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(54)【発明の名称】遺伝子Ａｎｙ―ＲＦならびに休眠制御物質およびその製造方法
1

2

(57)【特許請求の範囲】

【請求項６】

【請求項１】

ノール：水：酢酸からなる酸メタノール液を加え、摩砕

配列表の配列番号１に示すアミノ酸配

昆虫の前幼虫体を粉砕したものに、メタ

列、Asp‑Ile‑Leu‑Arg‑Glyを有し、Ｃ末端がアミド化さ

後、遠心処理し、得られた上清を逆相高速液体クロマト

れており、分子量が５７０．９５９であるタンパク質を

グラフィおよび混合分離モード高速液体クロマトグラフ

コードする遺伝子Any‑RF。

ィに導入することにより、配列表の配列番号１に示すア

【請求項２】

ミノ酸配列、Asp‑Ile‑Leu‑Arg‑Glyを有し、かつＣ末端

前記タンパク質が休眠制御活性を有する

ものである請求項１記載の遺伝子Any‑RF。

がアミド化されており、分子量が５７０．９５９である

【請求項３】

休眠制御物質を得ることを特徴とする休眠制御物質の製

前記タンパク質が天蚕の前幼虫由来のも

のである請求項１または２記載の遺伝子Any‑RF。
【請求項４】

配列表の配列番号１に示すアミノ酸配

造方法。
10

【発明の詳細な説明】

列、Asp‑Ile‑Leu‑Arg‑Glyを有し、Ｃ末端がアミド化さ

【０００１】

れており、分子量が５７０．９５９であって、休眠制御

【発明の属する技術分野】本発明は、遺伝子Any‑RF、な

活性を有することを特徴とする休眠制御物質。

らびに休眠制御物質およびその製造方法に関し、特に前

【請求項５】

幼虫形態を取る昆虫由来の休眠制御活性を有する遺伝

前記休眠制御物質が天蚕の前幼虫由来の

ものである請求項４記載の休眠制御物質。

子、ならびに休眠制御物質およびその製造方法に関する
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ものである。本明細書では、本発明において単離・精製

よって制御され、また後休眠は第２腹節〜第５腹節に存

した新規遺伝子を、以下必要に応じ、「遺伝子Any‑RF」

在する成熟因子(Maturation Factor:MF)により制御され

と略称する。

ているというモデルが提案されている(Suzuki et al.,

【０００２】

J. Insect Physiol., 36, 855‑860,1990)。成熟因子に

【従来の技術】ヒトが住む地球は、「昆虫の惑星」に喩

関しては、部分精製され、ペプチド様ホルモンであるこ

えられる。地球上には１００万種ともいわれる多くの昆

とが報告されている(Naya et al., Int. Wild Silkmoth

虫が予想を超えるあらゆる環境で力強く生息している。

& silk I, 195‑200, 1994)が、抑制因子（休眠制御物

熱帯、温帯、針葉樹林、氷雪地、砂漠、さらには湖沼地

質）については未だ単離されていない。

に至る地球のほぼ全域に昆虫は適応しながら生存してい
る。これは、昆虫が多様な機能特性を獲得しているから

【０００５】また、胚休眠するカイコでは、休眠ホルモ
10

ンが誘導ホルモンとして知られており、このホルモンの

に他ならない。我々が昆虫世界から学ぶべきものは多

構造は２４個のアミノ酸から構成されているペプチドホ

い。昆虫の機能特性として挙げられるのは、生体防御機

ルモンで、Ｃ末端がアミド化されている(Imai et al.,

構や、成長・発育制御機構、広範な物質分解、生産機

Proc. Japan Acad., 67B, 98‑101, 1991)。しかし、胚

能、鋭い感覚機能、行動調節機構、脳・神経機構、媒介

休眠するタイプでは、これ以外の休眠に関連するホルモ

機能等、あるいは環境適応能である。昆虫が有する多様

ンは全く不明であり、また前幼虫休眠するタイプでは、

な機能特性の中でも特に昆虫の休眠機能は、見事な適応

休眠関連ホルモン物質は全く発見されていない。

現象として特記すべき機能であるといえる。昆虫の休眠

【０００６】昆虫以外で、唯一、冬眠特異的タンパク質

を科学する意義は次の通りである。（１）休眠は、生物

と呼ばれる３種類の物質がシマリスで発見されている(K

が発生を進める過程で完全に発育を停止し、来るべく高

ondo et al., J. Biol. Chem., 267, 473‑478, 1992)

