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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ｉ）第１の受容体サブユニットをコードする配列番号１５のヌクレオチド配列を有す
る遺伝子のコード領域の７９位と１４８５位との間の核酸配列に対する少なくとも９０パ
ーセントの同一性を有し、ニコチン性アセチルコリンα－６受容体サブユニット活性を有
するポリペプチドをコードする核酸と、（ｉｉ）ニコチン性アセチルコリンα－５受容体
サブユニットをコードする核酸とを含み、スピノシンに対して応答する形質転換された宿
主細胞。
【請求項２】
　前記第１の受容体サブユニットがニコチン性アセチルコリン受容体のα－６サブユニッ
トである、請求項１に記載の形質転換された宿主細胞。
【請求項３】
　無脊椎動物細胞である、請求項１に記載の形質転換された宿主細胞。
【請求項４】
　前記第１の受容体サブユニットをコードする前記核酸が、
（ａ）配列番号１５のヌクレオチド配列を有する配列；および
（ｂ）（ａ）において定義される配列と同じアミノ酸配列を遺伝暗号の縮重性のためにコ
ードする配列からなる群より選択される配列を含む核酸である、請求項１に記載の形質転
換された宿主細胞。
【請求項５】



(2) JP 5744372 B2 2015.7.8

10

20

30

40

50

　前記ニコチン性アセチルコリンα－５受容体サブユニットをコードする前記核酸が、
（ａ）配列番号１を有する核酸配列；
（ｂ）配列番号１を有する遺伝子のコード領域の９２５位と２４２４位との間に位置する
核酸配列に対する少なくとも９０パーセントの同一性を有し、ニコチン性アセチルコリン
α－５受容体サブユニット活性を有するポリペプチドをコードする核酸；および
（ｃ）（ａ）および（ｂ）において定義される配列と同じアミノ酸配列を遺伝暗号の縮重
性のためにコードする配列
からなる群より選択される配列を含む核酸である、請求項１に記載の形質転換された宿主
細胞。
【請求項６】
　（ｉｉｉ）ｒｉｃ－３アクセサリータンパク質をコードする核酸をさらに含む、請求項
１に記載の形質転換された宿主細胞。
【請求項７】
　前記ｒｉｃ－３アクセサリータンパク質をコードする前記核酸が、無脊椎動物ｒｉｃ－
３アクセサリータンパク質をコードする核酸である、請求項６に記載の形質転換された宿
主細胞。
【請求項８】
　前記無脊椎動物ｒｉｃ－３アクセサリータンパク質をコードする前記核酸が、
（ａ）配列番号１６のヌクレオチド配列を有する核酸；
（ｂ）配列番号１６のヌクレオチド配列を有する遺伝子のコード領域の１位と１１３７位
との間に位置する核酸配列に対する少なくとも９０パーセントの同一性を有し、無脊椎動
物ｒｉｃ－３アクセサリータンパク質活性を有するポリペプチドをコードする配列；およ
び
（ｃ）（ａ）および（ｂ）において定義される配列と同じアミノ酸配列を遺伝暗号の縮重
性のためにコードする配列
からなる群より選択される配列を含む核酸である、請求項７に記載の形質転換された宿主
細胞。
【請求項９】
　前記細胞が、ニコチン性アセチルコリン受容体サブユニットをコードするさらなる核酸
を含む、請求項１に記載の形質転換された宿主細胞。
【請求項１０】
　前記さらなる核酸が、ニコチン性アセチルコリンα－７受容体サブユニットをコードす
る、請求項９に記載の形質転換された宿主細胞。
【請求項１１】
　前記ニコチン性アセチルコリンα－７受容体サブユニットをコードする前記さらなる核
酸が、
（ａ）配列番号２を有する遺伝子のコード領域の１０６位と１６１７位との間に位置する
核酸配列に対する少なくとも９０パーセントの同一性を有し、ニコチン性アセチルコリン
α－７受容体サブユニット活性を有するポリペプチドをコードする核酸；
（ｂ）配列番号２を有するニコチン性アセチルコリンα－７受容体サブユニットをコード
する核酸；および
（ｃ）（ａ）および（ｂ）において定義される配列と同じアミノ酸配列を遺伝暗号の縮重
性のためにコードする配列
からなる群より選択される配列を含む核酸である、請求項１０に記載の形質転換された宿
主細胞。
【請求項１２】
　前記第１の受容体サブユニットをコードする前記核酸がベクター中に含まれている、請
求項１に記載の形質転換された宿主細胞。
【請求項１３】
　前記第１の受容体サブユニットをコードする核酸が、宿主細胞における前記核酸の発現
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を確実にする調節配列に機能的に連結される、請求項１２に記載の形質転換された宿主細
胞。
【請求項１４】
　前記ニコチン性アセチルコリンα－５受容体をコードする前記核酸がベクター中に含ま
れている、請求項１に記載の形質転換された宿主細胞。
【請求項１５】
　前記ニコチン性アセチルコリンα－５受容体をコードする前記核酸が、宿主細胞におけ
る前記核酸の発現を確実にする調節配列に機能的に連結される、請求項１４に記載の形質
転換された宿主細胞。
【請求項１６】
　（ｉ）受容体サブユニットをコードする配列番号１５のヌクレオチド配列を有する遺伝
子のコード領域の７９位と１４８５位との間の核酸配列に対する少なくとも９０パーセン
トの同一性を有し、ニコチン性アセチルコリンα－６受容体サブユニット活性を有するポ
リペプチドをコードする核酸と、（ｉｉ）ｒｉｃ－３アクセサリータンパク質をコードす
る核酸とを含み、スピノシンに対して応答する形質転換された宿主細胞。
【請求項１７】
　前記受容体サブユニットがニコチン性アセチルコリンα－６受容体サブユニットである
、請求項１６に記載の形質転換された宿主細胞。
【請求項１８】
　無脊椎動物細胞である、請求項１６に記載の形質転換された宿主細胞。
【請求項１９】
　前記受容体サブユニットをコードする前記核酸が、
（ａ）配列番号１５のヌクレオチド配列を有する配列；および
（ｂ）（ａ）において定義される配列と同じアミノ酸配列を遺伝暗号の縮重性のためにコ
ードする配列からなる群より選択される配列を含む核酸である、請求項１６に記載の形質
転換された宿主細胞。
【請求項２０】
　前記ｒｉｃ－３アクセサリータンパク質をコードする前記核酸が、無脊椎動物アクセサ
リータンパク質をコードする核酸である、請求項１６に記載の形質転換された宿主細胞。
【請求項２１】
　前記ｒｉｃ－３無脊椎動物アクセサリータンパク質をコードする前記核酸が、
（ａ）配列番号１６のヌクレオチド配列を有する核酸；
（ｂ）配列番号１６のヌクレオチド配列を有する遺伝子のコード領域の１位と１１３７位
との間に位置する核酸配列に対する少なくとも９０パーセントの同一性を有し、ｒｉｃ－
３無脊椎動物アクセサリータンパク質活性を有するポリペプチドをコードする配列；およ
び
（ｃ）（ａ）および（ｂ）において定義される配列と同じアミノ酸配列を遺伝暗号の縮重
性のためにコードする配列
からなる群より選択される配列を含む核酸である、請求項２０に記載の形質転換された宿
主細胞。
【請求項２２】
　（ａ）（ｉ）第１の受容体サブユニットをコードする配列番号１５のヌクレオチド配列
を有する遺伝子のコード領域の７９位と１４８５位との間の核酸配列に対する少なくとも
９０パーセントの同一性を有し、ニコチン性アセチルコリンα－６受容体サブユニット活
性を有するポリペプチドをコードする核酸と、（ｉｉ）ニコチン性アセチルコリンα－５
受容体サブユニットをコードする核酸分子とを、前記第１の受容体サブユニットおよび前
記ニコチン性アセチルコリンα－５受容体サブユニットを発現させるために宿主細胞にイ
ンビトロで導入する工程であって、前記宿主細胞はスピノシンに対して応答する、工程；
　（ｂ）前記第１の受容体サブユニットを化学化合物に曝す工程、および
　（ｃ）前記第１の受容体サブユニットを、化学化合物が前記第１の受容体サブユニット
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に影響を及ぼすかどうかを判別するために評価する工程
を含む、受容体サブユニットに影響を及ぼす能力について化学化合物をアッセイする方法
。
【請求項２３】
　前記評価する工程が、イオン輸送をモニターすることを含む、請求項２２に記載の方法
。
【請求項２４】
　前記評価する工程が、前記受容体サブユニットに対する前記化合物の結合親和性を評価
することを含む、請求項２２に記載の方法。
【請求項２５】
　前記化学化合物が化学化合物の混合物である、請求項２２に記載の方法。
【請求項２６】
　前記宿主細胞がアフリカツメガエル（Xenopus laevis）卵母細胞である、請求項２２に
記載の方法。
【請求項２７】
　前記宿主細胞が昆虫細胞株である、請求項２２に記載の方法。
【請求項２８】
　前記昆虫細胞株が、ショウジョウバエ（Drosophila）Ｓｃｈｎｅｉｄｅｒ細胞株、ショ
ウジョウバエＫc細胞株、Ｓｆ９細胞株およびＨｉｇｈ Ｆｉｖｅ細胞株からなる群より選
択される、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
（ａ）請求項１に記載の形質転換された宿主細胞を化学化合物に曝す工程；および
（ｂ）前記第１の受容体サブユニットを、化学化合物が受容体サブユニットに影響を及ぼ
すかどうかを判別するために評価する工程
を含む、受容体サブユニットに影響を及ぼす能力について化学化合物をアッセイする方法
。
【請求項３０】
　前記評価する工程が、イオン輸送をモニターすることを含む、請求項２９に記載の方法
。
【請求項３１】
　前記評価する工程が、前記受容体サブユニットに対する前記化合物の結合親和性を評価
することを含む、請求項２９に記載の方法。
【請求項３２】
　前記化学化合物が化学化合物の混合物である、請求項２９に記載の方法。
【請求項３３】
　前記宿主細胞がアフリカツメガエル（Xenopus laevis）卵母細胞である、請求項２９に
記載の方法。
【請求項３４】
　前記宿主細胞が昆虫細胞株である、請求項２９に記載の方法。
【請求項３５】
　前記昆虫細胞株が、ショウジョウバエ（Drosophila）Ｓｃｈｎｅｉｄｅｒ細胞株、ショ
ウジョウバエＫｃ細胞株、Ｓｆ９細胞株およびＨｉｇｈ Ｆｉｖｅ細胞株からなる群より
選択される、請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　（ａ）（ｉ）受容体サブユニットをコードする配列番号１５のヌクレオチド配列を有す
る遺伝子のコード領域の７９位と１４８５位との間の核酸配列に対する少なくとも９０パ
ーセントの同一性を有し、ニコチン性アセチルコリンα－６受容体サブユニット活性を有
するポリペプチドをコードする核酸と、（ｉｉ）ｒｉｃ－３アクセサリータンパク質をコ
ードする単離された核酸分子とを、受容体サブユニットおよびアクセサリータンパク質を
発現させるために宿主細胞にインビトロで導入する工程であって、前記宿主細胞はスピノ



