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総 説 (REVIEW)

｢バイオマス ･ニッポン｣とキノコの遺伝子工学*

本 田 与 -**

-BiomassNippon'StrategyandGeneEngineerlnginBasidiomycetes*

YoichiHoNDA**

(平成15年8月31日受理)

1.はじめに

平成14年12月末､｢バイオマス ･ニッポン総合戦略｣が閣議決定された1)｡この戦略の目指すものは､

バイオマス資源をエネルギーや製品として総合的に､また最大限利活用することによって､持続的に発

展可能な社会 ｢バイオマス ･ニッポン｣をできる限り早期に実現することである｡再生可能なバイオマ

ス資源を循環型の新しい社会の基盤として活用していくという戦略は､既に米国では1999年､時のクリ

ントン政権により発表された ｢バイオ製品およびバイオエネルギーの開発 ･普及に関する大統領令｣に

基づき､国家戦略として技術開発･実用化が進められている｡また､EUにおいても2010年までに全体に

占めるバイオマスエネルギーの割合を3倍 (8.5%)にまで高めることを決め､炭素税の導入やバイオマ

ス利活用-の補助制度等により､化石資源からの代替政策を進めている｡｢バイオマス ･ニッポン総合

戦略｣の閣議決定は､我が国においても､バイオマスの利用に根ざした持続可能な社会の構築を目指す

ことを､国家ビジョンとして明確に掲げた事を示すものである (図 1)0

図 1 ｢バイオマス ･ニッポン総合戦略｣で提案されたバイオマスの利用法

(バイオマス ･ニッポン参考資料1)より抜粋)

*第58回木研公開講演会 (平成15年5月16日)において講演した｡

**木質バイオマス研究部門 バイオマス変換分野 (LaboratoⅣ of BiomassConversion)

Keywords:Woodbiomassconversion,Basidiomycete,Geneenglneerlng
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図2 バイオマスの活用の具体例 (バイオマス ･ニッポン参考資料1)より抜粋)

そもそもバイオマスとは､生物資源 (bio)の量 (mass)を表す概念で､ここでは ｢再生可能な､生物

由来の有機性資源で化石資源をのぞいたもの｣と定義されている｡地球に降 り注ぐ太陽エネルギーを

使って､生物の光合成によって､水 と二酸化炭素 (cO2)から生成したバイオマスは､私たちのライフ

サイクルの中で､一生命 と太陽エネルギーがある限り持続的に再生可能な資源である｡これに対して､石

油に代表される化石資源は､元々は太古の生命が蓄積した有機物に由来すると考えられているが､私た

ちのライフサイクルの中で再生することは不可能であり､いずれは枯渇が予想される有限の資源である｡

さらに､昨今の地球温暖化問題を巡っても､京都議定書による温室効果ガス排出削減の具体的目標値が

設定される中で､循環使用により大気中の二酸化炭素を増やさないとい う ｢カーボンニュー トラル｣の

特性からもバイオマスの積極的な利用拡大が望まれている2)(図2)｡｢バイオマス ･ニッポン総合戦略｣

の中では､またバイオマスを有効に利活用するための新たな戦略的産業の育成や､主な生産 ･利用に関

与することとなる農山漁村の活性化にも資することが盲匝われている0

このように､様々な観点から利用拡大が望まれるバイオマス資源であるが､実際の利用にあたっては

未解決の技術的課題を克服し､実用化を進めていくことが急務 となっている｡たとえば､自動車用ガソ

リンは環境省により2008年からバイオエタノール10%混合 (El°)-の切 り替えを導入していく方針が

発表されているが､この際使用されるエタノール としては当面デンプンから発酵生産されるエタノール

を海外から輸入すること等で大半を賄 うとされている｡しかしながら､量的にも大部分を占め､将来の

食糧問題 との競合も少ないことからバイオマス資源の本命であるとされる木質系バイオマスの効果的な

変換利用技術は､未だ確立されていない｡木質バイオマスは､従来はパルプ等の比較的限られた用途で

用いられてきたが､その成分の変換利用を行 うことでエタノールに限らず､プラスチックに代表される

化成品や飼料､機能性食品として利用することが可能である｡こうした点から､｢バイオマス ･ニッポ
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ン｣を実現するためには､木質バイオマスを効率よく､またェコフレンドリーな方法によって様々な有

