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国 菌・麹 菌 
一 島 英 治 （糸状菌遺伝子研究会）  
 
 
１．はじめに －歴史的回顧－ 

 
 日本を代表する花はサクラ（桜）です。他の生物に目を転じると、国鳥はキジ（雉）、

国魚はアユ（鮎）、そして国蝶はオオムラサキです。日本のミクロの世界を代表する微生物

「国菌」はコウジキン（コウジカビ、麹菌）（図 1A－1C）である、と私は思います 1,2)。コ

ウジキンは古くは 10 世紀の源順の著したわが国初の分類体の漢和辞書『和名類聚鈔（ワミョ

ウルイジュショウ）（和名抄）』にカムタチ（麹）として記されました。コウジキンは菌類に属し、

Eurotiaceae（科）に含まれるもののうち、有性生殖環をもっていない不完全世代の一部に

設けられた Aspergillus 属に属する微生物です 3)。長い間、コウジキンは完全世代が見られ

ないことから不完全菌として扱われてきました。ところが、ゲノム解析の結果４）産業上の

食用微生物 A. oryzae、ヒトの病原体の A. fumigatus、そして遺伝学のモデル種である A. 
nidulans の３種の近縁種との比較により、コウジキンは有性生殖をする可能性があること

が明らかになりました５）。そして、二十世紀の最後を飾ったコウジキン・ゲノム解析の論文

において、発酵工業用の微生物として理想的な生物であると賞賛されています４）。 
 奈良時代・養老 4 年（西暦 720 年）に出来たわが国最古の編年体の勅撰の正史『日本書

紀』6)によると、御間城入彦五十瓊殖（みまきいりびこいにゑの）天皇（すめらみこと）（＝崇神（しう

じん）天皇（てんわう））８年の夏四月（うづき）の庚子（かのえね）の朔乙卯（ついたちきのとのうのひ）

（十六日）、高橋邑（むら）の人活人（いくひ）をもって、大神（おおみわ）（大物主大神＝大三輪

の神の意）の掌酒（さかびと）（神に奉る酒を管掌する人）としました。冬十二月（しわす）の

二十日に、天皇は大田田根子（おほたたねこ）をもって、大神（おほみわ）を祭らせました。この

日に、活人（いくひ）は神酒（みわ）を挙（ささ）げて天皇に献上しました。そして次の歌を歌い

ました。 

  此（こ）の神酒（みき）は 我が神酒（みき）ならず 倭成（やまとな）す 大物主（ほ 

ものぬし）の醸（か）みし神酒（みき） 幾久（いくひさ） 幾久（いくひさ） 

幾久は、幾世まで久しく栄えよ栄えよと、いう意味です。 

 このようにして、神宮に宴（とよのあかり）をもちました。宴が終わって、諸大夫等（たち）

は歌いました。 

味酒（うまさけ） 三輪（みわ）の殿（との）の 朝門（あさと）にも 出（い）でて行かな  

三輪の殿戸（とのと）を 

一晩中酒宴をして、三輪の社殿の朝開く戸口を通って帰って行こう、という意味です。 

天皇は 
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  味酒（うまさけ） 三輪（みわ）の殿（との）の 朝門（あさと）にも 押（お）し開（ひら）かね 

三輪（みわ）の殿門（とのと）を 

三輪の社殿の戸を、朝になってから押し開いてお帰りなさい、という意味です。 

 以上の歌謡は４世紀に実在したとされる崇神天皇の時の酒宴のさまを良く伝えていると

思います。活人の歌は、主人側が酒をたたえて酒宴をはじめる歌謡であり、諸大夫等の歌

は客人が酒を賞す歌謡で、崇神天皇の歌は主人側の接待の歌謡です。今から千数百年も昔

の日本にあった、古代の酒宴の形式・作法を示しているもので、大変に興味深いものがあ

ります。 

 和銅 5 年（712）、元明天皇に献上された神話『古事記』7)のなかに、須佐之男命（スサノオ

ノミコト）の命により醸された八俣大蛇（やまたのおろち）を酔わすための「八塩折（やしほをり）

の酒（紀は、八醞（やしほをり）の酒）」がありました。八塩折の酒は八遍も繰り返して醸造し

た強い酒を意味しています。八塩折の酒はコウジキンを繁用したものと推定されます。 
 和銅 6年（713）元明天皇の詔によってつくられた『風土記』8)のうち、常陸の国司から

太政官（または民部省）に提出された『常陸風土記』によると、当時の人びとの酒を飲み

歌舞にふけるさまが、次ぎのように記されています。 

  また、毎年 4月 10 日には、お祭をして酒宴をひらく。卜部（うらべ）氏（神祇官に属し 

て卜占を職とする者。中臣の雷臣（いかつおみ）から出たという）の同族の人たちは男も女 

もみな集会し、日々夜々酒を飲んで歌舞の楽しみにふける。そのうたう歌にいう。 

   あらさかの（注、あたらしいの意） 神のみ酒を 飲（た）げと 言いけばかもよ 

   我が酔いにけむ 

 和銅 6年（713）に編集の『播磨風土記』によると、神代に遡ってカビによって酒を醸し

たと推定されるくだりがあります。 

   大神の御粮（みかれひ）（乾・飯つ糒（注、ほしい（ホシイ）、ほしいいの約））沾（ぬ）れて 

（かび、黴）生えき、すなはち酒を醸（かも）しめて、庭酒（にわき）に献（たてまつ）りて 

宴（うたげ）しき 

米飯（めし）にカビが生えたものは、古く「加無太知（かむたち）」または「加牟多知（かむたち）」

と呼ばれました。先述したように、10 世紀の『和名類聚鈔（ワミョウルイジュショウ）（和名抄）』

にはカムタチ（麹）として記されました。本居宣長の『古事記伝』には、「和名抄」のカム

タチとあるのはカビタチと解しているようです。 
 奈良時代（710-784）の末に成立した、わが国最古の歌集『万葉集』9)に調味料にかかわ

る歌があります。 
   醤酢（ひしほす）に蒜搗（ひるつ）き合（か）てて鯛（たひ）願ふ  

吾にな見えそ水葱（なぎ）の羹（あつもの） 
             長忌寸意吉麻呂（ながのいみきおきまろ） 巻 16-3829 

なお、水葱（なぎ）はミズアオイの古名です。 
コウジキンは日本の伝統的醗酵食品の製造に欠かすことが出来ないばかりか、日本の
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人々の、ものの見方、考え方、そして日本の歴史、社会、経済、文化のすべてに大きな影

響を与えてきた微生物です。まさに、コウジキンは国菌です。卑近な一例を示します。ほ

ぼ一世紀前、日本が近代国家への道を歩み始めた初期の時代に遭遇した日清戦争、日露戦

争の戦費を支えた重要な財源となったのは、日本酒の酒税であったといわれています。 
 きわめて大まかな数字ですが、日本の微生物産業、醗酵工業は国内総生産の約 3.5％くら

いです。醗酵工業の売り上げの約三分の一は日本酒、焼酎、醤油、味噌などのコウジキン

関連産業のものです。コウジキンは国内総生産の約 1％を稼ぎ出しているといえます。いっ

ぽう、日本の国家予算の約 1％という数字は、なんと日本の防衛費に相当します。 
 醗酵食品は原料の成分のみからでは考えられないいろいろな新しい機能性が見出されて

います。日本酒は毎日少し飲めば、長寿への道連れとなります。醤油は万能の調味料とし

て、世界の人びとに愛されています。毎日の味噌汁は健康の維持に極めて効果的です。味

醂はかくし味の王様といわれ、食品の照りを良くし食卓に美しさを添えます。 
 
２．三人の巨人 －近代科学創出への麹菌の寄与－ 
 
 コウジキンは世界に誇る三人の偉大な科学者を育てました。一世紀すこし前の 1894 年、

高峰譲吉（1854―1922）博士はコウジキンを利用して消化酵素剤「タカヂ（ジ）アスター

ゼ」を発明しました。特許を取得し、米国パーク・デービス社より発売しました。近代生

命科学産業である酵素工業の扉を世界ではじめて開きました。1996 年刊行の Cambridge
大学出版会の“Biotechnology, Third edition”によると、1896 年はコムギフスマに生育さ

せた菌類 Aspergillus oryzae からの消化酵素剤タカジアスターゼはヨーロッパに最初の近

代的な微生物酵素工業技術をもたらした年と、記されています 10)。 
坂口謹一郎（1897～1994）先生は世界に先駆けた応用微生物学を拓き、二十世紀日本の

バイオテクノロジーの礎を築きました。1993年刊行のCambridge大学出版会の”The use of 
life. A history of biotechnology”に日本の応用微生物学の活躍の様が記されており、坂口謹

一郎先生は日本の応用微生物学の長老として位置づけられています 11)。坂口謹一郎先生と

村尾澤夫博士の酵素化学研究で最も評価され、特筆されるものは、ペニシリン・アミダー

ゼ（EC 3.5.1.11）の発見です 12)。後年（1966）、Erickson,R.C.と Dean,L.D.によりこの酵

素の逆反応が見つかったことから、天然型の抗生物質の官能基を有機合成化学的に変換す

るという、醗酵化学・天然物化学と有機合成化学の融合による創薬化学の新領域が形成さ

れることになりました。 
赤堀四郎（1900～1992）先生は世界の生化学の祖父の一人ともいわれ、コウジキンの α

‒アミラーゼ・タカアミラーゼ A の大河研究を先導しました 13－15)。その先見性は 1958 年、

大阪大学に蛋白質研究所を創設したことに結実しております。二十一世紀の生命科学の焦

点は、タンパク質の構造と機能（Protein architecture and function）にあたっています。 
なお、分子生物学における貢献について、理化学研究所の安藤忠彦博士は一本鎖の熱変
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性 DNA に特異的に作用するヌクレアーゼ S1（EC 3.1.30.1）をコウジキン培養物であるタ

カジスターゼから発見したことを見過ごすことはできません 16,17)。安藤博士の発見は内外

の多くの分子生物学研究者に福音をもたらしました。 
実用的な産業分野における大きな貢献は、北原覚雄教授・久留島通俊博士らの糖質科学

分野における糖化酵素グルコアミラーゼ（EC 3.2.1.3）の発見 18)と、それに続く上田誠之

助博士 19)、辻坂好夫博士ら 20)の研究です。甘味資源のない日本において、デンプン原料に

グルコアミラーゼを作用させ生成するグルコースを直接甘味料として用いるか、あるいは

さらにグルコースイソメラーゼを作用させてフルクトースに異性化させてより甘味の強い

糖質に変換させる知識集約型のバイオテクノロジーは、日本の参松工業（株）により 1966
年に世界で初めて工業化されました。 
 
３．私の酵素化学 
 
 コウジキンの生命維持に重要な３つの酵素に焦点をあてます。 
 
１）プロテアーゼ －栄養獲得機能酵素－  

私は酵素反応（E + S = ES → E + P）における酵素分子による特異的な基質認識のしく

みに強く興味を惹かれてきました。社会に出て、最初に民間会社に就職し、出会ったのは

吉田文彦氏の見出した鹿児島産・焼酎用・クロコウジキン Aspergillus saitoi（国際的には

現在は A. phoenicis）の酸性プロテアーゼでした。この酵素の製造特許をとるところから

はじめました。坂口謹一郎研究室の飯塚廣助教授から、植菌しおわったスラント培養試験

管 220 本の恵与をうけ、酵素生産の研究に入りました。これらの菌株の分類上の位置関係

と酵素生産との関わりにつき詳細な研究をまとめ外国特許を数カ国にわたりとることがで

きました。酸性プロテアーゼ剤を「モルシン（Molsin）」と名付けたこの酵素剤は、多くの

共同研究者との協力により工業化に成功しました。後年、酵素の諸性質も含めて米国・

Academic Press の”Methods in Enzymology, Vol. XIX”21)に刊行されました。 
 モルシンの主な成分である酸性プロテアーゼ Aspergillopepsin I （EC 3.4.23.18）をタ

ンパク質的に均一に精製 22)したところ、この画分にはモルシン原末の特色であるアミノ酸

遊離作用は見られませんでした。非常に高度に精製した酸性プロテアーゼ

Aspergillopepsin I の過ギ酸酸化インスリン B 鎖に対する基質特異性はタンパク質を限定

分解するカテプシン D に類似のものでした 23)。そして、ペプシン・ファミリーの酸性プロ

テアーゼを二分する基質特異性を迅速に検定するための新しい測定法を開発しました 24)。 
後に、アミノ酸遊離作用を行う酵素はモルシン原末中の酸性カルボキシペプチダーゼで

あることを見つけました 25)。Aspergillopepsin I はペプシン・ファミリーの酵素作用をす

るのみならず、十二指腸のエンテロペプチダーゼの特有反応であるトリプシノーゲン活性

化反応もすることができます。トリプシノーゲン活性化反応こそ哺乳類の消化管における
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タンパク質消化の鍵酵素反応として注目される最重要反応なのです。 
かくして、Aspergillopepsin I の二触媒機能はなぜ起るのかに興味の焦点を当てました。

東北大学在任中の大学院博士課程の学生・新谷尚弘氏の博士論文研究により、この酵素の

興味ある二触媒機能性のしくみが明らかとなりました。Aspergillopepsin I 中の Asp-76 残

基が基質との結合サイトとなり、基質トリプシノーゲンの N 末端から 6 番目の Lys6と化学

結合をすることによることが判明しました 26, 27)。さらに、ブタ・ペプシン遺伝子の部位特

異的変異により、トリプシノーゲン活性化反応のできる二重変異ブタ・ペプシン

（T77D/G78(S)S79）酵素を得ることに成功しました 28)。これにより、ペプシン・ファミ

リー酵素の二触媒機能性発現の酵素化学は解決いたしました 26－28)。Kunitz, M.が十二指腸

のエンテロペプチダーゼの研究中に、アオカビがトリプシノーゲンを活性化したという発

見から約半世紀かかりました。Aspergillopepsin I の最近の総説を掲げます 29)。 
ペプシン・ファミリー酵素は Asp-32 と Asp-215（ペプシン番号）が触媒中心残基です。