(5) JP 5744372 B2 2015.7.8

10

20

30

40

50

シンに対して応答する、工程；
　（ｂ）発現した受容体サブユニットを化学化合物に曝す工程；および
　（ｃ）前記受容体サブユニットを、化学化合物が受容体サブユニットに影響を及ぼすか
どうかを判別するために評価する工程
を含む、受容体サブユニットに影響を及ぼす能力について化学化合物をアッセイする方法
。
【請求項３７】
　前記評価する工程が、イオン輸送をモニターすることを含む、請求項３６に記載の方法
。
【請求項３８】
　前記評価する工程が、前記受容体サブユニットに対する前記化合物の結合親和性を評価
することを含む、請求項３６に記載の方法。
【請求項３９】
　（ａ）請求項１６に記載の形質転換された宿主細胞を化学化合物に曝す工程；および
　（ｂ）曝された受容体サブユニットを、化学化合物が受容体サブユニットに影響を及ぼ
すかどうかを判別するために評価する工程
を含む、受容体サブユニットに影響を及ぼす能力について化学化合物をアッセイする方法
。
【請求項４０】
　前記化学化合物が化学化合物の混合物である、請求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
　前記形質転換された宿主細胞がアフリカツメガエル（Xenopus laevis）卵母細胞である
、請求項３９に記載の方法。
【請求項４２】
　前記形質転換された宿主細胞が昆虫細胞株である、請求項３９に記載の方法。
【請求項４３】
　請求項１に記載される形質転換された宿主細胞を含む、活性について化合物をスクリー
ニングする際に使用されるキット。
【請求項４４】
　請求項１６に記載される形質転換された宿主細胞を含む、活性について化合物をスクリ
ーニングする際に使用されるキット。
【請求項４５】
　前記形質転換された宿主細胞が遺伝子導入生物（ヒトを除く）中に含まれている、請求
項４３に記載のキット。
【請求項４６】
　前記形質転換された宿主細胞が遺伝子導入生物（ヒトを除く）中に含まれている、請求
項４４に記載のキット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、国立衛生研究所によって与えられた補助金番号５－Ｕ０１－ＡＩ０５３８７
３のもとでの政府援助によりなされた。政府は本発明において一定の権利を有する。
【０００２】
　本発明は新規な殺虫剤標的部位の特定および特徴づけの分野であり、具体的には、宿主
細胞、アッセイ、および、それに対する抗体に関する。
【背景技術】
【０００３】
　作物に対する昆虫被害から生じる世界的な経済的損失は膨大である。合衆国におけるま
さに鱗翅目の害虫によって引き起こされる損害に起因する経済的損失は毎年６億ドルを超
えることが推定される。従って、殺虫剤は、現代の農業のためには害虫駆除の不可欠な要
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素である。１つのそのような殺虫剤であるスピノサドは、放線菌サッカラポリスポラ・ス
ピノサ（Saccharapolyspora spinosa）によって産生される２つの天然に存在する代謝産
物（スピノシンＡおよびスピノシンＤ）の混合物である。スピノサドは、鱗翅目、双翅目
および総翅目の昆虫における害虫の効果的な駆除をもたらし、鞘翅目および直翅目の一部
の種に対してもまた効果的である。
【０００４】
　スピノサドなどの殺虫剤は一般に、生物の体内の特定の標的部位（例えば、非常に重要
なタンパク質など）に影響を及ぼす。今日まで、限られた数の殺虫剤標的部位が特定され
ており、これらの標的部位において作用する殺虫剤の多くが、昆虫の野外個体群における
増大した抵抗性のためにそれらの有効性を失いつつある。スピノサドは、天然に存在する
昆虫駆除剤としてこれまで使用されているが、スピノサド標的部位において作用する殺虫
剤活性を有する他の化学化合物を特定することが望ましいと考えられる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　様々な技術的進歩にもかかわらず、殺虫剤標的部位を理解することの一般的な現状は極
めて限られており、新規で、有効かつ安全な殺虫剤の発見および開発が求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、スピノサドおよびその化学的構成成分と類似する様式で作用する新しい化学
的性質の特定および特徴づけのために有用である新規な標的部位（すなわち、スピノサド
標的部位）を提供することによってこの要求に対処している。加えて、脊椎動物種に由来
するニコチン性アセチルコリン受容体は、数多くの疾患状態において介入する医薬化合物
および動物健康化合物のための重要な標的部位である。従って、本発明はまた、ニコチン
性アセチルコリン受容体サブユニットの相互作用および薬理学を研究するためのモデルシ
ステムを提供する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　配列番号１は、キイロショウジョウバエ（Drosophila melanogaster）の染色体２Ｌに
おける位置３４Ｅに位置するニコチン性アセチルコリン受容体α－５サブユニットをコー
ドするヌクレオチド配列である；
　配列番号２は、キイロショウジョウバエの染色体Ｘにおける位置１８Ｃに位置するニコ
チン性アセチルコリン受容体α－７サブユニットをコードするヌクレオチド配列である；
　配列番号３は、３０Ｄに位置するショウジョウバエ（Drosophila）のニコチン性アセチ
ルコリンα－６受容体サブユニットのためのフォワードＰＣＲプライマーをコードするヌ
クレオチド配列である；
　配列番号４は、３０Ｄに位置するショウジョウバエのニコチン性アセチルコリンα－６
受容体サブユニットのためのリバースＰＣＲプライマーをコードするヌクレオチド配列で
ある；
　配列番号５は、３４Ｅに位置するショウジョウバエのニコチン性アセチルコリンα－５
受容体サブユニットのためのフォワードＰＣＲプライマーをコードするヌクレオチド配列
である；
　配列番号６は、３４Ｅに位置するショウジョウバエのニコチン性アセチルコリンα－５
受容体サブユニットのためのリバースＰＣＲプライマーをコードするヌクレオチド配列で
ある；
　配列番号７は、１８Ｃに位置するショウジョウバエのニコチン性アセチルコリンα－７
受容体サブユニットのためのフォワードＰＣＲプライマーをコードするヌクレオチド配列
である；
　配列番号８は、１８Ｃに位置するショウジョウバエのニコチン性アセチルコリンα－７
受容体サブユニットのためのリバースＰＣＲプライマーをコードするヌクレオチド配列で
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ある；
　配列番号９は、Ｃ．ｅｌｅｇａｎｓのｒｉｃ－３のためのフォワードＰＣＲプライマー
をコードするヌクレオチド配列である；
　配列番号１０は、Ｃ．ｅｌｅｇａｎｓのｒｉｃ－３のためのリバースＰＣＲプライマー
をコードするヌクレオチド配列である；
　配列番号１１は、ショウジョウバエのニコチン性アセチルコリンα－６受容体サブユニ
ットのアミノ酸３６７～３８０に対応するアミノ酸配列である；
　配列番号１２は、付加されたＫｏｚａｋ翻訳開始シグナルを有する、３０Ｄ ｎＡＣｈ
Ｒα６のためのフォワードＰＣＲプライマーをコードするヌクレオチド配列である。
　配列番号１３は、３０Ｄ ｎＡＣｈＲα６のためのリバースＰＣＲプライマーをコード
するヌクレオチド配列である。
　配列番号１４は、付加されたＫｏｚａｋ翻訳開始シグナルを有する、Ｃ．ｅｌｅｇａｎ
ｓのｒｉｃ－３のためのフォワードＰＣＲプライマーをコードするヌクレオチド配列であ
る。
　配列番号１５は、ＮＣＢＩアクセション番号ＮＭ２０５９５３を有する遺伝子のヌクレ
オチド配列である。
　配列番号１６は、ＮＣＢＩアクセション番号ＮＭ０６８８９８を有する遺伝子のヌクレ
オチド配列である。
【０００８】
　配列表は、Nucleic Acids Res.、13：3021～3030（1985）、および、Biochemical J.、
219 (No. 2)：345～373（1984）（これらは本明細書中に参考として組み込まれる）に記
載されるＩＵＰＡＣ－ＩＵＢＭＢ基準に従って定義されるようなヌクレオチド配列文字の
ための一文字記号およびアミノ酸のための一文字記号を含む。ヌクレオチド配列データお
よびアミノ酸配列データのために使用される記号および形式は、米国特許施行規則§１．
８２２に示される規則に従う。
【０００９】
　本発明の１つの態様は、（ｉ）受容体サブユニットをコードするＮＣＢＩアクセション
番号ＮＭ２０５９５３を有する遺伝子のコード領域の７９位と１４８５位との間の核酸配
列に対する少なくとも５０パーセントの同一性を有する核酸と、（ｉｉ）イオンチャネル
サブユニットをコードする核酸とを含み、スピノシンに対して応答することができる宿主
細胞に関連する。
【００１０】
　本発明のさらなる態様は、（ｉ）受容体サブユニットをコードするＮＣＢＩアクセショ
ン番号ＮＭ２０５９５３を有する遺伝子のコード領域の７９位と１４８５位との間の核酸
配列に対する少なくとも５０パーセントの同一性を有する核酸と、（ｉｉ）アクセサリー
タンパク質をコードする核酸とを含み、スピノシンに対して応答することができる宿主細
胞に関連する。
【００１１】
　本発明のさらなる態様は、（ａ）（ｉ）受容体サブユニットをコードするＮＣＢＩアク
セション番号ＮＭ２０５９５３を有する遺伝子のコード領域の７９位と１４８５位との間
の核酸配列に対する少なくとも５０パーセントの同一性を有する核酸と、（ｉｉ）イオン
チャネルサブユニットをコードする核酸分子とを、受容体サブユニットおよびイオンチャ
ネルサブユニットを発現させるために宿主細胞にインビトロで導入する工程（この場合、
宿主細胞はスピノシンに対して応答することができる）；（ｂ）受容体サブユニットを化
学化合物に曝す工程；および（ｃ）曝された受容体サブユニットを、化学化合物が受容体
サブユニットに影響を及ぼすかどうかを判別するために評価する工程を含む、受容体サブ
ユニットに影響を及ぼす能力について化学化合物をアッセイする方法に関連する。
【００１２】
　本発明の別の態様は、（ａ）（ｉ）受容体サブユニットをコードするＮＣＢＩアクセシ
ョン番号ＮＭ２０５９５３を有する７９位と１４８５位との間の核酸配列に対する少なく
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とも５０パーセントの同一性を有する核酸を、受容体サブユニットを発現させるために宿
主細胞にインビトロで導入する工程（この場合、イオンチャネルサブユニットが宿主細胞
によって内因的に産生および発現され、宿主細胞はスピノシンに対して応答することがで
きる）；（ｂ）発現した受容体サブユニットを化学化合物に曝す工程；および（ｃ）曝さ
れた受容体サブユニットを、化学化合物が受容体サブユニットに影響を及ぼすかどうかを
判別するために評価する工程を含む、受容体サブユニットに影響を及ぼす能力について化
学化合物をアッセイする方法に関連する。
【００１３】
　本発明のさらなる態様は、（ａ）（ｉ）受容体サブユニットをコードするＮＣＢＩアク
セション番号ＮＭ２０５９５３を有する遺伝子のコード領域の７９位と１４８５位との間
の核酸配列に対する少なくとも５０パーセントの同一性を有する核酸と、（ｉｉ）アクセ
サリータンパク質をコードする単離された核酸分子とを、受容体サブユニットおよびアク
セサリータンパク質を発現させるために宿主細胞にインビトロで導入する工程（この場合
、宿主細胞はスピノシンに対して応答することができる）；（ｂ）発現した受容体サブユ
ニットを化学化合物に曝す工程；および（ｃ）曝された受容体サブユニットを、化学化合
物が受容体サブユニットに影響を及ぼすかどうかを判別するために評価する工程を含む、
受容体サブユニットに影響を及ぼす能力について化学化合物をアッセイする方法に関連す
る。
【００１４】
　本発明のさらに別の態様は、（ａ）受容体サブユニットをコードするＮＣＢＩアクセシ
ョン番号ＮＭ２０５９５３を有する遺伝子のコード領域の７９位と１４８５位との間の核
酸配列に対する少なくとも５０パーセントの同一性を有する核酸を、受容体サブユニット
を発現させるために宿主細胞にインビトロで導入する工程（この場合、アクセサリータン
パク質が宿主細胞によって内因的に産生および発現され、宿主細胞はスピノシンに対して
応答することができる）；（ｂ）発現した受容体サブユニットを化学化合物に曝す工程；
および（ｃ）曝された受容体サブユニットを、化学化合物が受容体サブユニットに影響を
及ぼすかどうかを判別するために評価する工程を含む、受容体サブユニットに影響を及ぼ
す能力について化学化合物をアッセイする方法に関連する。
【００１５】
　本発明の１つのさらなる態様は、ＮＣＢＩアクセション番号ＮＭ２０５９５３を有する
遺伝子のコード領域の７９位と１４８５位との間の核酸配列に対する少なくとも５０パー
セントの同一性を有する核酸によってコードされるポリペプチドのエピトープに特異的に
結合する抗体（この場合、前記核酸によってコードされる前記ポリペプチドを発現する宿
主細胞はスピノシンに対して応答することができる）に関連する。
【００１６】
　本発明の別の態様は、ＮＣＢＩアクセション番号ＮＭ２０５９５３を有する遺伝子のコ
ード領域の７９位と１４８５位との間の核酸配列に対する少なくとも５０パーセントの同
一性をそのコード領域が有する遺伝子に変異を含む生物（この場合、前記変異を含む前記
生物は、変異体が由来する親生物と比較してスピノシンに対する低下した応答を示す）に
関連する。
【００１７】
　本発明のなおさらに別の態様は、（ａ）（１）ＮＣＢＩアクセション番号ＮＭ２０５９
５３を有する遺伝子のコード領域の７９位と１４８５位との間の核酸配列に対する少なく
とも５０パーセントの同一性を有するＤＮＡ分子の一方の鎖の対応する部分に対して実質
的に相補的なアンチセンスヌクレオチド配列と、（ｂ）前記アンチセンスヌクレオチド配
列に機能的に連結され、その結果、前記アンチセンスヌクレオチド配列が、形質転換され
る細胞において発現されるようにする調節配列とを含むベクター（この場合、形質転換さ
れた細胞は非形質転換細胞と比較してスピノシンに対する低下した応答を示す）である。
【００１８】
　本発明のさらに１つの態様は、（ａ）核酸を生物から得る工程；（ｂ）ＮＣＢＩアクセ
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ション番号ＮＭ２０５９５３を有する遺伝子のコード領域の７９位と１４８５位との間の
核酸配列に対する少なくとも５０パーセントの同一性を有する核酸の配列を決定する工程
；および（ｃ）決定された配列を、スピノシン感受性生物の同じ遺伝子から得られた配列
と比較する工程を含み、スクリーニングされた生物およびスピノシン感受性生物が同じ種
に由来する、スピノシンに対する抵抗性について生物をスクリーニングする方法である。
【００１９】
　さらなる実施形態において、本発明は、（ａ）（ｉ）ＮＣＢＩアクセション番号ＮＭ２
０５９５３を有する遺伝子のコード領域の７９位と１４８５位との間の核酸配列に対する
少なくとも５０パーセントの同一性を有するヌクレオチド配列と、（ｉｉ）前記ヌクレオ
チド配列に機能的に連結された調節配列とを含むベクターを生物の１つまたは複数の細胞
に導入し、その結果、前記ヌクレオチド配列が、形質転換される少なくとも前記１つまた
は複数の細胞において発現されるようにする工程（この場合、形質転換された細胞は非形
質転換細胞と比較してスピノシンに対する増大した応答を示す）；（ｂ）受容体サブユニ
ットを発現する形質転換された細胞を化学化合物に曝す工程；および（ｃ）曝された受容
体サブユニットを、化学化合物が受容体サブユニットに影響を及ぼすかどうかを判別する
ために評価する工程を含む、受容体サブユニットに影響を及ぼす能力について化学化合物
をアッセイする方法に関連する。
【００２０】
　本発明のさらなる特徴および利点が下記の説明において示され、また、一部が説明から
明らかであるか、または、本発明の実施によって気づくことができる。本発明の利点は、
その文書による記述および請求項において具体的に示される発明によって認識および達成
される。上述の一般的な記述および下記の詳細な記述はともに例示的および説明的であり
、また、請求項に記載されるような本発明のさらなる説明を提供するために意図されるこ
とを理解しなければならない。
【００２１】
　様々な定義が、本発明の理解を容易にするために本明細書中に提供される。単位、接頭
辞および記号はそれらのＳＩ容認形式で示され得る。別途示されない限り、それぞれ、核
酸は左から右に５’から３’の向きで記載され、アミノ酸配列は左から右にアミノからカ
ルボキシルの向きで記載される。本明細書において示される数字範囲は、範囲を規定する
数字を含み、規定された範囲の内部におけるそれぞれの整数を含む。アミノ酸は本明細書
中では、それらの一般に公知の三文字記号によって、または、IUPAC-IUB Biochemical No
menclature Commissionによって勧告された一文字記号によって、そのどちらでも示され
得る。同様に、ヌクレオチドはそれらの一般に受け入れられている一文字記号によって示
され得る。別途提供されない限り、本明細書中で使用されるソフトウエア用語、電気工学
用語およびエレクトロニクス用語は、The New IEEE Standard Dictionary of Electrical
 and Electronics Terms（第5版、1993）において定義される通りである。下記で定義さ
れる用語は、全体として本明細書を参照することによってより詳しく定義される。
【００２２】
　「アクセサリータンパク質」は、昆虫および無脊椎動物の様々なアクセサリータンパク
質（例えば、シャペロンタンパク質など）（これらに限定されない）を含めて、膜輸送、
イオンチャネルサブユニット成熟化、折り畳み、ポリペプチド（例えば、受容体サブユニ
ットなど）の輸送および／または組立てに関与する任意のタンパク質を示す。「アクセサ
リータンパク質をコードする核酸」または「アクセサリータンパク質ポリヌクレオチド」
は、アクセサリータンパク質をコードするポリヌクレオチドを示す。これらの用語はまた
、アクセサリータンパク質のいずれかのフラグメント、変化体（ｖａｒｉａｎｔ）、ホモ
ログ、対立遺伝子または前駆体（例えば、プレタンパク質またはプロタンパク質）を含む
。
【００２３】
　「抗体」は、エピトープ決定基に特異的に結合することができる無傷の分子ならびにそ
のフラグメントを示す。ポリペプチド（例えば、本発明の核酸によってコードされるポリ
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ペプチド）と結合する抗体は、無傷のポリペプチドまたはフラグメントを免疫化抗原とし
て使用して調製することができる。このような抗原は、所望されるならば、キャリアタン
パク質にコンジュゲート化することができる。
【００２４】
　「アンチセンスＲＮＡ」は、標的の一次転写物またはｍＲＮＡのすべてまたは一部分に
対して相補的であり、標的遺伝子の翻訳を阻止するＲＮＡ転写物を示す（米国特許第５，
１０７，０６５号、これは参考として本明細書中に組み込まれる）。アンチセンスＲＮＡ
の相補性は特定の遺伝子転写物の任意の部分に関してであり得る（すなわち、５’非コー
ド配列、３’非コード配列、イントロンまたはコード配列においてであり得る）。「機能
的ＲＮＡ」は、センスＲＮＡ、アンチセンスＲＮＡ、リボザイムＲＮＡ、または、翻訳さ
れなくてもよいが、それにもかかわらず、細胞プロセスに対する作用を有する他のＲＮＡ
を示す。
【００２５】
　「結合親和性」は、受容体または他のタンパク質と相互作用するリガンドの性向を示す
。
【００２６】
　「イオン輸送」は、生体系内における、ある場所から別の場所へのイオンの形態での塩
および他の電解質の移動を示す。
【００２７】
　「エピトープ」は、１つまたは複数の特異的な抗体を誘発し、また、１つまたは複数の
特異的な抗体と結合する能力または潜在的可能性を有する高分子の任意の領域（特定の抗
体と接触する分子のそのような部分を含む）を示す。
【００２８】
　「発現」は、本発明の核酸フラグメントに由来するセンスＲＮＡ（ｍＲＮＡ）またはア
ンチセンスＲＮＡの転写および安定した蓄積を示す。発現はまた、ポリペプチドへのｍＲ
ＮＡの翻訳を示す場合がある。「アンチセンス阻害」は、標的タンパク質の発現を抑制す
ることができるアンチセンスＲＮＡ転写物の産生を示す。「過剰発現」は、正常な生物ま
たは形質転換されていない生物における産生レベルを超える遺伝子導入生物における遺伝
子産物の産生を示す。「共抑制」は、同一または実質的に類似する外来遺伝子または内因
性遺伝子の発現を抑制することができるセンスＲＮＡ転写物の産生を示す（米国特許第５
，２３１，０２０号、これは参考として本明細書中に組み込まれる）。
【００２９】
　「機能的発現」は、宿主細胞におけるイオンチャネル分子の合成および任意の必要な翻
訳後プロセシング、その結果、チャネルが細胞膜に正しく挿入され、細胞膜電位における
実験的に課された変化に対する応答において、または、適切な薬理学的化合物に曝された
ときにイオン輸送を行うことができるようにすることを示す。
【００３０】
　「遺伝子」は、コード配列の前に存在する調節配列（５’非翻訳配列）およびコード配
列に続く調節配列（３’非翻訳配列）を含めて、特定のタンパク質を発現する核酸フラグ
メントを示す。「生来的な遺伝子」は、それ自身の調節配列とともに自然界において見出
されるような遺伝子を示す。「キメラ遺伝子」は、自然界では一緒に見出されない調節配
列およびコード配列を含めて、生来的な遺伝子ではない任意の遺伝子を示す。従って、キ
メラ遺伝子は、異なる供給源に由来する調節配列およびコード配列、または、同じ供給源
に由来するが、自然界で見出される様式とは異なる様式で配置される調節配列およびコー
ド配列を含むことができる。「内因性遺伝子」は、生物のゲノムにおけるその天然の存在
場所での生来的な遺伝子を示す。「外来遺伝子」は、宿主生物において通常的には見出さ
れず、しかし、遺伝子移入によって宿主生物に導入される遺伝子を示す。外来遺伝子は、
非天然の生物に挿入された生来的な遺伝子、または、キメラ遺伝子を含むことができる。
「トランスジーン」は、形質転換手法によってゲノムに導入されている遺伝子を示す。
【００３１】



