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演 題 

  13:30～14:15 窪寺隆文 先生（白鶴酒造株式会社） 

「麴菌A. oryzaeのチアミン合成遺伝子のリボスイッチによる発現制御機構」 

14:15～15:00 吉田 誠 先生（東京農工大学） 

「担子菌に特有のセルロース分解メカニズム-子嚢菌類の機構とは何が違うのか？-」 

15:00～15:15   休憩 

15:15～16:00 加藤雅士 先生（名古屋大学） 

「Asperillus属糸状菌のシグナル伝達及び転写制御機構のin vitro解析」 

16:00～16:45 堀尾哲也  先生（カンザス大学） 

「糸状菌Aspergillus nidulansの先端成長機構」 

 

 

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

 



麴菌 A. oryzae のチアミン合成遺伝子のリボスイッチによる発現制御機構 

白鶴酒造 品質保証部 窪寺 隆文 

 

麴菌（Aspergillus oryzae）は、清酒、醤油および味噌などの日本の伝統的な醸

造産業に必要不可欠な微生物であり、さらに物質生産・分泌能力の高さと世界的に

認められた安全性から産業用微生物としても注目されている。この有用特性を遺伝

子レベルで知ることは麴菌の能力を最大限に活用することにつながることから、麴

菌における分子生物学的手法の充実に伴い、今後の研究成果が期待されている。 

これまで、麴菌や酵母などの真核微生物おける遺伝子発現制御機構の解析は、主

に遺伝子上のプロモーター領域（cis 領域）を中心に、蛋白質で構成される転写因

子（trans 因子）との cis-trans 相互作用（転写制御系）について進められてきた

が、遺伝子の発現は転写制御ばかりではなく、mRNA の修飾や安定性、翻訳過程など

の転写後調節機構による制御も受ける。近年この転写後調節機構におけるノンコー

ディング RNA の関与（RNAi）が注目されており、これまで遺伝情報伝達の担い手と

しか見なされなかった RNA の役割が見直されつつある。 

1967 年 Carl Woese らは RNA は、高度な二次構造を形成することから蛋白質と同様

の機能（触媒、物質の識別と結合）を示す可能性を示唆している。そして 1980 年代

に Thomas R. Cech と Sidney Altman は触媒作用を持つ RNA をそれぞれ Tetrahymena 

thermophila およびバクテリア由来の Rnase P 複合体から発見し、これらはリボザ

イム（ribozyme）と呼ばれている。さらに 2002 年に Ronald R. Breaker らは E. coli

のチアミン合成遺伝子 thiM よりチアミン二リン酸（TPP）を特異的に認識して結合

することで下流域にコードされている遺伝情報の翻訳を制御する RNA 制御因子「リ

ボスイッチ」を発見した。E. coli の TPP 結合型リボスイッチは、mRNA 転写以後に

TPP と結合することで、リボスイッチ近傍配列と蛋白質合成を担うリボゾーム結合領

域である Shine-Dalgarno 配列がステム－ループ構造を形成し、蛋白質への翻訳を阻

害する。当時このリボスイッチによる遺伝子発現制御機構は原核生物のみで確認さ

れており、真核生物での報告はまだなかった。 

ところで、清酒醸造において、醪中のチアミン不足により木香様臭と呼ばれるオ

フフレーバーが発生するが、我々は木香様臭の発生防止を目的として、麴菌のチア

ミンアナログ（Pyrithiamine）耐性変異株からチアミン高生産性株の取得を試みて

いた。真核微生物におけるチアミンの供給機構については出芽酵母（Saccharomyses 

cerevisiae）や分裂酵母（Schizosaccharomyses pombe）をモデルとした研究が進め

られており、一般的にチアミン合成にかかわる遺伝子は環境中のチアミンにより非

常に厳密な発現抑制を受けることが知られている。本研究の過程で、麴菌の

Pyrithiamine への耐性化がチアミン合成遺伝子（thiA）の発現様式の変異（脱抑制）

に起因することと共に、本遺伝子がリボスイッチによる転写後調節機構を有するこ



とを発見し、真核微生物でもリボスイッチが機能していることを報告した。 

