(57)【要約】
【解決手段】

以下の工程：

（ｉ）セルロース生産能を有する糸状菌を培養する工
程、及び（ii）工程（ｉ）により得られる培養物からセ
ルロースを回収する工程を含むセルロースの製造方法、
並びに、糸状菌によって生産されるセルロース。
【効果】

本発明によれば、糸状菌からセルロースを生

産する技術が提供される。また、各種産業素材、添加物
等として利用し得る新規糸状菌性セルロースが提供され
る。

(2)
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【特許請求の範囲】

るとの報告はない。

【請求項１】

【０００４】

以下の工程：

（ｉ）セルロース生産能を有する糸状菌を培養する工

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、糸状

程、及び（ii）工程（ｉ）により得られる培養物からセ

菌を用いてセルロースを製造する方法及び糸状菌性セル

ルロースを回収する工程を含むセルロースの製造方法。

ロースを提供することにある。

【請求項２】

【０００５】

前記糸状菌がミクロドキウム属に属する

ものである請求項１記載の製造方法。

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の課

【請求項３】

題を解決するために鋭意検討を行った結果、好冷性糸状

前記糸状菌がミクロドキウム・ニバレ

（FERM P‑17547）である請求項１記載の製造方法。
【請求項４】

糸状菌によって生産されるセルロース。

【請求項５】

前記糸状菌がミクロドキウム属に属する

菌の一種であるミクロドキウム・ニバレ（Microdochium
nivale）の培養において、培養液中に不溶性多糖が大
量に生産され、該多糖がセルロースであることを見出