(11) JP 5744372 B2 2015.7.8

10

20

30

40

50

　「ゲノムＤＮＡ」は染色体ＤＮＡを示し、イントロンを含むことができる。「イントロ
ン」は介在配列である。イントロンは遺伝子内のＤＮＡの非コード配列であり、この場合
、イントロンはヘテロ核ＲＮＡ（ｈｎＲＮＡ）に転写され、しかし、その後、核における
ＲＮＡスプライシングによって除かれ、これにより、その後、細胞質において翻訳される
成熟ｍＲＮＡが残る。イントロンの両端における領域は自己相補的であり、このことは、
ヘアピン構造をｈｎＲＮＡにおいて自然に形成することを可能にする。
【００３２】
　「宿主細胞」は、単離された核酸フラグメントが安定的または一過性に導入され得る任
意の細胞または生物を示す。宿主細胞は、より大きな生物の一部分、組織培養における個
々のもの、または、自由生活生物（free-living organism）であり得る。これらには、脊
椎動物および非脊椎動物の宿主、真核生物宿主、例えば、哺乳動物細胞（すなわち、ＳＨ
－ＳＹ５Ｙ細胞、ＣＯＳ細胞、ＨＥＫ－２９３細胞、ＰＣ１２）、ラットおよびマウス、
周知のモデル生物（例えば、ゼブラフィッシュなど）、アフリカツメガエル（Xenopus）
卵母細胞、昆虫細胞（すなわち、昆虫細胞株、例えば、ショウジョウバエＳｃｈｎｅｉｄ
ｅｒ、ショウジョウバエＫc、Ｓｆ９およびＨｉｇｈ Ｆｉｖｅなど）など、原核生物宿主
、例えば、細菌（これには、大腸菌、バチルス属、ストレプトミセス属およびシュードモ
ナス属の菌株が含まれるが、これらに限定されない）など、ならびに、菌類（これには、
アスペルギルス属およびトリコデルマ属の種に由来する細胞が含まれるが、これらに限定
されない）、酵母（これには、クルイベロミセス属またはサッカロミセス属の種に由来す
る細胞が含まれるが、これらに限定されない）、および、植物が含まれるが、これらに限
定されない。
【００３３】
　「昆虫」には、昆虫綱の任意の空気呼吸する節足動物が含まれ、これには、ムスカ・ド
メスチカ（Musca domestica）（イエバエ）、ミバエまたはキイロショウジョウバエ（Dro
sophila melanogaster）、ならびに、農業的、医学的または獣医学的に重要な任意の他の
昆虫、例えば、ミズス・ペルシカエ（Myzus persicae）（モモアカアブラムシ）、ヘリオ
チス・ビレセンス（Heliothis virescens）（ニセアメリカタバコガ）、レプチノタルサ
・デセムリネアタ（Leptinotarsa decemlineata）（コロラドハムシ）、ブラッテラ・ゲ
ルマニカ（Blattella germanica）（チャバネゴキブリ）、コドリンガ、コナガ、ネッタ
イシマカ（Aedes aegypti）およびガンビアハマダラカ（Anopheles gambiae）などが含ま
れるが、これらに限定されない。
【００３４】
　「イオンチャネルサブユニット」は、イオンチャネルの形成において他の分子と一緒に
なることができるサブユニットを含めて、イオンチャネルの一部を形成する任意のタンパ
ク質性分子を示す。「イオンチャネルサブユニットをコードする核酸」または「イオンチ
ャネルサブユニットポリヌクレオチド」は、イオンチャネルサブユニットをコードするポ
リヌクレオチドを示す。これらの用語にはまた、イオンチャネルサブユニットのいずれか
のフラグメント、変化体、ホモログ、対立遺伝子または前駆体（例えば、プレタンパク質
またはプロタンパク質）が含まれる。用語「イオンチャネルサブユニットをコードする核
酸」はまた、核酸が宿主細胞（例えば、ＰＣ１２細胞など）によって内因的に産生される
実施形態を包含する。
【００３５】
　「単離された」は、（１）その天然に存在する環境において見出されるような物質を通
常の場合には伴うか、または、そのような物質と通常の場合には相互作用する成分を実質
的または本質的に含まない物質（例えば、核酸またはタンパク質など）、または、（２）
物質がその天然の環境に存在するならば、その物質が組成に対する意図的なヒトの介入に
よって既に変化させられており、かつ／または、その物質に対して生来的な場所とは異な
る細胞内の場所に置かれていることを示す。
【００３６】
　「損傷（lesion）」は、核酸が由来した元の核酸に対する核酸の任意の分子的変化、ま
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たは、野生型集団から得られた核酸に対する核酸の任意の分子的変化を示す。例えば、傷
は、核酸配列における欠失、反転、挿入、重複化、トランジション、トランスバーション
または再配置であり得る。
【００３７】
　「リガンド依存性イオンチャネルサブユニット」は、リガンドによって調節され得る任
意のイオンチャネルの一部を形成するサブユニットを示す。これには、ニコチン性アセチ
ルコリン受容体サブユニット、ＧＡＢＡ受容体サブユニット、セロトニン受容体サブユニ
ットおよびグルタミン酸受容体サブユニットが含まれるが、これらに限定されない。様々
な核酸配列、タンパク質配列、ならびに、多重配列アラインメントおよび系統発生的研究
が知られており、公開されているデータベースから、また、ワールドワイドウエブを介し
て利用可能である。「リガンド依存性イオンチャネルサブユニットをコードする核酸」ま
たは「リガンド依存性イオンチャネルサブユニットポリヌクレオチド」は、リガンド依存
性イオンチャネルサブユニットをコードするポリヌクレオチドを示す。これらの用語には
また、リガンド依存性イオンチャネルサブユニットのいずれかのフラグメント、変化体、
ホモログ、対立遺伝子または前駆体（例えば、プレタンパク質またはプロタンパク質）が
含まれる。
【００３８】
　「核酸」は任意の核酸を示し、デオキシリボヌクレオチド塩基またはリボヌクレオチド
塩基の一本鎖ポリマーまたは多鎖ポリマーを包含する。核酸にはまた、フラグメント、修
飾ヌクレオチドおよび変化体が含まれ得る。従って、本明細書中で使用される用語「ポリ
ヌクレオチド」および用語「核酸」は交換可能に使用される。
【００３９】
　「プロモーター」は、典型的には、ＲＮＡを産生させるために構造遺伝子の転写を導く
ＤＮＡ配列を示す。典型的には、プロモーターは、転写開始部位に近い、遺伝子の５００
塩基対上流の領域に存在する。プロモーターが誘導可能なプロモーターであるならば、転
写速度が外因性または内因性の誘導剤に応答して増大または低下する。対照的に、プロモ
ーターが構成的プロモーターであるならば、転写速度は誘導剤によって調節されない。
【００４０】
　「受容体サブユニット」は、無傷の受容体の構成成分である任意のタンパク質を示す。
「ニコチン性アセチルコリン受容体サブユニット」は、無傷のニコチン性アセチルコリン
受容体の構成成分である任意のタンパク質（例えば、ニコチン性アセチルコリンのα－５
受容体サブニット、α－６受容体サブニットおよびα－７受容体サブニット）を示す。前
記受容体サブユニットをコードする核酸に対する参照のすべてが、そのような受容体サブ
ユニットをコードするポリヌクレオチドを示す。これらの用語にはまた、受容体サブユニ
ットのいずれかのフラグメント、変化体、ホモログ、対立遺伝子または前駆体（例えば、
プレタンパク質またはプロタンパク質）が含まれる。
【００４１】
　「抵抗性」は、スピノシンの効果に対する遺伝的欠損昆虫集団の相対的な応答を示す。
一般に、昆虫の系統または集団は、その系統または集団が、適切な基準物または「感受性
」集団の許容性よりも少なくとも２倍大きい、好ましくは４倍～８倍大きい、最も好まし
くは少なくとも１０倍大きい、試験殺虫剤に対する許容性（これは、処理された集団また
は群の５０パーセントを殺すために要求される用量として評価される）を示すならば、「
抵抗性」であると見なされる。
【００４２】
　「スピノシンに対して応答する」は、何らかの測定可能な影響がスピノシンに対する暴
露から生じることを示し、そのような影響には、行動、生存性、リガンド結合またはイオ
ン輸送における変化が含まれるが、これらに限定されない。
【００４３】
　「スピノシン」は、サッカロポリスポラ・スピノサ（Saccharopolyspora spinosa）に
よって産生される、米国特許第５，３６２，６３４号においてＡ８３５４３として特定さ
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れた産物を含む発酵産物を示す。これらの化合物は、因子または成分Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ
、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｊ、Ｋ、Ｌ、Ｍ、Ｎ、Ｏ、Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｓ、Ｔ、Ｕ、Ｖ、ＷおよびＹなど
と呼ばれており（国際特許出願公開ＷＯ９３／０９１２６および同ＷＯ９４／２０５１８
もまた参照のこと）、以降、スピノシンＡ、ＢおよびＣなどとして示される。これらの天
然に産生されるスピノシン化合物は、１２員の大環状ラクトン、中性糖（ラムノース）お
よびアミノ糖（ホロサミン）に縮合した５，６，５－三環式の環系からなる（Kirstら（1
991）を参照のこと）。これらおよび他の天然スピノシン化合物（サッカロポリスポラ・
パゴナ（Saccharopolyspora pagona）によって産生される２１－ブテニルスピノシンを含
む）が、Ｍｉｄｗｅｓｔ Ａｒｅａ Ｎｏｒｔｈｅｒｎ Ｒｅｇｉｏｎａｌ Ｒｅｓｅａｒｃ
ｈ Ｃｅｎｔｅｒ（Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｓｅｒｖｉｃｅ、米国
農務省、１８１５ Ｎｏｒｔｈ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｓｔｒｅｅｔ、Ｐｅｏｒｉａ、Ｉ
ｌｌ．、６１６０４）のストック培養物コレクションのＮＲＲＬ１８７１９、同１８５３
７、同１８５３８、同１８５３９、同１８７４３、同１８３９５および同１８８２３とし
て寄託された培養物からの発酵によって産生され得る。様々なスピノシン化合物がまた、
米国特許第５，４９６，９３１号、同第５，６７０，３６４号、同第５，５９１，６０６
号、同第５，５７１，９０１号、同第５，２０２，２４２号、同第５，７６７，２５３号
、同第５，８４０，８６１号、同第５，６７０，４８６号および同第５，６３１，１５５
号に開示される。スピノシンＡおよびスピノシンＤは、特に活性な殺虫剤である２つのス
ピノシンである。主にこれら２つのスピノシンから構成される製造物（約８５パーセント
のスピノシンＡおよび約１５パーセントのスピノシンＤ）がＤｏｗ ＡｇｒｏＳｃｉｅｎ
ｃｅｓ（Ｉｎｄｉａｎａｐｏｌｉｓ、Ｉｎｄ．）によって製造され、スピノサドとして知
られている。本明細書中で使用される用語のスピノシンにはまた、合成スピノシンまたは
半合成スピノシンである「スピノシン誘導体」が含まれる。
【００４４】
　「実質的に類似する」は、１つまたは複数のヌクレオチド塩基における変化が１つまた
は複数のアミノ酸の置換をもたらし、しかし、そのＤＮＡ配列によってコードされるタン
パク質の機能的性質には影響を及ぼさない核酸フラグメントを示す。「実質的に類似する
」はまた、１つまたは複数のヌクレオチド塩基における変化が、アンチセンス技術または
共抑制技術による遺伝子発現の変化を媒介する核酸フラグメントの能力に影響を及ぼさな
い核酸フラグメントを示す。「実質的に類似する」はまた、核酸フラグメントの改変を示
す（例えば、アンチセンス技術または共抑制技術による遺伝子発現の変化を媒介するか、
あるいは、生じたタンパク質分子の機能的性質の変化を媒介する能力に関して、生じた転
写物の機能的性質に実質的な影響を及ぼさない１つまたは複数のヌクレオチドの欠失また
は挿入など）。従って、本発明は具体的な例示的配列よりも多くの配列を包含することが
理解される。
【００４５】
　例えば、遺伝子発現のアンチセンス抑制および共抑制が、遺伝子のコード領域全体より
も短い領域を表す核酸フラグメントを使用することによって、また、抑制される遺伝子と
の１００パーセントの配列同一性を有しない核酸フラグメントによって達成され得ること
が当分野では周知である。そのうえ、所与の部位における化学的に等価なアミノ酸の産生
をもたらし、しかし、コードされたタンパク質の機能的性質には影響を及ぼさない遺伝子
内の様々な変化が、当分野では周知である。従って、アミノ酸のアラニン（疎水性アミノ
酸）に対するコドンを、疎水性がより小さい別の残基（例えば、グリシンなど）をコード
するコドンによって、または、疎水性がより大きい残基（例えば、バリン、ロイシンまた
はイソロイシンなど）をコードするコドンによって置換することができる。同様に、１つ
の負荷電残基の別の残基への置換（例えば、グルタミン酸に代わるアスパラギン酸への置
換など）、または、１つの正荷電残基の別の残基への置換（例えば、アルギニンに代わる
リシンへの置換など）をもたらす変化もまた、機能的に等価な生成物をもたらすことが予
想され得る。タンパク質分子のＮ末端部分およびＣ末端部分の変化を生じさせるヌクレオ
チド変化はまた、タンパク質の活性を変化させないことが予想される。提案された改変の
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それぞれが、コードされた産物の生物学的活性の保持の決定がそうであるように、十分に
当分野における日常的な技術の範囲内である。
【００４６】
　そのうえ、実質的に類似する核酸フラグメントはまた、本明細書中に開示される核酸フ
ラグメントとストリンジェントな条件（０．１ＸのＳＳＣ、０．１パーセントのＳＤＳ、
６５℃）のもとでハイブリダイゼーションするその能力によって特徴づけられ得る。
【００４７】
　本発明の実質的に類似する核酸フラグメントはまた、本明細書中に開示されるアミノ酸
配列に対する、そのような核酸フラグメントがコードするアミノ酸配列のパーセント類似
性（これは、当業者によって一般に用いられるアルゴリズムによって明らかにされる）に
よって特徴づけられ得る。そのヌクレオチド配列が、本明細書中に報告される核酸配列に
よってコードされるアミノ酸配列に対して８０パーセントの類似性を有するアミノ酸配列
をコードするそのような核酸フラグメントが好ましい。より好ましい核酸フラグメントは
、本明細書中に報告される核酸配列によってコードされるアミノ酸配列に対して９０パー
セントの類似性を有するアミノ酸配列をコードする。最も好ましいものは、本明細書中に
報告される核酸配列によってコードされるアミノ酸配列に対して９５パーセントの類似性
を有するアミノ酸配列をコードする核酸フラグメントである。配列アラインメントおよび
パーセント類似性の計算は、Ｖａｃｔｏｒ ＮＴｉ Ｓｕｉｔｅ（ＩｎｆｏｒＭａｘ、Ｎｏ
ｒｔｈ Ｂｅｔｈｅｓｄａ、ＭＤ）から得られるプログラムを使用して行われた。配列の
多重アラインメントが、初期値パラメーター（ＧＡＰペナルティー＝１０、ＧＡＰ伸長ペ
ナルティー＝０．１）を伴うＣｌｕｓｔａｌ法のアラインメント（HigginsおよびSharp、
1989）（以降、Ｃｌｕｓｔａｌアルゴリズム）を使用して行われた。Ｃｌｕｓｔａｌ法を
使用する対毎のアラインメントのための初期値パラメーターは、ＫＴＵＰＬＥ １、ＧＡ
Ｐペナルティー＝３、ＷＩＮＤＯＷ＝５およびＤＩＡＧＯＮＡＬＳ ＳＡＶＥＤ＝５であ
った。
【００４８】
　アミノ酸配列またはヌクレオチド配列の「実質的な部分」は、当業者による配列の手作
業による評価によって、または、アルゴリズム（例えば、ＢＬＡＳＴ（Basic Local Alig
nment Search Tool：Altschulら、1993；www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/もまた参照のこと
）を使用するコンピューター自動化による配列の比較および特定によって、そのどちらで
あっても、そのポリペプチドまたは遺伝子の推定的な特定をもたらすためのポリペプチド
のアミノ酸配列または遺伝子のヌクレオチド配列の十分な部分を示す。一般には、１０個
以上の連続したアミノ酸の配列または３０個以上のヌクレオチドの配列が、ポリペプチド
配列または核酸配列を、既知のタンパク質または遺伝子に対して相同的であると推定的に
特定するために必要である。そのうえ、ヌクレオチド配列に関しては、２０個～３０個の
連続したヌクレオチドを含む遺伝子特異的なオリゴヌクレオチドプローブを遺伝子特定の
配列依存的な方法（例えば、サザンハイブリダイゼーション）および遺伝子単離の配列依
存的な方法（例えば、細菌コロニーまたはバクテリオファージプラークのインサイチュー
ハイブリダイゼーション）において使用することができる。加えて、１２塩基～１５塩基
の短いオリゴヌクレオチドを、プライマーを含む特定の核酸フラグメントを得るために、
ＰＣＲにおける増幅プライマーとして使用することができる。従って、ヌクレオチド配列
の「実質的な部分」は、その配列を含む核酸フラグメントの特異的な特定および／または
単離をもたらすための十分な配列を含む。本明細書では、１つまたは複数の具体的な植物
タンパク質をコードする部分的または完全なアミノ酸配列およびヌクレオチド配列が教示
される。従って、当業者は、本明細書中に報告されるような配列の助けをかりて、開示さ
