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  13:20～13:45 糸状菌遺伝子研究会奨励賞 伊藤 考太郎 先生  

         （(公財)野田産業科学研究所） 

「しょうゆ醸造に寄与する麹菌グルタミナーゼ遺伝子の同定」 

 13:45～14:10 糸状菌遺伝子研究会技術賞 幸田 明生 先生（大関（株） 

「麴菌を用いたタンパク質高生産技術の開発と実用化」 
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17:00～19:00  懇親会  キリンシティ（北とぴあ１Ｆ：Tel 03-5390-1166） 
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しょうゆ醸造に寄与する麹菌グルタミナーゼ遺伝子の同定 

伊藤考太郎 

（野田産業科学研究所） 

 
 

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、味噌などの醸造に広く使用されている。麹菌での生産が知られている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。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。そのた

め、高いグルタミン酸量を得るには、後者の経路が重要であり、しょうゆ醸造では、麹菌のグ

ルタミナーゼが深く関わっていることが知られている。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

難であり、タンパク質側からしょうゆに寄与するグルタミナーゼを探すアプローチは難しい状

況にあった。 

近年、麹菌A. oryzae およびA. sojaeのゲノム解析が報告され、遺伝子配列情報の全容が明

らかとなった。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。そこで我々は、ゲノム情報を活用し、真にしょ

うゆ醸造に寄与するグルタミナーゼを遺伝子側から明らかにするアプローチで研究を行った。 

 

 ２．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ため、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のゲノムには、Cryptococcus nodaensis

由来の耐塩性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1）と相同性のあるTypeⅢ(gtaタ

イプ)、M. luteus由来の耐塩性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、ホモログ遺
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伝子を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2)。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)。 

 

３．A. sojaeのグルタミナーゼ遺伝子とその破壊株によるしょうゆの試醸 

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4)、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。 これら10個の遺伝子は全てグルタミ

ナーゼ活性をもつと予想されるため、単独遺伝子破壊では、その他の遺伝子由来のグルタミナ

ーゼ活性により補完される可能性が考えられた。 

 

４．グルタミナーゼ多重遺伝子破壊株を用いたしょうゆの試醸 

そこで、この10個のグルタミナーゼ遺伝子について、タイプ別に多重に破壊した株、それぞ

れのタイプを組み合わせて多重に破壊した株、さらに全てのグルタミナーゼ遺伝子を破壊した

株を作製した。TypeⅠ、TypeⅡおよびTypeⅣを同時に破壊した7重遺伝子破壊株および全グル

タミナーゼ遺伝子破壊株はグルタミナーゼ活性が1/100以下に低下し、それらを用いたしょう

ゆでは、グルタミン酸含量が60%低下し、同時にピログルタミン酸含量が上昇した。このグル

タミン酸の減少量は、我々が推定したグルタミナーゼ反応により生成される量（第2経路）と

ほぼ一致した。さらに、7遺伝子の中から様々な組み合わせで多重に破壊した株を作製した結

果、TypeⅠのgahA, gahB、TypeⅡのggtAおよびTypeⅣのglsの4遺伝子を同時に破壊すると同様

の結果が得られたため、しょうゆ醸造のグルタミン酸生成には、これら4つのグルタミナーゼ

が関わっていることが明らかとなった。 

次に、この4つのグルタミナーゼの中で2重、3重遺伝子破壊株を作製し、しょうゆの試醸を

行った。その結果、GahBまたはGahAが残存するΔgahA-ΔggtA-Δglsおよび、ΔgahB-ΔggtA-

Δglsの3重遺伝子破壊株ではグルタミン酸含量の低下は観察されなかったが、ΔgahA-ΔgahB

の2重破壊株では20-30%のグルタミン酸含量の低下が観察された。これら2種には共通した性質

をもつことが推測されたため、GahBについても酵素精製し、諸性質を決定した。その結果、こ

れらの酵素は、グルタミンだけでなく、ペプチドのグルタミンにも作用するペプチドグルタミ
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ナーゼであること、しょうゆ醸造で高いグルタミン酸量を得るには、この酵素反応が重要であ

