
受賞者講演要旨 《農芸化学若手女性研究者賞》 45

キノコ由来の生物活性2次代謝産物に関する化学的研究

静岡大学グリーン科学技術研究所 呉     静

は じ め に
キノコとは，分類学的には担子菌や子嚢菌の子実体（fruiting 

body）の総称であり，他の生物種にはないユニークな化合物を数
多く産生している．薬理効果を示すキノコも多くあり，霊芝，冬
虫夏草などは古くから東洋医学において貴重な薬として用いられ
ている．近年，キノコから抗腫瘍，抗菌作用のほか様々な生理作
用を示す化合物が単離されており医薬品の分野での応用をはじ
め，日常的に摂取することで疾病の治療や予防が期待されてい
る．キノコは地球上に 14万種以上存在すると考えられるが，現
在まで 1万種ほどしか命名されておらず，さらにその命名された
キノコのうちの 10％程度しか機能性物質に関する研究が行われ
ていない．キノコはいわば未開拓の化合物の宝庫である．

筆者は，キノコの生物活性2次代謝産物の天然物化学的研究
を行っている．各種キノコ抽出物を破骨細胞形成阻害活性，小
胞体ストレス誘導神経細胞死抑制活性，植物成長調節活性等の
様々なバイオアッセイに供し，活性のあったキノコから活性本
体の精製，構造決定，作用機構の解明を行ってきた．

一方，多くの生物種は，特有のホルモンを有している．しかし，
キノコにおけるホルモンは明らかにされていない．筆者はキノコ
の機能性物質の研究を続ける中で，2次代謝産物のキノコ自身に
対する役割を解明したいと考えるようになった．キノコを形成す
る高等菌類は，胞子から菌糸，菌糸から子実体，そして子実体か
ら胞子という生活環を持っている（図1）．この生活環を制御する
物質（ホルモン様物質）の発見を目的とした研究も行っている．
1.　キノコ由来の生物活性2次代謝産物に関する化学的研究

キノコから機能性物質を探索するため，多くのキノコを各種有機
溶媒で抽出した．その抽出物に対する各種バイオアッセイの結果を
指標に，活性物質の精製，構造決定を行った．様々なキノコから数
多くの生理活性物質を発見し，数種の新規物質を発表している．
1-1.　破骨細胞形成抑制物質
生体内において，骨の代謝と形成は常に一定のバランスの元に

行われている．骨の吸収・代謝が異常に亢進されると骨粗鬆症
等が惹起される．従って，破骨細胞の働きを抑制することはこの
ような疾病に有効であると考えられている．筆者らは，マウス由
来の骨髄細胞と骨芽細胞様間質細胞の共存培養法を用いて，キ
ノコ抽出物の破骨細胞形成抑制活性のスクリーニングを行い，数

種の抽出物に活性を見出し，活性本体の精製に成功した．
アンニンコウ（Grifola gargal）は南米チリ，アルゼンチンの

南緯40度以南に広がるパタゴニア地方に自生している．杏仁
の香りであるベンズアルデヒドが発することから命名された．  
このキノコから新規物質gargalol A–C（1–3）と既知物質4と 5
が活性物質として得られた（図2）1）． 

サケツバタケ（Stropharia rugosoannulata）はモエギタケ科
モエギタケ属のキノコであり，日本，ヨーロッパ，北アメリ
カ，ニュージーランドで見られ，非常に高い薬用価値と食用価
値が期待できる珍しい食用キノコである．このキノコから活性
物質（6–12）が単離された（図2）2）． 
1-2.　小胞体ストレス抑制物質
アルツハイマー病の病因としてアミロイド β ペプチドの毒性

が知られている．アミロイド β ペプチドは神経細胞にストレス
を与え，死に至らしめる．その一つとして小胞体に対するスト
レスがある．この小胞体ストレスを抑制できれば，アルツハイ
マー病等の認知症の治療，予防につながる．筆者らは，マウス
神経系培養細胞Neuro2a やマウス初代培養神経細胞を用いて，
ツニカマイシン，タプシガルギン，アミロイド β等による小胞
体ストレスを軽減させる細胞保護成分のキノコ抽出物からの探
索を行っている．ツニカマイシンは小胞体中の糖蛋白質の N-
配糖化を阻害し，蛋白質のミスホールディングを起こし，細胞
死をもたらす．また，タプシガルギンは小胞体中で Ca2＋–ATPase
を阻害し，Ca2＋を枯渇させ，細胞を死に至らしめる．