れた配列のすべての部分または実質的な部分を当業者に公知の様々な目的のために使用す
ることができる。
【００４９】
　「転写調節領域」および「調節領域」は、遺伝子の転写を調節するＤＮＡの一部分を示
す。調節領域には、様々なシス作用エレメント（これには、プロモーター、エンハンサー
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およびホルモン応答エレメントが含まれるが、これらに限定されない）が含まれる場合が
ある。同様に、イントロンおよび５’ＵＴＲは転写に影響を及ぼすことが知られているの
で、転写調節領域はそのような配列を含むことができる。調節領域は、宿主細胞における
核酸の発現を確実にするために、核酸に対して機能的に連結することができる。
【００５０】
　「遺伝子導入動物」は、そのゲノムへのＤＮＡの人為的な挿入および安定的な組み込み
によって改変されている動物を示す。ＤＮＡは染色体またはエピソームエレメントまたは
染色体外エレメントにランダムに挿入され得るか、あるいは、ＤＮＡは染色体またはエピ
ソームエレメントまたは染色体外エレメントにおける特定の部位に標的化され得る。
【００５１】
　「遺伝子組換え細胞」は、人為的に挿入されたＤＮＡを染色体またはエピソームエレメ
ントまたは染色体外エレメントに含有する細胞を示す。
【００５２】
　「変化体」は、実質的に類似する配列を示す。一般に、本発明の核酸配列変化体は、生
来的なヌクレオチド配列に対する少なくとも４６パーセント、４８パーセント、５０パー
セント、５２パーセント、５３パーセント、５５パーセント、６０パーセント、６５パー
セント、７０パーセント、７５パーセント、７６パーセント、７７パーセント、７８パー
セント、７９パーセント、８０パーセント、８５パーセント、８６パーセント、８７パー
セント、８８パーセント、８９パーセント、９０パーセント、９１パーセント、９２パー
セント、９３パーセント、９４パーセント、９５パーセント、９６パーセント、９７パー
セント、９８パーセントまたは９９パーセントの配列同一性を有し、この場合、パーセン
ト配列同一性は配列全体に基づいており、初期値パラメーターを使用するＧＡＰ１０分析
によって決定される。一般に、本発明のポリペプチド配列変化体は、生来的なタンパク質
に対する少なくとも６０パーセント、６５パーセント、７０パーセント、７５パーセント
、７６パーセント、７７パーセント、７８パーセント、７９パーセント、８０パーセント
、８１パーセント、８２パーセント、８３パーセント、８４パーセント、８５パーセント
、８６パーセント、８７パーセント、８８パーセント、８９パーセント、９０パーセント
、９１パーセント、９２パーセント、９３パーセント、９４パーセント、９５パーセント
、９６パーセント、９７パーセント、９８パーセントまたは９９パーセントの配列同一性
を有し、この場合、パーセント配列同一性は配列全体に基づいており、初期値パラメータ
ーを使用するＧＡＰ１０分析によって決定される。ＧＡＰでは、NeedlemanおよびWunsch
（J. Mol. Biol.、48：443～453、1970）のアルゴリズムが、一致部分の数を最大にし、
かつ、ギャップの数を最小限にする、２つの完全な配列のアラインメントを見出すために
使用される。
【００５３】
　「変化体」はまた、本発明において含有され、かつ、本発明の生物学的機能のために場
合により要求されるモチーフと非常に類似するアミノ酸配列を含有する実質的に類似する
配列を示す。一般に、本発明のポリペプチド配列変化体は、規定されたモチーフにおける
保存されたアミノ酸残基に対する少なくとも８５パーセント、９０パーセントまたは９５
パーセントの配列同一性を有する。
【００５４】
　本明細書中で使用される様々な標準的な組換えＤＮＡ技術および分子クローニング技術
が当分野では周知であり、より詳しくはSambrookおよびRussell（2000）によって記載さ
れる。
【００５５】
　本発明に含まれる変化体は、コードされた配列において１個だけのアミノ酸または小さ
い割合のアミノ酸を変化させ、付加し、または欠失する、核酸配列またはポリペプチド配
列に対する個々の置換、欠失または付加を含有する場合がある。「保存的に改変された変
化体」は、化学的に類似するアミノ酸によるアミノ酸の置換をもたらす変化である。核酸
が合成的に調製されるか、または、合成的に変化させられるとき、意図された宿主の公知
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のコドン優先を利用することができる。
【００５６】
　本発明の核酸フラグメントは、同じ種または他の種に由来する相同的なタンパク質をコ
ードするｃＤＮＡおよび遺伝子を単離するために使用することができる。配列依存的なプ
ロトコルを使用する相同的な遺伝子の単離が当分野では周知である。配列依存的なプロト
コルの例には、核酸ハイブリダイゼーションの方法、ならびに、核酸増幅技術（例えば、
ポリメラーゼ連鎖反応、リガーゼ連鎖反応など）の様々な使用によって例示されるような
ＤＮＡおよびＲＮＡ増幅の方法が含まれるが、これらに限定されない。
【００５７】
　例えば、他のニコチン性アセチルコリン受容体α－６サブユニットをコードする遺伝子
（ｃＤＮＡまたはゲノムＤＮＡとして、そのどちらであっても）を、本発明の核酸フラグ
メントのすべてまたは一部分をＤＮＡハイブリダイゼーションプローブとして使用して、
任意の所望される生物からのライブラリーを当業者に周知の方法論を用いてスクリーニン
グすることによって直接に単離することができる。本発明の核酸配列に基づく特異的なオ
リゴヌクレオチドプローブを当分野で公知の様々な方法によって設計および合成すること
ができる（SambrookおよびRussell、2000）。そのうえ、全体配列は、当業者に公知の方
法（例えば、ランダムプライマーＤＮＡ標識化技術、ニックトランスレーション技術また
は末端標識化技術など）によってＤＮＡプローブを合成するために、または、利用可能な
インビトロ転写システムを使用してＲＮＡプローブを合成するために直接に使用すること
ができる。
【００５８】
　加えて、特異的なプライマーを、本発明の配列の一部分またはすべてを増幅するために
設計および使用することができる。得られる増幅生成物は増幅反応期間中に直接に標識す
ることができ、または、増幅反応後に標識することができ、全長のｃＤＮＡまたはゲノム
フラグメントを適切なストリンジェンシーの条件のもとで単離するためのプローブとして
使用することができる。
【００５９】
　加えて、本発明の核酸フラグメントの２つの短いセグメントは、相同的な遺伝子をコー
ドするより長い核酸フラグメントをＤＮＡまたはＲＮＡから増幅するためにポリメラーゼ
連鎖反応の様々なプロトコルにおいて使用することができる。ポリメラーゼ連鎖反応はま
た、クローン化された核酸フラグメントのライブラリーに対して行うことができ、この場
合、一方のプライマーの配列が本発明の核酸フラグメントに由来し、もう一方のプライマ
ーの配列では、遺伝子をコードするｍＲＮＡ前駆体の３’末端に対するポリアデニル酸区
域の存在が利用される。あるいは、第２のプライマー配列は、クローニングベクターに由
来する配列に基づく場合がある。例えば、当業者はＲＡＣＥプロトコル（Frohmanら、198
8）に従って、ｃＤＮＡを、転写物内の一点と３’末端または５’末端との間の領域のコ
ピー体を増幅するためにＰＣＲを使用することによって作製することができる。３’方向
および５’方向に配向するプライマーを本発明の配列から設計することができる。市販の
３’ＲＡＣＥシステムまたは５’ＲＡＣＥシステム（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ、Ｍａｄｉｓ
ｏｎ、ＷＩ）を使用して、特異的な３’ｃＤＮＡフラグメントまたは５’ｃＤＮＡフラグ
メントを単離することができる（Oharaら、1989；Lohら、1989）。３’ＲＡＣＥ法および
５’ＲＡＣＥ法によって作製された生成物は、全長のｃＤＮＡを作製するために組み合わ
せることができる（FrohmanおよびMartin、1989）。本発明のヌクレオチド配列および推
定されたアミノ酸配列が利用できることにより、ｃＤＮＡ発現ライブラリーの免疫学的ス
クリーニングが容易になる。本発明のアミノ酸配列の一部分を表す合成ペプチドを合成す
ることができる。このようなペプチドは、そのアミノ酸配列を含むペプチドまたはタンパ
ク質に対する特異性を有するポリクローナル抗体またはモノクローナル抗体を産生させる
ために動物を免疫化するために使用することができる。その後、これらの抗体は、ｃＤＮ
Ａ発現ライブラリーをスクリーニングして、目的とする全長のｃＤＮＡクローンを単離す
るために使用することができる（Lerner、1984；SambrookおよびRussell、2000）。
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【００６０】
　本発明では、同一のアミノ酸配列をコードする多数のポリヌクレオチドが含まれる。遺
伝暗号の縮重性は、例えば、本発明のポリヌクレオチドの対立遺伝子変化体と選択的にハ
イブリダイゼーションし、それを検出するために使用することができるそのような「サイ
レントな変化」を可能にする。加えて、本発明では、対立遺伝子変化体を含む単離された
核酸が含まれる。本明細書中で使用される用語「対立遺伝子」は、同じ遺伝子の同族核酸
を示す。変化体はまた、例えば、「スプライス」変化体、「種」変化体、「多型」変化体
として記載される場合がある。スプライス変化体は基準分子に対する著しい同一性を有し
得るが、ｍＲＮＡプロセシング時におけるエキソンの選択的スプライシングのために、そ
れよりも多い数またはそれよりも少ない数のヌクレオチドを一般に有する。対応するポリ
ペプチドはさらなる機能的ドメインを有する場合があり、または、基準分子に存在するド
メインを有しない場合がある。種変化体は、種毎に変化するポリヌクレオチドである。得
られるポリペプチドは一般に、互いに比較して著しいアミノ酸同一性を有する。多型変化
体は、所与の種の個体の間での特定の遺伝子のポリヌクレオチド配列における変化である
。多型変化体はまた、ポリヌクレオチド配列が１つのヌクレオチド塩基によって変化する
「一ヌクレオチド多型」（ＳＮＰ）を包含する場合がある。
【００６１】
　本発明に含まれる核酸の変化体は、例えば、オリゴヌクレオチド特異的変異誘発、リン
カースキャニング変異誘発、および、ポリメラーゼ連鎖反応を使用する変異誘発などによ
って得ることができる。一般には、McPherson（1991）もまた参照のこと。従って、本発
明はまた、本発明の配列との実質的な配列類似性を有するヌクレオチド配列を含むＤＮＡ
分子を包含する。
【００６２】
　特定の核酸配列に関して、「保存的に改変された変化体」は、そのアミノ酸配列の同一
の変化体または保存的に改変された変化体をコードするそのような核酸を示す。遺伝暗号
の縮重性のために、非常に数多くの機能的に同一の核酸により、任意の所与のタンパク質
がコードされる。例えば、ＧＣＡ、ＧＣＣ、ＧＣＧおよびＧＣＵのコドンはすべてがアミ
ノ酸のアラニンをコードする。従って、アラニンがいずれかのコドンによって指定される
すべての位置において、そのコドンを、コードされているポリペプチドを変化させること
なく、記載された対応するコドンのいずれかに変えることができる。そのような核酸変化
は「サイレントな変化」であり、保存的に改変された変化体の１つの種を表す。ポリペプ
チドをコードする本明細書中における核酸配列はどれもまた、それにより、遺伝暗号を参
照することによって、その核酸の可能なすべてのサイレントな変化が記載される。当業者
は、核酸におけるそれぞれのコドン（ＡＵＧ（これは通常、メチオニンに対する唯一のコ
ドンである）およびＵＧＧ（これは通常、トリプトファンに対する唯一のコドンである）
を除く）が、機能的に同一の分子を生じさせるために改変され得ることを認識する。従っ
て、本発明のポリペプチドをコードする核酸のそれぞれのサイレントな変化は、それぞれ
の記載されたポリペプチド配列に事実上含まれており、また、請求項に記載される発明の
範囲内である。
【００６３】
　アミノ酸配列に関して、当業者は、コードされた配列における１つだけのアミノ酸また
は小さい割合のアミノ酸を変化させ、付加し、または欠失する、核酸配列、ペプチド配列
、ポリペプチド配列またはタンパク質配列に対する個々の置換、欠失または付加が、その
ような変化が化学的に類似するアミノ酸によるアミノ酸の置換をもたらす「保存的に改変
された変化体」であることを認識する。従って、１～５０からなる整数の群から選択され
る任意の数のアミノ酸残基をそのように変化させることができる。従って、例えば、１、
２、３、１４、２５、３７、４５または５０の変化を行うことができる。保存的に改変さ
れた変化体は、典型的には、保存的に改変された変化体が由来する改変されていないポリ
ペプチド配列と類似する生物学的活性を提供する。例えば、基質特異性、酵素活性または
リガンド／受容体結合は一般に、その生来的な基質に対する生来的なタンパク質の少なく
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とも２０パーセント、３０パーセント、４０パーセント、５０パーセント、６０パーセン
ト、７０パーセント、８０パーセントまたは９０パーセントである。機能的に類似するア
ミノ酸を提供する保存的置換表が当分野では周知である。
【００６４】
　例えば、下記の６つの群はそれぞれが、互いに保存的置換であるアミノ酸を含有する：
１）アラニン（Ａ）、セリン（Ｓ）、トレオニン（Ｔ）；２）アスパラギン酸（Ｄ）、グ
ルタミン酸（Ｅ）；３）アスパラギン（Ｎ）、グルタミン（Ｑ）；４）アルギニン、（Ｒ
）、リシン（Ｋ）；５）イソロイシン（Ｉ）、ロイシン（Ｌ）、メチオニン（Ｍ）、バリ
ン（Ｖ）；および６）フェニルアラニン（Ｆ）、チロシン（Ｙ）、トリプトファン（Ｗ）
。当分野で公知の他の許容され得る保存的置換パターンもまた使用することができる（Cr
eighton（1984）を参照のこと）；例えば、ＧＣＧパッケージ、ＢＬＡＳＴまたはＣＬＵ
ＳＴＡＬのような配列比較プログラムのスコア化行列など。
【００６５】
　「ベクター」は、連結されている別の核酸を運ぶことができる核酸分子を示す。ベクタ
ーの１つのタイプが「プラスミド」であり、これは、さらなるＤＮＡセグメントを連結す
ることができる環状の二本鎖ＤＮＡループを示す。別のタイプのベクターが、さらなるＤ
ＮＡセグメントをウイルスゲノムに連結することができるウイルスベクターである。いく
つかのベクターは、導入される宿主細胞における自律的複製が可能である（例えば、細菌
の複製起点を有する細菌ベクター、および、エピソーム哺乳動物ベクター）。他のベクタ
ー（例えば、非エピソーム哺乳動物ベクター）は、宿主細胞に導入されたとき、宿主細胞
のゲノムの中に組み込まれ、それにより、宿主のゲノムと一緒に複製される。そのうえ、
いくつかのベクターは、機能的に連結される遺伝子の発現を導くことができる。そのよう
なベクターは本明細書中では「発現ベクター」として示される。一般に、組換えＤＮＡ技
術において有用な発現ベクターは、多くの場合、プラスミドの形態である。本明細書にお
いて、「プラスミド」および「ベクター」は、プラスミドがベクターの最も一般に使用さ
れる形態であるので、交換可能に使用され得る。しかしながら、本発明は、等価な機能を
果たすそのような他の形態の発現ベクター、例えば、ウイルスベクター（例えば、複製欠
陥のレトロウイルス、アデノウイルスおよびアデノ関連ウイルス）などを含むことが意図
される。
【００６６】
　「電位依存性イオンチャネルサブユニット」は、電位における変化によって調節される
任意のイオンチャネルの一部を形成するサブユニットを示す。これには、カルシウム、ナ
トリウム、カリウムおよび塩素の電位依存性イオンチャネルサブユニットが含まれるが、
これらに限定されない。そのような電位依存性イオンチャネルをコードする様々な核酸配
列が知られており、ＮＣＢＩデータベースから公的に入手可能である。「電位依存性イオ
ンチャネルサブユニットをコードする核酸」または「電位依存性イオンチャネルサブユニ
ットポリヌクレオチド」は、電位依存性イオンチャネルサブユニットをコードするポリヌ
クレオチドを示す。これらの用語はまた、電位依存性イオンチャネルサブユニットのいず
れかのフラグメント、変化体、ホモログ、対立遺伝子または前駆体（例えば、プレタンパ
ク質またはプロタンパク質）を含む。
【００６７】
　２．詳細な説明
　本発明の実施形態は、特定の核酸を含有し、かつ、いくつかのアミノ酸を好適な条件の
もとで発現することができる宿主細胞に関連する。本発明の宿主細胞は、好ましくは少な
くとも１００個の連続したヌクレオチドの長さ（特に、少なくとも５００個の連続したヌ
クレオチドの長さ）にわたって、特に配列の全長にわたって、受容体サブユニットをコー
ドするＮＣＢＩアクセション番号ＮＭ２０５９５３を有する遺伝子のコード領域の７９位
と１４８５位との間の配列との少なくとも５０パーセントの同一性、好ましくは少なくと
も６０パーセントの同一性、特に少なくとも７０パーセントの同一性、より好ましくは少
なくとも８０パーセントの同一性、特に、９０パーセントの同一性、９１パーセントの同



