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講演者 西村 顕  昭和５７年卒業 
  [醸造微生物（酵母・麹菌）に関する研究事例の紹介] 
     藤村朋子  平成１２年卒業 
  [ビール酵母のゲノム解析] 

○１７：３０－１８：００ 総会 サントリー記念館５Ｆメモリアルホール 
  ○１８：００－２０：００ 懇親会 

レストラン“ラ・シェーナ” (06-6816-8411) 
http://www.senri-htl.co.jp/lascena/  
大阪大学大学院工学研究科 GSE コモン・イースト棟 15 階 

会費  ７千円 
 

懇親会終了後、千里中央行きのバスをご用意いたします。 

出欠を同封の用紙にて FAX、E-mail または郵送でお知らせ下さい。 
 

本年度の同窓会は母校で：改築を前に 

  醗酵工学教室は、昭和42年に吹田キャンパスに移りました。当時は新しい建物で、講座増にと

もない新館が建てられ、また、サントリーの寄贈によるサントリー館も増設されました。しかし、寄る

年波で、建物も老朽化し、また耐震構造にも問題があることから、工学部全体として改築工事が行

われることになりました。工事は応用化学系から開始されますが、応用生物系も来年から改築工事

に入り、大幅にリニューアルされます。 

  つきましては、改築前に名残を惜しんでいただくために、本年の同窓会はサントリー館で行うこ

ととしました。また、懇親会は、新しくできました工学部高層棟（GSE コモン・イースト棟）最上階にあ

りますレストラン“ラ・シェーナ”（千里阪急ホテル直営）で行います。千里はもとより大阪市内も一望

できる見晴らしのすばらしいレストランですので（但し夜景）、お楽しみいただけると存じます。 

皆様の奮ってのご参加をお待ちしております。 

      幹事長  関 達治 
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第８号 

大阪大学工学部 

醸造・醗酵・応用生物工学科 

同窓会 

平成１７年９月 

《坪井記念館》 

《生命先端工学専攻生物工学コース研究棟と 

 GSE コモン・ウェスト棟およびイースト棟》 



醗酵工学とのご縁 

大阪大学生物工学国際交流センター 

特任教授 宮本 和久 

 