ることが明らかとなった。今回明らかになったしょうゆ醸造に寄与するグルタミナーゼのうち、

3つはゲノム情報が明らかになって初めて見いだされたものである。また、グルタミナーゼ活

性をもつGtaAがしょうゆ醸造では機能していないこと、一方で菌体内酵素でありながら耐塩性

を有するGls が機能していることが明らかとなり、ゲノム情報を活用することで、真にしょ

うゆ醸造でのグルタミン酸生成に寄与する酵素を明らかにすることができた。今後は、様々な

酵素に対して、しょうゆ醸造で真に作用する酵素遺伝子を明らかにし、必要な酵素を必要量つ

くる理想的な麹菌の育種を目指していきたい。 

 

参考文献 

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

2） Ito K et al. Appl. Environ. Microbiol. 78: 5182-5188 (2012) 

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

4） Ito K et al. Appl. Microbiol. Biotechnol., in press (2013) 
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麹菌を用いたタンパク質高生産技術の開発と実用化 

 ○幸田 明生、坪井 宏和、峰時 俊貴、坊垣 隆之 

（大関株式会社 総合研究所） 

 

 麹菌（Aspergillus oryzae）は、わが国において千年を超える長い年月にわたって酒類や

醸造食品の製造に使用されており、麹菌菌体とその生産物の安全性がきわめて高いこと、さら

に菌体外に多量の酵素タンパク質を分泌生産する能力を有していることから、タンパク質生産

の宿主としても利用されている。我々は、Aspergillus属において目的のタンパク質を効率よ

く生産させるための高発現ベクターの開発に成功し、麹菌を用いたタンパク質受託発現サービ

スを提供している。本講演では、我々の高発現システムの概要を述べると共に、受託発現サー

ビスの近況についても紹介したい。 

 

１．シス・エレメントRegion IIIを利用した転写活性化 

 強力な転写活性を持つプロモーターを構築するにあたり、アミラーゼ系遺伝子の発現制御機

構を解析する過程で発見した、シス・エレメント（Region III）を多重導入することによる転

写活性化を試みた。 

アミラーゼ系遺伝子の発現は、マルトース、デンプンなどによる誘導を正に制御する転写因

子AmyRとコンセンサス配列(CGG-N8-CGG)の結合、1, 2) 及び多くの真核微生物に存在する広域転

写因子であるHap複合体とCCAAT配列の結合3) により転写レベルで協調して活性化される。麹菌

のα‐グルコシダーゼ遺伝子のプロモーターは、この２つのシス・エレメントがRegion IIIと

呼ばれる領域に連続して存在する。4)そこで、A. oryzae宿主において様々なプロモーターにR

egion IIIの12回繰返し配列を導入したところ、A. oryzae由来のグルコアミラーゼ遺伝子プロ

モーターで約4倍(P-glaA142)、A. niger由来のNo8プロモーターで約6倍(P-No8142)のプロモー

ター活性の増加が観察された。5) さらに、麹菌の解糖系遺伝子の中でも特に高発現しているエ

ノラーゼ遺伝子プロモーターへのRegion III導入を試みたところ30倍以上のプロモーター活

性(P-enoA142)の増加を示した。6)以上より、Region IIIの導入はプロモーターの転写活性化能

を改良するための非常に効果的な手段であると考えられた。また、Region IIIの導入によるプ

ロモーター活性の改良は、A. nigerやA. usamiiを宿主とした場合にも確認されており、Asper

gillus属宿主において広く機能することが予想された。 
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２．5’UTRの改変による翻訳の効率化 

 目的のタンパク質をより高いレベルで発現させるためには、上で述べた転写の活性化に加え

て、転写後の過程におけるタンパク質発現の効率を改良することも重要と考えられた。そのよ

うな観点から、我々は次に、転写産物(mRNA)をより有効に利用するために翻訳の効率化を試み

た。 

真核生物における一般的な翻訳開始機構としては、リボソームによるmRNA 5’末端からのス

キャンニングモデルが提唱されている。そこでは、mRNA 5’末端から開始コドンまでの5’UTR

が重要な役割を担っており、その領域の構造や配列が翻訳効率に大きく影響すると考えられて

いる。 

一方、麹菌をはじめとするカビの翻訳機構についてはほとんど研究されておらず、5’UTRと

翻訳効率との関係を定量的に解析した報告はなかった。そこで我々は、翻訳における5’UTRの

影響を検討するために、同一プロモーターに異なる5’UTRを連結しレポーター遺伝子産物の生

産量を活性により評価した。7)その結果、コントロールベクターと比較し４～８倍の生産量の

増加が確認された。ノザン解析よりmRNA量は同等であることから、得られた酵素タンパクの生

産量上昇は翻訳レベルで生じていることが示唆された。また、最も高い翻訳効率を示した発現

コンストラクトの多コピー導入株においては、蓄積したレポーター遺伝子産物（GUSタンパク

質）が菌体内全可溶性タンパク質の50%以上を占めるほどであった。これらの結果から、5’UT

Rの改変により翻訳効率を高めることが目的タンパク質を高生産させる上で非常に重要である

ことが確認された。 

 

