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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
エーテル結合を有する脂質を用いることを特徴とする、エーテル結合を有する化学物質の
分解微生物を活性化する方法であって、
前記エーテル結合を有する脂質が、式（I）
【化１】
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（式（I）中、Ｒ１及びＲ２は、それぞれ独立して、置換されていてもよいＣ２０〜Ｃ６
０の炭化水素基を表す。ここで、Ｒ１とＲ２は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環
、又は２量体を形成してもよい。Ｒ３及びＲ４は、いずれか一方が置換されていてもよい
ヒドロキシメチル基又はリン酸メチル基を表し、他の一方は水素原子を表す。）で表され
る、古細菌由来の脂質であり、
前記エーテル結合を有する化学物質の分解微生物が、エーテル結合を有する脂質を資化し
うる、コルディセプス属に属する微生物であり、
前記エーテル結合を有する化学物質が、式（III）
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【化２】

（式（III）中、Ｒ５〜Ｒ８は、それぞれ独立して、水素原子、又は置換されていてもよ
いＣ１〜Ｃ５の炭化水素基を表す。Ｒ５とＲ６は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して
環を形成してもよいし、Ｒ７とＲ８は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を形成し
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てもよい。Ａ及びＢは、それぞれ独立して、一重結合又は二重結合を表す。）で表される
化学物質、又は式（IV）
【化３】

（式（IV）中、Ｒ９〜Ｒ１２は、それぞれ独立して、水素原子、又は置換されていてもよ
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いＣ１〜Ｃ５の炭化水素基を表す。Ｒ９とＲ１０は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合し
て環を形成してもよいし、Ｒ１１とＲ１２は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を
形成してもよい。Ｃ〜Ｆは、それぞれ独立して、一重結合又は二重結合を表す。）で表さ
れる化学物質である、方法。
【請求項２】
エーテル結合を有する化学物質と、エーテル結合を有する化学物質の分解微生物とを含む
環境中に、エーテル結合を有する脂質を加えることを特徴とする、エーテル結合を有する
化学物質の分解微生物を活性化する方法であって、
前記エーテル結合を有する脂質が、式（I）
【化４】
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（式（I）中、Ｒ１及びＲ２は、それぞれ独立して、置換されていてもよいＣ２０〜Ｃ６
０の炭化水素基を表す。ここで、Ｒ１とＲ２は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環
、又は２量体を形成してもよい。Ｒ３及びＲ４は、いずれか一方が置換されていてもよい
ヒドロキシメチル基又はリン酸メチル基を表し、他の一方は水素原子を表す。）で表され
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る、古細菌由来の脂質であり、
前記エーテル結合を有する化学物質の分解微生物が、エーテル結合を有する脂質を資化し
うる、コルディセプス属に属する微生物であり、
前記エーテル結合を有する化学物質が、式（III）
【化５】
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（式（III）中、Ｒ５〜Ｒ８は、それぞれ独立して、水素原子、又は置換されていてもよ
いＣ１〜Ｃ５の炭化水素基を表す。Ｒ５とＲ６は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して
環を形成してもよいし、Ｒ７とＲ８は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を形成し
てもよい。Ａ及びＢは、それぞれ独立して、一重結合又は二重結合を表す。）で表される
化学物質、又は式（IV）
【化６】
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（式（IV）中、Ｒ９〜Ｒ１２は、それぞれ独立して、水素原子、又は置換されていてもよ
いＣ１〜Ｃ５の炭化水素基を表す。Ｒ９とＲ１０は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合し
て環を形成してもよいし、Ｒ１１とＲ１２は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を
形成してもよい。Ｃ〜Ｆは、それぞれ独立して、一重結合又は二重結合を表す。）で表さ
れる化学物質である、方法。
【請求項３】
エーテル結合を有する脂質が、２，３−ジ−Ｏ−フィタニル−ｓｎ−グリセロール、サイ
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クリックアーキオール、α−ヒドロキシアーキオール、β−ヒドロキシアーキオール、カ
ルドアーキオール、Ｈ字型カルドアーキオール又はこれらのいずれかの誘導体であること
を特徴とする請求項１又は２に記載のエーテル結合を有する化学物質の分解微生物を活性
化する方法。
【請求項４】
式（III）及び／又は式（IV）における、置換されていてもよいＣ１〜Ｃ５の炭化水素基
が、ハロゲン原子で置換されていてもよいＣ１〜Ｃ５の炭化水素基であることを特徴とす
る請求項１〜３のいずれかに記載のエーテル結合を有する化学物質の分解微生物を活性化
する方法。
【請求項５】
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エーテル結合を有する化学物質が、ジオキサン、ダイオキシン、ビフェニルエーテル及び
これらの誘導体からなる群から選ばれる１つ又は２つ以上の化学物質であることを特徴と
する請求項１〜４のいずれかに記載のエーテル結合を有する化学物質の分解微生物を活性
化する方法。
【請求項６】
エーテル結合を有する化学物質が、１，４−ジオキサン、２−ヒドロキシメチル−１，４
−ジオキサン及び塩素化ジベンゾ−ｐ−ダイオキシンからなる群から選ばれるいずれか１
つ又は２つ以上の化学物質であることを特徴とする請求項１〜４のいずれかに記載のエー
テル結合を有する化学物質の分解微生物を活性化する方法。
【請求項７】
エーテル結合を有する化学物質と、エーテル結合を有する化学物質の分解微生物とを含む
環境中で、エーテル結合を有する化学物質の分解微生物と、エーテル結合を有する脂質と
を接触させることを特徴とする、エーテル結合を有する化学物質の分解微生物の環境中へ
の集積方法であって、
前記エーテル結合を有する脂質が、式（I）
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【化７】

（式（I）中、Ｒ１及びＲ２は、それぞれ独立して、置換されていてもよいＣ２０〜Ｃ６
０の炭化水素基を表す。ここで、Ｒ１とＲ２は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環
、又は２量体を形成してもよい。Ｒ３及びＲ４は、いずれか一方が置換されていてもよい
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ヒドロキシメチル基又はリン酸メチル基を表し、他の一方は水素原子を表す。）で表され
る、古細菌由来の脂質であり、
前記エーテル結合を有する化学物質の分解微生物が、エーテル結合を有する脂質を資化し
うる、コルディセプス属に属する微生物であり、
前記エーテル結合を有する化学物質が、式（III）
【化８】
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（式（III）中、Ｒ５〜Ｒ８は、それぞれ独立して、水素原子、又は置換されていてもよ
いＣ１〜Ｃ５の炭化水素基を表す。Ｒ５とＲ６は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して
環を形成してもよいし、Ｒ７とＲ８は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を形成し
てもよい。Ａ及びＢは、それぞれ独立して、一重結合又は二重結合を表す。）で表される
化学物質、又は式（IV）
【化９】
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（式（IV）中、Ｒ９〜Ｒ１２は、それぞれ独立して、水素原子、又は置換されていてもよ
いＣ１〜Ｃ５の炭化水素基を表す。Ｒ９とＲ１０は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合し
て環を形成してもよいし、Ｒ１１とＲ１２は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を
形成してもよい。Ｃ〜Ｆは、それぞれ独立して、一重結合又は二重結合を表す。）で表さ
れる化学物質である、方法。
【請求項８】