ところが、触媒中心残基はペプシン・ファミリーとは異なり Ser-Glu-Asp（SED）からな

る Sedolisin ファミリーに属す新奇酵素アオルシン（Aorsin）30)の基質特異性は pH4 付近

でトリプシノーゲン活性化反応のみならず、プラスミノーゲンの活性化も行います。この

A. oryzae 由来の酵素アオルシンの基質結合部位は、触媒中心のアスパラギン酸残基とは異

なる別の Asp 残基であることも明らかになりました。アオルシンの研究は、韓国からの留

学生で、日本で博士号（農学）をとり、国税庁醸造試験所とその後の（独）酒類総合研究

所の博士研究員をされ、一時帰国後、再度来日した李（LEE, Byung Rho）博士と、大学

院前期過程の学生・山下浩一郎君らの成果です。 
 酸性カルボキシペプチダーゼは酸性領域で、C－末端からアミノ酸を遊離する酵素で、苦

味ペプチドから苦味を除去したり、反応物に旨味を付与したりする酵素です 25)。日本酒で

は旨味生成に関わり、焼酎では複雑な芳香形成にかかわる極めて重要な酵素として認識さ

れ ACPase の略称で呼ばれています 31)。東北大学在任中の大学院博士課程の学生・千葉靖

典氏の博士論文研究により、酸性カルボキシペプチダーゼの活性中心は Ser-153、Asp-357
と His-436 の三残基からなり、セリンカルボキシペプチダーゼ（EC 3.4.16.5）のファミリ

ーに属し、膵キモトリプシン類似の活性中心構造を持つことが明らかになりました 32)。こ

の酵素は約 30%の糖鎖をもち、うち約 20%はハイマンノース型のものです。この糖鎖構造

の解析から、従来全く知られなかった Man10GlcNAc2と Man11GlcNAc2の２種の新奇の糖

鎖構造が見出されました 33－35)。千葉靖典博士は平成 7 年度の井上科学振興財団・井上研究

奨励賞に輝きました。 
 これとは別に九州大学大学院の後藤正利博士はクロコウジキン Aspergillus awamori の
O－結合型糖鎖機能と糖鎖合成機構の研究により平成 18 年度日本農芸化学会奨励賞を受賞

しています 36)。 
 
２）1,2-α-D-マンノシダーゼ －糖タンパク質輸送機能関連酵素－ 
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 糖タンパク質のハイマンノース型の糖鎖構造の解析には 1,2-α-D-マンノシダーゼは必須

の酵素です。先述の酸性カルボキシペプチダーゼの新奇の糖鎖構造の解析には、私の研究

室で発見した Aspergillus の 1,2-α-マンノシダーゼ（EC 3.2.1.113）37-43)並びにアオカビ

Penicillium citrinum の 1,2-α-マンノシダーゼ 44-47)による大きな貢献がありました。 
新酵素発見の発端は Aspergillus を用いて、菌類の耐久型細胞と栄養細胞の間の分化に挑

戦をと始めた研究からです。クロコウジキン Aspergillus saitoi の胞子を水溶液に浸漬した

ところ、胞子が膨潤すると溶媒中にマンノースならびにグルコースが遊離したことから、

エキソ型の糖鎖加水分解酵素の存在を知り、マンノースを遊離する酵素の探索からはじめ

ました。マンノシダーゼを見出しましたが、その基質特異性を決定するのは容易なことで

はありませんでした。パン酵母と清酒酵母のマンナンをそれぞれメチル化し基質として反

応させた後、ガスクロマトグラフィーで分析することから特異性を決定しました。結果は、

A. saitoi からのマンノシダーゼは 1,2-α-マンノシド結合を特異的に加水分解する結論を得

ました 37)。当時、マンノシダーゼは植物からのものがよく知られており、植物酵素（EC 
3.2.1.24）は α-マンナンの主鎖の 1,6-α-マンノシド結合、そして側鎖の 1,2-α-マンノシド結

合、そして 1,3-α-マンノシド結合のいずれをも加水分解できるものです。A. saitoi マンノ

シダーゼの 1,2-α-マンノシド結合のみを特異的に加水分解する変わった特異性を確認する

ために、当時神戸大学医学部第二生化学講座教授の木幡陽博士に共同研究をお願いいたし

ました。木幡教授のところでは、致死的な遺伝病である α-マンノシ－ドーシスの患者の尿

から分離した構造の異なる各種のハイマンノース型の糖鎖を沢山お持ちでした。ここでの

研究の結果、A. saitoi のマンノシダーゼは 1,2-α-マンノシド結合のみに特異的な加水分解

をすることが確認され 38)、内外の研究者から注目されることになりました。 
この酵素遺伝子 cDNA をクローニングし、一次構造を推定しました 39)。さらに、cDNA

を酵母の発現ベクター39)にくみこみ発現系構築に成功しました。実はこの際に、Aspergillus
の 1,2-α-マンノシダーゼ遺伝子の発現については大変に苦労しました。野生型の

Aspergillus の 1,2-α-マンノシダーゼの N-末端は不明でした。同時期に、吉田孝博士をリー

ダーとするグループでは P. citrinum の 1,2-α-マンノシダーゼ遺伝子の発現に成功していま

した 44-47)。両遺伝子のヌクレオチド配列からの推定アミノ酸配列を比較すると、P. citrinum
の 1,2-α-マンノシダーゼは数十残基欠けた状態になっていました。このことを考慮し、

Aspergillus の 1,2-α-マンノシダーゼの N－末端に相当する部分のヌクレオチド配列を削除

してからすでに述べた Aspergillopepsin I 遺伝子のプロモーター領域に結合させ、酵母の

発現系で Aspergillus の 1,2-α-マンノシダーゼを発現することが出来ました 39)。 
その後、この融合遺伝子をコウジキンの発現ベクターにくみこみ大量発現系構築に成功

しました 40)。コウジキンによる発現系で、酵素の大量発現と生産が可能となりました 40)。

動物など他の生物起源の 1,2-α-マンノシダーゼは活性発現にカルシウムが必須なのですが、

A. saitoi 酵素の活性にカルシウムは必須ではないユニークな酵素であることが大学院博士

課程の学生、多田羅洋太君により明らかになりました 41)。 
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 1,2-α-マンノシダーゼの活性中心残基について、藤田晃子さんはタンパク質工学の部位特

異的変異から酵素活性に重要な影響を与える５残基の酸性アミノ酸を推定し速報しました

42)。その後、部位特異的変異による詳細な解析 41)から、Glu-124 は酸触媒残基で、Asp-269
残基と Glu-411 残基は共に触媒反応に重要な残基であり、そして、Glu-273、Glu-414、
Glu-474 の３残基は基質との結合残基であることを決定しました 41)。1,2-α-マンノシダーゼ

は３残基のシステインがあり、Cys-443 残基は遊離状態で存在し、Cys-334 と Cys363 の

２残基はジスルフィド結合をしています 43)。遊離システイン残基を部位特異的変異により

各種のアミノ酸残基に変異させ性質を調べたところ、アミノ酸残基の側鎖構造の大きさと

疎水性の度合いにより変異酵素は３群に分かれました。これら３群の変異酵素を詳細に解

析したところ、遊離 Cys-443 残基の位置は 1,2-α-マンノシダーゼの分子構造保持、ならび

に耐熱性に大きな寄与をすることが明らかにされました 43)。 
 
３）チロシナーゼ －生体防御機能酵素－ 
 コウジキンは生育の初期にかなりの量のクエン酸を生産します。コウジキンのプロチロ

シナーゼは pH3.0 の酸性処理で、数分後にチロシナーゼに活性化します 48)。コウジキンの

プロチロシナーゼは四量体として存在していることがわかりました。そして、酸活性化に

より構造変化を起こすことを明らかにしました 48)。チロシナーゼの前駆他から活性化する

しくみは、生物によりそれぞれ異なっています。酸で活性化するチロシナーゼはコウジキ

ンからのものだけです。コウジキンのプロチロシナーゼは酸処理で活性化するという現象

を見出した 1984 年頃は、電気泳動的に均一に精製したプロチロシナーゼ標品にも、なお極

めて微量の酸性プロテアーゼとアルカリ・プロテアーゼが依然として残存していることを

証明していました 48)。当初は、pH3.0 で酸変性したプロチロシナーゼにこれらのプロテア

ーゼ類が作用し、チロシナーゼに酸活性化するのではないかと考えていました。 
その後、プロチロシナーゼ遺伝子（melO）の cDNA をクローニングし、これを酵母の発

現ベクターに組み込み酵母細胞での発現に成功しました 49)。酵母細胞における発現系では

プロチロシナーゼの発現量が極めて少ないので、大腸菌による発現系に変えました。この

際に苦労したのは、18oC とした大腸菌培養の温度領域と、チロシナーゼは銅酵素なので、

銅濃度の問題でした。これらをクリアーし、プロチロシナーゼ遺伝子の上流にチオレドキ

シン遺伝子を融合させ融合タンパク質としての発現系の構築をしあげました 50)。この発現

系を用いて、タンパク質工学の部位特異的変異によりチロシナーゼの活性中心における銅

原子 CuA と CuB にそれぞれ配位しているアミノ酸残基を決定したところ、従来ヘモシア

ニンの X 線構造解析からの類推によるものとは全く異なりました。CuA と結合しているア

ミノ酸残基はヒスチジン３残基と新奇システイン残基 1 であり、CuB と結合しているアミ

ノ酸残基は従来推定されたものよりヒスチジン１残基多いヒスチジン４残基であるという、

新しい活性中心構造を大学院後期の中村志芳君により提出することができました 50)。 
 コウジキンのプロチロシナーゼは酸処理により酸変性し４量体から２量体に転換します。
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この際に遠視外領域の円二色性 CD 測定からの二次構造には大きな変化は見られないが、

近視外領域の CD 測定による二次構造、三次構造には大きな変化が起こり、不活性の前駆

体プロチロシナーゼの時には疎水性領域に埋もれていた活性中心構造が露出し、チロシナ

ーゼの活性化を示すようになるのです。活性化の際の 2 量体形成にはサブユニットの

Cys-108 残基同士によるジスルフィド結合が必須であることを明らかにしました。  
不活性プロチロシナーゼの酸処理によるチロシナーゼへの活性化のしくみに初めてふれ

て以来、四半世紀以上の年月がたち、いわば超駅伝研究が続きました。タスキはアンカー

である最後の大学院生であった多田羅洋太博士（工学）により無事ゴールのテープを切り

ました。若いときの私の夢であった「みずからの酵素の研究に哲学のみならず美しさを織

り込めたらと考えています」51)を現実のものとしてかなえていただきました。 
 
４．コウジキンを工場に －遺伝子情報からの新奇産業形成へ－ 
 
二十一世紀の世界の知的競争のひとつはゲノム解析と、ポストゲノム研究です。コウジ

キン・ゲノムの塩基配列の解読も 2003 年には完了し、2005 年に報告が出ました 4)。安全

な微生物であるコウジキンをタンパク質の生産工場 1)にという夢も段々実現してきました。 
 1,2-α-マンノシダーゼは糖タンパク質の糖鎖構造解析に必須の酵素です。この 1,2-α-マン

ノシダーゼの製造は通商産業省（現・経済産業省）遺伝子組換え DNA 技術工業化指針の適

合度確認安全度カテゴリー1 を 1999 年に通過し、大関（株）で工業化され、生化学工業（株）

から販売されています。さらに、産業技術総合研究所・糖鎖工学研究センターの千葉靖典

博士らは A. saitoi の cDNA を酵母菌の小胞体内で発現滞留するように遺伝子操作して、酵

母の細胞内で糖タンパク質にヒト型の糖鎖形成の導入法に成功しました 52)。 
また、コウジキンの液体培養で発現するチロシナーゼ遺伝子（melO）49,50) のプロモータ

ー領域に、固体培養で発現するグルコアミラーゼ（glaB）遺伝子をつなぎ、その組み込ん

だ発現ベクターをコウジキンの細胞に入れて液体培養をすることで、固体培養で発現する

グルコアミラーゼ遺伝子をを液体培養により大量発現し、液体培地中にグルコアミラーゼ

を著しく生産する新しい方法を月桂冠（株）と共に確立しました 53)。デンプンの糖化の問

題は一醸造工業のみの問題ではありませんから、今後の展開が注目されます。例えば、最

近「グルコース－空気生物燃料電池」が急速に注目されてきました。生物電気化学を専攻

する谷口 功教授による解説 54)があります。酵素化学からの新しい生体物質発電、そして

新しい産業分野形成への夢につながります。 
さらに、固体麹で発現するチロシナーゼ遺伝子（melB）のヌクレオチド配列が決定され

ました 55)。その情報から、固体培養で発現する遺伝子（melB）と液体培養で発現する遺伝

子（melO）ヌクレオチド配列との同一性はたったの 24%でした 55)。興味深いことに、発現

産物の２酵素の一次構造上の同一性は僅かであっても、この２種のチロシナーゼの酵素的

性質はお互いに良く似ています。おそらく、両酵素タンパク質の全体の骨格構造、そして
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活性中心構造は良く似ていると考えられます。以上のコウジキンを工場にという新しい有

用物質生産の方式は、いずれも私の研究室と他の研究機関との共同研究から世界に発信し

た新しいナノ・テクノロジーです。 
温故知新、「日本の国菌・麹菌」を新しい目で見直し活用したいものです。 

 
５．麹菌から学んだ「ものの見方・考え方」 
 
 麹菌の研究から学んだ「ものの見方・考え方」56) を列挙します。 
１）プロテアーゼ研究からえた「酵素化学は 純度との戦いである」。 
２）マンノシダーゼの研究からえた「基礎的研究は 若い研究者を助ける」。 
３）チロシナーゼ研究からえた「ありふれた もの・しくみ の中に前人未知の真理がある」。 
以上は、支持者により支えられた私の酵素化学研究がもたらした「宝」といえます。 
 そして、これらの研究を追及した「こころ」は、一面で行雲流水の自由に飛びまわる「あ

そび心」を求めました 57)。あそび心は「酵素の散歩道」58)を逍遥しました。 

いささか、趣味的なのですが、「麹」という字に関わる言葉をあげてこの稿をしめます。

「麹君（きくくん）」は酒の別名です。「麹院（きくいん）」は酒を造るところ。酒屋、酒房です。

「麹神（きくしん）」は酒の神。または、きわめて酒の好きな人です。「麹君」にまつわるひと

つの成果は、「古典にみる酒のはなし」59)と、近著「酒のおいしさ－古典からさぐる－」60)