３．コドン最適化による異種タンパク質発現量の改善 

組換えタンパク質発現系において、発現させる遺伝子の使用コドンを宿主のコドン使用頻度

に最適化することは、生産量改善に有効であることが一般的に知られている。しかし、当時、

糸状菌におけるコドン最適化効果に関する報告は少なく、特にAspergillus属の実施例は限ら

れていた。そこで我々は、植物起源遺伝子の発現をモデルとしてコドン最適化の効果を調べた。 

α-グルカンホスホリラーゼ（GP）は、グルコース-1-リン酸または、α-グルコースポリマ

ーの合成に利用される酵素である。我々は、馬鈴薯由来のGP遺伝子をA. nigerで発現させるた

めに、P-No8142の下流にそのｃDNAを連結した発現ベクターを構築し形質転換した。得られた

形質転換体にGP活性は認められず、ノザン解析の結果、ｍRNAも検出されなかったことから、

転写段階、あるいはｍRNAの安定性に障害があると考えられた。野生型GP遺伝子のAT含量（57%）

は、A. nigerの平均AT含量（44%）と比べて高く、ｃDNA中にポリA付加シグナル様の配列が多

く存在することによるｍRNAの切断が考えられた。また、コドン頻度もA. nigerと大きく異な

るため、翻訳効率も良くないことが発現障害の一因として予想された。そこで、AT含量、コド
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ン頻度を考慮して再設計したDNA配列を用いて形質転換したところ、顕著なGP活性を示し、菌

体抽出液のSDS-PAGEにて主バンドとして確認できる程のレベルであった。8)また、対応するｍR

NAも検出できたことから、DNA配列の再設計がｍRNA量の増加に有効であったことが確認された。 

 

まとめ 

今回紹介した以外にも、効果的なターミネーター配列の取得、プロテアーゼ低生産株の育種、

セルフクローニング技術の開発などを実施し、総合力として高い収量で目的タンパク質を生産

する発現システムを確立した。これまでの受託プロジェクトにおける発現成功率は、糸状菌由

来タンパク質で92%、原核生物由来タンパク質で73%、担子菌由来タンパク質で63%と高く、ユ

ーザーから高い評価が得られている。日本の誇りである「国菌」を利用した本技術を用いて、

今後、日本のバイオ産業のさらなる発展に貢献していきたい。 

 

参考文献 

1) Petersen, K. L. et. al.: Mol. Gen. Genet., 262, 668 (1999).  

2) Gomi, K. et al.: Biosci. Biotechnol. Biochem., 64, 816 (2000). 

3) Kato, M.: Biosci. Biotechnol. Biochem., 69, 663 (2005). 

4) Minetoki, T. et. al.: Appl. Microbiol. Biotechnol., 50, 459 (1998). 

5) 峰時俊貴: 化学と生物, 38, 831 (2000). 

6) Tsuboi, H. et. al.: Biosci. Biotechnol. Biochem., 69, 206 (2005). 

7) Koda, A. et. al.: Appl. Microbiol. Biotechnol., 66, 291 (2004). 

8) Koda, A. et. al.: J. Bioscience. Bioeng., 100, 531 (2005). 
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結晶性セルロース分解酵素の動的解析とセルロース系バイオマス変換の 

高効率化 

 

東京大学 大学院農学生命科学研究科 

五十嵐 圭日子
き よ ひ こ

 

 

