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Abstract 

Pesla/oliopsis spp. strains werc isolated from leaves of 17 out of 23 plant species. Some of the Pestalotiopsis 

spp. isolates show巴dcat巴chol-xylosylationactivity. A catechol-xylosylating enzyme was purified from the culture 

filtrate of an isolated Pesta/oliopsis spp. strain SRA. The purified enzyme hardly hydrolyzed xylan as a sole 

substrate， but catalyzed xylan-degradation and production of catechol-xyloside (specific activity at 0.11 U/mg 
protein) in solution containing xylan and catechoJ. The apparent molecular mass of the purified巴nzymewas 

determined to be 40，000 Da by SDS-PAGE. The optimal t巴mperatureand pH for the enzymatic activity were 40
0

C 
and 5.0， respectively. 
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はじめに

日本には面積約1，αx)万haの人工林があり，そのうちの約

4割(これは企森林面積の約 2割にあたる)，木材現存量に

して約6割を占めるスギは.その成長の!f!さや利用性の広さ

等により多く他林されてきた[lJスギ林を管理する|祭には，

間伐材や勢定枝だけでなく. 1蒋腐病などの病害の蔓延による

被害林の拡大が問題となる [2J.ーブJ.輸入自由化による

国内林業の衰退に伴い.植林済みのスギの多くは利用用途が

失われた[lJ.筆者らは，間伐材や郭定枝.病害に犯され

たスギだけでなく，これら利用用途を失ったスギの新たな有

効利用法を開発することは，社会的な課題で、あると考えてい

る.これまでに.スギ木炭の利用，スギ炭化時に発生する木

酢液の利用 [3J.精油原料としての利用 [4J.あるいは薬

剤によるセルロース分離 スギ炭化に必要な熱源等環境に対

する負荷がより少ないとされるキノコ栽培の培地としての

利用 [5.6.7]が試みられている.しかしスギをはじめ

とする針葉樹は広葉樹と比較し微生物による分解が困難な

リグニンを多く含み [8，9J.かつ比較的資化しやすいヘミ

セルロース成分が 7~12%と少ない日OJ ため.キノコ栽杭ー

の培地としての利用は進んで、いない.

Pestalotiopsis属糸状閣は子のう菌類に分類され，カキ葉枯病.

チャ輪斑病などを引き起こす植物病原菌である [11.12， 13J 

篠山らは，Pe.釘ω'st，ωα/わO訂仰O叩'P.¥川15属糸状I商有をスギギ、生一菓から高頻度で

しし.スギ木粉培地において良好に生育することを見出した[l4].

したがって，Pesta/otiopsis属糸状菌はスギ木質資源の資化性

に優れると推察される また Pesta/otiopsis属糸;1犬菌培養後

のスギ木粉J~~培地では，ブナシメ ジなどの食用キ ノ コが良好

に生育する[l5Jだけでなく.家畜排i1ft物の匂いを吸収する

ことも示唆されている[l6J

さらに篠山らは• Pest，αlotiopsis属糸状菌が増殖したスギ木

粉培地には.各種フェノール類に対してキシロオリゴ糖を配

糖化するキシラナーゼが生産されていることを見出し精製

した日4J.Pesta/otiopsis属糸状菌は健全な生業や果実に常在

する病原菌として知られている [11，12J.本研究では.キ

シランを糖供与体としてカテコールを配糖化する活性をも

っPesta/otiopsis属糸状菌を日本各地のスギ生業・落葉に加え.

千葉大学園芸学部および千葉大学環境健康フィールド科学

センターの樹木と野菜，計22の植物種から採取した生葉と落
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業を分l)Jlij原とし. より広範にf~~~~{ した.その市古来.スギ落葉

より分離さutこPestalotiopsissp. SRA株の培養j夜から， 問配~f糖官f化ヒ

i活r.首舌3"引町;ドぺf川d↑f刊性t'問'1

れたのでで、宇判報IH荘2?する-

る J;}Oj)主はJ:_~己目rÎJJ7:i l'もで\~j二育 した H"î糸を 6111111f'fJに 311計切り 1!兄

1') ，以下の崎地にiE床したのち， 25
0

Cで14EIIIU静躍して行 フ

た 培地は 茶官水30m!1:1コに米ヌカを 1g，炭当石原としてス

ギ木粉，スギJH皮，あるいはキシランを 5giポカ11した後，オー

トクレーブ滅的して間製した その後町 pH5.0に T~Jm ~!~{ Lた

実験材料および方法 1ω111M酢酸ナトリウム経街液を20m!(キシラン田中日培地では

12m!)添加し 1日間冷琉i1Jriwf受， 二重ガーゼによるろ過を

糸状菌の分離 行ったさらに， 8，ωOG町30分間遠心分間i，ろ紙 (No.l31，

千葉大学|長|芸品吋1;および千葉大学環境健康フィールド科 アドパンテック)よるl庇引ろ過にて得られたろ液を各種目字詰

学センター内の22樟の植物(スギOyptol11Cl'iaj中 0肌 '0，アオ 活'1 ~=ìl1lJ定にm し、た.

