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(57)【要約】
【課題】発光性真菌の発光機構に関連する発光剤を提供
することを解決すべき課題とする。
【解決手段】本発明の発光剤は、トランス−ｐ−ヒドロ
キシケイ皮酸及び／又はトランス−３，４−ジヒドロキ
シケイ皮酸を含む。特に発光性真菌としてはMycena chl
orophos、Filoboletus manipularis (Berkeley) Singer
、Armillaria mellea、Neonothopanus nambi、Mycena c
itricolor、Panellus stipticus、及び、Armillria bor
ealisのうちの何れか１つである。発光性真菌は近縁種
であると考えられるため発光に関与する基質が共通する
ことが予想される。
【選択図】図１

(2)

JP 2017‑114995 A 2017.6.29

【特許請求の範囲】
【請求項１】
発光性真菌から抽出可能な発光酵素に作用して発光反応を生起するか、及び／又は発光
反応を増強する発光剤であって、
トランス−ｐ−ヒドロキシケイ皮酸及び／又はトランス−３，４−ジヒドロキシケイ皮
酸を含む発光剤。
【請求項２】
前記発光性真菌はMycena chlorophos、Filoboletus manipularis (Berkeley) Singer、
Armillaria mellea、Neonothopanus nambi、Mycena citricolor、Panellus stipticus、
及び、Armillria borealisのうちの何れか１つである請求項１に記載の発光剤。
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【請求項３】
請求項１又は２に記載の発光剤と、
前記発光剤に必要時に混合できるように配設された前記発光性真菌に含まれる発光酵素
と、
を有する発光装置。
【請求項４】
前記発光性真菌に含まれる発光酵素の遺伝子を生物に導入・発現させる工程と、
請求項１又は２に記載の発光剤を前記生物に投与する工程と、
前記生体において前記導入した遺伝子の発現を発光の観察により検知する工程と、
を有する遺伝子発現の検知方法。
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【請求項５】
Mycena chlorophosの菌糸体又は子実体から得ることができ、トランス−４−ヒドロキ
シケイ皮酸及び／又はトランス−３，４−ジヒドロキシケイ皮酸を基質とする発光酵素。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、発光性真菌の発光反応を参考にして知得した発明であり、発光剤、発光装置
、遺伝子発現の検知方法、及び、発光酵素に関する。
【背景技術】
【０００２】
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発光性真菌は、現在７７種が確認されている。それらの発光機構に関する研究は、長年
行われているにもかかわらず、２０１５年に学術雑誌Angewandte Chem (2015, 8124‑8128
)に発光性真菌N. nambi, M.citricolor, P. stipticus, A.borealisの菌糸体の発光に関
わる物質がhispidinおよびhydroxyhispidinであると報告されるまでは、一つも特定され
ていなかった。
【０００３】
発光性真菌Mycena chlorophosは菌糸体と子実体の傘が緑色に光り、傘の発光輝度は発
光性真菌の中でも最高クラスである。Mycena chlorophosの発光物質および発光機構も不
明であったが、２０１５年にM.chlorophosの冷水抽出液にhispidinを加えると１０分間の
積算値で４５，０００，０００ｒｌｕの強度で発光することが報告された（非特許文献１
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）。この強度は、後述の実施例の発光活性試験と同様の測定条件で追試すると約３２０ａ
．ｕ．（１秒間の積算値での最高値）であった（図１１）。
【０００４】
ところで、生物の発光原理は、バイオサイエンス、医学、薬学、農学、工学等の広範な
分野で応用されており、例えば、生体のイメージング技術や遺伝子工学におけるアッセイ
技術として現代科学において不可欠な先端技術である。これまでのこれらの技術は、ホタ
ル、ウミホタル、発光性クラゲ、発光性エビ等の解明された発光原理が用いられており、
それらの発光技術には、それらの発光原理に対応する特定の発光物質あるいはその類縁体
しか使用できない。
【０００５】
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発光性真菌の発光は、他の生物発光にはない長時間の持続発光と高発光輝度等の特徴が
あり、今後、新規な発光技術の開発では発光性真菌の発光原理の応用が有望と考えられて
いる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Purtov KV, Petushkov VN, Baranov MS, Mineev KS, Rodionova NS, Ka
