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はじ め に

これまで神経作用性殺虫剤は，主要な害虫防除手段とし

て世界の食糧生産に多大な貢献を果たしてきた. しかしそ

の一方で，神経系が温血動物にも存在することを理由に，

神経作用性殺虫剤の安全性に対して疑いの目が向けられて

きた.さらに，安全性に加えて環境保全も声高に叫ばれて

いる近年，害虫にだけ訪除活性を示す種レベルでの特異性

も神経作用性殺虫剤に対して要求されるようになった.こ

のような要求に応えるためには，標的とする神経イオンチャ

ネルと殺虫剤との相互作用を支配する立体的および有機物

理化学的困子を精密に理解しなくてはならない.

このことは以前から大切であるとは思われていたものの，

受容体タンパク質の一次構造ですら良くわかっていなかっ

た時代には，理想、に過ぎなかった.そのような中で，筆者

は本研究の源流となるピレスロイドの定量的構造活性相聞

の研究を行い，生理活性の変動を支配する化合物の立体的

および物理化学的因子を明らかにした.そして， ピレスロ

イドと相互作用する神経イオンチャネルの援の姿を描いた

経験は，その壁を実際に見る方向へと筆者を導いた.また

ピレスロイドの研究は，神経イオンチャネルを標的とする

殺虫剤の活性測定に必須の電気生理学的測定技術を修得す

る機会にもなった.イオンチャネルの動きをリアルタイム

で見ることが可能なこの技術によって，筆者は活性の強弱

とは別の形で化合物の特徴を知ることの大切さを学んだ.

このような経験と神経作用性殺虫剤を取り巻く状況をふ

まえて，筆者は即動性のシナプス伝達を担うリガンド作動
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性イオンチャネル CLigand嗣 GatedIon Channels， LGICs)を襟

的とする殺虫剤の活性発現，多様性および選択性の分子機

構の解明に挑んだ.最初は全く手探りの状態、であったが，

一つ一つ小さな課題を達成していくことによって， この間

いに答えることができた.本稿で，その成果について紹介

する.

1. 殺虫剤の標的 LGICの構造，機能そして多様性

神経のシナプス伝達をはじめとする細胞間シグナル伝達

で中心的な役割を担っている LGICは，アゴニストを受容

すると問時に自身のイオンチャネルを開き，細胞の膜電位

変化を引き起こす.脊椎動物の LGICには， P2X，グルタミ

ン離および Cys-loopファミリーがあり，それぞれ 3，4およ

び5量体構造をとる 1) これらの LGICの中でも， Cys-loop 

型の LGICは長年にわたり殺虫剤の重要なターゲットとし

て注目を集めてきた.本受容体はカチオン(主に Na+，K¥ 

Ca+)透過型とアニオン(主に塩素イオン)透過型に分か

れ，前者にはニコチン性アセチルコリン受容体 CnAChR)

と5-HT3受容体が，後者にはイオン透過型 y-アミノ酪酸受

容体 CGABAR)，グリシン受容体，抑制性グルタミン酸受

容体 CGlucl)などが属するIlイオンチャネルを透過する

イオンの種類によらず， Cys-loop LGICを構成するサブユ

ニットはリガンドを結合する長いN末端とそれに続く 4回

膜貫通構造を共通構造として持ち，その第 2膜貫通領域で

イオンチャネルの内壁をつくる CFig.1)2). ファミリー名に

採用されている Cys-loopの機能については長い間不明で

あったが，構造生物学的アプローチと分子動力学計算に

よって，アゴニストの受容をイオンチャネルの関口へと伝

える役割を持つことがわかってきた3-5)

Cys-loopファミリーに属する受容体の多くは複数のサブ
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Fig. 1. The three-dimensional structure of the ligand-gated ion 

channel (Tolpedo nicotinic acetylcholine receptor). The model of the 

musCle nAChR was generated based on a pdb自leof2BG9$) 

ユニットからできており，多様な集団を形成する.例えば，

脳のnAChRサフ'ユニットの組み合わせは数十に及び，それ

ぞれの組み合わせで発現の時期，部位，および役割が異な

る6) このような多様性をさらに加速する現象が，昆虫の

nAChR7) とRdlCResistant to dieldrin) GABAR8)で見出され

た.これらの受容体では，遺伝子から mRNAが転写される

段階で選択的スプライシングに加えて RNA編集がおこる.

ショウジョウパエの Rdl受容体では，成虫になるとアミノ

酸の変化をもたらす RNA編集の頻度が上昇し，それに応じ

て受容体のアゴニス卜に対する感受性も変化する8) このよ

うな現象は，見虫の殺虫剤感受性の幅を生み出す要因のー

っとしてはたらくと考えられる.

2. 抑制性神経受容体の構造と殺虫剤

1990年代半ばまで，天然物ピク ロトキシニン，y-ヘキサ

クロ ロシク ロヘキサン Cy-HCH，別名 y-BHC)，ディルド

リンなどの殺虫剤は GABAと非競合的に GABARに結合し，

塩素チャネルを介したイオンの透過を阻害することで殺虫

活性を発揮すると思われていた.ところが，グルタミン酸

によって活性化される抑制性イオンチャネルの遺伝子が線

日本農薬学会誌

虫仁 elegansから単離され， しかも塩素チャネルとして機

能することが確かめられると9) それまで GABARを標的と

すると定義されていた殺虫剤の作用機構を再確認する必要

が生じた.それは，放射性標識体が結合実験に使用されて

L 、る 4'-ethynyl-4-n-propylbicycloorthobenzoate(EBOB) 10) 

(Fig. 2) についても言えることであ った.そこで，昆虫神

経細胞の LGICの応答を電気生理学的に安定に記録可能な

whole-cell patch-c1amp測定技術を確立して調べ， EBOBが

ワモンゴキブリ神経細胞の GABARとGluClのうち前者に

対してより高い活性を示すことを見出した 11) 同様な

GABAR選択性は， y-HCHI1l， ピクロトキシニン (PTX)12) 

およびフィプロニル12)(Pig.2)でも確認された.