40

（a）エーテル結合を有する脂質と、（b）エーテル結合を有する化学物質の分解微生物を
用いることを特徴とする、エーテル結合を有する化学物質の分解を促進する方法であって
、
前記エーテル結合を有する脂質が、式（I）
【化１０】
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（式（I）中、Ｒ１及びＲ２は、それぞれ独立して、置換されていてもよいＣ２０〜Ｃ６
０の炭化水素基を表す。ここで、Ｒ１とＲ２は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環
、又は２量体を形成してもよい。Ｒ３及びＲ４は、いずれか一方が置換されていてもよい
ヒドロキシメチル基又はリン酸メチル基を表し、他の一方は水素原子を表す。）で表され
る、古細菌由来の脂質であり、
前記エーテル結合を有する化学物質の分解微生物が、エーテル結合を有する脂質を資化し
うる、コルディセプス属に属する微生物であり、
前記エーテル結合を有する化学物質が、式（III）
【化１１】
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（式（III）中、Ｒ５〜Ｒ８は、それぞれ独立して、水素原子、又は置換されていてもよ
いＣ１〜Ｃ５の炭化水素基を表す。Ｒ５とＲ６は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して
環を形成してもよいし、Ｒ７とＲ８は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を形成し
てもよい。Ａ及びＢは、それぞれ独立して、一重結合又は二重結合を表す。）で表される
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化学物質、又は式（IV）
【化１２】

（式（IV）中、Ｒ９〜Ｒ１２は、それぞれ独立して、水素原子、又は置換されていてもよ
いＣ１〜Ｃ５の炭化水素基を表す。Ｒ９とＲ１０は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合し
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て環を形成してもよいし、Ｒ１１とＲ１２は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を
形成してもよい。Ｃ〜Ｆは、それぞれ独立して、一重結合又は二重結合を表す。）で表さ
れる化学物質である、方法。
【請求項９】
エーテル結合を有する脂質を含有することを特徴とする、エーテル結合を有する化学物質
の分解微生物の活性化剤であって、
前記エーテル結合を有する脂質が、式（I）
【化１３】
40

（式（I）中、Ｒ１及びＲ２は、それぞれ独立して、置換されていてもよいＣ２０〜Ｃ６
０の炭化水素基を表す。ここで、Ｒ１とＲ２は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環
、又は２量体を形成してもよい。Ｒ３及びＲ４は、いずれか一方が置換されていてもよい
ヒドロキシメチル基又はリン酸メチル基を表し、他の一方は水素原子を表す。）で表され
る、古細菌由来の脂質であり、
前記エーテル結合を有する化学物質の分解微生物が、エーテル結合を有する脂質を資化し
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うる、コルディセプス属に属する微生物であり、
前記エーテル結合を有する化学物質が、式（III）
【化１４】

（式（III）中、Ｒ５〜Ｒ８は、それぞれ独立して、水素原子、又は置換されていてもよ
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いＣ１〜Ｃ５の炭化水素基を表す。Ｒ５とＲ６は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して
環を形成してもよいし、Ｒ７とＲ８は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を形成し
てもよい。Ａ及びＢは、それぞれ独立して、一重結合又は二重結合を表す。）で表される
化学物質、又は式（IV）
【化１５】

20
（式（IV）中、Ｒ９〜Ｒ１２は、それぞれ独立して、水素原子、又は置換されていてもよ
いＣ１〜Ｃ５の炭化水素基を表す。Ｒ９とＲ１０は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合し
て環を形成してもよいし、Ｒ１１とＲ１２は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を
形成してもよい。Ｃ〜Ｆは、それぞれ独立して、一重結合又は二重結合を表す。）で表さ
れる化学物質である、活性化剤。
【請求項１０】
エーテル結合を有する脂質を含有することを特徴とする、エーテル結合を有する化学物質
の分解微生物を活性化して、エーテル結合を有する化学物質の分解を促進するための分解
促進剤であって、
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前記エーテル結合を有する脂質が、式（I）
【化１６】

（式（I）中、Ｒ１及びＲ２は、それぞれ独立して、置換されていてもよいＣ２０〜Ｃ６
０の炭化水素基を表す。ここで、Ｒ１とＲ２は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環
、又は２量体を形成してもよい。Ｒ３及びＲ４は、いずれか一方が置換されていてもよい
ヒドロキシメチル基又はリン酸メチル基を表し、他の一方は水素原子を表す。）で表され
る、古細菌由来の脂質であり、
前記エーテル結合を有する化学物質の分解微生物が、エーテル結合を有する脂質を資化し
うる、コルディセプス属に属する微生物であり、
前記エーテル結合を有する化学物質が、式（III）
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【化１７】

（式（III）中、Ｒ５〜Ｒ８は、それぞれ独立して、水素原子、又は置換されていてもよ
いＣ１〜Ｃ５の炭化水素基を表す。Ｒ５とＲ６は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して
環を形成してもよいし、Ｒ７とＲ８は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を形成し
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てもよい。Ａ及びＢは、それぞれ独立して、一重結合又は二重結合を表す。）で表される
化学物質、又は式（IV）
【化１８】

（式（IV）中、Ｒ９〜Ｒ１２は、それぞれ独立して、水素原子、又は置換されていてもよ
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いＣ１〜Ｃ５の炭化水素基を表す。Ｒ９とＲ１０は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合し
て環を形成してもよいし、Ｒ１１とＲ１２は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を
形成してもよい。Ｃ〜Ｆは、それぞれ独立して、一重結合又は二重結合を表す。）で表さ
れる化学物質である、分解を促進するための分解促進剤。
【請求項１１】
エーテル結合を有する脂質を含有することを特徴とする、コルディセプス属に属する微生
物の増殖促進剤であって、
前記エーテル結合を有する脂質が、式（I）
【化１９】
30

（式（I）中、Ｒ１及びＲ２は、それぞれ独立して、置換されていてもよいＣ２０〜Ｃ６
０の炭化水素基を表す。ここで、Ｒ１とＲ２は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環
、又は２量体を形成してもよい。Ｒ３及びＲ４は、いずれか一方が置換されていてもよい
ヒドロキシメチル基又はリン酸メチル基を表し、他の一方は水素原子を表す。）で表され
る、古細菌由来の脂質であり、

40

前記コルディセプス属に属する微生物が、前記エーテル結合を有する脂質を資化しうる微
生物である、増殖促進剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、エーテル結合を有する化学物質の分解微生物を活性化する方法等に関する。
【背景技術】
【０００２】
１，４−ジオキサンやダイオキシン類等のエーテル結合を持つ化学物質に汚染された環
境の修復方法には、熱処理等の物理化学的な分解処理法が提案されてきた（例えば特許文
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献１参照）。しかし、これらの方法は多くのエネルギーを使い特殊な反応装置を用いてお
こなうため、工場等の排水等のエーテル結合を持つ化学物質に高濃度で汚染されたサイト
への応用には有効であったが、汚染が低濃度で広範囲に広がっている場合は、大量のエネ
ルギーが無駄に浪費されることとなるため、コスト面だけでなく、環境面に対しても好ま
しくない。そのため、物理化学的な分解処理法の使用は、高濃度のエーテル結合を持つ化
学物質に汚染された特殊な場所に限定されている。
【０００３】
一方、生物学的処理法として、汚染物質を分解する微生物を汚染地帯に散布する方法が
従来から知られているが、汚染地帯に微生物が定着しづらく、微生物の活性はすぐに失わ
10

れてしまうという欠点があった。
【０００４】
また、子のう菌類のカビであるコルディセプス

シネンシス（Cordyceps sinensis）は

、１，４−ジオキサン（例えば非特許文献１参照）やダイオキシン類（例えば非特許文献
２参照）等のエーテル結合を持つ汚染化学物質を分解することが知られている。しかし、
コルディセプス

シネンシスが自然環境中で何を資化しているかは全く知られていなかっ

た。
【特許文献１】特開２０００−２３３１６５号公報
【非特許文献１】Appl. Environ. Microbiol., vol. 71,

pp.1254‑1258, 2005.