skova ZM, Tsarkova AS, Petunin AI, Bondar VS, Rodicheva EK, Medvedeva S., Oba Y,
Oba Y, Arseniev AS, Lukyanov S, Gitelson JI, Yampolsky IV. The chemical basis o
f fungal bioluminescence. Angew Chem Int Ed 2015;54:8124‑28.
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【非特許文献２】Srivastava V, Darokar MP, Fatima A, Kumar JK, Chowdhury C, Saxen
a HO, Dwivedi GR, Shrivastava, K, Gupta V, Chattopadhyay SK, Luqman S, Gupta MM,
Negi AS, Khanuja SPS. Synthesis of diverse analogues of oenostacin and their an
tibacterial activities. Bioorg Med Chem 2007;15:518‑25.
【非特許文献３】Nie S, Li W, Yu B. Total synthesis of nucleoside antibiotics A20
1A. J Am Chem Soc 2014;136:4157‑60.
【非特許文献４】Mori K, Kojima S, Maki S, Hirano T, Niwa H. Bioluminescence char
acteristics of the fruiting body of Mycena chlorophos. Luminescence 2011;26:604‑
10.
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明者は上記実情に鑑み鋭意検討を行った結果、発光性真菌の発光に関与する化合物
を発見した。具体的には非特許文献と比べて約４７倍以上強い発光性真菌のM.chlorophos
の発光を生起及び／又は増強できる発光化合物としてトランス−ｐ−ヒドロキシケイ皮酸
（trans‑p‑hydroxycinnamic acid）を見出し、さらにはトランス−３，４−ジヒドロキシ
ケイ皮酸（trans‑3,4‑dihydroxycinnamic acid）も発光化合物となることを見出した。
【０００８】
本発明は上記知見に基づき発光性真菌の発光機構に関連する発光剤、発光装置、遺伝子
発現の検知方法、及びそれらに関する発光酵素を提供することを解決すべき課題とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
上記課題を解決する本発明の発光剤は、発光性真菌から抽出可能な発光酵素に作用して
発光反応を生起するか、及び／又は発光反応を増強する発光剤であって、トランス−ｐ−
ヒドロキシケイ皮酸及び／又はトランス−３，４−ジヒドロキシケイ皮酸を含む。この発
光剤は発光性真菌がもつ発光酵素の発光反応を生起するものであるか、及び／又は増強す
るものである。この発光酵素は発光性真菌から抽出できるほか、発光性真菌が有する遺伝
子情報を利用して細菌・酵母などを用いた生物学的方法にて製造することができる。この
生物学的方法にて製造される発光酵素も同じ遺伝子情報から製造されているため発光性真
菌から抽出可能な酵素である。
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【００１０】
特に発光性真菌としてはMycena chlorophos(M. chlorophos)、Filoboletus manipulari
s (Berkeley) Singer、Armillaria mellea、Neonothopanus nambi(N. nambi)、Mycena ci
tricolor(M. citricolor)、Panellus stipticus(P. stipticus)、及び、Armillria borea
lis(A. borealis)のうちの何れか１つである。
【００１１】
発光性真菌は近縁種であると考えられるため発光に関与する基質が共通することが予想
される。特に非特許文献１では４種の発光性真菌がすべて同じ基質にて発光することが開
示されており、発光性真菌の発光に関与する酵素の起源が非常に近しいことを強力に裏付
けている。
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【００１２】
そして上記課題を解決する発光装置は上述の発光剤と、前記発光剤に必要時に混合でき
るように配設された前記発光性真菌に含まれる発光酵素とを有する。
【００１３】
発光性真菌の発光は高効率で進行するため外部からのエネルギー供給無しで長時間にわ
たり発光を維持することが可能である。
【００１４】
更に上記課題を解決する本発明の遺伝子発現の検知方法は、前記発光性真菌に含まれる
発光酵素の遺伝子を生物に導入・発現させる工程と、
10