ものである請求項４記載のセルロース。

し、本発明に至った。すなわち、本発明は、以下の発明

【請求項６】

を包含する。

前記糸状菌がミクロドキウム・ニバレ

（FERM P‑17547）である請求項４記載のセルロース。

（１）以下の工程：

【請求項７】

（ｉ）セルロース生産能を有する糸状菌を培養する工

請求項１記載の製造方法によって得られ

るセルロース。

程、及び（ii）工程（ｉ）により得られる培養物からセ

【請求項８】

以下の理化学的性質：

ルロースを回収する工程を含むセルロースの製造方法。

（ａ）２Mトリフルオロ酢酸中、１２１℃で２時間処理

【０００６】（２）前記糸状菌がミクロドキウム属に属

したときに、完全な加水分解を受ける；及び（ｂ）凍結

するものである（１）記載の製造方法。

乾燥してＸ線回折分析を行った場合に、２θ＝5.0°〜4

（３）前記糸状菌がミクロドキウム・ニバレ（FERM P‑1

5.0°においてピークを示さない；を有するセルロー

7547）である（１）記載の製造方法。

ス。

（４）糸状菌によって生産されるセルロース。

【発明の詳細な説明】

【０００７】（５）前記糸状菌がミクロドキウム属に属

【０００１】

するものである（４）記載のセルロース。

【発明の属する技術分野】本発明は、微生物によるセル

（６）前記糸状菌がミクロドキウム・ニバレ（FERM P‑1

ロースの生産に関し、より詳細には、好冷性糸状菌に属

7547）である（４）記載のセルロース。

するセルロース生産菌を用いるセルロースの生産方法及

（７）（１）記載の製造方法によって得られるセルロー

び該生産方法によって得られるセルロースに関する。

ス。

【０００２】

【０００８】（８）以下の理化学的性質：

【従来の技術】セルロースは植物の細胞壁の主要構成要

（ａ）２Mトリフルオロ酢酸中、１２１℃で２時間処理

素であり、我々が紙として利用しているセルロースの殆

したときに、完全な加水分解を受ける；及び（ｂ）凍結

どは木材等の植物由来のものである。植物以外にも、原

乾燥してＸ線回折分析を行った場合に、２θ＝5.0°〜4

核生物である細菌類の中には培養中に細胞外の培養液に

5.0°においてピークを示さない；を有するセルロー

セルロースを生産する菌が存在し、それらのセルロース

ス。

はバクテリアセルロースと呼ばれる。バクテリアセルロ

【０００９】

ースは、水に対する分散性に優れている特性から、食

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。

品、化粧品などに添加物として利用されており、また、

本発明は、糸状菌によって生産されるセルロースに関す

木材パルプなどから製造されるセルロースとは異なった

る。糸状菌としては、セルロース生産能を有するもので

物理的性質を持っているため、オーディオスピーカーの

あればよく、特に制限されないが、好ましくはミクロド

音響振動板などの各種産業用素材として応用利用されて

キウム属に属するものである。特に好ましい糸状菌は、

いる。

雪腐病菌であるミクロドキウム・ニバレ（Microdochium

【０００３】一方、真核生物である糸状菌は、細胞外多

nivale）であり、本菌は１９９９年９月２日付けで工

糖を生産することが知られている。このような糸状菌に

業技術院生命工学工業技術研究所（茨城県つくば市東１

より生産される多糖のうち、セルロースと同様にグルコ

丁目１番３号）に寄託され、受託番号FERM P‑17547を付

ースで構成される多糖としては、α‑グルカンであるプ

されている。

ルラン（文献）とエルシナン（文献）、β‑グルカンで

【００１０】本発明はまた、以下の工程：（ｉ）セルロ

あるβ−(1→3)・(1→6)−グルカン及びβ−(1→6)・β

ース生産能を有する糸状菌を培養する工程、及び（ii）

−(1→4)グルカンの分岐または側鎖をもつβ−(1→3)−

上記工程（ｉ）により得られる培養物からセルロースを

グルカン（文献）が報告されている。しかし、糸状菌に

回収する工程を含むセルロースの製造方法に関する。該

よりβ−(1→4)−グルカンであるセルロースが生産され

製造方法において使用する糸状菌は、上述のような糸状

(3)
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菌である。該製造方法によれば、本発明のセルロースを

