
 

氏     名 

授 与 し た 学 位 

専攻分野の名称 

学 位 授 与 番 号 

学位授与の日付 

学位授与の要件 

 

学位論文の題目 

 

 

 

論 文 審 査 委 員 

安 慶大 

博 士 

学 術 

博乙第４２９７号 

平成２１年 ３月２５日 

博士の学位論文提出者 

（学位規則第５条第２項該当） 

Production and characteristics of alginate-derived oligosaccharides by newly isolated  

Flavobacterium sp. LXA 

（新規 Flavobacterium sp. LXA による aliginate 由来 oligosaccharides の 

生産と性質） 

教授 村田 芳行  准教授 中村 宜督  教授 木村 吉伸  

 

学位論文内容の要旨 

 

An alginolytic bacterium was isolated from rotten algae, which should be assigned as a member of 
the genus Flavobacterium according to its genotypic results together with phylogenetic analysis. 
However, the sequence similarity values with their nearest phylogenetic neighbours and phenotypic 
properties allowed the differentiation of this species from related Flavobacterium with validly 
published names, suggesting that the organism should be a new species of the genus Flavobacterium 
tentatively named as Flavobacterium sp. LXA.  

Alginase was produced as an extracellular alginate-degrading enzyme by Flavobacterium sp. LXA. 
The maximal alginase activity was obtained when strain LXA was cultured in the medium with 
alginate as carbon source. The addition of nitrogen sources was not necessary for alginase production 
by strain LXA. Alginase is able to degrade alginate endolytically, and the relationship between the 
formation of reducing terminus and the increase in OD235 suggested that alginase was an eliminase 
cleaving alginate to form an unsaturated uronate residue. 

When alginase was partially purified by dual ammonium sulfate precipitation and used for 
oligosaccharide preparation, the average degrees of polymerization of alginate-degraded products was 
about 6.0, which favored algino-oligosaccharide production. The algino-oligosaccharides showed an 
elicitor activity stimulating the accumulation of phytoalexin and inducing phenylalanine ammonia 
lyase in soybean cotyledon, and antimicrobial activity on Pseudomonas aeruginosa and its maximal 
bioactivity occurred on the oligosaccharide with average DP 6.8. The optimal temperature and pH for 

alginate degradation was 40 °C and pH 7.0 respectively. 



 
論文審査結果の要旨 

 

 本論文は、海藻に多く含まれる多糖の一つであるアルギネートを分解する酵素アルギナーゼを持

つ微生物を単離し、そのアルギナーゼ活性を用いて、アルギネート由来のオリゴ糖を生産し、その

性質を明らかにしようとしたものである。 

 初めに、海藻に多く含まれる多糖の一つであるアルギネートを炭素源として、アルギネートを分

解し、生育する菌の単離を行った。そして、新規のフラボバクテリア、Flavobacterium sp. LXA を単

離した。 

 次に、生育とアルギナーゼ活性を指標に、最適な炭素源の種類と濃度、窒素源、至適 pH 等を検討した。

最適な炭素源として、アルギネート、最適な濃度として、0.8％から 1.2％、至適温度として、45 度、至適

pH として、7.0 を得た。また、窒素源の違いによる生育とアルギナーゼ活性の大きな差はなかった。 

 さらに、本アルギナーゼを用いて得られたアルギネート分解物であるオリゴ糖の種々の生理活性

を調べ、強いエリシター活性を示すことを明らかにした。 

 以上の結果から、新規フラボバクテリア、Flavobacterium sp. LXA は、高いアルギナーゼ活性を有

し、そのアルギナーゼは、海藻に多く含まれる多糖であるアルギネートを分解し、生理活性の高いオリゴ

糖を生産できることを明らかにした。 

 

 本研究内容は、学術的な価値のみならず、海産物資源の有効利用のための技術の基礎となるもの

である。従って、本審査委員会は本論文が博士（学術）の学位論文に値すると判断した。 


