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演 題 

13:30～14:15  小路 博志  先生 

   「麴菌の液体培養による酵素高生産と醸造適性」 

14:15～15:00 山形 洋平  先生 

   「麴菌の蛋白質分解酵素の網羅的解析」 

15:00～15:15  休憩 

15:15～16:00 寺岡 徹  先生 

   「植物病原糸状菌の病原性関連遺伝子とその機能解析」 

16:00～16:45  小田 有二  先生 

「Rhizopus属糸状菌による農産加工副産物の利用」 

 

17:00～19:00  懇親会  キリンシティ（北とぴあ１Ｆ：Tel 03-5390-1166） 

 



麴菌の液体培養による酵素高生産と醸造特性 

 

所属（アサヒビール株式会社、酒類技術研究所 醸造技術部） 

氏名（小路 博志） 

 

麴菌は固体培養時に高い酵素生産性を有しているため、酵素生産に

おける宿主および醸造における栄養源分解酵素の供給源として工業的

に幅広く利用されています。一方、麴菌を液体培養した時は、固体培

養時と比較して麴菌の酵素生産性が著しく低下することが知られてお

り、またその現象の詳しい制御機構は十分に解明されておりません。

我々はこの現象の謎を解くべく、液体培養で酵素を高生産させる方法

について研究を行ってきました。研究試料としては、焼酎用白麴菌

（Aspergillus kawachii NBRC4308）を用い、グルコアミラーゼ（GA）

と耐酸性α-アミラーゼ（ASAA）を指標に液体培養法を検討しました。

各種原料を用い麴菌の液体培養を試みましたが、当初は高い酵素活性

を得ることが出来ませんでした。しかしながら、穀皮によりデンプン

質が覆われた状態の大麦を用いることで、液体培養においても酵素高

生産が可能なことを見出しました１）。より詳しく解析するため、精白

歩合の異なる大麦を用いた培養試験を行いました。その結果、95%精白

麦を用いた場合にGAとASAAが同時に高生産されることを見出しました。

一方、95%精白麦の粉砕物や65%精白麦では、酵素生産性が著しく低下

しました。また、定量ＰＣＲを用いた遺伝子発現解析により、95％精

白麦を用いた場合は各酵素の転写が高まることが確認されました。各

精白麦の培地中でのグルコース放出速度を調べたところ、95%精白麦は

65%精白麦に比べグルコース放出速度が低いことがわかりました。つま

り、95%精白麦は穀皮により大麦デンプン質が覆われた構造であるため

に、デンプン質分解に由来するグルコースの遊離が抑制されていると

考察されました２）。生育の厳しい環境条件が、麴菌の潜在的な能力を

引き出したものと推測されました。一方、出来上がった培養物（液体

麴）の利用として、麦焼酎の仕込み試験を行いました。95％精白麦を

含む液体培地にて麴菌を培養した麦液体麴と、対照区として、蒸麦に

て固体培養した麦固体麴を用いた仕込み試験を実施しました。その結



果、両試験区とも良好に発酵し、もろみアルコール度数や主要な高級

アルコールおよびエステル類の含有量に大差はなく、固体麴と同等の

焼酎製造が可能でありました。さらに、もろみを減圧蒸留して得られ

た麦焼酎を割り水、冷却濾過し、官能評価を行った結果、両試験区は

同等酒質であることが判明しました３）。ＳＰＭＥ-ＧＣ/ＭＳにて、両

試験区の焼酎に含まれる香気成分量を比較したところ、5成分について

有意差が認められました。しかしながら、それらは官能閾値以下の成

分でありました４）。また、焼酎の醗酵工程では様々な酵素が関与する

と考えられます。アルコール生成に関与する糖質分解酵素群は液体麴

の培養初期から生産されるの対し、もろみの粘度を低下させるセルラ

ーゼ系酵素群は液体麴の培養終盤から生産されることが判明しました
５）。一定の培養時間内に、糖質分解酵素群とセルラーゼ系酵素群をバ

ランス良く生産するための培地配合を検討したところ、95％精白麦の

濃度を調整することが重要であることが判明しました。最適化した培

地で製造した液体麴を用いて焼酎製造を試みたところ、対照と比較し

て、もろみ粘度が低く、アルコール収得量が高くなることが判明しま

した。 
 

１：Shoji H. et al. : J. Biosci. Bioeng., 103, 203-205 (2007) 
２：小路ら：2006 年度日本生物工学会講演要旨集 