を生産させることができる。

適切に製造することができる。

【００１６】以上のようにして菌体内又は菌体外に生産

【００１１】糸状菌の培養に用いる培地は、糸状菌が生

されたセルロースは、公知の方法を用いて回収すること

育することが知られているものであればいずれを用いて

ができる。セルロースが菌体内に生産される場合には、

もよく、特に制限されない。また、液体培地及び固体培

菌体を破砕して得られる混合物から公知の方法を用いて

地のいずれを用いてもよいが、好ましくは液体培地を用

セルロースを回収することができる。セルロースが菌体

いる。本発明の製造方法において特に好ましい培地は、

外に生産される場合には、培養物中の菌体以外の部分か

液体ポテトデキストロース培地である。

ら、公知の方法を用いてセルロースを回収することがで

【００１２】培養方法は、振とう培養、静置培養等、当

きる。例えば、液体培養を行った場合において、その液

業者に公知の方法のいずれであってもよいが、好ましく

体培地中にセルロースが生産される場合には、該液体培

は振とう培養である。液体培養の際に培地に添加する菌

地を遠心分離し、不溶性多糖の存在する画分を取り出す

体の量は、当業者であれば適切に設定することができる

ことにより、セルロースを回収することができる。

ため、特に制限されないが、培地２００ｍｌあたり、好

【００１７】回収したセルロースは、その後、蒸留水等

ましくは0.01ｇ〜0.15ｇ、より好ましくは0.04ｇ〜0.08

で洗浄することができる。また、得られたセルロース

ｇである。なお、本明細書において菌体の量を重さで表

は、その用途に従って、各種加工又は処理を行うことが

すときは、特に示さない限り、その菌体培養物を遠心分

でき、このような加工又は処理は当業者であれば適切に

離して上澄み液を除去することにより得られる湿った状

行うことができる。このようにして得られた不溶性多糖

態の菌体の重量、すなわち菌体の湿重を表す。固体培地

がセルロースであることは、当業者に公知の化学分析・

での培養の際に培地に添加する菌体の量もまた、当業者

機器分析により確認することができる。例えば、アルデ

であれば適切に設定することができるため、特に制限さ

ィトールアセテート法等の構成糖分析により、該不溶性

れない。
【００１３】培養の際の温度は、種々の温度における糸

多糖がＤ−グルコースで構成されていることが確認さ
れ、赤外線吸光分析（ＩＲ）における８９０ｃｍ‑1での

状菌によるセルロースの生産効率を調べることにより設

吸収により、その各グルコース単位がβ型であること

定することができ、特に制限されるものではない。例え

（すなわち、各グルコース間の立体配置がβ型であるこ

ば、糸状菌としてミクロドキウム・ニバレ（FERM P‑175

と）が確認される。さらに、完全メチル化した後の構成

47）を用いる場合には、図１中のＢに示すグラフを参考

糖分析において、重水素化された水素化ホウ素ナトリウ

にして培養温度を設定することができる。このように、

ムを還元剤として用いることにより、各グルコース単位

培養温度は特に制限されないが、１０℃以下の温度領域

間の結合様式が（１→４）結合であることが確認され

においては、好ましくは２℃〜８℃、より好ましくは３

る。これはまた、スミス分解等の他の方法によっても確

℃〜６℃、最も好ましくは約４℃であり、一方、１０℃

認することができる。以上のような化学分析・機器分析

以上の温度領域においては、好ましくは１２℃〜２５

は、当技術分野において日常的に用いられているもので

℃、より好ましくは１５℃〜２２℃、最も好ましくは約

あり、当業者であれば適切に行うことができる。

２０℃である。

【００１８】本発明のセルロースの分子量は、当業者に

【００１４】培養期間は、種々の培養期間におけるセル

公知の方法を用いて測定することができる。このような

ロースの生産効率を調べることにより設定することがで

方法としては、ゲル濾過によるゲルクロマトグラフィ

き、特に制限されるものではない。例えば、糸状菌とし

ー、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（GPC）

てミクロドキウム・ニバレ（FERM P‑17547）を用いて４

等が挙げられる。ゲル濾過に用いるゲルは、当業者であ

℃で培養を行う場合には、図１中のＡに示すグラフを参

れば適切なものを選択することができるため、特に制限

考にして培養期間を設定することができる。このよう

されないが、好ましくはTSKgel HW‑65Fである。このよ

に、培養期間は特に制限されないが、好ましくは７日〜

うにして測定される本発明のセルロースの分子量は、特

３５日、より好ましくは１０日〜２０日、最も好ましく

に制限されるものではないが、好ましくは３５万〜８０

は約１４日である。

万、より好ましくは５０万〜７０万、最も好ましくは約

【００１５】本発明の好ましい実施形態によれば、ミク

６０万である。なお、このときの平均分子量（Ｍｗ）

ロドキウム・ニバレ（FERM P‑17547）をポテトデキスト

は、好ましくは５５万〜６０万、より好ましくは約57.5

ロース（２.４％）液体培地（ｐH

万である。

５.１）に接種し、

４℃にて１４日間振とう培養することにより、効率良く

【００１９】本発明のセルロースの結晶構造は、Ｘ線回

セルロースを生産させることができる。この場合におい

折により調べることができる。Ｘ線回折分析の手法は特

て、上記の菌0.06ｇを上記液体培地２００ｍｌに接種

に制限されないが、例えば、上記のようにして得られる

し、５００ｍｌ容フラスコ内で２００ｒｐｍの速度で旋

不溶性多糖（本発明のセルロース）を、底面が水平で滑

回して培養した場合には、４ｇ/リットルのセルロース

らかなプラスチック容器に入れ、凍結乾燥することによ

(4)
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って、一面が滑らかなフィルム（厚さ１mm、１４mm×１