用物質に変換利用していくための学問領域の発展が必要である3-8)0

2.バイオマス資源としての木材の利用

光合成によって生産される植物バイオマスは､毎年新たに2000億 トン生産され､これは全世界の年間

ェネルギー総消費量の10倍にあたるといわれる7)｡このうち樹木が固定する木質バイオマスは､全体の

90-95%に上ることが知られている｡従って､一次資源として利用することを考えたとき､潜在量とし

ての木質バイオマスは十分量存在することが予想される｡一方で､木質バイオマスの持続的 ･効果的な

利用にあたっては､森林の持つ多面的な機能を活かし､天然林に代表される自然環境の保護に注意を払

いつつ利用を行うことは重要である｡また材料として､多段階かつロングライフ的に用いるためのシス

テムを開発することも必要である｡このような木材の生産 ･保全とカスケー ド型の利用を両立させたう

えで､その循環利用サイクルを有効に完結させるため､最終段階として変換利用を行うことも考えられ

る｡

一方､｢バイオマス ･ニッポン総合戦略｣の中で試算される国内で供給される利用可能なバイオマス

の量は､廃棄物系バイオマス､未利用バイオマス､将来栽培されることが予想される資源作物を併せて

炭素量として年間約3300万 トンである(図3)｡これは国内で生産されるプラスチックに含まれる全炭素

量の3.3倍にあたる｡ところが､これをエネルギーとして利用する場合､原油に換算すると3500万klに過

ぎない｡現在国内で使用されるエネルギーの総量は､原油に換算して約 6億kl程度であるので､国内で

調達可能なバイオマスはその全てをエネルギーとして変換したとして､全体の6%に満たないのである｡

しかしながら､地球温暖化問題の解決にあたっては､エネルギーとしてのバイオマスの利用は極めて重

要な意味を持つ｡

我が国のバイ
オマス賦存量

国内で生産さ
れるプラスチッ
クに含まれる
全炭素量の
約3.3倍

lll:.+l-:十 I∴指∴述干←+∴千号搬 三強等幕蛮表毎喜強運

《具体的目標(2010年目途)》
◎技術的観点 ◎地域的観点

エネルギー変換効率向上､ バイオマスを一定割合以上
製造製品のコ対､目標等 利活用する市町村を500程度構築

◎全国的観点
･廃棄物系バイオマス :炭素量換算で80%以上利活用
･未利用バイオマス :炭素量換算で25%以上利活用

図3 ｢バイオマス ･ニッポン｣の展開方向 (バイオマス ･ニッポン参考資料1)より抜粋)
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京都議定書を履行するためには我が国は､2008年から2012年までの間に1996年比で6%の削減を行わ

