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Development of an evaluatory system for Aspergillus oryzae activity using fiuorescence spectroscopy in sake 
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Appropriate excitation and detection wavelengths wer巴chosenfor measuring various param己tersde-

scribing the activity of Aゆergillusoryzae. The relationships between the myc巴lialweight in rice koji and 

enzyme activity were examined in order to develop a system for evaluation using fiuorescence spectrosco‘ 

py. As a result. we found that the b巴stexcitation and det巴ctionwavelengths for investigating Asρergillus 

oryzae were 410 and 630 nm， respectively. The fiuorescence may be induced by the activity of Asρergillus 

oryzae because no fiuoresc巴ncepeaks were detected from sterilized rice koji. In addition， we showed that 

this system was not infiuenc巴dby moisture content or glucose concentration， which both chang巴dduring 

the rice koji cultivation. The fiuorescence emission strength was closely correlated with both the mycelial 

weight in rice koji and enzyme activity. Thus， fiuorescence spectroscopy should prove suitable for evaluat 

ing the mycelia weight in rice koji，日-amylaseactivity， and acid carboxypeptidase activity 

Keywords:蛍光分光法， 1街頭，重量蘭，活性評価

緒言

j青j筒造りは「一麹，二翫，三造り」といわれるよう

に，麹はj関質の良し悪しを左右する重要な工程である。

麹の主な役割は，①蒸米の溶解・糖化をつかさどる酵

素類の沼母・穆への供給，②栄養素の提供による清磁

群母の増殖・発酵の促進，@麹菌生産物による溜質の

直接的，間接的形成1)である。そのため沼質を向上
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させるには麹磁の生育を適切に管理し，上記の役割に

濁わる酵素活性や麹菌体最の推移を正確に把握する必

要がある。しかし，清酒製造現場では麹の酵素活性や

蕗体長をリアルタイムで計測することが難しいため，

主に麹の外観，香り，手触り，味などの技術者の官能

により総合的に評価されている。そのため，正確に評

価するには熟達した技術が必要となる。

このような中，麹菌に関する評価法としていくつか

醸協 (2011)
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の手法が試みられてきた。例えば，麹が発生するニ酸

化炭素景を測定するもの 2)や，麹菌細胞溶解酵素を用

いた米麹の菌体量の測定法 3) 米麹の酵素活性の測定

法 t5. 6)などが開発されている。しかし二酸化炭素

量の測定は閉鎖空間での培養が必要で、あるし菌体量

や酵素活性の測定も分析作業が煩雑で 2~7 時間程度

の時間を委するため青j霞製造現場での計測法として

定着していない。

この背景のもと，微弱発光法を応用する事で，清酒

製造現場に利用可能な評価手法として適応できないか

検討してきた。微弱発光法とは反応系の分子を励起し

基底状態に移る際に光を放っ現象を計測する事で，物

貿の微妙な変化の情報を得る手法 7)である。食品分野

に関しては，熔煎ゴマ油の保存に伴う品質劣化判定 8)