キイlIclIboj叩OI1lCO，ベニバナトチノキAes、clIllISXι'arl1ea，ボッ

チャンCucurbiramoschala，マサキEUOi1V/IIZ山/中OI1lClIS，モチノ

キlIexinlegra， タマイ フnキJWlIpemsc!zinピilS/S，イスノキD山Jルi宮υ的仰/ハ仰1ド凶，1山Ii

11川11川l日11υj白似Cωcω17)(町{ω1万川Y口川IIω川iυ川仰Jη川1η1町モッコク Ternsfroemiag)il1nanf!zea， 、ソゲ、BlI.YlIS

miC/vphylla，コブシJ¥.fagnoliakobu.l'， オオムラサキツツ乙-Rhυ

dodendmnρIIlcか11111，オオヤマザクラPrllllll.l'sargelllii. ソメイ

ヨシノFIiIIllISX )'edoen.l'is， ヒイラギモク七イ Osma刀IhllSXjlο/'llI-

I1CI，ブロッコリーBra.l'sicaoleracea，ニンジンDallCllSαllIJta，

トチノキ4ωculusturbinata コノテガシワPわり'c/adzωoricntal-

IS. ゴウヨウザンOll1ninghamiμ lanc('olata. ヒサカキEIIパゼJ

japOl1lca，カボチヤc、l此tιr川cα'll川)/{(ωLυ1111η10ωschιω11叩ra司)句 ol50fldl体から採11':(し

た~t~ .落葉から各種糸:1犬ldHを分離したー 植物誌はigUt';i済み

ifF具を ) þJ い 各被正木および、J:!iJ 凹二L)~nílï より 直披採1[i( L，直ち

にPDA平板培地 (B己じlon，Dcckinson and Companyi.出) にi'iJ計百し

た後， 6 El [I.¥]25"Cにてよ)'4.悲した PDA :;:H)~}，"i地にて~L育が(J'm

fiZされた糸状TM併を新たな同士ff地の中心部に誼)未UW献し

た• FestalotiopsisJ，'ffi;糸状闘の主j!.sjjfと同定は.よJt地J:で、の71三体

観祭およびIJ包子71三 ljx後の t~.i1t民j]ji!:を m いた)j包子 観察によって

?うった

醇素の精製

l場イオン交換クロマトグラフ fーは20mM酢酸ナトリウム

緩衝液 (pH5.0)で平衡化したPoros50HS!却カラム(ゆ4ふ11111

x 10cl11)を)刊しミて行った これに培養iWをiJtL，2M NaCl 

20m MI'ii'酸ナトリウム緩i<fijiW70mlをi0f日ji夜とし流辿を 4.ml

111111 ー ! としたステ ッ ブワイズì:l~で， ipえ着および非Il具話回分を

分111した 得られたカテコール配if，!(化活性四分を ヒ記i後任ii夜で

王子衡化したMOl1OQ 4.6/1.1∞ PEカラム{ゆ4.6ml11X lOcm)をli札、

た I;~~ イオン交換クロマトグラフイーで分間した O~2M 

NaCI-20mM酢酸ナトリウム綬HUirt:Hmlを浴山法とし流速

は0.91111min -1としたリニアグラジェント法で， 各ピーク 四分

を分取した 各ピーク|四分の活性イ胞をiJ!1J定しカテコー lレ配

1J，!fイじ活性を:Jt1tJ{に最古冬nsな粕製昨葉桜11111を持た なお. 精製

1佐官立はSDSーポリアクリルアミドゲルfE気iik[ib(SDS-PAGE) 

にて行ったー

多糖類加水分解活性およびカテコール配糖化活性の定性的

評価

l:VI冨クロマトグラブイー (TLC)を用いたキシラン力11水分

各種酵素活性測定用試料および酵素精製用試料の調製 解活性とキシランとカテコールを器民とした場合のカテ

分離したI詰株を月jい， pD，¥lFがえよ;子士山で25t町6 1:lltljの前培 コール配iJ，'i化ìi~ttの4お;，2， 1点前靴 日7J と 同様に行った.