ショウジョウパエの RdlGABARでは，第 2膜貫通領域

のアラニンがセリンに変異 (A302S変異)することによっ

て非競合的阻害剤 (NCA) に対する感受性が低下する 13)

RdlのAla302に相当する GluClのアミノ酸はセリン(イエ

バエGluClCMdGluCl)では Ser278)であることから，この

アミノ酸が MdGluClの低い NCA感受性に関与しているの

ではなL、かと推察し， MdGluClの Ser278をアラニンに置換

した.その結果， 受容体のグルタミン酸応答はアミノ酸置

換前に比べて速い速度で脱感作し，低い濃度から NCAの

阻害作用を受けるようになった CFig.3). この抑制効果は

S278A変異の有無によらずグルタミン酸の濃度を上げるこ

とにより緩和されたが (Fig.3，4)14)， この表現では不適切

な現象がグルタミン酸の濃度を mMレベルにまで高めたと

きに観察された. NCAが S278変異体のグルタミン酸応答

だけを増強したのである CFig.4) 14).これらの知見は，以

前に Nagataらが報告 したディルドリンによる GABARの活

性化作用 15)の謎を解く鍵になると考えられる.

Fig.2. 
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GABARとGluClは独立した受容体のように記載したが，

Ludmererらは GluClを活性化する作用を持つ nodulisporic

acidおよび ivermectinの放射性誘導体と特異的に結合する

タンパク質が， ショウジョウパエ頭部膜画分から Rdlと

GluClの複合体として可溶化されることを示した16) しか

し，このような複合体の形成を示す生理学的なデータは得

られていなかった.そこで，抗dGluClとMdRdlをアフリカ

ツメガエルの卵母細胞で共発現させたところ，単独で発現

させたときに比べて GABAに対する MdRdlの応答が充進さ
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Fig. 4. Effects of γ-hexachlorocyc1ohexane y-HCH) (A)， fipronil 
and picrotoxinin on the response to high concentrations of L-gluta-

mate ofthe wild-type and the S278A mutant MdGluCls巴xpressedin 

Xenopus laeνis oocytes (reproduced with permission from Brackwell 

PublishingY4
) . 

れた.このとき， GABAに対する MdRdlの親和性には変化

が認められなかったことから， MdGluClはMdRdlとヘテロ

マーをつくるというよりは， MdRdlの膜への移行あるいは

フォールディングを助ける機能を持つのではないかと推察

されるω.

3. ネオニコチノイドの選択的な神経活性

の発現機構に関する研究

3.1.作業仮説と研究方針

ネオニコチノイドとH手ばれるイミダクロプリドとその類

縁殺虫剤 17) CFig. 5) は，興奮性のシナプス伝達を担う

nAChRをターゲットとする.筆者が LGICに作用する殺虫

剤を対象として研究を開始した当時，すでにネオニコチノ

イドが昆虫の nAChRに対して選択的に作用することが明ら

かにされていたものの 18-20) このような選択性を発揮する

機構についてはほとんど理解されていなかった.そこで，

この問題に解明に取り組むことにした.

イミダクロプリドのふchloro胸 3-pyridyl構造は脊椎動物の

nAChRに対しでも強力なアゴニスト活性を示す天然毒エピ

パチジンにも見られることから，昆虫のnAChRに対する選

択性には直接関与しない.すなわち，選択性に寄与するの

はイミダクロプリドに特有の 2-nitroimino-imidazolidine構造

であり，昆虫nAChRには本構造との相互作用に有利にはた

らく構造があるのに対して，脊椎動物にはこの構造との相

互作用に有利にはたらく構造が存在しないか，あるいは不

利な構造が存在すると推察された.この仮説をもとに，イ

ミダクロプリドの物理化学的性質からその相互作用の相手

の姿を推定する一方，昆虫nAChRの中で 2-nitroimino-imi-
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Fig. 5. Neonicotinoids acting on nicotinic acetylcholine receptors. 

dazolidine部との相互作用に関わる部位を探索した.そして

最後に，それらの結巣を構造生物学的アプローチによって

得られた結果と比較し，共通する概念を導出した.

3ム計算化学によるアプローチ

ネオニコチノイドのニトロ基の酸素やシアノ基の窒素は

負電荷を帯びると同時に，水素受容体として機能する.そ

してこれらの官能基は，不飽和結合を介した共役によって，

グアニジンおよびその類縁構造と共平面性を示す2]) この

ことを念頭に置いて，イミダクロプリドのニトロ基がモデ

ル化合物アンモニウムと複合体をつくる前と後でのイミダ

ゾリジン環の性質の変化を，半経験的分子軌道法によって

調べた.そのアウトプットは，複合体の形成によってイミ

ダゾリジン環が電子不足となり，高い電子密度を持つアミ

ノ酸との静電的相互作用が強化される可能性を示したω.

さらに，イミダクロプリドとモデル化合物とがつくる複合

体の安定化エネルギーを計算し，メチルアンモニウム>フェ

ノール>メタノールのJ[医で接合体が安定化されることを見

出した22) これらの結果から，ネオニコチノイドに特有の

ニトロ基と昆虫のnAChRに特有の塩基性アミノ酸との静電

的棺互作用が，選択的な活性発現に重要な役割を巣たして

いることが示唆された.

