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序

生物の札制は、 J(.合成や呼吸など直接生命維持、発育相殖にかかわる 一次代謝

と、それ以外の二次代謝に人別できる.一次代謝は生命活動の基本となるもので

あり、その経尚は、動物、縞物および微生物に共通することも多い.一方、 一次代

謝は生物によ って人きな遣いがみられ、時に種以下のレベルでも異なることがあ

る.また、環境条件によって代謝産物の蓄積量が大きく変化するという特徴もみ

られる.

二次代副産物を蓄積する微生物には多数あるが、 一般に晶もなじみ深いものの

lつとしてマツタケ Tricholomamαtsutαke (S. Ito et ImaD Singerがあげられる.多

くの日本人ゃ ー部の外国の人々に好まれるマツタケの香りの主成分は、 1-オクテ

ンー3ーオール(マツタケアルコール)と trans-ケイ皮酸メチルという 2種の二次

代謝産物である(村僑， 1936， 1937;岩出，1937 ) .岩出は、さらにトオクテンー3ー

オールの異性体であるイソマツタケオールもマツタケの香気成分であるとしてい

る.これらの物質の子実体での蓄積は、見虫や小動物を誘引し、マツタケ胞子の

散布に任す っているという推測がある(伊藤， 1鈎0;私信).放線趨、子のう菌、

担子薗なとの微生物による二次代謝産物生産は、抗生物質などの製造に利用され

ており、最近では、現やかな反応条件下で特異的な反応が進行するという性質を

利用して、静紫反応そのものを工業生産に用いる技術も発展 してきている.しか

し、 二次代謝産物の生産がその生物にとってどのような利点があるのかが明かで

ないことも多い.

微生物による木村の分解と二次代謝の関係は、白色腐朽閣である Phanerochuete

chrysosporium Burdsallを用いてよく研究されている.この担子薗はー二次代謝産物

としてベラトリルアルコールを生産するが、その代謝は質素飢餓により鴻渇され

る(Fennand K!rk， 1981; Sh!mada at al.， 1981). また、蜜索の添加によりリグニン分

解が抑制されることや(Keyseret al.， 1978; Fenn et al.， 1981)、この担子薗の生産す

るリグニナーゼはベラトリルアルコールを 酸化するが、それが木村の鍛分解性成



分 であるリグニンの分解に寄うしていることを示した研究もみられる 産物である pーメトキシケイ皮酸メチ 11-の生合成には、これまで報告のない0ーメ

チルトランスフエラーゼ<Ohtaet α1. ，投稿中〉とケイ皮酸メチル-il-ヒドロキシラ

ーゼが関与していることを示した.これらの酵素の基質特異性やフェニルアラニ

ンアンモニアリアーゼ(PAL)活性の地集期間中の変化な どから、フェニルアラニ

ンより pーメトキシケイ皮酸メチルに至る 新 しい代謝経路を提案した.また、以上

の結果をもとに、担子菌類が高いC/N比を持つ木村を分解する際の一次代謝産物

生産の志義について考療した.

<J?enganathan et <1/.， 1985; Kirk， 1987， Haemmcrll et 01.， 1987). これらの~I 見は、喧

~含有量の少ない木材の分解を理解する上で重要である. 一方、 褐 色l寓何薗につ

いては、代謝産物に関する研究は多いが(Towers，1969)、木材j寓朽と 二次代謝との

関係は明かでない.

マツオオジ Lentinuslepideus Fricsは木材の褐色腐朽を起こす但子菌で、世界中

に広く分布し、その子実体は、日本では春と秋、特に 5月頃、アカマツやクロマ

ツの枯死木、切株などによく発生する.このきのこは、二次代謝産物として大j訟

の芳香終化合物を腐朽材やt音地中に 蓄積 することが古くから知られている

<Blrkinshaw and Findlay， 1940; Shimazono， 1959; Wat and Towers， 1977).蓄積される

物質にはメトキシル基を持つものやメチルエステル額が多く、このような高いメ

チル化能力は、このきのこの持つクレオソートなどの防腐剤に対する耐性と関係

しているものと考えられている <8irklnshawand Findlay， 19"0).また、それらの物

質がリグニンの構成成分と類似していることから、リグニンの生合成あるいは生

分解と関連づけた研究も行なわれている <Eberhardt， 1956; Shima7.ono et 01.， 1958; 

Power et α1.， 1965).なおまた、このきのこには、子実体を食べたときに'Iq与する

系統とそうでない系統のあ ることが知られてお り〈繍山， 1985;今関ほか， 1988)、こ

のきのこの二次代謝経路は分類学的にも興味が持たれている.

本研究では、まず、マツオオジの一系統の生産する二次代謝鞠の同定を行な

い、これまで報告のない代謝産物pーメトキシフェニルプロパノールが生産される

ことを示したのhtaet al.， 1990入次いで、 鎗 (C源)および盟索(N源)浪度の異

なる t音地を用いてマツオオジを 清美 し、 t脅地中のCおよびNi原の濃度が代謝産物

の蓄積に及ぼす最多響に ついて述べた (Shimadaet al.， 1989; Ohta et 01.， 1990入ま

た、マツオオジの他の系統や他の74荷の木材J寓朽薗よって向織の代謝産物が生産

されるか古かについて調査するとともに、マツオオジの代謝産物蓄積量が菌糸の

成長に比例するという関係が、マツタケのケイ皮酸メチル含有量と子実体の成長

との聞にもみられることを示した(Ohta，1飽 3). さらに、マツオオジの主要な代謝

-2-
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百円 l車 マツオオジの生産する 一次代謝産物の同定 j夜(Klrket al.. 1978) 10ml、泡酸チアミン lmg、ニコチン酸 O.lmg、パントテン酸カ

ルシウム O.lmg、 リボフラピン O.lmg、温酸ビリドキシン O.lmg、集骸 O.Olmg、ピ

オチン O.Olmg、transーアコニット酸 0.58gを含むものを共通組成として用いた.

これに、炭素(C)淑としてグルコースを 20g/1あるいは5g/1加えたものをそれぞれ

IIC 、しct宮地、 害者 ~(N) 源として酒石椴アンモニウムを 12mM 、 6mM、1. 2mM加えたも

のをそれぞれ HN、MN、しN培地とし、 C減と N源を適宜組み合わせて使用した.一

例として、 IIC/しNt~ 地とは、上記の共通組成にグルコース 20g/1 と語る酸アンモ

ニウム 1.2mMを含む培地のことである.t音地のpHは、滅菌前にlNKOHを用いて 5.2

に調整した

調整された t宮地を、反氾mlの三角フラスコによるt富美では50mlづっ、 l∞mlの三

11]フラスコによる鳩養では 10mlづっ分注し、 120'Cで7分間オートクレープした.

減閣による pHの低下は約0.04であった.

1.1 緒 11

担子菌類に属する木材腐朽留は、その腐朽形態から白色腐朽菌と褐色l寓朽菌に

大別できる マツオオジは後者に属するきのこてに野外では主としてマツ属の針

葉樹材を分解して生活している.この褐色腐桁薗は、序言でも述べたとおり、二

次代謝産物として多量の芳香族化合物を腐朽材や泊地中に蓄積すること、その代

謝能力が防fM斉lJ耐性と関係すること、代謝産物かリグニンのモノマーと煩似して

いることなどにより、古くから注目されていた.

これま で に知られているマツオオジの代謝産物には次のようなものがある.

slrkinshawとドindlay(1940)は、マツオオジで腐めしたScotspine <Pinus sylvestris 

し〉の材中に p-メトキシケイ皮酸メチル、ケイ皮融メチル、 p-メトキシ安息香酸

(アニス酸)のーエスチルが存在することをホした.Shimazono (1959)は、液体培

地中に p-メトキシケイ皮酸メチル、イソフェルラ酸メチル、 p-クマル酸メチルが

蓄積されることを報告している.Watとlowcrs(1977)の用いたマツオオジは、液体

府地中にケイ皮酸メチル、 p-メトキシケイ皮酸メチル、イソフェルラ酸メチル、

p-メトキシ安息香酸メチル、 p-クマル酸メチルを蓄積した.Powcrら(1965)の用

いたマツオオシの蓄積する主な代謝産物はイソフェルラ酸メチルであ った.

このよ 3に、マツオオジの一次代謝産物の種頬には、使用された系統によって

相違がみられる.本惑では、本研究で晶も多く使用したマツオオジの一系統(LLD

が生産する代詩IJ.産物、特に新しく発見された r メトキシフェニルプロパノール

(MP刊の同定について述べる また、各種の芳香族化合物を泊地に添加してマツ

オオジの遣ん)Jを調べ、それをもとに MPPの生合成経路についても考策した.

1.2 材料とJr法

1.2.1 培地組成

lOOOmlあたっ、 KH2PO..19、MgS04. 7H20 0.25g、CaC12 ・2H200.05g、ミ才、ラルi1l

1.2.2 薗の姥穐と t音養

{共試菌として 、京都大学木材研究所高耐久性木村開発部門に保存在れているマ

ツオオジ(lぷL8719)を使用した(本稿では Lしlと呼ぶ).趨株は、 ν10に薄めたポ

テトデキストロース寒天(PDA)ttf 地(寒天温度はlSg/1)を入れた試験管で 12 ~15

日間t産業したのち、 S'Cで保存した.

筏穐減、として使用するときには、試験管に保存されている菌糸を、予め50叫の

HC/MN 1音地で 1.2.......20日間地美した.1....... 2個のフラスコから得られた菌糸を滅菌

水でよく洗浄した後、ホモジナイザー(日本綿織 HE型)を用いて 50mlの滅菌水

中で軽く破砕し、その lmlを前項に従って準備したフラスコに加えた.接種後、 23

i 0.5 "cの定i品事で静置t音美した.

化合物を情地に漁加したときの変化を調べる実験では、 f妻積後10日のフラスコ

3伺に供試物質を各2mg添加し、さらに6日間地養したあと抽出した.

1.2.3 代謝産物の抽出と同定
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ホモジ J-イザーて破砕した薗糸および泊地から酢酸エチルで代謝産物を抽出 Jl. (Fig. 1.1 の1)は、 p-メトキシケイ皮酸メチル(2)を水素化リチウムアルミニウム

で;;a元して pーメトキシケイ成アルコールとし、次にパラジウムカーボンで週)t..し

て合成した-f也の 3椅のフェニルプロパノ ール頬(Fig.1.5の7，8，9)も同級の方誌で

合成されたものである.3，1¥-ジメトキシフェニルプロパノール(10)以外の残りの

し、 ロータリーエパポレータで濃縮後、ガスクロマトグラフ 質畳分析計

(GC-MS)をrnいて同定した.GC-MSによる分析では不充分な符合は、代謝産物を

1j1.厳し、械磁気共嶋装置r(NMR>を用いて分析した.代謝産物の Ij¥般にはシリカゲ

ルカラ J、を使川し、溶煤 1 (nーヘキサン:酢酸エチル=4:1，30m1)て'メチルヱス

チル頬を分限し、次いで溶媒II(n-ヘキサン:酢酸エチル =1:2. 30ml )でフェニ

ルフロパノール期を分取した.メチルエステル頬相互の分餓は薄府ク nマトグラ

フィ -(Tしc)によ 4 た.

それぞれの分析条件は次のとおりである.

CH，OH 

CH， 
CH， 

O 
OCH， 

x
u
y
m
 

c

戸

q
c
J〈
U
Y加

(ハ
U
Y叫

cJOm 

( GC-MS )カラム :島海HicapCBPI 12m(長さ)x 0.53mm(内径〉

カラム溢度 : 1∞℃より 240・'Ciで1O.C/minで昇温

イオン化電圧:70eV 

使用装l'f :島津GCMSQP-I0∞ 

2 3 4 5 6 

p'悦..lhoxy- '40""，.HPthyl C 4:.. - "~t.hyl 4‘GII・-Hethyl 1...0ft・-H..thyl Hethyl 

ph..nyl・ p-......thoxy- p...ethoxy- p-cou・arate lsofecul・l. p...thoxy-

prop・nol C且nn・・.t.. Clnna・..t.. benao・t・
(カラムク口マトグラフィー)

カラム :25cm<長さ)x 15mm<内径〉 Fig. 1.1. The secondary melabolites accumulated In the culturc of 

克明材:Merck Kieselgel 60 (70-230mesh ̂ Sl M) 5g L. lepideus (しし1).

j容出滞緩 :上述のとおり

( TしC) プレート

民間溶媒

: Merck Kieselgel 60 F254 0.5mm(厚さ〉
1・ablr1.1. Mass-spectral data of the secondary metabolites of L. lepideus (しし1).