３：小路ら：2006 年度日本農芸化学会大会講演要旨集 

４：舛田ら：2006 年度日本農芸化学会大会講演要旨集 

５：杉本ら：2006 年度日本生物工学会講演要旨集 



麴菌の蛋白質分解酵素の網羅的解析 

 

東北大学大学院農学研究科 山形洋平 

 

我が国においては、古くから醸造・醗酵産業が盛んに行われており、酒、味

噌、醤油など麴菌を用いた食品が古くから生産されていた。麴菌とその類縁菌

からは、多数の酵素が見出され、食品分野ばかりでなく、化学工業、医療、サ

ニタリーなど様々な分野で利用されている。 
麴菌のタンパク質分解に関わる酵素群は、糖質関連酵素群と並んで多くの研

究者によって研究が推し進められてきた。しかし、これらの研究の多くは、固

体培養抽出物や液体培養上清、発酵産物に由来するもので、細胞内で働く酵素

や菌体に結合した状態で働く酵素などに関する報告は多くない。 
2005年に Nature誌に麴菌ゲノムの全解読が報告され、我々は麴菌のゲノム

の全容を初めて目にすることができた。当時の麴菌ゲノムプロジェクトに関わ

った多くの方々の努力の結果、他の糸状菌ゲノム解析と比較して遙かに正確な

ORFの予測とアノテーションがなされた。その結果、麴菌には、134種ものタ
ンパク質分解酵素遺伝子が存在することが明らかとなった。遺伝子（あるいは

そのコードするタンパク質の一部の配列）と遺伝子産物の性質がともに報告さ

れているタンパク質分解酵素が 18にすぎなかったことから、麴菌には、これま

でに報告されているタンパク質分解酵素の約 7 倍以上の酵素がコードされてい
る事が推定された。同時に発表された A. nidulansや A. fumigatus のゲノムに
はタンパク質分解酵素遺伝子が、90 及び 99 しか見出されなかった。麴菌は、

近縁の糸状菌に較べても数多くの未知のタンパク質分解酵素を遺伝子の中に持

つ重要な遺伝子資源である。麴菌は日本人が 1000年以上にわたって口にしてき
た微生物であり、FDAで GRASに認定されており、その生産する酵素に関して
も安全性が高いことは認知されている。そのため、麴菌の未知の酵素の性質を

網羅的に明らかにすることは、糸状菌の生化学、分子生物学の発展に寄与する

ばかりでなく、産業利用可能な有用酵素の選択の幅を広げる重要なツール開発

でもある。我々は、麴菌のポストゲノム解析の一つとして麴菌のプロテアーゼ

の基質特異性解析を中心とした網羅的解析に取り組んでいる。 
kexinは、トランスゴルジに存在するプロセッシングプロテアーゼである。麴
菌 kexin は塩基性アミノ酸を認識するという特性に変わりはないものの、酵母



kexinに較べて、turn over rateが早く、物質生産に長じた麴菌ではそのプロセ

ッシング速度も速いことが推定された。kexin欠損株は、顕著な生育阻害を示す。 
oryzapsin は、GPI アンカー型のアスパルティックプロテアーゼである酵母

yapsin のオルソログ。麴菌では、相同性検索で 2 遺伝子が見出された。酵母
yapsinとは、異なり 2つの oryzapsin のいずれを高発現させても kexin欠損に
よる表現型を相補することはできなかった。低分子の基質にしか作用できなか

