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演 題 

  13:20～13:45 糸状菌遺伝子研究会奨励賞 萩原 大祐 先生（千葉大学） 

「糸状菌の二成分情報伝達経路を構成する遺伝子群の機能解析」 

 13:45～14:10 糸状菌遺伝子研究会技術賞 松村 憲吾 先生（月桂冠（株）） 

「ゲノム情報を利用した麴菌での新規タンパク質高生産システム の構築と 

有用タンパク質の利用技術開発」 

14:10～14:55 加藤 直樹 先生 （(独) 理化学研究所 ） 

 「シクロピアゾン酸生合成とマイコトキシン生産に対する麴菌のセーフガード」 

14:55～15:10   休憩 

15:10～15:55 高谷 直樹 先生（筑波大学） 

「糸状菌の多様な代謝とバイオリファイナリーへの利用」 

15:55～16:40 今野 宏 先生（(株) 秋田今野商店） 

「新しい麴菌の開発そして糸状菌の新産業への展開」 

 

 

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

 



糸状菌の二成分情報伝達経路を構成する遺伝子群の機能解析 

萩原 大祐 

千葉大学 真菌医学研究センター 

 

 環境中に遍在する糸状菌は様々な環境的ストレスに適応する能力を備えている。病原菌の感染対策

や、産業菌の生産性向上のためには、その適応機構を分子レベルで理解することが必要とされている。

そこで、主要な環境応答シグナル伝達系のひとつである二成分情報伝達系の機能解析を通して、糸状

菌の環境応答機構の理解を深めることを目指してきた。 

 二成分情報伝達系とは、タンパク質の特定のHis残基とAsp残基の間をリン酸基が転移することによ

りシグナルが伝達される情報伝達機構である。1980年代のバクテリアにおける発見に始まり、酵母や

高等植物にも保存された普遍的な外環境適応メカニズムとして多様な機能を持つことが知られている。

糸状菌もこれらの分子を保有しており、2000年代初頭のゲノム時代の幕開けとともに、逆遺伝学的ア

プローチによって二成分情報伝達系解析研究が加速した。 

 糸状菌の二成分情報伝達系を構成する因子は、センサーとしての機能が考えられるヒスチジンキナ

ーゼ（HK）と出力応答因子のレスポンスレギュレーター（RR）、および仲介因子のHPt因子からなる。

それぞれの機能を規定している特徴的なアミノ酸配列を参照して相同性検索すると、モデル糸状菌As

pergillus nidulansのゲノム中から15個のHK、4個のRR、1個のHPtが見つかった。 

1) A. nidulansにおけるレスポンスレギュレーターの機能解析 

相同性検索で同定された４個のRR（SskA, SrrA, SrrB, SrrC）について遺伝子欠損株を作製して表現型

解析を行ったところ、SskAとSrrAがそれぞれ酸化ストレス応答に関与することを明らかにした。特

に、SrrAは菌糸生育において酸化ストレス応答に重要であるのに対し、SskAは分生子の酸化ストレス

耐性に関与していた。分生子に蓄積するカタラーゼAの遺伝子発現を調べると、その発現はSskAに

依存しており、発現制御にSrrAは関与しないことから、表現型を反映する結果が得られた。多細胞生

物の糸状菌が、器官ごとに異なる因子（RR）を使い分けて巧妙にストレス応答していることを示す例

となった。 

2) 農薬応答に関与するNikAヒスチジンキナーゼと下流経路の特定 

二成分情報伝達系とその下流に制御されるMAPKカスケードが、フェニルピロール系農薬の作用点



であることはアカパンカビなどの解析から知られていた。A. nidulansにおける農薬応答分子機構の解

明を目指して解析を進めたところ、NikAヒスチジンキナーゼ（アカパンカビOS-1/Nik1の相同因子）

が農薬の生育阻害活性に重要であることを明らかにした。下流因子（RR）について解析すると、SskA、

SrrAの単一遺伝子破壊では強い耐性を示さないが二重破壊株が顕著な耐性を示すという、アカパンカ

ビとは異なる結果が得られた。NikAの下流因子として、農薬の生育阻害効果にSskA,SrrA両因子が協

調的に寄与していると推測される。 

3) 浸透圧応答経路のトランスクリプトーム解析 

二成分情報伝達系とHogA/SakA MAPKカスケードによって構成される浸透圧応答経路が制御してい

る因子を把握するために、DNAマイクロアレイを用いた網羅的発現解析を行った。インプットシグナ