(‘H-NMH)溶媒

n-ヘキサン:酢酸エチルー 4:1

:重クロロホルム Mctabolile (Molecular Wt.) m/z (%) 

使間装置 Varian XL-200 FT-NMR 

1申 (166) 166(M +. 13.9) 122(100) 91(12.6) 78(8.1) 77(11¥.7) 

2 (182) 182(W. 66.4) 1610∞) 133<34.0) 11801. 6) 89( 13.2) 

3 (82) 182(W. 57.8) 161<1∞) 133く39.4)118(13.1) 8908.0) 

ぺ (178) 178(W. 57.1> 14801.1> 147(100) 119<初 .6)91(20.7) 

ぢ 〈却8) 208例+， 1∞) 19308.8) 177(82. 3) 133<25.6) 117<17.5) 

6 (166) 時6<W.28.7) 1350∞〉町7(13.1> 9205.6) 77(26.1> 

内部原湘物質:テトラメチルシラン

1.2.4試藁

p-メトキシケイ皮骸メチル(Flg.1.1の2，3)、p-クマル酸メチル(4)、イソフェル

ラ酸 メチル(5)および3.4-ジメトキシケイ皮酸メチル(Fig.1.5の11)は、それぞれの

酸とメタ ノールとのエステル化により合成した.p-メトキシフェニルプロパノー 事:Numbers of tho metabolite correspond to those in Fig. 1.2. 
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250 200 

Fig. 1.3. Mass-spectral data of the fungal metabo1ite (1) and authentic 

斗

m/e 

~ 
100 

止ムムL

60 

1: p-Methoxyphenylpropanol 
2: tltαn.d-Methyl 

p-methoxycinnamate 
3: ciゐ-Methyl

p-methoxycinnamate 
4: Methyl p-coumarate 
5: Methyl isoferulate 
6: Methyl p-methoxybenzoate 

2 
6 

h
u
J門
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巴

叶

p-町lethoxyphenypropanol.
C
0
4
 

2と3ル、 (6)pーメトキシ安息香酸メチル (p-アニス酸メチル)と同定された.
司

司

U
O
L
F TLCで分限した NMRのスペクトルの知見を加え、 (2)trans-pーメトキシケイ皮は、

酸メチル、 (3)cis-p-メトキシケイ皮酸メチルと同定された.5 

これまでに報告のない物質であることから、より詳細に検討し代謝産物 1は、

合成した p-メトキシフェニルプロパノマススペクトルは Flg.1. 3のとおりで、た.

NMRスペクトルは Flg.1. 4のとおりで、それぞれのピール(MPP)とよく一致した.

O 1. 76-1. 95 (2H， m， Cβ)， ークは次のように帰属するものと考え られた.'H-NMR: 10 5 。

2.66 (2H， t， J=7.9Hz， Cα)， 3.68 (2H， t， J=6.4Hz. Cγ)， 3.80 (3H， s， -OCR'l)， 6.84(2H， 
(mi n) Time 

H: protons， m: mul tlplet， t: triplet， J: 

これらの値も、懐品のMPPとよく一致し

ト

(ただし、

coupling constant， s: singlet， d: doublet ) 

芳香環 C2，Co). d， J=8.6Hz. Fig. 1. 2. Gas-liquid chromatogram of the secondary metabolites 

内回

of L. lepideus (しし1).
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(Authentic) 

(Metabolic) 

6 4 

Chemical shift (ppm) 

2 

?H，oH 
CH， 
CH. 

0 
OCHJ 

Fig. 1.11. NMR-spectral data of lhe metabolite (1) and authentic 

p-methoxyphenypropanol. 

。

た.さらに、代謝産物 1をアセチル化すると、 Cγ のプロトンの吸収は3.68ppmか

ら4.11ppmに移動した.以上の分析結果から、代謝産物 lはMPPであると同定され

た.

-10-

Lしlの代謝産物のうち、 2.......6は既報の代謝産物と同ーであった(ShimazoTlo，

1959; Towcrs， 1969). これらの代謝産物はすべてメチルエステ J~ であり、また、 多

くがメトキシル培を持つことから、マツオオジが高いメチル化能力を持っている

ことが再確認された.MPP(l)については、類似のアルコールを含めて、マツオオ

ジカ{1~ 員長するという報告はなく、その生理学的な意義も明かでない. しかし、

CH，OH CH，OH CH，OH CH，OH 
CH， CH， CH， CH， COOCHJ 

。。剖 くん 。町 。
OH OCH) OH OCH) 

7 8 9 10 11 12 
p lIydroxy・ ) Itydroxy・4帽 4-IIydroxy・)- 3，・-01m・thoxy 例ethyl3，4- p-Hcthoxy-
ph・nyl

鋼ethoxyphenyl.. methoxyph・ny1 phenyl・ dlm・thoxy- ben1yl 
prop・nol propanol propanol propanol clnnaut・ alcohol 

Fig. 1. 5. Products obtained by addition of the synthetic prccursors 

inlo the culturc of L. lepideus. 

Tablc 1.2. Mass-spectral data of the products obtained by addition of the 

synthetic substrates. 

Product (Molecular Wt.) m/z (%) 

7 (152) 152(M七16.9) 132<12.0) 133<16.9) 107<1以)) 77(26.1) 

8 (182) 182(W. 32.1) 138(51. 7) ロ7<1∞〉 122<16.9) 91(20.0) 

9 (82) 182(W， 26.9) 1泊 (41.2) 137<1∞〉 12206.5) 91(16.9) 

1 0 (96) 196(W. 78.9) 181<10.4) 166<12.7) 165(100) 151<11. 9) 

1 1 (222) 222(W.l∞) 191(74.1) 147(31.6) 119<28.4) 91(35.3) 

1 2 (138) 138(Mヘ1∞〉 137(74.9) 121(60.0)旧9<80.9)94(38.0) 
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Trametesの・種やP.chrysosporiumなどの白色1寓朽薗が各穐のヒドロキシケイ皮酸

をJ!iI}l;寸みこと (Nishidaand Fukuzumi， 1978; Enoki et al.， 1981)、カワラタケ

Polyporus IJersicolor L.: Fries (=Coriolus versicolor Qu6Dも芳香篠カルボン酸をアル

デヒドやアルコールに，1正できること<Husselet <.11.， 1961)から、広い範囲の薗頬

において川織な代謝経路の仔在する可能性がある.

1. 3. 2合成物質を添加したときに生成する物質

Mfやの'1I虎梓 N~ を知る --l 段として、数樫の前駆物質を t告発中のマツオオジの

埼地に加えた. 6日聞のt台売の後に抽出された物質を Fig.1.5に爪した.これらの

物質のうち、 7、 11、 12は、 GCの保持時間およびマススベクトル(Table1.2) 

の原品との比較により同定した.生成物質 8と9は、 GCの保持時間とマススペク

トjレがよく似ているため、さらに、シリカゲルカラムでlt1舵1炎、 NMHで確認し

た.生成物質 10については、分子イオンピークが196であるよと、フラグメント

Table 1.3. $ynthetic compounds added into the culture and the 

products obtalned. 

Added com凹 und Pr吋uct

p置く:oumaricacid p-Methoxyphenylpropanol (1) 

p-Hydroxypheny!propanol (7) 

p-Methoxycinnamic acid p-Methoxypheny!propano! (1) 

Fcrulic acid 4-Hydroxy-3-methoxyphenylpropanol (9) 

lsoferulic acid 3-Hydroxy-4-mcthoxypheny 1 propanolく8)

p-Mothoxybenzoic acid p-Methoxybenzylalcohol (2) 

Methyl isoferulate 3， 4-Dimethoxypheny lpropanol (10) 

Methyl 3.4-dimethoxycinnamate (11) 

ρ-Methoxybenzaldehyde p-Methoxybenzylalcohol (12) 

-12-

パターンが生成物質 8および 9とよく似ていることから、 3、11-ジメトキシフェ

ニルプロパノールと同定した

話加物質と生成物質の関係を Table1.3に示した.p-クマル酸と pーメトキシケイ

皮酸を添加すると、無添加のものよりも多くのMPPが蓄積した.p クマ I~ 酸から

は、さらに p-ヒドロキシフェニルプロパノールも合成された.イゾフェルラ融と

フェルラ般からは、それぞれに対応するフェニルプロパノール治主母体く8)とく9)が

生成した.フzルラ 酸メチルからは、 3、4-ジメトキ シフェニルプ口パノール(10)

と3、4ージメトキシケイ皮酸メチル(11)ができた.p-メトキシ安息、持酸と p-メト

キシペンスアルデヒドからは、ともに pーメトキシベンジルアルコール(12)ができ

た.なお、 p-メトキシケイ皮酸メチルを訴加すると菌糸の成長が少し遅れ、 MPP

を含めたみ米の代謝産物の蓄積量が変化するため、添加したrメトキシケイ皮酸

メチルに由来する MPPの生成の布無を調べることはできなかった.

以上のように、各種の芳香族化合物がアルコールに変燥されることは、その代

謝経路に各得の酵素が関与しているかあるいは酵素の基質特異性が比較的広いこ

とを示している.また、パラ位の水酸基がメチル化される例がみられたことは、

メチルエステルを生成するメチル化醇素の他に、パラ位のフェノール性水酸基を

メチル化する酵素が存在することを示唆している.

1.3.3 p-メトキシフェニルプロパノールの生合成経路

前2項の結果から、 MPPの生合成経路は次のように推定される (Fig.1.6)。第4

COOH 

CHNH， 
CH， 

rづシ¥、 a 

、守、/

COOCH， 

b 
.帽司ーー・・・

OCH， 

COOH 

c 
司四国・明4・・・・圃圃M・4・・

OCH， 

Fig. 1.6. Possible biosynthetlc pathway of MPP. 
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CH， 
CH， 
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OCH， 



取で述べるように、マツオオジの生産する二次代謝魔物は、フェニルアラニンか

らケイ皮酸等を経由して合成されるものと 考え られる (Fig.4.1).その経路におい

て芳香環のパラ位の水酸基にメチル基が導入されるのは、p-メトキシケイ皮酸が

n:られるとき (Flg.4.1， d)であり、それ以前にメトキシル基を持つ化合物が作られ

る可能性は少ない.また、マツオオジは強い週JLj):を持ち、添加したpーメトキシ

ケイ皮酸カ'MPPとなることは Table1.4に示したとおりである.これらのことか

ら、生体内でまずp巴メトキシケイ皮酸メチルがpーメトキシケイ皮酸となり (Fig.

1. 6， b)、これが還元されて MPPが生成するものと考えられる.

1.4 要約

褐色!寓符薗マツオオジによって生合成される芳香族化合物の同定を行なった.

実験に使用したマツオオジ(LLDは、これまでに知られている p-メトキシケイ皮

酸メチル、イソフェルラ酸メチル、 p-メトキシ安息苔酸メチル、 p-クマル酸メチ

ルのほかに、新たに pーメトキシフェニルプロパノール(MPP)を生産することが明

らかになった.また、 t音農中の薗糸にpークマル酸、 p-メトキシケイ皮酸などの化

合物を加えると、それぞれに対応するフェニルプロパノールに還元されることが

分かった.以上の結果から、 MPPは、 rメトキシケイ皮酸メチルから生成したr

メトキシケイ皮酸の還元よって生合成されるものと推定される.

ー14-

第 2意 マツオオジの 二次代謝産物蓄積畳のt富良中の変化

2.1 緒言

木材中の炭素(C)と哩禁制〉の比(C/N比)li非常に品く、広東倒材で約筑)()、針

葉樹材では約 1000にも遣する (Cowllngand刈erill.191:渇〉 リグニンなどの鍵分解件.

のc源を別にしてもまだ N淑の不足は著しいことから、木材を栄養源とする微生

物の成長は N，原の不足によって制約されることが予想されるにもかかわらず、自

然界において木材腐朽tIは木材を栄養源として利用 している.特に、白色r~朽幽

は、このような環境下でリグニンまでもセルロース守と同程度に分解することが

できる.