米の品費劣化の評価 9) 牛乳中大腸菌群の検出 10)など

に利用されており，それぞ、れ既存の手法に比べ簡便で、

迅速な測定を可能としている。そこで我々は，基底状

態の物質が放つ僅かな光を計測する自発発光や，薬品

を使用し分子を励起する化学発光を利用した清酒の熟

度評価法開発について検証 11)を行ってきたが，自発

発光は発光景が少なく測定値が不安定であり，化学発

光は試薬添加の煩雑性や測定に 1i時間穏度必要なため，

麹製造現場で利用するのは難しいと判断した。

本研究では光を照射することで反応系の分子を励起

する手法 7)である蛍光分光法に着目し，官能評価への

依存度の高い製麹工程の評価に適用することを B的と

した。本手法では試薬の添加や前処理を必要としない

ため，簡便・迅速なifilJ定が可能であり，非破壊で測定

対象から多くの情報検出が可能なため，製麹現場での

利用が期待できる。まず，麹磁を淑IJ定するのに適した

励起波長と検出波長を選定し麹磁の繁殖に伴う蛍光

強度の変化を確認した。次に，主要成分や他国子の影

響を把握し最後に蛍光分光j去の値と麹菌体量や酵素

活性との関係を明らかにしたので報告する。

実験方法

1. 蛍光分光法

測定には蛍光プレートリーダ-infinite M200， 

F200 (TECAN社製)を使用した。麹菌の蛍光スペ

クトルや，主要成分などの影響を確認するのには infi-

nite M200を，繁殖に伴う蛍光強度の変化を測定する

のには infiniteF200を用いた。測定モードは蛍光測

第 106巻第 B号

定 (Fluor巴scenceTop Reading) とし，上部から試料

を励起しその際得られる試料表面の蛍光を測定した。

測定室の温度は 37t，試料を設置するマイクロプレ

ートは 96w巴目黒色マイクロプレート (costar社製)， 

検出感度 (Gain) はinfiniteM200 使用時で GainllO，

infinite F200 使用時で Gain75~ 85の簡に設定した。

2.分析項目

蛍光分光法と比較した指標は，務菌体

a-アミラーゼ活性， グルコアミラーゼj合|全，日ーグル

コシダーゼ活性，富貴性カルボキシペプチダーゼ活性の

5項目とした。麹菌体量の測定は，五味他 3)の報告に

従い，麹菌i自胞溶解酵素 (Yatalase) を用いて得られ

たN-アセチルグルコサミン (GIcNAc)蚤から麹菌体

量 (mg/g麹)を算出した。各酵素活性の測定には日目

アミラーゼ測定キット，糖化力分別定量キット，酸性

カルボキシペプチダーゼ澱定キット (KIKKOMAN)

を使用し，各測定キットに付属している説明書に従い

泌定を行った。麹菌体量と酵素活性は，サンプリング

した試料をすぐに凍結保存し一括して測定した。

3.試料

試料とする米麹は，標準製麹試験法 12)に準じて培

養した。日米(平成 20年度産「吟風J，精米歩合

60%)が 5g入ったシャーレ(直径 9cm) に，麹菌の

胞子が 105個 Iml入るように調整した胞子けん濁水

7，5mlを摂取し混ぜ合わせた。種麹には市販の穆用

稔麹(樋口松之助臨庖)を用いた。次に，温度 36
0

C，

湿度 90%以上に設定された恒温庫に入れ， 目標時間

まで培養した。そのi怒，温水 (35~ 38
0

C)の入った

発砲スチロール製の箱に米麹を入れることで，温度と

混度のばらつきを紡いだ。

蛍光分光法では，マイクロプレートに試料を移動す

る際に米麹が破損しそれによる蛍光強度の変化が危

倶されたため，シャーレで培養した米麹をマイクロプ

レートに移し替えた物の他に，日米と胞子けん潟水を

混ぜ合わせた物をマイクロプレートに設置しプレー

ト上で培養した物 (Fig.1)と，プレート内にポテト

デキストロース寒天培地(日水製薬社製)を注入し

その上から胞子けん濁水を注入した物も試料として用

いた。今聞の試験では，励起波長と検出波長を選定す

る際と主要成分や他因子の蛍光強度への影響を検討す

621 



1.励起波長と検出波長の選定

米麹の測定に適した励起波長と検出波長を決定する

ため，培養 48時間の米麹と蒸米を 365. 400. 425. 

450nmの波長の光で励起し，得られた蛍光スペクト

ルを比較した。その結果，励起波長 400，425nmにお

いて，麹菌由来と思われる蛍光が確認された。励起波

長425nmにおける米麹と蒸米の蛍光スペクトルを

Fig.2 (a) に示す。米麹と蒸米の蛍光強度は検出波長

470 ~ 480nmで最大を示し，波長が長くなるにつれ

値は減少する傾向を示した。しかし米麹においては

検出波長 630，690nmにて蒋度値が増加するという特

異的な傾向が確認された。そのため，蒸米と比べ明確

に蛍光強度の増加が見られた検出波長 630nmの値を

測定する事で，麹菌からの情報を得られると考え，検

出波長 630nmの蛍光強度を測定するのに最も適した

励起波長を検討した。培養 48待問の米麹を 400~ 

426nmの光で励起した僚の検出波長 630nmの蛍光強

度を Fig.2(b) に示す。その結果，励起波長 410nm

において検出波長 630nmの蛍光強度は最大となった。

この事から検出波長 630nmの蛍光強度を測定するに

は励起波長 410nmが最適と判断した。

そこで実際に励起波長を 410nmに設定し培養 0，

12， 30， 48時間の米麹と，培地に 0，6， 12， 18時間
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るj奈はプレート上で培養した麹を用い，蛍光分光法と

既存の評価手法の関係を確認する際は，シャーレで培

養した麹を用いた。なお，励起波長と検出波長を選定

する擦は目標待問まで培養した麹を冷蔵保存し一括し

て測定し，蛍光分光法と既存の評価手法の関係を確認

する際は目標の培養時間に達した麹を臨時測定に供した。

各酵素活性の測定には，国税庁所定分析法注解日)に

従い，米麹 10gに0.5%NaClを含む 10mM酢酸緩衝

液 (pH5.0) を50ml加え，室温で 3待問ときどき振

ろ過した物を使用した。

実験結果及び考察

り混ぜながら浸出した後，

一山→ 26h-→ 36h 

View of 96 well microplates (above)，close 

view of cultured ric巴koji，0 ，26 ，36 hours 

respectively(below). 
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培養した麹を測定した。米麹の蛍光スペクトルの変化