です。おつかれを癒すことができますでしょうか。 
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図１Ａ コウジキン （大隈正子博士 提供） 
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図１Ｂ 分生子柄－分生子 （林 和也博士 提供） 
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図１Ｃ 分生子 （林 和也博士 提供） 
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麴菌ＥＳＴ解析の成果と意義 

赤尾 健 （独立行政法人酒類総合研究所） 

 

EST 解析とは、cDNA ライブラリーからランダムにクローンを拾って１方向から１回ずつ

塩基配列を読んでいく手法により、主に ORF の配列情報を効率的に収集するものである。

麴菌 Aspergillus oryzae の EST 解析は、1999 から 2000 年にかけてわが国の産学官コンソ

ーシアムによって実施された。その背景としては、（１）塩基配列決定をより効率的に行え

るようになりつつあったこと（２）麴菌は遺伝学的解析の困難さから、逆遺伝学的解析の

ための基盤となる配列情報の蓄積が必要であったこと、（３）全ゲノム解析の実施には研究

資源が不足していたこと、（４）いずれは全ゲノム解析を行うにしても発現配列情報が重要

なこと、（５）海外企業が麴菌の潜在能力に高い関心を寄せていることに対し知財戦略上の

対策を早急に講じる必要があったこと、などが挙げられる。もちろんわが国の産業が長い

利用の歴史から麴菌の安全性と有用性を十分に認識し、更にその特性をより深く理解した

上でより広範で高度な利用を目指していることが、根本的かつ共通の動機付けとして重要

であったといえる。 

麴菌 EST 解析の実施にあたっては、野生株に近いとされる RIB40 株を対象とした。また、

できるだけ多くの発現配列を収集し、更に培養条件間の比較解析にも資する観点から、大

学・公的研究機関で分担し、3固体培養を含む 9培養条件から cDNA ライブラリーを調製し、

5’側からシングルパスシークエンスを行った。最終的に 21,550EST(平均 569base、総長

12.24Mb)を収集し、アセンブルによって 7,693 コンティグ(平均 655base、総長 5.04Mb)を

得た。同じ遺伝子由来のコンティグがアセンブルされ損なったものを考慮しても麴菌の遺

伝子数（当時は 8～9,000 個程度と見積もられていた）の 2/3、全ゲノムの 1/7～1/8 程度

をカバーすると推定された。また、全コンティグの内 5,595 個(72.7%)はただ一つのライブ

ラリーから得られた EST で構成され、更に内 4,495 個（62.9%）は他の EST とオーバーラッ

プのないシングルトンであったことから、数多くのライブラリーを対象とすることにより、

非重複な配列情報を実際に効率よ

く得られたと考えられる。 

各コンティグ配列について

BLASTX による相同性検索を実施

したところ、non-redundant なデ

ータベース中に存在する既知配列

（仮想タンパクを含む）と相同性

を有したものは、〔E-value＜10-9〕

を基準として約半数であった。ま

た、KOG の配列セットとの比較で、

相同性を有したものは約 40％に

  培  養 EST 解析数  解析機関 

 液体（富栄養） 2,650  
 

産総研､東大､名大

(愛知県) 

 液体（富栄養・高温） 2,056  食総研 

 液体（マルトース誘導） 927  名大（愛知県） 

 液体（貧栄養） 1,948   産総研 

 液体（発芽分生子） 1,023  農工大 

 プレート（アルカリ pH） 749  東大 

 固体（ふすま） 7,729   酒総研､東北大 

 固体（醤油麴） 993  産総研 

 固体（米麴） 3,475  酒総研 

  合  計 21,550   

Fig. 培養条件別 EST 解析数 
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とどまっており、KOG 中の酵母 2 種を含むモデル真核生物と相同性はないが他の生物種と

は相同性のある配列が全体の約 10％存在することになる。この他、EST の培養条件ごとの

出現頻度について集計を行い、固体培養特異的、液体培養特異的、各培養条件特異的に出

現したコンティグの抽出も行った。ただし、頻度情報については精度的にはそれほど高く

ないことに留意する必要がある。未知配列の中には、発芽、糸状生長、未知の有用酵素、

旺盛な分泌能、分生子形成など麴菌を含む糸状菌の特性のうち未知の部分に関わる遺伝子

が、また培養特異的に得られた配列の中には、それぞれの環境に対応するために必要な遺

伝子が存在すると推測され、今後の取組みに興味がもたれる。 

ところで EST 解析の結果としては、一次的には上記のように配列の相同性や出現頻度な

どの面での知見が得られたが、この他、さまざまな面でそれ以降の麴菌の研究において大

きな波及効果を及ぼした。まず、個別の EST の配列情報と、解析に用いた cDNA クローンを

利用することで、興味ある遺伝子の配列を直ちに得ることが可能となった。すでに多くの

有用遺伝子の解析が進められ、一部については論文発表や特許出願がなされている。また

配列情報とクローンを研究基盤として包括的に利用することで、ポストゲノム的アプロー

チによる研究の進展を促した。すなわち、いくつかの機関において実績があるが、cDNA マ

イクロアレイのプローブ調製のためのクローンバンクとして利用され、また、質量分析計

を用いたプロテオーム解析において EST の配列情報全体が利用された。そして先ごろ終了

した麴菌ゲノムプロジェクトでは、遺伝子コード領域の予測段階で、とりわけ未知配列を

持つ遺伝子予測において、発現配列として有効に機能したところはご存知のとおりである。 

 なお現在 EST 情報については、http://www.nrib.go.jp/ken/EST/db/index.html、または

http://www.aist.go.jp/RIODB/ffdb/EST-DB.html で利用できる。 

   

末筆になるが、EST 解析コンソーシアムには、産業界からは天野エンザイム㈱、大関㈱、

キッコーマン㈱、月桂冠㈱、全国種麴組合、全国味噌工業協同組合連合会、ヒガシマル醤

油㈱、ヒゲタ醤油㈱、ヤマサ醤油㈱が参加し主として資金的なバックアップを行った。大

学・公的研究機関からは東京大学、東京農工大学、東北大学、名古屋大学（愛知県食品工

業技術センター）、産業技術総合研究所、酒類総合研究所、食品総合研究所（機関名称はい

ずれも現在のもの）が参加し、実際の解析を担当した。また、糸状菌ゲノム解析専門委員

会がコンソーシアム全体の統括に当たった。 

 

Outcomes of Aspergillus oryzae EST analysis 

Akao, Takeshi (National Research Institute of Brewing) 
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麴菌ゲノムの特徴 

町田雅之 （産業技術総合研究所・生物機能工学研究部門） 

 

はじめに 麴菌（Aspergillus oryzae）は、酒・醤油・味噌などの日本の伝統的発酵産業に広く使われてきた糸

状菌（カビ）であり、「国菌」と呼ばれることもある日本の産業にとって重要な糸状菌である。麴菌の EST

解析は 1996 年に開始され、1998 年からは産学官連携の大規模な EST 解析が行われた。また、2001 年からは

産学官連携のコンソーシアムと製品評価技術基盤機構（NITE）との共同研究によってゲノム解析が開始され、

2005 年に完了した。 

麴菌ゲノム解析の方法  麴菌のゲノム解析はホールゲノムショットガン法によって行われた。約 30 万個の

コロニーを無作為に選択して両末端の配列解析を行い、得られたコンティグについて、コスミドと BAC クロ

ーンのそれぞれ数千の両末端配列解析によってコンティグを連結してスキャホルドを形成させた。スキャホ

ルドの数が全体で数十程度になった段階で、Southern hybridization によって各 scaffold を染色体上にマッピン

グし、PCR 法などを用いて隣接する scaffold を決定した。これにより、麴菌が有する 8 本の染色体は、6 個の

スキャホルドと 10 個のコンティグから形成され、解析された塩基配列の総数は約 37 Mb（Ｍb:100 万塩基対）

となった。Sequence assembly は、最終的に Optical Mapping で確認された（図 1）。 

麴菌のゲノム塩基配列の特徴  本格的な麴菌のゲノム解析が開始される以前の予備的な解析から、麴菌に

は特に解析の難しい高度な繰返し配列などは見られず、ゲノム解析が行いやすい微生物と考えられていた。

しかし、ゲノム解析の過程で、コンティグの末端が AT 含量の高い配列1)で読めなくなることが頻繁に発生し、

gap を PCR 法で増やすことすらできない領域も多数存在した。NITE では、PCR 条件の検討など非常に手間

のかかる作業が丹念に行われ、ほとんどの gap を埋めることに成功した。この結果、残された領域のほとん

どは他の糸状菌でも解析が困難なセントロメア領域だけとなっている。麴菌のイントロンは高等動植物に比

較して短く比較的一定していることから、当初は麴菌の遺伝子の予測は比較的容易であると考えていたが、

正確な予想は困難な遺伝子が多数存在した。現在公開されている他の糸状菌のゲノム解析での遺伝子予測で

も同様であるが、これは、糸状菌の遺伝子数が微生物で最大級であり、遺伝子の情報が少ないということが

一因と考えられる。麴菌の遺伝子予測では、ALN2)や GeneDecoder3)などの産総研生命情報科学研究センター

が開発したソフトウェアが用いられ、遺伝子の予測に関しても最高クラスの精度であると考えられる。麴菌

のゲノムサイズは、同じ Aspergillus 属

に 属 す る Aspergillus fumigatus や

Aspergillus nidulans と比較して 30%程

度大きい約 38 Mb であるが、遺伝子数

も約 12,000 で、A. fumigatus と A. 

nidulans に比較してゲノムサイズの増

加にほぼ比例した遺伝子数が予測さ

れた。この増加分は、タンパク質分解

酵素などの加水分解酵素や、アミノ酸

の代謝系や二次代謝系の遺伝子など

によるもので、加水分解酵素やアミノ 図 1 ゲノム解析による麴菌の各染色体1) 
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酸代謝系遺伝子の数が多いことは、麴菌が食品の発酵産業に利用されてきたことを合理的に説明する。一方、

二次代謝系の遺伝子が増大していることは、麴菌の祖先が植物に対する感染性を持っていた可能性を示唆し

ている。また、Major Facilitator Superfamily Transporter 遺伝子の数が多く、麴菌の高い薬剤耐性を説明するも

のである1)。 

麴菌のゲノム構造の特徴  麴菌のゲノムとA. fumigatusとA. nidulansのゲノムとのシンテニーの解析により、

麴菌のゲノムには、A. fumigatus や A. nidulans のゲノムと共通の領域と麴菌に特有の領域がモザイク状に存在

することがわかった。麴菌に特有の遺伝子の多くは、この麴菌に特有の領域に集まっていた。また、これら

の麴菌に特有な領域の遺伝子の発現は、共通領域の遺伝子と比較して有意に低いことが解明された（図 2）。

このことは、麴菌が持つ二次代謝系遺伝子は発現が抑えられていることを意味しており、麴菌が高い安全性

を有していることを支持する結果であった1)。また、麴菌特有の領域には、原核生物である Agrobacterium 

tumefaciens と相同性が非常に高く、他の真核生物からは見つかっていない遺伝子が存在していた。このこと

から、麴菌は原核生物から遺伝子を獲得した可能性が考えられる。麴菌のゲノム上で遺伝的相同性を持つ領

域は、A. fumigatus と A. nidulans の 2 種のゲノムに対して共通であること、系統学的な解析から麴菌と A. 

fumigatus の分岐は A. nidulans の分岐の後であると考えられる4)ことから、3 種の共通の祖先は A. fumigatus や

A. nidulans と同様のゲノムサイズを有し、麴菌は他の生物種から遺伝子を獲得した可能性が高いと考えられ

る1)。 

麴菌の機能ゲノム科学解析  現在、麴菌のゲノム塩基配列を利用して、麴菌の全遺伝子に対するプローブ

を搭載する DNA マイクロアレイによる転写発現プロファイルの解析、プロテオーム解析などの「機能ゲノム

科学解析」が進められている。また、こ

れらのゲノム科学的解析による麴菌ゲノ

ム情報基盤を利用して、生分解性プラス

チックの能動的分解によるリサイクルや

抗真菌剤標的の解析、高機能な麴菌の作

出に関する研究が進められている。今後

の、麴菌ゲノム情報を利用した研究と産

業のさらなる発展が期待される。 

 

参考文献 

 1.  Machida,M. et al. Genome sequencing and analysis of Aspergillus oryzae. Nature 438, 1157-1161 (2005). 

 2.  Gotoh,O. Homology-based gene structure prediction: simplified matching algorithm using a translated codon 

(tron) and improved accuracy by allowing for long gaps. Bioinformatics. 16, 190-202 (2000). 

 3.  Asai,K., Itou,K., Ueno,Y. & Yada,T. Recognition of human genes by stochastic parsing. Pac. Symp. Biocomput. 

228-239 (1998). 

 4.  Galagan,J.E. et al. Sequencing of Aspergillus nidulans and comparative analysis with A. fumigatus and A. oryzae. 

Nature 438, 1105-1115 (2005). 