養を行ったー酵素生産のための吊j!~は液f~;J{，，:地あるいは回 1'1'1

培地で行った.液体埼士山による培養は上五日]IiJ培養で、生育した

白糸を 6111m角に切り l[i(り，以下の.lf，:1也にi'jIJi1¥iしたのち.

30t 句 13011)111で、 2~1O 日 間回転張とうして行った液体培地

は，醇母エキスO.Olmg町KcHPO，IO.OO5mg，(NH1) 2S01 O.l5mg， 

MgSO.，・ 7H，00.02mg， NaC10.063mg， !-hBC}，O.025mg， 

FeCuHoO，・xH，OO.75mg， CaCl，・H200.5111g，ZnSOI' 7H20 0.25mg， 

MnC12 -4H，O O.Ol3mg・CoC12・6Hρ0.0l3mgに炭素源として

スギの心材・辺材部を粉状にしたスギ木粉. 同+5J皮iil¥を組l粉

状にしたスキIイ!之，あるいはキシランを Ig添加し 7主主7水

50mlにi容!日干した後. オートクレープj域的 (121t，1.2気)ヱ

20分IIU)し剖製した..t;}3j1も後， 8，α)()G， 30分j主心分離した後.

i吸引ろj過で待たろ液[ろ紙 (No.l31.アドパンテック)J を

.各種両手法活性測定と醇ま精製に用いた 一方， lim相培地によ

酵素活性の測定

キシラン加水分解iì~î'lg:のìJ!1J定句キシランとカテコー 1レを器

商とした場合のカテコール配fJ，lf化ir!iti'のil!lJjE，およびs-キ

シロシダーゼìrî'l~l:の測定は前一手11 [17J と同様に行った 酵素

活性へのl剖の影響は， 30't:に f~'~ i.lfli したpHl .O~12.0の各樟経

街液1'1-1で20分11副長とう反応後.各種ii!itl=をil!1J定することでfilM

べた pH安定性は各組pH緩衝i!lz:ltlで叩℃の下旬]I則的反応fえ

il!lJ7Cして調べた 主適温度は1O't~80oC I・こfi日17tされたが-[5.0

経j;jiJi夜中で'205J"IIiJ振とう反応後. 各種活性をil!lJ定することで

決定した また.jill度安定性は各組温度に保視された)1H5.0

緩衝液トわで 1 1l~j'II:J 反応後.測定して捌べた
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タンパク質の分析

前報 [17]と同様の手法により ，タンパク質の定量および

SDS-PAGEを用いた精製程度確認と分子量推定を行った

結果と考察

キシランを糖供与体とする配糖化活性の高い糸状菌の分離

千葉大学園芸学部および千葉大学環境健康フィールド科

学センターの樹木・野菜から得られた各種糸状菌をコロニー

および胞子の形態観察により同定した結果，スギ，アオキ，

ベニバナトチノキ，ボッチャン.マサキ，モチノキ， タマイ

ブキ，イスノキ.モッコウ，ツケ¥コブシ，オオムラサキツ

ツジ，オオヤマザクラ， ソメ イヨシノ， ヒイラギモクセイ，

ブロッコリー，ニンジンの17種36個体からPωta!otiopsis属糸

4犬菌カf力、調!tされた. しカ、し トチノキ. コノテカシワ.コウ

ヨウザン， ヒサカキ，カボチャの 5種14個体からは本菌は分

離されなかった 17程36個体から分離された36雨林について.

培養液中のキシ ラン分解活性およびキシランを糖供与体と

するカテコール配糖化活性をTLCで調べた結巣.モチノキ由

来MO株句 ヒイラギモクセイ由来日株.およびスギ落葉由来

SRANミが. キシランを糠供与イ木とする顕著なカテコール配糖

化活性を示 した(データは未掲載)• 

Pesta/otiosis sp. SRA株の液体培養と固相培養時における

酵素生産性の比較

TLCJこにおいて顕若な酵素活性を有することが認められた

-liij:述の 3株についてそれら酵素活性を比較したところ，

SRA株は.カテコール配糖化活性0.56U/mlで¥カテコール配

糖化活性/キシラナーゼ活性比が最も大きかった(表1)

本菌株について，キシランを含む液体あるいは回相培地で培

養し酵素活性を比較したところ.キシラナーゼ活性は回相

培養の場合の方が高く .カテコール配糖化活性は液体培養の

方が高かった(表 2) カテ コール配糖化活性/キシラナー

ゼ活性比は，国相培養では0.29. 液体培養では22であったた

め，本研究ではカテコール配糖化酵素の精製には液体培養法

を用いること にした.

