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演 題 

  13:15～14:00 伊藤 考太郎 先生（キッコーマン株式会社） 

「醤油麴菌のグルタミナーゼ遺伝子に関する研究」 

14:00～14:45 小笠原 博信 先生（秋田県総合食品研究センター） 

「麴菌のDNAトランスポゾンCrawlerの転移特性と実用株育種に向けて」 

14:45～15:00   休憩 

15:00～15:45 西堀 耕三 先生（株式会社雪国まいたけ） 

「マイタケを主とした食用キノコのトランスクリプトミクス解析とその応用」 

15:45～16:30 森川 康 先生（長岡技術科学大学） 

「酵素糖化に向けたトリコデルマの分子生物学的改変」 

 

 

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

 



しょうゆ麹菌のグルタミナーゼ遺伝子に関する研究 

キッコーマン株式会社 研究開発本部 伊藤考太郎 

１．はじめに 

麹菌(Aspergillus oryzae, Aspergillus sojae)は、日本の伝統的な発酵食品であるしょうゆ、味噌、日

本酒などの醸造に広く使用されており、また、麹菌の持つ高い酵素生産能から産業用酵素の生産や

遺伝子組み換え技術によるタンパク質生産の宿主としても利用されている。2001 年に、麹菌 A. 

oryzae RIB40 の EST 解析が、2005 年には同菌株の全ゲノム解析が終了し、遺伝子配列情報の全

容が明らかとなった。近年、麹菌における遺伝子破壊などの分子生物学的な研究手法が進歩し、遺

伝子レベルの研究が活発に行われるようになっている。本発表では、しょうゆ醸造でのグルタミン酸

生成に関与する酵素遺伝子に焦点を当て、弊社でこれまでに行ってきた研究について紹介したい。 

２．しょうゆ中のグルタミン酸とグルタミナーゼ 

グルタミナーゼはグルタミンをグルタミン酸とアンモニアに加水分解する酵素である。しょうゆの旨

味の中心的な役割を果すグルタミン酸は、以下の２つの経路から生成される。(1)原料タンパク質が

プロテアーゼ、ペプチダーゼによって分解され、直接遊離する経路。(2)原料タンパク質の分解により

生じたグルタミンがグルタミナーゼによってグルタミン酸に変換される経路。大豆を含め、植物の貯

蔵タンパク質は酸性アミノ酸を多く含んでおり、その多くがアミド (グルタミンやアスパラギン)として存

在していること、グルタミンは、非酵素的な反応によって、比較的速やかに旨味のないピログルタミン

酸へと変換することから、しょうゆ醸造では(2)の経路が重要であると言われている。 

グルタミナーゼ活性の高い麹菌を用いると、しょうゆ諸味のグルタミン酸量が増加すること、麹菌

の不溶性画分(菌体結合型)のグルタミナーゼ活性としょうゆ諸味中のグルタミン酸との間に正の相

関が見られることから、しょうゆ醸造では、麹菌に由来するグルタミナーゼが重要であると考えられて

いる。しかし、これまでに明らかにされている麹菌のグルタミナーゼは、至適ｐH が高く、耐塩性に乏

しいため、しょうゆ醸造で作用するには十分な性質ではないことが明らかになった 1)。 

３．耐塩性グルタミナーゼの探索と遺伝子の単離 

しょうゆ醸造においては、麹菌のグルタミナーゼが重要視される一方で、しょうゆ醸造に適した耐

塩性に優れたグルタミナーゼが求められていた。我々は、様々な微生物種から耐塩性グルタミナー

ゼをスクリーニングし、Cryptococcus 属酵母(C. nodaensis)にその活性を見出した。この酵素は 18％

食塩存在下でも 85%の活性(食塩非存在下での活性を 100%とした相対活性)を示した。アミノ酸配列

を元に遺伝子を単離し、解析した結果、アミノ酸配列中にアミダーゼモチーフをもつ特徴はあるもの

の、他に類似した一次構造を持つ遺伝子の報告はなく、新規なグルタミナ―ゼということで、gahA 

(glutamine amidohydrolase、CngahA) 遺伝子と名付けた。 