上述の発光剤を前記生物に投与する工程と、
前記生体において前記導入した遺伝子の発現を発光の観察により検知する工程とを有す
る。
【００１５】
腫瘍細胞などの目的とする細胞・組織などに発光に関する遺伝子を導入し発現すること
により腫瘍細胞の分布を可視化できる。また、腫瘍細胞などで活発に発現する遺伝子に連
動して発現するように発光酵素の遺伝子を導入することによっても目的の細胞などを可視
化することができる。
【００１６】
上記課題を解決する新規な発光酵素は、Mycena chlorophosの菌糸体又は子実体から得
ることができ、トランス−４−ヒドロキシケイ皮酸及び／又はトランス−３，４−ジヒド
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ロキシケイ皮酸を基質とする発光酵素である。
【発明の効果】
【００１７】
本願発明では非特許文献１にて報告されたよりも高強度での発光（１秒間の積算値の最
高値が化合物Ａで約１５，０００ａ．ｕ．、化合物Ｂで約２０，０００ａ．ｕ．）を生起
できる発光剤が提供できる。その高い発光強度と発光時間の長さを活かして発光装置や遺
伝子発現の検知方法に応用したときに有用である。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】種々の濃度の化合物Ａ（トランス−４−ヒドロキシケイ皮酸）をM. chlorophos
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子実体のヒダに接触させたときの経時変化を示すグラフである。
【図２】濃度０．３ｍＭの化合物ＡをM. chlorophos子実体のヒダに接触させたときの可
視光スペクトルの経時変化を示すグラフである。
【図３】種々の濃度の化合物Ｂ（トランス−３，４−ジヒドロキシケイ皮酸）をM. chlor
ophos子実体のヒダに接触させたときの経時変化を示すグラフである。
【図４】濃度０．３ｍＭの化合物ＢをM. chlorophos子実体のヒダに接触させたときの可
視光スペクトルの経時変化を示すグラフである。
【図５】種々の濃度の化合物１〜４をM. chlorophos子実体のヒダに接触させたときの経
時変化を示すグラフである。
【図６】種々の濃度の化合物５〜８をM. chlorophos子実体のヒダに接触させたときの経
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時変化を示すグラフである。
【図７】種々の濃度の化合物９〜１２をM. chlorophos子実体のヒダに接触させたときの
経時変化を示すグラフである。
【図８】種々の濃度の化合物１３、１４をM. chlorophos子実体のヒダに接触させたとき
の経時変化を示すグラフである。
【図９】M. chlorophos子実体から単離された発光化合物の、１Ｈ
上）と１３Ｃ