なければならない｡エネルギー使用の節約や合理化といった対策のみではこの目標を達成することは不

可能である｡そこで､カーボンニュー トラルなバイオマスエネルギーが期待される所以である｡政府が

掲げた ｢地球温暖化対策推進大綱｣によると､京都議定書を履行するために2010年度までに運輸部門で

排出炭素量900万 トンを削減するという目標は､ガソリンの3割をバイオエタノール10%混合 (El°)-

切 り替えることで達成が可能である｡さらに､全面的に切 り替えが完了することにより､全体で3000万

トンの二酸化炭素削減になる｡国全体としての削減目標は1億800万 トンであるので､その約 3割近くが

達成されることになるのである2)0

3.木質バイオマスの生物変換

ところで木質バイオマスを化学物質として捉え､バイオェタノールや種々の化成品原料として利用し

て行くには､木材の構成成分を変換するプロセスが必要である (図4)｡一般に木材は､その大部分が

セルロース､-ミセルロースに代表される多糖類と､リグニンと呼ばれる難分解性の高分子芳香族ポリ

マーにより構成されている｡この中で化学物質として変換利用する際に問題になるのが､リグニンの存

在である｡リグニンはフェニルプロパノイ ド単位が複雑に重合した構造を持ち､樹木が生育する際や材

料として木材を利用する際に､微生物からの攻撃による劣化から､木材を守る働きをしているため ｢天

然の防腐剤｣とも呼ばれている｡しかし､木材をバイオマス資源として変換利用する際には､複雑で多

様な構造を含むリグニンが､単純なプロセスによる処理を難しいものにしているのである｡現在､リグ

ニンの除去 ･分解のための様々な方法が研究されており､それらの中には､物理的処理､化学的処理な

ど多様なアプローチが存在している4)｡著者らが属する研究グループでは､白色腐朽菌と呼ばれるキノ

図4 木質バイオマスの変換によって作られる物質循環
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コを利用した生物的変換によるプロセスの開発を行っている｡生物的な変換プロセスは､一般に常温常