ルとして高浸透圧ストレスおよび農薬化合物を用いたところ、それぞれ2倍以上の発現変動を示す多

くの因子（４００個以上）が明らかになった。さらに発現プロファイルの比較から、両シグナルに対

する応答プロファイルは相似しており、共にSskA（二成分性情報伝達系）-HogA（MAPKカスケード）

-AtfA（転写因子）というシグナル伝達経路を経由して発現応答していることが示された。 

4) 分生子のストレス耐性に関与するAtfAの機能解析 

転写因子AtfAはMAPKカスケードの下流で機能することが推測され、遺伝子破壊株を作製してス

トレス応答について検証した。atfA mutantは、菌糸生育では顕著なストレス感受性が見られなかった

が、分生子におけるストレス、特に酸化ストレスや熱ストレスに対して顕著な感受性を示した。この

表現型はSskA, HogAの各破壊株と共通していることから、分生子のストレス耐性能が、

SskA-HogA-AtfAと構成されるシグナル伝達経路に制御されていると考えられた。一方で、atfA mutant

が野生株と同等数の分生子を着生することから、AtfAは分生子の形成能には関与せず、ストレス耐性

能の付与に特化した機能を持つ因子と言える。 

 

 以上、A. nidulansにおける二成分情報伝達系の体系的な解析を進めてきたことで、おぼろげながらシ

グナル伝達の全体像を掴んできた。現在は、Aspergillus fumigatusなど病原真菌の当該経路の解析を進め

ており、病原性への関与を検証するとともに、抗真菌薬の標的としてその分子基盤の理解を目指してい

る。 

 



ゲノム情報を利用した麹菌での新規タンパク質高生産システムの構築と 

有用タンパク質の利用技術開発 

   ○松村 憲吾、久田 博元、石田 博樹、秦 洋二 

 （月桂冠株式会社  総合研究所） 

 

 麹菌（Aspergillus oryzae）は日本の伝統的な醸造製品である清酒、味噌、醤油などの製造に古くから利用

されているカビの一種であり、日本の「国菌」である。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され、麹菌は醸造用酵素以外に

も様々な有用タンパク質を生産する事が明らかとなった。我々は麹菌から有用タンパク質の遺伝子を単離

し、それを麹菌で過剰発現させることにより大量の目的タンパク質を得る技術開発を行ってきた。 

 

麹菌での新規タンパク質高生産システムの構築 

[麹菌ゲノム情報を利用した有用遺伝子の探索]：  

麹菌EST情報やゲノム解析情報を利用して、アラビノフラノシダーゼ、アミンオキシダーゼ、カタラー

ゼ、チトクロームP450nor、フコース特異的レクチンなどの有用タンパク質の遺伝子を単離し、麹菌で大

量発現させることにより、そのタンパク質の詳細な機能を明らかにした 1）。 

[麹菌による効率的なタンパク質生産システムの構築]：  

 有用タンパク質を低コストで生産するために、麹菌ゲノム情報を利用した有用プロモーターの単離、

プロモーター解析に基づく発現能力の強化などを行い、発現する遺伝子に適したプロモーター・培地条件

が選択できる遺伝子発現ライブラリーを構築した 2）, 3）。 

上記、有用遺伝子探索 とタンパク質の高生産システム とを組み合わせることにより、単離した遺伝子

がコードするタンパク質を大量に取得し、速やかにその機能を解明することができる。 

 

有用タンパク質の利用技術開発 

上記システムで生産したタンパク質を機能解明し、我々は2003年10月に東京化成工業㈱からフコース特

異的レクチン、2004年6月に和光純薬㈱からチトクロームP450norを研究用試薬として発売した。本講演で



は実用化、商品化に成功した麹菌フコース特異的レクチンを中心に紹介する。 

麹菌フコース特異的レクチンは、SPRおよびFACを用いたアフィニティ解析の結果、既存のフコース特

異的レクチン（AAL、LCA）に比べてN 型糖鎖の還元末端（根元）に存在するN-アセチルグルコサミンに

α１-６結合で付加するフコース（コアフコース）をより特異的に認識し吸着することが明らかとなった 4）。

コアフコースは、罹患・疾患に伴って病巣細胞が産生する糖たんぱく質の構造の一部であり、病巣細胞の

バイオマーカーと考えられていることから、本レクチンは、各種ガンマーカーの検出や肝臓ガンの早期診

断などへの応用が期待されている。 

 