１．緒言 

 セルロースは、グルコースがβ− １，４結合したホモ多糖であり、植物細胞壁の約５０％を

占める地球上で最も豊富に存在するバイオマスである。自然界では分子鎖が規則的にパッキン

グすることで結晶（セルロースＩ）を形成するが、天然セルロースは平均的に７０％程度の結

晶化度を有することから、セルロース系バイオマスの３分の１がセルロースＩであると言える。

セルロースＩは構造多糖として優れた力学的強度を示すが、この力学的強度の高さがセルロー

ス系バイオマスを利用するための大きな障害となっている。一方で、天然では光合成によって

生産されたセルロースの大部分が、セルロース分解性の微生物によって資化されていることを

考えると、私達が今後セルロース系バイオマスを有効利用していくためには、セルロース分解

酵素（一般的にセルラーゼと総称されている）の分子機構を詳しく理解し、セルロース資化性

の微生物によるセルロース分解系を模倣していくことが重要であると言える。 

 本発表では、不溶性基質であるセルロースをセルラーゼが分解し、可溶化した生成物を与え

るという、一連の固液界面における反応を解析するために、演者らがこれまで取り組んできた

生化学的な解析結果および、高速原子間力顕微鏡を用いた１分子観察結果を紹介するとともに、

巧妙にデザインされた糖質加水分解酵素の分子機構に関して考察したい。 

   

２．セロビオヒドロラーゼの生化学的解析1-7) 

 結晶性セルロースを分解する酵素の多くは、基質であるセルロースと反応させたときにセロ

ビオース（グルコースの２量体）を生成物として与えることから、セロビオヒドロラーゼ（Ce

llobiohydrolase, CBH）と呼ばれてきた。我々はCBHの反応性を解析するために、結晶性セル

ロースの分解過程におけるCBHの吸着量（A）とセロビオース生成速度（v）を経時的にモニタ

ーし、飽和吸着量（Amax）をセルラーゼに対するセルロースの相対的な表面積としたときに算

出される表面密度（ρ=A/Amax）と、v/Aで定義される吸着酵素の比活性（k）を用いて、固液界

面における酵素の反応速度を解析する手法を確立した。本解析手法を用いることで、セルロー

ス試料の違いに由来するセルラーゼに対する表面積の違いや、加水分解反応時間に由来する表

面積の変化を相殺し、セルロース表面に吸着した酵素1分子当たりの活性を算出できるように

なり、固液界面におけるCBHの活性を詳細に評価することが可能となった。 

 

３．高速原子間力顕微鏡を用いたセロビオヒドロラーゼの１分子観察と分子動力学的解析8-10) 

 子嚢菌Trichoderma reeseiは優れたセルロース分解性を有する糸状菌である。本菌が菌体外

に生産する糖質加水分解酵素ファミリー7に属するCBH（TrCel7A）が、結晶性セルロースを分

解する様子を高速原子間力顕微鏡によって可視化したところ、本酵素は活性サイトに取り込ん
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だ基質を1μm（約1,000セロビオース残基）以上にもわたって連続的に加水分解しながら、基

質表面を動く様子が観察された。さらに、不活性化した変異酵素（E212Q）および活性サイト

の入り口に位置するトリプトファンの変異酵素（W40A）の動きを野生型酵素と比較した結果か

ら、活性ドメインの基質結合サイト（サブサイト-7から-1）および生成物結合サイト（サブサ

イト+1から+2）のアンバランスさが連続的な加水分解（プロセッシビティ）に重要な役割を果

たしていると考えられた。 

 

４．まとめ 

 セルラーゼの動きを「空想」しながら行ってきた生化学的手法と，実際に分子を見るという

「現実」の生物物理学的手法を組み合わせることで，これまで難解とされてきたセルラーゼの

反応機構に多少なりともせまることができたと演者は考えている。一方で、セルラーゼに組み

込まれた基質を探し出すための工夫と、基質を探し出した後いかに基質から離れずに反応を進

めるかという工夫、自然界がそのような分子機構の進化をセルロース高次構造の進化に沿わせ

てきたことは，石油から生分解性が低い物質を作り続けた私たちに反省を促しているようすら

に思える。人類がセルロース系バイオマスを使いこなせるかは、その分子機構を利用できるか

どうかにかかっていると演者は考えている。 
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麹菌酵素の生産と応用 

 

天野エンザイム㈱ 

天野 仁 

 