温・低温・食物不足のような悪環境を乗り切るためのエ

20

が、これらのタンパク質は、分子量が２７−、２５−、

ネルギー節約型の生命現象であると捉えることができ

２０−ｋＤａであり、しかも冬眠の前後で血中濃度が減

る。（２）休眠は、生息環境が発育成長に悪影響を与え

少し、冬眠中は低濃度である。また、哺乳類で休眠に関

る前に、遺伝的に制御するか、または環境情報を解読し

する制御物質はこれまで発見されておらず、例えばワラ

て、事前に発育を停止するものであり、単なる発育停止

ビー（カンガルーの一種）の胚子休眠の場合は、母親の

とは異なる積極的な適応戦略であるといえる。（３）休

松果体が休眠に関与すると考えられているが、休眠制御

眠を制御することが可能となれば、害虫防除や作物種子

物質は未だ単離されていない。

の発芽促進の重要な実用技術となり、農業分野での応用

【０００７】

技術となり得る。

【発明が解決しようとする課題】上記したように、昆虫

【０００３】従って、昆虫の休眠制御の機序が明らかと

からは、休眠制御活性を有するタンパク質をコードする

なり、また休眠制御物質の構造が決定され、その機能が

30

遺伝子、有用な休眠制御活性を有する休眠制御物質は、

解明できれば、これを生物産業分野に応用することがで

未だ単離されていないこと、またシマリスから単離され

きる。すなわち、人間生活にとって有用な生物の発育・

た冬眠特異的タンパク質は、分子量が高いので抗原抗体

成長を自在に制御することが可能となり、また有害な生

反応が起こり易く、しかも冬眠の前後で血中濃度が減少

物の活動を停止させるために人為的に有害生物を休眠さ

し、冬眠中は低濃度であるという問題があること、さら

せることが可能となることから、２１世紀の生物産業の

にまた哺乳類では休眠制御物質がいままで見出されてい

視点から見て重要な基礎研究である。更に、高品質・新

ないことから、休眠を制御する物質の開発が、昆虫の休

製品の農業技術開発と新医薬品の技術開発のための応用

眠制御のみならず、休眠現象が確認されている哺乳類の

研究として休眠制御物質の機能解明は重要な研究課題と

休眠・発育制御までも含めたかなり広範な視野から強く

なろう。
【０００４】例えば、鱗翅目昆虫の一種である天蚕は多

望まれている。
40

【０００８】これまでは、昆虫の休眠といえば、卵休

くの昆虫と同様に、秋口に休眠に入り、休眠越冬後４〜

眠、幼虫休眠、蛹休眠、そして成虫休眠として分類され

５月に休眠から醒める。天蚕はカイコ同様外見上卵内で

ていた。しかし、生物化学的に見ると、休眠ステージは

胚休眠するが、卵内ではほぼ完全に幼虫体が形成されて

複雑であり、内分泌学的に前幼虫休眠というステージ

おり、この状態で休眠に入ることから前幼虫態休眠（前

も、新たなステージとして分類する必要がある程であ

幼虫休眠ともいう）の一種であると考えられている。こ

る。すなわち、天蚕のように単純に卵休眠に属さず、独

のタイプとしては、天蚕以外にマイマイガなど鱗翅目昆

特に前幼虫ステージで休眠するものや、ポプラハバチの

虫を中心として４０種以上知られており、新しい休眠タ

ように蛹休眠には分類されず、その前段階である前蛹ス

イプとして分類されるべきである。天蚕の前幼虫休眠

テージで休眠するものがある。従って、これらの昆虫種

は、昆虫の中枢のホルモン系は直接関与せず、前幼虫の

では、新しい休眠制御ホルモンやその関連物質の存在が

中胸部位に存在する抑制因子(Repressive Factor:RF)に

50

期待されることとなる。
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【０００９】特に、前幼虫休眠タイプの天蚕、マイマイ