Pestalotiosis sp. SRA株のカテコール配糖化酵素生産性に

及ぼす炭素源の影響

Pesta!otiop.山 sp.SRA株を用いスギ木粉を炭素源とし液体培

地で培養したところ，培養9日目でカテコール配械化活性が

最大となり ，その後は減少傾向が見られた(図1).キシラナー

ゼ活性が培養 1日目から観察されたのに対しカテコール配

糖化活性は2日目以降に検出されたまた，炭素源としてキ

シラン，スギ木粉.あるいはスギ樹皮(いずれも 2% (w/v)) 

を添加してPestalotiop.川 sp.SRA株を培益したところ.培養液

中のカテコール配糖化活性は，炭素材訴にキシランをよJ:jいて培

養した場合に最も 高かった (表 2) また Pestalotiopsissp. 

表 1 PestaloriopsisJiJ5，分離糸状菌のキシラン液体培養液1-1-/のキシラナーゼ活性およびカテコール配糖化活性ネ

菌株

Pestaloliopsis sp. MO株

Peslα101叫 7sissp. HI株

倒 的liopsissp. SRA株

キシラナーゼ活性

(Ulml) 

5.3 

0.012 

0.025 

カテコール西日私1f化活性 カテコール配糖化活性/

(Ulml) キシラナーゼi舌↑生

0.27 0.051 

0.15 13 

0.56 22 

'p目 的IOliopsissp_ MO株を 4日問。 H昨年を 5日間 SRA株を 7日間 キシラン液体崎地で. 30'C. 130rpm回iI日反とう培養した後

のろ液を使用した 培養日数は. 2-10日II¥Jの培養中. 1設もカテコール両日糖化活性の向い日数としたー

表 2 Pestalotiopsis sp. SRA株のキ シラナーゼ活性およ びカテコール配糖化活性*

I奇養方法 炭素源
キシラナーゼ活性 カテコール配糖化活性 カテコール配給化活性/

(Ulml) (Ulml) キシラナーゼi舌tl

液体培養 キシラン 0.025 0.56 22 

スギコド粉 0.51 0.087 0.17 

スギ樹皮 0.0079 0.098 12 

|胡相府養 キシラン 0.52 0.15 0.29 

勺!H本:t1!i養では.炭素iJfi(をキシランとした場合7日間.スギホ;粉および樹皮とした場合91二11日J. 300C. 130rpmで、1i1l!I!!;振とうしたも

のを使用した. Ol相土庁養では 250Cで14卜1r:~静置したものを用いた 椛養卜l数は 2 -14 1:11問の情義 1-\'. 最もカテコール配布I~化

ì~i七|の向い日数とした



カテコール配糖化酵素の諸性質

キシラン分解活性およびカテコール配糖化活性

得られた酵素精製襟品を別い.基質をキシランのみ.ある

いはキシランとカテコールの共存下で反応させ，反応産物を

TLCで定性的に評価した硫酸による全糖発色およびp-アニ

シジン塩酸塩による還元糖発色を行ったところ.基質をキシ

ランのみとした場合にはバンドは検出されなかった これに

対しキシランとカテコール共存下で、は全糖発色で、バンドが

検出されたが，還元糖発色ではバンドが検出されなかった

これらの結果からキシランとカテコール共存下で検出され

配糖体であるアルブチンと同様に，五lo還元性を

示す配糖体であると考えられた(図 3). TLC上で問機の挙

動を示すバンドがキシロシルカテコール類であることが単

離・構造解析により示されていること[18]から，

バンドもカテコールの水椴基にキシロースあるいはキシロ

オリゴ糖が配糖化した化合物であると考えられた

酵素にFキシロシダーゼ活性は認められなかった

pH の影響

精製酵素のカテコール配糖化活性の至適pHは7.0で、pH9.0を

越えると63%の活性の低下が見られたまた本酵素は，

また，本

図2 精製酵素襟品のSDS-PAGEパターン

レーン1.分子量マーカー [Phosphorylaseb (94，000). Bovinc SCrtlln 
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Trypsin lnhibitor(22，000) 日ーLactalbull1in(14，400)] ;レーン2 精製形
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食と緑の科学:

カテコール配糖化酵素の精製

最もカテコール配糖化活性が高かった培養液(キシラン液

体培地で、Pωtaloti，中'sissp. SRA株を 7日間培養)よりカテコー

ル配糖化酵素を精製した I高養ろ械をPOlω 5OHS/20を用いた

|場イオン交換クロマトグラフイーに供したところ，カテコー

ル配糖化活性は非吸着画分に検出されたこの非I肢着直|分を

MonoQを用いた122イオン交換クロマトグラフィーに供した.