ったことからも、酵母 yapsinとは異なる役割を果たしているものと推定される。 
oryzalysinは、酵母 saccharolysin のオルソログ。麴菌には 3種が存在する。
最も saccharolysin との相同性が高い OlsAは、菌体内酵素であるが、グルコア
ミラーゼとの融合タンパク質として麴菌菌体外に分泌された。A. fumigatus で
は、コラーゲンの加水分解活性を持つとされてるが、OlsAはコラゲナーゼ活性
を示さない。また、本酵素は、Suc-Gly-Pro-Leu-gly-Pro-MCA 加水分解活性を
示す以外は、塩基性アミノ酸を P1 位に好み、これまでに知られている thimet 
oligopeptidase 型酵素とは異なる基質特異性を示す。 

deuterolysin は、分子質量約 20kDaの低分子型金属プロテアーゼである。麴
菌には、3 種の deutelolysin 遺伝子が存在した。DeuA は、伏見らによって報
告された耐熱性の酵素であった。DeuB は、DeuA と 62％の相同性を示し、基
質特異性もDeuAに近いものを持つが、DeuAのような耐熱性を示さなかった。
DeuCは当初 pseudogeneではないかと考えられたが、麴菌プロテアーゼの中で
は、初めて alternative splicing の可能性を示し、pseudogeneではないらしい
ことが明らかになってきている。 
麴菌には、20のアミノペプチダーゼをコードするとされる遺伝子が存在する。
この中には、酸性アミノ酸のみを遊離させる asparatyl aminopeptidaseや N末
端に存在するプロリンのみを遊離させる prolyl aminopeptidase が存在してい
る。 
 
これらの研究の大部分は、生研センター「ゲノム情報に基づく麴菌全プロテ

アーゼの機能解析」によって行っている。 
 



「植物病原糸状菌の病原性関連遺伝子とその機能解析」 

 

寺岡 徹・斎藤憲一郎・鎌倉高志*・有江 力 

東京農工大学大学院農学府・植物病理学研究室 

 *東京理科大学理工学部応用生物科学科 

 

はじめに 

植物病原微生物は宿主に「侵入」し、宿主植物の抵抗反応を回避して自己の栄養を確
保できる場に「定着」し、そこで「増殖」する。やがて新たな場を求めて「拡散」する。
こういった感染過程を繰り返して伝染する共に、不適な環境条件となると、休眠状態の
耐久体を形成する。このような病原菌に独特な生活環で機能している病原性関連遺伝子
は腐生菌にはない独特な遺伝子もあれば、機能的・構造的に転用、改変されたものも存
在するだろう。それら遺伝子群が同定され、機能解析が進めば、新たな病害診断システ
ムの構築、それらをターゲットとした biorationalな創薬や抵抗性イネ品種の創成にも帰
結することが期待されている。 

 
病原性関連遺伝子の同定と機能解析 
病原性に関連した遺伝子群は必ずしも構成的発現をしているとは考えられず、全体像
を見渡せるゲノム解析は重要な意義をもっている。植物病原糸状菌では Aspergillus属菌
や Neurospora crassaと比較的近縁である Magnaporthe oryzae（イネいもち病菌）を中心
に、Nectria haematococca (=Fusarium solani、株枯病/ 枝枯病菌), Septoria tritici（コムギ葉
枯病菌）, Cochliobolus heterostrophus（トウモロコシごま葉枯病菌）, Ascochyta gossypii
（ワタ輪紋病）, Ustilago maydis（黒穂病菌）, Phytophothra infestans（ジャガイモ疫病菌）, 
Alternaria, Fusarium, Colletotrichum等の広範な植物病原糸状菌で研究が進められ、イネい
もち病菌を含めて、いくつかの菌では基準菌株の全ゲノム解析が終了しており、病原性
等に関連した遺伝子、EST解析も平行して盛ん取り進められてきている。 
ここではいくつかの基準菌株でゲノム解析が終了し、宿主イネ「日本晴」のゲノム

解析も終了して、宿主植物−病原菌相互作用のモデルともなってきている、イネいもち
病菌（M . oryzae）の研究を中心に概説したい。 
イネいもち病菌は感染に「付着器」と呼ばれるドーム状の侵入に必須な器官を胞子