り、かつ飼育に関する情報の多い天蚕の幼虫を対象昆虫

ガ、ウスバシロチョウ、オビカレハ、カシワマイマイ等

として便宜的に使用し、以下、天蚕を中心に本発明を説

の鱗翅目昆虫を中心とした４０種以上の昆虫（これらの

明する。

前幼虫休眠タイプの昆虫としては、梅谷与七郎、蚕の越

【００１４】

冬卵より見たる昆虫の卵態越冬現象、蚕糸試験場報告、

【課題を解決するための手段】本発明の遺伝子Any‑RF

12:393‑481(1946)及びUmeya Y., Studies on embryonic

は、配列表の配列番号１に示すアミノ酸配列、Asp‑Ile‑

hibernation and diapause in insects, Proc. Jpn. A

Leu‑Arg‑Glyを有し、Ｃ末端がアミド化されており、分

cad., 26, 1‑9(1950)に記載されている）に作用する休

子量が５７０．９５９であるタンパク質をコードするも

眠制御物質についても、未だ単離されておらず、この休
眠制御物質を単離・同定することが農業、林業、医薬等

のであり、休眠制御活性を有し、天蚕の前幼虫由来のも
10

のである。本発明の休眠制御物質は、配列表の配列番号

の分野で強く望まれ、また同物質を経済的かつ効率的に

１に示すアミノ酸配列、Asp‑Ile‑Leu‑Arg‑Glyを有し、

合成するための製造技術の開発が望まれてきた。

Ｃ末端がアミド化されており、分子量が５７０．９５９

【００１０】天蚕（正式和名：ヤママユ、学名：Anther

である。この物質は、例えば、天蚕前幼虫体等のような

aea yamamai Guerin‑Meneville）は、わが国を原産地と

鱗翅目昆虫の前幼虫体を粉砕したものをメタノール：

し、江戸時代から飼育の記録があり長い歴史を持つこ

水：酢酸からなる酸メタノール液に加え、乳鉢内で摩砕

と、最近人工飼料が開発されて幼虫の飼育が容易である

後、遠心処理し、得られた上清をHPLCシステムに導入す

こと、農家段階で一般的に飼育されていることから、飼

ることにより単離・精製して得られるか、または公知の

育に関する情報が多く、しかも入手が容易であると共

ペプチド合成装置を用いて公知の方法に従って得られ

に、年１回発生し、卵で越年する。家蚕（カイコ）幼虫

る。

が専ら桑の葉を食べるのに対して、天蚕はクヌギ、コナ

20

【００１５】昆虫としては、前幼虫体で休眠するタイプ

ラ、カシワ、アベマキなどの葉を食べる。養蚕農家が家

の昆虫であれば、天蚕のみならず、前記したような、世

蚕幼虫を飼育するのに対して、野生の天蚕幼虫は、自然

界的な森林の大害虫であるマイマイガ、さらにウスバシ

状態で生育する。天蚕種の孵化率は低く、繭糸から絹糸

ロチョウ、オビカレハ、カシワマイマイの他４０種以上

となる割合（糸歩）は極めて少ない。また、繭糸をとる

の鱗翅目昆虫の幼虫、およびキリギリス類等の直翅目昆

作業が困難であるため希少価値としての意義がある。天

虫の幼虫でも応用・利用できる。

蚕絹糸１ｋｇの価格が２０万とも３０万円ともいわれ、

【００１６】本発明の休眠制御物質は、上記したよう

絹のダイヤモンドと呼ばれるほど希少価値があるのはこ

に、Ｎ末端より５サイクルまでのアミノ酸配列がAsp‑Il

のためである。野蚕である柞蚕絹糸の配合率が増加した

e‑Leu‑Arg‑Glyであって、Ｃ末端が遊離酸化された化合

絹織物では糸の滑りが抑えられ、縫目の滑脱抵抗が改善

物ではなく、アミド化されているものである。このこと

できるため好んで用いられる。そのため、将来、大型絹

30

は、後述する合成物の生物検定試験からも、Ｃ末端がア

糸昆虫である天蚕を利用した分野の発展が大いに期待さ

ミド化されたものにだけ活性機能を有することから明ら

れる。従って、天蚕の生活環制御に関連した抑制因子の

かである。昆虫由来の活性ペプチドホルモンでアミノ酸

単離や構造決定の重要性はますます高まっている。

の数が２４−４０個という比較的分子量の大きいもので

【００１１】これまで、天蚕の休眠制御物質の同定が遅

も、また本発明のように５個という低分子量のもので

れていた理由は次の通りである。休眠制御物質の存在は

も、活性物質のＣ末端はアミド化されていることがわか

１９９０年に予測されていた(Suzuki et al., J. Insec

っている。また、天蚕のような鱗翅目昆虫から得られた

t Physiol. 36, 855‑860, 1990)が、抽出法の改良と精

前記休眠制御物質と同様のアミノ酸配列を持つ組成物

製のためのカラムの選択に多くの時間を費やし、予期す

は、上記の多様な鱗翅目昆虫および直翅目昆虫の休眠を

るような活性画分を単離、精製することができなかっ
た。その主要な理由としては、同定する物質が極めて低

効率的に制御する。このことは、生物の概日リズム（生
40

物時計）の点からも自明である。すなわち、Beck, S.

分子の短いペプチドであり、抽出と適切なカラムの選択

T., Insect photoperiodism, pp. 288, Academic Pres

に予想外の困難性があったためである。従って、前幼虫

s, London(1968)及び近藤孝男、植物の生物時計、化学

より休眠制御物質を得る際に、収率、効率、経済面で優

と生物、28:810‑819(1990)には、概日リズムを利用しな

れた精製方法の確立と容易な製造方法が望まれている。

がら、動物の生殖活動（カンガルーの休眠も含む）、昆

【００１２】本発明の課題は、休眠制御活性を有する遺

虫の休眠、植物の花芽形成（休眠も含む）など多くの生

伝子、ならびに休眠制御物質およびその製造方法を提供

物の発生現象をコントロールすることが示されている。

することにある。そのために、昆虫の前幼虫体より、休

【００１７】上記したように、天蚕の前幼虫休眠の維持

眠制御活性を有する遺伝子、休眠制御物質を効率的にか

に関与する抑制因子であるペプチドのアミノ酸配列構造

つ経済的に単離、同定、精製する。

は、Asp‑Ile‑Leu‑Arg‑Gly‑NH2 である。このペプチド

【００１３】上記課題を解決するため、入手が容易であ

50

は、コンピューターサーチ（BLASTおよびFASTA）によっ

( 4 )
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ても、生物界において新規の休眠制御活性ペプチドであ

2とも称す。））を０．１μｇ／０．５μｌ塗布する方

ることが明らかであり、これをAntheraea yamamai‑Repr

法と、（２）ステージが限定された方法として、産卵後

essive Factor(略称Any‑RF)と命名した。５個のアミノ

約１ヶ月間２５℃に保存し、その後２〜３ヶ月間２〜５

酸のＣ末端がアミド化されている本ペプチドは、フリー

℃で低温処理する方法との２種類がある。休眠制御機能

の存在様式として、生物界では本発明が完成されるまで

を明らかにするには、上記の２種類の方法のいずれかで

見出されていなかったが、いくつかの生物タンパク質の

休眠覚醒化を運命づけた前幼虫の２４時間後のものに対

アミノ酸配列の中には、同じ ‑‑‑Asp‑Ile‑Leu‑Agr‑Gly‑

して、休眠制御物質を次のようにして接種すればよい。

‑‑の配列がみられる。例えば、コンピューターサーチに

例えば、ガラスキャピラリー管を利用し、蒸留水に溶解

よれば、イーストの仮説２２．１KDタンパク質（１９３
個のアミノ酸）の１６６〜１７０番までの配列、ヒトの

した各種濃度の本発明の休眠制御物質０．０５μｌを該
10

前幼虫に対して、その頚部等から経皮的に、あるいは経

白血病阻止因子前駆体（２０２個のアミノ酸）の１４２

口的に接種する。

〜１４６番までの配列が同じである。しかし、この部分

【００２１】また、昆虫以外の生物種においては、本発

のアミノ酸配列の機能についてはまったく明らかにされ

明のペプチドは５個のアミノ酸からなるオリゴペプチド

ていない。すなわち、アミノ酸配列が同じでも、本ペプ

の一種であることから、休眠制御物質または発育抑制物

チドのように、N末端とＣ末端の間に介在し、Ｃ末端が

質としての可能性だけではなく、例えば哺乳類等の睡眠

アミド化してフリーの存在様式で生理機能を有するもの

調節物質の作用も期待される。特に、高等動物において

は、まったく見出されていない。

は、上記したように、本ペプチドのように短い低分子の

【００１８】従って、本発明により、昆虫内分泌学上従

ペプチドは抗原とはなり難いので、合成ペプチドによる

来全く知られていない物質で昆虫の休眠性を制御する新

生体外からの投与によって、可能性のある機能について

規ペプチドホルモンが分離、同定でき、昆虫休眠メカニ

20

簡易に試験研究できるという特徴を持っている。さらに

ズムの機構が明らかとなった。休眠する生物は、昆虫だ

本発明の新規ペプチドは、抗原抗体反応がなく、細胞増

けではなく海産生物、植物、そして哺乳動物のワラビー

殖抑制効果のある新しい医薬剤となり得る。

（カンガルーの仲間）まで確認されているので、本発明

【００２２】なお、上記アミノ酸配列Asp‑Ile‑Leu‑Arg‑

の休眠制御物質を用いることで、それらの生物が休眠す

Glyに対する塩基配列として5'‑GAY‑ATH‑YTN‑MGN‑GGN‑3'