溶性多糖を得た。

４mm）を調製し、この滑面にＸ線を照射することによっ

【００２３】上記の培養において、培養温度を４℃から

てＸ線回折分析を行うことができる。このような具体的

２０℃の範囲で変えて不溶性多糖の生産性を調べた結果

手法によって分析した場合、本発明のセルロースは、２

を図１のＢに示す。図１のＢにおいて、各値は各温度で

θ＝5.0°〜45.0°においてピークを示さない。従っ

最大の細胞以外不溶性多糖を生産した時点（４℃：１４

て、該セルロースは明確な結晶構造を有さないといえ

日目、１０℃：１４日目、１５℃：４日目、２０℃：６

る。

日目）での培養液１Ｌあたりの乾燥重量を表し、●は不

【００２０】上記構成糖分析において、２Mトリフルオ

溶性多糖、■は糸状菌体の重量を示す。図１のＢによれ

ロ酢酸中、１２１℃で２時間処理した場合、本発明のセ

ば、４℃の培養において最も高い生産が見られた。

ルロースは加水分解を受けて全てグルコースとなるが、

【００２４】次に、４℃で培養した場合の不溶性多糖生

既知の植物性セルロースは完全には加水分解を受けず、

産量の経時変化を調べた結果を、図１のＡに示す。図１

このような加水分解に対して抵抗性を示す。さらには、

のＡにおいて、●は不溶性多糖、■は糸状菌体の量を示

上記Ｘ線回折において、上述のように、本発明のセルロ

す。図１のＡによれば、１４日培養まで培養液に生産さ

ースは２θ＝5.0°〜45.0°においてピークを示さない

れる不溶性多糖は増加し、その後減少に転じた。これら

が、既知の植物性セルロースは２θ＝14.60°、16.5°

の結果に基づき、０.０６ｇの菌を４℃で１４日間培養

及び22.7°においてピークを示す。これは、既知の植物

したところ、培養液１リットル当たり４ｇの不溶性多糖

性セルロースがこれまでの知見と一致する結晶構造を有

を得ることができた。

するのに対し、本発明のセルロースは明確な結晶構造を

【００２５】〔実施例２〕ミクロドキウム・ニバレによ

有さないことを示している。従って、本発明のセルロー

り生産される不溶性多糖の同定

スは、既知のセルロースとは全く異なるものであるとい

（１）構成糖分析

える。

実施例１で得られた不溶性多糖１ｍｇに２Ｍトリフルオ

【００２１】以上のような見地から、本発明は、以下の

ロ酢酸水溶液0.5ｍｌを加え、１２１℃で３時間加水分

理化学的性質：

解した。窒素ガスでトリフルオロ酢酸を除去し、生じた

（ａ）２Mトリフルオロ酢酸中、１２１℃で２時間処理

単糖を水素化ホウ素ナトリウムを用いて還元した。得ら

したときに、完全な加水分解を受ける；及び（ｂ）凍結

れた還元単糖の水酸基を、Merkle及びPoppeの方法（Mer

乾燥してＸ線回折分析を行った場合に、２θ＝5.0°〜4

kle及びPoppe, Methods Enzymol. 230,1‑15, 1994）を

5.0°においてピークを示さない；を有するセルロース

用いてアセチル化した。ガスクロマトグラフィーによる

に関する。該セルロースの分子量は、特に制限されるも

分析（カラム；スペルコSP‑2330：内径0.25mm×長さ１

のではないが、好ましくは３５万〜８０万、より好まし

５ｍ、温度条件；170℃で４分間保持：170℃から240℃

くは５０万〜７０万、最も好ましくは約６０万である。

まで８℃／分で昇温：240℃で８分間保持）の結果、ア

これらの分子量は、上記のようにして得られる不溶性多

セチル化したグルコースのみのピークが得られ、該不溶

糖１ｍｇをカドキセン（tris(ethylendiamine)cadmium

性多糖はポリグルカンであることが判明した（図２）。

hydroxide)0.5ｍｌに溶かし、ゲルクロマトグラフィー

【００２６】（２）グルコース中の１位炭素の立体配置

（TSKgel HW‑65F、１５ｃｍ×0.5ｃｍ）に供し、２分間

の決定

ごとに分画し（流量：0.3ml／分）、フェノール−硫酸

実施例１で得られた不溶性多糖を凍結乾燥し、臭化カリ

法で各画分の糖含有量を分析したものである。なお、こ

ウムとともに磨り潰して錠剤型とした後、フーリエ変換

のときの平均分子量（Ｍｗ）は、好ましくは５５万〜６

赤外線吸光分析（ＦＴ−ＩＲ）によりそのグルコースの

０万、より好ましくは約57.5万である。
【００２２】

１位炭素の立体配置を調べた結果、それがβ型であるこ
と示すピークが８９０ｃｍ‑1に検出された（図３）。

【実施例】以下の実施例により、本発明を理解するため

【００２７】（３）グルコース単位の結合様式の決定

にさらに詳細に説明する。これらの実施例は本発明の技

実施例１で得られた不溶性多糖におけるグルコースの結

術的範囲を限定するものではない。

合の位置を調べるために、該不溶性多糖中に存在する水

〔実施例１〕ミクロドキウム・ニバレの培養と不溶性多

酸基を完全メチル化した後に、上記（１）に記載したよ

糖の回収

うにして構成糖分析を行った。ただし、還元には、重水

ミクロドキウム・ニバレ（FERM P‑17547）0.06ｇをDifc

素化された水素化ホウ素ナトリウムを用いた。

o社製のポテトデキストロース（２.４％）液体培地（ｐ

【００２８】上記の完全メチル化は、次のようにして行

H

５.１）２００ｍｌに接種し、５００ｍｌ容フラスコ

った。まず、８０ｍｇの不溶性多糖に１０ｍｌのジメチ

内で２００ｒｐｍの速度で旋回して培養した。培養液を

ルスルホキシド（DMSO）を加え、アルゴンガスを封入し

遠心処理（１５０００×ｇ,２０分）し、沈殿した菌の

たフラスコ内で２時間攪拌した。その後、超音波処理を

上層のゲル状物質を回収した。これを蒸留水で洗い、不

２時間行ったところ、不溶性多糖は一部しか溶けていな

(5)