発芽後、分化させる。この付着器が未成熟であったりすると、菌は致死しないものの、
感染できない。したがって、この分化過程には本菌が病原性を発揮する上で重要な病原
性関連遺伝子の多くが発現していることが予想され，我々も含めた数多くの研究者がこ
の過程で作働している遺伝子、生理・生化学的機構を詳しく解析している。 
すなわち、いもち病菌胞子は水分存在下、イネ葉上だけでなく、ポリカーボネート

のような人工基質上に付着すると、Spore Tip Mucilageと呼ばれる多糖質を分泌し、その
表面に固着する。引き続いて、発芽管を伸長し始め、固着表面の疎水性、硬度といった
物理的因子ないしは植物表面に存在するクチン成分等の化学的因子を認識して、付着器
と呼ばれる植物体への侵入に必須なドーム状の構造物を形成しだす。その表面性状認識
に hydrophobin様の MPG1、物理的なセンサーとして PTH11や我々の見出した CBP1 
(Chitin Binding Protein 1; Kamakura et al., 2002) が機能していると考えられるが、化学的認
識に関わる遺伝子は同定されていない。その認識には MAGB (G protein)、cAMPが介在
し、CPKA、PMK1、MAC1、SUM1の kinase類が関与するシグナル伝達系を経て、付着



器の形態分化に至ると考えられる。それと相俟って、付着器の物理的強度の増すために
メラニンが付着器表層に合成・沈着され、細胞内部では侵入に必要な物理的膨圧を高め
るために、グリセロールが 8.0 Mpaになるまで生合成されてくる。前者のメラニン合成
には ALB1、RSY1、BUF1の酸化還元酵素群が関与すると共に、後者にはリン脂質代謝に
関連する LPL1（Lysophospholipase; Kanamori et al., 2005）等の lipase類が関与しているも
のと推察される。前者の酵素群は trycyclazole等のメラニン生合成阻害剤が有効なように、
それら遺伝子の破壊株は色素欠損変異株と同様に侵入できなくなる。しかし、後者の遺
伝子破壊株は付着器形成から侵入に至る過程が遅延するが完全に阻止されないことか
ら、必ずしもこの代謝系が必須ではなく、他の系もグリセロール生合成を相補している
と考えられる。付着器内の膨圧が高まり、侵入糸を宿主植物内に貫通させ、侵入菌糸を
植物内で成長させる段階になると、MPS1 (MAP kinase)、PLS1 (tetraspanin)、 PDE1 およ
び MgAPT2 (P-type ATPase)が関与し、ABC1 (ABC transporter)が侵入菌糸の成長に機能し
ていると考えられている。この侵入過程で他の植物病原菌で報告されているような細胞
壁分解酵素類が機能しているかは不明瞭で，キシラナーゼ (xylanase) やクチナーゼ
(cutinase) が関与しているとの説もあるが，電顕観察からは必ずしも細胞壁の激しい化学
的崩壊を示唆する像は得られておらず，細胞壁分解酵素の遺伝子破壊実験からも，侵入
過程における細胞壁分解酵素の関与は否定的である。これら遺伝子に加えて、薬剤負荷
時やストレス時に誘導される ABC transporter（ABC2）遺伝子、トレハロース代謝に関わ
る遺伝子等も報告されてきている。 
上述の感染初期過程の最初の表面認識に関与すると推定された PTH11、CBP1は今

までに報告例のない新規な遺伝子であったのに対して、その他の多くは他の生物でも見
出されている相同性の高い遺伝子で、それらの機能から推定されたものである。さらに
最近、我々は CBP1以外にも付着器形成時にのみ高い発現を示し、付着器形成を阻害し
て侵入能を低下させる新規な FMI1、FMI2、MGH61Aを見出し、その機能の詳細とイネ
葉感染過程での発現解析を取り進めている。 
興味深いことに、これら感染初期過程に発現し、培養時の栄養菌糸ではあまり発現

しない遺伝子は感染イネ葉内でも肉眼的に病斑が確認される以前、いわゆる「侵入」後、
「定着」、「増殖」に至る感染初期過程にしか発現していないことも確認されてきている。 