LeviとCowling(1968)は、 N$IJ限t音地では木材腐朽薗のセルロース分解活性か比

較的高いことを示し、木村腐朽薗がN$111現下で木材基質を分解するためのN再利

用のメカニズムを持つことを指摘している.ただし、具体的な生化学反応につい

ての研究はない.盟素制限下での木材腐朽薗による二次代謝産物生産や木材腐桁

)Jについては、白色l湾朽薗 Phanerochaetechrysosporiumを用いてよく調べられてお

り、 N浪 j芝かぺラトリルアルコールの生産およびリグニン分解に重要な役割を来

たしていることが明らかにされている (Shimadaet al.， 1981; Fenn and Kirk， 1981; 

Fcnn et al.. 19B}).ベラトリルアルコールのような芳香族の二次代謝産物は芳香

族アミノ酸に由来すると考えられるが、窒禁制慣下においては、窒素を含まない

物質を生産することによって Nを回収、再利用するためにこのような二次代謝経

路が活性化されることが推定される.しかし、褐色腐朽薗においては、 N制限下

での 一次代謝に関する報告はみあたらない.

~1 章において、褐色腐朽詣マツオオジ〈しし1)が、 一次代謝産物として 6 穐の i~

香篠化合物をt音地中に蓄積することを示した.本車では、高炭素低窒察側C/L川

崎地を木材のモデルとして用い、低窒素環境下でのマツオオジの二次代謝産物の

蓄積畳の変化、菌糸の成長、 N淑の吸収、代謝産物生用量の開始時期の相互の関連

などについて、高炭素高盟繁(HC/HN)l脅I也と比較しながら検討した.また、清英

ー15-



:島津GC-4CM(データ処理装置CR-6A付き). 使用禁置途中 で N源を追加したときの代謝産物の蓄積量に与える膨留についても調査し

: Shimpack CLC-ODS ( IIPLC )カラ j"これらの結果をもとに、褐色!薦朽衡における N濃度と 二次代謝産物生J警の関fこ.

: 40.C カラムi晶度係について考祭した.

: 70%メタノー J~ (涜量 :I ml/min ) キャリヤー

: UV (280 nm) 検出総材料と方法2.2 

:島i:ltLC-6A (CR-6A付き)使則装置2.2.1 l脅英条件

薗体重量は、得られた菌糸を蒸留水でよく洗って秤量ビンに入れ、60'(;て41....... t脅I世10mlの情地を入れた loomlの三角フラスコでマツオオジ〈しし1)をt音糞 した

アンモ ニア態窒素(NII"勺の定量はミクロケルダー

グルコースの定量にはSugaranalyzcr (YSI Model27)を用いた.

45時開通風乾燥して測定した.

ル法によ った.

接種しC/LNの4種類を使用したしC/IlN、

および府長方法は1.2.2 J員のとおりである。

HC/LN、は、1.2.1 Jflに示した HC/HN、

2.3結果と 8祭2.2.2 C源およびN源の追加

培養途中でNi原を追加したときのこ次代謝産物生産に対する最多響を調べる実験

では、接種後5日のHC/LN培地に l2mMの酒石酸アンモニウムまたはLークルタミン

IIC/HN 

ロp_Methoxyphenylpropanol(l)
・ t"all~-Methyl

p_methoxycinnamate(2) 
o c .i.~ -阿ethyl

p-methoxycinnamate(3) 
・ t"an~ -Methyl p-coumarate(4) 
A L"all~-Methyl isoferulate(5) 
品 Methylp-methoxyben~oate(6) 

1 ，!j 

A

U

A

帥

aw
司

刷

¥
m
v
E
-

水溶漉 lmlを無薗的に加えた.対照には、蒸留水 Imlを用いた。漁加後、 2日間隔で

下記の測定を行な った.

2.2.3代謝産物の定..および薗体重量等の測定

数日間闘で各 3個のフラスコから代謝産物を抽出し、ガスクロマトグラフ (GC)

0.5 

。μ叶
司

o
a旬
以
副

W
Z

と高速液体クロマトグラフ (HPCし〉の両方を用いて定量 した.同時に、別の3個の

フラスコを用いて、薗体重量、 t脅地の pH、t音地中のグルコースと NH，，+濃度を測定

した.

代謝産物の分析条件は次のとおりである.

: 3% OV-17(担体 :ChromosorbW. AW-DMCS. 60-80 mosh) 2 m( ( GC )カラム 。
30 。長さ)X 3 mmく内径〉

(day) ti圃 eCultivation : 12O"Cより 240'(;までlO"C/minで鼻温カラム温度

Fig. 2.1. Changes ln the amounts oI secondary metabolitcs pr吋uced

by L. lepideus (LLl) grown in the HC/HN culture. 
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(流量:印 ml/min) 

:水素炎イ".ン化検出器(デュアルFlD) 
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キャリヤーガス N2

検出器



Table 2.1. Amounts of secondary metabolites (mg/flask) 2.3.1 t音真中の代謝産物の変化

pr吋u偲 dby L. lepideus (LLD on day 11. HC/HN 1;よび IIC/しNt各地を用いてマツオオジ〈しLDをt告発したときの代謝産物

また、 t音葉 11日における両治地での各2.2に示した.の変化をそれぞれドig.2.1、

Culture 
Metabollte申代謝産物の蓄積量を Table2.1に示した.HC/HNt音I也での主な代謝産物は trans-p-

IIC/LN HC/HN 
メトキシケイ皮酸メチル(Flg. 1.1， 2 )と pーメトキシ安息香酸メチル(6)で、それ

(+) 0.51 l 
のち減少した.p-メトキシフェニルプ口パぞれ培長9日と 11日にピークに遣し、

0.98 0.93 2 
ノール<1，州市〉の蓄積量は、 4種の培地の中でこの織地が最も多かった.t苦笑63日

0.48 0.05 3 
一方、IiC/LN熔地では、主な代謝産物には全ての代謝産物がほとんど消失した. 。0.08 4 

の種矧は IIC/JlNt告地と同じであったが、 t，.ans-p-メトキシケイ皮敵メチルの蓄積
(+) 0.15 弓

0.72 

3.10 

6 

Tota1 

訓ド : See Flg.l.l for names of the metaboll tes. 

2.19 

1.38 

一旦やや減少したあと 33日に最大となった.また、p-量は9日にピークを示し、

メトキシ安息香酸メチルは 11日から 21日にかけて高い値が維持され、その後の減

このt音地ではcis-p-メトキシケイ皮酸メチル(3)の蓄積も少もゆるやかであった.

これらの代謝産物は63日後にも存在した.比較的多かった.

しC/HNおよび LC/LN織地での代謝産物の変化をそれぞれFig.2.3、2.4に示し

LC/IlN 鳩地での主な代謝産物は trans-およびcis-p-メトキシケイ皮酸メチルすこ.

ピーク時においてもそれぞれ0.04mg/flask(6 であったが、蓄積量はわずかで、

LC/LN t告地でもこれらの物質が主に蓄積であった.日)と O.03mg/f1ask(11日)

Hc/LN 

o p-Methoxyphenylpropanol(l) 
・ i.-tan~-Methyl

p-methoxycinnamate(2) 
o C.(.~ ・Methyl

p-methoxycinnamate(3) 
. i.-tan~-Methyl isoferulate(5) 
d Methyl p-methoxybenzoate(6) 

-U4ma噂
叫

刷

、

F
a
-

¥ 
ωリ

H

H
吋

o
a帽
け
制

ω
Z

0.5 

ピーク時の蓄積量はそれぞれO.09mg/flask(6日)と O.06mg/flask(11日)てし、
件」

63 

。

マツオオジが大量の二次代謝産物を蓄積するためにこれらのことから、あ勺た.
4。30 20 10 。

は、少なくとも高濃度のC源が必要であるということができる.
(day) time Cultivation 

CおよびN浪度の変化と 蓄積量の変化の関係
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2.3.2薗体監量、

Fig. 2 2. Changes In the amounts of secondary metabolites produced 

by L lepideus (しし1)grown In the HC/LN culture. 
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IiC/HN 借地および IIC/LN崎地における代謝産物の蓄積量(全代謝産物の合

計)、磁体重量、 t脅地のグルコースと窒素(NHA"")iO皮の鴻業期間中の変化を Fig.
0.1 

HC/HN t脅地ではt告発4日からグルコースと窒素濃度が急激に2.6に示した.2.5、• tltan~ -Hethyl 

p-methoxycinnamate(2) 
o C~~ ・Hethyl

p-methoxycinnamate(3) 
。Hethylp-methoxybenzoate(6) 

-

U

A

回

帰

吋

刷

¥

F
目

}

低下し、 11日にはほとんど消失した.反対に、薗体重量は4日から急に地加し、 11

わずかづっ減少した.代謝産物蓄積量は同様に4日日に42.9mg/flaskに透 したtl_

このように、 C源とから急憎し、 11日に3.1mg/flaskとなった後、急激に減少した.

N源が急速な 減少を始める 同は、 薗体重量と代謝産物が精加を始める日と 一致し

C減、と N源が消失する目は、薗体重量と代謝J宝物蓄積量が最大となていた. iた、

一方、 IIC/LN1-音地では、t吉地中のグルコースはゆっくり減るUと同じであった.クー@
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Fig. 2.4. Changes in tho amoun ts of secondary metabolites produced 

by L. lepideus (LLD grown in the LC/LN culture. 
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0 
18 10 4 

。
(day) time Cultivation てから代謝産物がlつ自のピークに途するまでの期間が鼠も人きかった.2つ自の

ピークの時期は、薗体重量が愚大となる日と一致していた.

Fig. 2.7. Effects of L-glutamlne and ammonium nitrogen added to thc 代謝産物の蓄積量が最大値を示した時の薗体重量に対する醤積鼠の書Jj合は、

IIC/しNculture on the product!on of the secondary metaboliles. HC/LNt脅地で9.6%(33日)であった.IIC/ llN t告地で7.2%(11日)、

LC/HN およびしC/しN培地での代謝産物の変化は HC/HNt脅地とよく似ていたが、

Ni原の枯渇する以前のごく初期の段階から、マツオオジでは、示している.また、ピーク時の代謝産物の蓄積量は、いづれも O.lmg/flask以下であった.

C/N比に応じた代謝産物の生産が始まっているとい うことができる.

白色腐朽薗 P.chrysosporiumでは、 N源の消失後に二次代謝産物であるベラトリ2.3.3 N ~援のj!l加の~嘗

ルアルコールの生産が開始されることや、 N源の添加によってその生産が抑制さしーグルタミンあるいはアンモニウムイオンを添加t奈美途中の IICIしNt告I也に、

れることが知られているが(Shlmadaet al.， 1981; Fenn and Klrk，ゆ81;Fenn et al.， したときの代謝産物の蓄積量の変化を Fig.2. 7に示した.Ni磁を追加すると、グル

1981)、そのような現象はマツオオジにはみられなかった.
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コースのm賢が促進され、薗体重量、代謝産物の蓄積とも無漁加のものよりt曽加

C源の吸収と代謝度拘の生産との間に強い相聞があることを
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このことは、した.



マツオオジも HC/LNt告地ではNi原の不足によって菌糸のることが知られており、2.3.4薗体重量と代謝魔物の蓄積量の関係

仕:兵が抑制されているにもかかわらず(Fig.2.6)、閣{本'fi:.あたりの代謝産物生J亨上述の実験で得られた測定値を用いて、接穂より代謝産物の蓄積が第l回のピ

HC/しNt音地では Ni原の消失後も Ci原が多く賊({さらに、が多いことは輿昧深い.Fig.2.8 ークを示す までの期間の l語体重量と代謝産物の蓄績.の関係を調べた.

このことは、菌糸成長がするあいだは、大量の二次代謝物の生産が続けられる.に示したように、磁体負畳と蓄積量の聞には明瞭な比例関係がみられた.また、

次代謝物生産を持続させてマツオオジの制約されるような N源の不足拭悠が、前者の方がd自体重量あたIiC/LN 培地での比例定数は IIC/HN縫地の1.7俄であり、

いると考えることができる.N減、を多く含むHC/HNt音地においても、 tきJ世りの蓄荷量が多いことが分かった.

IIC/HN t台地と HC/LNt脅地のC/N比は、それぞれ24と240であり、 HC/しNf脅地の1'1のNH4+は治美 11日にはすべて吸収されているよとから(Fig.2.3)、薗(本内に吸

したがって、菌糸の成長が遅いにもかかわらずー二次代hが木村のC/N比に近い.したがって、必収された NlitはHC/HNUf地の方がHC/しN潟地よりはるかに多い.

制i宅物が多く作られることや、 tき業後期に多量のp-メトキシケイ皮酸メチルが蓄体内のNあたりでみても、代謝物蓄積量はHC/しNt脅地の方がJ.いということがで

摘されるといったHC/しN崎地での現象は、野外での実際のマツオオジによる木将きる.