3ふ nAChRの構造とネオニコチノイド感受性

見虫のnAChRにはネオニコチノイドに特有の構造との相

互作用に有利な構造が存在することを容易に推測すること

はできても，その解明は一筋縄ではいかなかった.異種細

胞での昆虫nAChRの発現の難しさはその問題の一つであっ

た. しかし，本研究を開始する前に，アフリカツメガエル

卵母細胞でショウジョウパエnAChRの αサブユニットであ

るALSCDα1)および SADCDα2)サブユニットが脊椎動

物の s2サブユニットと機能的な CAChに応答してイオン

チャネルを聞く)nAChRをつくることが報告された23) そ

こで， ヒヨコの α4s2nAChRとショウジョウパエ Dα2/ヒヨ

コs2ハイブリッドnAChRとの間でイミダクロプリドの濃

度応答関係を比較したところ， Dα2s2nAChRの方が α4s2

nAChRよりも高いイミダクロプ 1)ド感受性を示した24) 同

様な nAChRのネオニコチノイド感受性の上昇が α4s2

nAChRの αサブユニットをショウジョウパエの Dαlサブ

ユニットに置換したときにも見られたことから22) 昆虫の

αサブユニットの中にイミダクロプリドとの相互作用に有

利な構造が存在することがわかった.その後，ショウジョ

ウパエ Dα3/ラット戸2nAChRの戸2サブユニットを s4サブ

ユニットに置換することによって [3HJイミダクロプリドの

結合親和性が顕著に低下することが示され25)α サフゃユ

ニットのみならず non-α サブユニットも，イミダクロプリ

ドとの相互作用に寄与することが明らかとなった.

一般にアゴニストは， nAChRのαサブユニット側の loop

A~loop Cと non-aサブユニット側の loopD~F で構築さ

れるリガンド結合ドメインに結合する26) このことは，ア

ゴニスト活性を示すネオニコチノイドについてもあてはま

り， 6つの loopの少なくとも一つにネオニコチノイドとの

相互作用に重要な構造が存在すると推察された.その究明

に向けて， α7，α4s2および Dα2s2nAChRの構造変化が

もたらす受容体のネオニコチノイド感受性の変化を測定し

た.実験は， α7nAChRを用いて開始した.なぜならば，複

数のサフ
e

ユニットからなる α4s2あるいは Dα2s2nAChRを

使用するよりも単一のサブユニットからなる α7nAChR27) 

を使用した方が，実験がより単純になると考えたからであ

る.α7nAChのloopFにG189DあるいはG189E変異を加

えたところ，ネオニコチノイドに対する受容体の応答が顕

著に抑制されたのに対して，イミダクロプリドの脱ニトロ

体 DN-IMIに対する受容体の蕗答は抑制されなかった.一

方，この変異によって AChの濃度応答曲線は顕著な影響を

受けなかったことから， リガンド結合ドメイン中で loopF 

に導入された酸性アミノ酸のカルボキシル基はネオニコチ

ノイドのニトロ基と静電的に相互作用可能で， しかも ACh

とは離れた位置に存在すると推察されたおこのような知

見に加えて， loop FのIlel91を昆虫nAChRの戸lサブユ

ニット内の loopFで見られるトリプトファンに置換すると

α7 nAChRのイミダクロプリド感受性が向上することも見

出した29) 同様な loopFへのトリプトファン導入による受

容体のネオニコチノイド感受性の向上は，最近発表された

Yaoらの研究でも認められている 30)

筆者が α7nAChRを用いて上記の研究を進めている最中

に，モノアラガイ CLymnaeastagnalis)からシナプスの ACh

濃度を調節するタンパク質としてアセチルコリン結合タン

パク質 CLs-AChBP)が発見され3]) その結晶構造が解明さ

れた32) Ls-AChBPは膜貫通構造を持たない水溶性タンパク

質であるが， α7nAChRのN末端から第一膜貫通ドメイン

まで領域と棺同な一次構造を持ち，その中に ACh結合ドメ

インをつくる 6つの loopをすべて保有していた.そして，
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α7 nAChRと同様にホモ 5量体として機能した.このこと

から，Ls-AChBPはα7nAChRのリガンド結合ドメインのサ

ロゲートペプチドとみなすことができた. AChBPの結晶構

造を精査したところ， loop DのGln55がloopPの近傍に存

在することに気がついた. AChBPのGln55に棺当するアミ

ノ酸は， α7nAChRではGln79であり，昆虫のnAChでは塩

基性あるいは水素結合可能なアミノ畿であった.これこそ

がネオニコチノイドのニトロ基と直接相互作用するアミノ

酸ではと思い， α7nAChRの Gln79を酸性アミノ酸に置換

したところ α7nAChRのイミダクロプリド感受性は低下し，

逆に塩基性アミノ酸に置換したところ感受性は向上した.