  タイ王国の首都バンコクからご挨拶させていただきます。私は、大阪大学薬学部・薬学研究科

を、今年３月を以って退職し、４月から生物工学国際交流センターの特任教授として、タイ王国・マ

ヒドン大学理学部内に設けられた大阪大学東南アジア共同研究拠点（Cooperative Research 

Station in Southeast Asia）に勤務しております。同センター長である関達治教授の紹介で、伝統

ある本同窓会会報に寄稿させていただく機会を得ました。 

  薬学部在任中から「醗酵工学」とは、浅からぬご縁がありました。１９６７年に、京都大学大学院

工学研究科化学工学専攻の修士課程を修了したのち、大阪大学薬学部に新設された薬品製造

工学講座の助手に採用され、生物化学工学の分野に足を踏み入れることになりました。三浦喜温

教授に伴われて、東野田の研究室で照井堯造先生にご挨拶し、醗酵工学会に入会させて頂いた

のが初仕事であったと記憶しています。「化学工学」から「生物化学工学」への転進であり、一から

生化学や微生物学の勉強を始めました。化学工学出身の私は、合葉修一先生の「Biochemical 

Engineering」に深い興味を覚え、今も、欄外に書き込んだ訳語で真っ黒になったこの本を大切に

残しています。醗酵工学科から薬学部に、米虫節夫助手、岡崎光雄助教授が順次移って来られ、

研究室はさながら醗酵工学の「分室」の観を呈していました。当時の産業界は、大量生産によるコ

ストダウンを目指して、技術開発競争に鎬を削っていましたが、多品種少量生産を特徴とする医薬

品業界においても、製薬技術の近代化を求めていた時代であります。工学部出身者が薬学分野

で活躍する土壌がありました。助手時代には、固定化酵素の医学･薬学分野への応用研究を行い、

固定化酵素反応の速度論を扱った論文で、工学博士の学位を取得しました。論文の指導をして

いただいた田口久治先生は、UNESCOや日本学術振興会の諸事業を主宰しておられ、大阪大学

において組織的な国際交流活動を展開された最初の人物として尊敬しています。今も続く、私と

アジアとの関わりは、田口先生との出会いに端を発しているのです。 

  さて、そのアジアの総人口は、１０年前に３３億人を数え、これは全世界の約６０％に相当します。

近年、中国とインドの台頭に後押しされ、シンガポール、タイ、マレーシアなどの東南アジア諸国の

経済成長には目を見張るものがあります。例えば、今年度上半期のタイ上場企業の業績では、農

業・食品や資源・エネルギー産業を筆頭に、大幅な伸びが報告されています。また、独立４０周年

を迎えたシンガポールは、２００４年に一人当たりの国内総生産が約２８０万円となり、先進国の仲

間入りを果たしています。この国では、エレクトロニクス、石油化学につづき、バイオ医薬品産業の

成長が著しいと言われています。このように、アジア諸国では、「農業･食品」、「バイオ医薬品」、

「バイオマス資源」、「バイオ･エネルギー」など、バイオに関わるキーワードが飛び交い、関連した

催しが、次々と企画されています。醗酵工学や生物工学出身者の活躍の場が、既に拓かれている

のです。バンコクに常駐していますと、様々な分野から訪問を頂きますが、新たなバイオ関連企業

の進出、バイオベンチャー設立の準備に向けての訪問者が多いのが特徴です。「２１世紀は、バイ

オの時代、アジアの時代」というのが、実感されます。 

  生物工学国際交流センターは、前身組織の活動も含めて３０年間にわたり、日本学術振興会

やユネスコの諸事業を中心に、活発な交流事業を実施してきました。微生物工学や熱帯バイオテ

クノロジー分野における、本学と東南アジア諸国との人物交流および共同研究において多大の実

績を上げ、内外から高い評価を得ています。また、２００２年には、同センターの共同研究拠点がタ

イ・マヒドン大学理学部内に設置され、タイを始めとする東南アジア諸国の若手研究者との交流の

場を提供しています。今年度から、特任教授を常駐させ、より密度の濃い交流事業の推進と、当

地で展開される大阪大学の諸事業との連携強化を図っています。例えば、微生物病研究所は、

文部科学省ライフサイエンス課が実施する「社会のニーズを踏まえたライフサイエンス分野の研究

開発―新興・再興感染症研究拠点形成プログラム－」の研究拠点に採択され、タイ保健省・医科

学局と共同で、「新興・再興感染症に関する日・タイ共同研究センター（RCC）」を設立しました。ま

た、大阪大学に留学経験のある方々が、当地に同窓会を組織しておられます。このような諸組織と

のネットワーク作りも、特任教授に課せられたミッションであります。 

  「地域に生き、世界に伸びる」が、大阪大学のモットーです。東南アジアは、「地域」と「世界」の

両要素を兼ね備えていますので、バンコクに設置された「生物工学国際交流センターの研究拠

点」は、文字通り大阪大学の活動の重要な前進基地であります。卒業生の皆様が東南アジアで活

躍されるとき、センターの機能をフルに活用していただきたいと思います。幸い、醗酵工学出身の

吉田敏臣名誉教授が、日本学術振興会のバンコク事務所長として、３年近く常駐しておられます。

吉田先生のご指導を得ながら、大阪大学の海外展開推進のため、微力を尽くしたいと考えており

ますので、よろしくご支援の程、お願い申し上げます。 

 
 

 

生命先端工学専攻になりました 
生命先端工学専攻生物工学コース長 大竹久夫 

（昭和 53 年博士後期課程修了） 

 
  今年 4 月、工学研究科の改組によりまして、これまでの応用生物工学専攻は物質・生命工学専

攻と一緒になり生命先端工学専攻になりました。もっとも、新しくできた専攻も物質生命工学講座と

生物工学講座の 2 つの大講座から構成されており、運営上は旧応用生物工学専攻がそのまま生

物工学講座と呼び名を変えただけで存続致しております。本来であれば私は、専攻長の大役を課

せられる順番でしたが、幸いなことに新専攻長を物質生命工学講座の福住俊一教授が務められ

ることになり、私はコース長として生物工学講座の取り纏めを仰せつかることになりました。 

  平成 17 年 7 月現在、生命先端工学専攻生物工学講座には兼任を除いて、教授 6 名、助教授

5 名、講師 1 名、助手 10 名（内学内講師 1 名）の教員がおります。学部の応用生物工学コースお

よび大学院の生物工学コースの教育は、生物工学講座の教員に加えて、物質生命工学講座の極



限生命工学領域の3名の先生方、生物工学国際交流センター所属の6名の先生方、情報科学研

究科バイオ情報工学専攻所属の 5 名の先生方、および産業科学研究所高次細胞機能研究部門

の 2 名の先生方が協力して実施致しております。この他、生物工学講座とその関連講座には、特

任教授 1 名、特任講師 1 名、特任助手 1 名、技官・事務官 5 名、事務補佐員 17 名が働いており

ます。一方学生は、英語コース所属の大学院生も含めますと、博士後期課程に 61 名、博士前期

課程に 103 名の大学院生が所属しており、学部 4 年生は 60 名在籍しています。加えて、多くのポ

スドクやアルバイトの方々もおいでになりますが、正確な数は私の方でも把握できずにおります。 

 平成 16 年度秋には、GSE コモン・イースト棟と呼ばれる 15 階建ての新ビルが工学部管理棟の隣

に完成し、生物工学講座の原島研と福井研および物質生命工学講座の金谷研が入居されました。

来年の秋からは旧応用生物工学専攻の建物である工学部 C3 および C2 棟の改修もようやく開始

される予定になっております。さて、生物工学講座および関連講座におきましては、この一年の内

に多くの人事移動がございました。平成 16 年度末には、生物資源工学領域を担当されておられ

ました室岡義勝教授がご退官になりました。室岡先生は現在も特任教授として、サンフランシスコ

にある大阪大学海外拠点事務所でご活躍中です。また今年 4 月には、産業科学研究所の高次細

胞機能学研究部門に野地博行教授が、東京大学より赴任されました。さらには、旧物質生命工学

専攻極限生命工学領域の森川正章助教授が北海道大学の大学院地球環境科学研究科教授に、

生物化学工学領域の岸本通雅助教授が京都工芸繊維大学教授に、またゲノム機能工学領域の

向 由起夫助手が長浜バイオ大学助教授として、それぞれご栄転になられました。加えて、生物化

学工学領域の大政健史助手と極限生命工学領域の高野和文助手が助教授にご昇任になられ、

杉山峰崇、塚田幸治、本田孝祐、古賀雄一の 4 名の先生方が助手として赴任されました。 

生命先端工学専攻への名称変更は中身を分かりにくくした感もありますが、本年度より領域名（研

究室名）は専攻の判断で、外部から研究教育活動の中身が理解しやすい名称に、自由に変更す

ることが可能になりました。今後は、中身がよく分かる領域名称を工夫して、同窓生の皆様にも親し

みやすい生物工学講座として運営して行きたいと考えております。 

 

 

 