(19) JP 5744372 B2 2015.7.8

10

20

30

40

50

一性、９２パーセントの同一性、９３パーセントの同一性、９４パーセントの同一性、９
５パーセントの同一性、９６パーセントの同一性、９７パーセントの同一性、９８パーセ
ントの同一性、９９パーセントの同一性および１００パーセントの同一性をもたらす核酸
を含む。ＮＣＢＩアクセション番号ＮＭ２０５９５３を有する遺伝子はキイロショウジョ
ウバエのゲノムの染色体２Ｌにおいて位置３０Ｄに位置する。例示的な核酸配列には、シ
ョウジョウバエおよび他の無脊椎動物の核酸配列、例えば、線虫（Caenorhabditis elega
ns）（ＮＣＢＩアクセション番号ＮＭ０７２８０６）、ガンビアハマダラカ（Anopheles 
gambiae）（ＮＣＢＩアクセション番号ＡＹ７０５４０１）、アフィス・メリフェラ（Aph
is mellifera）（ＮＣＢＩアクセション番号ＡＹ５００２３９）およびヘリオチス・ビレ
センス（Heliothis virescens）（ＮＣＢＩアクセション番号ＡＦ１４３８４７）が含ま
れるが、これらに限定されない。これらの例示的な核酸配列に対応するアミノ酸配列もま
た公的に知られており、入手可能である。
【００６８】
　いくつかの実施形態において、この核酸配列はニコチン性アセチルコリン受容体のα－
６サブユニットをコードする。他の実施形態において、受容体サブユニットをコードする
核酸配列は、（ａ）ＮＣＢＩアクセション番号ＮＭ２０５９５３を有する核酸配列；（ｂ
）アクセション番号ＮＭ２０５９５３を有するキイロショウジョウバエ由来の受容体サブ
ユニットのスプライス変化体をコードする配列（これには、例えば、公知の配列、および
、公開されているデータベースから入手可能な配列（ＮＣＢＩアクセション番号ＮＭ１６
４８７４、同ＮＭ２０５９５１、同ＮＭ１３５４７２、同ＮＭ２０５９５２、同ＮＭ２０
５９５３、同ＡＦ３２１４４５、同ＡＦ３２１４４６、同ＡＦ３２１４４７、同ＡＦ３２
１４４８および同ＡＦ３２１４４９）が含まれる）；および（ｃ）（ａ）～（ｂ）におい
て定義される配列と同じアミノ酸配列を遺伝暗号の縮重性のためにコードする配列からな
る群より選択される配列を含む核酸である。
【００６９】
　本発明のさらなる実施形態において、宿主細胞はさらに、イオンチャネルサブユニット
をコードする核酸を含む。イオンチャネルサブユニットをコードする核酸は宿主細胞によ
って内因的に産生されてもよく、または、されなくてもよいことが当業者によって理解さ
れる。イオンチャネルサブユニットが内因的に産生される場合、この核酸を宿主細胞に別
々に導入する必要はない。例示的なイオンチャネルサブユニットには、リガンド依存性イ
オンチャネルサブユニット、例えば、ニコチン性アセチルコリン受容体サブユニット、γ
－アミノ酪酸（ＧＡＢＡ）受容体サブユニット、セロトニン受容体サブユニット、グルタ
ミン酸受容体サブユニットおよびそれらの機能的なフラグメントなど、ならびに、電位依
存性イオンチャネルサブユニット、例えば、カルシウム、ナトリウム、カリウム、塩素電
位依存性イオンチャネルサブユニットおよびそれらの機能的なフラグメントなどが含まれ
る。いくつかの実施形態において、宿主細胞は、ニコチン性アセチルコリン受容体サブユ
ニットであるイオンチャネルサブユニットをコードする核酸を含む。さらなる実施形態に
おいて、ニコチン性アセチルコリン受容体サブユニットをコードする核酸は、（ａ）配列
番号１を有する核酸配列；（ｂ）好ましくは少なくとも１００個の連続したヌクレオチド
の長さ（特に、少なくとも５００個の連続したヌクレオチドの長さ）にわたって、特に配
列の全長にわたって、ニコチン性アセチルコリン受容体サブユニットをコードする配列番
号１を有する遺伝子のコード領域の９２５位と２４２４位との間の配列との少なくとも５
０パーセントの同一性、好ましくは少なくとも６０パーセントの同一性、特に少なくとも
７０パーセントの同一性、より好ましくは少なくとも８０パーセントの同一性、特に、９
０パーセントの同一性、９１パーセントの同一性、９２パーセントの同一性、９３パーセ
ントの同一性、９４パーセントの同一性、９５パーセントの同一性、９６パーセントの同
一性、９７パーセントの同一性、９８パーセントの同一性、９９パーセントの同一性およ
び１００パーセントの同一性を有する核酸；（ｃ）ニコチン性アセチルコリン受容体サブ
ユニットのスプライス変化体をコードするヌクレオチド配列（これには、公知の配列、お
よび、公開されているデータベースから入手可能な配列（ＮＣＢＩアクセション番号ＮＭ
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１７６０３５、同ＮＭ２０５９８６、同ＮＭ２０５９８５、同ＡＦ２７２７７８）が含ま
れる）；および（ｄ）（ａ）～（ｃ）において定義される配列と同じアミノ酸配列を遺伝
暗号の縮重性のためにコードする配列からなる群より選択される配列を含む。配列番号１
を有する遺伝子はキイロショウジョウバエのゲノムの染色体２Ｌにおいて位置３４Ｅに位
置するということは言及しなければならない。
【００７０】
　本発明の実施形態において、宿主細胞はスピノシンに対して応答することができる。こ
のことは、当業者によって容易に利用可能であり、また、理解されている方法によって、
例えば、本明細書中に記載されるように、電位固定分析、イオンフラックスアッセイ、ゲ
ルシフトアッセイ、ウエスタンブロット、放射標識された競合アッセイ、ファージに基づ
く発現クローニング、および、クロマトグラフィーによる共分画化などによって判別する
ことができる。
【００７１】
　上記で示された配列を含む宿主細胞に加えて、本発明の実施形態はまた、アクセサリー
タンパク質をコードする核酸をさらに含む宿主細胞に関連する。具体的な実施形態におい
て、アクセサリータンパク質をコードする核酸は、無脊椎動物のアクセサリータンパク質
をコードする核酸である。さらなる実施形態において、アクセサリータンパク質をコード
する核酸は、ＮＣＢＩアクセション番号ＮＭ０６８８９８を有する核酸；（ｂ）好ましく
は少なくとも１００個の連続したヌクレオチドの長さ（特に、少なくとも５００個の連続
したヌクレオチドの長さ）にわたって、特に配列の全長にわたって、アクセサリータンパ
ク質をコードするＮＣＢＩアクセション番号ＮＭ０６８８９８を有する遺伝子のコード領
域の１位と１１３７位との間の配列との少なくとも３６パーセントの同一性、好ましくは
少なくとも４０パーセントの同一性、特に少なくとも５０パーセントの同一性、好ましく
は少なくとも６０パーセントの同一性、特に少なくとも７０パーセントの同一性、より好
ましくは少なくとも８０パーセントの同一性、特に、９０パーセントの同一性、９１パー
セントの同一性、９２パーセントの同一性、９３パーセントの同一性、９４パーセントの
同一性、９５パーセントの同一性、９６パーセントの同一性、９７パーセントの同一性、
９８パーセントの同一性、９９パーセントの同一性および１００パーセントの同一性を有
する配列；（ｃ）ＮＣＢＩアクセション番号ＮＭ０６８８９８を有する線虫のｒｉｃ－３
アクセサリータンパク質のスプライス変化体をコードする配列；および（ｄ）（ａ）～（
ｃ）において定義される配列と同じアミノ酸配列を遺伝暗号の縮重性のためにコードする
配列からなる群より選択される核酸である。そのうえ、本発明の実施形態はまた、イオン
チャネルサブユニットをコードする第２の核酸をさらに含み得る宿主細胞に関連する。イ
オンチャネルサブユニットをコードする具体的な第２の核酸は、リガンド依存性イオンチ
ャネルをコードする第２の核酸である。いくつかの実施形態において、宿主細胞は、ニコ
チン性アセチルコリン受容体サブユニットであるリガンド依存性イオンチャネルサブユニ
ットをコードする第２の核酸を含む。さらに他の実施形態において、ニコチン性アセチル
コリン受容体サブユニットをコードする核酸は、ニコチン性α－７受容体サブユニットを
コードする核酸である。さらにさらなる実施形態において、ニコチン性α－７受容体サブ
ユニットをコードする第２の核酸は、（ａ）好ましくは少なくとも１００個の連続したヌ
クレオチドの長さ（特に、少なくとも５００個の連続したヌクレオチドの長さ）にわたっ
て、特に配列の全長にわたって、ニコチン性α－７受容体サブユニットをコードする配列
番号２を有する遺伝子のコード領域の１０６位と１６１７位との間の配列との少なくとも
５０パーセントの同一性、好ましくは６０パーセントの同一性、特に少なくとも７０パー
セントの同一性、より好ましくは少なくとも８０パーセントの同一性、特に、９０パーセ
ントの同一性、９１パーセントの同一性、９２パーセントの同一性、９３パーセントの同
一性、９４パーセントの同一性、９５パーセントの同一性、９６パーセントの同一性、９
７パーセントの同一性、９８パーセントの同一性、９９パーセントの同一性および１００
パーセントの同一性を有する核酸；（ｂ）配列番号２を有するニコチン性α－７受容体サ
ブユニットをコードする配列に対する少なくとも５０パーセントの同一性を有する配列；
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（ｃ）キイロショウジョウバエ由来のニコチン性α－７受容体サブユニットをコードする
配列のスプライス変化体（これには、公知の配列、および、公開されているデータベース
から入手可能な配列（ＮＣＢＩアクセション番号ＮＭ２０６７９１、同ＮＭ１６７６４５
、同ＮＭ２０６７９０、同ＮＭ０８０３４０、同ＡＪ５５４２１０、同ＡＹ０３６６１４
）が含まれる）；および（ｄ）（ａ）～（ｃ）において定義される配列と同じアミノ酸配
列を遺伝暗号の縮重性のためにコードする配列からなる群より選択される配列を含む核酸
である。配列番号２を有する遺伝子はキイロショウジョウバエのゲノムの染色体Ｘにおい
て位置１８Ｃに位置するということは言及しなければならない。
【００７２】
　本発明のさらなる実施形態は、受容体サブユニットをコードするＮＣＢＩアクセション
番号ＮＭ２０５９５３を有する遺伝子のコード領域の７９位と１４８５位との間の核酸配
列に対する少なくとも５０パーセントの同一性を有する核酸と、（ｉｉ）アクセサリータ
ンパク質をコードする核酸とを含み、スピノシンに対して応答することができる宿主細胞
に関連する。このような特定の実施形態では、イオンチャネルサブユニットをコードする
核酸を宿主細胞に導入する必要はない。
【００７３】
　本発明の別の態様は、上記の核酸配列を含有するベクターを含む宿主細胞、好ましくは
、発現ベクターを含む宿主細胞に関連する。本発明の実施形態において、上記タイプのベ
クターが提供され、この場合、ヌクレオチド配列は、ベクターに同様に存在し、かつ、ヌ
クレオチド配列内に配置される調節ヌクレオチド配列に機能的に連結され、また、そのよ
うな調節ヌクレオチド配列の制御下にある。このような調節ヌクレオチド配列は本発明の
ヌクレオチド配列に対して異種であり得る（すなわち、調節ヌクレオチド配列は異なる生
物または異なる遺伝子に由来し得る）か、または、同族的であり得る（すなわち、調節ユ
ニットにおいて本発明のヌクレオチド配列と一緒に天然に存在する）。
【００７４】
　本発明の組換え発現ベクターは、核酸を、宿主細胞におけるこの核酸の発現のために好
適な形態で含む。このことは、組換え発現ベクターが、発現される核酸配列に機能的に連
結される、発現のために使用される宿主細胞に基づいて選択された１つまたは複数の調節
配列を含むことを意味する。組換え発現ベクター内において、「機能的に連結される」は
、目的とするヌクレオチド配列が、このヌクレオチド配列の発現を（例えば、インビトロ
転写／翻訳システムにおいて、または、ベクターが宿主細胞に導入されているときには宿
主細胞において）可能にする様式で調節配列に連結されることを意味することが意図され
る。調節配列には、多くのタイプの宿主細胞におけるヌクレオチド配列の構成的な発現を
導く調節配列、および、ヌクレオチド配列の発現を特定の宿主細胞においてだけ導く調節
配列（例えば、組織特異的な調節配列）が含まれる。発現ベクターの設計は、形質転換さ
れる宿主細胞の選択、および、所望されたタンパク質の発現レベルなどのような要因に依
存し得ることが当業者によって理解される。
【００７５】
　組換え発現ベクターは原核生物細胞または真核生物細胞におけるタンパク質の発現のた
めに設計することができる。例えば、タンパク質を、細菌細胞（例えば、大腸菌など）、
昆虫細胞（バキュロウイルス発現ベクターを使用して）、酵母細胞または哺乳動物細胞に
おいて発現させることができる。様々な好適な宿主細胞がさらには（Goeddel、1990）に
おいて議論される。
【００７６】
　本発明の宿主細胞が特定されると、本発明はさらに、受容体サブユニットと相互作用す
るか、または、受容体サブユニットに影響を及ぼす化学的薬剤の能力について、すなわち
、スピノシン様に作用する化学的薬剤の能力について化学化合物をアッセイする方法を提
供する。従って、本発明の別の態様は、下記の工程を含む、受容体サブユニットに影響を