ＮＭＲスペクトル（

ＮＭＲ（下）スペクトルである。化学構造式中の番号はスペクトル中のピ

ークの番号に対応している。アセトン（Acetone）は内部標準である。
【図１０】M. chlorophos子実体から単離された発光化合物のＥＳＩネガティブ質量スペ
クトルである。質量１６３．０８が［Ｍ−１］−である。
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【図１１】M. chlorophosの冷水抽出液にhispidinを加えたときの経時変化を示すグラフ
である（非特許文献１に相当）。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
本発明の発光剤、発光装置、遺伝子発現の検知方法並びにそれらの発光反応に関与する
発光酵素について実施形態に基づき以下詳細に説明を行う。
【００２０】
本実施形態の発光剤は発光性真菌がもつ発光に関与する発光酵素に作用して発光させる
ことができる。発光性真菌は発光に関与する発光酵素を持っており、本実施形態の発光剤
はこの発光酵素に作用して発光する。発光性真菌の菌糸体や子実体からの抽出などにより
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取り出した発光酵素や、遺伝子組み換え技術により発光酵素の遺伝子を微生物中に導入す
るなどして製造された発光酵素に対して本実施形態の発光剤を接触させることにより効果
的に発光させることができる。例えば本実施形態の発光装置の一例として粉末状の発光酵
素や溶液化した発光酵素、その酵素を含む組成物と本実施形態の発光性真菌の発光剤の溶
液とを用意し、必要に応じて混合することにより長時間の発光を行うことができる。
【００２１】
発光性真菌の遺伝子情報の中に存在する発光酵素に関する遺伝子を他の生体に導入する
ことができる。他の生体内にて発光酵素の遺伝子が発現することにより発光酵素が生成さ
れる。生成された発光酵素は本実施形態の発光剤を供給することで発光する。その結果、
発光酵素が発現した部位を発光の有無により検知することができる。例えば特定の組織な
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どの細胞や腫瘍細胞に発光酵素の遺伝子を導入することによりそれらの細胞の位置を発光
により検知することができる。また、それらの細胞中における特定の遺伝子と共に発現で
きるように発光酵素の遺伝子を導入することで特定の遺伝子の発現を検知することができ
る。遺伝子の導入は常法により行うことができる。生体内での遺伝子発現を検知するため
には目的とする部位に発光剤を直接接触させたり、血管中に投与したりすることができる
。
【００２２】
本実施形態の発光性真菌の発光剤としてはトランス−ｐ−ヒドロキシケイ皮酸及び／又
はトランス−３，４−ジヒドロキシケイ皮酸を含む。これらの化合物は発光性真菌におけ
る発光反応の基質として作用しているものと推測され、僅かな含有量であっても発光性真
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菌を効果的に発光させることができる。
【００２３】
発光性真菌とは可視光にて発光する真菌である。前述したように現在の所、７７種類が
確認されている。これらは非常に近い種類で有り同様の発光機構により発光していること
が推測される。特に発光性真菌としてはM. chlorophos、Filoboletus manipularis (Berk
eley) Singer、Armillaria mellea、N. nambi、M. citricolor、P. stipticus、及び、A.
borealisのうちの何れか１つである。
【００２４】
・発光酵素
本発明の新規な酵素は、M. chlorophosの菌糸体又は子実体から得ることができるもの
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である。本発明の新規な酵素は、M. chlorophos子実体を超音波などの手段により破砕し
て得られる可溶化されたタンパクを常法、例えば硫安などを添加することや凍結乾燥する
こと、により沈殿させることにより得ることができる。発光酵素は単離されることなく子
実体（好ましくはヒダ）の切片、子実体（好ましくはヒダ）から単離した細胞、子実体か
ら作製したプロトプラスト、子実体破砕物、子実体抽出物などの組成物として用いられる
ことがある。
【実施例】
【００２５】
本発明の発光性真菌の発光剤について実施例に基づき詳細を説明する。
【００２６】
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（１）用いた発光性真菌
発光性真菌としては独立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＢＲＣ）より以下の３種類
を購入した。発光性真菌Ａは子実体に成長するまで培養した。他は菌糸体のみ培養した。
発光性真菌Ａ：ＮＢＲＣ番号３１８５８、Mycena chlorophos（日本名：ヤコウタケ）
（由来：八丈島）
・その他の発光性真菌（独立行政法人製品評価技術基盤機構から購入。下記のカッコ内の
記載番号は独立行政法人製品評価技術基盤機構の菌管理番号）
・Mycena chlorophos（独立行政法人製品評価技術基盤機構31858）の菌糸体