 

 
図 2 遺伝子の分布と発現1) 
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 Characteristic Feature of the Aspergillus oryzae genome 

Masayuki Machida (Institute for Biological Resources and Functions, National Institute of Advanced 

Industrial Science and Technology, AIST) 
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種麴と麴の今昔 

株式会社ビオック 和久 豊 

１．はじめに 
日本で古くから製造され日本人の生活に欠かすことの出来ない醸造食品の製造には麴を使用する。この麴

の製造にはそのタネが必要となる。それが種麴である。醸造食品は皆が知っており毎日何らかの形で口に入
れているが種麴の存在はあまり知られていない。今回は、日本の醸造を蔭で支えてきた種麴とそれに関連し
た麴菌について紹介したい。 

 
2．種麴とは 

種麴とは、「（醸造用の）麴を製造することを使用して生産された麴菌の分生子」と定義される。即ち、
種麴は蒸した穀物に麴菌を接種し、約 6日間培養して多量の分生子（4～20×10８／g－穀物）を着生させた後、
製品は乾燥させたものである。種麴は別名、「もやし」「種もやし」と呼ばれる。もやし（萌やし、蘖）は芽
を出す、という意味がある。麴の種として米などに蒔くと、もやもやと芽を出すことから、このように呼ば
れたものと思われる。 

 
3.種麴と麴菌 

先の定義のように、種麴と麴菌の関係は切っても切れぬものである。麴菌とは、種麴に使用する菌株であ
り、醸造食品製造に使用する麴を作るために使用する菌株である。現状に即して考えると、麴菌とはA.oryzae、
A.sojae、A.awamori、A.kawachii で構成される菌群となる。鰹節製造に使用される A.glaucus(Eurotium 
repens)、紅麴に使用される Monascus anka などは歴史的に種麴を製造していないという点で、麴菌とは異
なった位置にあるように考えるが、いかがであろうか。研究における A,nidulans の重要性はいうまでもない
が、これを麴菌と呼ぶことは混乱を招くので避けるべきである。 

 
4．種麴の製造 
 
種麴の製造工程を以下に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

種麴は清酒、味噌などの麴と異なり、多量の分生子を取得することが目的であるため、精米歩合の低い（97％
程度）の米を培養基質として用い、培養も約 1 週間と長時間行う。また、原菌接種時（あるいは放冷時）に
木灰を添加するのが種麴製造の特徴であり、醸造用の種麴製造と大きく異なる点である。この木灰添加は「種
麴製造に不可欠の品」といわれ種麴製造の極意であったが、現在では入手困難なことも有り、必要に応じて
リン酸カリなどを主成分とした人工木灰を添加している。培養後、保存性を向上ずるために低温で乾燥を行
う。 

 
＊木灰：椿、楢、櫟、栗、樫などの枝先と葉を蒸し焼きにして得られる灰。椿のものが最良といわれる。 

木灰を用いる目的は 1) 微生物汚染の防止 2) 胞子着生の促進 3) 胞子の耐久性向上 4) 蒸
米への物理的効果 などが上げられる。 

 
4．種麴の歴史 
① 種麴の誕生 

 麴利用が始まった頃は、自然に微生物が生育するのを待つ「自然種付」法であったろうと想像される。こ
の方法は出来不出来の差が大きく安定した麴作りを模索する中で、出来の良い麴を次の麴の種にする「友種
法」に推移していったものと思われる。室町時代に友種の保存に木灰を用いることで分生子の耐久性を向上
するという画期的な手段が見いだされ、種麴の起源となった。この木灰の使用は京都の酒こうじ座の一員が
考案したと伝えられている。 
② 種麴配布の始まり 
この木灰利用の種麴は当初自家用麴の種として使用されていたが、次第に麴製造業者などに配布するよう

になった。江戸時代初期には、種麴の袋に柳墨（黒色）で木版を刷っていた業者と、類似の木版を赤色で刷
っていた業者が存在した。世間では、前者を「黒判もやし」、後者を赤判もやしと呼称した。しばらくの間、

玄米 精米 洗米・浸漬

配合 

蒸煮 放冷

出麴 乾燥 分生子回収

原菌 木灰 粒状種麴 粉状種麴

種切 培養 
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この 2社が種麴を配給していたが、江戸末期までに、数社の種麴業者が誕生した。 
③ 明治以後 
種麴が麴菌という微生物であることがわかると、それを純粋培養しようとする試みがなされ、明治末期か

ら大正時代にかけて大手醤油メーカーがそれを実施、醤油の品質向上を計った。これが出来たのは資本力の
ある醤油メーカーに限られていたため、中小メーカーのニーズに答える形で醤油用種麴専用メーカーが誕生
した。 
その後、種麴メーカーは多用途の種麴を販売するようになるが、菌株の特性を踏まえて種麴を設計・製造

を行うのは戦後になってからであった。 
 

5.種麴の種類 
① 用途別 
種麴の種類は大変多い。清酒・味噌・醤油・焼酎という大まかな用途で 4 種類、更に各々の製品に適した

種麴が販売されている。例えば、味噌では原料別に米味噌、豆味噌、麦味噌用、更に味（甘口辛口など）、色
の違い（赤系、白系）など、極めて多種の種麴が開発、販売されている。清酒、醤油などにおいても同様で
ある。 
② 形状 
種麴の形状は粉状種麴と粒状種麴に大きく分けられる。その割合は、味噌、醤油醸造では 100％近くが粉

状品、清酒醸造でも、大手メーカーを中心に粉状品の使用が多数を占めている。唯一、焼酎の種麴は粒状品
の使用割合が高くなっている。 
③ 使用菌株 
前述のように用途の違いにより使用菌株は異なるが、種麴には複数の麴菌株を混ぜた複菌と 1 種類のみを

使用した単菌、の 2種類がある。 
 

6.種麴の改良 
① 麴菌の改良 
麴菌の改良で最も有名と考えられるのが焼酎用白麴菌であろう。1918 年に黒麴菌より分離され、類似の菌

を含めて 100 年近くに渡り使用されている。また、A.oryzae の白色変異株は味噌製造用に多く使用されてい
る。人工突然変異によるものでは、醸造試験所で行われたデフェリフェリクリシン非生産性麴菌が広く知ら
れている。 
② 種麴の改良 
種麴製造での最大の変化は、前述した友麴方式から純粋分離による単一菌株培養である。それが確立した

後は、機械設備や培養技術の進歩を積極的に取りいれることにより、各社品質の向上に努力している。最近
は消費者の食の安全への関心の高まりから、増量に使用するデンプンの NON-GMO 化なども検討・実施されて
いる。また、醸造メーカーの意向により行われる細かな変更は各社が各々に対応しており、その数は相当す
るにのぼると思われる。これらは一般には知られていないが、種麴の改良であるといえる。 

 
7.種麴の将来 
① 安全性 
A.oryzae、A.sojae はそれを利用した食品がこの日本に於いて長期間利用されており、また、GRAS List に

掲載されるなど安全性は高いとされている。食の安全への関心は更に高まると予想され、A.flavus、
A.parasiticus との関連、マイコトキシン関連物質など、安全性に対する知見の蓄積と安全であるという啓
蒙が今後更に必要になると思われる。 
② 醸造分野 
種麴が醸造食品と深い関係を持つ形で成立・発展してきた以上、今後も醸造食品が求める方向に沿う形で

種麴が開発・製造されていくことは間違いないであろう。幸い、現在の遺伝子組換え技術の発達により、求
める性質の菌を作ることは比較的容易となっており、新しい展開が期待できる。一方、遺伝子組換え技術の
食品への応用は大変風当たりが強く、また、醸造食品が求める麴菌のアウトラインが明確になっていない点
など、解決しなければならない問題も多い。 
③ 新分野 
醸造食品以外の広範な分野において固体培養技術が利用されることは、今までの種麴の概念や技術だけで

なく、新たな形が求められることになるであろう。それがどのようなものになるか、今の段階では全く想像
できない。それに対応することは、種麴という歴史に育まれた産物に新しいページを開くものになると考え
ている。 
 
8.終わりに 
長い歴史に育まれた醸造食品、麴菌は、日本の重要な財産であり文化である。種麴がその一翼を担ってい

ることを誇りにしつつ、時代の潮流とともに発展させていくことが、今に生きる私たちの使命である。 
 

 “TANE-KOJI and Koji-mold” history and practice 
Yutaka WAGU  ( Bio’c CO.,LTD ) 
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麴菌ゲノムはアトキンソンの再来か？ 

岩下 和裕 （独立行政法人酒類総合研究所） 

 
麴菌ゲノム解析はアトキンソン氏の業績に匹敵するのか？ 
 

明治初期、日本の酒類醸造は勘と経験、口伝などにより支えられており、科学的には暗黒の中にあった。
その酒類醸造にはじめて科学の光を当てたのは、O. Korshelt (1876)と麴菌（Aspergillus oryzae）の発見
者 H. Ahlbrug であるが、その光はか弱いものであった。そして、ボンヤリとした酒造研究に強烈な光を当て
たのが、英国から招聘されたRobert William Atkinsonであった。Atkinson氏は、1881年の著書「The chemistry 
of Sake-Brewing」の中で、米、麴、清酒製造法、焼酎、みりんについて、一連の科学的な研究と科学理論を
展開している。もろみ中の酵母や麴菌の菌糸、火落ちした清酒中の火落菌などの精密な顕微鏡観察のスケッ
チはあまりにも有名である。また、氏は米デンプンの麴による加水分解と酵母によるアルコールへの変換と
いう、清酒製造の基本原理についても言及している。今から 126 年も前に、清酒製造の全体を網羅した一連
の研究がなされたことは驚くべき事であり、日本の醸造研究を生み出したと言うことから、Atkinson 氏の業
績は、まさに酒造研究のはじまりとされてしかるべきである。 

それから一世紀の間、優良清酒酵母、麴菌の選抜や育種技術、精米技
術や醗酵制御技術など、清酒製造の研究は格段に進歩し、清酒の品質も
洗練されて来た。そして、Atkinson氏の研究から約100年後1978年には、
酵母の遺伝子組換え系が、約 10 年後の 1987 年には麴菌の形質転換法が
開発された。また、その１年後には麴菌のα－アミラーゼ遺伝子がクロ
ーニングされて、麴菌の分子生物学の幕開けが訪れた。それから次々と
麴菌の遺伝子がクローニングされ、α－アミラーゼ遺伝子からちょうど
10 年後の 1998 年には、固体培養特異的なグルコアミラーゼ B (glaB)遺
伝子がされ、これまで解析が難しかった麴の分子生物学にも道が開かれ
た。しかしながら、華々しく見えるこの 10 年間でクローニングされた麴
菌遺伝子は約 50 遺伝子である。その後明らかとなる麴菌の全遺伝子数
12,074 からすると遥かに少ない。実は、麴菌全ゲノム解析前夜に見てい
た世界は、Korshelt や Ahlbrug が見ていた世界と等しく、わずかな光を
当てて、必死にゲノムを見ていた世界だったのかもしれない。そして、
昨年末に公開された麴菌の全ゲノム情報は、麴菌ゲノムに当てられた、
強烈な光であった。 

麴菌ゲノム情報はまさに設計図そのものである。そして、Atkinson 氏は酒類醸造研究のガイドライン、清
酒製造の基本的な設計図を示したと言える。Atkinson 氏の偉業は麴にとどまるものでは無い。しかし、現在
進んでいる清酒酵母の全ゲノムシーケンス及び火落菌の全ゲノムシーケンス解析を全て含めると、Atkinson
氏の偉業に匹敵すると言っても良いのではないだろうか？そして、これらのゲノム解析が我々日本人の手に
よってなされていることは意義深い。 

 
 

麴菌のポストゲノム研究から見え始めたもの 
 

米も含めて、醸造関連生物のゲノム情報が重要であるのは言うまでもない。清酒をメタボライトの集合体、
メタボロームそのものと考えたときに、そのメタボライトの組成は、基本的にはプロテオーム組成及び機能
を制御する事によりもたらされ、プロテオームはゲノムに帰結する。清酒関連の全生物のゲノム情報が明ら
かになったと言うことは、醸造を支える全遺伝子のセットが明らかになったと言うことである。醸造微生物
を育種、選抜するという事は、このゲノムのセットを改変、取捨選択することであり、醸造技術は、そのゲ
ノムの働きを制御する技術と言うことが出来る。つまり、全ゲノム配列の意味、機能を明らかにすることが
次の目的といえる。全ゲノム配列という白地図に、色やランドマークを付与していく作業である。 

ゲノミクス、プロテオミクスは、全ゲノム情報を利用してハイスループットに研究行う分野であり、ポス
トゲノム研究を象徴する。その中核となる技術は DNA マイクロアレイ解析と質量分析を中心としたプロテオ
ーム、インターラクトーム等の研究である。酒類総合研究所では、これらのツールを自作、開発して研究を
行ってきた。麴菌 3000 アレイでは、米麴、小麦フスマ麴等の経時的な遺伝子発現解析を行い、固体培養特異
的な遺伝子群の同定や、固体培養環境を認識するシグナル伝達系の解析を行っている。また、分泌タンパク
質のプロテオーム研究では、固体培養特異的なタンパク質を直接同定する事により、固体培養と液体培養で
は生産されるタンパク質が大きく異なることや、固体培養で生産されるタンパク質には多くの機能未知のタ
ンパク質があることを示している。さらに、液体培養では、シグナル配列を持たず菌体内に局在するタンパ
ク質が、固体培養では明らかに菌体外に生産されるようになることを示すなど、これまでの研究では見いだ
されなかった多くの知見が得られ始めている。 

 

もろみ中の酵母と麹菌の菌糸
アトキンソン氏のスケッチ

もろみ中の酵母と麹菌の菌糸
アトキンソン氏のスケッチ
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麴菌のゲノム科学で清酒を美味しくするためには 
 

清酒製造に関わる微生物の遺伝子数を見ていくと、麴菌が約 12,000 遺伝子、酵母が約 6,000 遺伝子、乳
酸菌が約 2,000 遺伝子である。単純に、遺伝子数が清酒の品質への貢献度だと考えると、麴菌は、酵母や乳
酸菌を遥かにしのぐポテンシャルを持っていることになる。一方、これまでの麴菌の研究で、清酒の品質へ
の影響がよく知られているのは、アミラーゼ類とプロテアーゼ類、そしてフェリクリシン関連酵素やムレ香
関連酵素などごくわずかである。これらの酵素だけで清酒が出来るかというと全くそうではない。麴菌ゲノ
ムのポテンシャルから見れば、遺伝学的性質等、麴菌研究の困難さから、予想以上に研究が進んでいないよ
うに見える。では、どうやって麴菌のゲノム科学を清酒醸造に活かして行けば良いのだろうか？ 

幸いなことに、麴菌は清酒製造には出麴を終えた「麴」として使用される。つまり、「麴菌ゲノム情報の
アウトプットそのものが清酒製造に利用される。」と言うことである。具体的に言うと、麴菌の選抜により選
ばれたゲノムセットを元に、麴菌が生育環境条件に応答したトランスクリプトームの変化、出麴時のプロテ
オームそのもの、メタボロームそのものが醸造に利用されると言うことである。特に、トランスクリプトー
ムとプロテオームは、現在の技術でかなりの部分をハイスループットに解析することが出来る。麴菌ゲノム
のポテンシャルと、現在のツールポテンシャルを考えると、戦略的に解析を行うことで、清酒の品質におい
てキーとなる因子を多数見いだせることはほぼ間違いない。 

 
 