~Iõ吸着画分.および2 つの吸着画分に，カテコール配糖化活

性が検出された.これらの中で¥弱く吸着した画分から.

シラナーゼ活性が検出されず.配糖化反応を触媒する酵素タ

ンパク質が21mg. 比活性O.llU/mgprotein. JI:X率0.22%で得ら

精製の各段階におけるタンパク質量，各種活性などを

表 3に姿約したこの精製酵素襟品はSDS-PAGEにおいて単

一のタンパク質バンドを示した(図 2) 本結果から.精製

酵素の分子量は約40，α刀と推定された

SRA株は.スギ木粉よりも，スギ樹皮を炭素il京として培養し

た際に.カテコール配糖化活性/キシラナーゼ活性比が高

かった(表2). 

キ

培養時間の経過に伴うキシラナーゼ活性およびカテ
コール配糖化活性推移

Pesta!otiopsis sp. SRA株を)11いスギ*t}を炭素i阪とする液体培地で.
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医13 事J邑;クロマトグラフイーによる反};i5生成物の分析

硫酸による会新発色 (A) およびρーアニシジンj長鮫嵐による還

元梢発色 (8) の結果を示した

レーンl 標準物質 (A，Arbutin; X1， Xylosc; X2， Xylobiosc; x3， 

Xylotriosc) レーン2. キシランのみを基質とした場合，レー

ン3. キシランとカテコールをともに加えた場合

pH5.0からpH7.0で、至適pHFでのカテコーlレ配給化活性の70%

以上の活性が保持された キシラナーゼ活性は，いずれの

pHでも検出されなかった(以上.データは未掲載)• 

温度の影響

精製酔素のカテコール配精化活性の至適温度は40tで¥

50
0Cで‘は至適抗度下で、の配糖化活性の38%の活性が認められ

た また.本醇葉は400Cまで安定であり、印℃になると活性

はほぼ失われた.キシラナーゼ活性はいずれの品度でも検出

されなかった (以 l二.データは未掲載)

おわりに

本研究ではスギ落菓ーからPωtalotiopsissp. SRA株を分離し

その培養ろ液から，キシランを精供与体とするカテコール配

糖化酵素(以下， SRA酵素とする)を精製した SRA酵素の

産業的有用性が示されれば.酵素生産時の培地成分として未

利用スギ資源が用いられることが期待される.

SRA酵素は.キシラナーゼ活性とキシロシダーゼ活性を持

たない点‘また，その活性の至適j見度. 至適pH.熱安定性.

pH安定性の点、で¥ηichodermasp.由来のフェノール~i配糖化

酵素[17] と同様の性質を示 した しかしながら.刀̂icho-

dermasp山来の精製酵素の分子量が約73，αぬであるのに対し

SRA酵素は約40ぅα泊であり.異なる構造を持つタンパク質で

あることが推定された 他のPeslaloliopsis属株からも配糖化

活性をもっ酵素が明らかにされているが.SRA酵素とは異な

り，キシラナーゼ活刊A をもっ[l4]. これらの点から，本酵

素は新規の醇素であると考えられる 今後，酵素遺伝子の取

得などによか構造が明らかにされることを期待したい ま

た‘筆者らが知る|浪りでは. SRA酵素のような配糖化に特化

したキシラン関連酵素に関する報告例は極めて少ない.今後.

本研究のような地道なスクリーニング作業によって，このよ

うな酵素の分布や生理 ・生態学的な役割が明らかにされてい

くことを期待したい.

摘要

キシランを糖供与イ本とする有用配線化醇素を生産する微

生物の分自In加として，業圏に注目し，カテコーjレを*A1j受谷体

とするカテコール配糖化反応を触媒する酵素を産生する

Pesta/oliopsis属糸状~íを探索したその結果. スギ業に限らず.

広葉樹葉からも高頻度に分離されたPesla/oliopsis属糸状薩|株

はキシランを糖供与体とするカテコール配糖化醇葉を産性

することがl明らかになった PeSla/oliopsis sp. SRA;f米の南体外

l血i分から句キシラン加水分Wr活性がなく，キシランを糖供与

休としてカテコールを配糖化する分子最約40，α犯の間千葉を精

製した
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