をFig.3に示す。その結果，培養 0，12時間の米麹は

肉眼では菌糸が確認できす¥蛍光強度にも大きな変化

は見られなかったが，培養 30，48時間の米麹は菌糸

の増殖が確認でき検出波長 630nmにおいて蛍光強度

の増加が見られた。また，培地で培養した麹からも同

様の傾向が確認された。米麹，培地で培養した麹共に

検出波長 480nmにおいて蛍光強度は最大となったが，

米麹は 37447(counts/20μs)から 52496Ccounts120μs) 

へ増加し培地は 20737(countsl20μs) から 8413

(counts/20μs) に減少したため，検出波長 480nm付

近における蛍光は麹菌とは直接関係していないと考え

られたO

そこで，励起波長を 410nm，検出波長を 630nmに

選定しこの条件における製麹中の蛍光強度の経時変

化を Fig.4に示す。米麹の蛍光強度は，培養 20~ 38 

時間の間で 21806(counts/20μs) まで急激に増加し

その後培養 58待問まで 21906~ 22752 (countsl20μs) 

の範囲で一定に推移した後，培養 74時間では 19140

Ccounts/20μs) まで減少した。また，問時に測定した

蒸米の蛍光強度は 8744~ 12562 Ccounts120μs)の範

簡で徐々に増加し米麹とは大きく異なる傾向を示し

た。
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ゑ主要成分や他因子の蛍光強度への影響

米麹の含水率は菌の繁殖と共に 17~ 33%の範闘で

減少する1)ため，合水率を 13.8，24ふ 33.2%に調整し

た蒸米を用い，合水率が蛍光強度に与える影響を検討

した。その結果，検出波長 630nmの僚に大きな変化

は見られず，合水率に影響されない事を確認した。ま

た，検出波長 480nm付近における蛍光強度は合水率

の減少と共に 35451Ccounts120μs) から 49059

Ccounts120μs) に増加した。 Fig.3の結果からも含水

率が低くなると考えられる培養後燃に検出波長

480nm付近の伎は増加しており，その増加と比較し

て蒸留水の値は 3~ 248 Ccounts120μs) と遥かに低

い事から，検出波長 480nm付近の蛍光強度は含水率

などにより変化した米の性状が影響していると考えら

れたO

米麹のグルコース濃度は菌の繁殖に伴い常に増加す

る1)ため， 2， 6， 10%に調整したグルコース水溶液を

用い，グルコース濃度が蛍光強度に与える影響を検討

した。その結果，検出波長 630nmの{直に大きな変化

は見られず， 3 ~ 248 Ccounts120μs) と低い値となっ

た事から，検出波長 630nmの蛍光強度はグルコース

濃度に影響されない事を確認した。

培養 48時間の米麹に 2.66Wのuvを10秒間照射

し滅菌処理した米麹を用い 蛍光強度に与える彩響を

-.一目48h

-8-30h 

-!:r-12h 

ー今←-Oh

750 

460 560 660 760 

Fig.3 
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Emission wavelength (nm) 

Cultured time effect on fiuorescence emission strength spectra at 410 nm excitation in 

rice koji. Frame shows a c10se up fiuorescence emission strength with 550-750 nm 
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確認した。滅菌処理を施した米麹の蛍光スペクトルを

Fig.51こ示す。 滅葱する事で検出波長 630，690nmに

おける蛍光強度のピークは消失した。この事から検出

波長 630，690nmにおける値は麹菌の何らかの活性を

捉えていると考えられた。また，試験後培地にて培養

試験を行ったところ，菌の繁殖は確認されず滅菌処理

が的確に行われた事が確認された。
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3. 蛍光分光法と既存の評儀手法の調係