及ぼす能力について化学化合物をアッセイする方法に関連する：（ａ）（ｉ）受容体サブ
ユニットをコードするＮＣＢＩアクセション番号ＮＭ２０５９５３を有する遺伝子のコー
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ド領域の７９位と１４８５位との間の核酸配列に対する少なくとも５０パーセントの同一
性を有する核酸と、（ｉｉ）イオンチャネルサブユニットをコードする核酸分子とを、受
容体サブユニットおよびイオンチャネルサブユニットを発現させるために宿主細胞にイン
ビトロで導入する工程（この場合、宿主細胞はスピノシンに対して応答することができる
）；（ｂ）発現した受容体サブユニットを化学化合物に曝す工程；および（ｃ）発現し、
暴露された受容体サブユニットを、化学化合物が受容体サブユニットに影響を及ぼすかど
うかを判別するために評価する工程。
【００７７】
　様々な方法が、核酸を宿主細胞に導入するために当分野では公知である。１つの方法が
マイクロインジェクションであり、この場合、ＤＮＡが、細いガラスニードルを介して細
胞の核の中に直接に注入される（または、ＲＮＡが細胞の細胞質の中に直接に注入される
）。あるいは、ＤＮＡを、正荷電の化学基（ＤＥＡＥ、すなわち、ジエチルアミノエチル
）が連結されている不活性な炭水化物ポリマー（デキストラン）とともにインキュベーシ
ョンすることができる。ＤＮＡがその負荷電のリン酸基によりＤＥＡＥ－デキストランに
付着する。これらの大きいＤＮＡ含有粒子が次に細胞の表面に付着し、細胞の表面は、そ
の後、エンドサイトーシスとして知られているプロセスによってそのような粒子を取り込
むと考えられる。ＤＮＡの一部が細胞の細胞質における破壊を回避し、核に逃れ、その後
、核において、ＤＮＡの一部が、細胞における任意の他の遺伝子のようにＲＮＡに転写さ
れ得る。別の方法において、細胞は、リン酸カルシウムとの沈殿物の形態でＤＮＡを効率
的に取り込む。エレクトロポレーションにおいて、細胞は、ＤＮＡを含有する溶液に入れ
られ、穴がその膜において一時的に開くようにする+短時間の電気的パルスに曝される。
ＤＮＡが、ＤＥＡＥ－デキストラン法およびリン酸カルシウム法では通過するエンドサイ
トーシス小胞（このような小胞の通過はときにはＤＮＡの破壊または損傷をもたらし得る
）を迂回して、そのような穴を通って細胞質に直接に入る。ＤＮＡはまた、細胞膜と融合
し、その内容物を直接に細胞質内に送達する人工の脂質小胞（リポソーム）に取り込むこ
とができる。主に植物細胞および植物組織とともに使用される一層より直接的な方法では
、ＤＮＡがタングステンの微小弾丸の表面に吸収され、ショットガンに類似する装置によ
り発射されて細胞に入れられる。
【００７８】
　これらの方法のいくつか（マイクロインジェクション、エレクトポレーションおよびリ
ポソーム融合）は、タンパク質を細胞の中に導入するために適合化されている。総説につ
いては、ManninoおよびGould-Fogerite（1988）；ShigekawaおよびDower（1988）；Capec
chi（1980）；およびKleinら（1987）を参照のこと。
【００７９】
　核酸を細胞に導入するためのさらなる方法はウイルスベクターの使用を伴う。ウイルス
の成長は、ウイルスゲノムを細胞の中に入れる能力に依存するので、ウイルスは、それを
行うためのより巧妙かつ効率的な方法を工夫している。タンパク質製造のために広く使用
されている１つのそのようなウイルスが昆虫ウイルス（バキュロウイルス）である。バキ
ュロウイルスは、目を見張るようなレベルにその構造タンパク質の１つ（コートタンパク
質）を感染期間中に産生するので、研究者の関心を引きつけた。外来遺伝子がこのウイル
ス遺伝子の代わりに使用されることになったならば、外来遺伝子が高レベルで産生される
と考えられる。バキュロウイルスは、ワクシニアのように、非常に大きく、従って、外来
遺伝子が組換えによってウイルスゲノムに設置されるに違いない。外来遺伝子をバキュロ
ウイルスにおいて発現させるために、目的とする遺伝子が、ウイルスゲノムの小さい一部
分を有するプラスミドにおいてウイルスのコートタンパク質遺伝子に代わりにクローン化
される。組換えプラスミドが野生型のバキュロウイルスＤＮＡと一緒に昆虫細胞に同時ト
ランスフェクションされる。低頻度ではあるが、プラスミドおよびウイルスＤＮＡは相同
的な配列によって組換えが生じ、これにより、ウイルスゲノム内への外来遺伝子の挿入が
もたらされる。ウイルスのプラークが発生し、組換えウイルスを含有するプラークは、コ
ートタンパク質を有しないので異なって見える。組換えウイルスを伴うプラークが選択さ
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れ、拡大培養される。その後、このウイルスストックは、昆虫細胞の新鮮な培養物に感染
させ、これにより、外来タンパク質の高発現を生じさせるために使用される。バキュロウ
イルスベクターの総説については、Miller（1989）を参照のこと。様々なウイルスベクタ
ーがまた、哺乳動物細胞を形質転換するために使用されている（例えば、バクテリオファ
ージ、ワクシニアウイルス、アデノウイルスおよびレトロウイルスなど）。
【００８０】
　示されたように、細胞を形質転換するこれらの方法のいくつかでは、中間プラスミドベ
クターの使用が要求される。米国特許第４，２３７，２２４号（CohenおよびBoyer）には
、制限酵素切断およびＤＮＡリガーゼによる連結を使用する組換えプラスミドの形態での
発現システムの作製が記載される。このような組換えプラスミドは、その後、形質転換に
よって導入され、原核生物を含む単細胞培養物、および、組織培養で成長させた真核生物
細胞において複製される。ＤＮＡ配列が、SambrookおよびRussell（2000）によって記載
されるように、当分野において公知の標準的なクローニング手法を使用してプラスミドベ
クターにクローン化される。
【００８１】
　本発明のいくつかの実施形態では、イオンチャネルサブユニットをコードする核酸を内
因的に産生する宿主細胞が利用され、従って、イオンチャネルサブユニットをコードする
核酸を宿主細胞に別に導入することが不要である。従って、これらの実施形態は、下記の
工程を含む、受容体サブユニットに影響を及ぼす能力について化学化合物をアッセイする
方法に関連する：（ａ）（ｉ）受容体サブユニットをコードする核酸配列を、受容体サブ
ユニットを発現させるために宿主細胞にインビトロで導入する工程（この場合、イオンチ
ャネルサブユニットが宿主細胞によって内因的に産生および発現され、宿主細胞はスピノ
シンに対して応答することができる）；および、その後、（ｂ）受容体サブユニットを化
学化合物に曝す工程；および（ｃ）曝された受容体サブユニットを、化学化合物が受容体
サブユニットに影響を及ぼすかどうかを判別するために評価する工程。
【００８２】
　本発明の別の態様は、下記の工程を含む、受容体サブユニットに影響を及ぼす能力につ
いて化学化合物をアッセイする方法に関連する：（ａ）（ｉ）受容体サブユニットをコー
ドするＮＣＢＩアクセション番号ＮＭ２０５９５３を有する遺伝子のコード領域の７９位
と１４８５位との間の核酸配列に対する少なくとも５０パーセントの同一性を有する核酸
と、（ｉｉ）アクセサリータンパク質をコードする核酸分子とを、受容体サブユニットお
よびアクセサリータンパク質を発現させるために宿主細胞にインビトロで導入する工程（
この場合、宿主細胞はスピノシンに対して応答することができる）；（ｂ）発現した受容
体サブユニットを化学化合物に曝す工程；および（ｃ）発現し、暴露された受容体サブユ
ニットを、化学化合物が受容体サブユニットに影響を及ぼすかどうかを判別するために評
価する工程。
【００８３】
　本発明のいくつかの実施形態では、アクセサリータンパク質を内因的に産生する宿主細
胞が利用され、従って、アクセサリータンパク質をコードする核酸を宿主細胞に別に導入
することが不要である。従って、これらの実施形態は、下記の工程を含む、受容体サブユ
ニットに影響を及ぼす能力について化学化合物をアッセイする方法に関連する：（ａ）（
ｉ）受容体サブユニットをコードする核酸配列を、受容体サブユニットを発現させるため
に宿主細胞にインビトロで導入する工程（この場合、アクセサリータンパク質が宿主細胞
によって内因的に産生および発現され、宿主細胞はスピノシンに対して応答することがで
きる）；および、その後、（ｂ）発現した受容体サブユニットを化学化合物に曝す工程；
および（ｃ）曝された受容体サブユニットを、化学化合物が受容体サブユニットに影響を
及ぼすかどうかを判別するために評価する工程。
【００８４】
　いずれの場合でも、本発明による宿主細胞は、新しい昆虫駆除化合物を開発および特定
するために様々な化学化合物（例えば、可能性のある殺虫剤および農薬など）にさらし、
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これらの化合物とのその相互作用について評価することができる。本発明の実施形態にお
いて、そのような化学化合物は化学化合物の混合物である。例示的なスクリーニング方法
がEldefrawiら（1987）およびRauhら（1990）において記載される。
【００８５】
　曝された宿主細胞を、化学化合物が受容体サブユニットに影響を及ぼすかどうかを毛判
別するために評価することは、当分野で公知の任意の方法によって行うことができる。１
つの実施形態において、そのような評価は、例えば、イオンチャネルを介したイオン輸送
を、例えば、カエル（アフリカツメガエル）の卵母細胞におけるチャネルの機能的発現の
後でのイオンチャネルの電位固定分析などによってモニターすることを含む（アフリカツ
メガエルの卵母細胞において発現させた受容体およびイオンチャネルの電位固定分析の一
般的な議論については、Taglialatelaら（1992）およびStuhmer（1992）を参照のこと）
。
【００８６】
　イオン輸送は、１つまたは複数の化学化合物を含有する培地において細胞をプレインキ
ュベーションし、放射性トレーサー（例えば、放射性カルシウム（45Ｃａ2+）または放射
性ナトリウム（22Ｎａ+）など）を含有する培地を加え、細胞をさらにこの培地において
インキュベーションし、その後、細胞をろ過によって単離することによってモニターする
ことができる。イオン輸送は液体シンチレーション計数または他の放射測定法技術による
細胞内の放射性トレーサーの測定によって検出される（BloomquistおよびSoderlund、198
8）。別の実施形態において、受容体に対する化学化合物の影響は、細胞をプレインキュ
ベーションして、カルシウム選択性またはナトリウム選択性の蛍光性キレート化剤と平衡
させ、細胞を洗浄し、細胞を試験剤にさらし、その後、蛍光を測定することにより細胞内
のカルシウムまたはナトリウムにおける増大をモニターすることによって評価することが
できる（DeriおよびAdam-Vizｉ、1993；Linら、1999；ＰＣＴ国際特許出願公開ＷＯ２０
０４０３３６４７；ＰＣＴ国際特許出願公開ＷＯ２００３１００９；Wilcox、1999）。
【００８７】
　さらなる実施形態において、受容体サブユニットに対する化学化合物の影響は、受容体
サブユニットに対する化合物の結合親和性を測定することによって評価することができる
。結合は、当業者には周知の結合アッセイによって明らかにすることができ、そのような
結合アッセイには、限定されないが、ゲルシフトアッセイ、ウエスタンブロット、放射標
識された競合アッセイ、ファージに基づく発現クローニング、クロマトグラフィーによる
共分画化、共沈殿、架橋、相互作用捕捉／ツーハイブリッド分析、サウスウエスタン分析
およびＥＬＩＳＡなどが含まれ、これらは、例えば、Current Protocols in Molecular B
iology（1999、John Wiley & Sons、NY）（これはその全体が参考として本明細書中に組
み込まれる）に記載される。スクリーニングされる化合物には、任意の化合物が含まれ、
スクリーニングされる化合物は、細胞外起源、細胞内起源、生物学的起源または化学的起
源に限定されない。本発明の方法ではまた、標識（例えば、放射性標識、蛍光標識、化学
発光標識、酵素標識および免疫原性標識など）に結合されるリガンド（特に、可能性のあ
る農薬）が含まれる。そのような試験で用いられる核酸は溶液に遊離していてもよく、ま
たは、固体支持体に結合していてもよく、または、細胞表面に提供されていてもよく、ま
たは、細胞内に存在していてもよく、または、細胞の一部分と会合していてもよい。当業
者は、例えば、受容体サブユニットと、試験されている化合物との間での複合体の形成を
測定することができる。あるいは、当業者は、試験されている化合物によって引き起こさ
れる、受容体サブユニットとその基質との間での複合体形成の減少を調べることができる
。
【００８８】
　加えて、本発明のアッセイは、検出が、例えば、ＣＣＤカメラ、ルミノメーター、また