圧下で進行するため､環境に対する負荷が小さく省エネルギー的である｡

構造の複雑さから生物による分解が困難なリグニンであるが､白色腐朽菌の仲間は進化の過程で木材

細胞壁中の高分子リグニンを分解するユニークなシステムを発達させてきたO白色腐朽菌は､一般に菌

体外に分泌するラッカーゼやペルオキシダーゼ等の酸化酵素によって開始される連鎖的ラジカル反応に

よって､高分子 リグニンの低分子化を促し､これによって生成する多様な芳香族有機化合物を分解 ･資

化する ｢リグニン分解系｣を持つとされている9,10)｡このリグニン分解系を用いることで､木質バイオマ

スの変換における前処理を行い､多糖類成分の発酵ステップの変換効率を高めようというのが､バイオ

マスの生物変換である｡しかしながら､白色腐朽菌による前処理は一般に長時間を要し､またリグニン

と同時にセルロースなども分解を受けることが実用化に向けてのネックとなっている｡そのため､セル

ロースの分解を伴 うことなくリグニンのみを効率的に分解することができる ｢選択的リグニン分解菌｣

としてスクリーニングされた白色腐朽菌 (cerliwiopsissubve'misporaや Dichomitussquwens)を用いる

ことや､それらの巧みなリグニン分解システムを化学的に模倣したり､遺伝子工学によって強化する方

法により､効率がよく実用に耐えうるステップの開発が進められている｡本稿では､これらの試みの中

で特に遺伝子工学によるアプローチについて取り上げる｡

4.キノコの遺伝子工学

生物の細胞の中に外部から遺伝子を導入することにより､ 性質の変わった生物を作 りだすことを､形

質転換 (transformation)と呼ぶ｡また､形質転換によって作 り出された個体は形質転換体と呼ばれる｡

一般に ｢遺伝子組換え体｣または ｢組換え作物｣と呼ばれるのは､このように形質転換操作によって人

為的に外来の遺伝子を導入された生物や農作物のことである9)｡これまでに様々なキノコにおいて形質

転換系の開発が報告されてきている (表 1)｡形質転換の際には､一般に外部から遺伝子を取 り込んだ

細胞だけを選 り分けるための｢マーカー遺伝子｣というものが必要となる｡キノコで利用されているマー

カー遺伝子は､栄養要求性マーカー遺伝子と薬剤耐性マーカー遺伝子に大別することができる｡栄養要

求性マーカー遺伝子は､特定の栄養素の添加が成長に必要な突然変異株が最小培地上で成育することを

可能にする遺伝子で､担子菌類の形質転換においては､これまでにトリプトファンやアルギニン､ロイ

シンといったアミノ酸や､アデニン､ウラシルといった核酸の要求性変異株を野生型に復帰させるマー

カー遺伝子が用いられてきた｡これらの栄養要求性マーカー遺伝子を用いる場合には､形質転換に用い

ようとする宿主株として､あらかじめ当該栄養要求性の変異をを持つ株を準備しておく必要がある｡一

方､薬剤耐性マーカー遺伝子は､ハイグロマイシン､ブレオマイシン､ビアラフオス等の抗菌剤に対す

る抵抗性をキノコに与える遺伝子であり､形質転換に先立って宿主側に特定の変異を導入する必要が無

い点で､その応用範囲は格段に広いと考えられる｡これまでに用いられてきた薬剤耐性マーカー遺伝子

は､細菌や放線菌など他の生物由来の遺伝子を組み換えたものを利用したものが主流であったが､最近

担子菌自身に由来する薬剤耐性マーカー遺伝子も開発され56)､同じ手法を使って様々な担子菌でも形質

転換が成功している｡他の生物由来の遺伝子配列を含まないこれらのマーカーは､セルフクローニング

という観点から､産業プロセスでの応用が比較的容易であることが期待されている｡

細胞に遺伝子を導入する方法 (形質転換法)については､現在もっとも多く用いられているのが､

㌢EG/CaC12法と呼ばれる方法である｡この方法は､キノコの細胞から調整されたプロトプラストを､導

入しようとするDNAと共に､PEG(ポリエチレングリコール)と塩化カルシウムを含む溶液につけて化

学的に処理する方法で､細菌や酵母など他の生物を用いた系においても同様の原理が広く用いられてい

る｡プロトプラス ト化に用いられる細胞としては､比較的成長の早い菌糸体や､未発芽の胞子あるいは
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表 1 担子菌で報告された主な形質転換

Species Method Selectionmarker Vector Efficiency Comments ref

Agaricus protoplast hph i)AN7-1, 0.1-0.5/〃gSectodzation,rearrangement duringll

bisporus electroporation PAIHpA2H vegetative growth and fruitbodyformationhph driven by AspergillusandhomologousGPD promoterss

protoplast hph pHAG3-1 Similar toBamHⅠ-1inearisedplasmidcontalnlng12

electroporation the aboVework 3.2-kb homologousDNA fragmentgave30-60% targetedintegration.

Agrobacterium-mediated hph pUR5750 Germinatedbasidiosporesused. 13

Agrobacterium-mediated hrh pUR5750 Regenerated mycelillm WaSsuccessfully transformed.1-8 copypertransfomantsnopreferantialsiteforintegration 14

Agrobacterium -mediated pUR5750 Gilltissuewasused. 15

Agrocybeaegerita electroporation URA1 pUra1-1 ト26/〝g Ⅰntegration. Ⅰnserted DNA wasrescured inE.coliaRerexcision. 16

electroporation neO pN13-A2 12.8/〝g ReratiVelyhighbackground 17

Cerli70rlOPSissubvermlSPO-ra protoplast/PEGhph pPHT1 low Selectivelignindegradativefungus. 18

Coprinus protoplast trp2 pAK3 1-127-90/ No difference whethercircularor19
bilanatus FLg linearized.Preincubationpreferred

protoplastn?EG pTRP2 pCBT2-S5 7-214/〝g 20

protoplast仲EG trp3lar pDBO6 0.3-12/FLgResistance to 5-fuluoroindole wasusedfbrselection.BackgroundsonthefirstscreenlngPlatewasabletoeliminatebysecondarVscreening. 19

CoprlnuS protoplastm'EG trp1 pCc1001 0.7- Stable in meiosis and mitosis.22

ClnereuS 1.4/Viableprotoplast Homologousintegrationobserbed.

ballistic trpI pCc1001 inefficient VAring parametershad little effectonefficiency. 23

protoplast仲EG trp2S.communetrplPchTySOSPOrium trpC pAK3pSclpCTS8 -561/〃g-765/〝g-22/〝g A.nidulansirpCdidnotfunction. 24

pab1 pPab1-1pPab1-2 25

protoplast仲EG-hph pPHTl 8-90/〝g hphwasdrivenbyhomologousB-26

REMⅠ 4-70/〝g tublin expression slgnal. REMIwasusedtogeneratetaggedmutants.

bar PLC-bar 27

protoplast仲EG CbxR pTMl Directscreenlng by carboxin wasunsuccessful. Only cotranformationwassuccess丘11. 28