小さく見えるが大きな違い－歴史を繋ぐ橋－ 
 

酒類を販売店で購入する場合、その選択の基準となるのはなんだろうか。水やエタノールは最も多い成分
であり、重要な選択基準となるが、酸やアミノ酸などはそれよりも大幅に少なく、香りに至っては遥かに少
ない。しかしながら、酸やアミノ酸、香りやその他微量成分の持つインパクトは強く、わずかな物質が大き
な選択基準となっている。これはゲノムについても同様のことが言えるかもしれない。たとえば、ヒトとチ
ンパンジーのゲノム配列そのものの違いは、わずかに 1.2%程度しかないと言われている。また、ヒトの個人
差は、配列レベルでは 0.1%程度の違いしかないと言われている。しかしながら、我々が恋人や配偶者を選ぶ
とき、このわずかな違いは極めて重要である。産業用の微生物についても同様の事が言える。特に変異株の
作成では、わずか１塩基の違いを選んでいることが多々ある。 

これまでの麴菌の選抜ではどうであったであろうか？その実情は、いくつかの酵素活性と、状貌や香り等
の官能的指標、清酒を仕込んだ後の官能的評価や評判などによって選抜して来たのではないだろうか？そし
て、その永年の経験が蓄積されているのが、現在使用されている菌株なのではないだろうか？では、選抜に
漏れた菌株と残った菌株の違いは何なのであろうか？その違いはゲノムに書き込まれていると考えても良い
のではないだろうか？では、それらの菌株はどこにあるのであろうか？幸い酒類総合研究所には、優良な菌
株も、その選抜の過程で選に漏れてしまった菌株も多く保存されている。そして、現在我々は１塩基レベル
の違いを検出する技術（DNAchip）を有している。ようやく、多くの経験が蓄積された書物をゲノムサイエン
スというツールを使ってひもとくことが可能になったのである。 

現在、酒類総合研究所では、これまで述べてきた、DNAchip とプロテオミクスと言う２つのツールを使っ
て、麴菌株間のゲノム配列の多様性、および実際のアウトプットである「麴」オミクスの研究を行っている。
全ゲノム解析技術は、間違いなく科学に、産業に大きなパラダイムシフトをもたらしたと言える。特に、こ
れまで、遺伝学的な研究や生化学的な研究が難しかった麴菌研究では、より大きな進歩が期待される。これ
らのゲノム研究を活かすことが出来るのは、麴菌の遺伝的解析の難しさ、固体培養の研究の難しさ、醸造と
いう複雑系の科学の難しさに耐えながら、１世紀以上にわたり研究を積み重ね多くの蓄えを作っていただい
我々の諸先輩方のお陰である。これからその大きな種が芽吹き、大きなつぼみとなって、大輪の花を咲かせ
ることを夢見ているのは私だけであろうか？ 

 

A Second Advent of Atkinson with the genome sequence of Aspergillus oryzae 

Kazuhiro Iwashita (National Research Institute of Brewing) 
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ゲノム解析情報を利用した醤油用麴菌育種の可能性について 

畑本 修 （キッコーマン（株）、野田産業科学研究所） 
 
醤油は伝統的発酵食品のひとつであり、味噌、味醂などとならび日本の食文化の中心をなす調味料

のひとつである。これまで、我々は常に「よりよい醤油の品質とは何か」を追求しつつ、消費者に喜

ばれる醤油の開発を進めてきた。醤油製造においては麴菌、酵母、乳酸菌といった微生物が重要な役

割を果たしており、中でも麴菌は醤油の品質を大きく左右する微生物である。従って、より良い品質

の醤油を提供するためには、如何にして優良麴菌を育種するかが重要な課題となっている。1980 年代

半ば以降、分子生物学的手法を用いた麴菌の研究が進み、遺伝子組換えによる麴菌の育種が可能とな

った。また、EST 解析、ゲノム解析の結果、麴菌遺伝子の全容が明らかとなった現在では、様々なア

プローチでの優良麴菌育種の可能性が広がってきた。本日は、麴菌の転写調節因子に注目して醤油用

優良麴菌の育種の可能性について検討した結果について報告する。 

 

(1) 麴菌の硫黄同化系制御因子の機能解析－蛋白分解系酵素高生産株育種を目指して－ 

【目的】 

麴菌のプロテアーゼは、炭素源・窒素源・硫黄源のいずれかの制限により発現が誘導されることが

知られている。これらの発現制御に関わる機構を明らかにすることは、醤油をはじめとした、麴菌の

生産する酵素により蛋白質を分解し製造する調味料の、生産の効率化において重要な意味を持つ。こ

れまでに、炭素源によるプロテアーゼの発現制御に関わる、creA 遺伝子を中心としたカタボライトリ

プレッションの制御系が明らかにされてきた。また、窒素源によるプロテアーゼの発現制御には、areA

遺伝子を中心とした制御系について、その概要が知られている。しかしながら、硫黄源によるプロテ

アーゼの発現制御については、その分子的な機構は知られていない。近年、遺伝学的解析の進んだ糸

状菌、Aspergillus nidulans と Neurospora crassa において、硫黄同化系遺伝子の発現制御に関して

の研究が進められており、その中心的な役割を担うと考えられる MetR および Cys-3 をコードする遺

伝子(互いに相同な遺伝子)がそれぞれ単離され、報告されている。一方、麴菌 Aspergillus oryzae

の EST 中に、MetR および Cys-3 と相同性を示すアミノ酸配列をコードする遺伝子断片が見出された。

そこで、我々は、MetR の硫黄同化系制御因子としての機能および、蛋白質分解系酵素の発現制御との

関わりについて検討した。 

【方法】 

EST 解析情報を基に単離した麴菌 MetR 遺伝子をアミラーゼ遺伝子プロモーターの下流に結合した

プラスミドを作製し、麴菌に導入した。得られた MetR 遺伝子高発現株を高濃度のメチオニンを含む

液体培地（抑制培地）および硫黄源を含まない液体培地（脱抑制培地）で培養し、硫黄同化系酵素で

あるアリルスルファターゼ活性を測定した。 

次に、MetR 遺伝子の発現と蛋白質分解系酵素の発現制御との関わりを明らかにするため、MetR 遺

伝子高発現株を大豆粉液体培地および、低分子の硫黄源・炭素源・窒素源を加えた大豆粉液体培地で

培養し、培養上清のプロテアーゼ活性およびロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)活性を測定した。ま

た、醤油醸造への利用の可能性を明らかにするため、MetR 遺伝子高発現株を醤油麴様培地で培養し、

培地中に分泌されるプロテアーゼ活性およびLAP活性を測定した。 

【結果と考察】 

親株と MetR 遺伝子高発現株のアリルスルファターゼ活性を比較したところ、脱抑制培地において

はいずれの菌株においても活性が認められた。抑制培地では、親株では活性がほぼ完全に抑制されて

いたのに対し、MetR 遺伝子高発現株では、その抑制が部分的ながら解除されていた。また、脱抑制培

地における活性も、親株に比べてMetR 遺伝子高発現株では高い値を示した。 

次に、低分子の硫黄源・炭素源・窒素源を加えた大豆粉液体培地では、親株のプロテアーゼ活性お

よび LAP活性がほぼ完全に抑制されていたのに対し、MetR 遺伝子高発現株では、これらの酵素活性の

低下は見られなかった。また、MetR 遺伝子高発現株はいずれの培地においても親株に比べて高い活性

を示した。また、醤油麴様培地においても、MetR 遺伝子高発現株では親株に比べて高いプロテアーゼ

活性および LAP 活性を示した。これらの結果から、麴菌 MetR は、硫黄同化系遺伝子の正の制御因子

としての機能を有すると同時に、蛋白質分解系酵素の発現に正の影響を及ぼす機能も有することが示
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された。 

 

(2) ゼラチン分解に寄与する転写調節因子の探索 

【目的】 

 醤油の市場をユーザー別に分けると家庭用市場と業務加工用市場に大別することが出来る。家庭用

市場においては従来の醤油のニーズが大半を占めるが、業務加工用市場では、日本人のライフスタイ

ルの変化に伴い様々な特長をもつ醤油あるいは醤油様調味液が求められるようになってきた。醤油様

調味液の一例としては原料の小麦グルテンを麴菌のプロテアーゼで分解したものが知られているが、

その他の蛋白質原料についても検討あるいは製品化されている。我々は、ゼラチンを蛋白質原料とし

て用いた調味液製造の可能性を検討するため、ゼラチン分解能の高い麴菌の育種を試みた。 

 ゼラチンを蛋白質原料とする調味液を製造するためには、ゼラチン分解に必要な蛋白質加水分解酵

素をバランスよく生産する麴菌を育種することが重要である。しかしながら、一つの蛋白質加水分解

酵素遺伝子の発現を強化しただけではゼラチン分解に最適な酵素の発現バランスを持つ麴菌の育種

は困難であると考えられる。麴菌は百数十種類の蛋白質加水分解酵素遺伝子をもつことが明らかとな

ってきた。我々は、複数遺伝子の発現制御が可能な転写調節因子に着目し、発現を強化することによ

りゼラチン分解に正に寄与する転写調節因子の探索と、それらの転写調節因子の相互作用について検

討した。 

【方法】 

 既知の転写調節因子とのホモロジーやアミノ酸配列からの構造予測を用い、麴菌ゲノム情報から、

転写調節因子をコードすると思われる遺伝子を抽出した。抽出した各遺伝子の配列情報を基に PCR増

幅した転写調節因子遺伝子をアミラーゼ遺伝子プロモーターの下流に結合したプラスミドを作製し、

麴菌に導入した。得られた各転写調節因子遺伝子高発現株を、ゼラチンとマルトースを含む最小培地

で 5 日間培養した。5 日間培養後の培養上清中のグルタミン酸濃度を指標として、ゼラチン分解能が

向上した株を選択した。また、選択した株について混合培養を行い、相乗効果の有無について検討し

た。 

【結果と考察】 

 親株と各転写調節因子遺伝子高発現株を5日間培養した後の培養上清中のグルタミン酸量を比較し

たところ、親株に比べて高いグルタミン酸量を示す株が複数得られた。次に、各転写調節因子遺伝子

高発現株の相乗効果を確認するため、ゼラチン分解能の向上が見られた株について混合培養を実施し

た（2株を１組みとしてすべての組合せについて実施）。その結果、混合培養の効果が見られる組合せ

があることがわかった。これらの結果から、発現を強化することによりゼラチン分解に正に寄与する

転写調節因子が複数存在すること、それらの転写調節因子の働きを組み合わせることでより効率的に

ゼラチンの分解を進められる可能性があることが示された。 

 
※「ゼラチン分解に寄与する転写調節因子の探索」については平成 15 年度地域新生コンソーシアム
研究開発事業の一環として実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Possibility of the improvement of soy sauce koji mold based on genome information」 

Osamu Hatamoto (Kikkoman Corporation, Noda Institute for Scientific Research) 
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固体培養からみた麴菌の産業利用 ― 今までとこれから 

狩山昌弘 （株式会社フジワラテクノアート） 

 

 日本の伝統的食品である清酒、醤油、味噌などの醸造食品は、長い食経験のなかで高い安全性が

証明され、日本人に好ましい味や香りが追求されてきた。これらの醸造食品の製造プロセスにおい

て、品質上重要な位置を占めているのが麴である。麴は、麴菌（Aspergillus oryzae など）を米、

麦、大豆などの穀物表面で増殖させることにより酵素などを大量につくりだす固体培養プロセスに

よって生産される。ここでは伝統的な麴つくり（製麴 せいぎく）と固体培養における麴菌の産業

利用例、そして固体培養技術を進化・発展させることによる産業利用における麴菌の可能性につい

て概観する。 

今までの麴菌利用について 
１）醸造分野での麴菌利用 
伝統的醸造食品（清酒、焼酎、醤油、味噌、味醂など）における製麴は、醸造原料である米、麦、

大豆などのデンプンやタンパク質を分解するための酵素を生産・供給することを主目的としている。

そして麴菌を培養する方法として伝統的に固体培養法が用いられてきた。微妙な酵素バランスが求

められる吟醸酒用の製麴に現在でも使われている蓋麴法（ふたこうじほう）が、かつては一般的に

醸造場で用いられていた。蓋麴法は麴が１～２kg 収容できる杉材でできたトレー（麴蓋）を多数用

いておこなわれるが、原料の全量を麴にする醤油醸造のように大量に製麴する場合はひとつのトレ

ーが大きなものも使われていた。植菌された原料はこのトレーに収納され、温湿度が調整された麴

室内で製麴される。蓋麴法は多くの人手を要するが、人力に頼ることなく機械化するための研究が

１９５５年頃より盛んになってきた。そして麴を高く堆積し、その堆積中に通風することにより麴

の発熱による温度上昇を制御する方法などが開発された。現在の製麴装置の多くがこの堆積通風式

である。 
 麴菌は、液体培養でも培養できるが、醸造では固体培養で製麴する。これは単に麴が分解酵素を

供給すると言うことだけでなく、嗜好における微妙な味や香りに影響を与える固体培養による代謝

産物を供給しているからである。また麴は米や大豆など醸造製品の原料そのものを基質として培養

されるため、その基質の分解に合った酵素を主に麴菌が生産するという利点もある。さらに麴自体

が醸造製品の原料となるため原料の無駄は生じない。 
２）醸造分野以外での麴菌利用 
 伝統的な醸造分野以外での固体培養による麴菌の産業利用例としては、酵素（セルラーゼ、アミ

ラーゼ、プロテアーゼなど）、整腸（消化）剤、クエン酸などの生産がある。酵素生産では、世界

的には液体培養が主流であるが、日本では固体培養での生産が比較的多い。その理由として、日本

では醸造の製麴で培われた高い固体培養技術があること、酵素類が麴菌の固体培養で高い生産性が

得られること、産業的に酵素を利用する場合、複合酵素活性を有していることが便利であることが

多く、固体培養で得られやすいこと、などが挙げられる。液体培養でも遺伝子組み換えにより生産

性向上がはかられているが、日本では食品用酵素は遺伝子組み換え菌によるものは使用されておら

ず、固体培養の優位性がある。クエン酸生産は、世界的には液体培養が主流であり、日本では甘藷

デンプン粕を基質とし Aspergillus niger などを固体培養して生産しているが、コスト面から生産

は縮小してきている。 

これからの麴菌利用について 
１） 新しい固体培養システムの取り組み 
 麴菌など糸状菌の培養は、世界的には液体培養が主流であるが、先に述べたように固体培養の利
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点は多い。今後、麴菌を利用して付加価値の高い新たな有用酵素や生理活性物質などの生産が実用