【非特許文献２】FEMS Microbiol. Lett., vol. 248, pp.17‑22, 2005.
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明の課題は、環境への負荷が少なく、安価に、かつ、持続的に、エーテル結合を有
する化学物質の分解微生物を活性化する方法を提供することにある。また、本発明の課題
は、環境への負荷が少なく、安価に、かつ、持続的に、エーテル結合を有する化学物質の
分解微生物の環境中への集積方法を提供することにある。また、本発明の課題は、環境へ
の負荷が少なく、安価に、かつ、持続的に、エーテル結合を有する化学物質の分解を促進
する方法を提供することにある。また、本発明の課題は、環境への負荷が少なく、安価に
、かつ、持続的に、エーテル結合を有する化学物質の分解微生物を活性化する活性化剤を
提供することにある。また、本発明の課題は、環境への負荷が少なく、安価に、かつ、持

30

続的に、エーテル結合を有する化学物質の分解を促進する分解促進剤を提供することにあ
る。また、本発明の課題は、コルディセプス属に属する微生物を、環境への負荷が少なく
、安価に、かつ、持続的に増殖させる増殖促進剤を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明者らは、古細菌由来の脂質である２，３−ジ−Ｏ−フィタニル−ｓｎ−グリセロ
ールが、コルディセプス

シネンシスが自然環境中で資化する物質の一つであることを見

い出し、本発明を完成するに至った。
【０００７】
すなわち本発明は、（１）エーテル結合を有する脂質を用いることを特徴とする、エー

40

テル結合を有する化学物質の分解微生物を活性化する方法であって、
前記エーテル結合を有する脂質が、式（I）
【０００８】
【化４】

【０００９】
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（式（I）中、Ｒ１及びＲ２は、それぞれ独立して、置換されていてもよいＣ２０〜Ｃ６
０の炭化水素基を表す。ここで、Ｒ１とＲ２は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環
、又は２量体を形成してもよい。Ｒ３及びＲ４は、いずれか一方が置換されていてもよい
ヒドロキシメチル基又はリン酸メチル基を表し、他の一方は水素原子を表す。）で表され
る、古細菌由来の脂質であり、
前記エーテル結合を有する化学物質の分解微生物が、エーテル結合を有する脂質を資化し
うる、コルディセプス属に属する微生物であり、
前記エーテル結合を有する化学物質が、式（III）
【００１０】
【化５】

10

【００１１】
（式（III）中、Ｒ５〜Ｒ８は、それぞれ独立して、水素原子、又は置換されていてもよ
いＣ１〜Ｃ５の炭化水素基を表す。Ｒ５とＲ６は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して
環を形成してもよいし、Ｒ７とＲ８は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を形成し
てもよい。Ａ及びＢは、それぞれ独立して、一重結合又は二重結合を表す。）で表される

20

化学物質、又は式（IV）
【００１２】
【化６】

【００１３】
（式（IV）中、Ｒ９〜Ｒ１２は、それぞれ独立して、水素原子、又は置換されていてもよ
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いＣ１〜Ｃ５の炭化水素基を表す。Ｒ９とＲ１０は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合し
て環を形成してもよいし、Ｒ１１とＲ１２は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を
形成してもよい。Ｃ〜Ｆは、それぞれ独立して、一重結合又は二重結合を表す。）で表さ
れる化学物質である、方法や、
（２）エーテル結合を有する化学物質と、エーテル結合を有する化学物質の分解微生物と
を含む環境中に、エーテル結合を有する脂質を加えることを特徴とする、エーテル結合を
有する化学物質の分解微生物を活性化する方法であって、
前記エーテル結合を有する脂質が、上記式（I）（式（I）中、Ｒ１及びＲ２は、それぞれ
独立して、置換されていてもよいＣ２０〜Ｃ６０の炭化水素基を表す。ここで、Ｒ１とＲ
２は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環、又は２量体を形成してもよい。Ｒ３及び
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Ｒ４は、いずれか一方が置換されていてもよいヒドロキシメチル基又はリン酸メチル基を
表し、他の一方は水素原子を表す。）で表される、古細菌由来の脂質であり、
前記エーテル結合を有する化学物質の分解微生物が、エーテル結合を有する脂質を資化し
うる、コルディセプス属に属する微生物であり、
前記エーテル結合を有する化学物質が、上記式（III）（式（III）中、Ｒ５〜Ｒ８は、そ
れぞれ独立して、水素原子、又は置換されていてもよいＣ１〜Ｃ５の炭化水素基を表す。
Ｒ５とＲ６は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を形成してもよいし、Ｒ７とＲ８
は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を形成してもよい。Ａ及びＢは、それぞれ独
立して、一重結合又は二重結合を表す。）で表される化学物質、又は上記式（IV）（式（
IV）中、Ｒ９〜Ｒ１２は、それぞれ独立して、水素原子、又は置換されていてもよいＣ１
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〜Ｃ５の炭化水素基を表す。Ｒ９とＲ１０は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を
形成してもよいし、Ｒ１１とＲ１２は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を形成し
てもよい。Ｃ〜Ｆは、それぞれ独立して、一重結合又は二重結合を表す。）で表される化
学物質である、方法や、
（３）エーテル結合を有する脂質が、２，３−ジ−Ｏ−フィタニル−ｓｎ−グリセロール
、サイクリックアーキオール、α−ヒドロキシアーキオール、β−ヒドロキシアーキオー
ル、カルドアーキオール、Ｈ字型カルドアーキオール又はこれらのいずれかの誘導体であ
ることを特徴とする上記（１）又は（２）に記載のエーテル結合を有する化学物質の分解
微生物を活性化する方法や、
（４）上記式（III）及び／又は上記式（IV）における、置換されていてもよいＣ１〜Ｃ

10

５の炭化水素基が、ハロゲン原子で置換されていてもよいＣ１〜Ｃ５の炭化水素基である
ことを特徴とする上記（１）〜（３）のいずれかに記載のエーテル結合を有する化学物質
の分解微生物を活性化する方法や、
（５）エーテル結合を有する化学物質が、ジオキサン、ダイオキシン、ビフェニルエーテ
ル及びこれらの誘導体からなる群から選ばれる１つ又は２つ以上の化学物質であることを
特徴とする上記（１）〜（４）のいずれかに記載のエーテル結合を有する化学物質の分解
微生物を活性化する方法や、
（６）エーテル結合を有する化学物質が、１，４−ジオキサン、２−ヒドロキシメチル−
１，４−ジオキサン及び塩素化ジベンゾ−ｐ−ダイオキシンからなる群から選ばれるいず
れか１つ又は２つ以上の化学物質であることを特徴とする上記（１）〜（４）のいずれか
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に記載のエーテル結合を有する化学物質の分解微生物を活性化する方法、
に関する。
【００１４】
また、本発明は、（７）エーテル結合を有する化学物質と、エーテル結合を有する化学
物質の分解微生物とを含む環境中で、エーテル結合を有する化学物質の分解微生物と、エ
ーテル結合を有する脂質とを接触させることを特徴とする、エーテル結合を有する化学物
質の分解微生物の環境中への集積方法であって、
前記エーテル結合を有する脂質が、上記式（I）（式（I）中、Ｒ１及びＲ２は、それぞれ
独立して、置換されていてもよいＣ２０〜Ｃ６０の炭化水素基を表す。ここで、Ｒ１とＲ
２は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環、又は２量体を形成してもよい。Ｒ３及び
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Ｒ４は、いずれか一方が置換されていてもよいヒドロキシメチル基又はリン酸メチル基を
表し、他の一方は水素原子を表す。）で表される、古細菌由来の脂質であり、
前記エーテル結合を有する化学物質の分解微生物が、エーテル結合を有する脂質を資化し
うる、コルディセプス属に属する微生物であり、
前記エーテル結合を有する化学物質が、上記式（III）（式（III）中、Ｒ５〜Ｒ８は、そ
れぞれ独立して、水素原子、又は置換されていてもよいＣ１〜Ｃ５の炭化水素基を表す。
Ｒ５とＲ６は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を形成してもよいし、Ｒ７とＲ８
は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を形成してもよい。Ａ及びＢは、それぞれ独
立して、一重結合又は二重結合を表す。）で表される化学物質、又は上記式（IV）（式（
IV）中、Ｒ９〜Ｒ１２は、それぞれ独立して、水素原子、又は置換されていてもよいＣ１
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〜Ｃ５の炭化水素基を表す。Ｒ９とＲ１０は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を
形成してもよいし、Ｒ１１とＲ１２は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を形成し
てもよい。Ｃ〜Ｆは、それぞれ独立して、一重結合又は二重結合を表す。）で表される化
学物質である、方法に関する。
【００１５】
さらに本発明は、（８）（a）エーテル結合を有する脂質と、（b）エーテル結合を有す
る化学物質の分解微生物を用いることを特徴とする、エーテル結合を有する化学物質の分
解を促進する方法であって、
前記エーテル結合を有する脂質が、上記式（I）（式（I）中、Ｒ１及びＲ２は、それぞれ
独立して、置換されていてもよいＣ２０〜Ｃ６０の炭化水素基を表す。ここで、Ｒ１とＲ
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２は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環、又は２量体を形成してもよい。Ｒ３及び