A. oryzae thiA の 5’上流領域は約 500ｂの長い 5’非翻訳領域(5’-UTR)を有し、

この 5’-UTR 上に二つのイントロン（イントロン 1：-414～-359, イントロン 2：-338

～-18）が含まれる特徴的な構造であった。イントロン 2 はチアミンによる発現抑制

が解除される変異点を含み、変異点の周辺領域には thiA 相同遺伝子の 5’上流領域

における高度保存領域(regionA：-75～-63, regionB：-98～-76)が存在した。興味

深いことにイントロン 2 のスプライシング様式は、環境中のチアミンによる影響を

受け、チアミン存在下ではスプライシングを受けない又は 5’側のスプライシング位

置が下流側へ 85ｂ移動した。このスプライシングの制御には regionA, B が必須であ

り、これらの領域を欠失することで環境中のチアミンによるスプライシング様式の

変化および発現抑制は失われた。またイントロン2の欠失でも脱抑制することから、

thiA は転写後レベルで制御されており、制御にはイントロン 2 のスプライシング様

式の変化が関与することが確認された。 

region A, B は E. coli thiM の制御領域である thi box と相同性が高いことが既

に確認されていたが、その後 thi box を含む周辺領域が TPP 結合型リボスイッチで

あることが Breaker らにより報告された。実際に thiA のリボスイッチは TPP と結合

し、結合には二価のマグネシウムイオンが重要な役割を果たしていた。この TPP 結

合型リボスイッチ様配列は A. oryzae 以外の糸状菌にも存在しており、興味深いこ

とにいずれも thiA同様に推定チアミン合成関連遺伝子の 5’-UTR上のイントロンに

含まれていた。その後 Breaker らにより Neurospora crassa のチアミン合成遺伝子

NMT1 においても A. oryzae thiA と同様の制御機構が報告されており、これは TPP 結

合型リボスイッチによる制御機構が糸状菌において広汎に存在することを示唆して

いる。 
現在 Breaker の研究グループを中心にリボスイッチの小分子認識機構および発現

制御機構の解析が進められている。我々は thiA のリボスイッチ周辺領域を仮説に基

づき改変することで制御様式が逆転することを既に報告しているが、今後さらにリ

ボスイッチのメカニズムが解明されることで、より理論的に発現制御因子のデザイ

ンが可能になるのではと期待している。  



担子菌に特有のセルロース分解メカニズム 
-子嚢菌類の機構とは何が違うのか？- 

 
東京農工大学大学院共生科学技術研究院 吉田 誠 

１ はじめに 
 植物系バイオマスからのバイオ燃料生産に対する期待の高まりを背景に，セルロース分解性
糸状菌のゲノム情報が次々と開示されており，その結果，糸状菌類のセルロース分解メカニズ
ムに関する新たな知見が続々と得られてきている。そこでここでは，演者が研究対象としてい
る担子菌のセルロース分解メカニズムについて，子嚢菌の情報を交えながら概説したい。 
 
２ 木材腐朽菌と軟腐朽菌とは？ 
 植物細胞壁分解菌の研究においては，担子菌や子嚢菌という分類に換えて，木材腐朽菌や軟
腐朽菌といった分類を用いる場合が多い。これらの用語は，木材保存学の分野で古くから用い
られてきたものであり，子嚢菌や担子菌といった科学的手法による分類ではなく，あくまで腐
朽材の形態的特徴から分類されたものである。木材腐朽菌とは木材腐朽能力を持つ真菌類を指
すが，”腐朽”とは ”微生物が木材の化学成分を分解し，自身の栄養源として摂取することにより，
比較的短い期間に木材の組織構造を破壊し，その結果木材に形態的損傷と激しい強度劣化を生
ずる現象”と定義されることから，木材分解能力の高い真菌類と見なすことができる。一方，
軟腐朽菌は，高含水率の木材表面を軟化させる真菌類を指し，木材腐朽菌と比較して，木材分
解能力の弱い真菌類と言える（あくまで木材分解能力であり，セルロース分解能力が弱いわけ
ではない）。前述した通り，これらの分類は，腐朽材観察における経験則的な色合いの強い分
類法であるが，科学的な分類とほぼ一致する。すなわち，多くの場合，木材腐朽菌は担子菌が
属し，軟腐朽菌は子嚢菌が属する。したがって，大まかな捉え方としては，木材腐朽菌とは担
子菌を指し，軟腐朽菌は子嚢菌を指すと考えてよい。 
 