４．麹菌ゲノム配列情報からのグルタミナーゼ遺伝子の探索 

麹菌ゲノム配列情報が明らかとなったので、CngahA 遺伝子を含め、既知のグルタミナーゼと相同

な遺伝子を in silico で探索した。その結果、麹菌 A. oryzae RIB40 には、C.nodaensis 由来のグルタミ

ナーゼと相同性のある TypeⅠ(gah タイプ)、B. subtillis 由来のグルタミナーゼ活性を持つγグルタミ

ルトランスペプチダーゼと相同性のある TypeⅡ(ggtタイプ)、A. oryzae のグルタミナーゼであるとの報



告がある gtaA 遺伝子 2）と相同性のある TypeⅢ(gta タイプ)、M. luteus 由来のグルタミナーゼと相同

性のある TypeⅣ(gls タイプ) の 4 つのタイプ、計 12 個のグルタミナーゼ遺伝子が存在した。TypeⅣ

の Aogls 遺伝子以外は複数のパラログ遺伝子が存在した。TypeⅠの AogahA 遺伝子は EST 解析で

発現が確認されたので、ホモログを A. sojae よりクローニングした。AsgahA 遺伝子および Aogls 遺伝

子をそれぞれ A. oryzae または E. coli で大量発現させ、酵素の精製および諸性質の決定を行った。

AsgahA 遺伝子は耐塩性グルタミナーゼと相同性のある遺伝子であったが、耐塩性は低かった。一

方、Aogls 遺伝子は、18％食塩存在下でも 54%の相対活性を示し、耐塩性グルタミナーゼであること

が明らかとなった。麹菌にも耐塩性のグルタミナーゼが存在する初めての報告である 3)。麹菌のグル

タミナーゼは、生産量が低く、菌体に結合しており、かつ、プロテアーゼ分解を受けやすい性質から

酵素精製が非常に困難であることから、このような逆遺伝学のアプローチが極めて有効であった。 

５．グルタミナーゼ遺伝子とその破壊株によるしょうゆ試醸 

A. oryzae RIB40 で見出された 12 個のグルタミナーゼ遺伝子が、しょうゆ麹菌 A. sojae に存在す

るか調べた結果、10 個のグルタミナーゼ遺伝子が存在することが明らかとなった。次に、どのグルタ

ミナーゼがしょうゆ醸造に効果があるのかを明らかにするため、各遺伝子の単独破壊株を作製した。

各グルタミナーゼ破壊株のグルタミナーゼ活性を測定した結果、TypeⅠのgahB遺伝子を破壊すると

グルタミナーゼ活性が 1/10 以下に低下したが、この破壊株を用いて試醸したしょうゆのグルタミン酸

量は低下しなかった。 この結果から以下 2 つの可能性が考えられた。 
(1)  10 個の麹菌グルタミナーゼ以外に未知のグルタミナーゼが存在し、そのグルタミナーゼがし

ょうゆ醸造で最も効果がある。 

(2)  複数のグルタミナーゼが少しずつ作用しており、小規模のしょうゆ醸造試験に必要なグルタ

ミナーゼ活性は、gahB 遺伝子破壊株の残存活性で充分である。 

６．グルタミナーゼ多重遺伝子破壊株を用いた麹消化試験 

しょうゆ醸造は醸造期間が長いため、多検体を検証するには困難を要する。そこで、上記の可能

性について、麹消化試験という簡易的な原料分解試験で検証した。アスパラギナーゼやカップリング

反応を伴いグルタミナーゼ活性を示す酵素をコードする遺伝子なども含めて 19 遺伝子について破壊

株を作製したが、グルタミン酸量の低下は観察されなかった。一方、先のグルタミナーゼ遺伝子のう

ち、Type 別に多重に遺伝子破壊した株ではグルタミン酸量の低下は見られなかったが、TypeⅠ、

TypeⅡおよび TypeⅣのグルタミナーゼを組み合わせた 7 重遺伝子破壊株では、グルタミン酸量の

低下が観察された。 

７．今後の展望 

麹消化試験の結果から、しょうゆ醸造では、複数のグルタミナーゼがグルタミン酸生成に寄与して

いる可能性が示唆された。今後は破壊株を用いて実際にしょうゆ醸造を行い、しょうゆ醸造における

グルタミン酸生成とグルタミナーゼ(遺伝子)の関係を明らかにしたいと考えている。 

参考文献 

1) Yano T et al. J. Ferment. Technol., 66, 137-143 (1988) 