Ｒ４は、いずれか一方が置換されていてもよいヒドロキシメチル基又はリン酸メチル基を
表し、他の一方は水素原子を表す。）で表される、古細菌由来の脂質であり、
前記エーテル結合を有する化学物質の分解微生物が、エーテル結合を有する脂質を資化し
うる、コルディセプス属に属する微生物であり、
前記エーテル結合を有する化学物質が、上記式（III）（式（III）中、Ｒ５〜Ｒ８は、そ
れぞれ独立して、水素原子、又は置換されていてもよいＣ１〜Ｃ５の炭化水素基を表す。
Ｒ５とＲ６は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を形成してもよいし、Ｒ７とＲ８
は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を形成してもよい。Ａ及びＢは、それぞれ独
立して、一重結合又は二重結合を表す。）で表される化学物質、又は上記式（IV）（式（

10

IV）中、Ｒ９〜Ｒ１２は、それぞれ独立して、水素原子、又は置換されていてもよいＣ１
〜Ｃ５の炭化水素基を表す。Ｒ９とＲ１０は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を
形成してもよいし、Ｒ１１とＲ１２は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を形成し
てもよい。Ｃ〜Ｆは、それぞれ独立して、一重結合又は二重結合を表す。）で表される化
学物質である、方法に関する。
【００１６】
また、本発明は、（９）エーテル結合を有する脂質を含有することを特徴とする、エー
テル結合を有する化学物質の分解微生物の活性化剤であって、
前記エーテル結合を有する脂質が、上記式（I）（式（I）中、Ｒ１及びＲ２は、それぞれ
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独立して、置換されていてもよいＣ２０〜Ｃ６０の炭化水素基を表す。ここで、Ｒ１とＲ
２は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環、又は２量体を形成してもよい。Ｒ３及び

Ｒ４は、いずれか一方が置換されていてもよいヒドロキシメチル基又はリン酸メチル基を
表し、他の一方は水素原子を表す。）で表される、古細菌由来の脂質であり、
前記エーテル結合を有する化学物質の分解微生物が、エーテル結合を有する脂質を資化し
うる、コルディセプス属に属する微生物であり、
前記エーテル結合を有する化学物質が、上記式（III）（式（III）中、Ｒ５〜Ｒ８は、そ
れぞれ独立して、水素原子、又は置換されていてもよいＣ１〜Ｃ５の炭化水素基を表す。
Ｒ５とＲ６は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を形成してもよいし、Ｒ７とＲ８
は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を形成してもよい。Ａ及びＢは、それぞれ独

30

立して、一重結合又は二重結合を表す。）で表される化学物質、又は上記式（IV）（式（
IV）中、Ｒ９〜Ｒ１２は、それぞれ独立して、水素原子、又は置換されていてもよいＣ１
〜Ｃ５の炭化水素基を表す。Ｒ９とＲ１０は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を
形成してもよいし、Ｒ１１とＲ１２は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を形成し
てもよい。Ｃ〜Ｆは、それぞれ独立して、一重結合又は二重結合を表す。）で表される化
学物質である、活性化剤に関する。
【００１７】
さらに本発明は、（１０）エーテル結合を有する脂質を含有することを特徴とする、エ
ーテル結合を有する化学物質の分解微生物を活性化して、エーテル結合を有する化学物質
の分解を促進するための分解促進剤であって、
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前記エーテル結合を有する脂質が、上記式（I）（式（I）中、Ｒ１及びＲ２は、それぞれ
独立して、置換されていてもよいＣ２０〜Ｃ６０の炭化水素基を表す。ここで、Ｒ１とＲ
２は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環、又は２量体を形成してもよい。Ｒ３及び

Ｒ４は、いずれか一方が置換されていてもよいヒドロキシメチル基又はリン酸メチル基を
表し、他の一方は水素原子を表す。）で表される、古細菌由来の脂質であり、
前記エーテル結合を有する化学物質の分解微生物が、エーテル結合を有する脂質を資化し
うる、コルディセプス属に属する微生物であり、
前記エーテル結合を有する化学物質が、上記式（III）（式（III）中、Ｒ５〜Ｒ８は、そ
れぞれ独立して、水素原子、又は置換されていてもよいＣ１〜Ｃ５の炭化水素基を表す。
Ｒ５とＲ６は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を形成してもよいし、Ｒ７とＲ８
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は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を形成してもよい。Ａ及びＢは、それぞれ独
立して、一重結合又は二重結合を表す。）で表される化学物質、又は上記式（IV）（式（
IV）中、Ｒ９〜Ｒ１２は、それぞれ独立して、水素原子、又は置換されていてもよいＣ１
〜Ｃ５の炭化水素基を表す。Ｒ９とＲ１０は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を
形成してもよいし、Ｒ１１とＲ１２は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を形成し
てもよい。Ｃ〜Ｆは、それぞれ独立して、一重結合又は二重結合を表す。）で表される化
学物質である、分解を促進するための分解促進剤に関する。
【００１８】
また、本発明は、（１１）エーテル結合を有する脂質を含有することを特徴とする、コ
ルディセプス属に属する微生物の増殖促進剤であって、

10

前記エーテル結合を有する脂質が、上記式（I）（式（I）中、Ｒ１及びＲ２は、それぞれ
独立して、置換されていてもよいＣ２０〜Ｃ６０の炭化水素基を表す。ここで、Ｒ１とＲ
２は互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環、又は２量体を形成してもよい。Ｒ３及び