る本質である低エネルギー代謝の生命機構解明のための

が考えられる。

重要な手がかりとなる。将来的には長期生命維持を促進

【００２３】脱皮・変態を制御するエクダイソンや幼若

させる物質となり、最終的には長寿促進物質の開発のた

ホルモン等の昆虫で最初に発見された生理活性物質は、

めのリード化合物となり得る。

今日では昆虫はもとより、甲殻類（カニやエビ類）、環

【００１９】また、本発明の、天蚕から見出された新規

形動物（ゴカイやミミズ類）、あるいはトガリバマキや

ペプチドは、５個のアミノ酸から構成されるペンタペプ

30

ヒナタイノコズチ等の植物からも発見されるようになっ

チドであり、生体外から投与しても抗原抗体反応が起こ

た（川島誠一郎編、内分泌学、pp.１５９、１９９

りにくい。しかも、従来の休眠打破（休眠覚醒）のため

５）。また、これまでカイコの休眠を誘導するホルモン

の人工合成物で休眠覚醒を完全に運命づけられた天蚕の

として知られている休眠ホルモンも、例えばオオタバコ

休眠覚醒を遅らせ、しかも休眠覚醒率を減少させるほど

ガ、アワヨトウ等の他の昆虫で発見されているＦＸＰＲ

の発育抑制活性を有していることから、今後この構造そ

アミドファミリーに属するものとされている。このよう

のままでも、生物の概日リズムの点から、違った昆虫種

な事実から判断すると、本発明のペンタペプチドは、こ

のみならず、海産動物、植物、哺乳類にも直接投与でき

れが多くの昆虫の共通現象である休眠の維持に特に普遍

ることは前記文献からも自明である。昆虫では、この休

的に関与していることから、天蚕以外の他の昆虫からも

眠制御物質がカイコに限らず、かなり広範な昆虫種で、
しかも各ステージで多様な発育制御物質として作用する

同様に単離・同定できる技術的蓋然性が非常に高い。
40

【００２４】さらに、天蚕は、前幼虫ステージだけでは

ことが可能である。したがって、本発明の新規ペプチド

なく蛹のステージでも、夏眠と呼ばれている生理現象か

は、前幼虫昆虫の休眠制御物質であるばかりでなく、他

ら明らかなように、約１ヶ月の短期間ではあるが８月頃

の昆虫および哺乳類等まで含めた広範な発育制御剤とし

休眠する。昆虫の蛹休眠は、脱皮ホルモン（エクダイソ

て優れた生理機能を有する。

ン）の欠如で休眠するとされている。従って、今回発見

【００２０】昆虫の休眠覚醒を促すには、通常、（１）

されたペンタペプチドが天蚕の蛹休眠だけではなく、モ

休眠中のいかなる時期の卵でも適用できる方法として、

ンシロチョウ、サクサン（柞蚕）、アメリカシロヒト

ピンセットを使用しながら除殻し、休眠前幼虫を取り出

リ、タバコガ類などの他の昆虫の蛹休眠をも制御する技

し、この前幼虫の腹面に、アセトンに溶解したイミダゾ

術的蓋然性が非常に高い。すなわち、ペンタペプチド

ール化合物（１−ベンジル−５−[(Ｅ)−２,６−ジメチ

は、低エネルギー代謝という特定の生理状態を保つ機能

ル−１,５−ヘプタジエニル]イミダゾール（以下、KK‑4

50

を有していることから（天蚕前幼虫の休眠維持の機能を

( 5 )
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指す）、ステージが蛹で、同じ生理状態で長期間維持す