2） Koibuchi K et al. Appl Microbiol Biotechnol. 54, 59-68  (2000)  

3） Masuo N et al. J Biosci Bioeng. 100, 576-8 (2005) 



麹菌の DNA トランスポゾン Crawler の転移特性と 

実用株育種に向けて 

秋田県総合食品研究センター 

小笠原 博信 

 

近年、私たちは麹菌の多様性と醸造現場での様々な麹菌株の相互作用の歴史を理解する

手がかりの一つとして、さらには、麹菌ゲノム・データベースを基にした有用麹菌育種のための

新規遺伝子工学的手法の開発を目的として、麹菌に内在するトランスポゾン（transposon）遺

伝子に着目し、転移活性を持つトランスポゾンの検索と機能解析を行っている。麹菌において

は全ゲノム解読から初めてトランスポゾンを有することが明らかとなったが、それまではトラン

スポゾン活性は見つかっていなかった。私たちは実用麹菌株より内在性トランスポゾン配列を

新たに見出し、麹菌において転移活性を有することを初めて発見することができた１）。本講演

では Crawler の遺伝子構造、転移特性や麹菌株内での分布などについて述べると共にトラ

ンスポゾン活性の実用麹菌株育種への応用についてその可能性を展望する。 

１．Crawler トランスポゾン・ユニットの構造的特徴 

Crawler の DNA 配列を解析したところ、内部に 357 アミノ酸からなるトランスポザーゼと

推定される ORF（aotA）が存在し、100 bp ほどの配列を介した両端の TIR（逆向配列）とそ

の外側の TSD（反復配列）の特徴から、全長 1294 bp からなる典型的な ClassⅡ の DNA

トランスポゾンであることが判った。さらに、推定アミノ酸配列においては、転移活性が高いこと

で有名な Fusarium 属の DNA トランスポゾンである impala （Tc1/mariner ファミリー）の 

トランスポザーゼと高い相同性を有し、保存領域には endonuclease 活性に必要な DDE モ

チーフも有していた。また、TIR は既知の DNA トランスポゾンとはやや異なり 28bp の内

6bp が不完全な配列であった。 

２．Crawler の転移活性検出（トランスポゾン・トラッピング） 

強いストレスに応答して麹菌は Crawler 遺伝子の転写量を増加させる傾向が認められた

ため、ストレス処理後の麹菌によるトランスポゾン・トラッピングを行った。従来からトラッピング

が行われている niaD (nitrate reductase)遺伝子に加え、本研究ではトラッピング用の対

象遺伝子として、機能が欠損した場合に同様に KClO3 耐性となる crnA (nitrate 

permease）遺伝子についても同時にトランスポゾン挿入が起きたかどうかを PCR 法により調

べた。その結果、長時間の熱ストレスや高濃度 CuSO4 水溶液処理により crnA 遺伝子や

niaD 遺伝子への Crawler 挿入がトラッピング（スクリーニング）された。これらのことから、転



移誘発には通常の醸造・発酵培養条件とは大きくかけ離れた条件を必要とすることが明らかと

なった。 

３．Crawler の各種麹菌株における分布 

Crawler エレメントの麹菌内での分布について PCR やサザン・ブロット解析により調べたと

ころ、保存株 RIB 株や実用株 AOK 株を含む A. oryzae のほとんどや、さらには醤油用麹菌

A. sojae の多くの実用麹菌に広く分布していることが明らかとなった。RIB40 など一部の株

で DNA レベルでの RIP（repeat-induced point mutation）様変異によるトランスポゾン不

活性化が起きていることも観察された。 

４．麹菌における外来性遺伝子 Crawler に対する抑制 

高温処理や Cu２＋ストレスにより同様に転移活性が認められる一方で、転移が認められな

い通常培養条件下でも Crawler-mRNA はある程度の転写レベルは認められていた。RACE

解析から transposase ORF 内部での splicing や poly(A)付加が起きており、Crawler 遺

伝子からは複数の mRNA 分子種が生成していることが明かとなった。さらに、転移活性を誘