醸造微生物（酵母・麹菌）に関する研究事例の紹介 

昭和５７年卒 西村 顕 
（白鶴酒造（株）研究開発室） 

１．はじめに 

 酵母（Saccharomyces cerevisie）はアルコール産業において欠くことのできない微生物であり、麹

菌 (Aspergillus oryzae) は我が国の伝統的な醸造産業である清酒、醤油、味噌などの醸造にお

いて無くてはならない重要な微生物である。特に近年において、麹菌は多様な有用蛋白質を大量

に分泌生産するという特性と世界的に認められた安全性から、工業的な物質生産にも応用されて

おり、まさに“国菌”と称されるのにふさわしい微生物である。 

 清酒醸造においてもこれらの微生物は、酒質などに大きな影響を与えるため、様々な能力を有

する菌株が開発され、また研究されている。今回は、白鶴酒造で行っている最新の研究事例をご

紹介したい。 

２．ファルネソール高生産性酵母 

 テルペノイドはエルゴステロール合成経路の中間合成産物である。この経路の初期段階におい

て、メバロン酸からイソペンテニル二リン酸（Ipp；C5）およびジメチルアリル二リン酸（Dpp；C5）が生

成される。Dpp に Ipp が順次結合するイソプレン則に従い、ゲラニル二リン酸（Gpp；C10）やファル

ネシル二リン酸（Fpp；C15）となる。これらの化合物から派生したゲラニオール(GOH）やファルネソ

ール（FOH）などのテルペンは香料として用いられる精油中の芳香物質として知られており、通常

酵母はこれらのテルペンを生産しない。我々は清酒醸造への応用を念頭に置き、エルゴステロー

ル合成系の遺伝子変異により、テルペン生産性酵母の育種を行った。 

セスキテルペンは炭素数 15 のテルペノイドで FOH などが知られている。FOH はペルオキシソ

ーム増殖剤応答性受容体（PPARs）のリガンドとなり、PPARs 活性を上昇させることで、抗肥満およ

び抗高脂血症効果が期待されている。スクアレン合成酵素をコードする遺伝子 ERG9 に変異を誘

発させると FOH を生産することから、erg9 変異株の取得を行った。実験室酵母 X2180-1A 由来の

変異株 erg9-2 は YPD 好気培養条件下で FOH を 0.3 mg/l 生産しており、この変異はアミノ酸配

列 238 位の Trp が Stop codon に置換していた。次に、食品製造への応用を目的として、交雑育種

によりこの変異株への発酵性の付与を行った。清酒酵母一倍体との戻し交雑株では発酵性の向

上とともに FOH 生産性が向上し、YPD 好気培養条件下で約 20 mg/l 以上の生産性を示した。こ

れは清酒酵母は実験室酵母よりもエルゴステロール合成系の遺伝子が高発現しているからである

と考えられた。この株を用いて清酒醸造試験を行ったところ、アルコールを 20%以上生成しており、

FOH を約 0.2 mg/l 含有していた。さらに、パン製造試験を行ったところ、FOH 量はパン 100 g あ

たり 2.3 mg であった。したがって、今回育種した FOH 生産性酵母は清酒醸造およびパン製造に

利用可能であり、今後は抗肥満・抗高脂血症効果を有する食品製造への応用を考えている。 

３．麹菌遺伝子の新規な発現制御機構 

 当初、清酒醸造において主に発酵中のチアミン欠乏によって発生するオフフレーバーである木

香様臭（アセトアルデヒド）やつわり香（ダイアセチル）の発生防止を目的として、麹菌（A. oryzae ）

のピリチアミン（チアミンのアナログ）耐性変異株からチアミン高生産株の取得を試みた。その際、

耐性変異株よりクローニングしたA. oryzae ピリチアミン耐性遺伝子（ptrA）は、本来ptrAの野生型

アレル（thiA）が有しているチアミンによる発現抑制を完全に失なっていた。A. oryzae の thiA は S. 