化されてくると思うが、これらの生産において固体培養が大きな役割を果たすためには、次の課題

を克服しなければならない。 
① 醸造の製麴は開放系であるため、現状の固体培養装置では菌の純粋培養が難しい。 
② 同じく開放系であるため、遺伝子組み換え菌に対応しにくい。 
③ 培養中のｐH や水分などのコントロールが難しい。 

 これらの課題に対して、新たな取り組みが行われており、①培養装置の完全密閉化、②装置内部

の加圧蒸気滅菌化、③培養装置内での培地の加圧蒸気滅菌化、④植菌における無菌操作、⑤除菌空

気による基質通風制御、⑥排気の除菌化、⑦培養中の無菌操作によるサンプリング、⑧培養中の水

分、ｐＨ調整や栄養分の添加における均一化、⑨無菌操作による培養物の取り出し、を可能とする

装置の開発が行われ、実用化の段階にきている。 
 また、遺伝子の発現において固体培養に近い性質をもっている膜面液体培養システム（ＭＳＬＣ）

の実用化に向けた開発研究が進んでいる。このシステムは、有機膜の片面に植菌し、もう一方の面

に液体培地が接触できるようにしたものであり、増殖した菌体は常に空気に接している。このシス

テムでは栄養分が膜を通して菌体に供給され、菌体の代謝生産物は膜を通して液側に移動する。今

後の麴菌の産業利用において利用が期待されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２）これからの固体培養における麴菌の産業利用 
 これからの麴菌の産業利用で固体培養の利点をいかすためには、上述した新たな固体培養システ

ムの実用化が必要であるが、システムの純粋培養レベルは生産コストに影響するため適用するプロ

セスによって異なると思われる。固体培養による新たな適用例をひとつひとつ確実に増やしていく

ことが重要であり、バイオマス利用への適用や付加価値の高い健康食品、酵素、医薬品生産への適

用が期待されている。 
 バイオマス利用においては、バイオマスから生産される有価物（燃料用エタノールなど）が比較

的安価であるため、省エネルギーとプロセスの簡素化による低コスト化が重要になってくる。この

面で活性の高い酵素を大量かつ低コストで生産することが求められており、固体培養による適用が

検討されている。 
 また、付加価値の高い健康食品、酵素、医薬品生産への適用も検討されているが、非常に高い純

粋培養レベルが要求されている。 
 

Industrial uses of Koji mold in Solid- state culture ― Past and Future  
Masahiro Kariyama （Fujiwara Techno-Art Co., Ltd.） 
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麴菌の酵素をもっと活用する！ 酵素生産メカニズムの解析と有用酵素の探索 

月桂冠総合研究所 秦 洋二 

 
 

【はじめに】 
我々人類は様々な形で微生物を利用してきたが、カビを穀類などに生育させる「麴」は、その中でも最も

巧妙な利用法の一つである。穀類にカビを生育させるとカビが産生する酵素により原料が分解され、食味を
含めた新たな食品機能が生み出される。これは東アジア地域の独特の文化であり、これらの地域ではこの麴
を用いて様々な伝統的醸造食品が生み出されている。特に我が国では、清酒、味醂などの酒類から醤油、味
噌、米酢などの調味料まで、すべてこの麴の恩恵を受けている。この麴菌の特徴は、穀類原料を分解する多
種多様な酵素を大量に生産することである。特に｢麴培養｣という固体培養にて非常に高い生産性を示す。そ
のため、近年では食品加工用の酵素剤の製造にも使用されるなど、ますますその使用範囲は広がっている。 

一方近年のカビを含む糸状菌においても遺伝子が単離できるようになり、麴が生産する酵素について分子
生物学からの解析が可能となってきた。その結果、従来の生化学的手法では明らかにできなかった、有用酵
素の機能解明やその生産メカニズムの解析などが続々と報告されるようになってきた。ここでは、麴菌の固
体培養での酵素生産機構の解明に始まり、麴菌ゲノム情報を利用した有用酵素の単離と応用にわたって、分
子生物学的手法を用いた麴菌の酵素に関する研究をまとめて紹介する。 
 
【固体培養での遺伝子発現】 

固体培養の特徴は、高い酵素生産性である。培養工学の進歩とともに液体培養技術が発達する現在におい
ても、醸造産業に重要な酵素は固体培養で生産される。これらの培養条件による生産性の違いを検討したと
ころ、液体培養では発現せず、固体培養でのみ大量に発現する遺伝子が多数存在することを明らかにした。
またこれらの遺伝子から生産される酵素は、固体状基質の分解に有利な特性を持つことも確認できた。 

固体培養においては、液体培養では解析できないような有用遺伝子が多数発見できる。しかしながら、今
後の固体培養を解析する上にはまだまだ障害も多い。その一つには、菌糸の生育環境の多様性があげられる。
糸状菌が固体基質上で生育する場合は、大きく３つの生育環境が考えられる。一つは基質表面に菌糸を伸長
させる場合で、寒天培地における生育に類似している。この場合まず菌糸が基質に付着する事が重要であり、
その後基質表面上でより好適な環境に向けて菌糸を伸長させるセンサリングが行われる。麴菌ではこのよう
な役割を果たすため、ハイドロフォビンなどの多数のシ
グナルタンパクを分泌していると考えられる。一方糸状
菌は固体基質表面に生育拠点ができると、気中菌糸とな
って空気中に菌糸を生育させ、最終的には胞子形成へと
進む。これらの気中菌糸においては、固体基質に接触し
ている基底菌糸から与えられる栄養分を従属的に利用し
ている。さらに固体培養でもう一つ重要な生育環境は、
固体基質の内部での増殖である。ここでは菌糸伸長とと
もに、酸素分圧の低下や水分活性の低下などが引き起こ
され、基質の表面増殖とは全く異なる環境が生み出され
る。固体培養では、このような多数の異なる環境で生育
し続ける細胞を、まとめて解析することになる。今後固
体培養をより詳細に解析するためには、それぞれの環境
における細胞を個別に解析することも必要となるであろ
う。 
 
【麴菌からの有用遺伝子の単離と解析】 

このように麴菌の EST 解析や全ゲノム配列から、固体培養での酵素生産メカニズムが明らかになるなど、
醸造発酵技術に多くの新しい知見が得られるようになった。その一方で麴菌には醸造発酵に重要な酵素だけ
でなく、様々な有用タンパク質を生産することもゲノム解析から明らかとなってきた。麴菌は、醸造産業の
歴史が示すとおり生産されるタンパク質の安全性が非常に高い、タンパク質分泌能力に加えその生産能が高
い、といった特徴を有するため、麴菌から有用タンパク質の遺伝子が単離されれば、それを麴菌で過剰発現
させることにより容易に大量の目的タンパク質を得ることが可能である。次に麴菌このような遺伝子資源と
しての麴菌の活用を目的とした有用遺伝子の単離と応用例について紹介する。 

 
＜チトクローム P450nor＞ 真核生物の脱窒経路において、一酸化窒素(Nitric Oxide : NO)を還元し N2O を
生成する酵素が NO 還元酵素（P450nor）である。麴菌の P450nor 遺伝子（CYP55A5）には 8つのイントロンに
分断された 408 アミノ酸をコードする ORF 領域が含まれていた。本遺伝子の麴菌高発現プロモーター（melO
プロモーター）による強制発現を試み、CYP55A5 タンパク質の諸性質を検討した結果、NO を基質として N2O
を産生すること、酸化型で 414nm に最大吸収を持ち、還元型では 446nm に吸収がシフトすること、ピリジン
フェリクロモゲン法からプロトヘムを含む蛋白であることが明らかとなり、本タンパク質はチトクローム
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P450nor であることが証明された。NO は血管拡張をはじめ人体においてさ
まざまな生体反応に関わるシグナル伝達物質であり、生理学・生化学的に
大きな注目を集めている。麴菌 P450nor は、NO のみを選択的に還元する酵
素であるため、NO 測定への応用が期待できる酵素である。 
 
＜カタラーゼ＞ 麴菌には、同一酵素について複数の遺伝子が存在する。
例えば、グルコアミラーゼやチロシナーゼは液体培養と固体培養でそれぞ
れ異なる遺伝子が発現する。カタラーゼについても 2 種類の遺伝子が存在
することが明らかとなった。2 種類のカタラーゼ遺伝子は、それぞれ 747
アミノ酸(catA)、725 アミノ酸(catB)をコードする ORF を持つが、お互い
の相同性はそれほど高くはなかった(41% at amio acid level)。また遺伝
子の強制発現の結果から、catA, catB 蛋白ともカタラーゼ活性を示したが、
発現時期や誘導因子に顕著な差異が見られた。catB は培養法・培養時間の
影響を受けず、ほぼ構成的に発現するのに対して、catA は固体培養、特に
胞子着生時期に特異的に発現し、また過酸化水素の添加により、catB は顕
著に誘導されるが、catA は誘導されなかった。これらの結果から、catB は一般的な酸化ストレス防御に関与
し、catA は固体培養において胞子着生に向かわせる何らかの酸化ストレスに関係していると推測される。 
 
＜アミンオキシダーゼ＞ 麴菌アミンオキシダーゼ遺伝子(aoxA)には、3 つのイントロンと 672 アミノ酸を
コードする ORF が存在する。また銅/キノン型のアミンオキシダーゼに特徴的な、1つのチロシン残基と 3つ
のヒスチジンン残基が正確に保存されていた。本酵素は、直鎖状のモノアミンに高い特異性を示し、芳香族
アミンやジアミンに対する活性は低いことが明らかとなった。特に長鎖のモノアミンの分解効率が高く、脂
肪族アミンの分解に利用が期待できる。 
 
＜フコース特異的レクチン＞ 清酒の着色原因の 1 つであるフェリクリシンと親和性のあるタンパク質を麴
菌から単離･精製したところ、目的のフェリクリシンとの結合活性はほとんど無く、レクチンであることが判
明した。単糖を用いた基質特異性検討の結果、L-フコ
ースに最も親和性を示し、BIAcore を用いたアフィニテ
ィ解析の結果から、α1-6 結合のフコースへの特異性が
非常に高いことが明らかとなった。フコース特異的レ
クチンについては、きのこや植物由来のものが知られ
ているが、糸状菌からは初めての単離例となった。肝
臓ガン患者においては、血清中のαフェトプロテイン
の糖鎖にフコースがα1-6 位結合したものが、ガン進行
のマーカーとして利用されている。麴菌のフコースレ
クチンの特異性が、ガンマーカーの検出を可能にする
ことが期待される。 
 

以上のように、麴菌のゲノム情報を用いて様々な酵素遺伝子を単離しその特性を解析することができた。
麴菌はタンパク質生産能が高いため、遺伝子が単離できれば容易に目的タンパク質を大量に調製することが
できる。これは機能解析の速度を向上させるだけでなく、目的タンパク質の実用生産に向けても有意義な技
術である。ポストゲノム解析が進むにつれて、遺伝子資源としての麴菌の持つ魅力が、今後益々向上してく
ことが期待される。 

 
【おわりに】 

麴菌は、非常に大量の酵素蛋白質を生産できる微生物である。これは本来麴菌が有している潜在能力もさ
ることながら、生産菌の育種・培養方法の改良など先人たちの長年の努力の結晶であるとも忘れてはならな
い。そしてここにゲノム情報という新たなツールを用いれば、麴菌の酵素生産メカニズムを解明したり、生
産量が低くて解析が難しかった酵素を大量生産することも可能となった。今後はこれらのポストゲノム情報
を用いて、「麴菌の酵素をさらに活用していきたい！」と考える。 

 

 

More effective utilization of koji enzymes. (Elucidation of mechanisms of enzyme productions and 

searching of useful enzymes with post-genome information of Aspergillus oryzae.) 

Yoji HATA (Research Institute of Gekkeikan) 
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ゲノム情報から麴菌の細胞システムを理解する 

北本勝ひこ （東京大学大学院農学生命科学研究科） 

 
 麴菌は、日本酒、味噌、醤油などの我が国の伝統的な発酵食品に利用されてきたことから、優良菌株の育

種など優れた麴を製造するための応用的研究は数多い。しかし、一方で、麴菌細胞がどのような細胞から成

り立っているのか？、またその内部構造は？、というような細胞生物学的研究はほとんどなされていなかっ

た。麴菌は酵母と同様に真核生物であることから、基本的な細胞内小器官（オルガネラ）については、これ

まで酵母での知見をもとに議論がなされてきた。しかし、麴菌は、単細胞の酵母と違い、多細胞からなる複

雑な細胞構造をとり、また、生育環境により分生子形成など複雑な分化を行う。従って、細胞レベルで理解

しようとするとき、酵母の知見に基づいて行うというのには限界があるのは言うまでもない。 

 これまで、麴菌は日本酒などの製造において、蒸し米に繁殖させて加水分解酵素などの多種多様な酵素を

含む麴を製造するために使用されてきた。このとき、使用菌株や製造方法により、酵素の生産性が異なるこ

とが知られていたが、酵素が菌糸細胞のどの部位から分泌されているのかについては、まったく研究はなさ

れなかった。これは、日本酒や醤油の品質改善には、直接、必要なことではなかったからと思われる。演者

は約１５年ほど前に、麴菌に近縁の Aspergillus niger でグルコアミラーゼが菌糸の先端から分泌されるこ

とを抗体を使った実験から明確に示した論文を目にした。そのときまでは、漠然と菌糸の全体から酵素を出

しているのではないかと思っていたのも事実である。それ以来、酵母での理解に比べて、はるかに遅れてい

た麴菌の細胞内構造を見ることの必要性（と同時にその困難さ）を感じながら、麴菌を相手に（今から思え

ばずいぶんと遅れていた）分子生物学的手法を用いて研究を続けていた。その後数年が経ったときに、オワ

ンクラゲの緑色蛍光タンパク質を細胞内タンパク質の局在を示すリポータータグとして利用することにより、

生きた細胞での目的タンパク質の局在を観察できるという論文に出会った。その後しばらくして、麴菌の細

胞内オルガネラの可視化に関する研究を開始した。また、２００１年に麴菌をタンパク質生産のためのセル

ファクトリーとして利用しようという生物系特定産業技術研究支援センターのプロジェクトに採択されたと

きに、研究推進の中心コンセプトとして、麴菌の細胞生理学的研究も並行して重点的に進めることにした。

これは、麴菌において応用を目指す研究で真のブレークスルーを達成するには、これまで行われてこなかっ

たこと、すなわち麴菌の細胞生理学の確立こそが必須だと思ったからである。以下に、これまでに、私達の

研究室で、明らかにしてきた麴菌の細胞内構造、オルガネラの動態解析などについて紹介する。 

 