逆に Q79E変異は受容体の DN-IMI感受性を高め， Q79R変

異はこれを低下させた33) さらに AChBPの結晶構造をもと

にして構築した α7nAChR-イミダクロプリド複合体のモデ

ルは， loop Dに導入した塩基性アミノ酸近傍のニトロ基の

姿を示した34)

α4s2 nAChRおよび Dα2s2nAChRを構成する s2サフーユ

ニットでは， α7サブユニットのGln79に対応するアミノ酸

は Thr77である.これを塩基性アミノ酸に置換しでも，

α4s2 nAChRのネオニコチノイド感受性はほとんど変わら

ず， Dα2s2nAChRのそれはわずかに上昇しただけであっ

た.その原困が空間的に Thr77の近くに存在するGlu79に

よる静電的な妨害作用にあると考え， Thr77とGlu79を同

時に昆虫 nAChRで見られるアミノ酸(例えば Arg77と

Va179) に置換したところ， α4s2nAChRであれ Dα2s2

nAChRであれ，イミダクロプリドの濃度rc.;答曲線は低濃度

側にシフトした CPig.6). 一方，アセチルコリン CACh)の

濃度応答曲線はこのアミノ酸置換の影響をほとんど受けな

かったことから，昆虫nAChRとネオニコチノイドとの選択

的な相互作用にとって，当該塩基性アミノ酸が極めて重要

な役割を果たしていることが確かめられた.さらにこのこ

とは， T77R.E79V変異をもっ α4s2nAChRおよび Dα2s2

nAChRのリガンド結合ドメインとイミダクロプリドが形成

する複合体のモデルで Arg77がイミダクロプリドのニトロ
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Fig. 6. Actions of imidacloprid (IMI) on the wild吋peand mutant 

(T77R; E79V)α4s2 nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) ex-

pressed in Xenopus laevis oocytes (reproduced with p巴rmissionfrom 

the American Society for Pharmacology and Exp巴rimentalTherapeu-

tics). 

基と誼接相互作用したことによって支持されたお

リガンド結合ドメインのモデルは，部位特異的変異実験

の結果を説明するためだけではなく，一次構造を眺めただ

けではわからないネオニコチノイドとの相互作用に関わる

構造因子を見つけだすときにも有用であった.α7nAChR 

のリガンド結合ドメインと AChあるいはイミダクロプリド

が形成する複合体のモデルの中で， loop EのLeu1l8はこれ

らのリガンドの近くに位置した.そこでこのアミノ酸を酸

性アミノ酸に置換したところイミダクロプリドに対する α7

nAChR応答だけが抑制され，逆に塩基性アミノ酸に置換し

たところ AChに対する応答だけが抑制されたことから，当

該アミノ酸の静電的な性質はアゴ、ニストに対する受容体応

答の大きさら伍cacy)に影響することが明らかとなった36)

このようにネオニコチノイドと nAChRとの相互作用にお

ける noルαサブユニットの loopD， Eおよび Fの寄与が明

らかとなったものの，昆虫 nAChRのαサブユニットに存在

すると予測されたネオニコチノイド、感受性決定国子につい

ては未解明であった.そこで脊椎動物と昆虫の αサブユ

ニットの一次構造を比較したところ， α3サフゃユニットを除

く脊椎動物の αサブユニットでは loopCのYXCCモチー

フにおける Xアミノ酸がグルタミン酸であるのに対して，

昆虫の αサブユニットでは酸性アミノ酸ではないこと，ま

た昆虫の αサブユニットは脊椎動物の αサフゃユニットに比

べて長い loopB-C関配列を有することを見出した.そこ

で， α4サブユニットの YECC配列を Dα2サブユニットの

YPCC配列に置換したところ α4s2nAChRイミダクロプリ

ドに対する応答は大きくなり，逆に Dα2サブ、ユニットの

YPCC配列を α4サブユニットで見られる YECC配列に置

換したところ Dα2s2nAChRのイミダクロプリドに対する

応答は顕著に抑制された.さらに，この部位特異的アミノ

酸変異の効果は， Dα2サブユニットの loopB-C間のアミノ

酸配列を α4サフ守ユニットの配列に置換することで促進さ

れた37)

ネオニコチノイドとの相互作用に有利に作用する Dα2サ

ブユニットの構造は YXCCモチーフや loopB-C間以外の場

所にも存在した.α4サブユニットと Dα2サブユニットの

キメラと s2サブユニットがつくるnAChRに対するイミダ

クロプリドのアゴ、ニスト活性を測定した結果， loop Bの上

流領域の構造もイミダクロプリドとの選択的な相互作用に

寄与することが判明した38)

4. ネオニコチノイドの多様な神経活性とその発現機構

電気生理学的手法を用いて神経活性を測定することによ

り，親和性のみならず受容体応答の大きさなどの神経活性

の特性も見ることができる. このことを念頭に置いて，ア

フリカツメガエル卵母細胞に発現させた α7，α4s2，Dαls2 

およびDα2s2nAChRに加えて， ワモンゴキブリおよびショ
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ウジョウパエの神経細胞のnAChRに対するネオニコチノイ

ドの神経活性を測定し，ネオニコチノイドが実に多様な神

経活性を示すことを見出した19)

ネオニコチノイドのアゴニスト活性を支配する構造因子

について記述する前に，増強活性とアンタゴニス卜活性に

ついて紹介する.脊椎動物の α4s2nAChRに対するネオニ

コチノイドのアゴニスト活性は弱い22) しかしイミダクロ

プリドやク ロチアニジンは，アゴニスト作用を示さない濃

度で α4s2nAChRの AChに対する応答を増強した22，24，39)

シアノ基を有するチアクロプリドにはこのような活性が認

められないことから，増強活性に対するニトロ基の寄与が

疑われた.そこで，イミダクロプリドのニトロ基をシアノ

基に置換したところ α4s2nAChRに対する増強活性が消失

し，逆にチアクロプリドのシアノ基をニトロ基に置換した

ところ増強活性を示すようになったことから，ニトロ基が

α4s2 nAChRに対する増強活性の一因として寄与している

ことが明らかとなった39)