1符朽においてもみられるものと考えられる.C源の豊富な環1克下での微生物の生長はN湖、の量によって制約を受け一般に、

N:tiIJ限下においてしーフェニルアラニンを経由する芳香族化合物が多く生産され

Nを含まない物質を作ることによってフェニルアラニン中のNが回収、ることは、

これに関与する酵素としてフェニルアラニ1ヰ利用されているということであり、

ンアンモニアリアーゼ(PAし〉が重要な役割を果たしているものと推定される.実

院にマツオオジがPAし活性を持つことは既にPowerらmおおによって線告されてお

N集IJI現下でのPAしの役者IJは、木材腐朽薗と同僚にN源の少ない環境に生活する
、
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炭素源および宣素源の浪度の異なる崎地を用いてマツオオジを培美し、 t者葺Eド

の芳香族化合物の蓄積量の変化を調べた.
o HC/HN ・HC/LN

-川/一戸/

秒ィグ
・

高炭素高窒素(HC/HN)培地での主な代謝産物は trons-p-メトキシケイ皮酸メチ。
それぞれの蓄積量は治養9日と 11日にピークルと p-メトキシ安息香酸メチルで、60 40 20 。

に途した.全 ての代謝産物の合計が般大となるのは鳩業11日で、その時期は崎地
(mg/flask) (X) weight Mycelial 

および薗体重量が最大となる日と一致してい中の炭素源と盟3震源が消失する目、

た.高炭素低窒素(HC/LN)t脅地でも主にp-メトキシケイ皮酸メチルと pーメトキシ

F
b
 

q
-

Fig. 2.8. Relatlonships between mycelial we!ghts and amounts 
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安息香融メチルが生産され、後者は 11、16日の聞に般大となった.ところが、 pー

メトキシケイ皮椴メチルの蓄積は、 9日にピークに述して一円減少した後再び附

加し、お Hに 2度目のピークを示した.全ての代謝産物の合計も 11日と 33日の2

laJのピークがみられ、始めのピークは泊地中の窒素が消失する目、後のピークは

日自体重量tが殺人となる Hであった.低炭素高窒素および低炭素低窒素ta地での代

謝産物の蕎積はきわめて少なか「た.

HC/HN t告地とIlC/LNt脅地において、代謝産物の蓄積が愚初のピークを示すまで

での嶋英期間中の蓄積量 と薗体重aには、治地ごとに明確な比例関係がみられ

た. HC/しNlきI也での比例定数はHC/HNl音地の1.7倍てあり、薗体重量あたりの代謝

産物生産は低窒素下の方が活発であった.

マツオオジの t喜 美途中に N~績を追加しても、代謝産物の生産の遅延や蓄積鼠の

低下はみられなかった.したがって、マツーオオジでは、高炭素条件下て"t音養した

地合、盟素飢餓が芳香族化合物の生産を誘導するのではなく、培地中の窒素浪皮

の高低が代謝物生産の多少を決定するということができる.

-26-

務ち章 マツオオジの他系統および{也の担子積績による芳香篠化合物の生産

3.1 緒書

筋 l~ および第三取において、マツオオジの一系統(1.し1)が6帽のJi香族化合物

をt古地中に寄稿すること.それらの化合物の合計は級人時にはl総体重の約10% (こ

遣することを述べた. ところが、マツオオジの中には、通常の液体埼地では類似

のー次代詩jj建物をほとんど議積しない系統も存在する 本意では、水粉階地およ

び代謝阻W~IJ を加えた液体府地を用いることにより、それらの系統でもししl と同

じ一次代謝か活発に行われていることを示した.

次いて"， 71¥種の木材腐朽薗について、マツオオジと頬似の 一次代謝産物が生産

されるかとうかを調べた.マツオオジと同属のLentinusponderosusがマツオオジ

と同じ物質を蓄積することは既に知られて，いるがCWatand Towcrs. 1977)、ここで

はより広い範囲の木村腐朽飽を対象 とした.

さらに、第 2章において、 t音R初期のマツオオジの萌体重と代謝産物の蓄積量

がよく比例することを示した(Fig.2.8>.担子歯頬によって蓄積されるマツオオジ

と頬似の 次代謝物の例として、マツタケ子実体中のtrans-ケイ皮酸メ チルが知

られている この化合物は、 1-1ーオクテン -3ーオールとともにマツタケ子実体の

脅りの主成分である(岩出.1934， 1936， 1937;村橋. 1936. 1937; Murahashi， 1936. 

1938; Ohla. 1983 ) .本撃では、これらの成分の浪度が子実体の生長につれてどの

ように変化するかについても調査した.

3.2 材料と万法

3.2.1数系統のマツオオジの治養

第 1寧および第 2.で使用したマツオオジ(LL1)に加え、滋賀県森林センター

に保存されている 3系統のマツオオジ(Lし2， 3. 4)を用いた.

*粉t脅地による t音養では、アカマツ辺材の帯鋸屑を lmm自のふるいに通したも

の を用いた.この木粉 108 (1乾重8.28)を 1∞mlの三角フラスコに入れ、 IIC/HNt告

-27-



rable 3. I Wood-rotling fungi lcsled for detection of the sccondary metabolites 地2.5mlを加え、さらに健得後の含水率が70%(il.al!機)になるよう蒸留水を加

えて減摘し、昔前体のホモジネートを擬積した.各縄のセルロースを C源として問

いた実験でも同僚に階建した.使用したセルロース材料は次のとおりである:ア

ピセル{処化成)、 CMC(カルボキシメチルセルロース、 JamesRivcr Corp. )、セ

ル1コース粉末<Fibrouscellulose powder CFll， Whalman Biosystemsしtd.) 

代謝阻害剤の~響を 調べる実験では、 lmM の呉化トリメチルセチルアンモニウ

ム(CTAB)またはアジ化ナトリウム (NaN3)各lmlを情実4日の HC/LNl告地に添加し

た.同様の目的で、 Cu..を含まないHC/LN地地でも冷笑を行な勺た.

<Berk.: Berkeley. Ru 1.: su Iliard. Fr.: Fries， Karst.: Karslcn.し:Linnacus， 
Murr.: Murrill. Pcrs.: J>ers∞n. Sing.: Singer) 

Japanesc name 

(Brown-rot fungus) 

ワタグ-t}"レタケ

イドタケ

;1;ウロクタケ

カンゾウタケ

ツガサルノコシカケ Fomitopsis pinicola <Swartz ex Fr.) Karst. 

f'istulinαhepαtica (Schaelfer)ドr.

3.2.2 各種木材腐朽衝のt~ 糞

マツオオジと類似の一次代謝産物が蓄積されるかどうかを調べるため、 50mlの

HC/MN t音地を入れた 500mlフラスコを用いて 74種の木村腐朽菌を治美した.i.共試

薗は Table3.1のとおりで、すべて京都大学木材研究所の保存稼である.代謝産物

の他出と同定は1.2.3項に徴じた.

Scientific name Mctabolite productionみ

Antrodia sinuosa <Fr.) Karst. 

Coniophola puteanα(Schum ex Fr.) Karst. 

Dαedαlea dickinsii Yasuda 

キカイ力ラタケ Gloeophyllum saepiarium (Wulfen ex Fr.) Karst. 

ヒメキカイガラタケ G. striatum (Swartz ex Fr.) Murr. 

キチリメンタケ G. trαbeum (Pers. ex Fr.) Murr. 

マスタケ

ミダレハスタケ G. unf{ulαtum (Lloyd) Imazeki 

L(letiporus sul phureus (Bul. ex Fr.) Iきondarccvet Sing. 0 

3.2.3マツタケ子実体中の香気成分の定畳

分析用のマツタケ子笑体は次の3か所で採取した.

A:ー京都府林業試験均質見試験林 (京都府間穂町)

11:滋賀県森林センター甲南試験地(滋賀県甲南町)

C:同センター牛嗣試敵地 (滋賀県水口町)

傘の開いた成熱した干実体(ヒラキ)は、塾、ひだ、~(ひだを除いたもの)

の3つの節分に分けて分析した.胞子は、ヒラキの4tをシャーレの上に伏せて 一

夜欽置して採取した.成分の偲発による 浪度の低下を避けるため、試料はすべて

採取当日に抽出処理を開始した.香気成分の嫡出法としてソックスレー抽出や水

燕気蒸留法があるが、いずれも抽出効率がよくなかったため、次の方法によった:

生重20'"'-50gの試料に 50mlのアセトンを加えてホモジナイズし、 2'Cで一夜放置

後、ガラスフィルターでP過した.ifl漉は2'Cで保存し、捜査はさらに2度アセト

ヒラフスベ

カイメンタケ

アイカワタケ

プクリ司ウ

ナミダタケ

オオウズラタケ

(White-rot fungus ) 

ナラタケ

ヤケイロタケ

ミダレアミタケ

ニクウスパタケ

L. versisporus (Lloyd) Imazeki 

Phaeolus schωeinitzii (Fr.) Patoulllard 

Polyporus sulphureus (Bul.) Fr. 

Por ia cocos (fr.) Wolf 

Se，.pulαlacrymαns (Wulfen ex Fr.) Schroeter 

Tyromyces palustris (Berk. ct Curlis) Murr. 

Armillariella mellea (Vahl ex Fr.) Karst. 

Bjerkαndera adusta (Wild. ex Fr.) Karst. 

Cerrenαunicolor (Bul. ex Fr.) Murr. 

Coriol us brevis (Berk.) Aoshlrr】a

C. consors (Berk.) Patouillard 

。
。

0

0

0

0

0
 

0

0

0

 

。

0

0

0

0
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(White-rot fungus; followed) 

アヲグカワラタケ

ハカワラタケ

ヤキフタケ

カワラタケ

エゴノキタケ

チャカイガラタケ

コフキサルノコシ
カケ

アミスギタケ

エノキタケ

ツリガオ、タケ

カパアナタケ

マンネンタケ

マイタケ

オオカボチャタケ

C. hil slllus (WU lfen ex Fr.) Oul!let 

C. pargamenus (Fr.) Patouillard 

C. pubescens (Fr.) Ouelet 

C. uersicolor <L ex Fr.) Ouelet 

Daedaleopsis styracinα(P. Hennlngs et ShiraD Imazekl 

[). tricolor (Bul. ex Fr.) Bondarcev et Slng. 

Elfuinigia applanatα(Pers.) Karst. 

Fauolus arcularius (Batsch ex Fr.) Ames 

Flαmmulinαuelutipes (Curtls ex Fr.) Sing. 

Fomes fomentarius (し，ex Fr.) Kickx 

[iuscoporia obliquα(Pers. ex Fr.) ̂ oshima 

Ganoderma lucidum (Leysser ex Fr.) Karst. 

Grifola frondosa (Dickson ex Fr.) S. F. Gray 

Hapαlopilus croceus (Pers. ex Fr.) Donk 

。
。

。

クマガシラ lIericium coral1oides (Scopoli ex Fr.) Pers. ex S. F. Gray 0 

マツノネクチタ ケ Heterobasidionαnnosum (Fr.) Brefeld 

タバコウロコタケ Hymenochαete tabαcinα(Sowerby ex Fr.) Leveille 

アラグカワウソタケ 1 nonot us cuticularis (Fr.) Kars t. 

マクラタケ

カワウソタケ

ウスパタケ

カサウロコタケモ
ドキ

シイタケ

カイガラタケ

1. dryadeus (Pers.) Murr. 

l. mikadoi (Lloyd) Bondarcev 

Irpex lacteus Fr. 

Laurilia sulcata (Burt) Pouzar 

Lentinulαedodes (Berk.) Sing. 

Lenzites betu1inaくし ex Fr.) Fr. 

-30-ー

。
。

(Whlte-rot fungus; foliowed) 

シワタケ

アズマタケ

アラゲカワキタケ

メシマコブ

サクラサルノコシ
カケ

ヒラタケ

キンイ nアナタケ

マツノカタワタケ

スエヒロタケ

Mel ulius tremel10sus Fr. 

Onnia uallαtα(Berk.) ̂ oshima 

Panus rudis Fr. 

Peniophora mutata (P町 k)Hohenl el Litschauer 

P. puberα(Fr.) Saccardo 

Phanerochaete chrysosporIum Burdsall 

Phellinus 1inteus (Berk. et Curtls) ̂ oshlma 

P. pomαceus (Pers.) Ouelet 

Pleurotus ostreatus (Jacquin ex Fr.) Kummer 

Poria subacida <Peck) Bres. 

