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(;1 じ め

創j長薬研究プロセスの中で最も重要な過程はその新薬候

補化合物で‘あるリード化合物を見つけ山すことから始まる.

しかしながら現在の農薬開発において，膨大な種類の化合

物で構成される化合物ライブラリーからリード化合物を探

索するためには，いまだに対象となる槌物体に化合物を処

理してその効果を確かめる力ずくの方法，いわゆる“ラン

ダムスクリーニング"が主流となっているのが現状である.

農業用殺菌剤の国際rJj'場では新剤の縦続的創出が望まれて

おり， リード化合物の探索には，高感度かっハイスループッ

トなスクリーニン夕、 (HTS:high-thoughput screening) シス

テムが求められるが，糸状1請をターゲットにした HTS基盤

技術はほぼ未開発な状態である.そこで，糸状菌ゲノム情

報を活用した，糸状菌類の特定標的に作用する新剤の HTS

システムを構築し，新規抗繭剤の創出・笑m化を目指す基

盤技術を確立するために， トランスクリプトーム情報を基

盤としたアッセイ系の構築を試みた.

本稿では純物病原'I~:糸状菌であるイネいもち病菌 (Mag

naporthe OIyzae) を用いて構築した HTSシステムについて

解説する.イネいもち病菌は，病筈防除上での 世界的な重

要性に加えて;遺伝学的解析手法が確立されていたこと，初f

手 m36 @I大会シンポジウムを取りまとめた解説
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究開始当時にH佐一ゲノム解析が終了 していた組物病原性糸

状的であったことからモデル病原菌として本研究で利用し

た.

1. 同じ標的を持つ薬剤間で特徴的に発現する遺伝子を

利用したレポーターアッセイ系の構築

これまで糸状閣では， I浪られた薬剤に対する遺伝子発現

しか解析されてきておらず 1.2) 遺伝子発現ノfターンと薬剤

作用点の-ltl関性，ひいては遺伝子発現から逆に薬剤の作用

点が推定できるのかどうかは全く明らかではなかった.そ

こで我々はまず，作用標的が既知の薬剤を中心とした多数

の薬剤を用いて，各薬剤lの添加に応答して発現するいもち

病i!tiの遺伝子をDNAマイクロアレイにより解析した.薬剤

添加により発現がl明らかに変動する遺伝子は l薬剤当たり

数 lOO~lOOO 遺伝子以上にものぼり，単独のマイクロアレ

イ解析結巣からは薬剤標的と遺伝子発現を関連づけること

は難しい しかし複数のマイクロアレイデータに対してク

ラスタリング解析を行ったところ，薬剤の作JIj点にかかわ

らず発現が誘導されるチトクロム P450や ABCトランスポー

ターなどの解毒排出に関連したj宣伝子 (Fig.1 段目，四

角で阻まれた部分)に加えて，それぞれの薬剤の標的に特

徴的な発現ノぞターンを示す遺伝子 (Fig.1 2段目， I羽角

で閉まれた部分)の存在が明らかになった. この結果は，

発現する遺伝子パターンから逆に処理にm~ 、た薬剤(の作

用点)が推定できる可能性を示 している.

そこで， これらの薬剤襟的特異的に発現する遺伝子の 1.1:1

から特に強く発現が誘導される遺伝子を選び出し，そのプ

ロモーターを利用したイネいもちf丙菌レポーターアッセイ
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Fig. 1. Heatmap generated from th巴chemical-treatedMagnapOl・Iheol)'zae microarray datas巴t.Expression I巴velsof genes are indicated by col-

ors: red， lIpreglllated and green， downreglllated 

株を構築した. このレポーターアッセイ株では薬剤特~û~的

にプロモーターが活性化し，核移行型シグナル (NLS) が

付加された EGFPの発現が誘導される (Fig.2) 3) この株を

用いて実際にレポーターアッセイを行ったところ，導入し

たプロモーターに対応した作JIj}去の薬剤添加Iにより，低濃

度(< 1 0 ppm) からイネいもち病菌菌糸の核で特異的に

EGFP蛍光が観察された CFig.3). 

このように，薬剤に応符して発現が誘導される造伝子の

プロモーター領域を利用することにより薬剤にシャープに

応答するレ ポーターアッセイ系が燐築できることが(確認さ

れた.