３ 木材腐朽菌と軟腐朽菌の植物細胞壁分解様式 
 木材腐朽菌は，その腐朽材の外観によって，白色腐朽菌と褐色腐朽菌という２種類に分類さ
れる。前者は，植物細胞壁の主成分であるセルロース，ヘミセルロース，リグニン全てを分解
し，腐朽材は白色を呈する。一方，後者は，多糖類は分解可能であるが，リグニンは一部を変
質させるものの，その多くが残存することから腐朽材は褐色を呈する。一般に，両者の違いは，
リグニン分解能であると理解されているが，セルロース分解機構も大きく異なっており，白色
腐朽菌は結晶性セルロースを分解可能なセルラーゼを生産するが，褐色腐朽菌にはそれに相当
するセルラーゼが存在しないことが知られており，その代わりに，水酸化ラジカルが関与して
いることが示唆されている 1)。また，軟腐朽菌は，褐色腐朽菌同様，リグニン分解能を保持し
ないものの，そのセルロース分解系は白色腐朽菌と同様に，一連の酵素系で進行すると考えら
れている。 
 
４ 白色腐朽菌と軟腐朽菌のセルロース分解酵素系の違い 
 上述した通り，褐色腐朽菌のセルロース分解機構は，他の２つの菌類とは大きく異なってい
ることが示唆されている。一方，白色腐朽菌と軟腐朽菌はどちらも極めて良く似た機構を有す
ると考えられてきた。そのため，これまでに行われてきた研究例のほとんどは，軟腐朽菌（特
に，子嚢菌 Hypocrea jecorina：不完全世代 Trichoderma reesei）を研究対象として行われ
ており、白色腐朽菌はリグノセルロースを単独で完全分解可能な唯一の生物であるにも関わら
ず，研究例は少ない。しかし最近になり、担子菌類の全ゲノム解析の結果が公開されるにつれ，
白色腐朽菌の植物細胞壁多糖類の分解プロセスが軟腐朽菌とは異なることが明らかとなって
きた。 
 セルラーゼはその酵素活性様式により，セルロース鎖の末端から作用するセロビオヒドロラ
ーゼ（CBH）と，鎖の内部をランダムに加水分解するエンドグルカナーゼ（EG）に分類され



る。CBH は，さらに，セルロース鎖の還元末端に作用する CBHI と非還元末端に作用する CBHII
とに分けられる 2)。EG が結晶性セルロースを分解できないのに対して，CBH は分解可能であ
ること，また，CBH が菌体外の細胞壁分解酵素に占める割合は極めて大きいことから，CBH
はセルロース分解における最も重要な酵素であると考えられている。 
 CBH の研究も他のセルラーゼと同様，T. reesei が生産するものを中心に研究されてきた。
本菌において，CBHI，CBHII は共に，それぞれ１つの遺伝子がコードしていることが知られ
ている。これは他の多くの軟腐朽菌においても同様である。一方，白色腐朽菌では，これらの
酵素遺伝子はマルチコピーとして存在することが明らかとなってきた。例えば，白色腐朽菌の
モデル菌である Phanerochaete chrysosporium においては，CBHI 様遺伝子が少なくとも７
種類存在することが明らかとなっており，これらの遺伝子は，様々な環境条件に応じてそれぞ
れ異なる発現挙動を示すことが報告されている 3)。また，演者らのグループにおいても，担子
菌 Coprinopsis cinerea が CBHII 様遺伝子を５種類保持することを明らかにした 4)。これらの
遺伝子も，P. chrysosporium 由来の CBHI 様遺伝子と同様，それぞれ異なる遺伝子発現挙動
を示した。そればかりでなく，非常に興味深いことに，５種の酵素の中には，従来の CBHII
とは大きく異なる活性を示す酵素も存在していた 5,6)。これらのことは，白色腐朽菌には軟腐朽
菌とは異なるセルロース分解酵素系が存在することを示唆しており，CBH 様の酵素の多様性
が白色腐朽菌のセルロース分解系を特徴付ける因子の一つであることが予想される。 
 