発するストレス処理によって、インタクトな全長 mRNA 比率の増加が認められ、Crawler の

転移促進に繋がるものと推定された２）。 

５．トランスポゾン転移技術を用いた実用麴菌育種法の検討 

インタクトな Crawler 配列を多コピーで有する他の実用株においても同様の転移特性が示

され、「組換え」によらない遺伝子改変育種法の開発が期待される。そこで、「まるごと秋田味

噌」用麹菌 A. oryzae AOK139 株の白色変異株取得を目的に、Crawler 挿入変異株のス

クリーニングを試みた。Cu および高温ストレス両処理区から分生子色、気中菌糸長、分生子

形成数等の異なる表現型変異株が多数得られた。得られた白色分生子変異株の PCR および

DNA 配列解析を行ったところ、１株において wA 遺伝子のコード領域内の TA 部位に

Crawler が新に逆方向で挿入していることが示された。分生子着生時の RT-PCR から wA

遺伝子発現はほとんど認められず、Crawler 挿入により wA(-)となっていることが示唆され

た 3)。以上のことから、Crawler -mutagenesis による実用株の非組換え型遺伝子改変育

種の可能性が示され、醸造・食品加工現場への本技術応用のメリットは大きいものと期待され

る。 

 

1. Ogasawara, H., et al. Fungal Genet. Biol., 46, 441-449(2009) 

2.小笠原・他，第７回糸状菌分子生物学コンファレンス要旨,p88(2007) 

3.小笠原・他，第 61 回日本生物工学会大会講演要旨集,p15(2009) 



「マイタケを主とした食用キノコのトランスクリプトミクス解析とその応用」 
 

株式会社雪国まいたけ 西堀 耕三 
 
 食用きのこは、日本人の食卓に欠かせない食材の一つである。食用きのこの

生産は、露地栽培と施設栽培の 2 つに大別され、近年は周年栽培ができる施設

栽培が主流となっている。日本は、大規模空調周年栽培による食用きのこ生産

において、世界をリードする技術を有している。しかしながら、今後も日本が

世界できのこ生産のイニシアティブをとり続けるためには、生産効率化・環境

負荷低減等において栽培技術の科学的な検証とそこから得られる知見をもとに

開発される先端技術を導入するなど、国際競争を視野に入れた技術開発が必要

である。 
しかしながら、食用きのこ生産現場における品質管理のための栽培環境条件

の設定等は生産者の長年の経験に基づいて行われていることが多い。そこで食

用きのこ生産で行なわれている栽培技術について科学的な検証を行い、それを

基にした栽培環境条件設定技術等を確立することで、国際的競争に耐えうる効

率的な生産体制を構築できるものと考えている。その１つの方策として、きの

こ栽培工程中に発現している遺伝子を網羅的に解析することで、各工程で重要

な役割を担っている遺伝子を特定し、それらの遺伝子発現を指標に栽培環境条

件を設定する等が考えられる。また、それにあわせて食用キノコの分子生物学

的研究を深めることで、今までにない新しい菌株育種への活用やマツタケに代

表される難栽培性キノコの栽培技術開発への応用等が期待できる。 
 そこで我々は、日本で代表的な食用栽培キノコであるマイタケ(Grifola 
frondosa)、エリンギ(Pleurotus eryngii)、ブナシメジ(Hypsizygus marmoreus)、
シイタケ(Lentinula edodes)のトランスクリプトーム解析を行うこととした。そ

の際、子実体のみではあるが人工栽培技術開発への一助を目的に難栽培性食用

キノコであるマツタケ(Tricholoma matsutake)も同様に行なった。 
それぞれの食用キノコの栽培工程を 10 から 13 に細分化して、それぞれから

mRNA を抽出した。塩基配列の決定は、次世代型シークエンサーである Roche 
454 を用いた。シークエンシングとアッセンブリーの結果、読まれた総塩基長は

マイタケ 101 Mb、エリンギ 114 Mb、ブナシメジ 109 Mb、シイタケ 120 Mb、
マツタケ 91 Mb で、コンティグ数はそれぞれ、26,893 個、 27,805 個、 29,765
個、 23,398 個、19,308 個得られた。この内、0.5 Kb 以上のラージコンティグ