Poroduedaleαpini <Thore ex Fr.) Murr. 

Schizophyl1um commune Fr. 

ウラジロウロコタケ Stereum bicolor (Pers.) Fr. 

カタウロコタケ

キウロコタケ

モミジウロコタケ

S. frustulosum (Pers.) Fr. 

S. hirsutum (Willdenow) Fr. 

S. spectαbile Klotzsch 

オオカサウロコタケ S. subpileatum Berk. 

カサウロコタケ S. tαxodii Lentz et Mckay 

オオチリメンタケ Trαmetes gibbosa (Pers.) Fr. 

クジラタケ T. 01 ientolis <Vasuda) lmazeki 

シハイタケ Trichaptum abietinum <Dlckson ex Fr.) Ryvarden 

オオカタウロコタケ Xylobolus annosus (Berk. el Br∞me) Boidin 

(Others notむlearlyclassified ) 

ヌメリスギタケ

ヤケアトツムタケ

Pholiotαadiposa (Fr.) Kummer 

P. carbonaria <Fr.) Sing. 
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くドungusnol clearly classified; followed) 

す・メコ P. nαmeko <T. lto) S. Ito et lmai 。
タモギタケ Pleurotus cornucopiue (Paulct ex Pers.) I?olland 

ヌルデタケ Porodiscu/us pendulus (Schwelnitz) Murr. 

取:Spccics whose exlract gives UV absorbance on TLC. 

ンで抽出した.iF 泌を合わせ、その 一定厭〈ν4、1/2)を300mlの-1%食出水に加

え、酢酸エチルで抽出、ロ ータリーヱパポレータで5mlまで潰縮後、ガスクロマト

グラフ <GC)で他出物を定量した.

抽出前に lーオクテンー3ーオールおよびケイ皮酸メチルの棋品各lmgを添加した

ときの回収率はTablc3.2のとおりで、内部自標準物質として n-ノニルアルコールを

柑l出前に加えることにより、ほ11充分な定量性が得られた.

GCの分析条件は次のとおりである.

カラム :ω%PEG-20M またはlO%FFAP(担休はいづれも ChromosorbW， 

AW-DMCS， 60-80問 sh)1.5 m(長さ )X3mm(内径〉

カラム温度:PEG-20Mのとき 100-Cより 195'Cまで5"C/minで界温

FFAPのとき 80'Cより 245'CまでS.C/minで釘温

(その他の条件は2.2.3項と同じ}

Tablc 3.2. Recoveries <紛 ofauthentic compounds added to the fruit 

body of Tricholoma matsutake (mean土 S.D.).

Meth叫 ofdeterminatlon 
Compound 

Absolute calib. lnternal std. 

J-Octen-3-o1 81.8:t7.4 88.6:t 2.3 

Methyl cinnamate 91.3土 8.2 92.6土1.9
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マツタケの子実体は、個体によ勺て成勲時の大きさが著しく異なり、同一林分

に発生した子実体でも大型のものの隻さは小型のものの20倍を越えることも珍し

くない.そのため、重さや特定の部分の長さだけで成長の度合を点すことができ

ない.子実体が地表に現れてから成熟するまでの問、成長につれて般も大きく変

化するのは織の径で、最も変化の少ないのは品の径である.そこで、ここではか

の倍と茎の径の比 (pileus/stipe)をもって、子実体の生長を表すことにした.ま

た、未成熟子実体の織の先端と茎との間にあるベールは、生長の途中で傘が開く

ために破れふことから、これも生長の目安とした.

3.3 結果と考奴

3.3.1マツオオジの系統およびCi原のIIいによる代謝産物の変化

水粉借地により 4系統のマツオオジをt告書をしたときの木粉の重畳減少率と 一次

代謝魔物の蓄積量の関係を Table3.3に示した.培養77日後のししlによる重量減少

率は 11%であ ったのに対し、 LL2.......-1では初%に近かった.代謝産物の量も LL2.......4

Table 3.3. ReJa tionships betwecn weight loss of pine wood-meal and 

amount of the secondary metabolltes produced by four stralns 

of L. lepideus (77 days incubation). 

Metabollle (mg/flask)串

Strain Weight Loss 
(%) 2 3 6 Total 

Lしl 1 1 0.2 。 。 0.2 0.4 

2 29 。 4.0 。 0.1 4.1 

3 27 。 5.9 。 0.2 6.1 

4 29 0.1 2.2 0.1 0.3 2.6 

* : 1， p-Methoxypheny}propanol; 2， lrans-rr栂thylp-methoxycinnamate; 

3， cis-methyl p-methoxycinnamate; 6， methyl p-mcthoxybenzoale. 
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の方がはるかに多く、その主なものは trans-p-メトキシケイ皮酸メチルであっ

た.よれらのことから、木粉の鳩t也では、木粉の分解取が高いほど代謝産物の't

獲量が多いという関係が推測された.

各樟のセルロースを Cim.として用いてししlを清美した結果を Table3.4に不し

た.アヒセルおよびセルロース粉末では、銀独 または木粉 と混合して用いたいづ

れの符合にも、代謝産物の蓄織はみられなかった.一万、 CMCをC瀕としたときに

は、多少の代謝産物の苔摘がみられた.褐色J薦朽幽は、セルロースの結品領域を

分解できる C，型セルラーゼを持たないとさ れており、アビセルとセルロース粉末

は結晶化度が高く、 CMCは低いことから、このような差が生じた可能性がある.

また、 CMCに木粉を加えると単独で用いたときよりも蓄積量が精加した.このこ

とは、木粉によって CMCを分解可能なセルラーゼがより多く誘海された ことを示

唆している.

HC/HN t脅地を用いて 4系統のマツオオジを t音3をしたときの代謝産物蓄積量は

Table 3.5のとおりで、 LLlは既に Fig.2.1とFjg.2.3にも示したとよ去り大量の代詩t

m物を務積したが、しし2、4はほとんど蕎積しなかった.消体階地でしし2ヘ 4を情

実す ると t奈美液が濃い茶褐色になることから、これらの系統では、しし1;が議摘す

るような代謝産物がさらに酸化されて着色物質が生成する可能性が考えられた.

そこで、1.1.2---4に対する代謝阻害の実験を実絡した.

Cu"φ を含まない HC/しNt宮地でこれらの系統を tS養すると、しし3としし4のpーメ

トキシケイ皮酸メチルの蓄積がわずかに地加した.ラッカーゼとカテコールオキ

シダーゼの阻容剤である CT八8を添加すると、培地は全く着色しなかったが、菌糸

の成長が著しく遅れ、ししlと同織の代謝産物の蓄積のt曽加はみられなかった.フ

エノールオキシダーゼの限害責lJである NaN3 を添加した均合には、 t音地の着色がや

や少なくなった.その時の代謝産物の蓄積量はTable3.5のとおりで、清美22日に

は NaN~ を加えた方が蓄積が多か った. このことから、しし2---11 においては、フェ

Table 3.4. Amounts of the secondary melabolites accumulated by 

L. lepideus (しLDIncubated with so町時 cellulosicmaterials 

(77 days Incubation). 

Melabolite (mg/flask) * 
Materjal of the medium 

2 3 6 Total 

八vicel<10g) 。。 。 。
C対C(4g) 0.34 。 0.67 1.01 

Cellulose powder <lOg) 。。。 。
W∞←meal <lg)+avlcel (9g) 。。 。 。

+CMC (3g) 3.55 0.06 1.50 5.11 

+cellulose powder (9g) 。。 。 。
* : See Table 3.3 for na鵬 sof the "砲tabolltes.
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t告発 11日にそれぞれO.lOmg/flask、pーメトキシケイ皮酸メチルの蓄積量は、これがしUにみられるよノールオキシターゼが着色物 質の生成に関与してねり、

マツオオジ〈しし1)に比べ蓄積量は少なかったが、同僚の代謝O.Olmg/flaskでct，り、うな代謝産物の蓄積を少なくしているものと推定される.

ホウロクタケとマツオオジは同じ褐色腐経路が存在することが明らかになった.

前者はヒグ.ナシタケ自 Aphyllophoralcsに属する硬質薗類、後者朽薗ではあるが、3.3.2各符の木材腐何薗によるJi香族化合物の生産

したがって、かはハラタケ日 êarlcalesの軟質薗頬であり、分類 Lは近縁でない.マツオオジと額似の芳香族化合Table 3.1に偽げた 74種の木材腐朽薗について、

なり広い範聞の他の木材腐朽mにおいても、同僚の ー次代謝経路の存在する可能その中でホウロクタケ Daedaleα物が蓄積されるかどうかを調べたところ、

性は残されている.dickinsii Yasudaだけがt，.ans-およびcis-p-メトキシケイ皮酸メチルを蓄積するこ

なお、{共試したいくつかの薗類は、物質の同定には至らなかったが、 TLC上でとが分かった.ホウロクタケを HC/I-INt脅地およびHC/LN鳩地で清美したときの

強い UV吸収を示す抽出物を生産した (Table3.D.それらの菌類の供試した種数に

対する割合は、褐色腐朽薗の方がはるかに多かった.褐色腐朽菌の多くは薗体外

これらの現象は白に穆酸を蓄積することも知られており{島薗と田tli.1952 )、

色!寓朽と褐色腐何の遣いを考える上で興味深い.
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3.3.3マツタケ秀気成分の子実体成長に伴う変化

クロマツタケ子実体の抽出物のガスクロマトグラムの一例を Fig.3.1に示した.

Table 3.6. Contents (ppm) of 1帽明ten-3-o1and n干ethylcinnamate In 

M目 COOCH.

6 the mature frult body of Tricholoma matsutake. 
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2 2 12 2 3 

Mean 

b吋 yof Tricholoma matsutalce. 

0: l-l-Octen-3-o1. N: n-nonylalcohol (internal standard). 
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マトグラム lにはいくつかのピークがみられたが、子実体が異なっても常に出現
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する成分は 1-1-オクテンー3ーオールと trans-ケイ皮酸メチルのみであ った.成熟

した子実体 f宇都の香気成分の濃度はTable3.6のとおりで、 lーオクテンー3ーオール

ケイ皮酸メチルは、茎には少なひだには少なかった.は$と草に間程度合まれ、

また、胞子中には、トオクテンー3ーオールは検出ひだには許しく多かった.く、

ケイ皮酸メチルは1.2 ...... 1. 3mg/1O自個という高い濃度で含まれていた.されず、

子実体全体に含まれる 1ーオクテンー3ーオールの調度は、 Fig.:J.2のとおりで、成

ケイ皮酸メチルのi震度は、 Fig.3.3のよう一方、長に伴う変化はみられなかった.

に生長につれて 二次関数的に滑加した.図の機輸は傘径/茎径であるが、茎径は

成長してもあまり変化しないため、機軸の数値のt曽加のほとんどが.$径の地加に

100 
{
凶
叶

ω吊
A • 

• 0 -リM
E
H占
師

ω
h
u明

•• .， 
• 

6 4 2 。。• ‘
g
n凶
内

凶

}

Pileus!stipe 

A 
O A 

O 

♂ 

50 

Fig. 3.3. Changes in methyl cinnamate level with fruit body developmcnt of • 、.-A
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Fig. 3. 2. Chang田 in1一∞ten-3-o1level with fruit body development of 

ケイ皮酸メチルはひだの部分に苦しく多また、よるものとみなすことができる.7 richolomαmatsutake. 

いことから<Table3.6)、成長にともなうケイ皮酸メチルの増加のかなりの部分が.: before and 0: after severing the veil. ^ and B: collected in 

ひだの面積の滑加によるものと考えられる.
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3.4 費約

グルコースの代わりに木粉を用いた治地で数系統のマツオオジを矯餐したとこ

ろ、水粉の分解量に応じた代謝産物の蓄積がみられた また、通常の鳩地ではほ

とんど芳香篠化合物を ii摘しない系統においても、情地にNaN3を添加すると 次

代謝産物の蓄積が用加したことから、それらの系統ても、第 1章および第 2('fで

問いたマツオオジと伺織の代謝経路が織能していることが明らかになった.

マツオオジ以外の木材腐円前では、調査した711穐のなかで、マツオオジと同じ

褐色腐朽蘭である*ウロクタケだけが p-メトキシケイ皮酸メチルを情地'11に蓄

積することが分かった.