 

一方、transposon taggingや Agrobacteriumの Ti-plasmid系を利用した activation tagging
により、明らかに病原性の低下・変化した菌株のゲノム解析から、非病原性遺伝子や様々
な病原性に関連した推定遺伝子配列、おそらく制御領域が報告されてきている。 

ただ、中にはおそらく病原性に係わる遺伝子と想定されても、遺伝子破壊や遺伝子
高発現により、顕著な表現型の変化が認められない場合も多く、いくつかの技術的な困
難さも抱えている、それらも含めて新たな展開が望まれる。 



Rhizopus 属糸状菌による農産加工副産物の利用 
 

帯広畜産大学 小田 有二 
 
 北海道では、毎年 100 万トンのバレイショがデンプンに加工されている。その過程において残
渣として排出するポテトパルプは年間発生量が 10 万トンにも達しており、処分に苦慮する場合が
少なくない。そこで、乳酸を生成する能力を備えた糸状菌で発酵させることにより、ポテトパル
プを安全・安心な国産飼料ならびに新規食品素材として有効活用するための研究を行った。研究
体制は北海道農業研究センターが中核機関となり、北海道大学、帯広畜産大学、藤女子大学、北
海道立食品加工研究センター、雪印種苗株式会社、士幌町農業協同組合が参画して、以下のよう
なサブテーマに取り組んだ。 
 
サブテーマ 1.乳酸生成糸状菌に関する研究 
最初に行ったのはポテトパルプの乳酸発酵に適した糸状菌の選抜である。Rhizopus oryzae 38
株をそれぞれポテトパルプに接種して発酵させ、対照株 NRRL395 よりも良好なものとして、
NBRC4707を選抜した。発酵日数に伴う乳酸量の変化を調べると、NBRC 4707の乳酸生成量はNRRL395
の二倍であり、その差はペクチン質分解酵素活性によるものであった。そして、NBRC4707 をポテ
トパルプの発酵試験に使用することにした。 
 このような選抜をする過程において、菌株によって乳酸の生産性が大きく異なり、フマール酸
を生成する菌株もあることが分かった。そこで、Rhizopus oryzae 56 株を液体培地で培養し、上
清中の有機酸を分析した。乳酸量およびフマール酸量を菌株ごとにプロットすると、乳酸生成型
とフマール酸生成型の二つのグループに分かれた。乳酸の生成に関与するのは乳酸デヒドロゲナ
ーゼなので、これをコードする ldh 遺伝子を含む約 5 キロベースの DNA 断片を取得したところ、
乳酸生成型では ldhA および ldhB、フマール酸生成型では ldhB が存在した。両グループの違いは
ldhA の有無で、乳酸生成型は ldhA を欠損することによりフマール酸生成型へ、フマール酸生成
型は ldhA を獲得することにより乳酸生成型になると予想された。そこで、すべての菌株が備えて
いる ldhB 遺伝子の塩基配列を解析し、それをもとに系統樹を描いた。乳酸生成型とフマール酸生
成型が、単なる ldhA の変異によるものであれば混ざった配置になるはずであるが、両グループは
異なるクラスターを形成した。また、AFLP(Amplified Fragment Length Polymorphism)法によっ
て全ゲノム DNA を解析したところ、ldhB での解析結果と同様、乳酸生成型とフマール酸生成型の
菌株は異なるクラスターを形成した。これらの結果から、二つのグループは別の系統に由来する
と考えられ、その後 Rhizopus oryzae および Rhizopus delemar と再分類された。 
 次に上記の知見をもとに、遺伝子レベルで迅速に判別する方法を検討した。両グループについ
て調べると、リボソーム DNA に挟まれた ITS (Internal Transcribed Spacer)領域に差異が認め
られたことから、その配列をもとにしたプライマーを合成した。これでタッチダウン PCR を行う
と、乳酸生成型菌株においてのみ DNA 断片が合成され、効率的な分離に応用できた。実際にイン
ドネシアの発酵食品について調べると、乳酸生成型 Rhizopus oryzae の存在を示唆するバンドが
認められた。しかし、分離して同定したところ、ここに生息するのは予想に反して Amylomyces 
rouxii であった。Rhizopus oryzae とは形態的に異なり、Amylomyces rouxii は胞子嚢の形成が
不完全で胞子を形成しないために、コロニーは白色を呈する。醸造などに使われる麹に関して、
日本では蒸した米粒に Aspergillus oryzae を増殖させたバラ麹が利用されているが、アジアのほ
とんどの国々では生の穀類粉末を丸くに固めた餅麹が一般的である。実は、この餅麹中の主要な
微生物が Amylomyces rouxii なのである。本サブテーマでは、各種の Amylomyces rouxii 菌株か
ら食経験がありポテトパルプの発酵に適した CBS438.76 を選抜した。この菌株はタイの餅麹
look-pang から分離されたものである。研究当初は Rhizopus oryzae を使用していたが、実用化
を目指した 3年目には Amylomyces rouxii と交代させた。 
 
