのこ）等の子実体上に形成し、そこで有性生殖を行い、後代を
形成する。有性生殖では、核相nの２つの細胞が融合し、n+nの状態（異核共存体）に
なり、その後、核融合（2n）および減数分裂によって核相nの後代をつくる。減数分裂
の過程での染色体シャフリング等によって、遺伝的に親と異なる後代が生じる可能性が
ある。 
子嚢菌は基本的に雌雄同体であるが、有性生殖の際に相手を要求するものとしないも
のが存在する。相手を必要としない性質をホモタリック、相手を必要とする性質をヘテ
ロタリックと呼ぶ。ホモタリックは自家和合性（self-compatible）、ヘテロタリックは
自家不和合性（self-incompatible）と理解することが可能である。子嚢菌の基本的な有
性生殖様式はヘテロタリックであり、ホモタリックな菌はヘテロタリックな菌から生じ
たと考えられている（後述）。 
 
交配型と交配型遺伝子 
ヘテロタリックな子嚢菌では、１種のうちに２つの交配型（MAT1-1 と MAT1-2）の
菌株が存在する。MAT1-1 の菌株とMAT1-2 の菌株が適した環境条件の下で出会うと、
細胞融合が起こり、有性生殖（上述）の一連の過程が進み、後代を形成する。これを、
交配（outcross または単に cross）と呼ぶ。MAT1-1 の菌株同士、あるいはMAT1-2 の
菌株同士では交配は起きない。菌株の交配型を決定しているのは、交配型遺伝子領域
（MAT1）に存在する１組の対立遺伝子（MAT1-1-1および MAT1-2-1）であり、各菌
株はこの対立遺伝子のどちらかを保持している。両遺伝子産物とも、DNA 結合モチー
フを有しており、交配の初期調節因子であることが示唆されている（Shiu & Glass 2000）。 
既述のように、子嚢菌にはホモタリックな菌が存在するが、これらの多くは染色体上
に、MAT1-1-1 および MAT1-2-1 の両方を持つ、あるいは、MAT1-1-1 と MAT1-2-1
が融合したような遺伝子を持つことが知られており、ヘテロタリックな菌のMAT1領域
の乗換え等によってこのような構造が生じたことも示唆されている（Yun et al. 1999）。 
一方、子嚢菌には、有性生殖をしない、あるいは有性生殖が発見されていない種が存
在する。いわゆる不完全菌（asexual ascomycetes）である。これまでの解析で、交配
能を有する菌と同様に、不完全菌もゲノム上に MAT1 領域を有すること、MAT1 領域
に存在する遺伝子（MAT1-1-1あるいはMAT1-2-1）が発現しており、しかもその産物
が機能を保持していること、種の中に両交配型の株が存在していることが示されている



（Arie et al. 2000; Yun et al. 2000）。しかし、不完全菌が交配しない理由については
まだ明らかになっていない。 
近年、複数の子嚢菌において MAT1 領域周辺の解析が進み、比較の結果、DNA リア
ーゼや膜貫通タンパク質などをコードする遺伝子が普遍的に存在することが判明して
きている（Debuchy & Turgeon 2006）。MAT1領域に存在する遺伝子と併せ、それら
の機能の解明に興味が持たれる。 
 
交配に関わるシグナル伝達系と遺伝子 
既述のように、交配型遺伝子産物は交配の初期調節因子として機能する。子嚢酵母の
研究成果を参考にすると、交配型遺伝子産物が、フェロモンやフェロモンレセプターの
発現を調節していること、膜上に存在するフェロモンレセプターがフェロモンを受容す
るとその信号が三量体Ｇタンパク質および MAPK カスケードを経て、核移行調節因子
である STE12 のリン酸化を制御、STE12 が核内に移行して、有性生殖の遂行に関与す
る多数の遺伝子の発現が調節されていることが想定される（Elion 2000）。近年、複数
の子嚢糸状菌において、シグナル伝達系関連遺伝子、フェロモン受容体遺伝子などが同
定され、それらの破壊実験などが行われている。その結果、複数の子嚢糸状菌において、
MAPKカスケードの代わりに、cAMPを介したシグナル伝達系が有性生殖の調節に重要
な役割を担っている可能性が示唆されている（Lengeler & Heitman 2000; D’Souza & 
Heitman 2001）。 
 