Coriolushirstus arg pUCRl 29

Coriolusversicolor protoplast仲EG ble 3-7/〝g ShblewasdrivenbyaS communeeXpressionsigna1. 30
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Hebelomacylind710SPOri-um protoplast/PEG hph pAN7-1 ト5/〝g pDBO3to 5-FIresistancewasnotfunctionalintheflrSt Selection . 32

trp3lar pDBO6 Ⅰndirectselection 32

Ganodermalucidum bar p30トb 33

LaccarialacL.afa hph pAN7-1 34

Lentinus protoplastREMIhph pLC1-bph 0.06/〝g 30% ofthe transformants camied35

edodes 6/fig OnecopyinsertionatasinglesiteinthechromosomeinREMⅠ.

protoplastREMIhph PLC-hph 0.8/〝g16/〝g Homologous GPD promoter wasusedtodriveE.colihDhgene. 36

LyophyllumshimeJl protoplast hph PLS-ねph 3.4/〝g Ectomycorrhizae.HomologousGDPpromoterwasusedtodriveE.colihph. 37

Pαrillusinvolutus bal1istic hrh pDH25 100-150/FLg ectomycor血izae 38

Phanerochae-spllerOplast KanR B.ompRR12 20/〝g Plasmid without detectable 39

techTySOSPOr-from conidia/Tn903 rea汀engmentSWaSreSCured in且coltLium PEG

protoplast/PEGS.communeade2 pADE2 -100/〝g Swollen basidiospores were used.ⅠntegratiVe transfbmants stable inmitosisandmeiosis. 40

protoplast / ade1 pADEllin-300/〝g P chfySOSPOrium adelwascloned41

PEG earized and used for homologoustransformation.

spheroplast KanR RompG12-1 Not pG12-1wasrescured in E.coli42

from conidia/PEG Tn903 mentioned andcontainesDNA sequencefromeXtrachromosomal element pMEbeside sequence from pRR12.Circular extrachromosomal plasmidunderwentreplicationandmaintainedstably atlow copy num berin PchfVSOSPOrium.

spllerOplast KanR &ompUGLG1: ll-15/FLg EXtrachromosomalmeintainancelikら42

from conidia/PEG Tn903 kan pG12-1 eXceptforrelatively highcopy number. No sequence_丘omendogenous extrachromosomalelemetswasobserVed.

spheroplast/ KanR fromp12-6 5-10/pg Theplasmid wasmaintained asa43

PEG Tn903 part of pME and rescured asrearrenged formsinE.coliin aRecA-dependentmamer.

protoplast/PEGAde2 PUAU 1/〝g Genetargetlng Ofura3 genewascamied out by uslng 5FOAreslStanCe. 44

ura3 pURA3.1 45

ble pMG101pMG103 6-10/〝g Unstable replicatlng Plasmid orstably integrated patems wereobserved.ⅠnactiVation ofble wasobseⅣed,being dependenton H3geneSequenCe. 46

spheroplast phl pCPP3 5x10-4/ replicatiVetransfbmants. Plasmids47
from conidia/ regeneratedwith sequence &om endogenous
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protoplastfromconidiospore /PEG leu2 pBSgleu22-10/〃g Homolgous,leu2 gene wasclonedand used for integrativetransformation. 48

Pleurotuscitrinopileat-〟∫ bar p30トb 33

Pleurotus protoplast/PEGF vertli)espM301 verylow Integrative but the plasmid was49

ostreatus verPorida Leu2 rescured inE.coliRom oneofthetransfbmants.