サブテーマ 2. 飼料化に関する研究 
 本サブテーマは時間的な制約が大きい内容であった。その理由は、実験に数十トン単位の原料
が必要となるが、採取できるのはデンプン工場が稼動する 9～11 月に限られていたからである。
研究開始の平成 13 年は小規模発酵試験、翌年に大規模サイレージ調製・発酵試験、そして最終年



に実用化をめざしたバッグサイレージ調製・発酵・評価試験を実施した。平成 14 年はポテトパル
プ 30 トンに Rhizopus oryzae を添加して発酵パルプにしたが、初年度の小規模発酵試験の結果か
ら、品質を安定化させるために小麦ふすまに増殖させたスターターを使用した。二つの試験区を
並べて配置し、育成牛に給与すると糸状菌添加区を有意に好んで食べることから、嗜好性が高ま
っていることが分かった。そこで、先のサブテーマで選抜した、食経験がありポテトパルプの乳
酸発酵に適した Amylomyces rouxii を使って実証化試験を行った。 
 十勝管内にあるデンプン工場で排出されたポテトパルプから糸状菌添加および無添加パルプの
バッグサイレージを調製、一ヶ月発酵後、農家の牧場で肉牛および乳牛への給与試験を実施した。
肉牛に関しては、対照区 11 頭に通常の配合飼料、糸状菌添加区 11 頭に 20%を糸状菌添加発酵パ
ルプに置き換えた飼料、無添加区 12 頭に糸状菌無添加発酵パルプに置き換えた飼料を給与して 6
週間肥育し、その間に毎週血液成分と体重を測定した。平均日増体量を比較すると、糸状菌添加
区は対照区よりも有意に高くなっていた。このような結果から、糸状菌による発酵ポテトパルプ
は、肥育牛の飼料として嗜好性が良好で、増体量が改善され、肉用牛飼料として有用であること
が明らかになった。 
 乳牛に関しては、ホルスタイン種およびジャージー種 41 頭に 3種類の飼料を対照期、糸状菌添
加期、無添加期、対照期の順で 1 ヶ月ずつ給与し、乳量および乳成分を分析した。糸状菌添加期
は乳脂肪率が若干低下するものの、乳量の改善される傾向が認められたことから、飼料構成を考
慮することにより搾乳牛用飼料として有用であることが分かった。 
 