麴菌の３重、４重栄養要求生宿主、ベクター系の開発、麴菌発現用プラスミドの超迅速作成法 

 ゲノム情報を利用して、複数の遺伝子産物の局在や機能を調べるときに、酵母のように多重栄養要求マー

カーをもつ宿主が有用である。また、発現プラスミドの迅速な作製法は網羅的な解析には必須である。本シ

ンポジウムでは、その手法に関しては紹介する時間はないが、下記文献（1,2,3）を参照されたい。 

 

麴菌オルガネラの可視化と動態解析 

 麴菌は菌糸の１つの細胞に核が多数、存在すること、また、分生子（醸造分野では、単に胞子と呼ばれる

が、無性的に生産されるものなので正しくは分生胞子または分生子である）の細胞にも複数存在することが

知られていた。そこで、まず、核の可視化(4)を行った。続いて、液胞(5,6)、小胞体(7)、ミトコンドリア(3)、

ゴルジ体(8)などの可視化を行い、また、それらのダイナミックに動く様子を観察することに成功した。 

 

麴菌細胞を区画する隔壁の可視化 

 麴菌は単細胞の酵母と異なり、多細胞からなる複雑な生物といえる。その大きな違いは、細胞と細胞を区

画する隔壁をもつことである。隔壁は分泌酵素である RNaseT1 との EGFP 融合タンパク質発現により可視化さ

れた(9)。隔壁は、２つの細胞を壁で仕切っているように思われる人も多いが、実際は、中央に孔（隔壁孔と

よばれる）があり、細胞質が連絡している。細胞質が連絡していることは植物や動物とも共通していること

であり、多細胞生物にとって重要なシステムと考えられている。この隔壁孔の観察にも成功した。 

 

糸状菌特異的オルガネラである Woronin body の麴菌での可視化と動態解析 

 隔壁には孔があるため、１つの細胞が破壊されると、隣の細胞質ももれてしまうために死んでしまう危険

がある。そのため、糸状菌の生存戦略としていざというときに隔壁孔を塞ぐ仕組みをもっている。この重要

な役目を担うものが糸状菌特異的オルガネラである Woronin body である。溶菌した菌糸で Woronin body が

隔壁孔を塞ぐ瞬間を可視化(10)することに成功した。 

 

麴菌においてエンドサイトーシスの可視化 

 長い間、糸状菌はエンドサイトーシスのシステムを持たないといわれていた。麴菌などの糸状菌のゲノム

解析の結果、糸状菌でもエンドサイトーシスに関連する遺伝子をもつことが明らかになった。そこで、私た
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ちはプリントランスポーター遺伝子を単離し、EGFP 融合タンパク質を発現させた株を用いて、糸状菌でのエ

ンドサイトーシスの可視化について報告した(11)。 

 

麴菌において SNARE タンパク質の網羅的局在解析 

 麴菌ゲノム解析の完了により、全ゲノム情報を利用して麴菌を理解することが可能となった。タンパク質

分泌の過程で分泌小胞が、目的のオルガネラに正しく到達するためには SNARE タンパク質が重要な働きをし

ている。これらの SNARE タンパク質について、麴菌ゲノム情報を用いて網羅的に検索し、２１の SNARE タン

パク質遺伝子を見いだした。これらについて、すべて EGFP 融合タンパク質を発現する株を作成し、その局在

解析を行った。 

 

おわりに 

 これらの研究成果は、麴菌の EST 解析プロジェクトおよびゲノム解析プロジェクトにより、ゲノム情報が

利用できるようになってから飛躍的に進んだものである。特に、Woronin body の菌糸細胞溶菌時の隔壁孔を

塞ぐ様子の可視化、エンドサイトーシスの可視化、SNARE タンパク質の網羅的局在解析などは、いずれも糸

状菌において麴菌を用いて初めて明らかにしたものである。今後、ゲノム情報を利用することにより、酵素

生産などの応用面での研究が中心であった麴菌の研究が糸状菌の細胞生生物学分野でも大きく貢献すること

が期待される。国菌である麴菌を用いた日本発の研究が世界に向けて多数発信されることを願っている。 
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麴菌のプロテオーム解析 

竹内道雄 （東京農工大学大学院 農学府） 

 

麴菌は多くのタンパク質を生産する。この生産されたタンパク質は、食品、医薬品などに使われ産業的に

もきわめて重要であることから、現在までに様々な角度からの研究対象とされてきた。昨年、麴菌ゲノム解

析が完了し、ゲノム中には 100 アミノ酸残基以上からなるタンパク質をコードする遺伝子がおよそ 12,000 存

在することが明らかにされた。その結果、タンパク質を分離した後、ペプチドマスフィンガープリント法に

よりタンパク質を同定するプロテオーム解析が可能になってきた。プロテオームは、一つのゲノムあるいは

特定の細胞、組織などで時々刻々と変化しているタンパク質のある時点での総体である。プロテオームを解

析することにより、生物の成育段階、組織の違いなどにおけるタンパク質の量的、質的変化、さらには予測

した ORF、イントロンが正しいかなどの情報をも得ることができ麴菌の特性を明らかにすることができる。 

ここでは、麴菌分生子及び発芽分生子のエキソプロテオーム、菌体内プロテオーム及び核のプロテオーム

解析について概説する。 

 

１． 麴菌発芽初期のエキソプロテーム 

 液体培養では、分生子発芽開始２時間後から培地に分泌されるタンパク質が認められ、１４時間までに

約１０種の主なタンパク質が検出された。それらはグルコアミラーゼ（GLAA）、タカアミラーゼ（TAA）お

よびアスパルティックプロテアーゼ（APase）及びその分解物であった。APase はペプチドマスフィンガー

プリント法でプロ配列も検出できることからプロ型であることが示唆された。TAA は発芽時の炭素源をグ

リセロールとした場合にも検出された。発芽開始１６時間では澱粉を炭素源とした培地では TAA が増加し、

グルコースを炭素源とした場合は減少した。活性染色により TAA は活性型が分泌されていることが明らか

になった。この発芽初期に観察される TAA は既に分生子内に活性型で存在していることが分生子を破砕し

て TAA 活性を調べることにより明らかになった。固体培養では、液体培地で発芽させた場合同様 TAA の分

泌が認められたが、機能未知タンパク質も培地抽出液中に多く認められた。 

 以上の結果から、液体培養では、発芽初期に分泌された少量の TAA は、やはり発芽初期に分泌されるプ

ロ型の APase が発芽進行に伴う培地の pH 低下により活性化し、この活性型 APase により分解されてゆくこ

とが示唆された。TAA が発芽初期の環境センサーとして機能している可能性も考えられた。 

 固体培養で発芽した場合は、外界からのストレスを感知し、液体培養とは異なるタンパク質を培地中に

生産していると考えられた。 

 

２． 分生子発芽初期菌体内プロテオーム 

 分生子と発芽分生子では形態的にも大きく変化することから、菌体内のタンパク質も大幅に変化するこ

とが予想された。そこで、それぞれからタンパク質を抽出し二次元電気泳動にかけ比較した。その結果、
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両者ともおよそ７００固程度のスポットが検出された。そのうち主なスポット２５０個程度を PMFP 法によ

り同定した。その結果、分生子では機能未知タンパク質がやや多く、発芽分生子では代謝関連タンパク質

がやや多く存在していた。分生子特異的スポットとして６４個が見いだされ、そのうち３０個を同定した

ところ機能未知タンパク質とペントース経路関連タンパク質が多く含まれていた。一方、発芽分生子特異

的スポットは７２個存在しておりそのうち４２個同定した。アミノ酸代謝関連タンパク質と TCA 回路関連

酵素が多く含まれていた。また、麴菌タンパク質データベースに存在しないものも含まれていた。分生子

と発芽分生子で共通のスポットが多く存在することから、分生子内には基本的なタンパク質が既に存在し

ていることが示唆された。 以上のことから、分生子は拡散するための器官として重要な働きをしている

ことが示唆された。 

 

３． 麴菌核画分のプロテオーム解析 

 細胞核は核膜で細胞質と隔たれており、染色体が存在し転写など様々な遺伝子制御の場である。分生子

発芽初期には核分裂と核内での遺伝子発現性御が活発に行われ、そこに存在するタンパク質が重要な役割

をはたしている。ここでは、麴菌発芽分生子の核画分を分離し、発芽初期の核に存在するタンパク質を同

定することをこころみた。その結果、９８スポットが検出され、その内７９スポットを同定した。核タン

パク質群が２４％、分子シャペロン群３７％、細胞骨格タンパク質群１６％、その他の機能タンパク質群

３７％、機能未知タンパク質群が１３％存在していた。真核生物の遺伝子発現において普遍的なタンパク

質、核膜孔複合体関連タンパク質、クロマチンリモデリングに関与するタンパク質が同定された。また、

核分裂や核の分配に関与すると推測されるタンパク質の存在も明らかになった。しかし、機能未知タンパ

ク質も多く含まれており、これらの機能解明が重要な課題であると考えられた。 

 麴菌のプロテオーム解析は、遺伝子とタンパク質の関係を明らかにする発現プロテオミクスの手法を用い

て解析が進められているが、これからはタンパク質間の相互作用を調べる機能性プロテオミクスの手法を用

いた解析が必要である。これらの解析を進めることにより麴菌の持っている潜在能力をフルに引きだし、活

用することが可能になると考えられる。 

 

 

 

 

Proteome analysis of Aspergillus oryzae 

Michio TAKEUCHI  

(Department of Applied Biological Science, Tokyo University of Agriculture and Technology) 
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麴菌のマイクロアレイを用いた遺伝子の発現プロファイル解析 

五味勝也 （東北大学大学院農学研究科） 

 

2005 年 12 月にわが国の産学官連携のコンソーシアムによる麴菌（Aspergillus oryzae）の全ゲノム解析

結果が英科学誌「ネイチャー」に掲載され、1998 年に開始された EST 解析からゲノム解析まで長く続

いた私たちの努力が報いられたとともに、麴菌が同時に公表された他のアスペルギルス属カビ（A. 
nidulans や A. fumigatus）よりもゲノムサイズならびに遺伝子数が多く、ゲノム進化上の知見や発酵産業

上利用されてきた特徴の一端が明らかになってきた。ゲノム解析の結果から麴菌の約 12,000 個の遺伝子

の全容が明らかになったが、これは麴菌の全設計図が入手できたということを意味しているのであって、

これでゲノム研究が終了するわけではない。むしろ、このゲノム情報をもとに、さまざまな遺伝子の機

能やそれらの発現制御ネットワークなどを解明するという基盤的で重要な研究のスタートラインに立

つことができたわけであり、また産業的にも生物の潜在的な能力を遺伝子レベルで活用するための基盤

ができたことになる。このような観点から、ゲノム解析に引き続いてポストゲノムシークエンス研究を

積極的に進めていく必要があるが、その中でもマイクロアレイを用いたトランスクリプトーム解析は、

網羅的な遺伝子発現プロファイルを迅速に捉えることができる手法であり、最も活用が期待される解析

ツールと言える。本講演では、麴菌の cDNA マイクロアレイならびに全遺伝子を搭載したオリゴ DNA
マイクロアレイの作製とそれを用いた解析について紹介する。 
麴菌 cDNA マイクロアレイ 

DNA マイクロアレイには、光リソグラフィー法によりアレイ上で高密度にオリゴヌクレオチドを合

成するものや、合成オリゴヌクレオチドをスライド基板上に固定化したアレイ、また PCR などで増幅し

た DNA 断片などを固定化したアレイが存在する。麴菌の場合には、ゲノム解析に先立つ EST 解析によ

り独立 EST クローンが 5,000 個ほど得られており、これらは cDNA ライブラリーのプラスミドに挿入さ

れた形で保存されていたので、このライブラリーを鋳型にして共通のフォワードとリバースのプライマ

ーを用いて PCR 増幅が可能であった。そこで、初めにコストとの兼ね合いもあり、これらの EST クロ

ーンのうち主として重複度の高い（発現量の多い）クローンを約 2000 個選択して、PCR 増幅した DNA
をスライドガラス上にスポットしたアレイが東北大学により作製された。当初は PCR 増幅産物の精製度

が高くなかったためか、スポットした DNA がハイブリダイゼーションや洗浄過程ではがれることがあ

ったが、操作を緩やかに行うなどノウハウを確立することで再現性の良いデータが得られるようになっ

た。すでに EST 解析により一般的に発現量が高いことが知られている解糖系遺伝子群のグルコース存在

下と非存在下における発現がノーザン解析で調べられていたので、同様の条件で培養した菌体から

mRNA を抽出・精製して、試作したマイクロアレイを用いて発現量の比較を行った。ノーザン解析と

cDNA マイクロアレイ解析でほぼ一致する結果となり、本アレイの遺伝子発現解析における有効性が示

された。さらに、以前にサブトラクション法により固体培養と液体培養という培養特異的な発現を示す

遺伝子を取得していたが、同じように固体培養と液体培養のそれぞれで培養した菌体から mRNA を取得

してマイクロアレイ解析を行ったところ、マイクロアレイに搭載されているクローンについてはノーザ

ン解析と一致する結果が得られた。 
また、マイクロアレイを利用することによって、新たな培養条件で発現が認められる遺伝子を見出す

ことも可能であった。麴菌を用いた生分解性プラスチックの高密度・高効率分解システムの開発に関す

る研究を行っている過程で、生分解性プラスチック素材であるポリブチレンスクシネート（PBS）の分

解に関わる遺伝子群を解明する目的でマイクロアレイ解析を行った。単一炭素源として、PBS の原料モ

ノマーであるコハク酸や 1,4-ブタンジオールを用いた液体培養と、PBS 乳化液または PBS 粉末を用いた

液体培養で、発現量に大きな差が認められる遺伝子を検索した結果、2 個の遺伝子が見出された。一つ

は A. nidulans のハイドロフォビン RodA に相同性が高いタンパク質をコードする遺伝子であり、麴菌の

RodA ホモログと考えられた。もう一方は、DNA データベースに相同性が高い遺伝子が見出されないク

ローンで、新規の機能未知遺伝子であった。RodA 様のタンパク質（RolA）は、その後の研究により、

PBS 分解酵素（PBS 乳化液培養上清から精製され、部分アミノ酸配列をもとにゲノムデータベースを検
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索することにより、既知のクチナーゼであることが判明した）を疎水性の PBS 表面上に集積させること