麹菌酵素 

2006年に日本醸造学会において麹菌を国菌とすることが採択され、『麹菌とはわが国で醸造及び

食品等に汎用されている、(1)黄麹菌（Aspergillus oryzae）、(2)黄麹菌に分類されるAspergillus sojae

と黄麹菌の白色変異株、(3)黒麹菌（あわもり群）に分類されるAspergillus awamoriなど、及び白麹菌

Aspergillus luchuensis mut. kawachi （Aspergillus kawachi）』と定められた。その中で、Aspergillus ni

ger（クロカビ）は黒麹菌とは異なる菌種であり、麹菌には含めないと注釈されているが、産業上、酵

素生産の面からみればこれらの微生物群を無視することはできない。中国で用いられる麹（曲：Rhiz

opus属、Mucor属）を含めてこれら糸状菌の生産する酵素は製剤化されさまざまな分野で利用されて

いる。 

 

麹菌由来の酵素製剤の製造 

麹菌酵素は液体培養あるいは固体培養で製造される。液体培養は密閉できるタンク培養が主流

で、回分培養のほか、流下培養や連続培養などの技術がある。固体培養には回転円盤型、蓋麹型

などの培養技術がある。 

産業上利用されている酵素のほとんどは分泌型の菌体外酵素であるが、一部には膜結合型酵素

や菌体内酵素を抽出する場合もある。酵素を含む培養（抽出）液は濃縮、脱塩、各種精製処理、除

菌処理などの工程を経て、液状あるいは粉末の酵素製剤として製造される。 

 

酵素製剤の利用 

 世界の酵素市場は約4,910億円（2010年）と見積もられている。その用途は食品加工や工業用途に

用いられる産業用酵素、医薬用途や医薬中間体などに用いられるメディカル用酵素、遺伝子工学な

どに用いられる研究用酵素に分類することができる。酵素製剤の特性は微生物の起源によっても異

なり、それぞれの酵素の特性を活かして用いられている。 

一方で2005年には麹菌（Aspergillus oryzae）のゲノム解析が終了し、麹菌は12,000遺伝子

を有することが明らかにされ、（Machida M., et. al., Nature, 438, 1175, 2005）この中に

存在すると推定された126のタンパク質分解酵素遺伝子については、竹内らによって網羅的に

解析され、発現したタンパク分解酵素を利用した機能性ペプチドが作成される（農研機構・基

礎研究推進事業研究成果集, 2010年終了課題, p9, 2011）など、遺伝子情報を利用した種々の

酵素発現とその特性を効率的に利用した応用技術開発が進みつつあると感じられる。 

 

経験的な応用技術の横展開のほか、各酵素の性質が解明されることで明らかにされることが

期待される、これらのエビデンスに基づいた麹菌酵素の利用がさらに広がることが期待される。 
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清酒造りに求められる麴菌の特性 

 

株式会社 樋口松之助商店 

 山下秀行 

はじめに 

清酒は、日本人の繊細な味覚に合わせて楽しまれてきた日本古来のアルコール発酵飲料であ

り、これほど多くの先人達の思いが込められてきた酒類は例をみない。その製造は、原料事情

や社会情勢、また、嗜好の変化など時代の流れに適応し、そして、新たな技術を取り入れなが

ら発展してきた。当然、清酒醸造において最も重要な役割を果たす麴と、その品質に大きな影

響を及ぼす種麴（麴菌）も、それに沿う形で少しずつ変化を遂げ、同時に、有用菌株の育種や

開発も行われてきた。ここでは、弊社市販種麴における菌株選択の変遷についてお話する。 

 

1. 清酒醸造における麴の役割 

麴の酵素の働きにより、さまざまな米の分解産物が清酒特有の味や風味を形成し、それらの

成分の濃度の違いが、各社独自の酒質となる。その中で、グルコースは酵母によりアルコール

となり、また、アミノ酸は香気成分生成のための基質ともなる。さらに、麴中に蓄積されたビ

タミンなどの微量物質は酵母の増殖促進因子となる。 

麴菌の米麴中の酵素産生能についてみると、清酒醸造における主要な酵素であるアミラーゼ

活性とプロテアーゼ活性との間には、一般に、正の相関関係がみられる。そのため、清酒の麴

造りの中でこの性質がそのまま発揮されると、液化が先行し、早涌き型となり、香気に乏しく

アミノ酸などの雑味が多い酒となり、酒質は低下する。その対策として、製麴方法の面では、

精米歩合を低くし、種麴の散布量を減らし、製麴中の乾湿差を多くとるなどの改良がなされて

きた。清酒造りは酒化率も重要であるが、米のみを原料とする嗜好品であることから、酒質の

多様性も求められるため、酵素の絶対量だけではなく、酵素間のバランスの良い麴が望まれて

いる。 

 

