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学位論文要約 
 

マツタケシロの抗菌物質・シュウ酸アルミニウム錯体の化学生態学 

 

西野	 勝俊 

 
京都大学 大学院農学研究科○○○○ 
食品生物科学専攻 生命有機化学分野 

 
 
1. 序	 論 
 マツタケ (Tricholoma matsutake) の子実体は和食を代表する食材のひとつである。その宿主であ

るアカマツ (Pinus densiflora) の生育には、水はけがよく貧栄養のやせ土が適している。アカマツが

このような土壌で生育できる理由として、細根に形成された外生菌根を介して、広範囲の土壌から

水分やリン酸などの栄養分を吸収できることが挙げられる。マツタケはアカマツに外生菌根を形成

する菌根菌のひとつである。菌根は植物と菌との相利共生組織であり、マツタケは菌根を通じてア

カマツから糖類などの光合成産物を吸収する。 

 マツタケの子実体はアカマツを中心に環状に形成される (図 1)。この輪はフェアリーリングと呼

ばれており、フェアリーリングとその内部の土壌には菌根や菌糸を含むマツタケ菌のコロニーが形

成されている。このコロニーはシロと呼ばれている。シロは毎年約 10−15 cm ずつ外側へと菌糸の

伸長とともに拡大し、その先端は菌根が最も活発に生育しているため、活性菌根帯と呼ばれる。活

性菌根帯から採取した土壌はグラム陰性菌や枯草菌に対して抗菌活性を示す一方、培養菌糸や子実

体、シロ外部土壌の根には抗菌活性が認められていない。この活性菌根帯土壌に含まれる抗菌物質

はシロの維持拡大に寄与していると考えられる。これまで抗菌活性物質はα−pineneやβ−pinene な

どのモノテルペンと推定されていたが、追試の結果、これらのモノテルペンには抗菌活性がないこ

とが明らかとなった。そこで本研究では、シロに含まれる真の抗菌活性物質を解明し、シロにおけ

る抗菌活性物質、マツタケ菌体ならびに土壌微生物の分布、さらには土壌微生物の抗菌物質に対す

る感受性などを分析することによって、それらのあいだの相関関係を調べ、抗菌物質のマツタケシ

ロにおける化学生態学的役割を明らかにすることを目的とした。 

	 	       
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   図 1.	 マツタケシロの断面図	  
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2. 抗菌物質シュウ酸アルミニウム錯体の単離・同定 
	 抗菌活性は枯草菌 (Bacillus subtilis) を用いたペーパーディスク法により評価した。活性菌根帯土

壌の 20％MeOH 抽出物を活性炭カラムで精製し、その水溶出区をアニオン交換樹脂 TOYOPEARL 

DEAE ゲルにより精製 (0-300 mM HCl) した結果、抗菌活性は 100 mM HCl 溶出区に認められた。

これを別のアニオン交換樹脂 Oasis® WAX により精製したところ、抗菌活性物質は 5% NH3含有

MeOH 区に溶出した。この画分を水から再結晶化し、無色針状結晶を得た。X 線構造解析の結果、

この結晶をシュウ酸アルミニウム錯体と同定した。シュウ酸アルミニウム錯体が抗菌活性を有する

ことを明らかにしたのは本研究が初めてである。 

	 アルミニウムは 6配位の 8面体構造をとることができる。したがって、シュウ酸は最大 3分子配

位できることから、シュウ酸アルミニウム錯体にはシュウ酸 1、2 および 3 配位体が存在する (図

2)。これらは 27Al NMRにおけるケミカルシフトが異なる。各配位体の抗菌活性はシュウ酸配位数

の増加に伴い低下した。このことから、抗菌活性にはアルミニウムの空配座が必要であることが示

唆された。また同錯体の抗菌活性は培地の pH が上がることでも減少した。培地中のシュウ酸配位

体比率を分析した結果、培地の pHが高いほど抗菌活性をほとんど有さないシュウ酸 3配位体の比

率が高かった。これは pH が上昇するにつれて解離型のシュウ酸が増え、そのシュウ酸イオンがア

ルミニウムイオンに配位しやすくなるためだと考えられる。 

 シュウ酸アルミニウム錯体は Bacillus 属をはじめとする多くの細菌や酵母に対しても抗菌活性を

示した。一方、マツタケに対しては菌糸の成長促進効果を示した。このことから、シュウ酸アルミ

ニウムは土壌中で競合菌の生育を抑制するだけでなく、マツタケの成長にとっても重要な機能を有

していると推定される。 

 

3. シロ土壌におけるシュウ酸アルミニウム錯体、マツタケ菌体量、シュウ酸、pH、抗菌
活性およびリン酸の分布と微生物密度 

 シュウ酸アルミニウム錯体が土壌微生物からシロを保護しているなら、その分布は土壌中のマツ

タケ菌体量や抗菌活性の強さと正の、微生物密度とは負の相関をしていると考えられる。そこで、

子実体発生時期のシロから土壌を採取し、シュウ酸アルミニウム錯体濃度、マツタケ菌体量、抗菌

活性および微生物密度を調べた。また、同錯体はシュウ酸が土壌中のリン酸アルミニウムからリン

        

 

             
図2．シュウ酸アルミニウム錯体の27Al NMRスペクトル (104 MHz, H2O) と抗菌活性 

   A: シュウ酸3配位体、B: シュウ酸2配位体、C: シュウ酸1配位体 
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酸を可溶化する際の副産物として知られている。シュウ酸は菌根から分泌されていると考えられる