・Mycena chlorophos（独立行政法人製品評価技術基盤機構31858）の柄
・Mycena polygramma（独立行政法人製品評価技術基盤機構33011）の菌糸体
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・Panellus stipticus（独立行政法人製品評価技術基盤機構9354）の菌糸体
・Panellus stipticus（独立行政法人製品評価技術基盤機構31168）の菌糸体
・Filoboletus manipularis（独立行政法人製品評価技術基盤機構6897）の菌糸体
・Armillaria mellea（独立行政法人製品評価技術基盤機構31166）の菌糸体
・Armillaria mellea（独立行政法人製品評価技術基盤機構31618）の菌糸体
・Armillaria mellea（独立行政法人製品評価技術基盤機構32060）の菌糸体
【００２７】
（２）発光性真菌Ａを用いた発光剤の探索
発光性真菌（M. chlorophos）に対して種々の化合物を接触させたときの発光の強度を
測定した。
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【００２８】
（２−１）トランス−ｐ−ヒドロキシケイ皮酸（化合物Ａ）の発光活性試験
トランス−ｐ−ヒドロキシケイ皮酸（東京化成）を種々の濃度の溶液を発光性真菌Ａの
ヒダに接触させたときのヒダの発光強度の経時変化を測定した（図１）。０．０１ｍＭか
ら０．３ｍＭまで濃度の上昇に伴って発光強度も上昇することが分かった。１ｍＭでは０
．３ｍＭと同程度の発光強度を示した。０ｍＭでも一定強度の発光が観測されるのは発光
性真菌Ａ自身がもつ基質により定常的に発光が生起しているからである。
【００２９】
具体的な測定方法としては以下の通りである（試験１）。９６ウェルのプレートに１０
ｍＭリン酸緩衝液（ｐＨ７．０）０．００３ｍＬを加え、ヤコウタケの生のヒダ（２ｍｍ
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ｘ ２ｍｍ）を置き、発光強度測定装置Berthold LB 960 Microplate Luminometer Centr
o (Berthold Technologies GmbH & Co KG, Bad Wildbad, Germany)で２５℃で約２０分間
、発光が安定するまで発光測定を行った。このヒダに所定の濃度の化合物の１０ｍＭリン
酸緩衝液（ｐＨ７．０）溶液０．０１ｍＬを加え、同装置で１分毎に１秒間積算で発光強
度を測定した。この時の２０分間の発光強度の推移をグラフに示した。
【００３０】
０．３ｍＭにて添加したときの発光スペクトルの経時変化を測定した（図２）。発光強
度が時間の経過と共に低下しているが発光スペクトル自体は変化無く、トランス−ｐ−ヒ
ドロキシケイ皮酸が基質として消費されていくに連れて発光強度が低下していることが推
測された。図２の発光スペクトルから発光反応にリボフラビン及び／又はフラビン誘導体
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が関与していることが推測できる。
【００３１】
具体的な測定方法としては以下の通りである（試験２）。ヤコウタケの生のヒダ（２ｍ
ｍ ｘ ２ｍｍ）を１０ｍＭリン酸緩衝液（ｐＨ７．０）０．００３ｍＬに入れ、０．３ｍ
Ｍ化合物の１０ｍＭリン酸緩衝液（ｐＨ７．０）溶液０．０１ｍＬを加え、２５℃で図に
記載の時間でAtto LumiFL‑Spectrocapture (Atto Co., Ltd., Tokyo, Japan)を用いスペ
クトルを取得した。
【００３２】
（２−２）トランス−３，４−ジヒドロキシケイ皮酸（化合物Ｂ）の発光活性試験
トランス−３，４−ジヒドロキシケイ皮酸（東京化成）の種々の濃度の溶液に対して試
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験１の方法で発光性真菌Ａのヒダに接触させたときのヒダの発光強度の経時変化を測定し
た（図３）。トランス−ｐ−ヒドロキシケイ皮酸と同様に０．０１ｍＭから０．３ｍＭま
で濃度の上昇に伴って発光強度も上昇することが分かった。但し、トランス−ｐ−ヒドロ
キシケイ皮酸よりも２倍以上強い発光が認められた。１ｍＭでは０．３ｍＭと同程度の発
光強度を示した。
【００３３】
０．３ｍＭにて添加したときの発光スペクトルの経時変化を試験２の方法にて測定した
（図４）。発光強度が時間の経過と共に低下しているが発光スペクトル自体は変化無く、
トランス−ｐ−ヒドロキシケイ皮酸と同様にトランス−３，４−ジヒドロキシケイ皮酸が
基質として消費されていくに連れて発光強度が低下していることが推測された。また、ト
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ランス−ｐ−ヒドロキシケイ皮酸と同様の発光スペクトルが観測されたことから同様の機
構により発光していることが推測された。
【００３４】
（２−３）種々の化合物の発光活性試験（参考例）
以下の化合物についてトランス−ｐ−ヒドロキシケイ皮酸と同様（試験１）に発光性真
菌Ａに対する発光活性を観測した。各化合物の濃度は０．３ｍＭとした。化合物６は非特
許文献２、化合物１０は非特許文献３に記載の方法にて合成した。その他の化合物は市販
品（東京化成）を用いた。