Ｒ４は、いずれか一方が置換されていてもよいヒドロキシメチル基又はリン酸メチル基を
表し、他の一方は水素原子を表す。）で表される、古細菌由来の脂質であり、
前記コルディセプス属に属する微生物が、前記エーテル結合を有する脂質を資化しうる微
生物である、増殖促進剤に関する。
【発明の効果】
【００１９】
本発明のエーテル結合を有する化学物質の分解微生物を活性化する方法、及び分解微生
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物の活性化剤は、環境への負荷が少なく、安価に、かつ、持続的に、エーテル結合を有す
る化学物質の分解微生物を活性化することができる。本発明のエーテル結合を有する化学
物質の分解微生物の環境中への集積方法は、環境への負荷が少なく、安価に、かつ、持続
的に、エーテル結合を有する化学物質の分解微生物を環境中へ集積することができる。本
発明のエーテル結合を有する化学物質の分解を促進する方法、及び分解促進剤は、環境へ
の負荷が少なく、安価に、かつ、持続的にエーテル結合を有する化学物質の分解を促進す
ることができる。また、本発明の増殖促進剤は、コルディセプス属に属する微生物を、環
境への負荷が少なく、安価に、かつ、持続的に増殖させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
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本発明のエーテル結合を有する化学物質の分解微生物（以下、「本発明における分解微
生物」という）を活性化する方法は、エーテル結合を有する脂質（以下、「本発明におけ
る脂質」という）を用いることを特徴としており、本発明における脂質を用いる限り特に
制限はされない。本発明のエーテル結合を有する化学物質（以下、「本発明における化学
物質」という）の分解微生物を活性化する方法における、本発明における脂質を用いる方
法は、本発明における分解微生物の活性化効果が得られる限り特に制限はされないが、具
体的には例えば、本発明における分解微生物と、本発明における脂質とを接触させること
や、本発明における分解微生物を含む環境中に、本発明における脂質を加えること等が含
まれる。本発明における分解微生物と、本発明における脂質とを接触させると、本発明に
おける分解微生物が本発明における脂質を分解するなどして栄養源として利用し、本発明
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における分解微生物が活性化する。
【００２１】
ここで、「エーテル結合を有する化学物質の分解微生物を活性化する」とは、エーテル
結合を有する化学物質の分解微生物を増殖させることをいうが、より好ましくは、エーテ
ル結合を有する化学物質を分解し得ない微生物の増殖率より高い増殖率で、エーテル結合
を有する化学物質の分解微生物を増殖させることをいう。ここでいうエーテル結合を有す
る化学物質を分解し得ない微生物とは、エーテル結合を有する化学物質を分解し得ないい
ずれか１種の微生物でよく、そのような微生物として例えば大腸菌K12株等を例示するこ
とができる。
【００２２】
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本発明におけるエーテル結合を有する脂質としては、少なくとも１種の本発明における
分解微生物を活性化しうる脂質であって、エーテル結合を有する脂質であれば特に制限は
されない。本発明におけるエーテル結合を有する脂質としては、例えば、式（Ｉ）で表さ
れる脂質を挙げることができる。
【００２３】
式（I）中、Ｒ１及びＲ２は、それぞれ独立して、置換されていてもよいＣ２０〜Ｃ６
０の炭化水素基を表す。Ｒ１及びＲ２の炭化水素基は、直鎖状又は分岐状であってもよい
し、Ｒ１とＲ２が互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を形成してもよい。また、式
（I）で表される脂質同士が、Ｒ１とＲ２の炭化水素鎖の末端で互いに共有結合して２量
体を形成してもよい。Ｒ３及びＲ４は、いずれか一方が置換されていてもよいヒドロキシ

10

メチル基又はリン酸メチル基を表し、他の一方は水素原子を表す。
Ｒ３やＲ４におけるヒドロキシメチル基は、例えば糖残基で置換されていてもよいし（糖
脂質）、ホスホジエステル結合を介してイノシトール等が結合してもよいし（リン脂質）
、又はその両方が結合してもよい（リン糖脂質）。
本発明における分解微生物の少なくとも１種を活性化しうる脂質であって、エーテル結合
を有する脂質である限り、式（I）中のＲ１やＲ２の炭化水素基における置換基は特に制
限されないが、例えばハロゲン原子、ヒドロキシ基、糖残基等を挙げることができる。
また、本発明における分解微生物の少なくとも１種を活性化しうる脂質であって、エーテ
ル結合を有する脂質である限り、式（I）中のＲ１とＲ２が互いに炭化水素鎖の末端で共
有結合して環を形成している場合の環は特に制限されず、単環であっても多環であっても

20

よく、複素環であってもよい。
【００２４】
本発明における式（I）で表される化合物の中でも、入手が比較的容易であって、より
安価であることから、例えば、以下の式（II）
【００２５】
【化７】
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【００２６】
で表される２，３−ジ−Ｏ−フィタニル−ｓｎ−グリセロール（アーキオール）、サイク
リックアーキオール（Ｒ１とＲ２の炭化水素基の末端が共有結合したもの）、α−ヒドロ
キシアーキオール（外側の炭化水素基にヒドロキシル基が結合したもの）、β−ヒドロキ
シアーキオール（真ん中の炭化水素基にヒドロキシル基が結合したもの）、カルドアーキ
オール（式（I）で表される脂質の一方のＲ１がもう一方の式（I）で表される脂質のＲ２
と共有結合し、一方のＲ２がもう一方のＲ１と共有結合することによって、式（Ｉ）で表

40

される脂質が２量体化したもの）、Ｈ字型カルドアーキオール（カルドアーキオールの炭
素鎖同士が途中で架橋されているもの）又はこれらの誘導体を好ましく例示することがで
き、２，３−ジ−Ｏ−(３

Ｒ，Ｓ，７

Ｒ，１１

Ｒ) −フィタニル−ｓｎ−グリセロ

ール又はその誘導体を特に好ましく例示することができる。
本発明における脂質は、古細菌由来の脂質でなくてもよいが、古細菌由来の脂質であって
もよい。古細菌としては、例えばメタノバクテリウム（Methanobacterium）属、ハロバク
テリウム（Halobacterium）属、パイロコッカス（Pyrococcus）等の細菌を例示すること
ができる。
【００２７】
本発明における脂質は、１種単独で用いてもよいし、２種以上を併用してもよい。また
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、本発明における脂質として、本発明における脂質を含有する物質を用いてもよい。本発
明における脂質を含有する物質としては、特に制限されないが、例えば、本発明における
脂質を有する古細菌の菌体や、本発明における脂質を有する古細菌の菌体を含む培養物等
を例示することができる。また、本発明における脂質を有する古細菌の菌体を含む培養物
には、例えば、該古細菌の菌体を含む嫌気性汚泥や、該嫌気性汚泥を好気的に処理したも
のや、該古細菌の発酵済みの残さ等も含まれる。
【００２８】
本発明における環境とは、土壌、水又はその混合物が含まれていれば特に制限はされな
い。本発明における環境は、自然環境であってもよいし、人工の環境であってもよい。ま
た、屋外環境であってもよいし、室内環境であってもよい。

10

【００２９】
本発明におけるエーテル結合を有する化学物質の分解微生物は、好適な条件下でエーテ
ル結合を有する化学物質を分解しうる微生物である限り特に制限はされないが、好適な条
件下において式（III）又は式（IV）で表されるいずれかの化学物質を分解しうる微生物
であることが好ましく、ジオキサン、ダイオキシン、ビフェニルエーテル及びこれらの誘
導体からなる群から選ばれる１つ又は２つ以上の化学物質を分解しうる微生物であること
がより好ましく、１，４−ジオキサン、２−ヒドロキシメチル−１，４−ジオキサン及び
塩素化ジベンゾ−ｐ−ダイオキシンからなる群から選ばれるいずれか１つ又は２つ以上の
化学物質を分解しうる微生物であることがさらに好ましい。
ある微生物がある化学物質を分解しうるかどうかは、その化学物質の存在下でその微生物