2. 清酒用種麴に求められる一般特性 

① アフラトキシンなどのカビ毒を生産しない安全な微生物である 

② スターターとして用いることから、安全醸造のために細菌数が少ない 

③ 発芽率は高く、水分は低く、長期保存に耐える 

④ アルコールの生産を大きな目的とすることから、グルコアミラーゼ活性が高い（このよう

な麴を得るために、破精込みが良く、製麴後半の高温経過に耐えることができる株） 

⑤ 酒の着色要因である、ディフェリフェリクリシン(DF)などの産生量が少ない 

⑥ 酒粕の商品価値を落とす黒粕とならないように、チロシナーゼ活性が低い 

⑦ 酸性プロテアーゼ・ペプチダーゼ活性が低く、アミノ酸の生成量が低い 

 

3. 使用菌株 

種麴は、単一株あるいは複数株よりなる。前者には、DF非産生性や非褐変性のように清酒醸
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造における欠点を排除した株や、グルコアミラーゼ産生能や清酒の香気成分を高めるなど、そ

の利点を増幅させた株があり、その特長が直接麴や酒質に反映し好結果が得られることから単

独で用いられることが多い。しかし、残念ながら、非褐変性株は酵素産生能がやや低く、また、

高グルコアミラーゼ産生株は褐変性も高いなど、これらの株にも欠点がある。一方、後者は、

麴の酵素産生量調整を目的として用いられることが多く、酵素産生能の高い株と低い株との混

合比を変えた種麴が試験され、供給されている。その際、同程度の酵素産生能を持つ株でも、

増殖速度・菌糸の長さ・麴のかおりなど状貌の異なる株を数種類ずつ持ち、それらを組み合わ

せる。この時用いる菌株の種類と混合比の違いによって麴の品質は異なり、各社の酒の特徴と

なる。 

 

4. 種麴の変遷 

戦前の弊社の商品は、「酛用」と「醪用」の粒状品のみであり、わずか３菌株を用いて製造

されていた。当時は、現在より酒化率を重視した酒造りがなされており、酵素産生能の高い株

の比率を高めた複菌のみであった。その後、昭和27年には「最高級品用」、35年には「吟醸用」

という種麴が追加され、品質向上にも目が向けられてきた。35年には、急激な清酒製造量の増

加に伴い、麴の大量生産用に大型自動製麴機が開発され、連続種切りが可能な粉状品（培地で

ある米を篩いにより除去し、アルファ化でんぷんで増量したもの）が発売された。39年には、

機械製麴時に通風の負荷が少なく、“酸化酵素の弱い”短毛菌が開発されたことから、量産化

を図りながら、黒粕に関する問題の解決法も探られ始めたことがわかる。しかし、清酒の需要

拡大期である41年には、「強力糖化菌」という商品名で、“酛用よりさらに糖化力の強い菌株”

が配合されており、黒粕の問題は抱えながらも、粕歩合を低くしたいという要望も強かったこ

とがうかがえる。 

その両方を叶えるべく、45年には「グルクS」,「グルクSB」という清酒用酵素剤が発売され

た。これを機に、酵素剤による麴の酵素力価の補強が可能になったことから、種麴の酵素力価

の再検討が行われ、一般酒用の商品においては高力価株の比率を低くする方向へと進み始めた。

その後、清酒の製成数量のピークを迎えた51年には、“黒粕の出ない”種麴が発売されたこと

で、清酒用種麴の菌株の選択基準は、酒化率重視から大きな転換期を迎えたと言える。同時に、

国税庁醸造試験所（現：酒類総合研究所）で育種された、「DF16」,「DF27」が発売された。

また、55年には製麴経過の穏やかな株や、清酒の香気成分を高める株などが相次いで開発され、

これらの特長を生かすために、単菌の製品が増えてきた。しかし、60年以降の地酒ブームや吟

醸酒への注目が高まるにつれ、吟醸型の酵素バランスを持つ種麴や、吟醸麴の製麴経過に順応

できる種麴の商品化のために、新たな菌株の利用も行われている。 

現在、弊社の酒造用種麴に使用している菌株は10数株に増えたが、その中には、販売当初か

ら使用している株も含まれており、“国菌”として長年利用されてきた歴史の重みを感じる。

私たちは、今後も、常に安全で安定した種麴を提供することを社是とし、さらなる優良株の育

種に努めることが使命であると考えている。 
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平成25年度 