５ おわりに 
 多くの研究分野がそうであるように，糸状菌類のセルロース分解機構に関する研究も，社会
的な背景に大きな影響を受ける。セルラーゼは、1900 年代前半には既に見いだされていた酵
素であり，1950 年代にはメカニズムに関する仮説が提唱された。しかしながら，その研究が
花開いたのは，1970 年代のオイルショックを背景としたバイオマス利用への社会的期待の高
まりを受けた頃からであろう。当時からこれまでの研究を紐解くと，糸状菌類のセルロース分
解研究の歴史は，T. reesei のセルロース分解研究の歴史であると言っても過言ではなく，現
在でもセルラーゼ研究の多くは，T. reesei に対するものである。一方，担子菌，特に白色腐
朽菌においては，そのセルロース分解に見られる現象の多くが特有のメカニズムとは見なされ
ず，T. reesei のメカニズムを当てはめることで理解しようとされてきた。しかしながら，こ
こで概説した通り，褐色腐朽菌だけでなく白色腐朽菌においても，軟腐朽菌とは異なる特有の
セルロース分解メカニズムが存在していることが明らかとなってきた。このことは，白色腐朽
菌が植物細胞壁を単独で完全分解できる唯一の生物であるということを考えれば，至極当然の
ことのように思える。現在のリグノセルロース系バイオマス変換の糖化プロセスにおいて酵素
糖化が主要な手法の一つとなっていることを考慮すると，高いリグノセルロース分解力を呈す
る白色腐朽菌のセルロース分解酵素系は大きな魅力である。おそらく，現在までに見いだされ
ている白色腐朽菌に特有のセルロース分解酵素は，氷山の一角であろう。したがって，これら
の酵素を特定していくことは，今後のバイオマス変換への応用に大きく寄与するものと思われ
る。 
 
[参考文献] 
1) Baldrian, P. et al., FEMS Microbiol. Rev., 32, 501-521 (2008) 
2) Barr, B. K. et al., Biochemistry, 35, 586-592 (1996) 
3) Vallim, M. A. et al., Appl. Environ. Microbiol., 64, 1924-1928 (1998) 
4) Yoshida, M. et al., Biosci. Biotechnol. Biochem. 73, 67-73 (2009) 
5) Liu, Y. et al., Biosci. Biotechnol. Biochem. (In press) 
6) Liu, Y. et al., (In preparation) 



Asperillus 属糸状菌のシグナル伝達及び転写制御機構の in vitro 解析 

 

名古屋大学大学院生命農学研究科 加藤雅士   

 生物は外界の刺激に応答し、ゲノム中に保有する遺伝子を柔軟に使い分けて発現させ、環境に適

応し生育する。麴菌 Aspergillus oryzae に代表される糸状菌についても例外でないことは言うま

でもない。我が国の醗酵工業の基盤となった真核微生物群である糸状菌の環境応答および遺伝子発

現機構を解明することは基礎生物学に貢献するとともに糸状菌酵素遺伝子の高度利用に不可欠で

ある。演者らのグループでは転写制御機構については特に麴菌の生産するデンプン分解酵素タカア

ミラーゼ A 遺伝子の転写発現機構をモデル系として解析を行ってきた。環境応答機構（シグナル伝

達機構）についても研究を着手し、興味深い研究結果を得ている。本講演では、シグナル伝達につ

いては各種ストレス応答に関与する二成分制御系、転写制御機構については広域転写因子 Hap 複合

体に関する最近の知見を交えた研究結果を in vitro 解析という切り口で紹介したい。 

 