20

を培養し、培養後にその化学物質が減少していることを調べるなどして容易に確認するこ
とができる。
【００３０】
式（III）中、Ｒ５〜Ｒ８は、それぞれ独立して、水素原子、又は置換されていてもよ
いＣ１〜Ｃ５の炭化水素基を表す。Ｒ５〜Ｒ８の炭化水素基は、直鎖状又は分岐状であっ
てもよい。また、Ｒ５とＲ６が互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を形成してもよ
いし、Ｒ７とＲ８が互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を形成してもよい。Ａ及び
Ｂは、それぞれ独立して、一重結合又は二重結合を表す。
【００３１】
本発明における分解微生物の少なくとも１種が分解しうる限り、式（III）中の炭化水
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素基における置換基は特に制限されないが、例えばハロゲン原子、ヒドロキシ基、糖残基
等を挙げることができる。
また、本発明における分解微生物の少なくとも１種が分解しうる限り、式（III）中のＲ
５及びＲ６が互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を形成している場合の環や、Ｒ７

及びＲ８が互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を形成している場合の環は特に制限
されず、単環であっても多環であってもよく、複素環であってもよい。
【００３２】
式（IV）中、Ｒ９〜Ｒ１２は、それぞれ独立して、水素原子、又は置換されていてもよ
いＣ１〜Ｃ５の炭化水素基を表す。Ｒ９〜Ｒ１２の炭化水素基は、直鎖状又は分岐状であ
ってもよい。また、Ｒ９とＲ１０が互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を形成して
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もよいし、Ｒ１１とＲ１２が互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を形成してもよい
。Ｃ〜Ｆは、それぞれ独立して、一重結合又は二重結合を表す。
【００３３】
本発明における分解微生物の少なくとも１種が分解しうる限り、式（IV）中の炭化水素
基における置換基は特に制限されないが、例えばハロゲン原子、ヒドロキシ基、糖残基等
を挙げることができる。
また、本発明における分解微生物の少なくとも１種が分解しうる限り、式（IV）中のＲ９
とＲ１０が互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を形成している場合の環や、Ｒ１１
とＲ１２が互いに炭化水素鎖の末端で共有結合して環を形成している場合の環は特に制限
されず、単環であっても多環であってもよく、複素環であってもよい。
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【００３４】
本発明における化学物質は、１種単独であってもよいし、２種以上であってもよい。
【００３５】
本発明におけるエーテル結合を有する化学物質の分解微生物として、具体的には、エー
テル結合を有する化学物質を分解する能力を有するコルディセプス（Cordyceps）属に属
する微生物、アウレオバシジウム（Aureobasidium）属に属する微生物等のカビ（特表平0
8‑509376参照）；アクチノマイセテス (Actinomycete) 属に属する微生物等の放線菌；ス
フィンゴモナス属細菌、コリネバクテリア属細菌、シュードモナス属細菌等の細菌；等を
挙げることができる。
コルディセプス属に属する微生物は、子のう菌類に属する。本発明におけるコルディセプ
ス属に属する微生物としては、具体的には、コルディセプス
nensis）、コルディセプス
ルディセプス

10

シネンシス（Cordyceps si

ジャポニカ（Cordyceps japonica：タンポタケモドキ）、コ

ソボリフェラ（Cordyceps sobolifera：セミタケ）、コルディセプス

グリオタ（Cordyceps agriota：コメツキムシタケ）、コルディセプス

ア

シカダエ（Cordy

ceps cicadae：キアシオオゼミタケ）等を挙げることができるが、中でもコルディセプス
シネンシスが好ましい。
なお、コルディセプス属細菌は、１８Ｓ

ｒＲＮＡによって分類した場合は、しのう菌類

のカビと同定されるが、形態的に同定する場合、不完全世代を持つため不完全菌類のPeni
cillium やScopulariopsis等に同定される場合もある。また形態的にコルディセプス属に
同定出来た株は１８Ｓ

ｒＲＮＡの配列からCladosporium属等のしのう菌類に同定される

20

場合もある。したがって、本発明における「コルディセプス属」は、「コルディセプス属
」に加えて、「ペニシリウム（Penicillium）属」、「スコプラリオプシス（Scopulariop
sis）属」及び「クラドスポリウム属（Cladosporium）属」からなる群から選ばれるいず
れか１つ又は２つ以上を含む概念である。
【００３６】
また、本発明におけるエーテル結合を有する化学物質の分解微生物は、好適な条件下で
本発明におけるエーテル結合を有する脂質を資化しうることが好ましく、好適な条件下に
おいて式（I）で表される少なくとも１種の脂質、又は、少なくとも１種の古細菌の少な
くとも１種の脂質を分解しうる微生物であることがより好ましく、好適な条件下で２，３
−ジ−Ｏ−フィタニル−ｓｎ−グリセロールを分解しうる微生物であることがさらに好ま
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しい。ある微生物がある脂質を分解しうるかどうかは、その脂質の存在下でその微生物を
培養し、培養後にその脂質が減少していることを調べるなどして容易に確認することがで
きる。
【００３７】
本発明の化学物質の分解を促進する方法は、本発明における脂質を用いる工程以外に任
意の工程をさらに含んでいてもよい。そのような任意の工程として、コルディセプス属に
属する微生物の生菌の菌体を用いる工程をさらに有していてもよい。コルディセプス属に
属する微生物の生菌の菌体を用いる工程をさらに有していると、環境中のエーテル結合を
有する化学物質の分解がより促進される。
【００３８】

40

本発明のエーテル結合を有する化学物質の分解微生物の環境中への集積方法は、エーテ
ル結合を有する化学物質と、エーテル結合を有する化学物質の分解微生物とを含む環境中
で、エーテル結合を有する化学物質の分解微生物と、エーテル結合を有する脂質とを接触
させることを特徴とする。本発明における脂質を、本発明における分解微生物に接触させ
ると、本発明における分解微生物が本発明における脂質を分解するなどして栄養源として
利用し、本発明における分解微生物以外の微生物に比べて、本発明における分解微生物が
優先的に増殖する結果、環境中に本発明における分解微生物が集積される。
【００３９】
本発明における分解微生物を環境中へ集積するとは、エーテル結合を有する化学物質を
分解し得ない微生物の少なくとも１種の増殖率より高い増殖率で、エーテル結合を有する
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化学物質の分解微生物の少なくとも１種を増殖させることをいう。ここでいう増殖率とは
、ある特定の微生物と本発明における脂質とを接触させて一定時間経過後のその微生物の
菌体数を、本発明における脂質を接触させる前のその微生物の菌体数で割った数値をいう
。ここでいうエーテル結合を有する化学物質を分解し得ない微生物として例えば大腸菌K1
2株等を例示することができる。
【００４０】
本発明のエーテル結合を有する化学物質の分解微生物の環境中への集積方法においては
、エーテル結合を有する化学物質と、エーテル結合を有する化学物質の分解微生物とを含
む環境中に、エーテル結合を有する脂質を加えることもできる。
【００４１】

10

本発明のエーテル結合を有する化学物質の分解を促進する方法は、エーテル結合を有す
る脂質を用いることを特徴としており、本発明における脂質を用いる限り特に制限はされ
ない。本発明のエーテル結合を有する化学物質の分解を促進する方法において、本発明に
おける脂質を用いる方法に関しては特に制限はされないが、より具体的には例えば、エー
テル結合を有する化学物質と、本発明における分解微生物とを含む環境中で、本発明にお
ける分解微生物と、本発明における脂質とを接触させることや、エーテル結合を有する化
学物質と、本発明における分解微生物とを含む環境中に、本発明における脂質を加えるこ
とや、エーテル結合を有する化学物質を含む環境中に、本発明における脂質と本発明にお
ける分解微生物とを加えることが含まれる。本発明における分解微生物と、本発明におけ
る脂質とを接触させると、本発明における分解微生物が本発明における脂質を分解するな