なっている。すなわちFXPRLアミドファミリーの一種で

る蛹休眠においても、同じように作用すると考えられ

ある。しかし、この休眠ホルモンは、カイコで休眠誘導

る。従って、蛹休眠するモンシロチョウ、サクサン、ア

に関与するホルモンであり、休眠維持の機能はない。

メリカシロヒトリ、タバコガ類などからも、同様なペン

【００２９】カイコの場合は、母親の蛹期の食道下神経

タペプチドが発見され得る。一方、蛹休眠だけではな

節から分泌される休眠ホルモンが卵巣に作用し、その後

く、他の昆虫の幼虫期で発見される可能性もある。すな

に産卵した卵内の胚子の休眠を決定づける。すなわち、

わち、すでに述べたように、昆虫ホルモンでは、昆虫種

休眠ホルモンの作用の時期と休眠が実行される時期に時

が異なり、ステージが異なれば、同じ構造物質でも異な

間的な開きが存在している。ところが、天蚕の場合に

る機能を有することがある。そこで、同じペンタペプチ
ドならびにその関連物質は、多くの昆虫種から、休眠制

は、新規ペプチドの作用と休眠の実行が同じ時期にある
10

ということが特徴である。しかし、本発明の新規ペプチ

御因子または発育制御因子として同定できる。

ドは構造と機能とも既知の休眠ホルモンとはまったく異

【００２５】該ペンタペプチドは、このような多くの昆

なるものである。

虫種の個体全体から、図１に示した方法に従って、天蚕

【００３０】本発明においては、天蚕の前幼虫体内から

前幼虫と同じ方法で抽出できる。直接体液から抽出する

新規ペプチドを単離、同定するために、産卵後１ヶ月以

場合には、幼虫体の脚等の生体組織の一部を切開するこ

内の休眠中の卵から前幼虫を摘出し、直ちに液体窒素で

とで体液を流出せしめ、図１のメタノール：水：酢酸＝

凍結し、その後は単離プロセスで使用するまで−８０℃

９０：９：１の水の部分を体液に置き換えることで調製

で保存する。単離プロセスでは、前幼虫に１０倍容の酸

した９０％酸メタノール液を氷冷中で混合し、その後、

メタノール液（例えば、メタノール：水：酢酸＝９０：

図１に従って抽出するとよい。

９：１）を加え、乳鉢内で磨砕後、１０，０００ｇで３

【００２６】

20

０分間遠心処理してその上清を調製する。この操作を３

【発明の実施の形態】上記したように、休眠制御機能を

回繰り返し、合わせた上清を遠心バポライザーで濃縮

持つ新規ペプチドである本発明の休眠制御物質は、Ｎ末

し、次いで得られた上清をHPLCシステムに導入すればよ

端より５サイクルまでのアミノ酸配列がAsp‑Ile‑Leu‑Ar

い。

g‑Glyであり、かつＣ末端がアミド化され、分子量が５

【００３１】酸メタノール液に酢酸を用いる理由は、次

７０．９５９である低分子物質であって、例えば天蚕の

の通りである。この抽出法は他の昆虫のペプチドホルモ

前幼虫から単離、精製することもできるし、アミノ酸配

ンを抽出する際にも使用されており、酢酸を添加するこ

列が解明できているので従来の方法で合成することもで

とによって、９０％以上のプロテアーゼ活性を抑制する

きる。

ことが可能であり、ペプチドの分解を抑えることができ

【００２７】該新規ペプチドには、前幼虫というステー

る。酸メタノール液としては、メタノール：水：酢酸＝

ジに限らず、他のステージでの機能発現も期待される。

30

９０：９：１（容量％）が最適であるが、この範囲に特

すなわち、昆虫は一般に前幼虫（卵内で幼虫体が形成さ

に限定されるわけではない。

れている）の次の段階は、孵化して幼虫ステージとな

【００３２】前幼虫の取り出し方としては、上記したよ

る。この幼虫ステージで休眠するヨトウガをはじめとす

うに産卵後１ヶ月以内の休眠卵を用いるとベストである

る多くの昆虫でも、同じ物質が同様に見出される可能性

が、その理由は次の通りである。産卵後約１０日から休

がある。なぜなら、昆虫のホルモン類は、違う昆虫でし

眠開始して２０日以内は、休眠の深度が強いと考えられ

かもステージが異なれば、同じ物質でも違う機能を発現

るが、一般に昆虫の休眠は、さらに時間が経過すれば浅

することがよく知られているからである。例えば、幼若

くなるためである。本発明において、天蚕の前幼虫１，

ホルモンの場合、鱗翅目昆虫の幼虫（例えば、ヨトウガ

５００頭より最終的に得られるホルモン様物質である休

幼虫）では、休眠維持や幼虫形質の維持として作用する
が、鞘翅目昆虫の成虫（例えば、コガタルリハムシ成

眠制御物質は、かなり少量である。表１の活性と約５７
40

１という分子量から推定すると、天蚕の前幼虫１，５０

虫）では、生殖線刺激作用を示し、欠如すれば休眠維持

０頭より本発明の昆虫の休眠制御物質が僅か２１．４μ

となることからも類推できる。従って、今回天蚕から単

ｇ単離され得ると算出される。ところが天蚕は、カイコ

離された新規ペプチドは、カイコに限らず、かなり広範

と比較して、完全な人工飼料も開発されておらず、産卵

な昆虫種で、しかも各ステージで多様な発育制御物質と

技術も困難であることから、１卵当たり５〜２０円とい

して作用する可能性がある。

う高価格になる。従って、天蚕を用いて本発明の新規物

【００２８】昆虫休眠に関する従来既知の物質として、

質を調製するには効率的、経済的に引き合わない。

前記したように、カイコの休眠ホルモンがわずか報告さ

【００３３】一般に、ホルモン様物質の抽出で重要な要

れているに過ぎない。これはペプチドアミドで、昆虫の

因となるのは、高い回収率を得るために原材料として何

多くのペプチドホルモンがこのグループに分類され、Ｃ

を選ぶかという点および効率よく分離するためにカラム

末端が共通して、Phe‑Xアミノ酸‑Pro‑Arg‑Leu‑アミドと

50

樹脂として何を選ぶかという点であるが、合成できれば

( 6 )
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それに越したことはない。しかるに、上記したように休

クロマトグラフィで溶出処理し、単離精製物を得た。

眠制御物質のアミノ酸配列が判明したので、この配列を

【００３８】この単離方法において最初の逆相高速液体

持つ活性物質を従来の方法で経済的に、効率的に合成で

クロマトグラフィ(RP‑HPLC)では、カラムとしてTSKgel

きる。

ODS‑80Ts（東ソー株式会社製）を使用し、２回目のRP‑H

【００３４】新規ペプチドの遺伝子が同定できれば、昆

PLCシステムでも同じカラムを使用した。３回目の逆相

虫のみならず、多くの生物種を含んだ生物産業分野で幅

とイオン交換モードを備えたカラムによるHPLCシステム

広い応用が可能となり、自在に生物の発育制御が実現で

では、RSpak NN‑614カラム（昭和電工株式会社製）を使

きる。そこで、このペプチドのアンチセンス遺伝子組み

用した。いずれのシステムでも、０．１％トリフルオロ

換え体、すなわち、ペプチド遺伝子と対になる遺伝子を
導入し、本来の遺伝子発現を抑制する方法で、休眠しな

酢酸(TFA)水溶液(容量％)にアセトニトリルを添加しな
10

がら、アセトニトリルの濃度(％)勾配を変化させ、その

いマイマイガを創出し、これを放飼すれば、地球上のマ

濃度勾配を利用しながら活性画分を溶出した。吸光度は

イマイガの個体数は減少し北米の森林産業に多大な経済

２２０ｎｍで測定し、流速は１ｍｌ／分または０．５ｍ

的貢献が期待される。また、該ペプチドを各種の培養細

ｌ／分とした。

胞の培地添加剤として用いることで、培養細胞の長期保

（２）生物検定

存が可能となるので、培養細胞の長期保存剤の開発にも

一般に、抑制因子の活性測定では、非休眠タイプを利用

繋がり、最終的には、昆虫培養細胞のための長期保存剤

し、休眠誘導率をもって判定するが、天蚕においては非

の開発を進める上での技術の核となり得る。

休眠系統は存在しない。そこで、休眠中の前幼虫にイミ

【００３５】モンシロチョウの蛹からの高分子タンパク

ダゾール化合物KK‑42で休眠覚醒の処理を施し(Suzuki e

質が、ヒトの癌細胞増殖を抑制させ得ることが報告され

t al., Int. Society for wild Silkmoth, 79‑84, 198

ているが(Koyama et al, Jpn. J. Cancer Res., 87, 12
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9; Suzuki et al., J. Insect Physiol.,855‑860,199