広域転写因子Hap複合体の解析 

 糸状菌は酵素の宝庫と呼ばれ、アミラーゼ、キシラナーゼ、セルラーゼ等の糖質関連酵素を始め

とした多数の有用酵素を生産している。糸状菌は分解すべき多糖が外界に存在する時に、それに対

応する分解酵素を誘導する。タカアミラーゼ A はデンプンやマルトースが存在すると誘導され、グ

ルコースが存在すると酵素合成が抑制される典型的な誘導調節型の酵素である。 Aspergillus 

nidulans を宿主に麴菌タカアミラーゼＡ遺伝子(taa)を導入したところ、麴菌の場合と同様な誘導

発現が見られ、A. nidulans においても麴菌と同様なアミラーゼ遺伝子の発現調節機構が存在して

いることが示唆された。演者らはこの A. nidulans の系をモデル系として taa の発現調節機構を解

析してきた。解析の過程で、taa プロモータには真核生物の代表的なシスエレメントである

CCAAT-box が存在しており、この配列が taa 遺伝子の転写量を増加させていると結論し、転写促進

因子 CCAAT-box 結合因子（Hap 複合体）の解析に着手した。A. nidulans からの核蛋白質の精製法

を確立し、ゲルシフトアッセイによりプロモータとの相互作用を解析した。また、糸状菌としては

初めて核蛋白質による DNaseI フットプリント解析に成功し、Hap 複合体の結合配列の特性の詳細

を調べた。その結果、本因子は CCAAT 配列を含む 36 塩基対の領域に特異的に結合していることが

明らかとなった。さらに、この Hap 複合体は taa 遺伝子のみでなく、アセトアミダーゼ遺伝子をは

じめとするいくつかの遺伝子のプロモータにも特異的に結合し得ることが証明され、この因子が広

域転写因子であることが判明した。その後、他の多くのグループの研究から Aspergillus 属の糸状

菌はもとよりTrichodermaなど多くの糸状菌で多様な遺伝子の転写促進および抑制に関与している

ことが示されている。演者らはHap複合体のin vitro再構成系の構築に成功し、サブユニットHapB, 

HapC, HapE の３量体を形成して CCAAT 配列に結合することを示した。この再構成系を用いて本因子

のアセンブリ機構の詳細も明らかにした。HapB/C/E 複合体と相互作用する因子として演者らが見出

した転写因子 HapX が鉄のホメオスタシスに関わる重要な因子であることが最近明らかとなった。



最近の知見を交えて Hap 複合体の新たな研究展開についても紹介したい。 

 