糸状菌遺伝子研究会 

 
第24回総会資料 

 
 

 

 

 

 

 

 

日時  平成25年6月21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24年度事業報告 （自 平成24年4月1日 至平成25年3月31日） 

 

第1  会員（平成25年3月31日現在） 

       名誉会員  6名、 賛助会員  26法人、   個人会員 147名 

 

第2   事業 

1. 第33回糸状菌遺伝子研究会例会を開催 

（平成24年6月15日（金）・北とぴあ第二研修室） 

 

2. 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12日（月）～13日（火）・愛知県産業労働センター・ウインクあいち ） 

特別講演 

"Diversity and evolution of wood decay systems in saprotrophic and mycorrhizal 

Agaricomycetes (mushroom-forming fungi)" 

  David Habbett 博士 (Clark University) 

 

シンポジウム 「植物と菌類の相互作用」 

「α-1,3-グルカンを利用した植物病原性糸状菌の自然免疫回避機構」 

 西村 麻里江 ((独)農業生物資源研究所 植物・微生物間相互作用研究ユニット) 

「植物病原糸状菌の集団応用戦略－イネいもち病菌を例として」 

 土佐 幸雄 (神戸大学大学院 農学研究科) 

「ストリゴラクトン：植物における共生と寄生そして形態形成を司るテルペノイド」 

 秋山 康紀 (大阪市立大学大学院生命環境科学研究科) 

「牧草共生糸状菌epichloaeエンドファイトの共生に関わる遺伝子群の機能解析」 

 竹本 大吾 (名古屋大学大学院 生命農学研究科) 

 

口頭発表 （20題） 

ポスター発表 （87題） 

 

第3   運営幹事の辞退（報告） 

3月末 高橋 徹氏 転職に伴い辞退 
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第4 平成24年度決算報告 
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平成25年度事業案（自 平成25年4月1日 至平成26年3月31日） 

 

   1.  第24回総会及び第34回例会の開催  平成25年6月 

  2.  第13回 糸状菌分子生物学コンファレンスの後援 平成25年11月 

   3.  奨励賞および技術賞の授与 

 

 

平成25年度予算案（自 平成25年4月1日 至平成26年3月31日） 

 

 

[収入の部]   単位：円  

項    目  

  前年度からの繰越金  1,904,758  

会費収入（賛助会員25名）@50,000  1,250,000  

  合    計 3,154,758  

 
 
 [支出の部]    単位：円 

    項    目   

通信費 200,000  案内、文献の発送、ハガキ 

事務費 100,000  アルバイト代 

交通費 400,000  講師、運営委員、事務局 

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 1,613,918   

研究会開催費 500,000  糸状菌遺伝子研究会賞込み 

    合   計 3,154,758   

 

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

 

 

その他 
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（総会参考） 

平成24-25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    竹内 道雄（東京農工大学） 

運営委員（五十音順） 

  岩下 和裕（酒類総合研究所） 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） 

秦  洋二（月桂冠株式会社） 堀内 裕之（東京大学）  

 和久 豊（（株）ビオック）  

 

監    事       山形 洋平（東京農工大学）西村麻里江（(独)農業生物資源研究所） 

 

運営幹事（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）、織田 健（研究員：5月就任） 

     〒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24年度賛助会員名簿 

1 天野エンザイム(株) 16 ヤマサ醤油(株) 

2 大関(株) 17 Meiji Seikaファルマ（株） 

3 菊正宗酒造（株） 18 三和酒類(株) 

4 キッコーマン(株) 19 ヒガシマル醤油(株) 

5 月桂冠(株) 20 （財）野田産業科学研究所 

6 合同酒精(株) 21 (株)雪国まいたけ（平成25年5月退会） 

7 新日本化学工業(株) 22 アサヒビール(株) 

8 寶酒造(株) 23 (株)フジワラテクノアート 

9 (財）日本醸造協会 24 イチビキ(株) 

10 ノボザイムズ・ジャパン(株) 25 マルキン忠勇(株) 

11 白鶴酒造(株) 25 (株)東洋発酵 

12 (株)樋口松之助商店   

13 ヒゲタ醤油(株)   

14 (株)ビオック   

15 名糖産業(株)   

    

 
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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