麹菌遺伝子研究が拓く新たな貢献 

麹菌フコース特異的レクチンは2003年に発売し、発売後にそれまで用いられてきた肝臓ガンマーカー検

出試薬よりも優れた特徴を有している生化学的な解析データを取得した。2007年にその内容を論文発表し

てからは日本のみならず欧州でも需要が伸びている。また本製品の販売により他研究機関での用途開発が

進み、①肝炎ウイルスの持続感染に伴い、数年単位で変化してゆく肝臓の病態を、定性的かつ定量的に測

定できる検査システム 5）、②レクチンアレイでの子宮体癌の診断方法 6)、③糖尿病性腎症早期診断 7) など

の診断技術が開発された。これらは麹菌遺伝子研究が最先端の医学研究に繋がり、ガンや疾病の診断に役

立つという社会貢献の価値連鎖を具現化するものである。 

 

まとめ 

麹菌遺伝子解析の進展から、麹菌は非常の多種多様なタンパク質を生産していることが判明した。我々

が解析したタンパク質のうち、フコース特異的レクチンは、α1-6結合したフコースに特異的に結合するこ

とを明らかにし、ガン細胞の糖鎖バイオマーカー検出に有効であることを実証した。また麹菌の強力なプ

ロモーターのスクリーニング、およびその改良を行い、目的タンパク質を高生産させる技術開発を行い、

フコース特異的レクチンを研究試薬として販売することができた。その結果、このレクチンの用途開発は

さらに広がり、様々な医学研究領域で役立てられるようになった。これからも麹菌の有用タンパク質を多

くの分野で活用できるように技術開発を進めていきたい。 
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シクロピアゾン酸生合成とマイコトキシン生産に対する麹菌のセーフガード 
 

（独）理化学研究所 基幹研究所 
加藤 直樹 

 
麹菌Aspergillus oryzaeは我が国の伝統的な発酵食品の生産には欠かせない微生物であり、長い年月を

かけた育種により、その安全性が確立されている。本菌は、アフラトキシン生産菌A. flavusから数千年

前に派生した家畜種と考えられており、その進化的な近縁関係は、両種のゲノム解読によっても裏付け

られている。我々人類にとって対極とも言える両種の決定的な相違点として、二次代謝産物生産能を挙

げることが出来る。両種のゲノム中には多数の二次代謝系遺伝子が共通して存在しているにも関わらず、

A. oryzaeは一切、アフラトキシンを生産せず、報告のある二次代謝産物もごく少数である。家畜化の過

程において喪失されたであろうマイコトキシン生産性は、その生合成に関わる遺伝子の変異や欠損、転

写抑制によるものと考えられ、これはA. oryzaeがA. flavusから家畜化して生じた種であるという概念に

よく合致している。 
小胞体Ca2+-ATPaseに対する強力な阻害活性を有するシクロピアゾン酸（CPA）は、A. oryzae（の一部

の菌株）において生産が報告されている数少ないマイコトキシンの一つである。その生合成遺伝子（cp
a）クラスターをA. oryzaeとA. flavusとの間で比較したところ、野生種とそこから派生した家畜種という

概念とは相反しそうな遺伝子、すなわち、A. oryzaeでは保持されているが、A. flavusにおいて欠失して

いる遺伝子cpaHが含まれていることを見出した。本遺伝子の二次代謝産物生産における役割や家畜化と

の関連（安全性に与える影響）を明らかにすることを目的に、遺伝子破壊実験、代謝産物解析、ならび

に化合物の生物活性の評価を行った。その結果、A. oryzaeでは、CPAはcpaHの作用により、毒性の低い

2-オキソCPAに変換されていることを明らかにした。A. flavusでは失われている、この解毒様の役割を

担うcpaHの存在は、両種の関係をよく反映しており、麹菌ゲノム中には、その安全性を担保する様々な

遺伝要因が蓄積していることが示唆される。 
 

 
 
 
 
 
参考文献 
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糸状菌の多様な代謝とバイオリファイナリーへの利用 

 

筑波大学・生命環境系・高谷直樹 

 