His-Aspリン酸リレー系（二成分制御系）の解析       

His-Asp リン酸リレー系は細菌、真菌、高等植物に広く分布する情報伝達機構であり、原核生物で

は二成分制御系として知られる。この情報伝達系は３つのタイプの因子 i) ヒスチジンキナーゼ活

性を有するセンサー（HK） ii) リン酸基受容部位をもつレスポンスレギュレータ(RR) iii) その

間をつなぐリン酸基転移因子（HPt）より成る。真核生物の HK はその内部に HK ドメインと RR ドメ

インの両方を持つハイブリッド型の HK であり、HK (His→Asp)→HPt (His)→ RR (Asp)と多段階の

リン酸基転移を引き起こすと考えられている。最近、糸状菌の His-Asp リン酸リレー系は抗真菌剤

のターゲットとしても注目を集めてきている。演者らはモデル糸状菌 Aspergillus nidulans を対

象として His-Asp リン酸リレーネットワークの網羅的解析を進めてきた。研究に着手した時点で、

A. nidulans では既に４つの HK (TcsA, TcsB, FphA, NikA) についての報告があったが、ゲノム情

報の解析の結果、全体で 15 のＨＫ，1 つの HPt (YpdA), 4 つの RR が存在することが明らかとなっ

た。Saccharomyces cerevisiae の場合（1 つの HK，1 つの HPt, 2 つの RR）と比較すると A. nidulans

ではHKの数がHPt, RRに比べて非常に多い。様々なシグナルを感知したHKが一つのHPtに集中し、

限られた RR へとシグナルが伝達されるとするシンプルなモデルではシグナル応答の多様性が説明

できない。すなわち、本当に全ての HK のリン酸転移の相手が YpdA であるかを検討する必要があっ

た。このような背景から、演者らは A. nidulans における His-Asp リン酸リレーの in vitro リン

酸転移系の構築を試みた。まず全てのコンポーネントを His-tag を付けた組換えタンパク質として

発現させ、精製を行った。精製できたすべての HK について自己リン酸化反応を試みたが自己リン

酸化条件を見出すことができなかったため、大腸菌のヒスチジンキナーゼ ArcB をリン酸基のドナ

ーとしたヘテロな系の構築を試みた。ArcB を大量発現した細胞質膜画分を用い、γ-[32Ｐ]-ATP で

自己リン酸化させた後に YpdA を加えると速やかに YpdA にリン酸基転位が起こった。さらに SrrA

を加えると SrrA への転移も確認された。これは糸状菌において His-Asp リン酸リレー系が存在し

ていることを示した最初の生化学的証拠である。同様にもう一つの RR である SskA についても同様

の解析を行ったところ、YpdA からのリン酸基転移を確認できた。さらに興味深いことに、YpdA か

らフィトクローム型ヒスチジンキナーゼ FphA への逆方向のリン酸基転移も明らかとなった。また

最近、当研究グループの金丸らは酸素濃度センサーと思われる HK を見出し、詳細な解析を進めて

いる。解析結果をもとに A. nidulans における His-Asp リン酸リレー系の全体像について考える。 

 

参考文献 
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２）Hortschansky P. et al. EMBO J. 26, 3157-3168 (2007) 

３）Azuma N. et al. Biosci. Biotech. Biochem. 71, 2493-2502 (2007) 



糸状菌 Aspergillus nidulans の先端成長機構 

カンザス大学 分子生命科学 

    堀尾 哲也  

 