イミダクロプリドは常にこのような増強活性を示すわけ

ではない.対象をワモンゴキブリ神経細胞のnAChRに変え

ると，イミダクロプリドはアゴニスト活性を示さない濃度

で AChに対する受容体の応答を抑制した40) このようなア

ンタゴニスト活性は，イミダクロプリドをアルキル鎖で連

結して 2量体化することによってさらに顕著になった.す

なわちネオニコチノイドの 2量体は， 10μMという高濃度

でもワモンゴキブリ神経細胞のnAChRに対してアゴニスト

作用を示さず，その代わりに品4オーダーで AChに対する

受容体の応答を抑制した41)

アゴニスト活性では，ニトロイミン構造を持つネオニコ

チノイドよりもニトロメチレン構造を持つネオニコチノイ

ドの方が低L、半数効果濃度を示し22，40，42)，イミダクロプリド

などのイミダゾリジン環を持つネオニコチノイドよりもそ

のような環構造を持たないネオニコチノイドの方が大きな

受容体応答を誘起した22，40，42刈.興味深いことに，イミダソ

リジン環を持たないクロチアニジンとその類縁体はアフリ

カツメガエルの卵母細胞に発現させた Dα2s2ハイブリッド

nAChRに対して AChよりも大きな応答を誘起した42) この

ような“スーパーアゴニスト活性"は， ショウジョウパエ

幼虫から調製した脳神経細胞のnAChRに対して処理したと

きにも観察された44) そこで，シングルチャネル記録法を

用いてショウジョウパエ脳神経細胞のnAChRに対するクロ

チアニ ジン類縁体と AChのアゴニス卜作用を測定し比較し

た結果， クロチアニジン類縁体の方が AChよりも高い頻度

で最大コンダクタンス状態、での nAChRの開口を誘起するこ

とが明らかとなった44)
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5. AChBP-ネオニコチノイド複合体の

X線結品構造の解明

以上の研究によって得られた成果と比較するため，Ls-

AChBPとネオニコチノイド(イミダクロプリドとクロチア

ニジン)とがつくる共結晶の X線結晶構造を解明した45)

AChBPの結晶の中で，イミダクロプリドのピリジン環の窒

素は水分子を介して loopEの主鎖のカルボニル酸素と水素

結合を形成した.また，イミダゾリジン環は loopCの

YXCCモチーフの Tyr185とスタッキングし，イミダゾリジ

ン環内のメチレン部 CCH2-CH2)の水素は Trp143のイン

ドール環と CH-π 水素結合を形成した.そしてイミダクロ

プリドのニトロ基は，昆虫の nAChRでは塩基性あるいは水

素結合可能なアミノ酸と して保存されている loopDの

Gln55と水素結合した CFig.7)45). これらの相互作用のう

ち， loop Cおよび loopDとの相互作用の様式は， AChBP-

ニコチン複合体制)や AChBP-エピパチジン47)複合体の結晶

構造では見られない，ネオニコチノイドにユニークな相互

作用であった • Ls-AChBPの結晶構造の発表後まもな く，

Aplysia californicaのAChBPCAc-AChBP)ーイミダクロプリド

複合体の結品構造が報告された48) Ac-AChBPの結晶中で

のイミダクロプリドの結合様式は Ls-AChBPの結晶中での

結合様式と類似したが，ニトロ基は Gln57のみならず loop

CのYSCCモチーフ内の Serl89とも水素結合した.そこで，

α4サプユニットの YECC配列を YSCCあるいは YTCC配

列に置換して α4s2nAChRに対するイミダクロプリドのア

Fig. 7. The crysta1 structures of the Lymnaea stagnalis acetyl-

choline binding protein (Ls-AChBP) in complex with imidacloprid 

(IM1)45) The main chain of the principal side is colored yellow， 

whereas that of the complementary side is colored cyan. 1n imidaclo-

prid and Gln55 in loop D， carbon atoms are colored white， whereas 
nitrogen and oxygen atoms are colored blue and red， respectively. 

Trp 143 in loop B and Tyr 185 in loop C of the Ls-AChBP are colored 

green and light pink， respectively， whereas a water molecule is shown 

in magenta. Hydrogen atOl11S are omitted合omthe figure. 
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ゴニスト活性を測定したところ，これらのアミノ酸置換だ

けでは α4s2nAChRの低いイミ夕、クロプリド感受性を向上

させることができないことがわかった49) また，同様なア

ミノ酸置換を loopDに昆虫タイプのアミノ酸を持ーつ α4s2

nAChRの変異体に加えた場合でも，イミダクロプリドに対

する α4s2nAChRの応答が大きくなるだけで，その濃度応

答曲線は低濃度側にシフトしなかった. これらの結果から，

当該官能基と YXCCモチーフのセリンとの水素結合だけで、

昆虫の nAChRの高いネオニコチノイド感受性を説明するの

は困難と考えられた49，50)

すでに述べたように，クロチアニジンとその類縁体は特

定のnAChRに対してスーパーアゴニストとして作用する.

このユニークな活性を説明可能な相互作用を Ls-AChBP-ク

ロチアニジン複合体の結晶構造で調べたところ，グアニジ

ン部の窒素に結合する水素が AChBPのloopBに存在する

Trp143のカルボニル基の酸素と水素結合することを見出

し45，50)，これがスーパーアゴ、ニスト活性の原園のーっとし

てはたらいていることを突き止めた.