で、PBS の分解を促進させるために重要な役割を果たすことが明らかとなった。このように、マイクロ

アレイを利用することによって、全く新しい培養条件で興味深い遺伝子の発現が明らかになることが期

待され、このことは微生物の多彩な生命現象を基礎的・応用的に解明することにつながると考えられる。

現在は約 2,000 個のクローンを搭載した cDNA マイクロアレイに加えて、酒類総合研究所が残りの EST
クローンを含めた 3,000 個のクローンを搭載した cDNA マイクロアレイを作製しており、EST 解析で得

られたクローンのほぼすべてをカバーした遺伝子発現解析が可能となっている。 
麴菌フルゲノムアレイ（オリゴ DNA マイクロアレイ） 
cDNA マイクロアレイ解析により網羅的な遺伝子発現解析が大幅に加速されることが明らかとなった

が、麴菌ゲノム解析により全遺伝子数は 12,000 個と多く存在することがわかり、cDNA マイクロアレイ

に搭載されている遺伝子数ではその一部をカバーしているに過ぎず、全遺伝子を搭載したフルゲノムア

レイを作製して文字通り網羅的な発現解析ができることが望まれた。そこで、産業総合技術研究所と金

沢工業大学との連携により、ほぼ全ての遺伝子を網羅したオリゴ DNA マイクロアレイの作製が試みら

れた。このアレイに搭載する DNA は合成オリゴヌクレオチドとし、麴菌ゲノム解析結果から予測され

た遺伝子領域の情報を利用して、タプル法により高い特異性と 2 次構造を形成しにくい配列が設計され

た。全ゲノム配列をベースに非特異的なハイブリダイゼーションの可能性があるオリゴヌクレオチドは

除かれた。最終的な候補ヌクレオチドは、1)ヌクレオチド長は 60mer、2)ヌクレオチド間の Tm は±1℃
とし、設計が困難なもののみ±3℃とする、3)遺伝子の 3’-末端側に設計、などの条件に適合したものを作

製した。ヌクレオチドは短いほうが合成が容易でコスト面でも有利であるが、特異性や感度ならびに安

定した固定化を考えると長い方が適している。 
このようにして作製したフルゲノムアレイを用いて各種培養条件での遺伝子発現プロファイルが解

析されているが、cDNA マイクロアレイ解析と比較する目的で、解糖系と TCA 回路の遺伝子発現につい

て調べたところ、フルゲノムアレイでは配列特異的なオリゴヌクレオチドを使用していることから、ヘ

キソキナーゼやホスホフルクトキナーゼをコードする複数の相同性の高い遺伝子の発現を区別して解

析することができた。また、ゲノム解析により明らかにされた麴菌の染色体上にある各遺伝子の発現量

を調べたところ、EST 解析による発現頻度情報と非常に相関のある結果が得られた。DNA マイクロア

レイでは遺伝子発現の絶対量を解析することは一般的に困難であると言われているが、本フルゲノムア

レイではある程度の定量も可能であることが示されている。また、これまで各種培養条件でのアレイ解

析が行われているが、搭載されている全遺伝子の約 80％について解析可能な強度のシグナルが観察され

ており、さらに S/N 比による感度比較により、cDNA マイクロアレイとほぼ同等の感度を有しているこ

とが明らかにされている。現在は、この試作フルゲノムアレイの解析結果をもとに、麴菌ゲノム配列の

再アノテーションによる修正情報も加味して、12,000 個の全遺伝子を搭載したフルゲノムアレイが産業

総合技術研究所・金沢工業大学・東北大学の 3 機関が連携して設立したバイオベンチャー、（株）ファ

ームラボにより製造市販されており、さまざまな培養条件による遺伝子発現プロファイル解析を容易に

行えるようになりつつある。 
                  ********** 
マイクロアレイによるトランスクリプトーム解析により、さまざまな培養条件（生産現場での各種培

養形態）における麴菌の全遺伝子の発現をモニターすることが容易となり、そのような条件下での生理

状態や物質生産状況がデジタルで把握できるようになることが期待される。また、遺伝子発現制御ネッ

トワークが明らかになることにより、培養環境条件に応答した麴菌の新たな情報伝達機構が解明される

ことも期待できる。これらの遺伝子発現制御機構を総合的に解析すれば、今後効率的な麴菌の育種方法

の開発や目的とする物質の発酵生産における最適な培養制御方法の確立に役立つものと考えられる。 
  
DNA microarray analyses of gene expression in koji-mold, Aspergillus oryzae  
Katsuya Gomi (Graduate School of Agricultural Science, Tohoku University) 
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麴菌ゲノム科学からの新産業の展望 

阿部 敬悦 （東北大学大学院農学研究科・未来科学技術共同研究センター） 

 
 

1. 糸状菌ゲノム解析の産業的背景 1) 

醤油・酒・味噌に代表される伝統的醸造産業は、麴菌を利用した固体発酵という独自の生物工業生産

プロセスである。長い歴史の中で、地域分散型の大規模な生産インフラと製造技術者という資源が蓄積

されてきた。しかし現在の醸造産業は成長が鈍化傾向にあり、技術革新による新生物産業への発展成長

が重要課題である。近年推進された麴菌を中心とする糸状菌ゲノム解析にその期待が集まっている。 

麴菌のゲノム解析は産官学の連携を通じた EST 解析に始まり、次いで cDNA マイクロアレイの開発が

行われた。これらの研究開発過程で示された連携実績が、麴菌全ゲノム解析に繋がった。麴菌全ゲノム

解析は、配列解析センターNITE 及び生物情報担当 CBRC の連携も得てより大きな力の結集により達成さ

れた。麴菌ゲノム解析実施の社会的要因は、90 年代の後半から始まった、潤沢な資金を有する海外大手

企業及び関連ベンチャーによる Aspergillus 属糸状菌のゲノム解析の先行にあった。公的機関は当初モ

デル生物とヒトゲノム解析に集中したため、糸状菌ゲノム解析は米欧連携での赤パンカビゲノム解析を

除くと、大手外資の解析が先行した。糸状菌のゲノムサイズが 30～40Mb で、90 年代後半では解析コス

トが 10 億円程度であったこともあり、ヒトおよびモデル生物に集中していた公的資金を得るには困難

な時期であった。外資はその隙をついて、潤沢な資金を短期に注いで糸状菌ゲノム解析を行った。1998

～2001 年にかけて海外企業で進行した Aspergillus 属糸状菌のゲノム解析の情報は公開されないか、契

約に基づく制限付き閲覧のみが可能であった。2001 年以降になってヒトやモデル生物のゲノム解析が一

段落し、欧米の公的グラントも糸状菌ゲノム解析に投入されるようになり、現在迄に多数の糸状菌ゲノ

ム解析が進展している。このような世界的状況の中、日本では 2001 年より麴菌ゲノム解析が開始され、

2005 年までには 99%以上の解析を終了し、欧米公的資金による A. fumigatus、A. nidulans のゲノム解

析と同時に論文投稿に到ったことは、正に時機を得た成果であったと思われる。一方、現在の欧米は、

A. niger を中心とするグリーンケミストリーの産業化へ向けたゲノム研究や、ヒトおよび植物感染性糸

状菌対策としてのゲノム解析と、それらの応用への投資を急速に増やしている。 

2. 糸状菌ゲノム情報と知的財産戦略 1) 

 前期の糸状菌ゲノム解析プロジェクトの多くは外国大手資本の主導で進み、それら企業は糸状菌の多

様な物質生産能に着目してゲノム情報の権利化の意図を明確にしていた。解析データの公開は公的プロ

ジェクトを除くと極めて限定的である。麴菌 EST 解析で得られた配列は産総研-酒類研-食総研の 3独立

行政法人により、これに連携する形で麴菌 DNA マイクロアレイは東北大学により、共に 2001 年 3 月に

特許出願された後に公開された。ゲノム配列も独法を中心とする研究コンソーシアムにより 2001 年に

出願された後に公開された。80 年代の欧米企業により出願された糸状菌遺伝子組み換え特許に対する国

内企業の苦戦に鑑みて、2003 年に埼玉大学井上らにより開発された「Ku 遺伝子破壊による遺伝子ター

ゲティング技術」に関しては 2)、日本産業界の戦略的特許との位置づけで出願をお願いし、国内産業界

との連携を進めている。これら戦略的権利化は、比較的中小規模の企業が多い日本の麴菌産業が大手外

資によるゲノム関連技術の権利化へ対応して、新たな産業を発展させることを支援するものである。 
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3.麴菌ゲノム科学から新産業創出へ向けて 

麴菌ゲノム解析から新産業を考える際に考慮すべき点は、産業界では一般的な考えであるシーズとニ

ーズのマッチングであろう。演者個人としては「従来型シーズ vs 新規ニーズ」「新規シーズ vs 従来型

ニーズ」がアプローチし易いと考えている。勿論「新規シーズ vs 新規ニーズ」が可能であれば非常に

望ましいが、潜在市場の発掘と新規シーズの研究開発の同時進行は容易ではない。以下に、以上の観点

で我々が挑戦している研究開発事例を紹介する。 

我々は、麴菌産業のスケールメリットを生かしつつ循環型社会の新規ニーズを満たすことを目的

に、「麴菌を用いた生分解性プラスチック（生プラ）の分解リサイクル系の研究開発」を行ってい

る。演者は糸状菌の植物感染と麴菌固体発酵の類似性に着目し、植物表層ワックスエステルへのカ

ビの侵襲現象を生プラポリエステル分解へ応用する着想に至り、ゲノム情報と DNA マイクロアレイ

を活用して新規の生プラ分解酵素群 3)とそれら分解酵素をプラスチック表面に特異的にリクルート

して分解を促進する新規界面活性タンパク質群を発見した 3-6)。これ迄に、酵素-界面活性タンパク

質共発現麴菌に生プラ高分解能を確認し、化学系企業と本システムのスケールアップを進めている。 

また我々は Aspergillus 属糸状菌形態形成とシグナル伝達の研究を行っている。糸状菌ゲノム情

報・DNA マイクロアレイ・分子遺伝学的手法を用いて、糸状菌で共通性の高い MAP kinase シグナ

ル伝達系の解析を行い、他の真核生物と異なる性質を明らかにした 7)。これらの知見を新規シーズ

として、抗真菌剤開発という従来型ニーズへのマッチングを目指して、農薬企業・生物情報系企業

と共同で抗真菌剤のゲノム創農薬へ挑んでいる 8)。 

我々はこれらの研究開発過程で、安定供給可能な DNA マイクロアレイ・高次の生物情報科学の必

要性を痛感して、産官学連携で世界初の麴菌バイオベンチャー・ファームラボの立ち上げに参加し

た。世界的にも産業菌・感染菌の産業技術開発を視野に入れた各種開発プラットホームの整備が進

行していることが本年の ECFG8 においても確認された。今後、国際競争で勝てる糸状菌新産業の創

出には、物作り型産業体の研究開発を支援する、研究開発支援型産業の充実も重要である。日本の

伝統的生物産業プロセスを新しい科学技術で見直すことにより得られる新たな知見と、積極的な異

業種交流によって、新生物産業創造の可能性が高まると思われる。 

1) 阿部ら, STN 出版,「ゲノミクスとプロテオミクスの新展開」pp. 221-234, pp1002-1008 (2004) 

2) Ninomiya Y et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 101:12248-12253 (2004) 

3) 阿部ら, WO2004/038016,プラスチックの分解方法及びそれを利用した有用物質の 製造方法 

4) Maeda H et. al. Appl. Micobiol. Biotech. 67: 778-788 (2005) 

5) Takahashi T et al. Mol. Microbiol. 57:1780-1798 (2005) 

6) Ohtaki S. et al. Appl. Environ. Microbiol. 72:2407-2413 (2006) 

7) Furukawa K.  Mol. Microbiol.56:1246-1261 (2005) 

8) 阿部ら, 特願２００５− ７００７５,抗カビ剤のスクリーニング方法,  

 

Industrial Technologies from Genome Science of Aspergilli Fungi 

Keietsu Abe (Grad. Sch. Agricul. Sci., NICHe, Tohoku University)  
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高峰譲吉博士の麴学 

秋山 裕一  （日本醸造学会会長） 

 

高峰博士が英国留学から帰って、農商務省で麴菌を中心として、麦芽法や米麴法より強力で

安価な醸造法を研究して、世界へ展開すると決意したのは明治 16 年（1883 年）で、優良麴菌をアル

コール飲料製造の合理化に使うことであった。今日より 120 年以上前のことである。1890 年アメリカ

に渡り工場建設に至るも、同業者の反対、工場の焼失と肝臓病による失意は大きかったが、病床で麸

麴からタカジアスターゼ消化剤を創製する特許を 1894 年に提出する。 

この約 10 年間の博士の努力をお話しするが、更に 20 年後、タカジアスターゼ製造の合理化

のために、製麴法の機械化（通風式ロータリードラム培養法）を考案、実施する（1914 年）。これは

アミロ法と共に微生物の培養法の革命を導くものであり、日本人の発明として誇り高いものである。

しかし……。 

タカジアスターゼは「酵素の宝庫」と云はれ、今日の酵素剤の生産・応用の道を広げている

し、酵素タンパク質の構造研究も赤堀教授らのタカアミラーゼ A結晶を用いての早くからの研究があ

る。高峰博士が「Biotechnology の父」と云はれるゆえんである。 

安全で増殖も早く、万能の微生物と筆者は思っている。麴菌の遺伝の研究は困難を極めたが、

先生方の英知とご努力で、今日ポストゲノム時代を迎えた。この間筆者の身近でも酒造伝来の米麴づ

くりの中に遺伝子創生のカラクリが見出されるなど、その研究は東アジア特有の固体麴はじめ、広い

分野に及ぶものと思うし、スローフード産業への恩恵も大きいと期待している。小さな有用タンパク

質生産工場を目指し、分子麴菌学の進展は限界を知らない。その中心にみなさんはいるわけで、国菌

である麴菌の研究から、是非、世界をリードしていただきたい。 

 

 

Father of Biotechnology, Jokichi Takamine 

Hiroichi Akiyama (The Brewing Society of Japan) 
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