 糸状菌は、食品や医薬品等の有用物の生産に利用される一方、生体への感

染、アレルゲンや食品の腐敗原因となり、その生育が有害となる場合もある。

糸状菌の成長機構の解明は、その生育の制御、促進したい場合と抑制したい

場合の双方、について不可欠な知見をもたらすと考えられる。糸状菌の成長

機構の最大の特徴は、胞子・分生子からの出芽後、その成長が菌糸の先端の

みでおこる極性成長を行うという点と、多くの場合で核分裂と細胞質分裂が

同調せず、多核体を形成するという点である。糸状菌の成長端は、生命活動

のホットスポットであり、代謝や分泌などの多くの活動が集中して起こる場

所でもある。 

 糸状菌のみならず全ての真核細胞の成長と移動には、細胞骨格線維が主要

な役割を果たす。細胞骨格には、アクチンが重合して形成される細い線維で

あるアクチン線維と、チューブリンの重合体である太い線維の微小管があり、

文字通り細胞の骨としてその成長と形態を支えている。どちらの線維がどの

様に先端成長に寄与するかは、生物種によって異なっており、それは糸状菌

の場合も同様である。本講演では糸状菌 Aspergillus nidulans の先端成長機

構について、蛍光標識蛋白質を用いた生細胞観察法による知見を中心に、最

近の研究成果を紹介する。 

 細胞骨格のうち、アクチン線維が先端成長を含むあらゆる種類の細胞の拡

張に必須である事は一般的に知られているが、糸状菌の先端成長に微小管が

どの程度先端成長に関与しているかについては、あまりはっきりとしていな

かった。A. nidulans でも、微小管阻害剤存在下でも分生子の出芽が見られ

るという古い実験結果から、微小管は先端成長にはそれほど重要ではないと

考えられていた。しかし、早く成長する成熟した菌糸に対して微小管阻害剤

を作用させると、菌糸成長が著しく阻害される事が明らかになった。またこ

の菌においては、分裂期にスピンドルに置き換えられて消失するはずの細胞

質微小管が、先端近傍では特異的に分裂期を通して保持されている事が明ら

かになった。 

 どうやら微小管は、成長には必須ではないが速く安定した先端成長には不

可欠なようである。先端成長における微小管の可能な機能としては、 

1. キネシンによる細胞内物質輸送 

2. 成長端マーカー分子の先端への埋込み 

3. 先端成長マシーナリーの構造的基盤 

等が考えられる。 

1. キネシンによる細胞内物質輸送 

 A. nidulans のゲノム中には、10 クラス 11 種のキネシンがコードされてい

る。我々は、これらの全てについて遺伝子破壊、蛍光タンパク質標識と生細



胞観察を行い、その機能を調べた。11 種のキネシンのうち、BIMC が必須であ

る事は以前から知られていたが、残りの 10 種は全て必須ではなかった。驚い

た事に、これら 10 種のキネシンのうちの 2 種を欠損させても、致死となる組

み合わせはなかった。蛍光標識キネシンを用いた生細胞観察により、少なく

とも 5 種のキネシンについて細胞質微小管上を移動する像が観察され、多く

のキネシンが細胞内物質輸送に関与している事が示唆された。これらの結果

は、A. nidulans の細胞内でキネシンは、それぞれ別個の役割を担っている

のではなく、それぞれが互いにオーバラップした機能を担っているという事

を示唆している。核・スピンドルには５種のキネシンが局在し、それぞれの

キネシンの局在の場所と時期には、それぞれの特徴が見られた。また、隔壁

形成部位に局在するキネシンがある事も明らかになった。 

2. 成長端マーカー分子の先端への埋込み 

 他研究室による研究により、酵母と同様の成長端マーカー分子が微小管に

よって先端に輸送され、成長方向制御に重要な役割を果たしている事が分っ

て来た。 

3. 先端成長マシーナリーの構造的基盤 

 速く成長する成熟した菌糸先端では、パッチ状のアクチン線維が成長端や

や後方に多数存在し、成長とともに先端からの距離を保ちながら前方に移動

する。このアクチンクランプの局在は微小管に依存し、微小管が壊されると

アクチンクランプの先端直下への局在も破壊される。輸送小胞の膜融合を司

る SNARE タンパク質は、このアクチンクランプで細胞膜から回収され再利用

されており、アクチン機能を阻害すると、SNARE タンパク質の分布が後方の細

胞膜まで広がる。 

 微小管が破壊されても細胞の成長が完全に止まる訳ではなく、しばらくす

るとアクチンパッチの行き着いた先で遅く不安定な成長が再開する。この成

長は、出芽直後の成長様式に似ており、出芽に微小管が不要であると言う古

い知見と良く一致する。A. nidulans は、成長段階によって微小管を必要と

しない遅く不安定な成長様式から微小管を必要とするより高度に制御された

成長機構に移行するようである。この成長機構の移行には、多核体であると

いう糸状菌の事情が関係していると考えられる。 

 多数の遺伝子の効率的な改変を可能にする技術革新によって、A. nidulans 

の研究は飛躍的に進展した。この技術革新についても、その概略を紹介した

い。 



 

 

平成21年度 

糸状菌遺伝子研究会 

 
第20回総会資料 

 
 

 

 

 

 

 

 

日時  平成21年6月5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20年度事業報告 （自 平成20年４月１日 至平成21年３月３１日） 

 

第1  会員（平成21年3月31日現在） 

       名誉会員  4名、 賛助会員  30法人、   個人会員 170名 

 

第2   事業 

1. 第29回糸状菌遺伝子研究会例会を開催 

（平成20年６月20日（金）・北とぴあ第一研修室） 

 

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17日（月）～18日（火）・石川県文教会館） 

特別講演 

"On the Role of Cell End Marker Proteins and the Cytoskeleton 

in Polarized Growth of Aspergillus nidulans." 

 R. Fischer (University of Karlsruhe, Institute for Applied Bioscience, 

Department of Applied Microbiology, Germany) 

シンポジウム （6題） 

「麹菌の小胞輸送経路の解析から見えてきたもの」 

 北本 勝ひこ (東京大学大学院 農学生命科学研究科 応用生命工学専攻) 

「イオンビーム照射が麹菌 (Aspergillus oryzae) ゲノム構造に与える影響の解析」 

 豊島 快幸 (ヤマサ醤油 製造本部)   

「麹菌２次代謝物生産制御遺伝子 laeA の制御下にある遺伝子およびクラスターの探索」 

 織田 健 (金沢工業大学 ゲノム生物工学研究所)   

「メタボロミクスを利用した麹菌研究」 

 徳岡 昌文 (財団法人 野田産業科学研究所) 

「A. oryzae ゲノム情報から A. kawachii 焼酎用液体麹開発への展開」 

 小路 博志 (アサヒビール株式会社 酒類技術研究所 醸造技術部) 

「清酒の醗酵技術を応用した新事業展開」 

 松井 圭三 (株式会社福光屋 研究開発部) 