59‑1262, 1996)、実際に活用するとなると、抗原抗体反

0)、２４時間後に活性画分を注射し、休眠覚醒までの平

応が大きな障害となる。しかし、本発明のペプチドは、

均日数の遅延と休眠覚醒率の減少とでもって休眠制御機

わずか５個のアミノ酸からなるオリゴペプチドであり、

能を判定することにした。

抗原とはならないという優れた特徴を持つ。脊椎動物の

（３）Ｎ末端アミノ酸配列決定

免疫グロブリンによる抗原抗体反応は、生体外から侵入

Ｎ末端アミノ酸配列は、プロテインシークエンサーによ

する低分子のオリゴペプチドでは作動することはないか

り決定した。単離・精製した休眠制御物質のＮ末端アミ

らである。

ノ酸配列を、ペプチドシークエンサーのG1000A（ヒュー

【００３６】

レットパッカード(Hewlett Packard)社製）によって解

【実施例】次に、本発明を実施例および比較例により詳

析した。

細に説明するが、本発明はこれらの例に限定されるもの
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（４）質量分析

ではない。

MALDI‑TOF MS (Matrix‑Assisted Laser Desorption Ion

（１）活性画分の単離

ization‑Time‑of‑Flight質量分析計) (Voyager PerSept

本発明の休眠制御物質を、図１に示すプロセスに従っ

ive Biosystems社製)を用い、単離・精製した物質およ

て、以下のようにして単離、精製し、以下の実施例で用

びこの物質と同じアミノ酸配列を有するペプチドを既知

いた。

の方法で合成した試料とを、それぞれ、０．５μｌ宛こ

【００３７】産卵後１ヶ月以内の天蚕の休眠中の卵から

の質量分析計のサンプルプレート穴に注入し、等量のマ

前幼虫を摘出し、直ちに液体窒素で凍結し、その後は使

トリックス（０．１％TFA水溶液とアセトニトリルとを

用まで−８０℃で保存した。約１，５００頭（約６ｇ）

５０：５０(容量％)の割合で混合したものの中にα‑シ

の前幼虫に１０倍容の酸メタノール液（メタノール：
水：酢酸＝９０：９：１(容量％)）を加え、乳鉢内で磨

アノ−４−ヒドロキシ桂皮酸を飽和せしめたもの）と混
40

合した。乾燥後、陽イオン化マトリックスとして分子質

砕後、１０，０００ｇで３０分間遠心処理してその上清

量を決定した。

を得た。この操作を３回繰り返し、合わせた上清を遠心

（５）合成ペプチド

バポライザーで濃縮した。濃縮液を１００℃で１０分間

上記のようにして単離・精製した本発明の休眠制御物質

熱処理し、１０，０００ｇで１５分間遠心処理した。か

の一次構造に完全に一致するペプチドをペプチド合成装

くして得られた上清に、上清の最終濃度が８０％になる

置（PSSM‑8；株式会社島津製作所製）を用いて合成し

ように冷アセトンを添加し、１０，０００ｇで１５分間

た。合成ペプチドの純度を、HPLCとMALDI‑TOF MSによっ

遠心処理して沈殿物を得た。この沈殿物を水に溶解し、

て確認した。ペプチドとしてはAsp‑Ile‑Leu‑Agr‑Gly‑NH

フィルター（メッシュ寸法：０．５μｍ）を通したもの

2

を逆相カラムによる高速液体クロマトグラフィで２回溶

以下の実施例で用いた。

出処理し、最後に混合分離モードカラムによる高速液体

50

およびAsp‑Ile‑Leu‑Agr‑Gly‑COOHの２種類を合成し、

実施例１

活性画分の単離

( 7 )
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14

約１，５００頭の天蚕前幼虫から休眠制御物質を単離、

に最大ピークが認められた（図７）。

精製するために、上記「活性画分の単離」の項で詳細に

【００３９】かくして、生体内においては両タイプのア

述べたプロセスを用いた。第１回目の逆相HPLCシステム

ミノ酸配列が存在しているものと考えられるので、真の

では、溶出時間１１〜１７分に活性画分が溶出された

活性本体がどちらのＣ末端を有するものであるかを明ら

（図２）。この活性画分を注入した第２回目の逆相HPLC

かにするため、以下の実施例で、単離精製物、および両

システムでは、約３分に溶出される最初のピークに活性

タイプの合成ペプチドによる生理活性を検討した。

画分が確認された（図３）。次いで、この活性画分を注

実施例３

入した第３回目のHPLCシステムでは、約９．５分に溶出

単離精製物と、これと同じアミノ酸配列をもち、かつ、

されるピークに活性が認められた（図４）。この一連の
操作により、単離精製は終了したものとして、以下のよ

単離精製物と合成ペプチドの生物検定

Ｃ末端がアミド化されたタイプまたは遊離酸化されたタ
10

イプの２種類の合成ペプチドとを、休眠覚醒化を運命づ

うにして、休眠前幼虫約１，５００頭からの最終活性画

けるためにイミダゾール化合物KK‑42で処理した休眠中

分をペプチドシークエンサー（前記Hewlett Packard社

の天蚕前幼虫に注射し、幼虫の休眠覚醒の状態および休

製のG1000A）で分析した。

眠覚醒までの平均日数を調べると共に、休眠覚醒率を評

実施例２

価した。すなわち、アセトンに溶解したKK‑42を、一頭

制御物質の構造決定

実施例１で得られた休眠制御物質１００μｌを純水に溶

当たり０．１μｇ／０．５μｌの量で幼虫の腹側に塗布

解後、休眠制御物質２５μｌを含んだ水溶液を用いてＮ

することによって、１００％休眠覚醒させた。休眠覚醒