Pleuroius protoplaSt hrh pAN7-1 30/〝g ManyTreplicative.andoneunstable50_

ostreatus andelectroporat-ion pPOl 86/〝g integrative transfomants wereanaylized.Southem analysisshowedlow molecular weight slgnals.RecombinantplasmidscontainigP1bacteriophage DNA seqⅦence wererescuedin且 C()/～.

protoplastelectroporation hph pAN7-1 3-48/〃g No significant differences wereapparentineitherprotcols 51

protoplast hphJ pPOlα 60-86/〃g Most of the transfbmatnts wereresistantonly to 50 〝g/mlHygBandgrewvervslowly. 52

protoplast/PEG bar PLC-bar 2/〃g Partly rearranged, Stable over 3monthcultiVation.AbouthalfoftheresistantcolonieswereabortiVe. 53

protoplast仲EG T reeseiura3 pTR3-2 30/FLg Ura-monokaryonused. 54

protoplas〟PEG trp31ar pDBO6 5/〃g Many falsepositivecoloniesgrewonthefirstscreenigplate 55

protoplasuPEG CbxR pTM1 1-5/〝g TransfTorms monokaryons anddikaryons, stable in mitosis andmeiosis.SuitableforlselfcloningT 56.

protoplast仲EG CbxR pTMl 200/〝g Heat-denaturedsinglestrandlambdaDNAwasaddedasca汀ier 57

protoplas〟PEG-kph PLC-bph 0.1/〃g Stable integratiVe transfbmants 58

REMⅠ 0.8/〃g were obtained by employlng L.edodesGPD prOmOter.

ballistic T reeseiura3 pTR3-2 1/〃g Stablymaintainedover10months 59

electroporation CbxR pTMl ト5/〝g integratiVe 60

Volvariellavolvacea Protoplast仲EG trp31ar pDBO6 4/〝g Many falsepositivecoloniesgrewonthefirstscreenigplate 55

Schizophyllumcommune protoplast仲EG TRP1 pAMl 30/〝g Integrative.Stable in meiosis andmitosis 61

protoplast/PEG TRP1 pAM1pScl 1-1000/〝gGeminatedbasidiosporeswereused.62

protoplast仲EG TRP1 pAMl -2000/〝g Non一geminated basidiospores were62

Ade5 pSc1pAM7 moreeffective.

TRPlhph pAN7-1 Methylation and inacitiVation offoreign seaqunce was analysedubingcotransformationofTRPlandhph 63

protoplas〟PEG URA1 64
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発芽している胞子､または分裂子などが利用される｡形質転換の効率は1マイクログラムの導入DNAあ