はそれぞれ、6,839 個、 9,474 個、 7,849 個、8,475 個、6,569 個だった。コン

ティグの数、平均長や最大長の数値に、本解析を行なったキノコの間で著しい

差異が認められなかったことから、本解析結果は大きな誤差を含むものではな

いと考えられた。また、アノテーション解析で遺伝子オントロジー用語(GO)が
付与されたラージコンティグ数が、今回調べたキノコではどの種も 45%前後で

あったことは、はからずも食用キノコの分子生物学的知見がまだまだ不十分で

あることを示す証左と思われた。 
次に我々は得られたマイタケ mRNA 配列よりマイクロアレイを作製し、栽培



工程のトランスクリプトーム解析を行った。その結果、培養工程、子実体原基

誘導、子実体分化生育など重要な栽培工程で発現する遺伝子とその発現プロフ

ァイルを得ることに成功した。マイタケでは子実体原基形成と子実体への分化

生育を誘導するために 2 回の大幅な環境変化を与えるが、これに伴った発現変

動遺伝子とそのプロファイルを得ることに成功した。その中で機能類推された

遺伝子としては、細胞増殖プロセスに関わる遺伝子、各種アミノ酸やポリサッ

カライド代謝に関わる遺伝子、タンパク質分解にかかわる遺伝子、各種代謝に

関与するとされている P450 遺伝子などが見出され、これらは子実体形成に深く

関与するものと考えられた。また、これらの多くは、マイタケ以外のエリンギ、

ブナシメジ、シイタケ、マツタケのトランスクリプトーム中にもホモログとし

てみいだされた。くわえて、これまでに担子菌子実体形成に関し、ネナガノヒ

トヨタケ、スエヒロタケやシイタケで報告されている遺伝子のホモログも、マ

イタケ、エリンギ、ブナシメジ、シイタケ、マツタケのトランスクリプトーム

から多く見つかった。これらのことから、マイタケの子実体形成で発現変動が

見出された遺伝子の多くは、担子菌の子実体発達に普遍的に関与しているので

はないかと考えられた。 
今後我々はえられた結果を当初の目的である先端的な食用きのこ栽培技術開

発に利用していくとともに、きのこ栽培以外にもきのこが有する類推される機

能を利用した製品開発をおこなっていく所存である。 
 

 
 
 
 