は、任意の他の好適な光検出システムを使用して行われ得るハイスループットスクリーニ
ングの開発に特に適している。この様式では、細胞は、例えば、試験物質と、細胞内カル
シウムの検出のために必要な試薬とが加えられ得るマルチウエルプレートにおいて提供さ
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れ得る。そのうえ、市販の装置、例えば、「ＦＬＩＰＲ－fluorimetric imaging based p
late reader」（Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ Ｄｅｖｉｃｅｓ Ｃｏｒｐ、Ｓｕｎｎｙｖａｌｅ、
Ｃａｌｉｆ．、ＵＳＡ；Woodら、2000）および「ＶＩＰＲ」（voltage ion probe reader
）（Ａｕｒｏｒａ、Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅ Ｃｏｒｐ．、ＣＡ、ＵＳＡ）などを使用する
ことができる。ハイスループット全細胞アッセイでの細胞蛍光の非常に精密な測定が「Ｆ
ＬＩＰＲ」により可能になっている。ＦＬＩＰＲは、電位感受性の蛍光性色素を使用して
哺乳動物細胞の膜電位を測定することにおいてかなり有用であることが示されており、し
かし、本質的に任意の細胞蛍光現象を測定するために有用である。この装置では、小角度
レーザー散乱照明、および、標準的な９６ウエルプレートにおけるウエルの底から約２０
０ミクロン以内で蛍光を選択的に励起するためのマスクが使用される。小角度のレーザー
は、光を細胞の単層に選択的に導くことによってバックグラウンドを減少させる。これに
より、周りの培地のバックグラウンド蛍光が避けられる。このシステムでは、その後、Ｃ
ＣＤカメラが、プレート底の全領域を画像化して、それぞれのウエルの底における生じた
蛍光を測定するために使用される。測定されたシグナルはそのウエルの領域にわたって平
均化され、従って、細胞集団の平均応答の尺度となる。このシステムは、それぞれのウエ
ルにおける蛍光を同時に測定し、従って、ウエル毎の測定による逐次測定の不正確さを回
避するという利点を有する。このシステムはまた、９６ウエルプレートまたは３８４ウエ
ルプレートのそれぞれのウエルからの蛍光シグナルを１秒あたり２回もの速さで読み取る
ように設計される。この特徴は、非常に迅速な測定を並行して行うことができるというこ
とをＦＬＩＰＲにもたらしている。この特性により、薬物発見のための１組の機能的アッ
セイに対する代用マーカーとして使用することができる、細胞の多くの生理学的性質にお
ける変化の測定が可能になる。ＦＬＩＰＲはまた、最高水準の感度を有するように設計さ
れる。このことにより、ＦＬＩＰＲは非常に小さい変化を非常に精密に測定することが可
能になる。「カメレオン」と呼ばれるカルシウム用の新しい蛍光指示体もまた使用するこ
とができ、これは、補因子を伴うことなく遺伝子的にコードされ、特定の細胞内の場所に
対して標的化可能である。このようないわゆる「カメレオン」は、緑色蛍光タンパク質（
ＧＦＰ）の青色発光変異体またはシアン色発光変異体のタンデム融合体、カルモジュリン
、カルモジュリン結合ペプチドＭ１３、および、強化された緑色発光ＧＦＰまたは黄色発
光ＧＦＰからなる。カルシウムが結合すると、カルモジュリンがＭ１３ドメインの周りに
集まり、これにより、隣接するＧＦＰの間での蛍光共鳴エネルギー移動の増大（Miyawaki
ら、1997)または減少(Romoserら、1997）が生じる。
【００８９】
　本発明の様々な宿主細胞および方法論が特定されると、ＮＣＢＩアクセション番号ＮＭ
２０５９５３を有する遺伝子のコード領域の７９位と１４８５位との間の核酸配列に対す
る少なくとも５０パーセントの同一性、好ましくは６０パーセントの同一性、特に少なく
とも７０パーセントの同一性、より好ましくは少なくとも８０パーセントの同一性、特に
、９０パーセントの同一性、９１パーセントの同一性、９２パーセントの同一性、９３パ
ーセントの同一性、９４パーセントの同一性、９５パーセントの同一性、９６パーセント
の同一性、９７パーセントの同一性、９８パーセントの同一性、９９パーセントの同一性
および１００パーセントの同一性を有する核酸によってコードされるポリペプチドのエピ
トープに対して惹起され得る（すなわち、特異的に結合する）抗体がさらに提供され、こ
の場合、そのような核酸によってコードされるポリペプチドを発現する（好ましくは、機
能的に発現する）宿主細胞はスピノシンに対して応答することができる。好ましくは、抗
体は、アミノ酸３６７～アミノ酸３８０であるエピトープに特異的に結合し、核酸配列は
、ＮＣＢＩアクセション番号ＮＭ２０５９５３を有する核酸配列である。本発明の抗体に
は、特定されたエピトープに結合することができるポリクローナル抗体およびモノクロー
ナル抗体、ならびに、これらの抗体のフラグメント、および、ヒト化形態が含まれる。本
発明の抗体のヒト化形態は、当分野で公知の手法の１つ（例えば、キメラ化など）を使用
して作製することができる。本発明の抗体のフラグメントには、Ｆａｂフラグメント、Ｆ
ａｂ２フラグメントおよびＦｄフラグメントが含まれるが、これらに限定されない。
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【００９０】
　本発明はまた、上記で記載された抗体を産生することができるハイブリドーマを提供す
る。ハイブリドーマは、特異的なモノクローナル抗体を分泌することができる不死化され
た細胞株である。
【００９１】
　一般に、ポリクローナル抗体およびモノクローナル抗体、ならびに、所望する抗体を産
生することができるハイブリドーマを調製するための様々な技術が当分野では周知である
（Campbell（1984）およびSt. Grothら（1980）を参照のこと）。抗体を産生することが
公知の任意の動物（マウス、ウサギなど）を抗原性のニコチン性アセチルコリン受容体α
－６サブユニットタンパク質（またはその抗原性フラグメント）により免疫化することが
できる。様々な免疫化方法が当分野では周知である。そのような方法には、タンパク質の
皮下注射または腹腔内注射が含まれる。当業者は、免疫化のために使用されるニコチン性
アセチルコリン受容体α－６サブユニットタンパク質の量が、免疫化される動物、タンパ
ク質の抗原性、および、注射部位に基づいて変化することを認識する。
【００９２】
　免疫原として使用されるタンパク質は、タンパク質の抗原性を増大させるために修飾す
ることができ、または、アジュバントにおいて投与することができる。タンパク質の抗原
性を増大させる様々な方法が当分野では周知であり、そのような方法には、抗原を異種の
タンパク質（例えば、グロブリンまたはβ－ガラクトシダーゼなど）とカップリングする
こと、または、免疫化期間中にアジュバントを含むことによる方法が含まれるが、これら
に限定されない。モノクローナル抗体については、免疫化された動物からの脾臓細胞が取
り出され、ミエローマ細胞（例えば、ＳＰ２／Ｏ－Ａｇ１５ミエローマ細胞など）と融合
され、モノクローナル抗体を産生するハイブリドーマ細胞にすることができる。
【００９３】
　当分野で周知の数多くの方法のいずれか１つを、所望する特性を有する抗体を産生する
ハイブリドーマ細胞を特定するために使用することができる。このような方法には、ＥＬ
ＩＳＡアッセイ、ウエスタンブロット分析または放射免疫アッセイによりハイブリドーマ
をスクリーニングすることが含まれる（Lutzら、1988）。所望する抗体を分泌するハイブ
リドーマはクローン化され、そのクラスおよびサブクラスが、当分野で公知の手法（Camp
belｌ、1984）を使用して決定される。ポリクローナル抗体については、抗体を含有する
抗血清が免疫化動物から単離され、所望する特異性を有する抗体の存在について、上記手
法のいずれかを使用してスクリーニングされる。
【００９４】
　本発明はさらに、検出可能に標識された形態での上記の抗体を提供する。抗体は、放射
性同位体、親和性標識（例えば、ビオチン、アビジンなど）、酵素標識（例えば、西洋ワ
サビペルオキシダーゼ、アルカリホスファターゼなど）、蛍光性標識（例えば、ＦＩＴＣ
またはローダミンなど）、常磁性原子、ナノ粒子などの使用によって検出可能に標識する
ことができる。そのような標識化を達成するための様々な手法が当分野で周知であり、例
えば、Sternbergerら（1970）、Bayerら（1979）、Engvalら（1972）およびGoding（1976
）、Yeら（2005）を参照のこと。
【００９５】
　本発明の標識された抗体またはそのフラグメントは、特定されたエピトープを有する受
容体サブユニットを発現する細胞または組織を特定するために、あるいは、特定されたエ
ピトープを有する受容体サブユニットタンパク質を含有するサンプルを特定するために、
あるいは、特定されたエピトープを有する受容体サブユニットのサンプル中での存在を検
出するために、インビトロアッセイ、インビボアッセイおよびインサイチューアッセイの
ために使用することができる。より具体的には、従って、そのような抗体またはそのフラ
グメントは、サンプルを抗体またはそのフラグメントと接触させることによって、特定さ
れたエピトープを有する受容体サブユニットのサンプル中での存在を検出するために使用
することができる。抗体またはそのフラグメントは、サンプルに存在する要求されたエピ
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トープを有する任意の受容体サブユニットに結合し、それとの複合体を形成する。その後
、その複合体を検出することができ、それにより、サンプルにおける受容体サブユニット
の存在を検出することができる。
【００９６】
　本発明の別の態様は、ＮＣＢＩアクセション番号ＮＭ２０５９５３を有する遺伝子のコ
ード領域の７９位と１４８５位との間の核酸配列に対する少なくとも５０パーセントの同
一性をそのコード領域が有する遺伝子を含む生物に関連し、この場合、変異を含むそのよ
うな生物は、変異体が由来する親生物と比較して、スピノシンに対する低下した応答を示
す。
【００９７】
　目的とする遺伝子における変異は、受容体サブユニットタンパク質が発現されない生物
、または、受容体サブユニットタンパク質が発現されるが、変化したリガンド結合部位を
含有する生物をもたらし得る。遺伝子における変異は、当分野で公知のいくつかの変異誘
発方法のいずれかによって生じさせることができる（Ashburner、1989；Wood、1988）。
変異を遺伝子またはゲノムにおいて生じさせるための技術には、下記で記載されるように
、放射線（例えば、Ｘ線、ＵＶまたはγ線）；化学物質（例えば、ＥＭＳ、ＭＭＳ、ＥＮ
Ｕ、ホルムアルデヒドなど）；および、トランスポゾン挿入により誘導される発育不全を
含めて、可動性エレメントによる挿入変異誘発、または、トランスポゾン媒介による欠失
（例えば、雄性組換え）の使用が含まれる。遺伝子の発現を変化させる他の方法には、遺
伝子を誤発現させるためのトランスポゾン（例えば、Ｐエレメント、ＥＰタイプの「過剰
発現トラップ」エレメント、マリナー（mariner）エレメント、ｐｉｇｇｙＢａｃトラン
スポゾン、ヘルメス（hermes）、ミノス（minos）、スリーピングビューティー（sleepin
g beauty）など）；アンチセンス；二重鎖ＲＮＡ干渉；ペプチドアプタマーおよびＲＮＡ
アプタマー；誘導された欠失；相同的組換え；優性ネガティブ対立遺伝子；およびイント
ラボディー（intrabody）の使用が含まれる。
【００９８】
　変異誘発を様々な変異誘発剤によって達成することができる。当分野で公知の変異誘発
剤の例には、化学的変異原（例えば、化学物質が結合しているＤＮＡ分子に含有される遺
伝子の活性、タンパク質コード能または発現に影響を及ぼす（例えば、それらを増大また
は低下させる）ＤＮＡインターカレーション化学物質またはＤＮＡ結合化学物質）、物理
的変異原（例えば、ＵＶ光、イオン化放射線（γ放射線、β放射線およびα放射線、Ｘ線
）、生化学的変異原（例えば、制限酵素、ＤＮＡ修復変異原、ＤＮＡ修復阻害剤、エラー
を生じさせやすいＤＮＡポリメラーゼおよび複製タンパク質）などが含まれるが、これら
に限定されない。ＤＮＡ配列における変異誘発変化は変異原／ＤＮＡ相互作用の直接の結
果として生じ得る。あるいは、変異原によって加えられる損傷に対する応答でのＤＮＡ修
復機構が、変異をもたらすことに関係する場合がある。
【００９９】
　いくつかの実施形態において、化学的変異誘発が、変異を標的の細胞または生物におけ
る１つまたは複数の遺伝子において誘導するために使用される。細胞または生物を変異さ
せるために一般に使用される化学的変異原の一例がＮ－エチル－Ｎ－ニトロソウレア（Ｅ
ＮＵ）である。本発明において有用な化学的変異原の他の例には、エチルメタンスルホナ
ート（ＥＭＳ）およびＩＣＲ１９１が含まれるが、これらに限定されない。多くの他の化
学的変異原が当分野で知られており、本発明において有用である（例えば、Friedbergら