20

どして栄養源として利用し、エーテル結合を有する化学物質を分解する能力を有する本発
明における分解微生物が、該化学物質を分解する能力のない微生物に比べて優先的に増殖
する。その結果、環境中のエーテル結合を有する化学物質の分解が促進される。
【００４２】
本発明における脂質が、本発明における化学物質の分解の促進効果を有しているかどう
かは、例えば、本発明における脂質を施用すること以外は同じ条件で比較実験を行った場
合に、本発明における脂質を施用したときの方が本発明における脂質を施用しなかったと
きと比べて、本発明における化学物質の分解量が多いことを確認することにより容易に調
べることができる。本発明における化学物質の量は、例えばクロマトグラフィー等を用い
ることにより測定することができる。
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【００４３】
本発明における環境中に化学物質が含まれている場合、分解微生物の活性化や集積は環
境汚染物質によってでは無く脂質によって行われるので、環境中に含まれる本発明におけ
る化学物質の濃度は特に制限されず、高濃度であっても低濃度であってもよいが、低濃度
である場合は、物理化学的な分解方法に比べてより多くのメリット（例えばかなり低コス
トであること）を享受することができる。
ここで、低濃度とは、本発明における化学物質を含む環境が汚染土壌の場合、例えばダイ
オキシンで環境基準値１，０００ｐｇ−ＴＥＱ／ｇ以下であり、汚染水の場合、例えば１
，４−ジオキサンで実汚染濃度として報告例のある１ｐｐｍ（実験値）以下である場合を
挙げることができる。
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【００４４】
本発明のコルディセプス属に属する微生物の培養方法は、エーテル結合を有する脂質を
用いることを特徴としており、本発明における脂質を用いる限り特に制限はされない。本
発明のコルディセプス属に属する微生物の培養方法において、本発明における脂質を用い
る方法に関しては特に制限はされないが、より具体的には例えば、本発明における脂質を
含む適当な培地中でコルディセプス属に属する微生物を培養することや、コルディセプス
属に属する微生物を含む適当な培地中に本発明における脂質を加えること等が含まれ、本
発明における脂質を唯一の炭素源として含む適当な培地中でコルディセプス属に属する微
生物を培養することや、コルディセプス属に属する微生物を含む適当な培地中に本発明に
おける脂質を唯一の炭素源として加えることがより好ましい。
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【００４５】
本発明のエーテル結合を有する化学物質の分解微生物の活性化剤は、本発明における脂
質を含有することを特徴とする。該活性化剤に含有される本発明における脂質は、１種で
もよいし、２種以上を併用してもよい。
【００４６】
本発明のエーテル結合を有する化学物質の分解微生物の活性化剤は、本発明における脂
質以外に、本発明の効果を妨げない限り、例えば、コルディセプス属に属する微生物の栄
養源となる他の物質等の任意成分を含有していてもよい。
【００４７】
本発明のエーテル結合を有する化学物質の分解微生物の活性化剤の剤型は特に制限され
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ず、粉状、液状等任意の剤型とすることができる。
【００４８】
本発明における分解微生物と、本発明における脂質とを接触させると、本発明における
分解微生物が本発明における脂質を分解するなどして栄養源として利用し、本発明におけ
る分解微生物が活性化する。
【００４９】
本発明のエーテル結合を有する化学物質の分解促進剤は、本発明における脂質を含有す
ることを特徴としており、本発明における脂質を用いる限り特に制限はされない。該分解
促進剤に含有される本発明における脂質は、１種でもよいし、２種以上を併用してもよい
20

。
【００５０】
本発明のエーテル結合を有する化学物質の分解促進剤は、本発明における脂質以外に
、本発明の効果を妨げない限り、例えば、コルディセプス属に属する微生物の栄養源とな
る他の物質や、コルディセプス属に属する微生物の生菌の菌体等の任意成分を含有してい
てもよい。本発明における脂質に加えて、コルディセプス属に属する微生物の菌体を含有
していると、本発明における脂質のみを用いた場合に比べて、環境中のコルディセプス属
に属する微生物の菌体数がより増加し、環境中の本発明における化学物質の分解がより促
進される。コルディセプス属に属する微生物の生菌の菌体としては、コルディセプス

シ

ネンシスの生菌の菌体であることが好ましい。
【００５１】
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本発明のエーテル結合を有する化学物質の分解促進剤の剤型は特に制限されず、粉状、
液状等任意の剤型とすることができる。
【００５２】
本発明における分解微生物と、本発明における脂質とを接触させると、本発明における
分解微生物が本発明における脂質を分解するなどして栄養源として利用し、エーテル結合
を有する化学物質を分解する能力を有する本発明における分解微生物が、該化学物質を分
解する能力のない微生物に比べて優先的に増殖する。その結果、環境中のエーテル結合を
有する化学物質の分解が促進される。
【００５３】
本発明のコルディセプス属に属する微生物の増殖促進剤は、エーテル結合を有する脂質
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を含有することを特徴としており、本発明における脂質を用いる限り特に制限はされない
。該増殖促進剤に含有される本発明における脂質は、１種でもよいし、２種以上を併用し
てもよい。
【００５４】
本発明のコルディセプス属に属する微生物の増殖促進剤は、本発明における脂質以外に
、本発明の効果を妨げない限り、例えば、コルディセプス属に属する微生物の栄養源とな
る他の物質等の任意成分を含有していてもよい。
【００５５】
本発明のコルディセプス属に属する微生物の増殖促進剤の剤型は特に制限されず、粉状
、液状等任意の剤型とすることができる。
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【００５６】
本発明における分解微生物と、本発明における脂質とを接触させると、本発明における
分解微生物が本発明における脂質を分解するなどして栄養源として利用し、本発明におけ
る分解微生物の増殖を促進することができる。特に、エーテル結合を有する化学物質を分
解する能力を有しない微生物と比較して、本発明の分解微生物を優先的に増殖させること
ができる。
【００５７】
本発明における脂質の製造方法については特に制限されず、例えば有機合成してもよい
し、古細菌由来の脂質である場合は、培養した古細菌の菌体を利用してもよいが、より安
価に得る観点からは、培養した古細菌の菌体を利用することが好ましい。古細菌の菌体の
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利用方法としては特に制限されないが、古細菌の菌体の培養物をそのまま用いてもよいし
、古細菌の菌体又はその培養物から古細菌の脂質を抽出してもよい。古細菌の脂質の抽出
方法は特に制限されず、通常の油分の抽出方法を用いることができる。
【００５８】
有機合成の方法は特に制限されないが、例えば２，３−ジ−Ｏ−(３
，１１

Ｒ，Ｓ，７

Ｒ

Ｒ) −フィタニル−ｓｎ−グリセロールの場合、Takadaらの方法(J.Org.Chem. 1

985.50.5634)により合成することができる。
古細菌の培養方法については、古細菌が増殖し得る培養方法である限り特に制限されず、
通常の培養方法を用いることができる。培養に用いる培地としては特に制限されず、液体
培地であっても固体培地であってもよいが、例えば、硝酸体窒素を加えた無機培地（Leeu