cerevisiae の THI4 ファミリーに属するチアミン合成遺伝子の一つであり、一つの構造遺伝子と三つ

のイントロン（構造遺伝子内に１つ、5’非翻訳領域（5'-UTR）内に２つ）から構成される。また ptrA

は thiA の 5’-UTR が一塩基置換（A -68 G）した変異遺伝子であり、興味深いことにこの変異点は

いくつかのチアミン合成関連遺伝子の 5’-UTR で高度に保存された領域（region A, region B）に



含まれていた。これらの領域は 5’-UTR の 0.4-kb という非常に長いイントロン２に含まれるという

特徴的な配置を示していたことからも、thiA の発現制御への関与が強く示唆された。 

 GUS レポーター遺伝子（uidA）を利用した、高度保存領域 region A と B の機能解析をおこなった

結果、thiA の 5’-UTR から region A または B を欠失させたプロモーターではチアミンによる発現

制御が完全に失われた。したがって region A および B はチアミンによる発現抑制に関与する領域

であることが確認された。一方 uidA プローブを用いたノザン解析の結果、thiA の 5’-UTR 全長を

有するプロモーターにおいてのみ、環境中のチアミンの有無によって転写産物の大きさが異なっ

ていた。これはチアミン存在下では region A と B を含むイントロン２のスプライシングが阻害され、

成熟 mRNA ではなくイントロン２を含んだ未成熟な mRNA が転写されるためであることが確認され

た。 

 次にスプライシングの阻害が発現制御におよぼす影響を確認するため、スプライシングができな

いようにイントロン２の保存領域に変異を導入した、またはあらかじめイントロン２を欠失した変異遺

伝子を作製し、GUS レポーター遺伝子を利用した解析を行った。イントロン２がスプライシングでき

ない変異遺伝子では未成熟 mRNA のみが転写され、転写および発現レベルともに著しく低下し、

チアミンによる発現制御も失われた。一方あらかじめイントロン２を欠失した変異遺伝子では成熟

mRNA のみが転写され、チアミンの有無に関わらず転写量および発現量ともにチアミン非存在下

における thiA 5’-UTR 全長を有するプロモーターの場合と同程度であった。これらはスプライシン

グがチアミンによる発現制御に必須であることを示していた。さらに thiA の 5’-UTR 全長を有する

プロモーターによる転写物の詳細を RT-PCR により確認した結果、チアミン存在下における転写

物の多くはイントロン２全長を含んだ未成熟 mRNA ではなく、イントロン２の 5’スプライシング位置

が下流へ 85 bp シフトした転写物であることが確認された。したがってチアミンによってイントロン２

の正常なスプライシングが阻害され、5’スプライシング位置が下流へシフトする調節を受けることが

示された。 

 上記のチアミンによる発現制御に必須な region A と B はその後、原核微生物において発見され

たチアミン二りん酸(TPP)と特異的に結合する RNA 制御因子（riboswitch）と同様の構造に含まれ

て い る こ と を 確 認 し た 。

Riboswitch とは mRNA 上の制御

因子で、転写後に特殊な二次構

造を形成することによって蛋白質

を介さず直接標的となる小分子

を特異的に認識して結合し、遺

伝子発現を転写または翻訳段階

で調節する機能を有している。さ

らに網羅的な遺伝子配列情報の

検索により、麹菌を含む真核生

物である糸状菌や植物のチアミ

ン合成遺伝子においても TPP 結合型 riboswitch 様配列の存在が報告された。 

 現在予想される riboswitch による thiA の発現制御モデル図を示した（図）。RNA の転写が始ま

ると、イントロン内に riboswitch 二次構造が形成される。チアミン非存在下ではイントロンがスプライ

シングされて蛋白質の発現が誘導されるが、チアミン存在下では、riboswitch に TPP が結合し、正

常なスプライシングが阻害されるとともに、転写効率も著しく減少する。わずかながら転写された 

mRNA にはイントロン２の一部または全長が残っており、正常な蛋白質への翻訳が妨げられ、発現

が抑制される。 

 今後は、この制御機構を解明し、新たな遺伝子発現制御方法へ応用したいと考えている。 

 

 

 

ビール酵母のゲノム解析 

平成１２年卒 藤村 朋子 

（サントリー（株）先進技術応用研究所） 

はじめに 

ラガータイプのビールの醸造に用いられるビール酵母は分類学的に Saccharomyces 

pastorianus に分類される。この酵母はいくつかの遺伝子解析の結果から S. cerevisiae と S. 

bayanus の自然交雑体であると考えられており、親株とは異なる発酵特性を有している。我々はこう

したビール酵母特有の発酵特性を遺伝子レベルで解き明かすことを目的として、ビール酵母のゲ

ノム解析を行った。 

ビール酵母ゲノム塩基配列の決定 ～染色体構造の推定から遺伝子の同定まで～ 

解析にはビール酵母実用株 S. pastorianus Weihenstephan 34/70 株を供した。塩基配列の決

定には主にメイトペア・ホールゲノムショットガン法を用いたが、同時にビール酵母染色体をカバー

するコスミド地図を作成し、そのコスミドのシークエンスも行った。現在までにビール酵母ゲノムの約

6 倍（24Mb）に相当する塩基配列データを蓄積し、それらを連結してドラフトゲノムシークエンスとし

た。 

得られたシークエンスデータを S. cerevisiae の塩基配列（SaccharomycesGenomeDatabase: 

http://www.yeastgenome.org/ に公開）と比較した結果、ほぼ 100%の相同性を示す配列群（Sc 型

配列）と、85%前後の相同性を示す配列群（非 Sc 型配列）とに分類され、ビール酵母が交雑体であ

ることが改めて確認された。また、いくつかのコスミドではその両端に Sc 型と非 Sc 型の塩基配列を

もつことから、相同性の異なる 2 セットの染色体が一つの細胞の中に独立して存在するだけではな

く、Sc 型と非 Sc 型配列が連結された染色体も存在することが明らかとなった。これらのことから、ビ

ール酵母は異種酵母の自然交雑により祖先種が形成され、その後異種染色体間で多数の転座

が生じ、現在の複雑な染色体構造が形成されたと考えられる。 

シークエンスデータから遺伝子コード領域を抽出し、Saccharomyces 属の ORF と相同性検索を
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行うことにより、遺伝子のアノテーションを行った。Sc 型配列から見出された ORF（Sc 型 ORF）は S. 

cerevisiae の ORF と非常に高い相同性を示した。一方、非 Sc 型配列からはそれぞれ Sc 型遺伝子

のカウンターパートにあたる ORF（非 Sc 型 ORF）が見出され、こちらは S. bayanus の ORF と高い

相同性を示した。また、Saccharomyces 属の ORF と有意な相同性を示さなかったビール酵母 ORF

に関して、Genbank のタンパク質データベースと相同性検索を行ったところ、少数であるが他の生

物種由来の遺伝子との相同性を示す ORF（新規遺伝子）が同定された。 

ビール酵母 DNA マイクロアレイの開発 

これまでの研究では、ビール酵母の遺伝子発現解析においても S. cerevisiae 用 DNA マイクロ

アレイ（たとえば GeneChip Yeast Genome S98; Affymetrix）が用いられてきた。しかしながら、ゲノ

ム解析の結果が示すように、ビール酵母はある程度の相同性を有する Sc 型と非 Sc 型の配列をあ

わせ持っており、ビール酵母の発酵特性を理解するためにはこれらを区別して評価することが重

要である。そこで我々は解析したシークエンスデータを基に、全遺伝子を網羅する約 23,000 プロ

ーブセットを搭載した Affymetrix 型の DNA マイクロアレイ（LagerBrewingYeastGenome array; 