口頭発表 （23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 （2007）」の発行 



平成脚嘩捜:収支決算報告 (自 職 伊融月1日 至 平研2 1年3月31自)

[収入の部] 単位:円

項  目  予 算 額  決 算 額  増 減    備  考

目叫              
｀
  1,221,461     1,221,461          0

会 費 収 入   1,500,000  1,500,000  , 0

(∽0,000)   (30会員)   (30会員)

呑U    子            0       1,551  
'
   1,551

て羊     言+       2,721,461    2,723,012       1,551

[支出の部] 単位:円

項  目  予 算 額  決 算 額  増 減  備  考

通信費  200,000   99,772    100,228 案内、文献の発送、ハガキ

事務費  100,000   45,000    55,000 アノL/バイト代
F岡吊lJ9   2oO,000   201,600    ▲ 1,600 E鶏夫目釜薄郭晰門

交通費  200,000 ャ 310,000   A  llo,000 講師、運営委員、事務局

会議費   50,000    23,800 1   26,200 運営委員会等

研究活動支援費  250,000   250,000       0 糸状菌分荘勒岸ウファレ泌後援
文献目録作成費  300,000   232,500     67,500 文献目録編集

消耗品費  30,000    2,542    27,458 文具等

備品費   5,000      0     5,000

染佳摩寺      5,000            0          5,000

予備費 1,081,461      0   1,081,461

研究会開催費  300,000   244,460    55,540 ′

合   計  2,721,461  1,409,674   1,311,787

[収支差額] 2,723,012 - 1,409,674 = 1,313,383  (円) は次年度繰越とする。

各会計を酷杏した結果、正確適法であることを認めます。

平成21年5月冴日G約

鱒  除
ま

鱒   ガ琳 ば|―



平成21年度事業案（自 平成21年4月1日 至平成22年3月31日） 

 

   １．第20回総会及び第30回例会の開催     平成21年6月 

  ２．第9回 糸状菌分子生物学コンファレンスの後援   平成21年11月 

   ３．関連文献目録「バイオ研究データブック 糸状菌（2008）」の発行 

 

 

平成21年度予算案（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日） 

 

 

[収入の部]   単位：円  

項    目  

  前年度からの繰越金  1,313,383

会費収入（賛助会員28名）@50,000  1,400,000

  合    計 2,713,383

 
 
 [支出の部]    単位：円 

    項    目   

通信費 200,000  

事務費 100,000  

印刷費 250,000  

交通費 300,000  

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 923,383  

研究会開催費 300,000  

    合   計 2,713,383  

 

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

 

その他 
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平成20年度役員名簿 

   会  長      塚越 規弘（名古屋大学名誉教授） 

   運営委員長    飯村 穣（山梨大学） 

運営委員（五十音順） 

  秋田 修（実践女子大学） 尾関 健二（金沢工業大学） 

 柏木 豊（東京農業大学） 北本 勝ひこ（東京大学） 

五味 勝也（東北大学）  小山 泰二（野田産業科学研究所） 
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堀之内 末治（東京大学） 

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）、岩下 和裕（主任研究員） 
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賛助会員名簿（五十音順） 

1 アサヒビール（株）  16 （財）日本醸造協会 

2 味の素（株） 17 （財）野田産業科学研究所 

3 アステラス製薬（株） 18 ノボザイムズ・ジャパン（株） 

4 天野エンザイム（株） 19 白鶴酒造(株) 

5 石井クリニック 20 長谷川香料（株）（平成21年3月退会） 

6 （株）一ノ蔵 21 （株）ビオック 

7 大関(株) 22 ヒガシマル醤油（株） 

8 菊正宗酒造（株） 23 (株)樋口松之助商店 

9 キッコーマン（株） 24 ヒゲタ醤油（株） 

10 キリンビール（株） 25 （株）フジワラテクノアート 

11 月桂冠(株) 26 明治製菓（株）微生物資源研究所 

12 合同酒精(株) 27 名糖産業(株) 

13 三和酒類（株） 28 ヤマキ（株）（平成21年3月退会） 

14 新日本化学工業(株) 29 ヤマサ醤油(株) 

15 寶酒造(株) 30 （株）雪国まいたけ   
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