末端より１０サイクルまで配列解析した。その結果、休

処理をした後、２４時間の時点で一頭当たり０．０５μ

眠抑制活性を持つ活性物質のアミノ酸配列は、Asp‑Ile‑

ｌの蒸留水を注射したものを対照区とした。単離精製物

Leu‑Agr‑Glyであることが確認された。該活性物質のＣ

の場合は、蒸留水０．０５μｌに前幼虫からの単離精製

末端がアミド化(‑NH2 )されているのか、または遊離酸化

20

物１００ｐｍｏｌｓが含まれるように濃度調整したもの

(‑COOH)されているのかを調べるため、この単離精製物

を注射し、また、合成ペプチドのアミド化タイプと遊離

および前記合成ペプチドをMALDI‑TOF MS（質量分析計）

酸タイプの場合は、一頭当たり１００ｐｍｏｌｓ／０．

により分析した。単離精製物においては５７１．８５８

０５μｌを注射した。いずれの場合も、休眠中の個体

と５７２．８４６とに大きな２つのピークが認められ

数、休眠覚醒した個体数、死亡個体数、休眠覚醒に要す

（図５）、合成ペプチドのAsp‑Ile‑Leu‑Agr‑Gly‑NH2 で

る平均日数を調べ、休眠覚醒率を評価した。得られた結

は５７１．９５９に最大ピークが認められ（図６）、そ

果を表１に示す。

して合成Asp‑Ile‑Leu‑Agr‑Gly‑COOHでは５７３．０４５

表１から明らかなように、対照区の休眠覚醒までの平均

醒までの平均日数、休眠覚醒率とも単離精製物のデータ

日数は５．７９日、休眠覚醒率は１００％であった。単

に極めて近似していた。以上の結果は、単離し同定した

離精製物では、休眠覚醒までの平均日数は６．４６日で

ペプチドのＣ末端がアミド化されており、このことが休

あり、対照区と比較して約一日延長し、しかも休眠覚醒

眠維持の生理機能として重要であることを明らかにする

率は４３．３％まで減少した。合成ペプチドでは、遊離

ものである。

酸タイプが休眠覚醒までの平均日数、休眠覚醒率とも対

【００４０】従って、天蚕由来の抑制因子のアミノ酸配

照区のデータに近似しており、アミド化タイプが休眠覚

50

列構造は、Asp‑Ile‑Leu‑Arg‑Gly‑NH2 であり、その分子

( 8 )
15

特許第３０２３７９０号
16

質量は、質量分析スペクトルのピーク測定値からプロト

【００４１】まず、休眠覚醒作用を持つイミダゾール化

ンの質量１を減ずればよく、５７０．９５９Ｄａである

合物KK‑42をアセトンに溶解し、この溶液を休眠中の天

ことがわかる。

蚕前幼虫の腹側に一頭当たり０．１μｇ／０．５μｌ塗

実施例４

布した。KK‑42で処理した後２４時間の時点で０．０５

合成ペプチドの生理活性

構造決定した本発明のペプチド（Ｃ末端がアミド化され

μｌの蒸留水を注射し、その後２４時間の時点で２回目

ているペプチド）と同じ構造のペプチドを前記と同様に

の蒸留水の注射をし、更に、２回目の注射後２４時間の

して合成し、その合成ペプチドの活性と濃度の関係を解

時点で３回目の蒸留水の注射をし（以下の表２中では、

析した。すなわち、イミダゾール化合物KK‑42（０．１

それぞれ対照−１、２、３として表す）、それぞれの時

μｇ／０．５μｌ）を休眠中の天蚕前幼虫に塗布して休
眠覚醒処理し、この休眠覚醒処理した前幼虫に合成ペプ

点で休眠覚醒率を評価した。また、天蚕を休眠維持させ
10

るための活性を持つ合成ペプチドを、一頭当たり１００

チドを注射することによって、休眠覚醒をどれ程阻止で

ｐｍｏｌｅｓ／０．０５μｌ注射し（対照と同様に１

きるかを調べるため、休眠個体数、休眠覚醒数、死亡個

回、２回、３回注射した）、それぞれの区について休眠

体数を調べ、休眠覚醒率を評価した。

覚醒率を評価した。得られた結果を表２に示す。

表２から明らかなように、前幼虫の休眠中幼虫、休眠覚

本発明のペプチドにε‑Acpとシスチンを結合したCys‑ε

醒幼虫、死亡幼虫の個体数ならびに休眠覚醒率でみると

‑Acp(アミノカプロン酸)‑Asp‑Ile‑Leu‑Arg‑Gly‑NH2 (CX

対照−１、２、３は類似した傾向を示す。すなわち、蒸
留水の注射回数が増えてもほぼすべての前幼虫は休眠覚

DILRG‑NH2 )を合成し、キャリアタンパク質としてKLHを
40

使用して、ペプチド〜KLHコンジュゲートを作成し、こ

醒状態にある。これはKK‑42処理により天蚕前幼虫の休

れを免疫原としてフロインド完全アジュバンドと共に国

眠を覚醒するように運命づけされるが、蒸留水を注射し

産ウサギに注射して免疫した。ELISAで抗体産生を確認

てもKK‑42の活性を妨げることはないことを意味する。

しながら、２ヶ月の免疫期間後全採血した。このように

一方、合成ペプチドの場合は、１回注射に比較して２回

して抗体が産生された血清を抗血清として実験に使用し

注射した場合には休眠覚醒率を５３．３％から３０％ま

た。なお、注射前に採血したものは抗体が産生されてお

で減少でき、３回注射した場合にはさらに１３．３％ま

らず、前血清として対照区に使用した。

で減少させることができる。以上のことは、構造決定し

【００４２】休眠中の天蚕前幼虫に前血清と抗血清とを

た新規ペプチドが休眠を維持する因子であることを具体

それぞれ、一頭当たり０．１μｌまたは０．２μｌ注射

的に証明するものである。

した。その後、休眠中の個体数、休眠覚醒した個体数、

実施例５

抗血清注射による休眠制御因子の証明

50

死亡個体数を調べ、休眠覚醒率を評価した。得られた結

( 9 )