LBYG アレイ）を開発した。それぞれのプローブセットは Sc 型配列／非 Sc 型配列を特異的に検出

できるよう設計されており、従来のこのアレイでは解析できなかった非 Sc 型遺伝子の発現量につ

いても正確に評価できるようになった。 

DNA-DNA ハイブリダイゼーションによる染色体構造解析 

DNA-DNA ハイブリダイゼーションとは、制限酵素処理後ビオチン標識した染色体 DNA 断片を

マイクロアレイにハイブリダイズさせて検出する手法のことで、これにより染色体レベルでの構造解

析が可能である。複数のビール酵母（基準株、実用株を含む）について LBYG アレイを用いた

DNA-DNA ハイブリダイゼーションを行った結果、欠失領域の同定やコピー数の変化による転座

部位の特定が可能であることが分かった。転座部位の中には多くの株に共通して存在するものや

株間でバラエティーのあるものまで様々であった。またこれらの結果を基に系統樹を作成し、進化

の過程を探る手がかりの 1 つになることを示した。 

ビール発酵条件における遺伝子発現解析 

LBYG アレイの開発によって、ビール酵母の網羅的遺伝子発現解析が可能となった。そこで実

際にビール試醸を行い、経時的に採取した菌体から total RNA を調製してビール酵母の遺伝子

発現解析を行った。この結果、Sc 型遺伝子とそれに対応する非 Sc 型遺伝子で発現挙動が異なる

ものが数多く存在していることが明らかとなり、Sc 型／非 Sc 型で異なる転写制御を受けていること

が示唆された。また、アノテーションで遺伝子として同定された新規遺伝子が実際にビール発酵条

件下で発現していることも確認できた。 

ビール酵母遺伝子の解析例 ～ビール酵母特有の亜硫酸生成能について～ 

ビール中に含まれる亜硫酸は酸化防止剤としてはたらき、ビールの品質劣化を防ぐ重要な成分

である。同じビール酵母でもS. cerevisiaeに属するエールタイプのビール酵母がほとんど亜硫酸を

生成しないのに対し、S. pastorianus は製品中に 10ppm 程度の亜硫酸を生成する。 

亜硫酸は含硫アミノ酸の生合成の中間産物として生成され、トランスポーターである Ssu1p を介

して菌体外（醪）へと排出される。シークエンスデータより、ビール酵母の Ssu1p をコードする 2 つの

SSU1 遺伝子（ScSSU1、非 ScSSU1）が同定された。LBYG アレイを用いた発現解析の結果、非

ScSSU1 の発現量は ScSSU1 の発現量を大きく上回っており、発酵条件下においてはビール酵母

に特徴的な非 ScSSU1 が優占的にはたらいていることが示唆された。さらに、それぞれの遺伝子を

破壊あるいは高発現させた株を作製し、ビール試醸を行って醪中の亜硫酸濃度を測定したところ、

ScSSU1 破壊株が親株と同程度の亜硫酸生成能を示したのに対し、非 ScSSU1 破壊株ではほとん

ど亜硫酸を生成しなくなった。また、ScSSU1 高発現株が親株の 1.5 倍程度の亜硫酸を生成したの

に対して、非 ScSSU1 高発現株では実に 4 倍の生成量となった。これらの結果から、転写レベルだ

けでなく、タンパク質の機能としても、非 ScSSU1（非 ScSsu1p）がビール酵母特有の高亜硫酸生成

能に大きく寄与していることが示唆された。 

おわりに 

ゲノム情報を用いて開発した DNA マイクロアレイは、遺伝子レベルから染色体レベルまでの幅

広い解析に利用可能であることを示した。今後、実際の醸造プロセスへの応用例として、ビール酵

母の生理状態に応答して誘導・抑制されるマーカー遺伝子の同定や、そういった遺伝子の発現を

指標としたプロセス管理などが挙げられる。また、DNA-DNA ハイブリダイゼーションによる染色体

構造解析から、ビール酵母の分類や選択を高効率に行うことも可能であろう。 

このように、ゲノム情報が、ビール酵母の遺伝子レベルでの解析だけでなく、新しい醸造技術や

分類・育種技術の開発、さらに将来的には商品開発においても重要な役割を果たすことを期待し

ている。 

 

 

 

＜＜＜  同窓会通信  ＞＞＞ 

 
吉田敏臣名誉教授 Asia-Pacific Biochemical Engineering Award 受賞 

 昭和６１年卒 大政健史 

（大阪大学大学院工学研究科生命先端工学専攻） 

 

2005 年 5 月に Korea,Jeju 島にて開催された第７回アジア太平洋生物化学工学国際会議

(Asia-Pacific Biochemical Engineering;APBioChEC05)にて吉田敏臣名誉教授が Asia-Pacific 

Biochemical Engineering Award を受賞されました。本賞は２年に１回開催されるアジア太平洋生物

化学工学国際会議において生物化学工学分野での多大なる貢献を為した研究者に対して授与

され、本教室からは、1992 年に開催された第 2 回アジア太平洋生物化学工学国際会議



(Yokohama)にて合葉修一名誉教授が受賞されて以来、２人目(日本人では 4 人目)の受賞者となり

ます。（写真は授賞式の様子。同時に受賞された遠藤勲先生、Henry C. Lim 先生、Michael L. 

Shuler 先生と共に。写真提供、大竹久夫教授） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉田敏臣大阪大学名誉教授、マヒドン大学より名誉博士号を授与される 

大阪大学生物工学国際交流センター 仁平卓也 

 

２００５年７月８日（金）、バンコク市内の Suanaumporn 公園内の式典会場にて、タイのマヒドン大

学より本学名誉教授の吉田敏臣先生に名誉学位（バイオテクノロジー分野）が授与されました。こ

の名誉学位は、吉田先生が長年に渡って、バイオテクノロジー分野における日本―東南アジア

（特にタイ王国）間の交流に尽力され、バイオテクノロジー分野での知識と技術を日本からタイ王

国に移植することに多大な貢献を果たしてこられたことを称え

て贈られたものです。 

 学位授与は、タイ王室のSirindhorn（シリントーン）王女が手ず

から授与される形で、名誉学位受賞者を筆頭に、マヒドン大学

の修了生（学士、修士、博士）全てに対して、厳粛な雰囲気の

なか約２時間に渡って行われました。当日名誉学位を授与され

た７名のうち、吉田先生を除く６名はすべてタイ人（医学分野５

名、及び生化学分野１名）であり、日本人として、又バイオテク

ノロジー分野では吉田先生お一人であったことから、本分野に

おける吉田先生の貢献の高さが実感されます。吉田先生は、

現在日本学術振興会のバンコク事務所所長として、バンコクに

滞在中で多忙な毎日を送っておられますが、大変お元気で、

今後の益々のご活躍が期待されます。 

 