たった１種類の糸状菌をとっても、そのゲノムには機能未知の遺伝子が多く見られることは良く知ら

れている。一方、糸状菌には、その種の多様性を反映して様々な代謝を行うものが知られるが、そのほ

とんどは未解明なままである。これらのことは、我々の糸状菌という生物に対する理解が極めて限定的

であるとともに、その利用には無限の可能性が秘められていることを示す。我々の研究グループでは、

これまで、モデル糸状菌が行う新規代謝の発見・機構解明と様々な糸状菌の新規機能の探索について研

究を進めてきた。 

まず、モデル糸状菌であるAspergillus nidulansを題材とし、その多様な環境応答と適応に関わる電

子伝達反応の機構の解明に取り組んだ。これまでに、糸状菌による新規の嫌気的代謝であるアンモニウ

ム発酵や分岐鎖アミノ酸発酵の発見と分子機構の解明、硫黄還元反応に関わるポリスルフィドシャトル

の発見とその反応機構の解明を行った。これらの研究成果は、微生物代謝の多様性の解明に貢献すると

ともに、これまでの真核生物の電子伝達反応の常識を覆す驚くべきものであった（H23日本学術振興会

賞受賞「糸状菌の多様な電子伝達反応系と機構解明」）。 

 様々な糸状菌代謝の利用を求めて、~300種の菌類（糸状菌、酵母）が生産する化合物を検索している。

これまでに、数種のフェニル乳酸（phenyllactate, PhLA）生産菌を見出し、そのうち、子嚢菌Wickerh

amia fluorescens TK-1株では、芳香族アミノ酸生合成（シキミ酸）経路により供給されるフェニルピ

ルビン酸（PPA）がPPA還元酵素の働きによりPhLAへと変換されることを解明した。また、本酵素遺伝子

を利用したPhLA高生産性大腸菌を用いて、30 g/Lの効率でPhLAを発酵生産させ、得られたPhLAからポリ

フェニル乳酸エステルを合成することができた。本化合物は、現在開発が進んでいるポリ乳酸を芳香族

型誘導体としたポリマーともいえ、新たなバイオプラスチックとしての利用が期待される。 

  

 



「新しい麹菌株の開発そして糸状菌の新産業への展開」 

 

株式会社 秋田今野商店 

今 野 宏 

１．はじめに 

麹菌は我が国を代表する「国菌」とも呼ぶべき代表的な微生物で、我が国の食文化に多大な貢献をし

てきた。しかし、麹菌を使った食品を製造している人たちは、以外に麹菌やそのユニークな培養方法に

対して水や空気のように思っているのではないだろうか。 

この麹づくりの手法をもってすれば、醸造食品への生理活性機能の付与のみならず、健康食品や製薬業界

においても多くのユニークな生理活性物質を探し出せる可能性を持っている。ここでは、最近の新しい種

麹の話題に加え、麹菌以外の糸状菌の産業への利用状況について紹介する。 

 

２．吟味をつくる麹菌（清酒用種麹） 

米の主要なタンパク質はグルテリンであり、これが麹のタンパク質分解酵素で分解されてアミノ酸と

なる。グルテリンの中のアルギニン比率は5～7％であるにもかかわらず既存の種麹菌で造った麹を用い

て蒸米を消化した液中のアルギニン含有割合が17％にも増加する。アルギニンは醪において酵母増殖の

窒素源として利用されて減少するが、既存の種麹菌を用いて製麹した麹を使用した場合は蒸米タンパク

質からのアルギニン生成量が酵母の資化量を大きく上回り清酒に移行する。このため清酒のアルギニン

含有量は普通酒ではアラニンについで2番目に多く存在する。アルギニンの呈味性を官能試験によって

調べたところ純米酒中の存在量で官能的に識別できること、苦味を呈して後味（喉ごし）に大きく関係

していることが判明した。高級酒である吟醸酒や純米吟醸酒ではアルギニンは少ないことから清酒中の

アルギニン含有量の低減は品質向上に有効と考えられる。 

米タンパク質の分解には数多くのタンパク質分解酵素が関わっていることから醸造の現場でのアミノ

酸生成量を反映するためにはこれら多くのタンパク質分解酵素の総合活性を求める必要があると判断し、

米グルテリンを基質とする活性測定法を開発した。米グルテリンを基質とした総合ペプチダーゼ活性は、

麹酵素による蒸米消化液中のアミノ酸生成量と極めて高い相関を有することを突き止め、最大の活性を有



するAOK12（特願 2008-085819）を既に上市しているので紹介する。 

 