おわりに

本研究では， NCAのGABARに対する選択性とそれに寄

与するアミノ酸を同定し，さらに GABARの発現をGluCl

が調節することを発見した.一方ネオニコチノイドの研究

では， リガンド結合ドメインをつくる 6つの loopの中でも

特に loopCおよび loopDとの相互作用がネオニコチノイド

と昆虫の nAChRとの選択的な相互作用に重要な役割を果た

していることを解明した.また，電気生理学的手法を用い

ることによって，それぞれのネオニコチノイドが nAChRの

種類に応じて多様な神経活性を示すことを見出した.さら

に，クロチアニジンとその類縁化合物が示すスーパーアゴ

ニスト活性については，その活性を説明可能な化合物と

loopBの主鎖との水素結合を究明した.

以上の研究成果は，安全かつユニークな活性を発揮する

神経作用性殺虫剤を論理的に開発する道を切り開いたと考

えられる.またこの成果に昆虫のゲノム解読によって得ら

れた悟報や昆虫の遺伝子組換え技術を融合させることに

よって，種特異性や抵抗性の問題50) さらに，それらを超

えた普遍原理に迫ることが可能になるものと期待される.
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The mode of action and the mechanisms for the selectivity of neurotoxic insecticides were investigated using 

computational chemistry， molecular biology， homology modeling of the target site and X-ray crystallography. 

Whole-cell， patch-clamp electrophysiology has been used to show that non-competitive antagonists (NCAs)， 
such as 4'-ethynyl-4-n-propylbicycloorthobenzoate (EBOB) and y-hexachlorocyclohexane (y-HCH)， are more 

effective blockers of native cockroach (PeriJロlanetaamericana) and recombinant house fiy (Musca domestica) y-

aminobutyric acid receptors (GABARs) than glutamate-gated chloride channels (GluCls). Site-directed mutagen-

esis studies have been used to show that that Ser278 in the second transmembrane region is important for deter-

mining the less potent actions of these NCAs on GluCls. The structure-activi匂Trelationship and the mechanism 

of the selectivity of neonicotinoids targeting nicotinic ac巴tylcholinereceptors (nAChRs) have also been investi-

gated. Electrophysiological studies show that loops C and D of insect nAChRs are critical in determining the se-

lectivity of neonicotinoids， results consistent with the crystal struc回 esof Lymnα印刷gnalisacetylcholine bind-

ing protein (Ls-AChBP) in complex with imidacloprid. Neonicotinoids show diverse actions on nAChRs as 

measured using voltage-clamp electrophysiology. Single channel recording and X-ray crystallography are help剛

ing to elucidat巴themechanism of super agonist actions of clothianidin and an analog. @ Pesticide Science Soci・

ety ofJapan 

Keywords: Ligand-gated ion channels， Rdl GABA receptors， glutamate-gated chloride channels， neonicoti-

noids， nicotinic acetylcholine receptors， non-competitiv巴inhibitors.

Introduction 

Cys-loop ligand“gated ion channels (LGICs) mediate fast 

synaptic neurotransmission in mammals創ldinsects. Cys-loop 

receptor channels consist of five subunit proteins， each con欄

taining a long N輔 terminalligand binding domain and four 

仕ansmembrane(TM) segments. Several c1asses of insecti倫

cides modulate the LGICs， exerting neurotoxicity. It has 

been established that non-competitive antagonists (NCAs)， 

such as y-hexachlorocyc1ohexane (y-HCH)， dieldrin and 

fipronil， as wel1 as natural product picrotoxinin (PTX) block 

the chloride channels of iono仕opicy-aminobutyric acid re-

ceptors (GABAR)， whereas imidac1oporid and related insecti-

cides， referred to as neonicotinoids， selectively bind insect 

nicotinic acetylcholine receptors (insect nAChRs). Despite 

these achievements， much remains to be discovered concem-

ing the molecular mechanisms underlying the modes of action 

and selectivity of insecticides. Thus， computational chemistry， 

molecular biology， homology modeling of the ligand binding 

domain of the target receptors， and X-ray crystallography 

have been employed to巴lucidatethe mechanisms. 

* S巴切巴 Part II for the れ釦削111Japanese 在r抗凶t“i比cle巴.
巳Em紅m悶印凶a幻d此i註捻i上:k刷ma路t包Sl泌l必da喝ゆ@砂nara.抗.k必泊油k組凶凶i訂加n泊d白似a剖l.a却瓜判aω肌叫cι吋.j。Pe巴s託凶t討icαid必巴 Science Society 0ぱfJa勾pann 1 

1. Structures of GABARs and GluCls and 

the selectivity of NCAs 

The NCAs (y-HCH， dieldrin， fipronil and PTX) were thought 
to target only insect GABARs until the C. elegans GluCl 

genes were c10ned and functionally expressed. This finding 

raised a question as to the selectivity of NCAs to GABARs. 

Similarly，抗twas 1出lec叩巴s鈴saぽrytωo examine the selectivity of 

th巴 radiol日igand 4'-巴thynyl.幽-4鵬寸n鵬-propylbicyc1oorthob巴nzoate

(但EBOB)，which had been us巴dto evaluate tぬh巴bind副ingaf伍良finit勿y 
of many compounds for GABARs. EBOB and y“日CHselec幽
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tively blocked GABA-induced responses more effectively 

than the glutamate-induced responses of P americαna neu幽

rons. Similar GABAR selectivity was observed for fipronil 

and PTX when tested on recombinant Musca domestica 

GABA receptor Rdl (MdRdl) and GluCl (MdGluCl) ex-

pressed in Xenopus laevis oocytes. 