ことから、活性菌根帯のシュウ酸およびリン酸濃度は周辺土壌よりも高く、pH は低い可能性があ

る。そこで、シュウ酸およびリン酸濃度、ならびに pH も測定した。その結果、シュウ酸アルミニ

ウム錯体は活性菌根帯にのみ濃度 388 µg/gで検出され、シロ内側および外側の土壌には検出されな

かった (図 3)。同錯体濃度は各土壌抽出物の抗菌活性の強さと相関していたことから、この抗菌活

性はシュウ酸アルミニウム錯体によるものであることが明らかとなった。活性菌根帯のシュウ酸お

よびリン酸濃度も周辺土壌より高かったことから、シュウ酸アルミニウム錯体の分布はマツタケ菌

体量、シュウ酸およびリン酸濃度と正の相関を示した (図 3)。一方、pH、微生物密度とは負の相関

を示した。この結果から、アカマツとマツタケは菌根からシュウ酸を分泌して不溶性リン酸アルミ

ニウムから可溶性リン酸を得るとともに、シュウ酸アルミニウムの抗菌作用により土壌中の微生物

環境を整えることで積極的にシロを拡大していると考えられる。 

 

4. シュウ酸アルミニウム錯体濃度とマツタケ菌体量、抗菌活性および pHの季節変化と微
生物相の違い 

 子実体発生時期のシロ土壌においてシュウ酸アルミニウム錯体の分布がマツタケ菌体量および

抗菌活性と正の、pH と負の相関を示した。同様の相関が年間通じて認められるか調べるため、3

つのシロを用いて、シュウ酸アルミニウム錯体濃度、マツタケ菌体量、抗菌活性および pH の季節

変化を隔月で 1年間調べた。その結果、シュウ酸アルミニウム錯体は年間を通じて活性菌根帯にの

み検出され、その含量変化はマツタケ菌体量ならびに抗菌活性の変化と正の、pH の変化と負の相

関を示した (図 4)。10月採取の土壌におけるバクテリア密度 (CFU/g soil) とその種類およびそれら

のシュウ酸アルミニウム錯体に対する感受性も調べた。その結果、バクテリア密度はシロ外側が

105,000、内側が 99,300であったのに対して、活性菌根帯は 39,500と最も低かった。バクテリアの

種数も同様の順で少なかった。単離したバクテリアのシュウ酸アルミニウム錯体に対する感受性を

調べたところ、感受性菌の存在比率は外側が高く、活性菌根帯から分離されたバクテリアは全て耐

性を示した。このことは、マツタケ菌はシュウ酸アルミニウム錯体の抗菌作用を利用して土壌中の

微生物環境を制御することにより、シロを維持、拡大していることを強く示唆している。 

	 	 	 	  
図 3. マツタケシロにおけるマツタケ菌体 (A)、シュウ酸アルミニウム錯体 (B)、シュウ酸 (C)、

pH (D)、抗菌活性 (E)、バクテリア (F)、カビ (G) およびリン酸 (H) の分布 

SI: シロ内側、SF: 活性菌根帯、SO: シロ外側、DIZ: 生育阻止円 
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5.  考	 察 
 これまでシュウ酸アルミニウム錯体はシュウ酸による土壌中リン酸アルミニウムからのリン酸

可溶化に伴う副産物あるいは酸性土壌における可溶性アルミニウムの解毒代謝物であり、生理機能

	 	 	     	  

 図 5. シュウ酸分泌の一石三鳥効果 

A: 不溶性リン酸アルミニウムから可溶性リン酸の遊離、B: 酸性土壌における

可溶性アルミニウムの解毒、C: 抗菌物質・シュウ酸アルミニウム錯体の生成 

	 	  	  

図 4. マツタケ菌体量 (A)、シュウ酸アルミニウム錯体濃度 (B)、抗菌活性 (C) および

pH (D) の季節変化 

SI: シロ内側、SF: 活性菌根帯、SO: シロ外側、DIZ: 生育阻止円、Apr: 4月、 

Jun: 6月、Aug: 8月、Oct: 10月、Dec: 12月 
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は持たないと考えられていた。しかし本研究によりシュウ酸アルミニウム錯体の抗菌活性が明らか

になったことから、シュウ酸分泌はこれまでに知られていた 2つの役割に抗菌物質の生成を加えた

一石三鳥の効果を有することが明らかとなった (図 5)。しかも、シロにおけるシュウ酸アルミニウ

ムの分布とマツタケ菌体量がよく相関していたことから、シュウ酸アルミニウムはシロの発達と維

持に重要な役割を果たしている可能性が高い。 

 マツタケ菌とアカマツが貧栄養土壌で生育できる理由として、菌根からのシュウ酸分泌が関係し

ていると考えられる。このシュウ酸分泌は、主にリン酸欠乏により誘導されている可能性がある。

マツタケ菌およびアカマツはシュウ酸分泌により生成した可溶性リン酸を利用することで貧栄養

土壌でも生育が可能である。同時に生成したシュウ酸アルミニウム錯体は周辺の土壌微生物を殺菌

することによってマツタケ菌が生育できる環境を整え、シロの拡大、維持に重要な役割を担ってい

ると考えられる。 