サケツバタケからは，小胞体ストレス誘導神経細胞死抑制を
有する全く前例の無い新しいステロイド骨格を持つ化合物
strophasterol A–D（13–16）と既知物質6–10, 17を発見した（図
2）2, 3）．一方，この特異的新規な構造は合成化学者にも興味を
もたれ，筆者らが論文中で提唱した予想生合成経路に沿って
strophasterol A が全合成された．
1-3.　植物成長調節物質
芝が周囲より色濃く繁茂し，時には成長を抑制し枯れた後に

図1　キノコの生活環 図2　破骨細胞形成抑制物質と小胞体ストレス抑制物質
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キノコが発生する自然現象を「フェアリーリング（fairy rings，
妖精の輪）」と呼ぶ．筆者の所属するグループはフェアリーリ
ングを起こすコムラサキシメジ（Lepista sordida）の菌糸体培
養ろ液から，植物成長調節物質として 2-azahypoxanthine

（AHX，18），imidazole-4-carboxamide（ICA, 19）および 2-aza-
8-oxohypoxanthine（AOH, 20）を得ることに成功した．（AHX, 
ICA, AOH をフェアリー化合物，fairy chemicals, FCs と称す
る）．FCs は試したあらゆる植物に活性を示し，植物体内での
生合成経路も明らかにした．FCs は新しい植物ホルモンであ
り，様々な作物の収量を増加させ，農業への応用が期待され
る．植物の成長を制御する物質は，植物の生長のメカニズムを
明らかにする研究ツールとなる．農業への応用（成長促進剤，
除草剤）も考えられる．そのため，様々なキノコから植物成長
調節物質の探索を続けた．

サケツバタケからは，植物成長調節活性の結果を指標に活性
物質3種（21–23）の精製，同定に成功した（図3）4）．

ヤマブシタケ（Hericium erinaceus）は，サンゴハリタケ科
サンゴハリタケ属の可食用キノコである．ヤマブシタケ培養ろ
液からは植物成長調節物質3種（24–26）を単離し，erinaceolac-
tone A–C と命名した（図3）5）．
2.　高等菌類の子実体形成物質の探索

多くの生物種は，特有のホルモンを有している．しかし，高
等菌類であるキノコにおけるホルモンは全く明らかにされてい
ない．筆者らは，キノコにおけるホルモンの発見を目指してい
る．キノコ生活環の各段階でホルモンが関わっていると考えて
いる．特に菌糸から子実体を発生させる子実体形成物質 （「発
茸ホルモン」と仮称する）の発見を目的とした．
2-1.　Fruiting liquid（FL）からのホルモン候補分子の探索
一般にキノコの発生時に菌糸体表面に液体が分泌される．筆

者らは，これまで誰も注目していなかったこの液体が子実体形
成に深く関与していると考え，fruiting liquid（FL）と命名し
た．特に，ヤマブシタケ FL はエノキタケに対して子実体形成
誘導活性を発見した（図4）．また，2019年度本大会で，筆者は

「ヤマブシタケ生活環各段階と FL における子実体形成物質の
探索」を発表する（発表番号3D5a11）．
2-2.　FCsのキノコにおけるホルモンとしての証明
上記の FCs はもともとキノコから単離されたため，筆者らは

FCs がキノコの中でも重要な役割を担うと考えた．そこで FCs
がキノコ中に共通に存在するか否かを検討することにした．さ
らに，FCs の菌糸成長，子実体発生に及ぼす影響を検討した．
その結果，LC－MS/MS によって，AHX が得られたコムラサキ
シメジの他，マツタケ，トリュフ，エノキタケ等分類学的に遠

縁の 16種のキノコでの内生していることを見出した．また，こ
れら FCs は，マツタケとトリュフなどの菌糸成長を促進し，エ
ノキタケとブナシメジの子実体形成を誘導した（図5）．

FL の成分と FCs はキノコ子実体形成誘導原因物質の有力な
候補である．今後，詳細な構造活性相関の検討および子実体形
成誘導作用の分子機構解明を行う予定である．
お わ り に

筆者らは，「キノコは何故，生活環をもっているのか，そし
て，それぞれの生育段階（胞子，菌糸，子実体）でどのような
分子を創り，何故，それらを創っているのか」の解明を目指
す．キノコホルモン発見の糸口になる研究成果は国内外を通じ
て一切無い．キノコに関する生活環制御分子（ホルモン候補）
を明らかにできれば，天然物化学・基礎生物学等における学術
的成果は極めて大きく，加えて，これまで不可能であったト
リュフやマツタケの人工栽培への道を開き，産業，社会に与え
るインパクトも極めて大きい．
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図3　植物成長調節物質

図4　ヤマブシタケの FL（YFL）およびエノキタケに対する
FL の影響

図5　様々なキノコに対する FCs の効果