たり､食用担子菌中ではもっとも効率の高いヒラタケで約200程度57)､実験用モデル生物としてよく用い

られているスエヒロタケでは103-4程度62-65)である｡ PEG/CaCl2法の他にも､プロトプラストに電圧をか

けることによってDNAを導入するエレクトロポーレーション法､また酢酸リチウムで処理する方法､さ

らに菌糸体そのものを使って､パーティクルガンと呼ばれる装置で金またはタングステンなどの金属の

微細な粒子にDNAをまぶしたものを直接細胞の中に打ち込む方法などが､報告されている17)｡また､ユ

ニークな方法としては植物に感染するアグロバクテリウムと呼ばれる細菌の持つ遺伝子導入系を使って

キノコを始めとする糸状菌の仲間にもDNAを導入する方法が報告されている13)｡これらの方法による形

質転換の効率は､現状では前述のPEG/CaC12法と同程度かそれ以下であり､形質転換の効率を飛躍的に

高めるためには､形質転換方法自体の改良と共に汎用が可能な自律複製型のベクターの開発が必要とな

るであろう｡

5.遺伝子組換えキノコの利用

キノコでは導入された遺伝子が染色体内に取り込まれた形で存在する ｢染色体組込み型｣の形質転換

が一般的であるので､目的の形質を持った遺伝子をベクター (あるいはマーカー遺伝子)と同時に細胞

内に導入する ｢共形質転換法｣を用いることで､特定の性質が強化された ｢組換えキノコ｣を作成する

ことが可能である (図5)｡このようにして形質転換による分子育種を行う際､導入する遺伝子としては､

その生物自身から単離された遺伝子をはじめ､他の生物由来の遺伝子や､複数の遺伝子の一部を組み合

わせた組換え遺伝子､人為的に遺伝情報の一部を変化させた変異遺伝子などを用いることができる｡ま

た､プロモーターと呼ばれる遺伝子の発現を調節する配列を人為的に他の遺伝子由来のものと置き換え

ることで､本来のものとは発現の量やタイミングを変化させた組換え遺伝子を用いることが可能である｡

したがって､遺伝子組換え技術を用いることで､原理的には特定の遺伝子の作用を制御したり､キノコ

を用いて異種生物由来の有用遺伝子を発現させることも可能である｡

薬剤耐性ベクターの導入を指標に外部からDNAを取り込んだ個体を多数選抜し､その中から組換えリグ

ニン分解酵素遺伝子も同時に導入された株を選抜する｡

｢ !
薬剤耐性ベクター

野生型ヒラタケ

map

+ - 院≡ ≡ ≡ 書 芸トー

組換えリグニン分解酵
素遺伝子

リグニン分解酵素系
が増強された組換え体

共形質転換

図5共形質転換を用いた組換えヒラタケの分子育種
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sdI'1terminator

図 6 ヒラタケの組換え遺伝子発現ベクターのpIpMgおよびpIpMcの構造

ヒラタケのコハク酸デヒドロゲナーゼIpサブユニット遺伝子 (sdil)のプロモーター及びターミネーター

の間に､マンガンペルオキシダーゼmnp3遺伝子の構造遺伝子およびcDNAが挿入されているO
T,､-::Lilt(.･r_

さて､白色腐朽菌のリグニン分解を考えた場合､遺伝子組換え技術を用いることでリグニン分解系を

構成する特定の酵素の機能や発現制御のメカニズムを解明したり､大量生産を行 うことが可能となる｡

これまでの研究例では､白色腐朽菌の菌体外ペルオキシダーゼは､バクテリアや酵母､麹菌などの異種

発現系では十分に発現することが難しいことが報告されており､キノコ自身の分子育種によって高発現

されることが期待される｡さらに重要なことは､このようにして遺伝子組換えによって育種された組換

え生物自体を､生体触媒 として種々の産業プロセスに利用することが可能であるとい うことである｡

我々は､これまでに白色腐朽菌ヒラタケ (pleurotusostreatus)における形質転換系と組換え遺伝子発現

系を開発し (図6)､マンガンペルオキシダーゼの高生産株の育種を行ってきた66)(図 7)｡今後様々な

組換え遺伝子を導入した菌体を利用してリグニン分解系の律速段階について解明したり､酵素の構造機

能相関や複雑な発現制御系をコントロールするメカニズムの解明が行われていくだろう｡また､同様な

手法をcerliwiopsissubvermisporaに導入することにより､選択的なリグニン分解を可能にするシステム

を遺伝子レベルで解明が進むことが期待される｡現在､このようにして遺伝子組換えによって強化した

株による前処理を行 うことで､オイルパームの圧搾残査などの木質バイオマスからェタノールの生産を

行 う効率について解析を進めている｡

最近では､白色腐朽菌のリグニン分解酵素系を利用してビニールやプラスチック､またダイオキシン

やpcBといった難分解性の環境汚染物質を分解する研究が行われてきている9,10)｡生物の機能を使って環

境を浄化 ･修復しようという考え方は､生物的環境修復 (バイオレメディエーション) と呼ばれるが､

白色腐朽菌を利用した汚染物質分解系は､他の生物には見られない多種多様な有機化合物に対して有効

な点が特徴である｡すなわち多環式 ･複素環式芳香族化合物や高塩基置換された芳香族化合物など､バ

クテリア等では分解が難 しい毒性化合物の分解をできることが知 られてお り､それ らの中には､ビス

フェノールAなどの内分泌擾乱作用を持つとされる化学物質や､PCB･ダイオキシン類も含まれている｡

こうした多様な化合物の分解系についても､遺伝子工学的手法を用いて活性を強化したり､発現の時期
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図7 組換えヒラタケによるマンガンペルオキシダーゼの生産

