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 これからの農業生産には、環境への負荷が小さい高選択的かつ高活性な害虫制御剤が不可欠である。

本研究では、代表的な害虫制御剤であるネオニコチノイド系化合物の、昆虫ニコチン性アセチルコリン受容

体（nAChR）に対する選択的かつ多様な作用の機構解明に挑み、これらの特性に寄与する化合物と

nAChR の構造基盤を解明した。これにより、環境低負荷型の害虫制御剤を創出する道の一端がひらけた。 
 
はじめに 

地球規模で食料問題が深刻化する一方、環境に優しい農業の大切さが叫ばれている。このような状況の

中で、ネオニコチノイド系害虫制御剤（図 1A）が環境に低負荷で安全な化合物として広く実用されている。

ネオニコチノイドは、興奮性の神経シナプス伝達を担うニコチン性アセチルコリン受容体 （nAChR） を標的

とする （図 1B）。nAChR はヒトを初めとする脊椎動物の神経系にも存在するにもかかわらず、ネオニコチノ

イドは高い昆虫選択性を示すが、その原因は未解明であった。本研究では、計算化学・電気生理学・X 線

結晶学等を駆使して、ネオニコチノイドが高度な選択毒性を発揮する分子機構の解明に挑戦した。また、特

定のネオニコチノイドが類まれな活性を示すことをも発見し、その原因を究明した。 

図1. ネオニコチノイド系害虫制御剤 (A) と標的分子ニコチン性アセチルコリン受容体 (nAChR) (B) 

ネオニコチノイドの昆虫選択的な神経活性に寄与する構造因子 
ネオニコチノイドの選択的活性発現機構を解明するため、3 つのアプローチをとった。すなわち、ネオニ

コチノイドの選択性に関わる構造因子を 1）化合物と 2）受容体の両側で調べ、さらに 3）受容体の ligand 
binding domain（LBD）に類似のアセチルコリン結合タンパク質（AChBP）とネオニコチノイドがつくる複合体

の構造を解析することで、ネオニコチノイドの昆虫に対する選択性発現の分子メカニズムの解明を試みた。 
電子求引性のニトロ基やシアノ基はネオニコチノイドに特徴的な構造の一つであり、水素結合や静電的

相互作用が可能である。これらの構造とモデル分子との間の相互作用エネルギーを計算し、特にアンモニ

ウムと強く相互作用することが明らかになった 1)。このことから、昆虫nAChR はその構造のどこかにネオニコ

チノイドのニトロ基やシアノ基との相互作用に有利な塩基性アミノ酸残基を持つと予測された。 
ネオニコチノイドの標的分子 nAChR は、αサブユニットと non-αサブユニットから成るヘテロ５量体構造を

とり、その中央部にカチオンチャネルを持つ（図 1B）。ネオニコチノイドはアゴニスト活性を示すので、アセ



チルコリン(ACh)と同様に、nAChR のαサブユニットと non-αサブユニットの境界に位置するリガンド結合部

位 に結合する。リガンド結合部位は 6 つの loop（loop A から F）で構築されており、そのうち non-αサブユニ

ット上の loop Dに、計算化学によって予測された昆虫nAChR選択的な塩基性アミノ酸残基の候補が存在す

ることを見出した。そこで、脊椎動物の nAChR の loop D に塩基性アミノ酸残基を導入したところ、受容体の

ネオニコチノイド感受性が飛躍的に上昇したことから、昆虫 nAChR の当該アミノ酸残基はネオニコチノイド

のニトロ基と静電的に相互作用することによって、高いネオニコチノイド感受性に貢献すると考えられた 2)。 
ネオニコチノイドの選択的活性に関わる構造因子は non-αサブユニットの loop D に存在する塩基性アミノ

酸残基だけではない。ショウジョウバエのαサブユニットと脊椎動物のβサブユニットはハイブリッドnAChRを

つくる。このことを利用してハイブリッドnAChRと脊椎動物のnAChRとの間でネオニコチノイド感受性を比較

した結果、前者は後者に比べて格段に高い感受性を示したことから、ショウジョウバエαサブユニット上にも

ネオニコチノイドとの選択的な相互作用に有利にはたらく構造が存在することが示唆された 1)。 
 

ネオニコチノイドの構造と多様な神経活性との関係 
筆者は、ネオニコチノイドの選択的な活性発現機構のみならず、ネオニコチノイドの構造と nAChR に対

する活性との関係についても解析し、数多くの新しい知見を得た。先ず、ショウジョウバエα2－ヒヨコβ2 ハイ

ブリッドnAChRを用いて、イミダクロプリドのイミダゾリジン環部分は主に受容体の応答の大きさに、ニトロイミ

ノ部は主に受容体に対する親和性に影響することを見出した。またその過程で、クロチアニジンがハイブリ

ッド nAChR に対して ACh よりも大きな応答を誘起することを発見した 3)。 
次いで、パッチクランプ法を用いて昆虫神経細胞で発現する nAChR の電気生理学的な応答を長時間安