A single amino acid mutation， A302S， is known to reduce 
the sensitivity of the Drosophila melanogaster Rdl GABA re“ 

ceptor to NCAs. As GluCls possess Ser278 as the correspo任

ding amino acid， this might contribute to th巴lowerNCAseル

sitivity of GluCls. Thus， the effects of S278A mutation on the 

blocking actions of NCAs on MdGluCl have been investi-

gated. For this mutation， the concentration-inhibition curves 
of y-HCH， PTX and fipronil are shifted to left (lower concen-

trations)， suggesting the contribution of Ser278 to the NCA 

sensitivity of MdGluCl; however， such a shift of the curves 

can be counteracted by increasing the glutamate concentra-

tion. NCAs enhance the response when co欄 appliedwith a 

high concentration of glutamate. 

GABARs and GluCls have similar roles in inhibitory neu-

rotransmission and have also been shown to interact; however， 
the role of such an interaction is unknown. Thus， MdRdl and 
MdGluCl were co-expressed in Xenopus laevis oocytes to irト

vestigate the changes in their pharmacology. Co-expression of 

these receptors enhanced the response to GABA of MdRdl 

with no apparent influence on the concentration-response 

curve of GABA， suggesting a chaperone酬 like role of 

MdGluCl in the expression ofMdRdl. 

2. Mechanism of the selective actions of 

neonicotinoids 

Neonicotinoids show selectivity to insects over mammals by 

showing a degree of selectively for insect nAChRs. It is con剛

ceivable that this selectivity is attributable to the interactions 

of neonicotinoidωunique structures with insect-nAChR-unique 

amino acids or backbones. Computational chemistry indi-

cated that the imidazolidine ring of imidac10prid becomes 

electron-deficient when the nitro group forms a complex with 

ammonium. Further ca1culation using model molecules indi-

cated that the complex was stabilized in an order of methy-

lammonium>pheonol>methanol， suggesting a critical role of 

nitro group-basic residue interactions in the high binding 

affinity for insect nAChRs 

Although it is difficult to express insect nAChRs function-

ally in Xenopus oocytes and cell lines， insect αsubunits will 

form robust， functional nAChRs in Xenopus oocytes and the 

Drosophila melanogaster cellline S2. Thus， the neonicotinoid 

sensitivity of Drosophila Dα2/chicken s2 hybrid nAChRs 

was compared with由討 ofchicken a4s2 nAChR using two開

electrode voltage-c1amp elec仕ophysiology. Th巴 hybrid

nAChR is more sensitive to neonicotinoids thanα4s2 

nAChR. Similar results have been obtained with Drosophila 

Dαl!chicken s2 hybrid nAChR， sugg凶 ingthe contribution 

of DrosophUααsubunits to selective interactions with neoni-
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cotinoids. 

The ligand binding domain (LBD) is located at the inter-

face of αand noルαsubunitsbut in the case of homomers 

and α91α10 heteromer， the LBD is generated at the interface 

of two adjacentαsubunits. Somewhat atypically for verbrate 

nAChRs， the homomer-formingα7 is moderately sensitive to 
neonicotinoids， so this subunit， as well asα4s2 and Dα2声

nAChRs， was used to identifシaminoacids influencing neoni-

cotinoid sensitivity to nAChRs. 

The LBD consists of 6 loops (loops A， B， C， D， E and F). 

Of th田 eloops， A-C are donated by αsubunits， whereas 
loops D-F are donated by non-αor homomer-formingα7 

subunits. G189D and G189E mutations in loop F of α7 

markedly reduced the response to imidac10prid and niten-

pyram but G189N and G189Q mutations had scarc巴lyno in-

fluence. Such a response-reducing effect of G 189D and 

G189E mutations was not observed for desnitro-imidac1oprid 

(DN-IMI) lacking the nitro group， suggesting that changes in 
the response to neonicotinoids by the addition of acidic 

residues to loop F might result from elecむ・ostaticrepulsion 

between the acid residue and the nitro group. The findings 

also suggested that the introduction of basic residues may en-

hance the nAChR response to neonicotinoids， but no such 
basic residues are present in insect non-αsubunits; however， 

I191 W mutation， a change of Ile 191 to the aromatic residue 

seen in some insect non-αsubunits， in loop F of α7，enhances 
the neonicotinoid sensitivity of nAChR 

The water-soluble acety1choline binding protein AChBP 

from Lymnaeαstagnalis (Ls-AChBP) is homologous to the 

LBD ofα7 nAChR and， like the receptor， also forms a ho-

mopentamer. Thus， AChBP can be regarded as a surrogate for 

LBD. The crystal structure of LトAChBPprovides an oppor-

tunity to examine LBD. The amino acid corresponding to mu-

tated G189 is located in the vicinity of AChBP Gln55 in loop 

D corresponding to Gln79 of α7. If the acidic residue added 

to loop F is located c10se to the nitro group of neonicotinoids 

in α7 LBD， then Gln55 should also be located in the vicinity 
of the same functional group. Q79E mutation markedly re-

duced the response of α7 to neonicotinoids， whereas Q79R 
and Q79K enhanced the response. By contrast， the Q79E mu欄

tation slightly enh邑ncedthe response to DN-IMI， whereas 

Q79K and Q79R mutations reduced the response. Since basic 

residues are preserved at the corresponding site of insect nonω 

αsubunits， th 
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with the nitro group-basic residue interactions. The T77R; 

E79V and related double rrηmta低.tionssignif企icantl砂yshiti白tedthe 

conc巴n仕a幻.tiぬon-叩 sponsecurve of imi凶daclop伊ridtωo t白h巴lef食I，sup--

porting the notion of the important contribution of the nitro 

group-loop D basic residue in determining the high affinity 

for insect nAChRs. 