-r-trrr罰腎雨明E・
Fungalcell 
-- 圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃・“、

|EGFP in nucleil 

今

TF: Iranscriplion faclor 

NLS: nucJear localizalion signal 

Fig. 2. Constrllction of the reporter strains 

2. 色素合成経路を利用したレポーターアッセイの

ハイスループット化

上記で作製したレポーターアッセイ系を利用すれば，化

合物ライブラリーから 目的の標的 (既存の薬剤の標的範|且|

に収まっていれば)をもっ薬剤をスクリーニングすること

が可能である. しかし'英川化にはレポーターアッセイのハ

イスループット化が必主ーであり，そのためには少なくとも

小スケール化， ロボットによる自動化という 梨題があった.

EGFPをJFJt 、た蛍光レポーターアッセイ系では，菌体での発

光の検出に顕微鏡をnJt、ることが必要であり，さらに菌体

は形態が一定ではなく， J享みがあるためスキャナーなどに

よる自動測定がかなり矧しいという大きな問題点があった.

また，マイクロタイタープレートを用いて培養するとほi体

が培養符器の“壁"に接着 し，スキャナーによる蛍光検出

がさらに困難になるという問題も生 じた.そこでスキャナー

によるiJ!lJ定が比較的存易であると予怨された，塙養液1:1"に

分泌された代謝産物を測定するという方法について検討を

行った.

イネいもち病菌では培養日数が 1週間程度になると培養

液中に色素が分泌されることが経験的にう;[1られている.そ

こで，ゲノム情報および遺伝子発現解析結果からイネいも

ち病菌の色素合成に関わる造伝子を選び山し，この遺伝守
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Fig. 3. Improved detection strategy for th巴 reportergene actlvlty 

が前記の菓子rlJ応答プロモーターでドライブされる菌株を作

出した. この菌株では色素止合成造伝 f-の発現が薬剤添加l

によって誘導される 4) 実際にこの菌株の胞子懸樹液に該

当する薬剤を添加lしてマイクロタイタープレートで地養す

ると，数時間 C<8 II~HltJ)後には肉 11良で確認できるレベルの

色素が培養液中に蓄積された CFig.3). さらに， このレポー

タ一株における薬剤への応答性は EGFPの場合よりも 20倍

桔UJt~:当いことが倣i認された.

顕微鏡をJ'H~ 、た肉眼での観察が必要であった EGFPのレ

ポーターアッセイ系と比べ，糸状閣の色素fiz合成経路を利

用したこのレポーターアッセイ系では栴荏から計iHlJまでロ

ボッ卜による自動化が可能であり，薬剤スクリーニングに

FungaI conidia 

舟 96・wellmicrotiter plate 

川 町<側主

適しているといえる.加えてこのアッセイ 手法では，知11寺

問，高感度かっ符易にマイクロタイタープレートをJlH、た

スクリーニングを行うことができるだけではなく，スケー

ルが小さい分培養コストも安くまた必要な薬剤畳も少なく

て済み， 1"分実!日に耐えると考えている CFig.4).

おわりに

2003年以降，糸状TiTゲノムが次々と解説され，それに伴

い糸状菌のトランスクリプトーム情報量も噌えている. し

かし，これまでの糸状菌トランスクリプトーム解析TUF究で

は解析をすること自体が 1=1的のj惑があり，得られた情報を

統合的に処理して利用するといった勤きは少なかったよう

Scanner Screening 

Fig. 4. Schematic of the targeted I-ITS system for fungicides 
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lこJALえる.その底!山として，例えばマイクロアレイ数枚分

のデータからだけではデータの“ゆらぎ"や，解析向的と

する生物現象と無関係の遺伝子‘の発現が“ひきずられて変

動する"といったことを排除することができず，結果とし

て“マイクロアレイ角平析ーからだけでは{可もわからない"と

なってしまっていたことが挙げられるのではないだろうか.

今巨]，我々は多数の薬剤を処理(+それぞれ数処理)し

て得られた 100枚税度のマイクロアレイデータを j~平析する

ことにより，薬剤の作用点に対して特呉的に発現する逃伝

子があることを見出した.さらに， これらの遺伝子をマー

カーとして利mすることより薬剤の作用点推定を可能とす

るハイスループットアッセイ系を構築することに成功した.

実際の化合物スクリーニングへの応用にはさらにデータを

害総する必要があるが， HTSシステム構築手法および得ら

れた成果はイネいもち病菌以外の糸状閣にも基本的に応用

可能であると考えている.
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