３．抗変異原物質をつくる麹菌（味噌用種麹） 

変異原性物質は細胞内の遺伝子に損傷を与え、癌細胞の異常な増殖を引き起こし、癌化を誘導する可

能性を有するので、発癌に極めて密接な関係を持つと考えられている。従って、その作用を抑制する抗

変異原性物質にはある種の発癌を予防する作用も期待されている。実はこの抗変異原物質が味噌から複

数見い出されている。脂肪酸エステルや不飽和脂肪酸、イソフラボン類がそれである。 

このように麹菌は味噌の様々な生理機能性の変化に強く関与しているが、残念ながら今まで麹菌の菌株

の違いにより味噌の生理機能性の違いを調べた例は少なく、味噌に付加価値を付与するための手段とし

て有益なことと考えられる。 

弊社では「味噌の抗変異原性が製造時に用いる麹菌により大きく影響される」ことを明らかにし、最大

の活性を有するAOK 139（特許 2005-172091）を既に上市しているので紹介する。 

 

４．固体培養から生まれた新規生理活性物質 

 本来カビにとっては、固体基質上で生育する方がより自然な培養法である。この固体上での培養条件で、カ

ビの機能を最大限に発揮させているのが「麹造り」のような固体培養ではないだろうか？  

  最近、この日本特有の製麹手法（固体培養）で培養された麹菌以外の様々な環境から分離されたカビ達が、

抗ウィルス物質や新規抗菌物質を沢山つくってくれる事実を目のあたりにしている。世界中の製薬会社が抗生

物質や生理活性物質の生産を生産効率優先の液体通気培養にたよっている時、一見手間がかかり、職人の

ワザがものを言う米麹のような培養方法は好まれない。酒造りの場合一麹、二もと、三醪といわれるとおり、一

番つくりてが神経をつかう行程が麹づくりである、米粒に麹菌を育てることにより、このような環境下での培養で

なければつくりえない生産物が沢山ある。この麹づくりの手法をもってすれば多くのユニークな生理活性物質

を探し出せるに違いない。今後、醸造から生まれた製麹技術は世界的に醸造以外の分野で大いにもてはやさ

れることになることは間違いない。まさに「温故知新」である。 

 忘れてくれるな、日本人とは知恵者である。「すぐれた酒を持つ民は、進んだ文化の持ち主である」とは、坂

口謹一郎の言葉である。まさに言い得たりと感ずる今日この頃である。 



 

５．糸状菌の新産業への展開（生物農薬） 

 生物防除は、環境への負担が少ない防除法として社会的要請が大きい。また、微生物の培養は原料および

施設投資等の費用が、科学農薬に比べて安価で経済的である。さらに生物農薬は、新JAS法により無農薬栽

培にも使用でき、散布回数に数えられない。既に上市されているタラロマイセス フラバス（出光興産）およびト

リコデルマ アトロビリディー（クミアイ化学工業）について紹介する。 

 タラロマイセス フラバスは栃木県農業試験場がいちご圃場から分離した菌株で微生物防除剤（農林水産省

登録第21920号）である。適用病害は、稲のばか苗病、いもち病、もみ枯細菌病、苗立枯細菌病、褐条病およ

び苗立枯病（リゾープス菌、フザリウム菌）で高い予防効果を示す。本剤の有用糸状菌がもみ表面に付着、増

殖し、病原菌の増殖・侵入を防ぐ。生育した苗の基部のもみ殻表面には黄色いコロニー（子嚢胞子）が確認で

きる。イネをはじめ、作物に対する寄生性、病原性がなく、苗の生育に悪い影響を与えない。薬剤耐性菌に対

しても同様の予防効果があり、温湯消毒法との組合せにより、安定した防除効果が期待できる。 

 トリコデルマ アトロビリディーは静岡県内で分離された菌株で微生物防除剤（農林水産省登録第21434号）

である。本剤は水稲用種子消毒剤で、糸状菌、細菌の両方に起因する病害に既存の化学農薬と同等以上の

防除効果を発揮する。環境負荷が少ないのが特徴で、トータルコストも既存化学農薬と同等である。適

用病害はいもち病、ばか苗病、もみ枯細菌病、苗立枯細菌病、ごま葉枯病で、薬剤耐性はなく、各種化

学農薬の耐性菌に対しても高い防除効果を示す。土壌中では速やかに自然界に存在する菌量まで減衰し、

水系では死滅するなど水棲生物や他の生物への影響はほとんどない。本株は、ばか苗病菌（ジベレラ 

フジクロイ）と対峙培養すると菌糸の接触部でばか苗病菌の菌糸を溶解し死滅させ、もみ枯細菌病菌の

増殖をも抑制する。両剤とも弊社が原体製造を行っている。 
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日時  平成24年6月15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23年度事業報告 （自 平成23年4月1日 至平成24年3月31日） 