 

 

● クラス会活動の報告 

＜昭和４４年入学＞ 

大阪大学工学部醗酵工学科昭和 44 年度入学者同窓会報告 

昭和 44 年度入学同窓会幹事 曽根良昭 

 

昨年の醗酵工学科同窓会誌に、昭和 45 年度入学者の同窓会報告があり、 “我々が学んだ学

舎の改修が近々行なわれる”ことを知りました。卒業以来 32 年、一度も醗酵工学科としての同窓会

を開かなかったことに同窓会幹事としての責任を感じ、また、改修される旧校舎への惜別の機会と、

同窓会の開催を呼びかけました。参加した同窓生は２次会参加の数として２０名、その当時の入学

定員が４０名ぐらいですから、約半分の同窓生が参加してくれました。後の宴会でお話を聴くと、千

葉県から７～８名参加しているとのこと、東京地区在住者が多いことは我々の世代が経験してきた、

卒業時の第１次石油ショック、それにつづく第２次石油ショック、それからの関西経済の地盤沈下

など、過ごしてきた時代の厳しさを象徴していると思いました。 

１時に集合後、入学した頃は真新しくきれいだった － 今は少し薄汚れた － サントリー記

念館の１階の会議室で入学・卒業した頃の講座編成（６講座）から現在の講座編成（１３領域）まで

の研究室の変遷の歴史と現校舎の改修予定を卜部先生から講義を聴くようにお聞きしました。席

の取り方など当時の様子と同じではなかったか－私などいつも後ろのほうに席を取り－。お話の後、

学生実験室のあった地階から一番上のメモリアルホールまで、卜部先生のご案内で懐かしく見て

廻りました。ここに自分の実験台があって、ここにあの先生の机があった －とか話をしながら。旧

集合写真（セッション終了後） 

授与式会場前にて 

授与式当日、Suanamporn 公園における 

吉田先生ご夫妻 

授与式直後、緊張から解放された 

吉田先生ご夫妻 



校舎の見学の後、新しくできた高層の学舎の原島先生（我々の１年先輩で、今回も初めにご挨拶

をいただきました）の研究室を訪問し、最後に集合写真を撮りました（添付の写真です）。 

その後、３時に阪大前からチャーターバスで、工場見学とゲストハウスでの１次会のため、アサヒ

ビールの吹田工場に向かいました。これは同窓生の木下君のお世話によるもので、できたてのお

いしいビールを遠慮なく飲みながら一人一人の近況報告などのお話を聴き、楽しい時間をすごし

ました。そしてほぼ全員、２次会へ。あっという間の７時間でしたが、醗酵工学科という同じ空間で

密度濃い時間を生き、またこれまで生きてきた同時代の仲間として、３０数年の時間のギャップを

越えてお話をし、次回は同窓生の紅一点、田平さん（旧姓笹岡さん）の還暦祝いでの再開を誓い、

お別れとなりました。 

最後に、今回の同窓会のため、連休

最後の土曜日にもかかわらず、長い時

間ご一緒して、お話・案内をしていただ

きました、卜部先生に心からお礼申し

上げたいと思います。また、ご挨拶いた

だいた、原島先生、私たちの計画に対

応していただいた山下先生に深く感謝

いたします。ありがとうございました。 

 

 

 

 

＜昭和５０年卒業＞ 平成１７年５月３日開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 同窓生からのメッセージ（平成 16 年 順不同） 

 

（個人情報が含まれておりますので web では省略しております） 

 
同窓会からのお願い 

 
近年、企業合併や部署移動、市町村合併によって住所変更、所属変更となる方

が増えております。自宅住所、勤務先住所等に変更のある場合には同窓会まで

ぜひご連絡いただけましたら幸いです。お寄せ頂いた個人情報は同窓会誌発送

以外には利用いたしません。 

 

☆ 平成１６年度 同窓会会計報告 
収入 

平成１５年度より繰越金 2,892,367 円 

年会費 607,550 円 

同窓会パーティー会費 440,000 円 

受取利子（税引き後） 109 円 

合計 3,940,026 円 

支出 

同窓会会誌印刷費 184,393 円 

郵送通信費 214,285 円 

名簿管理費 50,000 円 

同窓会パーティー運営費 393,090 円 

学部２年生ガイダンス補助費 100,000 円 

合計 941,768 円 

平成１6年度収入から支出を差し引いた 2,998,258 円を平成１7年度へ繰越 

（なおパーティーは平成１６年１１月１２日に開催されました。） 

 

 

 

 

 

☆平成１６年度 学生国際活動支援基金会計報告 
収入 

平成１５年度より繰越金  4,927,993 円 

日韓（KAIST-OU）学生交流会補助余剰金    200,275 円 

GSE コモン・イースト棟大階段前での集合写真 

GSE コモン・イースト棟 原島教授室にて 

左から、笹本（カネカ）、萱原（旭松食品）、古谷（サントリー）、東浦（ダイキン）、 

村松（三菱ウェルファーマ） 



受取利子（税引き後）       150 円 

合計  5,128,418 円 

支出 

日韓（KAIST-OU）学生交流会補助  420,000 円 

大阪大学サンフランシスコ事務所開所記念品 108,870 円 

合計  528,870 円 

平成１6年度収入から支出を差し引いた 4,599,548 円を平成１７年度へ繰越 

（なお日韓（KAIST-OU）学生交流会は平成１６年７月１９-２２日に開催されました。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪大学工学部 醸造・醗酵・応用生物工学同窓会会則 
1. （名称） 