化合物１：トランス−ｏ−ヒドロキシケイ皮酸（trans‑o‑hydroxycinnamic acid）
化合物２：トランス−ｍ−ヒドロキシケイ皮酸（trans‑m‑hydroxycinnamic acid）
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化合物３：トランス−ケイ皮酸（trans‑cinnamic acid）
化合物４：シス−ｐ−ヒドロキシケイ皮酸（cis‑p‑hydroxycinnamic acid）
化合物５：トランス−２，４−ジヒドロキシケイ皮酸（trans‑2,4‑dihydroxycinnamic
acid）
化合物６：トランス−３，４，５−トリヒドロキシケイ皮酸（trans‑3,4,5‑trihydroxy
cinnamic acid）
化合物７：トランス−フェルラ酸（trans‑ferulic acid）
化合物８：トランス−３，５−ジメトキシ−４−ヒドロキシケイ皮酸（trans‑3,5‑dime
thoxy‑4‑hydroxycinnamic acid）
化合物９：トランス−ｐ−メトキシケイ皮酸（trans‑p‑methoxycinnamic acid）
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化合物１０：トランス−α−メチル−ｐ−ヒドロキシケイ皮酸（trans‑α‑methyl‑p‑hy
droxycinnamic acid）
化合物１１：ｐ−ヒドロキシフェニルピルビン酸（p‑hydroxyphenylpyruvic acid）
化合物１２：トランス‑ｐ‑ヒドロキシケイ皮酸メチルエステル（trans‑p‑hydroxycinna
mic acid methyl ester）
化合物１３：ｐ−ヒドロキシ安息香酸（p‑hydroxybenzoic acid）
化合物１４：３−（４−ヒドロキシフェニル）プロピオン酸（3‑(4‑hydroxyphenyl)pro
pionic acid）
【００３５】
各々の化合物について濃度０．３ｍＭの水溶液とし、発光性真菌Ａのヒダに接触させた
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ときの発光強度の経時変化を測定した。結果を図５（化合物１〜４）、図６（化合物５〜
８）、図７（化合物９〜１２）、図８（化合物１３，１４）に示す。これらの結果、化合
物１〜１４を接触させても発光強度の有意な上昇は観測できなかった。ここで、各々の化
合物を添加したときの初期値（０ｍｉｎ）が異なるのは用いた発光性真菌Ａの発光強度の
バックグラウンドにばらつきがあったためである。時間の経過と共に発光強度が低下して
いくのはその化合物の添加により発光酵素が関与する発光反応が阻害されていることを意
味するものと推定される。
【００３６】
（３）その他の発光性真菌について
現状、発光生起作用及び発光増強作用は確認できなかった。更にホタル発光系を用いて上
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記化合物の発光生起作用及び発光増強作用を評価したがそのような作用は認められなかっ
た。
【００３７】
（４）発光性真菌Ａの発光に関与する発光酵素の基質の特定
発光性真菌Ａに対して、非特許文献４に記載の方法で子実体を培養した。光っているカ
サ（１０ｇ）を凍結・解凍し、水（１０ｍＬ）を加え、０℃で超音波粉砕し、遠心分離（
１００００ｇ，１０分，５℃）し、上澄みを得た。
【００３８】
残渣にさらに水（１０ｍＬ）加え、同様な操作で上澄み液を得た。再度、残渣に水（１
０ｍＬ）を加え、同様な操作で上澄み液を得た。これらの上澄み液を合わせメタノール（
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１０ｍＬ）を加え、０℃で１０分間冷却した後、遠心分離（１００００ｇ，１０分，５℃
）を行った。
【００３９】
上澄み液を減圧下で濃縮し約１０ｍＬとし、凍結・解凍を行い、遠心分離（１００００
ｇ，１０分，５℃）し上澄み液を得た。この溶液を「抽出液」とよぶ。この操作をカサ１
ｋｇに対して行った。
【００４０】
カサ１ｋｇから得られた抽出液（１Ｌ）に０．１Ｍリン酸水溶液（１００ｍＬ）を加え
、１０ｍＭリン酸水溶液で調整したChromatorex DM1020T ODS ゲルカラム（４５ｍｍ ｘ
１７０ｍｍ）に供し、１０ｍＭリン酸水溶液と１０ｍＭリン酸メタノール溶液の混合液で
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溶出した。１０ｍＭリン酸水溶液と１０ｍＭリン酸メタノール溶液の混合比および容量は
、１０ｍＭリン酸水溶液：１０ｍＭリン酸メタノール溶液＝１００：０（１Ｌ），９０：
１０（１Ｌ），８０：２０（１Ｌ），７０：３０（１Ｌ），６０：４０（１Ｌ），５０：
５０（１Ｌ）であり、発光化合物は７０：３０（１Ｌ）の溶出液に存在し、溶出液をＮａ
ＯＨ水溶液で中和後、この画分を減圧下で約１００ｍＬまで濃縮した。
【００４１】
この溶液を１０ｍＭリン酸緩衝水溶液（ｐＨ７）で調整したChromatorex DM1020T ODS
ゲルカラム（４５ｍｍ ｘ １７０ｍｍ）に供し、１０ｍＭリン酸緩衝水溶液（ｐＨ７）（
１Ｌ）で溶出させ、この溶出液を減圧下で濃縮し５０ｍＬとした。この濃縮液（２．５ｍ
Ｌ）をCosmosil 5C18‑PAQ column (20mm