「酵素糖化に向けたトリコデルマの分子生物学的改変」 
 

長岡技術科学大学 名誉教授        
                                   (財)バイオインダストリー協会 技術顧問 

     森 川  康      
 
はじめに 
 バイオエタノール生産は世界中で行われており、原料として米国ではトウモロコシ、

ブラジルではサトウキビあるいはヨーロッパの小麦などを中心として用いられ、日本

でも多収穫米・規格外小麦・甜菜などから小規模でバイオエタノールが生産されてい

る。これらの穀物原料を使った生産は、食糧との競合などから問題点が提起されてお

り、次世代のバイオエタノール原料として、セルロース系バイオマスが注目されてい

る。その生産技術は世界中で研究・開発が行われているが、実用化にはまだまだ課題

も多い。セルロース系バイオマスからの生産プロセスには、リグニンやヘミセルロー

スと複雑に絡み合ったセルロースを如何に分解するかという前処理・糖化、ヘミセル

ロース由来のキシロースなどの５炭糖を含めた発酵、エネルギー消費を最大限に抑え

るアルコール精製（蒸留・膜分離等）が想定される。 
 前処理・糖化プロセスでは、硫酸を使った酸糖化が米国や日本で検討されたが、現

在では、世界中で前処理法および酵素糖化法が開発されつつある。ここでは、酵素糖

化法の最大の課題をどう解決していくか、特に鍵となるセルラーゼ生産菌

Trichoderma reesei の分子生物学的な改変について触れたい。 
 
酵素糖化の課題と解決策 
 セルロース系バイオマスの酵素糖化には、デンプン質のアミラーゼによる糖化に比

べ大量のセルラーゼが必要であり、この酵素量の低減が大きな課題となっている。当

面は、セルラーゼ生産糸状菌 T. reesei の生産するセルラーゼを用いた酵素糖化が工

業的に妥当であると考えられており、T. reesei セルラーゼを用いた酵素糖化を軸に

研究が進められている。酵素量削減、酵素コスト削減の課題解決を目指して、分子生

物学的な改変を中心として世界中で図１に示したような取り組みがなされている。 

 しかし、これらのセルラーゼ生産菌 T. reesei の分子生物学的改変を中心としたセ

ルラーゼの増強だけではなかなか実用化レベルにまで到達出来ないと考えられてお

り、第２段階の改変が非常に重要である。その課題を図２に示した。この中で、2）

〜5）の課題を最終的に生産菌に応用していくためには T. reesei のセルラーゼ遺伝

子発現制御機構を理解し、それを応用することが必要だと考えている。まだ解決には

ほど遠いが、長岡技科大Ｇで転写制御機構解明の一環として行っている、一連のセル



ラーゼ高生産 T. reesei 変異株の比

較ゲノムやDNAマイクロアレイを使

った例を紹介する。 

 

NEDO 基盤研究 

 図２に示した全ての課題の解決

を目指した NEDO「酵素糖化・効

率的発酵に資する基盤研究」（加速

的先導研究の一つ）がスタートして

１年半が経過した。 
 この基盤研究は、NEDO 加速先

導 PJ および日本の酵素糖化プロセ

スに貢献する使命を持っており、大きな特徴は、長い経験を持つセルラーゼ研究者や

セルロースあるいはバイオマスの構造関連研究者が多数参画していることである。さ

らに、第三者的中立機関である（財）バイオインダストリー協会が全体のまとめ役を

果たすとともに、中核

機関として産総研内に

JBA つくば研究室を運

営し、標準的前処理法、

分析法の標準化、市販

酵素の機能評価、糖化

反応の解析、PJ 全体か

ら提供される成分酵

素・タンパク質の統一

的評価などを行ってい

る。この PJ での成果の

一例を報告するとと

もに、今後の酵素糖化

実現に向けた展望等

を述べたい。 

  図１ 世界中で行われている T. reesei の改変 

     図２ セルロース系バイオマスの酵素糖化の課題 

酵素糖化反応の効率化を目指した課題

１）前処理法（使用エネルギー、設備コスト、副産物）との関係
セルロースの結晶構造（セルロース I ? III 型、α とβ 型）面から
メカノケミカル的な発想

フィブリル間あるいはミクロフィブリル間を空ける？

リグニンとの関連

２）CBH、EG、BGL など主要成分の最適比率

３）反応速度の高い CBH （や EG）の利用、
T. reesei は全ての部品を持っているが、それぞれの部品は最高か？
進化分子工学的改変、広範囲のスクリーニング

４）酵素反応を補助するタンパク質（膨潤化？）
GHF 61、スオレニンやエクスパンシンなど（GHF 45に近い）

５）グルコース および セロビオースの拮抗阻害除去
BGL 高活性化（済み？）、併行複発酵（エタノール生産の場合）

６）回収・再利用
大量の酵素を使って、短時間反応、回収率を確保して再利用
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日時  平成22年6月4日（金） 

場所  北とぴあ第一研修室 
東京都北区王子1丁目11番地1号      



 

平成21年度事業報告 （自 平成21年４月１日 至平成22年３月３１日） 

 

第1  会員（平成22年3月31日現在） 

       名誉会員  5名、 賛助会員  28法人、   個人会員 148名 

 

第2   事業 

1. 第30回糸状菌遺伝子研究会例会を開催 

（平成21年6月5日（金）・北とぴあ第二研修室） 

 

2. 第9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18日（水）～19日（木）・東京大学農学部弥生講堂） 

特別講演 

"Comparative analysis of white rot and brown rot fungi:  

genomes,transcriptomes and secretomes" 

Daniel Cullen (Department of Bacteriology, University of Wisconsin/ U.S. 

Forest Service, Forest Products Laboratory, Mdison. WI.) 