As noted邑bove，insect nAChRαsubunits also possess 

structural features favorable for interactions with neonicoti-

noids. Comparing the primary structures of vertebrate and in-

sect αsubunits led to the identification of the YXCC motif 

and long loop B-C interval of insect αsubunits as candidates 

for neonicotinoidωsensitivity determinants. Vertebrate α2 and 

α4 subunits have a glutamate residue in this motif， whereas 

insectαsubunits have no such acidic residue. Replacing the 

YECC motif of a4 by the YPCC motif enhanced theα4s2 

response to imidaclorpicl， whereas replacing the YPCC motif 

ofDα2 by the YECC motif reduced the response and shifted 

the Dωs2 concen加 tion-responsecurve of irr雌 aclopridto 

the right. Interestingly， the loop B-C interval alone had no ef-
fects on the concentratioルresponsecurve of imidacloprid but 

when combined with the YXCC motif， it enhanced the shift 

of the curve induced by replacement of the motif. The α4-

Dα2 chimeras were used to further explore the Dα2 subunit 

features contributing to selective neonicotinoid actions. Mea-

suring the concentration酬responsecurve of chimera nAChRs 

has identified the region upstream of loop B likely to be in剛

volved in such actions. 

3. Diversity of neonicotinoid actions 

Voltage-clamp elecなophysiologypermits investigation of 

neonicotinoid actions on nAChRs in terms of affinity and effi-

cacy. Neonicotinoids with an imidazolidine ring are partial 

agonists of native and recombinant nAChRs. Opening the im-

idazolidine ring increases the efficacy of compounds. Neoni-

cotinoids containing a nitr・omethyleneunit show higher ago-

nist potency than those containing a nitrひimineunit. 

Neonicotinoids do not always act as agonists or partial ago-

nists. Imidacloprid reduced the ACh-induced response of 

nAChRs when tested on cockroach neurons at low concentra-

tions where no agonist responses can b巴 detected.On the 

other hancl， bis-neonicotinoids， consisting of two neonicoti-
noid units linked with an alkyl chain， showed no agonist ac欄

tion even at 10μM on cockroach neurons， but instead blocked 
the ACh response in the nanomolar range. 

Imidacloprid and clothianidin potentiate the ACh response 

of a4 s2 nAChR when co叩 pliedwith ACh， whereas thiaclo-

prid only reduces the response amplitude. The potentiation of 

the ACh response ofα4s2 is a批 nuatedby increasing ACh 

concentration， suggesting competitive binding of the neoni酬

cotinoids with ACh in this instance. The nitro group of imida-

cloprid and the cyano group of thiacloprid were exchanged to 

elucidate the structural basis for potentiation. The “cyano-im-
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idacloprid" did not potentiate the ACh response， whereas the 
"nitro-thiacloprid" dicl， suggesting the contribution of the 

nitro group to such potentiation. 

Among the neonicotinoids， clothianidin and its analog CH-

CTD (a nitromethylene analog of clothianidin) are unique in 

that they induce a greater m以 imumresponse than ACh， not 
only in hybrid Da2s2 nAChR expressed in Xenopus ooc抑 s，
but also in the native Drosophilαlarval brain neurons. Single 

channel recording of the CH-CTD-modified channel revealed 

that the neonicotinoid opened the channel more 合equently

than ACh at the highest conductance state， offering a possible 

explanation for such a “super agonist" action. 

4. Structural basis of selectivity and diversity of 

neonicotinoid actions 

To elucidate the structural basis for the selectivity of neoni-

cotinoids as well as the super agonist action of clothianidin， 
the Ls-AChBP was cかcrystallizedwith imidacloprid and 

clothianidin. The crystal structure of LトAChBPin complex 

with imidacloprid shows that the pyridine nitrogen hydrogen 

bonds with the backbone of loop E via a water molecule， 
whereas the imidazolidine ring stacks with Tyr185 in loop C， 
and the methylene hydrogen of the imidazolidine ring forms 

CH-Jr hydrogen bonds with Trp143 in loop B. Furthermore， 
the nitro group interacts directly with Gln55 in loop D， con-
sistent with the results of site“directed mutagenesis in this 

loop. One hydrogen atom on the guanidine moiety of clothi-

anidin forms a hydrogen bond with the backbone carbonyl of 

Trp143， this binding accounting， at least in part， for its super 
agonist act1on. 

Concluding remarks 

In this study， the selectivity of NCAs to insect GABARs was 
elucidated and a serine residue of GluCls was found to play a 

role in determining the lower NCA sensitivity observed when 

compared to the命ldingsof GABARs. In addition， the GluCl 
subunit enhanced the expression of Rdl when co-expressed in 

Xenopus oocytes. 

Site-directed mutagenesis combined with two-electrode 

voltage“clamp electrophysiology has shown that loops C and 

D are particularly important for determining the high neoni-

cotinoid affinity for insect nAChRs. In addition， electrophysi-
ological experiments have demonstrated diverse neonicotinoid 

actions. Crystallization ofthe Ls-AChBP in complex with im-

idacloprid and clothianidin offers a structural basis for selec欄

tive nAChRωneonicotinoid interactions and the sup巴ragonist 

action of clothianidin and its analog. 

As pest species-selective insecticides are desirecl， the over開

all achievements of this study will help to design such selec刷

tive compounds from a structural basis. The results are also 

expected to be useful for predicting mutations that reduce 

neonicotinoid sensitivity in pests. 
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