サブテーマ 3.食品素材化に関する研究 
 ここでは、まずラットを使って発酵ポテトパルプの機能性について調べた。7週齢のラットに、
食物繊維として 10%含む飼料を給与し、体重、飼料摂取量、血液成分、臓器重量および代謝関連
酵素の発現について調べた。飼育期間にともなう血清コレステロール濃度は発酵、未発酵のポテ
トパルプでともに上昇が抑制され、その効果は発酵ポテトパルプのほうが顕著であった。このよ
うに、発酵ポテトパルプには、生体の内因性コレステロール代謝を改善する効果が認められた。 
 次に人為的な肝障害を誘発したときの効果について調べた。解熱鎮静剤として使用されている
アセトアミノフェンを飼料中 0.5%になるように添加して、先ほど同様に調べた。肝臓疾患のマー
カーであるアルカリホスファターゼの活性は、発酵ポテトパルプで低くなっていた。また同時に、
解毒に関わるグルタチオン濃度が有意に高くなっていた。これらのことから、発酵ポテトパルプ
はアセトアミノフェンで誘発される肝障害を抑制すると考えられた。 
 発酵パルプには上記のような効果があるものの、実際にそのまま食べるのには適さない。そこ
で、現代人が不足しがちな繊維源としてパンに添加することにした。発酵および未発酵パルプを
小麦粉当たり 20%添加してパンの外観を比較すると、未発酵パルプ添加では黒ずんで斑点が発生
するが、発酵パルプ添加では対照に近くなっていた。また、未発酵パルプ添加ではパルプが水分
を吸収するためにパン容積が小さくなるが、発酵させると繊維質が適度に分解されるために対照
と同程度の膨らみになった。さらに、ポテトパルプ以外の農産加工副産物であるオカラ、小豆粕、
カンショ粕、ビートファイバーについても調べたところ、いずれも発酵によって製パン性の向上
が確認された。 
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平成１9年度事業報告 （自 平成１9年４月１日 至平成20年３月３１日） 

 

第１  会員（平成20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． 第28回糸状菌遺伝子研究会例会を開催 
（平成19年６月1日（金）・北とぴあ第二研修室） 

 
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15日（木）～16日（金）・東京大学農学部弥生講堂） 
シンポジウム （8題） 
「麹菌における隔壁孔を介した細胞間コミュニケーション」 

 丸山 潤一 (東京大学大学院 農学生命科学研究科)   

「Ｏ-グリコシレーションによって制御される糸状菌の正常な形態形成」 

 後藤 正利 (九州大学大学院 農学研究院)   

「Aspergillus nidulans の隔壁形成と形態形成における各種キチン合成酵素の機能」 

 堀内 裕之 (東京大学大学院 農学生命科学研究科)   

「担子菌ウシグソヒトヨタケ子実体の柄伸張に関わる遺伝子eln1 とeln6 のクローニング」 

 村口 元1，鎌田 堯2 (1秋田県立大学 生物資源科学部，2岡山大学大学院 自然科学研究科) 

「麹菌が生産する有用な二次代謝産物について」 

 堤 浩子 (月桂冠 総合研究所)   

「トリコテセン系毒素の構造多様性を生み出すメカニズムの解明と生産制御にむけて」 

 木村 真 (理化学研究所 中央研究所)   

「発ガン・毒性物質アフラトキシンの生合成機構とその防御」 

 矢部 希見子1，中島 廣光2 (1農業・食品産業技術総合研究機構，2鳥取大 農学部)   

「糸状菌ポリケタイド生合成遺伝子の機能解析」 

 藤井 勲 (岩手医科大学 薬学部)   

「ML-236B (compactin) 生合成遺伝子群の解析と高生産株育種への応用」 

 馬場 悟史，阿部 有生 (第一三共株式会社) 

口頭発表 （１７題） 
ポスター発表 （９９題） 

 

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２０年度事業案（自 平成２０年４月１日 至平成２１年３月３１日） 
 
   １．第１９回総会及び第２９回例会の開催     平成２０年  ６月 
  ２．第８回 糸状菌分子生物学コンファレンスの後援   平成２０年１１月 
   ３．関連文献目録「バイオ研究データブック 糸状菌（２００７）」の発行 
 
 
平成２０年度予算案（自 平成２０年４月１日 至 平成２１年３月３１日） 
 
 
[収入の部]   単位：円  

項    目  
  前年度からの繰越金  1,221,461 
会費収入（賛助会員３０名）@50,000  1,500,000 
  合    計 2,721,461

 
 
 [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 300,000  
消耗品費 30,000  
備品費 5,000  
雑費 5,000  
予備費 1,081,461  
研究会開催費 300,000  
    合   計 2,721,461   
 
─────────────────────────────────────────  
 

その他 
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