250mm)カラムを用いたＨＰＬＣ分取を行った。
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【００４２】
溶出液にリン酸緩衝水溶液１０ｍＭ（ｐＨ＝７．０）を用い、流速８ｍＬ／分で行った
。発光化合物の画分を減圧濃縮した。この分取操作をカサ１ｋｇに対し行った。ここで得
られた分取液の内カサ３３３ｇに対する分取液をCosmosil 5PBr column (20mm

250mm)を

用いたＨＰＬＣ分取を行った。溶出液は０．３ｍＭリン酸ナトリウム緩衝水溶液（ｐＨ＝
７．０）であり、流速８ｍＬ／分で行った。この操作をカサ１ｋｇ分行い、リン酸ナトリ
ウム塩を含んだ発光化合物を２ｍｇ得た。
【００４３】
・発光性真菌Ａのカサから単離した発光物質の化学構造
上記の方法で単離した発光化合物を、１Ｈ，１３Ｃ，１３Ｃ−１Ｈ
Ｃ

ＣＯＳＹ，ＨＭＢ

ＮＭＲ測定およびＨＰＬＣ−ＰＤＡ−ｍａｓｓ測定し、化学構造はトランス−ｐ−ヒ

ドロキシケイ皮酸（化合物Ａ）と推定した。次に市販の化合物Ａのこれらの測定データと
照合した結果、データは完全に一致し（図９，１０）、さらに単離した発光化合物の発光
活性が市販の化合物Ａの発光活性が同じであることから、発光化合物は化合物Ａと決定し
た。なお、化合物Ｂについては存在しないか検出限界以下であったかの理由にて単離でき
なかった。
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