 

第1  会員（平成24年3月31日現在） 

       名誉会員  6名、 賛助会員  27法人、   個人会員 148名 

 

第2   事業 

1. 第32回糸状菌遺伝子研究会例会を開催 

（平成23年6月3日（金）・北とぴあ第二研修室） 

 

2. 第11回糸状菌分子生物学コンファレンスの後援 

（平成23年11月16日（水）～17日（木）・東京大学農学部 弥生講堂・一条ホール / 

 アネックス ） 

特別講演 

"酵母から見えて来たオートファジーの分子機構とその生理機能." 

 大隅 良典  博士 

 (東京工業大学 総合研究院 フロンティア研究機構) 

 

シンポジウム 「糸状菌・キノコの形態形成の意義と分子機構」 

「糸状菌に学ぶ多細胞生物の生存戦略  

– 隔壁孔を介した細胞間連絡の分子メカニズム-」 

 丸山 潤一 (東京大学大学院 農学生命科学研究科) 

「遺伝子の網羅的破壊法を利用した麹菌の形態形成制御系の解析」 

 小川 真弘 (野田産業科学研究所) 

「ウリ類炭疽病菌の侵入器官の形態形成と病原性」 

 久保 康之 (京都府立大学大学院 生命環境科学研究科) 

「重力が影響を及ぼすキノコのかたちづくり 

                  -遺伝子発現の宇宙環境シミュレーション-」 

 宮崎 安将 (森林総合研究所 きのこ・微生物研究領域) 

「真正担子菌ウシグソヒトヨタケにおける多細胞形態形成の分子機構の解析」 

 鎌田 堯 (岡山大学大学院 自然科学研究科) 

 

口頭発表 （26題） 

ポスター発表 （93題） 

 



 



糸状菌遺伝子研究会会則 

 

（名称） 

第１条 本会は、糸状菌遺伝子研究会と称する。 

 

（事務所の所在地） 

第２条 事務所は、広島県東広島市鏡山3-7-1 独立行政法人酒類総合研究所内に置く。 

 

（目的） 

第３条 本会は、糸状菌遺伝子に関する研究を志すものの情報交換及び研究の発展を目的とする。 

 

第４条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

 

 一 原則として年１回以上の研究会 

 二 奨励賞および技術賞の授与 

 三 糸状菌遺伝子に関する研究 

 四 糸状菌遺伝子に関する研究活動の支援 

 五 情報交換 

 六 その他 

 

第５条 本会の会員は、個人会員及び賛助会員とする。 

 

 一 個人会員 糸状菌遺伝子に関する研究者又は技術者にして運営委員会において入会を認めた者 

 二 賛助会員 関係企業等にして運営委員会において入会を認めた者 

 

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 運営幹事 ２又は３名 

   運営幹事は、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。 

 六 役員の辞任 

役員は、辞任願を会長に提出し、運営委員会の決議を経て辞任することができる。 

 七 役員の解任 

   役員は、総会の決議により解任することができる。 

 八 役員の補充 

運営委員の辞任にともなう補充は，運営委員会で選出・承認し、総会で追認する。その場合の任

期は、辞任した運営委員の任期までとする。 

 

 

 



（顧問及び名誉会員） 

第７条 本会に、顧問及び名誉会員を若干名置くことができる。 

 

 一 顧問は運営委員の推薦により会長が委嘱する。 

 二 名誉会員は、本会の退会者にして運営委員会において推薦された者 

 三 顧問の委嘱期間は２年とする。 

 四 顧問及び名誉会員は、本会の業務執行上の重要事項について、会長の諮問に答え、又は会議に出

席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。 

 

（事務） 

第８条 本会の事務は、会長及び運営委員長の命を受けて次の業務を行うこととする。 

 