参考文献 
Arie T, Kaneko I, Yoshida T, Noguchi M, Nomura Y, Yamaguchi I (2000) 
Mating-type genes from asexual phytopathogenic ascomycetes Fusarium 
oxysporum and Alternaria alternata.  Mol Plant-Microbe Interact 
13:1330-1339 
Debuchy R, Turgeon BG (2006) Mating-type structure, evolution, and function in 
euascomycetes.  In The Mycota I (Kues & Fisher eds.), Springer-Verlag, Berlin. 
pp. 293-323 
D’Souza CA, Heitman J (2001) Conserved camp cascades regulate fungal 
development and virulence.  FEMS Microbiol Rev 25:349-364 
Elion EA (2000) Pheromone response, mating and cell biology.  Curr Opin 
Microbiol 3:573-581 
Lengeler KB, Heitman J (2000) Signal transduction cascades regulating fungal 
development and virulence.  Microbiol Mol Biol Rev :746-785 
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シイタケの遺伝子解析技術の現状と収穫後の子実体で発現が変化する遺伝子 
（財）岩手生物工学研究センター 微生物利用研究部 

佐藤 利次 
 
 シイタケ（Lentinula edodes）は、日本で最も重要な栽培キノコの一つであるが、未だ

ゲノム解析は行われておらず、解析されている遺伝子も限られているのが現状である。

本講演では、我々がこれまで検討してきたシイタケの遺伝子解析技術の現状と、収穫後

の子実体で発現が変化する遺伝子についての解析結果を紹介する。後者に関しては、収

穫後の子実体保存中に問題となる現象として、子実体ヒダの褐変化と、抗癌剤として臨

床で使用されているシイタケ子実体由来のレンチナンの減少に注目した。 
 

1）シイタケ遺伝子解析技術の現状 

 シイタケの形質転換は、遺伝子の機能解析手段として重要であるが、我々がシイタケ

の研究を開始した当時（1993 年頃）には確立されていなかった。そこで我々は、宍戸

らが開発したシイタケ由来の遺伝子プロモータを利用したベクターpLC1-hph を用いて

シイタケ形質転換方法について検討した。その結果、restriction enzyme-mediated 

integration（REMI）法により、従来法に比べて約 20 倍高い効率でシイタケを形質転換

することができた（Sato et al. 1998）。 

 また、より高発現するシイタケベクターの開発を目的に、構成的に発現している解糖

系の酵素、glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 遺伝子やキチン合成酵素遺伝子の 

プロモータ を利用したベクター pChG など複数のベクターを開発した。さらに、シイ

タケ由来のマーカー遺伝子として、カルボキシン耐性遺伝子を作製した。現在、これら

のベクターを利用して、アンチセンス法や RNAi 法によるシイタケの遺伝子発現抑制に

ついて検討しており、いずれの手法でも遺伝子発現抑制が可能であることが示唆されて

いる。 

 

2）収穫後の子実体で発現が変化する遺伝子 

・シイタケ収穫後の子実体ヒダの褐変に関与する遺伝子 

 シイタケやマッシュルームなどの食用キノコでは、収穫後の子実体のメラニン生成に

よる褐変化は、その商品価値を減少させる。そこで、褐変しにくい保存性の高いシイタ

ケの育種を目的に、褐変化の生化学的メカニズムの解明を試みた。褐変物質であるメラ

ニンの生合成に関与する酵素として、チロシナーゼとラッカーゼに着目して解析を行っ

た。その結果、両酵素は、子実体の保存に伴って、転写及び翻訳レベルでその発現が上

昇することなどから、シイタケ子実体の褐変に関与していることが明らかとなった

（Kanda et al. 1996、Nagai et al. 2003）。一方、ラッカーゼに関しては、環境汚染物質の

モデル物質として用いられるレマゾールブリリアントブルーR（RBBR）等の色素類を

脱色できること（Nagai et al. 2002、2004）なども明らかとなっている。 
 
・シイタケ子実体保存中のレンチナン分解に関与する遺伝子 
 レンチナンは、シイタケ子実体から抽出される細胞壁の構成成分であるβ



-1,3-1,6-glucan からなる多糖類で、抗癌活性を有し、医薬品として利用されている。レ

ンチナンは、子実体収穫後の保存中にグルカナーゼ活性が上昇してその含量が減少する

ことが明らかとなっており、レンチナンの収量が安定しない原因となっている。そこで、

レンチナンが分解されにくいシイタケの育種を目的に、レンチナン分解に関与するグル

カナーゼ遺伝子の単離を試みた。これまで報告されているグルカナーゼ遺伝子等に関す

る情報をもとに、数種類のグルカナーゼ遺伝子を単離した。その結果、exg2 と tlg1 の

２種類の遺伝子が子実体保存中にその発現が上昇することや、精製した両タンパク質が

レンチナン分解活性を有することが明らかとなり（Sakamoto et al. 2005、2006）、 exg2
と tlg1 がレンチナンの分解に関与することが示唆された。 

 