定に計測する技術を確立した 4)。この技術を駆使して、昆虫神経細胞の nAChR に対するネオニコチノイド

の構造活性相関がハイブリッド nAChR で見られた構造活性相関とよく一致することを明らかにした。また、

高濃度ではアゴニスト活性を示すイミダクロプリドが低濃度ではアンタゴニスト活性を示し 5)、2 分子のネオニ

コチノイドがアルキル鎖により連結されるとアゴニスト活性を消失することを見出した 6)。さらに、クロチアニジ

ンとその類縁体が、昆虫－脊椎動物ハイブリッド nAChR のみならず、ショウジョウバエ脳神経細胞の

nAChR に対しても、ACh より大きな応答を誘起することを確認した 7)。そこで、このような｢スーパーアゴニス

ト活性｣の原因を究明するため、クロチアニジン類縁体処理時にショウジョウバエ nAChR を透過するイオン

電流をシングルチャネル記録法により解析した。その結果、スーパーアゴニスト活性が、nAChR の高いコン

ダクタンス状態でのチャネル開口確率の増大によってひきおこされることが明らかとなった 7)。 
ネオニコチノイドは脊椎動物のα4β2 nAChR に対して微弱なアゴニスト作用しか示さないが、イミダクロプ

リドあるいはクロチアニジンを低濃度で ACh と同時に処理すると、α4β2 nAChR の応答が著しく増大した 1, 8)。

しかし、ニトロ基を欠くチアクロプリド（図 1A）にはそのような活性が認められなかった。そこで、チアクロプリ

ドのシアノ基をニトロ基と置換すると化合物はα4β2 nAChR 増強作用を獲得し、逆にイミダクロプリドのニトロ

基をシアノ基に置換すると化合物はα4β2 nAChR 増強活性を失った 8)。このことから、ネオニコチノイドが有

するニトロ基は、昆虫 nAChR に対して選択性を発揮するときだけではなく、ACh へのα4β2 nAChR の応答

を増強するときにも関与することが明らかとなった。  
 

ネオニコチノイドの作用機構の解明に向けた構造生物学的研究 
 ネオニコチノイドは昆虫のnAChRに対して選択的に作用するだけではなく、化合物によってnAChRに対

する作用様式が異なる。その原因は、ネオニコチノイド－nAChR 間での水素結合ネットワークや静電的相

互作用の形成と、それに伴う受容体の構造変化にあると仮説をたてた 9)。この仮説を検証するため、nAChR



のLBDに類似した構造を持つAChBP とネオニコチノイド（イミダクロプリドおよびクロチアニジン）が形成す

る複合体の構造を X 線結晶構造解析法により決定した（図 2A）10)。ネオニコチノイドの芳香環窒素原子は、

水分子を介して loop E の Met114 および Leu102 の主鎖と水素結合し、グアニジン部は loop C の Tyr185 と

スタッキングした（図 2B）。これらが関わる相互作用については、脊椎動物と昆虫の nAChR の間でのアミノ

酸配列に大きな違いが見られないため、ネオニコチノイドの選択的な神経活性の発現には寄与しないもの

の、nAChR に対するネオニコチノイドの親和性の決定に関与すると考えられた。 
 上述したように、筆者らは、ネオニコチノイドのニトロ基が nAChR の loop D に存在する昆虫 nAChR 特有

の塩基性アミノ酸残基と静電的に相互作用することが選択的な活性発現に重要であると提唱した。この予想

の通り、AChBP－ネオニコチノイド複合体において、昆虫 nAChR の塩基性アミノ酸残基に相当する Gln55
とニトロ基による水素結合が観察された（図 2B）。 

AChBP－イミダクロプリド複合体では、

基質のイミダゾリジン環メチレン部の水

素が loop B の Trp143 の芳香環と CH-π
相互作用を行うのに対して、AChBP－ク

ロチアニジン複合体では、基質のグアニ

ジン部における窒素上の水素が Trp143
の主鎖のカルボニル酸素と水素結合し

た。このようなクロチアニジン関連化合

物に特有の水素結合がユニークな神経

活性をもたらす原因の一つとしてはたら

いているものと考えられた。 

図 2. アセチルコリン結合タンパク質－イミダクロプリド複合体の結晶

構造. （A）全体像；（B）リガンド結合部位のアミノ酸残基および主鎖

とイミダクロプリドとの相互作用 

 
おわりに 

本研究では、多岐にわたる研究手法を縦横に組み合わせ、ネオニコチノイドの選択的かつ多様な活性発

現の分子基盤を先導的に解明した。本研究の成果は、nAChR を標的とする害虫制御剤の開発研究を、受

容体の３次元構造に基づく論理的なものへと進化させるものである。ゆえにこの成果は、究極の選択性に立

脚した害虫防除剤の開発を可能にし、環境保全型農業に貢献すると大いに期待される。 
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