 一 研究会の設営 

 二 奨励賞および技術賞選考の補佐 

 三 会計 

 四 会員間の連絡 

 五 その他本会の運営に必要な事項 

 

（総会） 

第９条 総会は、毎年１回会長の召集により開催し、予算及び事業計画、決算及び事業報告、会則の変

更等の事項について決定する。なお、総会は会員の過半数によって決し、可否同数の時は議長

（会長もしくは総会で指名された者）の決裁による。 

 

（会計） 

第１０条 会費は、年額賛助会員５０,０００円 とする。会費は、いかなる事情があっても返却しな

いものとする。事業年度及び会計年度は、４月１日より始まり、翌年３月末日をもって終る。 



 

（その他） 

第１１条 この会則で定めるものを除くほか、業務の執行、会計の処理、その他本会の運営に関して必

要な細則は、運営委員会の決議を経て会長が別に定める。  

 

 

附  則 

 

１ この規定は平成２年６月２０日より実施する。 

（平成７年１１月１６日改定） 

（平成１３年６月７日改定） 

（平成２４年６月１５日改定） 

 

２ この会則施行後における初年の事業年度、予算及び事業計画については、平成２年６月２０日から

平成３年３月３１日までとする。 

  

 



次期 糸状菌遺伝子研究会 会長及び運営委員 

 

会長  塚越 規弘 

 運営委員長 竹内 道雄 

 運営委員 北本 勝ひこ 

五味 勝也 

秦 洋二 

小山 泰二 

柏木 豊 

尾関 健二 

堀内 裕之 

和久 豊 

岩下 和裕 

 監事  山形 洋平 

   西村 麻理江 

 事務局  岩下 和裕 

(幹事)  高橋 徹 



 

平成24年度事業案（自 平成24年4月1日 至平成25年3月31日） 

 

   1.  第23回総会及び第33回例会の開催   平成24年6月 

   2.  奨励賞および技術賞の授与     平成24年6月 

  3.  第12回 糸状菌分子生物学コンファレンスの後援  平成24年11月 

   

 

平成24年度予算案（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日） 

 

[収入の部]   単位：円 
  

項    目   
 

  前年度からの繰越金 1,543,339 
 

会費収入（賛助会員26名）@50,000  1,300,000 
 

  合    計 2,843,339 
 

   

   
 [支出の部]    単位：円 

  
    項    目     

通信費 200,000 案内、文献の発送、ハガキ等 

事務費 100,000 アルバイト代等 

交通費 400,000 講師、運営委員、事務局等 

会議費 50,000 運営委員会等 

研究活動支援費 250,840 糸状菌分子生物学ｺﾝﾌｧﾚﾝｽ後援 

消耗品費 30,000 文具等 

備品費 5,000 
 

雑費 5,000 
 

予備費 1,302,499 
 

研究会開催費 400,000 設備費等 

糸状菌遺伝子研究会賞  100,000 副賞費 

    合   計 2,843,339   

  

 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（総会参考） 

平成23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） 

竹内 道雄（東京農工大学） 秦  洋二（月桂冠株式会社） 

堀内 裕之（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 

     岩下 和裕（主任研究員）、高橋 徹（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) 

 

平成23年度賛助会員名簿 

1 天野エンザイム 株式会社 16 名糖産業 株式会社 

2 大関 株式会社 17 ヤマサ醤油 株式会社 

3 菊正宗酒造 株式会社 18 Meiji Seikaファルマ 株式会社 

4 キッコーマン 株式会社 19 三和酒類 株式会社 

5 月桂冠 株式会社 20 ヒガシマル醤油 株式会社 

6 合同酒精 株式会社 21 公益財団法人 野田産業科学研究所 

7 新日本化学工業 株式会社 22 株式会社 雪国まいたけ   

8 寶酒造 株式会社 23 アサヒビール 株式会社  

9 公益財団法人 日本醸造協会 24 株式会社 フジワラテクノアート 

10 ノボザイムズ・ジャパン 株式会社 25 イチビキ 株式会社 

11 白鶴酒造 株式会社 26 マルキン忠勇 株式会社 

12 株式会社 樋口松之助商店 27 株式会社 東洋発酵 

13 ヒゲタ醤油 株式会社   

14 株式会社 ビオック   

15 
アステラス製薬 株式会社 (H23.

3月退会) 
  

    

 

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

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