特許第３０２３７９０号

17

18

果を表３に示す。

表３から明らかなように、対照区の前血清を注射した場

機能について簡易に試験研究できるという特徴を持って

合では、０．１μｌ、０．２μｌとも休眠覚醒した前幼

いる。さらに本発明のペプチドは、抗原抗体反応がな

虫は確認されず、すべて休眠したままであった。しか

く、細胞増殖抑制効果のある新しい医薬剤となり得る。

し、抗血清を注射した場合、０．１μｌでは１０％、

さらにまた、本発明のペプチドは培養細胞の保存剤とも

０．２μｌでは約３７％も休眠覚醒することができ、注

なり得る。

射量の増加と共に休眠覚醒率が上昇した。これらの結果

20

【００４６】

は、本発明のペプチドが、生体内で休眠の維持を制御す

【配列表】

る物質であることを証明するものである。図８（Ａ）

SEQUENCE LISTING

は、０．２μｌの前血清を注射した天蚕前幼虫で、休眠

<110> Kimura, Shigeru; Director General of Nationa

継続の状態を示す写真であり、図８（Ｂ）は、０．２μ

l Institute of Sericultural and Entomological Scie

lの抗血清を注射した天蚕前幼虫で、休眠覚醒の状態を

nce Ministry of Agriculture, Forestry and Fisherri

示す写真である。以上の表３および図８の結果から、構

es

造決定した本発明のペプチドは、天蚕の前幼虫体内で休

<120> Substance for Repressing Diapause of Insects

眠の維持を制御している因子であることが実証できた。

and Method of Obtaining the Same

【００４３】
【発明の効果】本発明の遺伝子Any‑RFを有する休眠制御

<130> 990137
30

<160> 1

物質によれば、休眠中の前幼虫等で、休眠覚醒させ発育

<210> 1

に運命づけたとしても、休眠覚醒を延長させたりまたは

<211> 5

停止させたりすることができる。この休眠物質であるペ

<212> PRT

プチドには、多様な生理活性と簡単な投与法が期待され

<213> Antheraea yamamai Guerin‑Meneville

得る。

<400> 1

【００４４】本発明により昆虫休眠メカニズムの機構が

Asp Ile Leu Agr Gly

明らかとなったので、休眠することが確認されている生

1

物に対して本発明の休眠制御物質を用いることで、これ

【図面の簡単な説明】

らの生物が休眠する本質である低エネルギー代謝の生命
機構解明のための重要な手がかりとなる。将来的には長

【図１】
40

5
本発明の休眠制御物質の単離、精製プロセス

を示すフローシート。

期生命維持を促進させる物質の開発へと結びつき、最終

【図２】

的には長寿促進物質の開発のためのリード化合物となり

る第１回目の逆相HPLCシステムによる活性画分の溶出ピ

得る。

ークを示すスペクトル。

【００４５】また、本発明のペプチドは、ペンタペプチ

【図３】

ドであり、生体外から投与しても抗原抗体反応が起こり

る第２回目の逆相HPLCシステムによる活性画分の溶出ピ

にくく、しかも格別の発育抑制活性を有していることか

ークを示すスペクトル。

ら、この構造そのままでも種々の休眠型生物に直接投与

【図４】

できる。特に高等動物においても、本ペプチドのように

る第３回目のHPLCシステムによる活性画分の溶出ピーク

短い低分子のペプチドは抗原とはなり難いので、合成ペ

を示すスペクトル。

プチドによる生体外からの投与によって、可能性のある

50

【図５】

本発明の休眠制御物質の単離プロセスにおけ

本発明の休眠制御物質の単離プロセスにおけ

本発明の休眠制御物質の単離プロセスにおけ

本発明の休眠制御物質である単離精製物のペ

( 10 )
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プチドの分子質量を測定した質量分析スペクトル。

【要約】

【図６】

【課題】

本発明の休眠制御物質と同じアミノ酸配列を

休眠制御活性を有する遺伝子、ならびに

有し、かつ、Ｃ末端も同じ合成ペプチドの分子質量を測

休眠制御物質およびその製造方法の提供。

定した質量分析スペクトル。

【解決手段】

【図７】

列、Asp‑Ile‑Leu‑Arg‑Glyを有し、Ｃ末端がアミド化さ

本発明の休眠制御物質と同じアミノ酸配列を

配列表の配列番号１に示すアミノ酸配

有するが、Ｃ末端が異なる合成ペプチドの分子質量を測

れており、分子量が５７０．９５９であり、休眠制御活

定した質量分析スペクトル。

性を有するタンパク質をコードする遺伝子Any‑RF。かか

【図８】（Ａ）前血清を注射した天蚕前幼虫で、休眠継

る遺伝子を有する休眠制御物質は、天蚕に酸メタノール

続の状態を示す写真。

液を加え、磨砕後、遠心処理、HPLCシステムによる処理

（Ｂ）抗血清を注射した天蚕前幼虫で、休眠覚醒の状態
を示す写真。

10

を経て単離、精製されるペプチドであり、昆虫等の休眠
を制御するものである。

【図１】

【図２】

【図８】

【図５】

( 11 )

【図３】
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【図４】

【図６】
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【図７】
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