 

シンポジウム 「ゲノム情報解析とその利用研究の最前線」 

「アグリバイオインフォマティックス教育研究プログラムの活動」 

 清水 謙多郎 (東京大学 大学院農学生命科学研究科 教授) 

「次世代シークエンサとその利用技術」 

 西 達也 ((株)ジナリス 代表取締役社長) 

「Aspergillus fumigatus のヌクレオソームマップ解析」 

 西田 洋巳 (東京大学 大学院農学生命科学研究科 特任准教授) 

「メタゲノム解析とその応用研究」 

 宮崎 健太郎 ((独)産業技術総合研究所 生物機能工学部門 グループ長) 

「麴菌ゲノム解析が産業界にもたらすもの」 

 町田 雅之 ((独)産業技術総合研究所 イノベーション推進室 総括企画主幹) 

 

口頭発表 （25題） 

ポスター発表 （96題） 

 

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22年度事業案（自 平成22年4月1日 至平成23年3月31日） 

 

   １．第21回総会及び第31回例会の開催    平成22年6月 

  ２．第10回 糸状菌分子生物学コンファレンスの後援  平成22年11月 

   ３．関連文献目録「バイオ研究データブック 糸状菌（2009）」の発行 

 

 

平成22年度予算案（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日） 

 

 

[収入の部]   単位：円  

項    目  

  前年度からの繰越金  1,309,640

会費収入（賛助会員26名）@50,000  1,300,000

  合    計 2,609,640

 
 
 [支出の部]    単位：円 

    項    目   

通信費 200,000  

事務費 100,000  

印刷費 300,000  

交通費 400,000  

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 719,640  

研究会開催費 300,000  

    合   計 2,609,640  

 

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

 



次期 糸状菌遺伝子研究会 会長及び運営委員（案） 

 

会長  塚越 規弘 

 運営委員長 飯村 穣 

 運営委員 竹内 道雄 

北本 勝ひこ 

五味 勝也 

秦 洋二 

秋田 修 

小山 泰二 

柏木 豊 

尾関 健二 

堀内 裕之 

 監事  伊藤 清 

   小林 健 

 事務局  山田 修 

(幹事)  高橋 徹 

 

 

＜参考：糸状菌遺伝子研究会会則抜粋＞ 

第６条 本会に、次の役員を置く。 

  一 会長       １名 

 会長は運営委員会の推薦により総会において決定し、一切の会務を総括する。任期は２年とし、再

選を妨げない。会長は会員外よりも選ぶことができる。 

 二 運営委員     若干名 

    運営委員は会員のうちから総会において選任する。運営委員会は年１回以上開催し、事業計

画、運営等の実務に関し協議をする。任期は２年とし、再選を妨げない。  

 三 運営委員幹事 ２又は３名 

    運営委員幹事は、会員のうちから運営委員会において推薦し、会長が任命する。運営委員幹

事は、運営委員会の協議に参加する事ができ、運営委員会で協議した事項を会長の命を受けて担

当する。任期は２年とし、再任を妨げない。 

 四 運営委員長    １名 

 運営委員のうちから互選により選出し、運営委員会の会務を総括する。任期は２年とし、再選を妨

げない。 

 五 監事        ２名 

    監事は個人会員のうちから総会において選任する。任期は２年とし、再選を妨げない。 

 

 

 

その他 

 



（総会参考） 

平成21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） 

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） 三上 重明（宮島醤油株式会社） 

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） 

     〒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（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 （株）ビオック 

6 （株）一ノ蔵（平成22年3月退会） 21 ヒガシマル醤油（株） 

7 大関(株) 22 (株)樋口松之助商店 

8 菊正宗酒造（株） 23 ヒゲタ醤油（株） 

9 キッコーマン（株） 24 （株）フジワラテクノアート 

10 キリンビール（株） 
（平成22年3月退会）

25 明治製菓（株）微生物資源研究所 

11 月桂冠(株) 26 名糖産業(株) 

12 合同酒精(株) 27 ヤマサ醤油(株) 

13 三和酒類（株） 28 （株）雪国まいたけ   

14 新日本化学工業(株)  

15 寶酒造(株)  
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