担子薗頬の子実体に含まれる芳香族化合物としてマツタケのtrans-ケイ皮酸メ

チルが知られているが、その含有量は、マツオオジの代謝産物が菌糸の生長に比

例して I曽加したのと問機に、マツタケ子実体のひだの生長につれて精加した.
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第ぺ号電 フェニルアラニンより p-メトキシケイ皮酪メチルに至る代謝経路

4.1 緒言

第 2 重量で述べたように、ホ材!寓朽のモデルとして III いた低喧~l吉地( HC/しldft

地)において、マツオオジが般も多量に蓄積する ー次代謝産物はp-メトキシケイ

皮殿メチルである.この物質のマツオオジによる生合成経路に関して、これまで

に報告されている知見は次のとおりである.

Shimazonoらく1958)は、欣射性同位元素を用いた実験によって、この化合物のjr

~f，Qの炭素原子がグルコースに由来すること、メチル基はメチオニンに由来する

ことを明らかにした.Powerら(1965)も0-グルコースやしーフェニルアラニンの炭

素原子が、彼らの使用したマツオオジの主要な代謝産物であるイソフェルラ酸に

容易に取り込まれることを線侍している.また、 Powerらによると、フェニルアラ

ニンをケイ皮酸に変検するフェニルアラニンアンモニアリアーゼ(PAし〉活性は、

チ円シンを pークマル酸に変J換するチロシンアンモニアリアーゼ(TAし〉活性よりは

るかに高い.WatとTowers(1975)は、マツオオジの薗体内にケイ皮酸類のパラ位の

水酸基にメチル基を導入する酵素を見い出している.この0-メチルトランスフエ

ラーゼ(本稿ではOMT2という)は、ヒドロキシケイ皮酸頼のメチルエステルに

対して高い基質特異性を示し、遊般のケイ皮酸類のカルボキシル基をメチルエス

テルに変j換する活性は低い. したがって、 pーメトキシケイ皮酸メチルの前駆体は

r クマル酸メチルであると推定される (Fig.4.1. d). Shimazono (1959)も培地に加

えた放射性のpークマル酸メチルの多くがp-メトキシケイ皮酸メチルに変燥され

ることから、 p-クマル酸メチルがpーメトキシケイ皮酸メチルの前駆体であろう

と推定している. しかし、ケイ皮酸より r クマル酸メチルまでの代謝経路につい

ては明らかにされていない.

一般に、 pーメトキシケイ皮酸メチルのような芳香環が1個の芳香族化合物は、

グルコースよりシキミ酸経路を経由して生じたL-フェニルアラニンまたはしーチ

ロシンから生合成されるものと考えられる.これらの芳香族アミノ酸は、フェニ

-41-
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ドくFAD>および，1元型ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドりん酸<N̂DPH)を

必要とする 芳香環の水酸基をメトキシル基に変換する OMT は、 A~他物ではい

くつかの報告があるが<Shimadaet α1.， 1973; Poulton，ゆ81)、薗頬では上述のOMf2

のみである.

本主主では、マツオオジ〈しし1)の薗体中の PAしと TAL活性の比較およびこれまで未

報告の 2つの僻索、すなわちケイ皮酸メチルに水融基を海入するケイ皮椴メチ

ル-4-ヒドロキシラーゼ(MC4H)ならびにケイ皮酸類と安息香酸類のカルポキシル

Jきをメチルエステ/1，化する 0-メチルトランスフエラーゼ<OMTDについて述べ、よ

れらの知見をもとに.フェニルアラニンから p-メトキシケイ皮酸メチルに至る代

謝経路を提案した.

Fig. 4.1. Metabolic pathway from phenylalanine to methyl p-methoxycinnamate. 

J :しーIヲhenylalaninc，2 : cinnamic acid， 3 : methyl cinnama tc， 4.2 材料と方法

4.2.1曲糸の培農と悌棄の抽出

酵素の抽出を目的とした実験では、マツオオジ〈しし1)を、 50mlのHC/MNt省地を

入れた 5∞ml三角フラスコで培養した.10.__ロ日間f膏養後、却--30個のフラスコ

の菌糸を取り出し、氷冷した蒸留水で洗浄後、 l∞mlのpH緩衝液と少量の石英砂

を加えて*モジナイザーで鍛砕した.緩衝液にはそれぞれの酵素活性の測定時(

後述)と同じものを用いた.得られたホモジネートを 2，0∞回転で5分遠心し、上

澄みを分取した. ~ 1tにはもう l度緩衝液を加え、問機に処尽して上沼みを合し

た.

Jj析および透析の必要な場合は、上記の上澄み滋に飽和の20%相当の硫酸アン

モニウムを加え、 30分間氷冷して静置後、ハイフロスーパーセルを用いて吸引P

過した.この iP~直に 80% 飽和になるよう硫酸アンモニウムを追加し、 1時間氷冷、

静置後、同織にP過した.その残差を少量の緩衝液に溶かし、混入したセライト

を遠心して除いた後、溶滋をセロファンチュープに入れて、氷冷した緩衝成中で

緊くかくはんしながら6時間透析した.

1} :1鳩山ylp-coumarate，C): methyl p-methoxycinnamatc， 6 :p-

coumaric acid， 7 : p-methoxycinnamlc acid. SoJid line: predominaint， 

dotted linc: minor. 

ルアラニンアンモニアリアーゼ(PAし〉あるいはチロシンアンモニアリアーゼ

<TAL>によって脱アミノされ、それぞれケイ皮酸あるいはp-クマル取を与える.

高等植物においては、 P八し活性は TAし活性よりも大きいことが多く (Cammand 

Towers， 1977人同様にいくつかの担子薗類でも PAL活性が侵害予であるくPoweret 

al.， 1965; Vance et al.， 1975). PALによりフェニルアラニンから生成したケイ皮駿

が(Fig. 4.1， a)、pーメトキシケイ皮駿メチルの前駆体と考えられる pークマル酸

メチルとなるためには、パラ位に水酸基が導入される必要があるが、マツオオジ

での報告はない.白色1寓朽蘭であるヤケコグタケPolyporushispidus Bull.: Friesで

は、ケイ皮酸を pークマル酸に変燥するケイ皮酸ー4ーヒドロキシラーゼ(C4H)の存

在が知られているくNambudirlet al.. 1973; Vance et al.， 1973). この酸素は、高等徳

物のC4H(Potts et al.， 1974)と異なり、その反応にフラビンアデニンジヌクレオチ
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4.2.2 PAしおよび rAし活性の測定

PAしおよびTAしの拍:t1および測定には、 pHB.BのO.lM;J;ウ酸 ，NaOH鰻街液を問

いた.基質にはそれぞれ1.5%Lーフェニルアラニン水溶液<P八し〉ねよび1.5%しーチロ

シンの O.OINN皐011溶液を用いた.透析後の隊素溶液 lmlに基質溶液 lmlと緩衝清

:3ml:を加え、:ね句、で2時間反応させた後、 lmlのlNHCIで反応を停止し、生成物を

面下酸エチルで抽出して定..した.

イ成酸を川いた

4.~と 5 反応生成物むよび蛋自の定震

PAL、TAし、 O附・およびMC4Hの反応生成物を酢酸エチルで抽出し、 2.2.3項に述

べた方法により、 GCとHPLCの両方で定量し、それぞれの隊索活性を第l:l~した.

また、 Mじ411の反Jo生成物は GC-MSでも確認した.酵素溶液中の蛋白濃度は、

Lowryら(951)の万法により、牛血清アルブミンを標準として測定した.

4.2.3 OMl ilr.性の測定

OMTの的体からの抽出には、 0.01%の TweenBOを含む pH7.5の O.IMりん酸

(NaH2P04/ NaaHP04)縄衝 j夜を用いた.OMTl活性は、透析後の静素溶液 lmlに、

5mMのSーアデノシルーLーメチオニン (SAM;メチル基供与体〉水溶液lml、氏)mMケイ

皮酸の40%エタノールi容清 lml、pHB.OのO.lMホウ酸/NaOH傾衝i夜2mlを加え、 30

℃で2時間反応後生成物を抽出して測定した. OMT2~毒性は、鰻衝漉に pll7.5 のリ

ン酸緩衝液、基質に50mMのp-クマル酸メチルを用い、問織の方法で測定した.

基質特異性を調べる実験では、基質として、カルボキシル塞が遊舷のものは

0.02N NaOH 溶液に溶かし、メチルエステル頬は40%ヱタノールに溶かして使用し

た.主連pllを銅べるときには、 O.IMリン酸緩衝液と 0.1Mホウ酸/NaOIl縄衝液を用

い、反応終了直後に反応液のpHを測定した.

4.2.6 1脅走中の静索活性の変化の測定

マツオオジ〈しし1)を各 IOm1のHC/HNおよびHC/LNt音地で鳩葺し、培糞期間rt1の

P八し、 OMTl、 OMl2、MC41l活性の変化を調べた.それぞれの酵素について、 l囲の

測定につき1¥...... 8個のフラスコから得られた菌糸を合わせ、各醇素に応じた緩衝液

を加えて，I~ モジナイズし、そのホモジネートを用いて上記の方訟で活性を測定し

た.酵~の tl1製操作に ともなう活性の変化を 避けるため、精製処理は行なわなか

った

1 able 4.1. Activlties 01 PAL and TAL in mycelia 01 L. lepideus (しL1).

Substrate Component of 
reaction mix ture 

Product申

〈μmol/h/mgprotein) 

4.!l.4 MCI¥H活性の測定

MC4H (J)抽出には、 pH7.2のリン酸緩衝摘を使用し、目自体;);モジオ、ートの遠心上

澄み液中での活性を測定した.透析後の溶液には活性はみられなかった.活性の

測定は、酵素溶液2.5mlに、 40mMケイ皮酸メチルの 40%エタノール溶液、 10mM

Phenylalanine Enzyme +substrate 1.32 

-substrate 0.10 

Healed enzyme+substrate 。
ryrosine Enzyme +substrate 0.33 

FAD (2Na温)、 25mMNADP、50mMDーグルコースートリン酸(2Na ~値上 4 unit 
-substrate 0.10 

/mlグルコースー6ーリン酸デヒドログナーゼを各O.5ml加え、30'(;で1.5時間反応さ

せることにより行なった.なお、これらのNADPH生成系の代わりにNADPH(25mM) 

を使用しても活性の測定値には変化がなかった.C4Hの測定には、基質に40mMケ

Heat吋 enzyme+substrate 0 

* : l?eaction pr吋 ucts1roIT凶 fromphenylalanine and tyroslne are 

cinnamic acid and p-coumaric acid， respectively. 
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4.3結東と考然

4.3.1 rAL活性と 1八し凶作

透析後の酵素抽出泌を用いて、マツオオジ(LU)の薗休中のrAしおよびTAし活性

を測定した.・rable4.1のとおり、基質としてフェニルアラニンを加えるとケイ皮

酸が、チロシンを加えると r クマル酸が生成したが、;}$j質を加えない均合や、加

熱処理した抽出液を用いたときのそれらの生成量は無視しうる量または0であっ

たよとから、マツオオジは rAしと TAしの両方の活性を持つことが分か「た.r̂ L 

活性は T八し活作のが14(eきであった.これらの結果は、 rowerら(1965)の制熊とほぼ

ー致している.

Tab1c 4.2 Activities of OMTs in mycelia of L. lepideus (1.し1).

Substrate Component of Product * 
reaction mixture (nmol/h/mg protein) 

Clnnamic acld Enzy何時+substrate+SAM 10.4 

-SAM 2.2 

-substrate 0 

一(ŜM+substrate) 。
lIeated enzyme+substrate+SAM 。
-・ーーー・...ーーー・ーー・..ー..内..内 ー

Methyl p-coumarate Enzyme+substrate+SAM 73.3 

ーŜ M 21.3 

-substrate 13.7 

ー(SAM+subs tra te) 13.7 

Heated enzyme+substrate+SAM 12.0 

寸:I?p.action products formed from cinnamic acld and methyl 

p-coumarate are methyl clnnamate and methyl P-IT明日thoxycinnamate， 

rcs肘ctive1y.
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4.3.2 OMT~百件

透析1畿の始:1:液中のOMr活性の測定結果を Table4.2に示した. ~賞として 、 ケ

イ皮骸を加えたときにはケイ皮酸メチルが、 pークマル酸メチルを加えたとさには

Iablp. 11.3. Substrate specificity of OMTs in L. lepideus. 