米麹培養中の検出波長 630nmの蛍光強度を連続測

定し，麹菌体量，Q-アミラーゼ活性，酸性カルボ、キ

シペプチダーゼ活性，グルコアミラーゼ活性，Q-グ

ルコシダーゼ活性との関係を検討した。

蛍光強度と麹菌体量の関係を Fig.6に示す。蛍光強

度，麹菌イ本最共に培養 20時間で増加が確認され，そ

の後培養 50待問までほぼ夜線的に増加し，活性の立

ちよがりや頭打ちになる時間がほぼ同様で、あった。商

{本堂と菌体増殖に関わる活性にはなんらかの関連性が

あると考えられ，蛍光分光法が製麹工程の麹菌増娘モ

ニタリングに有効で、あることが示唆された。なお，今

回の結果は，主に試料表面からの蛍光を捉えていると

思われ，得られた数値はハゼ回りに関する情報が主体

と考えており，ハゼ込み情報の検出に適応可能かは今

後検討する必喜さがある。また， Fig.4と比較し蛍光強

度が全体的に 2倍程度増加したのは， Fig.4ではプレ

ート上で培養した米麹を， Fig.6ではシャーレで培養

した米麹を用いた撃が原因と考えられた。各指標簡の

相関を Table1に示す。蛍光強度と他の指標との関係

はぜ=0.87 4 ~ 0.97lと非常に高い相関を示した。ロー

アミラーゼ活性，酸性カルボキシペプチダーゼは培養

20時間より徐々に増加し始め， 50 fl寺間頃まで増加が

続き，活性の立ち上がりや定常期に入る時荷帯が蛍光

議 協 (2011)
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ラーゼi合性の増加の傾きが日ーアミラーゼ活性よりも

大きくなり， GA比が大きくなる事が確認された。そ

のため，両酵素生産が時間的に異なる可能性が示唆さ

れ，製麹現場においても大変興味深い結果が得られたO

なお，村上らは米麹の振とう抽出ろ液の蛍光スペクト

ルが，製麹時間とともに漸増することを報告 14)して

いる。

このように，蛍光強度は麹菌体量，日一アミラーゼ

活性，酸性カルボ、キシペプチダーゼと類似した債の推

移を示し，非破壊・非侵襲，かつ迅速に製麹工程のモ

強度と同様であった。これに対しグルコアミラーゼ活

性，日ーグルコシダーゼ活性は培養 26時間まで活性増

加があまり見られず， 30時間頃から急激に活性が増

加し 45時間程度でほぼ安定し蛍光強度とは，やや異

なる経過をとった。酵素蛋白と蛍光強度との関連につ

いては今後の検討課題と考える。また，ロアミラー

ゼ活性，グルコアミラーゼ活性の経時変化 (Fig，7)

から，日アミラーゼ活性が先行，グルコアミラーゼ

活性が追従し，最も葱体量が増加する時間帯(現場に

おける仲仕事から最高視度頃まで)では，グルコアミ

20 
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Tablel Correlation analysis among fiuorescence emission strength， myc巴lialweight， and 4 different巴n

zymes in ric巴 koji.

FES MW  A ACP GA AG 

FES 1.000 

MW  0.971 1.000 

A 0.962 0.919 1.000 

ACP 0.969 0.912 0.979 1.000 

GA 0.925 0.865 0.981 0.974 1.000 

AG 0.874 0.829 0.966 0.926 0.970 1.000 

FES: Fluor巴scenceemission str巴ngth，MW  : Mycεlial weight in rice koji : 
A:日-amylase : ACP:Acid carboxypeptidases : GA:Glucoamylase : AG:日 -glucosidas 

ニタリングに適用可能であることが認められた。但し，

今回の計測に用いた励起波長，検出波長は生体関連の

既存の NADH蛍光 15) フラビン蛍光 16) さらに米麹

を振とう抽出したろi夜の蛍光計測波長 14)とは異なっ

ていた。今後，麹磁の生成物などの含有成分，生体エ

ネルギ一物質との関連を明らかにし発光凶子の詳細

な解明を行うとともに酉母や穆など酒類製造現場に

おける{也の工程への本技術の適用が可能かを合わせて

検討していく予定である。

要約

蛍光分光法による麹菌活性評価技術の開発を g的に，

麹菌を ìR~定するのに適した励起波長と検出波長を選定

し麹菌体景，酵素活性との関係を検討した。その結

果，麹菌を測定するには励起波長 410nm，検出波長

630nmが最適と判i訴された。殺菌した米麹からは蛍

光のピークが消失したため，この蛍光は菌の活性に由

来するものと考えられた。また，本手法l立米麹の培養

と共に変化する含水率やグルコース濃度の影響を受け

ない事が明らかになった。

蛍光強度は，麹菌イ本量や酵素活性と高い祐樹が得ら

れた。このように，蛍光強度は麹菌体量，日ーアミラ

ーゼ、活性，自主性カルボキシペプチダーゼと類似した値

の推移を示し，非破壊・非侵襲，かっ迅速に麹菌の繁

殖過程のモニタリングに適用可能で、あることが認めら

れたO
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