特開２００１−１６１３８９

かった。該不溶性多糖を完全に溶解させるため、さらに

【００３１】〔実施例４〕結晶構造分析

１５ｍｌのDMSO及び９ｍｌのディムシルナトリウム（ア

実施例１で得られた不溶性多糖を、底面が水平で滑らか

ルゴンガスを封入したフラスコ中で、0.5ｇの油性水素

なプラスチック容器に入れ、凍結乾燥することによっ

化ナトリウムに１０ｍｌのDMSOを加えて生成させた）を

て、一面が滑らかなフィルム（厚さ１mm、７mm×７mm）

加え、２分間攪拌し、その後に２分間超音波処理を行っ

を調製した。その滑面にＸ線を照射してＸ線回折による

た。次いで、氷中で１ｍｌのヨウ化メチルを加え、蒸留

分析を行ったところ、明確なピークが観察されなかっ

水中で透析した。

た。一方、対照として用いたろ紙（Whatman）の分析に

【００２９】このようにして得られた産物をガスクロマ

おいては、植物性セルロースが有する立体構造に特異的

トグラフィー質量分析計（GC/MS）で分析（カラム；ス

に見られる２θ＝14.60°、16.5°及び22.7°のピーク

ペルコSP‑2330：内径0.25mm×長さ１５ｍ、温度条件；1

が見られた。これにより、上記不溶性多糖は、既知の植

90℃で４分間保持：190℃から240℃まで４℃／分で昇

物性セルロースとは異なり、明確な結晶構造を有さない

温：240℃で８分間保持）した。すでに３０％の水酸基

ことがわかった。

がメチル化されたセルロースの標準品を同じように処理

【００３２】

したものを比較対照とした。結果を図４に示す。図４に

【発明の効果】本発明によれば、糸状菌からセルロース

おいて、Aは該不溶性多糖のガスクロマトグラムを表

を生産する技術が提供される。また、各種産業素材、添

し、CはAのガスクロマトグラム中の約１２分に溶出され

加物等として利用し得る新規糸状菌性セルロースが提供

る物質の質量スペクトルを表す。Bは３０％メチル化セ

される。

ルロースのガスクロマトグラムを表し、DはCのガスクロ

【図面の簡単な説明】

マトグラム中の約１２分に溶出される物質の質量スペク

【図１】ミクロドキウム・ニバレによる細胞外不溶性多

トルを表す。図４によれば、該不溶性多糖では２、３及

糖の生産量と培養温度との関係（Ｂ）、及びミクロドキ

び６位の炭素がメチル化されたグルコースのみが検出さ

ウム・ニバレの４℃培養中での細胞外不溶性多糖生産量

れたことがわかる。

の経時変化（Ａ）を示すグラフである。

（４）まとめ

【符号の説明】

以上（１）〜（３）で得られた結果を総合すると、該不

●

不溶性多糖

溶性多糖はβ−(1→4)−グルカン、すなわちセルロース

■

ミクロドキウム・ニバレ菌体

のみで構成されていることが分かった。

【図２】ミクロドキウム・ニバレにより生産される不溶

【００３０】〔実施例３〕セルロース分子の大きさ

性多糖の構成糖分析の結果を示すガスクロマトグラムで

実施例１で得られた不溶性多糖１ｍｇをカドキセン（tr

ある。

is(ethylendiamine)cadmium hydroxide)0.5ｍｌに溶か

【図３】ミクロドキウム・ニバレにより生産される不溶

し、ゲルクロマトグラフィー（TSKgel HW‑65F、１５ｃ

性多糖のＦＴ−ＩＲ分析の結果を示す図である。

ｍ×0.5ｃｍ）に供し、２分間ごとに分画し（流量：0.3

【図４】ミクロドキウム・ニバレにより生産される不溶

ml／分）、フェノール−硫酸法で各画分の糖含有量を分

性多糖における、各グルコース単位の結合様式の分析結

析した。その結果、単一ピークが得られ（図５）、デキ

果を示す図である。

ストラン（分子量：12000、50000及び150000）を標準品

【図５】ミクロドキウム・ニバレにより生産される不溶

として分子量を測定した結果、該不溶性多糖としては、

性多糖のゲル濾過クロマトグラムを示す図である。

分子量６０万（Ｍ．Ｗ．）のものの存在量が最も多かっ

【図６】ミクロドキウム・ニバレにより生産される不溶

た。平均分子量（Ｍｗ：重量平均分子量）は57.5万であ

性多糖のＸ線回折図（Ａ）、及びろ紙（Whatman）（植

った。

物性セルロース）のＸ線回折図（Ｂ）を示す図である。

(6)

【図１】

【図２】
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(7)

【図３】

【図５】
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【図４】
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【図６】
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