・シイタケ子実体の保存前後で発現が変化する遺伝子 

 シイタケ子実体の保存過程における遺伝子発現パターンの変化を網羅的に解析する

ために、新鮮子実体と保存３日目の子実体のひだから抽出した mRNA を用いて、

PCR-select-cDNA subtraction 法（Clontech）による解析を行った。その結果、保存後

に発現が上昇する遺伝子としては、褐変関連遺伝子としてチロシナーゼやラッカーゼ遺

伝子、レンチナン分解関連遺伝子としてグルカナーゼ遺伝子、また、それ以外にも老化

等に係わると考えられる遺伝子としてキチナーゼやプロテアーゼなどがクローニング

された。一方、新鮮な子実体で発現が高かった遺伝子の中には、転写因子様遺伝子など

がクローニングされた。単離した両者の遺伝子群を比較すると、保存後に発現が上昇す

る遺伝子の中には未知遺伝子が多かった。 
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日時  平成１9年６月１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１８年度事業報告 （自 平成１8年４月１日 至平成１9年３月３１日） 

 

第１  会員（平成19年３月３１日現在） 

       名誉会員  １名、 賛助会員  31法人、   個人会員 169名 

 

第２   事業 

１． 麴菌ゲノムシンポジウムを開催 

（平成18年６月９日（月）・東京大学農学部弥生講堂） 

演題等 

基調講演   

「国菌・麴菌」 

  （糸状菌遺伝子研究会会長 一島 英治） 

麴菌のゲノム解析を終えて   

「麴菌EST解析の成果と意義」 

  （（独）酒類総合研究所 赤尾 健） 

「麴菌ゲノムの特徴」 

  （（独）産業技術総合研究所 町田 雅之） 

麴菌利用産業の今昔と未来（Ⅰ）   

「種麴と麴菌の今昔」 

  （（株）ビオック 和久 豊） 

「麴菌ゲノムはアトキンソンの再来か？」 

  （（独）酒類総合研究所 岩下 和裕） 

麴菌利用産業の今昔と未来（Ⅱ）   

「ゲノム解析情報を利用した醤油用麴菌育種の可能性について」 

  （（株）キッコーマン 畑本 修） 

「固体培養からみた麴菌の産業利用 ― 今までとこれから」 

  （（株）フジワラテクノアート 狩山 昌弘） 

「麴菌の酵素をもっと活用する！ 酵素生産メカニズムの解析と有用酵素の探索」 

  （（株）月桂冠 秦 洋二） 

14:00-15:00 休 憩（麴菌に関する展示・ビデオ上映）  

麴菌ゲノム科学の現状と展望   

「ゲノム情報から麴菌の細胞システムを理解する」 

  （東京大学大学院農学生命科学研究科 北本 勝ひこ） 

「麴菌プロテオームの解析」 

  （東京農工大学応用生物科学科 竹内 道雄） 

「麴菌のマイクロアレイを用いた遺伝子の発現プロファイル解析」 

  （東北大学大学院農学研究科 五味 勝也） 

「麴菌ゲノム科学からの新産業の展望」 

  （東北大学大学院農学研究科 阿部 敬悦） 

特別講演   

「高峰譲吉博士の麴学から」 

  （日本醸造学会会長 秋山 裕一） 

 

２． 第６回糸状菌分子生物学コンファレンスの後援 

（平成１８年１１月１３日（木）～１４日（金）・大阪府立大学） 



シンポジウム （４題） 

「担子菌の生産するセルロース分解系酵素の多様性とその役割」 

天野 良彦 (信州大学 工学部)   

「選択的白色腐朽菌による木質バイオマスのエネルギー・化学資源化」 

渡辺 隆司 (京都大学 生存圏研究所)   

「バイオエタノール生産に利用される糸状菌由来酵素」 

高木 忍 (ノボザイムズ ジャパン)   

「高機能型セルラーゼ高生産Trichoderma reesei 株の構築に向けて」 

森川 康 (長岡技術科学大学 生物系) 

口頭発表 （１７題） 

ポスター発表 （９１題） 

 

３． 関連文献目録「バイオ研究データブック 糸状菌 （２００５）」の発行 

 

４．日本放線菌学会・糸状菌遺伝子研究会ジョイントシンポジウム 

＜第44回日本放線菌学会講演会・第27回糸状菌遺伝子研究会例会＞ 

  （平成１９年2月23日（金）・北里大学薬学部コンベンションホール） 

   

 「放線菌からの抗結核活性物質の探索と開発」 

五十嵐 雅之 （微生物化学研究センター） 

「糸状菌ポリケタイド生合成遺伝子の機能解析」 

藤井 勲  （東京大学大学院薬学系研究科） 

「鞭毛菌類の収集と保存」 

    稲葉 重樹  （製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジー本部） 

「ロドコッカス属細菌における発現ベクターの開発と同属菌における遺伝子発現制御に向け

た技術開発」 

中島 信孝 （産業技術総合研究所） 

「麴菌のタンパク質大量生産システム」 

    峰時 俊貴  （大関株式会社 総合研究所） 

 