八ctivity

Substratc Product Presen t Prevlous 
study study * 

Benzoic acid 。。
p-lIydroxybcnzoic acld Methyl p-methoxybenzoate 1.5 。
Prot∞atechulc acid 。。
p-Methoxybellzoic acid Methyl p-methoxybenzoate 32.0 。
Cinnamic acld Methyl clnnamate 33.0 1.4 

p申 Coumaricacid p-Methoxycinnamic acid 3.6 。
Methyl p-coumarate 。。
Methyl p-methoxycinnamate 6.1 。

Caffeic acid 。。
p-Mcthoxycinnamlc acld Methyl p-methoxyclnnamate 8.3 。
Ferulic acid Methy 1 ferula te 0.4 。
lso-ferulic acid 。。
Mcthyl p-hydroxybcnzoate 。。
Methyl protoca techua te 。。
Methyl p-coumarate Methy 1 p-methoxycinnama te 27.8 59.6 

Mcthyl caffeate Methyl lso-feru1ate 。14.6 

Methyl feru1ate Methy13，4-dimethoxyclnnamate 。14.2 

Methy 1 Iso-feru1a te 。。
* : From data obtalned by Wat and Towers (1975). 
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マツオオジの前休中にはカルボp-メトキシケイ皮酸メチルが生成したことから、
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ラ位の水酸基にメチル~を海入する酵素 (OMT2)活性の 2 つが存在することが明ら

これらの反応にはSAMを必要とすることも分かった.かになった.また、

これらのOMTの基質基質として 16種のケイ皮酸類および安息香酸類を問いて、

特異性を調べた結果を fable1¥.3に示した.蛋白あたりの反応速度で比較すると、

0附 1はケイ成政と pーメトキシ安息香酸に対して高い基質特異性を示し、 p-クマ

OM f.2は p-クマル酸メチル

p-クマル酸を p-メトキシケイ皮搬にする活性は低

また、ル酸をメチルエステル化ずる活性は低かった.

に高い基質特異性を示すが、

9 

Fig. tI.3.0ptimal p出 ofOMTl (solid line) and OMT2 (dotted l1ne). 
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かった. 有窓とは言えない程度の微少なもので、酵繁の性質も明らかにされていない.

ここに述べた OMTlとOMT2は、活性測定時の反応適度の変化、至適pH、抽出お

よび保存時の安定性などの遣いから、互いに異なった酵素であることは明かであ

る.このうちパラ{立をメトキシル化する OMT2は、 Ŝ Mがメチル供与体となるこ

と. OMflより低い至適 pll:を示すことから、 WatとTowersの報告したOMTと同ーで

ある可能性が高い.一方、O川 1はケイ皮酸をメチルエステル化する活性がWatと

τowersの報告のものよりはるかに高いこと、ケイ皮酸に加えて p-メトキシ安息呑

酸ら基質となること、高い至適 pHを示すことから、これまで報告のない新しい砂

率であると考えられる.

これらの OMTの反応時間と反応生成物の慮の関係を F1g.4.2に示した.0州1の

反応生成物であるケイ成融メチルの生成量が反応時間と比例するのは2時間まで

で、3時間後に般大値の94nmol/mg proteinに逮し、その後低下した.OMT2の反応

生成物である pーメトキシケイ皮酸メチルの生成量は、4時間後まで反応時間にほ

ぼ比例して噌加した.4時間1をの生成量は 127nmol/mg proteinであった.

主jjlpH はFig.4.3のとおりで、 OMTlは8.0、OMT2は7.5であった.

OMIの抽出、情製に{'I!う活性の変化を Table4.4に示した.抽出した薗休の取量

あたりで比較すると、それぞれの精製段階でOMTlの方がOMT2より大きく活性が

低下した.透析後の抽出液を保存したときの活性の変化はTable4.5のとおりで、

この均合にも OMrIの方が守く活性が低下した.これらのことから、 OMTlのJJ1J> 

OMT2より不安定な酵素であることが分かった.

Tablc 1¥.6. Activities of C4H and MC4H in mycella of ム lepideus(しし1).

WatとTowers(1975)は、マツオオジがヒドロキシケイ皮酸類のパラ位の水敵J去

をメトキシ jレ化する 隊索を持つことを 報告している.この醇索は、ヒドロキシケ

イ皮酸類のメチルエステルに対して高い基質特異性を不し、カルボキシル基が迎

厳のケイ皮酸類には作用しない.彼らは、また、同じ酵素抽出液中にケイ皮酸を

メチルエステル化する活性がわずかに存在することを示しているが、その活性は

Substrate Component of 
reactlon mixture 

Product牢

<nmol/h/mg protein) 

Cinnamic acid Enzymc+substrate+FAD+N̂DPH 2.95 

-FAD 0.17 

-NADPH 2.34 

ー(FAD+NADPH) 0 

-substrate 0.21 

TabJe 4.5. OMT activities remaining after slorage (%). IIcated enzyme+substrate+F̂D+N八DPII0 

Melhyl cinnamate Enzym日+substrale+FAD+NADPII 9.69 

S torage cond i tlon OMT1 OMT2 

o day * 1∞ 1αJ 

4"C 2 day 31 40 

-21・c 4 day 44 67 

-21・c 21 day 25 49 

Note:八ctivlliesof OMTI and OMT2 in freshly prepared 

-FAD 0.19 

-NADPH 5.17 

ー<FAD+NADPH) 0 

-substrate 0.25 

Heated enzyme+substrate+FAD+NADPH 0 

本:Reaction product formcd from clnnamic acld and methyl cinnamate 

solution wcrc I¥:.U and 52.8 nmol/h/mg protein. respectively. 
are p-coumaric acid and methyl p-coumarate， respectively. 
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4.3.3 MC411 活性
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ケイ皮椴およびケイ皮肢メチルのパラ位に水量産基を湾入する僻索活性を、民自体
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マツオオジ;1;モジネートの遠心上澄み液を用いて測定した.Table 4.6のとおり、

ケイ皮酸メチルを p-ケイ皮肢を r クマル酸に変換する酵素(C4H)活性と、には、
A 

" -ー. 
:: 
z 10 

• 

クマル融メチルに変倹する 酵素例C4H)活性が存在した.MC411活性はC4H活性の

HPLCおよびGC-MSで確認した.GC、MC411の反応生成物は、約 3(;告であった.

GC-MS; m/z: 178(Mヘ57.4)，148(9.9). 147(100)， 119<34.4)， 91(28.7). 

-、ーF八DとN̂ DPH、特に F八Dの共有が不 liJ欠であった.C4HとMC4Hの反応には、

。Nambudiriら(973)の報告したヤケコグタケのれらの物質が必要とされることは、

.。10 20 30 

Cultivation perlod (day) 
それらを必要としない高等他物のC4Hとは異このことは、C4Hと|司じであるが、

マツオオジのMC4H活性と C4H活性が別々の酵素にまた、なることを示している.

Flg. 4.5. Changes in P̂ しact1vityof L. lepideus (しU)and concentrations よるものか、あるいは、 1つの酵素がケイ皮酸メチルとケイ皮酸の両方を基質とし

。fnitrogen and glucose in the HC/HN culture. て利用するのかは明かでないが、少なくともマツオオジのMC4Hはケイ皮酸メチ

ルを基質とする点てにヤケコグタケのC4Hとも異なるものである.
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のNiJJl、の減少と対応するものと考えられる.Fig. 1¥.1¥のとおり 7.0であった.MC4Hの至適pHは、

ともに9~1O日にピーOMTlおよびOMT2のt告発小の変化は Fig.1).7のとむりで、

のち低下したが、 IIC/しN崎地の OMTl活性は 31¥日から 42日にもややぬクとなり、1¥.3，1) t告業中の酵素活性の変化

ピーク時の活性は、再酵素とも HC/LNt(f地の方が高かった.い{置であった.マツオオジ〈しし1)の嶋集中の r̂ し活性の変化を、 t者地中のC源およびN源ift度の

MC4H活性の変化は Fig.4.8のとおりで、両潟地とも 9日にピークがみられ、そHC/HN ts:地での r̂ L活性は崎美5日には4.6に示した.測定値とともに Fig.4.5， 

ピーク時の活性はOMTの伶減少したが、 HC/しN鳩池では22日より再び上昇したピのち急速に低下した.7日に急上昇して 109nmo1/h/mg myceliumに遣し、低く、

と"Ilじく IIC/しN崎地の方が高かったが、その{直は1.5n附 l/h/mgmyceliumで、 P八しークの時期は、沼地中のC源と N源が消失する数日前であ った.HC/しNt音地では、

活性の約1/7υであった.l宙糸が活性の測定可能な人きさに成長する 5日には既に91nmol/h/mg myce1iumと

2.3.1 J買において、はとんどの代謝産物の蓄積昼が9日---11日にピークに遣する23日以降再びやや上昇した.t告書聖5LJにいう高い随を示し、 9日より低下したが、

また、蘭体重量あたりの代謝物生産は、 HC/HNtき地2.2). よとを示したくFig.2.1、これらの結果から、 r̂ L活性の上昇は鳩地は、局地中のN源はほぼ消火していた.

より IIC/LNt告地の方が人さいことを示した(Fig.2.8). O~Tl 、 O~T2およびMC4H活

性の測定結果は、それらの現魚をよく説明するものである.また、 HC/しNt音地て'15 

34日に p-メトキシケイ皮酸メチルの2つ自のピークがみられたが(Fig.2.2)、

畑

、ーOMTlおよび MC4H活性の矯祭後期における上昇は、

o HC/HN ・HC/LH

の現匁ともよく一致している.
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1¥.3.5 p-メト-￥シケイ皮酸メチAの生合成経路

マツオオジの代謝産物のうち、蓄積最が多く、また、木材!寓朽のモデルとなる

HC/LN tき地中て'興味深い変化をするのはpーメトキシケイ皮酸メチルである.この

化合物の生合成経路は、上記の酵素活性の測定結果から次のように推定される

(Fig. I¥.D. 4.3.1項で述べたように、マツオオジの6自体中ではTAL活性より PAし活

性の方が優勢であることから、この化合物の骨格は、フェニルアラニンに由来す

る可能性が高い(Flg. 4.1の経路 a) .次に、マツオオジはケイ皮酸をメチルエス

テル化する高い酵素活性<OMTDを持つことから、 PAしによってフェニルアラニン

より生成したケイ皮酸はケイ皮酸メチルとなる(経路 b} 本研究で使用したマ

ツオオジの各系統はケイ皮酸メチルを蕎積しなかったが、これを蓄概する系統の

あることが既に報告されている侶irkinshaw，1940; Wat and lowers， 1977).ケイ皮

酸メチルはMC4Hによりパラ位に水酸基が羽入されて pークマル酸メチルとなり(

経路 c)、次いで、これがOMT2によりメトキシル化されて p-メトキシケイ皮酸

メチルとなる(経路 d} .マツオオジ (LL1)によって、少鼠ではあるがp-クマル

酸メチルが指地中に 蓄積されることはf.jg.2.1およびTable2.1に示したとおりで

ある.

一方、パラ{まに水酸基を 海入する 酵素がケイ皮酸よりもケイ皮酸メチルを基質

としてよく利用することから、経路 eが優勢であるとは考えにくい.また、 pーク

マル酸と r メトキシケイ皮酸がOMTlの基質 となりにくいことから、経路 fとh

の可能性は低く、さらに、 r クマル酸がOMT2の基質となりにくいことから、経路

gも主要経路ではないと考えられる.

息、香酸頗をそれぞれのメチルエス子)J...に変燥した もう -j，ω刈T2)は、 r クマル

椴メチルを pーメトキシケイ皮酸メチルに変I換する活性を不した.また、新たにケ

イ皮酸メチルを pークマル酸メチルに変換するケイ皮酸メチルー4-ヒドロキシラー

ゼ<MC41i)の存在が示され、その反応にはF八υとN八OPIIを必習とした.

よれらの酵素活性は、IiC/IINとIlC/しNの両給地とも治美7.....10日にピークとな

った.ピーク時のOMTl、 OMf2およびMCI¥H活性は、 IIC/LNt脅地の方が高く、問!~

地では硲i体重厭あたりの二次代謝物生産が大きいという観察と 一致した.また、

HC/しNtft t世でのr>AL、OMIi、 MC411活性は鳩業後期にも比較的高く、同時期のp-

メトキシケイ皮骸メチルの蓄積と対応するものと考えられた.