   本会は大阪大学工学部 醸造・醗酵・応用生物工学科同窓会と称する。 

2. （会員の構成） 

   本会は次の会員で構成する。 

(1) 正会員 

イ 大阪大学応用自然科学科応用生物工学コース、同大学大学院工学研究科応用生物工学

専攻（以下教室と言う）およびそれらの前身学科、専攻の出身者。 

ロ 上記イの教室および付則に示す関連講座の旧教官・教員、現教員および現職員。 

ハ 上記イの教室および付則に示す関連講座に関係のあるもの（旧職員、研究生、実習生など）

で、入会を希望し会長が承認したもの。 

(2) 名誉会員 

会員の中から幹事会の推薦により総会の承認を得たもの。 

(3) 賛助会員 

本会の趣旨の賛同し、付則に定める会費を納めるもので幹事会の推薦により総会の承認を得

たもの。 

(4)  学生会員 

大阪大学工学部応用生物工学コースおよび同大学院工学研究科応用生物工学専攻に所属

する学生。 

3. （目的） 

   本会は会員相互の親睦を図り教室の発展に寄与することを目的とする。 

4. （所在地） 

   本会の事務所は教室内に置き、会員の希望により支部を設けることができる。 

5. （役員） 

   本会には次の役員を置く。 

(1) 会長 １名 正会員の中から総会で選出する。 

(2) 副会長 ２名 正会員の中から会長が推薦し、総会で承認する。 

(3) 幹事長 １名 正会員の中から会長が委嘱する。 

(4) 常任幹事 若干名 正会員の中から会長が委嘱する。 

(5) 幹事 若干名 正会員の中から会長が委嘱する。 

(6) 監査 ２名 正会員の中から総会で選出する。 

6.  （役員の任務） 

   本会役員の任務は次のとおりである。 

(1) 会長は本会を総理する。 

(2) 副会長は会長を補佐する。 

(3) 幹事長は常任幹事を総括して会務を掌理する。 

(4) 常任幹事は庶務、財務、企画、編集の事務を行う。 

(5) 幹事は常任幹事を補佐する。 

(6) 監査は本会の運営と会計を監査し、総会に報告する。 

7.  （役員の任期） 

   役員の任期は２年とし再任を妨げない。 

8.  （会議） 

(1) 本会は原則として２年に１回総会を開き、役員の改選、会計報告、会則の改正、その他重要な事

項を議する。 

(2)  総会の議決には出席正会員の過半数の賛成を必要とする。 

9. （会計） 

(1) 本会運営の経費は会費およびその他の収入を持ってあてる。会費は付則に定める金額とする。

ただし、名誉会員および学生会員からは徴収しない。 

(2)  本会の会計年度は４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

10.（会則の変更） 

本会の会則は総会において出席正会員の三分の二以上の賛成を得て改正することができる。ただ

し、書面を持って賛否を表す場合は出席とみなす。 

付則 

 1. 大阪大学応用自然科学科応用生物工学コース・同大学大学院工学研究科応用生物工学専攻の関連

講座とは、大阪大学生物工学国際交流センター、同大学工学研究科物質・生命工学専攻極限生命

工学講座、同大学産業科学研究所生体応答科学研究部門生体膜分子工学研究部門、同大学大学

院情報科学研究科バイオ情報工学専攻代謝情報工学講座、同大学大学院情報科学研究科バイオ

大阪大学サンフランシスコ

事務所開所記念品として 

同窓会から寄贈した 

世界時計と室岡義勝所長 



情報工学専攻生物共生情報工学講座およびその前身をさす。 

 2. 本則第９条の会費は次のとおりとする。 

(1)  入会金  入会の際 5、000円。 

(2)  会費   正会員は年額 2、000円。 賛助会員は年額１口 5、000円。 

 3.  付則の変更は役員会の議をもって行う。 

 4. 本会則は平成８年１１月１５日から施行する。 

 5. 卒業後50年以上の方に会費免除制度があります。 

 

 

☆同窓会現組織 
会長 芝崎 勲 

副会長 嶋谷幸雄、 大嶋泰治 

幹事長 関 達治 

常任幹事 卜部 格（庶務担当） 山下光雄(財務担当)、金子嘉信(編集担当)、 

 大政健史(名簿担当)、藤山和仁(庶務担当)、中川浩子(庶務担当)、 

 中嶋幹男(企画担当) 

監査 高野光男、永井史郎 

 
☆会員の動向 
(最近の動向がございましたなら、同窓会までご一報下さい。) 

 
●職員の異動 
平成 16 年度（9 月以降） 

10 月 31 日 島 康文 科学技術振興機構 ERATO 金子プロジェクト技術参事として転出 

 3 月 16 日 塚田幸治 応用生物工学専攻進化生命システム学領域に助手として就任 

 3 月 31 日 室岡義勝 （教授）定年退職 

 岸本通雅  京都工芸繊維大学工芸学部物質工学科有機材料開発学講座に教

授として転任 

 向 由起夫 長浜バイオ大学バイオサイエンス学部に助教授として転任 

平成 17 年度 

4 月 1 日 野地博行 産業科学研究所高次細胞機能教授として就任 

 大政健史 工学研究科助教授（生物化学工学領域）に昇任 

 小野比佐好 生命先端工学専攻生物資源工学領域の助手に配置換 

 杉山峰崇 生命先端工学専攻ゲノム機能工学領域に助手として就任 

 本田孝祐 生命先端工学専攻生物化学工学領域に助手として就任 

 

 

●会員訃報 心からのご冥福をお祈り申し上げます。 

 （個人情報が含まれておりますので web では省略しております） 

 

● 平成17年3月卒業、修了生進路等  

（2005年3月工学研究科教務掛提出資料より） 

（個人情報は web では省略しております） 

 

学部卒業 

阪大大学院工学研究科博士前期課程生命先端工学専攻進学（３６名） 

 