組換え遺伝子を導入した形質転換体 (TMG9-C1)では､野生型に比べて数倍のマンガンペルオキシダー

ゼ活性が培地中に発現しているのが確認された(A)｡一方､菌体重量の増加は､双方であまり大きな違い

は見られなかった(B)0

を早めてやることで､より効率的な環境修復システムが構築する事が可能となるであろう｡

6. キノコにおけるゲノム研究の現状

ヒトゲノムプロジェクトをはじめとした様々な生物におけるゲノム解析計画が進行する中で､キノコ

の仲間を対象としたゲノム解析プロジェクトの開始は遅れをとっていた｡しかし代表的なモデル生物や

主要作物の解析が実 りを結びつつある昨今､漸くキノコゲノムの研究が進められつつある｡2002年 5月

にはアメリカ合衆国エネルギー省 (DepartmentofEnergy-DOE)による計画のもとで､白色腐朽菌

phanerochaetechyysosporiumのドラフト配列がウェブ上で公開され､ホモロジーサーチ等に利用すること

が可能となった67)｡また､遺伝学的な研究例が多くキノコにおけるモデル生物として知 られるヒトヨタ

ケ (ネナガノヒトヨタケまたはウマグソヒトヨタケ)についても､米国において産業界､学界よりなる

FungalGenomeInitiative(FGI)が構成され､ゲノム解析を行 うべき菌類の候補に推薦されていたが､ご

く最近マサチューセ ッツ工科大学ゲノム研究セ ンター (Wh iteheadlnstitute/MITCenterforGenome

Research)より第一次解析結果が公開され (2003年 7月)､現在アノテ-ション作業が行われている68)｡

こうした状況は､ゲノム解析によってもたらされる様々な情報や実験手法の利用が可能となってきて

いることを示しており､キノコの遺伝子研究がポス トゲノミックスと呼ばれる新しい局面に入ろうとし

ていることを物語っている｡今後､比較ゲノム学的な解析を行ったり､転写制御や発現タンパク質､代

謝物をも含めた網羅的な解析が進められていくことが期待される｡一方で､ゲノム解析の結果を用いて

明らかにされるであろう新たな知見を活用していくためには､キノコにおける生物学的な基礎や､分子

生物学的な技術基盤が確立されることが重要であるということも忘れてはならない｡とりわけ､すでに

形質転換法が確立した菌においては､効率のよい遺伝子破壊やサイレンシングの技術が開発されること

が待たれる｡
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7.将来の展望

遺伝子工学的に分子育種 されたキノコは､今後様々な工業プロセスにおける生体触媒 として活用され

ていくことが期待 される｡とりわけ木質系バイオマスの変換においては､キノコがもっている低エネル

ギーでエコフレンドリーなシステムを実用化に向けていかに現実的なプロセスとして提供できるかが研

究の焦点となる｡そのためには､物理的もしくは化学的処理法との併用を含めたより効率的なプロセス

の開発が必要とされるO-方で､担子菌類を産業微生物 として利用するための研究はまだ緒についたば

かりであり､その活用を様々な分野に広げていくためには､キノコの基礎科学について十分な理解を深

め､有用遺伝子のクローニングや組換え遺伝子発現系の改良において､さらなる努力を積み重ねていく

ことが必要である｡また､リグニン生分解系の全貌解明と制御システムの確立に向けては､分子生物学､

酵素科学的な解析にとどまらず､生化学的な研究手法と併せて､ リグニン生分解が起こっている ｢場｣

のしくみを総合的な視点から解明していくことが重要となるであろう0

｢バイオマス ･ニッポン｣では､光合成によってもたらされる植物から派生する様々なバイオマス資

源を積極的 ･総合的に利用していくことが基本である｡従って､実際に利用に供される出発物質や具体

的な利用の方法も多様なものがあっていいと思 う｡しかし､地球上で生産されるバイオマスの殆 どを占

める木質バイオマスの効果的な変換法の開発が､｢バイオマス ･ニッポン｣に標梼される循環型社会実

現の大きな鍵 となることは間違いない｡キノコに学ぶ木質バイオマス変換術が､持続可能な社会形成の

一助 となることを願ってやまないO
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