20

wenhoekの培地：Antonie van Leeuwenhoek 1976. 42, 59‑71参照）に炭素源を加えた培地
を好ましく例示することができる。
また、古細菌の培養物からの古細菌の分離方法としては、特に制限されず、例えば、培地
を遠心する等の方法を採用することができる。
【００５９】
本発明におけるコルディセプス属に属する微生物の菌体は、例えば、適当な土壌や冬虫
夏草等から公知の手法（Appl. Environ. Microbiol., vol. 71,

pp.1254‑1258, 2005.）

により単離したコルディセプス属に属する微生物を、適当な培地で培養することにより容
易に得られる。また、本発明におけるコルディセプス属に属する微生物は、ＡＴＣＣ（Am
erican Type Culture Collection）やＮＲＢＣ（製品評価技術基盤機構バイオテクノロジ
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ー本部・生物遺伝資源部門）から分譲したものを用いることもできる。
【００６０】
本発明のエーテル結合を有する化学物質の分解微生物を活性化する方法や、エーテル結
合を有する化学物質の分解微生物の環境中への集積方法や、エーテル結合を有する化学物
質の分解を促進する方法において、環境が水及び土壌の混合物、又は水である場合は、該
混合物や水を例えば撹拌するなどして、該混合物や水を好気的又は微好気的にすることが
好ましい。
【００６１】
本発明における脂質の使用量は、本発明の効果が得られる限り特に制限されない。
40

【００６２】
以下、実施例により本発明をより具体的に説明するが、本発明の技術的範囲はこれらの
例示に限定されるものではない。
【実施例】
【００６３】
（１）２，３−ジ−Ｏ−(３

Ｒ，Ｓ，７

Ｒ，１１

Ｒ) −フィタニル−ｓｎ−グリセ

ロールの合成
Takadaらの方法(J.Org.Chem. 1985.50.5634)にしたがって、フィトールとマンニトール
から２，３−ジ−Ｏ−(３

Ｒ，Ｓ，７

Ｒ，１１

Ｒ) −フィタニル−ｓｎ−グリセロ

ールを合成した。フィタニン酸は、Jellumらの方法(Acta Chem. Scand. 1966.20.2535)に
したがって合成した。その他の試薬は市販されているものを用いた。化合物の合成は、NM
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R(800Mhz, JEOL Ltd, Tokyo)を用いて確認した。
（２）コルディセプス

シネンシスの２，３−ジ−Ｏ−(３

Ｒ，Ｓ，７

Ｒ，１１

Ｒ)

−フィタニル−ｓｎ−グリセロールでの培養
硝酸体窒素を加えた以下のような組成の無機培地(Leeuwenhoekの培地)を調製した。
NaNO32.0g, K2HPO4 0.5g, KH2PO4 0.5g, MgSO4・7H2O 0.2g, CaCl2 0.015g, CuSO4・5H2O
5μg, H3BO3 10μg, ZnSO4・7H2O 10μg, MnSO4・5H2O 10μg, Na2MoO4・2H2O 10μg (p
H 6.8)/ 1L
調製したこの培地を、密閉出来るガラス製の容器に２ｍｌ入れた。その容器に、実施例（
１）で得られた２，３−ジ−Ｏ−(３

Ｒ，Ｓ，７

Ｒ，１１

Ｒ) −フィタニル−ｓｎ

−グリセロールを単一炭素源として加え混合した。培地中の２，３−ジ−Ｏ−(３
Ｓ，７

Ｒ，１１

Ｒ，

10

Ｒ) −フィタニル−ｓｎ−グリセロールの含有量は０．０５重量％で

あった。
ここで、本発明者らが単離したコルディセプス
biol., vol. 71,

シネンシスＡ株（Appl. Environ. Micro

pp.1254‑1258, 2005.参照）の菌体を添加し、１５０ｒｐｍで攪拌しつ

つ３０℃で前培養した。前述と同様の新鮮な培地２ｍｌを入れた同様のガラス製の容器を
用意し、前培養の培養液をその容器内に１００μｌ添加した後、１５０ｒｐｍで攪拌しつ
つ３０℃で７２時間培養した。
培養２４時間後、４８時間後及び７２時間後における菌体量（μｇ／ｍｌ）を測定した。
その結果を図１に示す。
（３）コルディセプス
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シネンシスの１，４−ジオキサンでの培養

単一炭素源として２，３−ジ−Ｏ−(３

Ｒ，Ｓ，７

Ｒ，１１

Ｒ) −フィタニル−

ｓｎ−グリセロールの代わりに１，４−ジオキサンを用いたこと以外は、実施例の上記（
２）と同様の方法で培養を行った。培養２４時間後、４８時間後及び７２時間後における
菌体量（μｇ／ｍｌ）を測定した。その結果を図１に示す。
（４）コルディセプス

シネンシスのグルコースでの培養

単一炭素源として２，３−ジ−Ｏ−(３

Ｒ，Ｓ，７

Ｒ，１１

Ｒ) −フィタニル−

ｓｎ−グリセロールの代わりにグルコースを用いたこと以外は、実施例の上記（２）と同
様の方法で培養を行った。培養２４時間後、４８時間後及び７２時間後における菌体量（
μｇ／ｍｌ）を測定した。その結果を図１に示す。
（５）図１の結果から、コルディセプス
３−ジ−Ｏ−(３

Ｒ，Ｓ，７

Ｒ，１１

シネンシスは、グルコースとほぼ同様に、２，
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Ｒ) −フィタニル−ｓｎ−グリセロールを単

一炭素源として増殖することが示された。また、コルディセプス

シネンシスは、グルコ

ースとほぼ同様に、エーテル結合を有する汚染化学物質である１，４−ジオキサンを単一
炭素源として増殖することが分かった。このことから、コルディセプス

シネンシスは、

１，４−ジオキサン等の、エーテル結合を有する汚染化学物質を分解することが示された
。
（６）さらに、実施例の上記（２）の培養において、培養中の培養液を酢酸エチルで抽出
し、これをＮａ２ＳＯ４で乾燥した後にＮ,Ｏ‑ビス(トリメチルシリル)トリフルオロアセ
トアミド(ＢＳＴＦＡ)又はトリメチルシリルジアゾメタン(ＴＭＳＤ)によって誘導体化し
た。誘導化した物質を、DB17カラム(30 m x 0.25 mm i.d.； J&W Scientific, CA. USA)

40

を備えたＧＣ／ＭＳ(GC MATE, JEOL Ltd, Tokyo）を用いて分析した。その結果、２，３
−ジ−Ｏ−(３

Ｒ，Ｓ，７

Ｒ，１１

Ｒ) −フィタニル−ｓｎ−グリセロールの分解

産物に由来するグリセロール及びフィタノール、並びにフィタノールの代謝産物と思われ
るフィタニン酸の生成が確認出来た。コルディセプス
Ｏ−(３

Ｒ，Ｓ，７

Ｒ，１１

シネンシスによる、２，３−ジ−

Ｒ) −フィタニル−ｓｎ−グリセロールの分解の経路

を図２に示す。
フィタニン酸は培養の後期には減少しており、これはさらに代謝されていることが示唆さ
れた。おそらくα酸化に次ぐβ酸化によって完全に分解されているものと思われた。以上
の結果から、コルディセプス
１１

シネンシスは、２，３−ジ−Ｏ−(３

Ｒ，Ｓ，７

Ｒ，

Ｒ) −フィタニル−ｓｎ−グリセロールを、単一の炭素源として資化することが示
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された。また、このことから、本発明における脂質を土壌等に施用することにより、土壌
中のコルディセプス

シネンシスを活性化させたり、増殖させたりすることが可能である

ことが示唆された。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】いくつかの基質に対するコルディセプス

シネンシスの培養の経時的変化を示す

図である。
【図２】コルディセプス
１

シネンシスによる２，３−ジ−Ｏ−(３

Ｒ，Ｓ，７

Ｒ) −フィタニル−ｓｎ−グリセロールの分解の経路を示す図である。

Ｒ，１

(21)
【図１】
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【図２】
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