平成１８年度 収支決算報告（自 平成１８年４月１日 至 平成１９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 1,013,372  1,013,372 0  

会 費 収 入 1,450,000  1,550,000 100,000  

(@50,000) （29会員） （31会員）  

利      子 0  609 609  

合   計 2,463,372  2,563,981 100,609  

 

 

 

[支出の部]   単位:円 

項   目 予 算 額 決 算 額 増 減 備   考 

通  信  費 100,000 157,305 ▲ 57,305 案内、文献の発送、ハガキ 

事  務  費 100,000 92,250 7,750 アルバイト代 

印 刷 費(仮計上) 150,000 0 150,000 文献目録印刷 

交  通  費 650,000 445,000 205,000 講師、運営委員、事務局 

会  議  費 50,000 1,470 48,530 運営委員会等 

研究会開催費 0 48,320 ▲ 48,320 ジョイントシンポジウム開催費等 

研究活動支援費 250,000 250,000 0 糸状菌分子生物学ｺﾝﾌｧﾚﾝｽ後援 

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

消 耗 品 費 30,000 1,764 28,236 文具、封筒等 

備  品  費 5,000 0 5,000  

雑      費 5,000 0 5,000  

予  備  費 5,372 111,080 ▲ 105,708 DATABOOK作成代不足分 

麴菌ｹﾞﾉﾑｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開催費 878,000 495,819 382,181  

   合   計 2,463,372  1,603,008  860,364  

 

 

 

  [収支差額]  2,563,981 –  1,603,008 = 960,973  (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19年5月24日（木）                      

                                             

                                           監事     伊藤 清 

 

          監事    小林 健 



平成１９年度事業案（自 平成１９年４月１日 至平成２０年３月３１日） 

 

   １．第１８回総会及び第２８回例会の開催     平成１９年  ６月 

  ２．第７回 糸状菌分子生物学コンファレンスの後援   平成１９年１１月 

   ３．関連文献目録「バイオ研究データブック 糸状菌（２００６）」の発行 

 

 

平成１９年度予算案（自 平成１９年４月１日 至 平成２０年３月３１日） 

 

 

[収入の部]   単位：円  

項    目  

  前年度からの繰越金  960,973 

会費収入（賛助会員３１名）@50,000  1,550,000 

  合    計 2,510,973 

 
 
 [支出の部]    単位：円 

    項    目   

通信費 200,000  

事務費 100,000  

印刷費 200,000  

交通費 200,000  

会議費 50,000  

研究活動支援費 250,000  

文献目録作成費 250,000  

消耗品費 30,000  

備品費 5,000  

雑費 5,000  

予備費 920,973  

研究会開催費 300,000  

    合   計 2,510,973  

 

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

 

その他 

 



（総会参考） 

平成１８年度役員名簿 

   会   長      一島 英治  （東北大学名誉教授・東京農工大学名誉教授） 

   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 （元日本醸造学会会長） 

運営委員（五十音順） 

秋田 修（実践女子大学）  飯村 穣（山梨大学） 

北本 勝ひこ（東京大学）   児玉 徹（日本醸造学会会長） 

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        伊藤 清 （鹿児島大学） 

   小林 健 （酒類総合研究所） 

事務局：独立行政法人酒類総合研究所 醸造技術基盤研究部門 

     山田 修（主任研究員）、坂本 和俊（主任研究員） 

     〒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（５０音順） 

1 アサヒビール（株）  17 （財）日本醸造協会 

2 味の素（株） 18 （財）野田産業科学研究所 

3 アステラス製薬（株） 19 ノボザイムズ・ジャパン（株） 

4 天野エンザイム（株） 20 白鶴酒造(株) 

5 石井クリニック 21 長谷川香料（株）  

6 （株）一ノ蔵 22 （株）ビオック 

7 大関(株) 23 ヒガシマル醤油（株） 

8 菊正宗酒造（株） 24 (株)樋口松之助商店 

9 キッコーマン（株） 25 ヒゲタ醤油（株） 

10 キリンビール（株） 26 （株）フジワラテクノアート 

11 月桂冠(株) 27 明治製菓（株）微生物資源研究所 

12 合同酒精(株) 28 名糖産業(株) 

13 三共(株） 29 ヤマキ（株） 

14 三和酒類（株） 30 ヤマサ醤油(株) 

15 新日本化学工業(株) 31 （株）雪国まいたけ   

16 寶酒造(株)   

 

 

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