阪大大学院情報科学研究科博士前期課程バイオ情報工学専攻進学（８名） 

阪大大学院生命機能研究科進学（３名） 

就職、他大学進学、その他 

幸陽船渠、大倉工業、リクルート、UFJ 銀行、筑波大学、アビームコンサルティング、京都大学、 

東京大学、サントリー 

 

大学院前期課程修了 

阪大大学院工学研究科博士後期課程生命先端工学専攻進学（５名） 

阪大大学院情報科学研究科博士後期課程バイオ情報工学専攻進学（２名） 

就職、他研究科進学、その他 

サラヤ、 大王製紙、東洋新薬、ファースト、東京大学、日東電工、ハウス食品、森永乳業、 

京都大学、東レ、サッポロビール、白鶴酒造、日本精粉、興和、タカラベルモント、高砂香料、東京

大学、武田薬品、伊藤忠商事、上野製薬、中外製薬、不二製油、興和 

 

大学院後期課程修了 

中国大連民族学院、ITD I(フィリピン）、北京師範大学、農業生物資源研究所、産業技術総

合研究所、大阪大学情報科学研究科、ミュンヘン大学（ＬＨＵ）、科学技術振興機構、King 

Mongkut's Institute of Technology(タイ）、大阪大学工学研究科、奈良県立医科大学、佐

世保工業高等専門学校、報通信研究機構関西先端研究センター、大阪大学工学研究科、Ｍ

Ｃフードテック、大阪大学工学研究科 

 

 
 
☆教室の構成 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☆クラス会幹事（クラス会幹事の方には会員の所属の移動等について同窓会
への連絡をお願いいたします） 
 
 

昭和 12 年  昭和 38 年 吉田敏臣 昭和 59 年 藤山和仁 

昭和 15 年 石井隆一郎 昭和 39 年 藤田正憲 昭和 60 年 中嶋幹男 

昭和 16 年 武田六郎 昭和 40 年 新名惇彦 昭和 61 年 大政健史 

昭和 18 年 芝崎 勲 昭和 41 年 関 達治 昭和 62 年 山本恵三 

昭和 19 年 松本 博 昭和 42 年 卜部  格 昭和 63 年 向 由起夫 

昭和 21 年  昭和 43 年 関口順一 平成元年 永尾寿浩 

昭和 23 年 佐藤 勝 昭和 44 年 土戸哲明 平成 2 年 松本雄大 

昭和 24 年 野口祐一 昭和 45 年 古川憲治 平成 3 年 鈴木市郎 

昭和 25 年 橋田 度 昭和 46 年 山本忠行 平成 4 年 内山圭司 

昭和 26 年 辻坂好夫 昭和 47 年 島田裕司 平成 5 年 滝口 昇 

昭和 27 年 松中昭一 昭和 48 年 曽根良昭 平成 6 年 松浦友亮 

昭和 28 年(旧制)  昭和 49 年 小西喜朗 平成 7 年 永久圭介 

昭和 28 年(新制)  昭和 50 年 中塚正博 平成 8 年 金谷 忠 

昭和 29 年 嶋谷幸雄 〃 東浦忠司 平成 9 年 小林 肇 

昭和 30 年 大嶋泰治 昭和 51 年 溝口晴彦 平成 10 年 田中礼央 

昭和 31 年 清井正好 昭和 52 年 根来誠司 平成 11 年 永塚由佳 

昭和 32 年 田端司郎 昭和 53 年 金子嘉信 平成 12 年 井戸芳博 

昭和 33 年 中桐義隆 昭和 54 年 高木 睦 平成 13 年 後藤優治 

昭和 34 年 野本哲也 昭和 55 年 滝沢 昇 平成 14 年 有岡伸悟 

昭和 35 年 森元英雄 昭和 56 年 阿野貴司 平成 15 年 新家康弘 

昭和 36 年 戸田廣良 昭和 57 年 片倉啓雄 平成 16 年 和田 悠 

昭和 37 年 菅 健一 昭和 58 年 森川正章 平成 17 年 藤井健治 

＊ クラス幹事が空欄の学年は、その学年でご相談の上、同窓会事務局までお知らせください。 
 
 
 



会員各位 
拝啓、ますますご清祥のことと拝察します。 

さて、下記記載の要領で平成１７年度会費の納入をお願い申し上げます。 
 

記 
 

１）郵便振替にて納入される場合 
 同封の払込通知票を用いて、最寄の郵便局にてお振込下さい。 
（ご記入内容） 
 払込先口座番号：00920-5-83256 
 払込先加入者名：阪大工醸造醗酵応生同窓会 
 金額：2、000円 

 
２）郵便貯金口座自動払込を申し込まれる場合 
 最寄郵便局で自動払込利用申込書に必要事項を記入の上、お 
 申し込み下さい。今後、毎年11月30日に貴口座より、年会費 
 2、000円を自動引き落としさせていただきます。手続きの都合 
 上10月15日までにお願い申し上げます。 
（ご記入内容） 

 払込先口座番号：00920-5-83256 

 払込先加入者名：阪大工醸造醗酵応生同窓会 

 払込開始月：平成17年11月から 

 払込日：30日 

 払込の種別：会費 
（注：昨年度すでに自動払込申込をされた方は新たな手続きは不要です。） 

 

 

♪♪♪♪♪♪♪ 同窓生のみなさまへ会費免除のお知らせ ♪♪♪♪♪♪♪ 
 

いつも会費納入にご協力いただきまして誠に有り難う御座います。 

同窓生のみなさまは卒業後５０年経過しますと会費免除となります。 

平成１７年度は昭和３０年卒の同窓生が該当致します。会誌送付や諸行事へ

の参加などは今までと変わりありません。今年から免除になられた同窓生及

びすでに免除になっておられる同窓生の皆様には、長い間会費を納入してい

ただきまして有り難う御座いました。 

今後も同窓会へのご支援・ご協力のほど宜しくお願い致します。 
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