上記静素のJ事官特異性から判断して、マツオオジの主要な代謝産物であるrメ

トキシケイ皮酸メチルの生合成には、 PAL、OMTl、C4H、OMT2が噸に作用し、フ

ェニルアラニンから、ケイ皮酸、ケイ皮酸メチル、 p-クマル酸メチルを経由して

合成されると考えられる.

4.4 要約

マツオオジ薗休中のフェニルアラニンアンモニアリアーゼ<PAU活性はチロシ

ンアンモニアリアーゼ(TAし〉活性の約4.0俗であった.マツオオジ薗休中には、 2

つの0ーメチルトランスフエラーゼが存在した.その lっくOMTl)は、これまで未報

告の活性を示すもので、 s-アデノシルメチオニンの存在下でケイ皮酸類および安
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担子薗頓による芳香族アミノ酸の二次代謝について、主として褐色腐朽薗マツ

オオジを用いて研究した.得られた知見は下記のとおりである e

( 1 )マツオオジが.次代謝産物として生産することが既に知られている trαnsー

およびcis-p-メトキシケイ皮酸メチル、 p-メトキシ安息香酸メチル、 p-クマル

融メチル、イソフェルラ融メチルに加え、新たに p-メトキシフェニルプロパノ

ールを生産することが明らかになった.菌糸の生背中のI告地に、 p-クマル酸、

p-メトキシケイ皮酸、フェルラ獣メチルなどを加えると、それぞれの物質に対

応したフェニルプロパノール類がつくられることから、 p-メトキシフェニルプ

ロパノー JI"は、 p-メトキシケイ皮酸メチルから pーメトキ-シケイ皮酸を経由し

て生合成されるものと推定された.

( 2 )高炭素高窒素 (HC/HN)の橋地を用いてマツオオジを崎美 したときの主な代

謝産物は (rans-pーメトキシケイ皮酸メチルと p-メトキシ安息香酸メチルで、そ

れぞれの蓄積量は矯養9日と 11日に最大となった.高炭素低窒素(HC/LN)のt音地

でも主にp-メトキシケイ皮酸メチルと pーメトキシ安息香酸メチルが生産され

後者の蓄積は 11"-16日の問に般大となり、のち暫滅した.ところが、 p-メトキ

シケイ皮酸メチルは9日にピークに遺して-fI.減少した後再び噌加し、 33日に

2 度自のピークを示した.低炭素高窒素および低炭素低窒~t青地での代謝産物

の蓄積はきわめて少なかったことから、二次代謝産物の生産には高炭素条件が

必要であることが分かった.

( 3 ) HC/HN t脅t也と HC/LNt脅地での代謝産物の蓄積呈と笛体重畳には、 t音t1!!ごと

に明らかな比例関係がみられ、比例定数は HC/LNt音地の方が大きいことから、

菌体重量あたりの代謝産物生産は低窒素下の方が活発であることが示された.

マツオオジの矯養途中に N源を追加しても、代謝産物の生産の遅延や蓄積量

の低下はみられなかった.したがって、ベラトリルアルコールの代謝が窒素飢

餓で誘導される白色腐朽蘭 Phanerochaetechrysospor{umの場合とは異なり、マツ

オオジでは、地地の窒素j民度の高低が代謝物生産の多少を決定するということ

ができる。

( 4 )マツオオジには、通常のt音地ではほとんど芳香族化合物を蓄積しない系統

も存在するが、それらの系統でも、 t音地にフェノールオキシダーゼの阻容剤

(NaN3)を添加すると上記代謝産物が蓄積した.また、グルコースの代わりに木

粉を則いた熔!1!!では、木~)の分解鼠に応じた代謝産物の蓄積がみられたことか

ら、それらの系統でも、同じ代謝経路が機能 していることが明らかになった。

マツオオジ以外の木材腐朽薗では、調査した74種のなかで、褐色!腐朽菌である

ホウロクタケだけがpーメトキシケイ皮酸メチルを治地中に蓄積 した.担子菌類

の子実体に合まれる芳香族化合物としてマツタケのtrans-ケイ皮酸メチルが知

られているが、その合有 量は、マツオオジの代謝産物が菌糸の生長に比例して

t曽加したのと同様に、子実体の生長につれて増加した.

これらの ζ とから、マツオオジと同繊の経路および機能をもっ二次代謝系が

他の担子菌類にも存在することが明らかになった.

( 5 )マツオオジの生産する二次代謝産物は、芳香族アミノ酸から合成されると

考えられることから、薗休中のフェニルアラニンアンモニアリアーゼ(PAUお

よびチロシンアンモニアリアーゼ活性を測定したところ、前者はf走者の4.0倍

であった。マツオオジ菌休中には、 2つの0ーメチルトランスフエラーゼが存在

した。その 1つ<OMl・1)は、これまで未報告の活性を示すもので、 Sーアデノシル

メチオニンの存在下でフリーのケイ皮酸類および安息香酸類をそれぞれのメチ

ルエステAに変換した.もう一方(OMT2)は、 p-クマル酸メチルを pーメトキシケ

イ皮骸メチルに変I換する活性を示した.マツオオジ蘭休中に存在するケイ皮酸

メチルー4ーヒドロキシラーゼ MC4Hは、既知のヒドロキシラーゼ(C4H)と同僚に

その反応に F八0とNADPHを必要とした.ただし、マツオオジのMC4Hは、ケイ皮

酸よりもケイ皮酸メチルに対して高い基質特異性を示した.

これらの結果から判断して、マツオオジの主要な代謝産物である pーメトキシ

ケイ皮酸メチルの生合成は、 PAし、 OMTl、 MC4H、OMT2が}慣に作用し、フェニル

守主 冨
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アラニンから、ケ f成政、ケイ成政メチル、 pークマル酸メ 1・11， を経由して合成

されるものと1;えられた.

(む) IIC/IIN t音地での P̂ し活性はt吉美初期に高く、のち急速に減少した. HC/しN

t表地の P̂ し活性も初期に高く、その後減少したが培糞22日以降に再びし昇し比

較的高い偵を維符した. OM 11 活性は、両培地とも 10日に般大となり、 IIC/しN培

地では 34日から 42日かけて再びやや高い値を示した.OMT2活性は、両借地で

10 --11日にピークとなり、のち減少した. OMTlと OMT2のピーク時の活性は、

IIC/IIN 鳩地より HC/しNl音地のんが高かった. MC4H活性の変化はOMTlと矧似 し

ていた.

t音A初期において、 OMTl、 OMT2、MC4Hの活性がHC/HNt脅地よりも HC/LNt音

地での方が高いという結果は、薗体重量当りの代謝産物がHC/しNl脅地において

大きいという 観察 とよく一次する.また、 HC/LN1告地でのt音業後期の r̂ L、

OMfl、およびMC411活性が比較的高いとい う結果は、同じ時期にpーメトキシケ

イ皮酸メチルの蓄積が 2度目のピーク示すことを説明するものと考えられる.

( 7 )以上のように低聾索条件下でフ ェニルアラニンを経由する二次代謝経路が

活性化されるという現象は、それによってアミノ酸中のNの回収、再利用が活

発に行なわれることを示しており、木材!腐朽閣が高いC/N比を持つ木材を分解

する際に有利な燃摘であると考えられる.
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だいた また、森林センターに勤務 して以来、滋賀入学教育学部助教授繍山和正

氏、 1.Ji1守.h林総合研究所小川県|略上、同関西支所{現、北海道支所)山中淑|寺
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lignoccllulosic materjals. ĈS Symposium Serles. 399: 412-425. 

Shimazono. 11. (1959). Investigations on lignins and )jgnificallon. XXI. Identification 

of phcnolic eslers in the cul ture IT時diumof L.entinus lepideus and lhc 

O-mnlhylalion of methyl p-coumarate to molhyJ p-mcthoxycinnamate in vivo・

八rch.Biochem. Biophys.. 83: 206-215. 

Shlmazono， H.; Schubert， W.J.; Nord. 17.17. (958). lnvesllgatlon on lignins and 

IIgnification. XX. rhe blosynthesis of mcthyl p-methoxycinnamalc from 

specifically labeled D-glucose by Lentinus lepideus. J. r̂n. Chem. S∞.， 80: 

1992-1994. 

，gJ!暫平緩;田窪健次郎(1952).木材腐朽蘭の生化学.第1綴. Bavendamm氏反応と

移酸集積.林試研報， No. 53: 117-125. 

lowcrs， G.H.N. (1969). Metabolism of clnnamic acld and Its derivalives In 

-65-



Basidiomycel四. In "Pcrspectives In phytochemislry". Harborn. J. B.凶. ĉademic 
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Studies on the secondary metabolism of aromatic 

amino acids in Basidiomycetes 

Summary 

Secondary metabolism of aromatic amino acids in 

Basidiomycetes of wood-rotting and mycorrhizal fungi was 

investigated using a brown-rot fungus， Lf>II{ulI//) f. ppitll!υ~ ， 

and some oLher fungi. The resul ts obtained are summarized 

as follows: 

(1) A strain of L. (lt>pιde.u/.> (LL1) accumulated six aromatic 

compounds， one of which is a new metabolite， p-methoxy-

phenylpropanol. This alcohol is thought to be bio-

synthesised from methyl p-methoxycinnamate via p-methoxy色

cinnamic acid. 

(2) Major metabolites of this fungus were methyl p-methoxy-

cinnamate and methyl p-methoxybenzoate. Amounts of most 

metabolites reached maxima at 9-11 days after inoculation 

in both high-carbon and high-ni trogen-level (HC/HN) 

culture and high-carbon and low-nitrogen-level (HC/LN) 

culture， except only methyl p-methoxycinnamate which 

showed two accumulation peaks on days 9 and 33 1n IIC/LN 

culヒure.

(3) The amounts of the secondary metabolites accumulated 1n 

HC/LN culture were higher than those in HC/HN culture on 

the basis of mycelial weight. 

Addition of nitrogen sources into nitrogen-limited 

(HC/LN) culture in the course of incubation did not 
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sLlppressed the production of secondary metabolites. 

(4) Sorne other strains (LL2-4) of l.. (('/Jli/I'II今 did not 

accumulate the secondary metabolites in so great amounts 

as cornpared with LL1. However， addition of a 

phenoloxydase inhibi tor (NaN 3) enhanced the amounts of 

the accumulating metabolites in these strains. 

Survey for abi 1 i ty to produce simi lar metabol i tes in 

74 species of wood-rot fungi revealed that only Jυρc!u('('(/ 

dIC/(11l う 1; produced rnethyl p-methoxycinnamate as the 

secondary metabolite. 

(5) The amount of methyl cinnamate contained in the frui t 

body of 711ICh(){οma mul~uiuke increased with the growth of 

the fruit body， as in the case of L. eej>/(!CJIH in which 

the amounts of secondary metabolites increased with the 

growth of the mycelia. 

(6) Metabolic pathways were also exarnined with ヒhe enzymes 

extracted from L. {ep i<jeu~ ・ Activity of phenylalanine-

ammonia lyase (PAL) in the mycelia of L. fcp i. d(>l/~ was 4 

times higher than that of tyrosine-ammonialyase. Two 0-

methyl-transferase activities were found in the mycelia; 

one (OMT1) catalyzed esterification of cinnamic acid to 

form methyl cinnamate， and the other (OMT2) didο-

methylation of methyl j>-coumarate to form methylρ-

methoxycinnamate. Methyl cinnamate-4-hydroxylase (MC4H) 

was also found in this fungus， catalyzing 4-hydroxylation 

of methyl cinnamate to form methyl j>-coumarate. 

These findings indicate that methyl p-methoxy-

cinnamate， a major secondary metabolite of L. (('/・); " (' 11 ~ ， 

is biosynthesized frorn L-phenylalanine via cinnamic acid， 

methyl cinnamate， and methyl p-coumarate by PAL， OMT1， 

C4H， and OMT2 in this order. 

(7) Activities of PAL， OMT1， MC4H， and OMT2 reached their 

peaks at 7-11 days in both HC/HN and HC/LN cultures. 

Activities of PAL， OMT1， and MC411 in HC/LN culture 

rnaintained relatively higher levels in the later 

incuba tion stage， which might be closely rela ted to the 

occurrence of the second peak for methyl p-methoxy-

cinnamate in this cultLlre. 

(8) The results obtained in this investigation indicaヒe 七hat

secondary metabolic pathway in L. repic!P. u~ is activated 

under low nitrogen conditions. This mechanism forces the 

fungi to degrade wood substrate with high C/N ratio， 

since the rnetabolic pathway recycles nitrogen by 

production of nitrogen‘free metabolites. 
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