（1995）を参照のこと；これは、様々な化学的変異原を教示すること、および、遺伝子変
異を様々な細胞および生物において誘導することにおけるそれらの使用のために参考とし
て本明細書中に組み込まれる）。当業者は、変異が、欠失変異、挿入変異、フレームシフ
ト変異、ナンセンス変異、ミスセンス変異またはスプライシング変異であり得ることを認
識する。
【０１００】
　遺伝子の破壊および不活性化のためのトランスポゾン挿入変異誘発技術の有用性が明ら
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かにされており、当分野では周知である。ショウジョウバエでは、数多くの技術が、Ｐエ
レメントトランスポゾンを使用する挿入変異誘発のために開発されている。Ｐエレメント
トランスポゾン誘導による劣性致死性変異の集団（Ｐ致死体）を作製する技術が、ショウ
ジョウバエにおける新規な必須遺伝子の迅速な特定のために特に好適である（Cooleyら、
1988；Spraldingら、1995；Ohら、2003）。Ｐエレメントおよびショウジョウバエゲノム
の配列は知られているので、Ｐエレメントにより破壊されている転写ユニットを、Ｐエレ
メント挿入の一方の端部または両方の端部から挿入に隣接する配列の中へ配列決定するこ
とによって迅速に特定することが通常の場合には可能である。本発明において、ショウジ
ョウバエの目的とする遺伝子の破壊は、ホモ接合性であるときには致死性をもたらさず、
しかし、スピノシンまたはその誘導体の致死的作用に対する抵抗性をもたらす。この遺伝
子の変異は、コードされた対象タンパク質に影響を及ぼす化合物が効果的な殺虫剤化合物
であること、および、このタンパク質クラスが、農薬のスクリーニングおよび開発のため
の優れた標的であることを示している。加えて、このクラスのタンパク質に影響を及ぼす
化合物は治療的適用を有し得る。
【０１０１】
　スピノシン抵抗性の表現型（スピノシン誘導体抵抗性の表現型を含む）はまた、共抑制
法によって生じさせることができる（Bingham、1997；Smyth、1997；QueおよびJorgensen
、1998）。共抑制は、目的とする遺伝子の部分セグメントに対応するセンス鎖ＲＮＡの発
現または注入によって生じる低下した遺伝子発現の現象である。共抑制の効果が、機能喪
失の表現型を生じさせるために植物およびＣ．ｅｌｅｇａｎｓにおいて広範囲に用いられ
ており、また、ショウジョウバエにおける共抑制が１つだけ報告されており、この報告で
は、Ａｄｈ遺伝子の低下した発現が、共抑制法を使用してｗｈｉｔｅ－Ａｄｈトランスジ
ーンから誘導された（Pal-Bhadraら、1997）。
【０１０２】
　スピノシン抵抗性の表現型を生じさせるための別の方法は、二重鎖ＤＮＡ干渉（ｄｓＲ
ＮＡｉ）によるものである。この方法は、遺伝子のコード領域に由来する二本鎖ＲＮＡの
干渉特性に基づくものであり、Ｃ．ｅｌｅｇａｎｓの遺伝学的研究において非常に有用で
あることが立証されており（Fireら、1998）、また、機能喪失の表現型をショウジョウバ
エにおいて生じさせるためにもまた使用することができる（KennerdellおよびCarthew、1
998；MisquittaおよびPatterson、1999）。この方法の一例において、目的とする遺伝子
（例えば、対象遺伝子など）の実質的な部分に由来する相補的なセンスＲＮＡおよびアン
チセンスＲＮＡがインビトロで合成される。得られたセンスＲＮＡおよびアンチセンスＲ
ＮＡは注入緩衝液においてアニーリングさせられ、二本鎖ＲＮＡが動物に注入されるか、
または、そうでない場合には、（その食物において、または、ＲＮＡを含有する緩衝液に
浸すことによって）動物に導入される。注入された動物の子孫が、その後、目的とする表
現型について詳しく調べられる（ＰＣＴ出願公開ＷＯ９９／３２６１９）。
【０１０３】
　機能喪失（すなわち、スピノシン抵抗性の表現型）を生じさせるために使用することが
できるさらなる方法には、タンパク質機能の優性の阻害剤として作用するペプチドアプタ
マーの使用（KoloninおよびFinley、1998；Xuら、1997；Hoogenboomら、1998）、ＲＮＡ
アプタマーの使用（Goodら、1997；Ellingtonら、1995；Bellら、1998；Shiら、1999）お
よびイントラボディーの使用（Chenら、1994；Hassanzadehら、1998aおよび1998b）が含
まれる。
【０１０４】
　細胞内に発現させた抗体、すなわち、イントラボディーは、細胞の内部で標的分子に特
異的に結合し、その標的分子を不活性化するために設計された一本鎖の抗体分子である。
イントラボディーが細胞アッセイおよび完全な生物体（例えば、ショウジョウバエなど）
において使用されている（Chenら、1994；Hassanzadehら、1998aおよび1998b）。誘導可
能な発現ベクターを、対象タンパク質と特異的に反応するイントラボディーを用いて構築
することができる。このようなベクターを、アプタマーについて上記で記載されたのと同
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じ様式でモデル生物に導入し、研究することができる。
【０１０５】
　変異した生物は、所望の表現型について、すなわち、スピノシンに対する抵抗性につい
てスクリーニングすることができ、また、所望の表現型を惹起させる遺伝子を、そのよう
な生物（すなわち、本発明のこの態様による変異した生物）を特定するために、選択、特
定および特徴づけすることができ、例えば、そのクローン化、配列決定、マッピングなど
を行うことができる。
【０１０６】
　本発明のもう１つの態様は、（ａ）（１）受容体サブユニットをコードするＮＣＢＩア
クセション番号ＮＭ２０５９５３を有する遺伝子のコード領域の７９位と１４８５位との
間の核酸配列に対する少なくとも５０パーセントの同一性、好ましくは６０パーセントの
同一性、特に少なくとも７０パーセントの同一性、より好ましくは少なくとも８０パーセ
ントの同一性、特に、９０パーセントの同一性、９１パーセントの同一性、９２パーセン
トの同一性、９３パーセントの同一性、９４パーセントの同一性、９５パーセントの同一
性、９６パーセントの同一性、９７パーセントの同一性、９８パーセントの同一性、９９
パーセントの同一性および１００パーセントの同一性を有するＤＮＡ分子の一方の鎖の対
応する一部分に対して実質的に相補的なアンチセンスヌクレオチド配列と、（ｂ）前記ア
ンチセンスヌクレオチド配列に機能的に連結され、その結果、前記アンチセンスヌクレオ
チド配列が、形質転換される細胞において発現されるようにする調節配列とを含むベクタ
ー（この場合、形質転換された細胞は非形質転換細胞と比較してスピノシンに対する低下
した応答を示す）である。
【０１０７】
　アンチセンス分子は、受容体サブユニットをコードするＤＮＡ分子全体に対して、すな
わち、完全な分子と同じヌクレオチド長さのＤＮＡ分子全体に対して相補的であり得る。
しかしながら、それよりも短い分子により機能することが望ましい場合がある。この場合
、完全なアンチセンス分子のフラグメントを使用することができる。好適なフラグメント
は、完全な分子をコードするｍＲＮＡにハイブリダイゼーションすることができ、好まし
くは少なくとも２０個のヌクレオチドからなる。このようなアンチセンス分子およびその
フラグメントは、受容体サブユニット遺伝子産物のｍＲＮＡに対して相補的であるＲＮＡ
分子または一本鎖ＤＮＡ分子を細胞に導入することによって、（すなわち、アンチセンス
分子を導入することによって）キイロショウジョウバエの受容体サブユニット遺伝子産物
の定常状態レベルを低下させるために使用することができる。アンチセンス分子は受容体
サブユニット遺伝子産物のｍＲＮＡと塩基対形成することができ、それにより、ｍＲＮＡ
のタンパク質への翻訳を妨げる。従って、キイロショウジョウバエの受容体サブユニット
に対するアンチセンス分子は、受容体サブユニットをコードするｍＲＮＡの、機能的な受
容体への翻訳を妨げることができる。
【０１０８】
　より具体的には、受容体サブユニットをコードするｍＲＮＡに対して相補的なアンチセ
ンス分子またはそのフラグメントを、キイロショウジョウバエの機能的な受容体サブユニ
ットの発現を低下させるために使用することができる。機能的な受容体サブユニットの発
現の第１のレベルを有する細胞が最初に選択され、その後、アンチセンス分子（またはそ
のフラグメント）が細胞に導入される。アンチセンス分子（またはそのフラグメント）に
より、キイロショウジョウバエの受容体サブユニットの発現が阻止され、これにより、そ
の細胞におけるキイロショウジョウバエの機能的な受容体サブユニットの発現の第２のレ
ベルがもたらされる。この第２のレベルは最初の第１のレベルよりも小さい。
【０１０９】
　典型的には、対象遺伝子（ゲノムＤＮＡまたはｃＤＮＡのいずれかに由来する）のコー
ド領域の遺伝子融合体を含有するか、あるいは、調節が十分に特徴づけられている特異的
なプロモーターおよび転写エンハンサー、好ましくは、異種のプロモーター／エンハンサ
ー（すなわち、発現している対象経路遺伝子に対して非生来的であるプロモーター／エン
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ハンサー）に機能的につながれたアンチセンスＲＮＡ、共抑制ＲＮＡ、干渉性ｄｓＲＮＡ
、ＲＮＡアプタマー、ペプチドアプタマーまたはイントラボディーをコードするように操
作された遺伝子を含有する遺伝子導入動物が作製される。
【０１１０】
　遺伝子導入動物または組換え細胞株を作製するために外因性の核酸配列を動物または培
養細胞のゲノムに組み込むために様々な方法が広く知られている。無脊椎動物の動物モデ
ルについては、最も一般的な方法は転移因子の使用を伴う。核酸配列をモデル生物のゲノ
ムに組み込むために使用することができる好適な転位因子がいくつか存在する。様々な転
位因子が、配列を目的とする遺伝子に挿入し、その結果、そのコードされた遺伝子が正し
く発現されないようにし、これにより、機能喪失の表現型を有する「ノックアウト」動物
を作製するために特に有用である。様々な技術が、ショウジョウバエにおけるＰエレメン
トの使用（RubinおよびSpradling、1982；米国特許第４，６７０，３８８号）およびＣ．
ｅｌｅｇａｎｓにおけるＴｃ１の使用（Zwaalら、1993；EpsteinおよびShakes、1995）に
ついて十分に確立されている。他のＴｃ１様転位因子を使用することができる（例えば、
ミノス、マリナーおよびスリーピングビューティーなど）。加えて、様々な種において機
能する転位因子が特定されている（例えば、ＰｉｇｇｙＢａｃ（Thibaultら、1999）、ホ
ボ（hobo）およびヘルメスなど）。
【０１１１】
　機能喪失の表現型を作製することに加えて、転位因子は、目的の遺伝子あるいはその変
異体または誘導体をさらなる遺伝子として動物のゲノムの任意の領域に組み込み、これに
より、遺伝子の誤発現（過剰発現を含む）を生じさせるために使用することができる。遺
伝子導入ショウジョウバエにおける遺伝子の誤発現のために特に設計された好ましいベク
ターがｐＧＭＲ（Hayら、1994）に由来し、これは長さが９Ｋｂであり、大腸菌のための
複製起点；アンピシリン抵抗性遺伝子；挿入された配列を可動化するための３’末端およ
び５’末端でのＰエレメントトランスポゾン；Ｗｈｉｔｅマーカー遺伝子；ｈｓｐ７０エ
ンハンサーのＴＡＴＡ領域およびａ－チューブリン遺伝子の３’非翻訳領域を含む発現ユ
ニットを含有する。発現ユニットは、エンハンサーを挿入するために設計された第１の多
重クローニング部位（ＭＣＳ）と、目的とする遺伝子を挿入するために設計された５００
塩基下流側に位置する第２のＭＣＳとを含有する。転位因子の代わりとして、相同的組換
え技術または遺伝子ターゲッティング技術を、目的とする遺伝子を動物の相同的な遺伝子
の一方のコピー体または両方のコピー体の代わりにするために使用することができる。ト
ランスジーンを外因性プロモーターエレメントまたは内因性プロモーターエレメントのい
ずれかの調節下に置くことができ、また、ミニ遺伝子または大きいゲノムフラグメントの
いずれかとして挿入することができる。１つの適用において、遺伝子機能を、異所的発現
によって、例えば、ショウジョウバエ（Brandら、1994）またはＣ．ｅｌｅｇａｎｓ（Mel
loおよびFire、1995）を使用して分析することができる。
【０１１２】
　遺伝子導入動物を作製するために使用することができる十分に特徴づけられた異種プロ
モーターの例には、熱ショックプロモーター／エンハンサー（これは温度誘導による誤発
現のために有用である）が含まれる。ショウジョウバエでは、これらには、ｈｓｐ７０遺
伝子およびｈｓｐ８３遺伝子が含まれ、Ｃ．ｅｌｅｇａｎｓでは、ｈｓｐ１６－２および
ｈｓｐ１６－４１が含まれる。組織特異的なプロモーター／エンハンサーもまた有用であ
り、このようなプロモーター／エンハンサーには、ショウジョウバエでは、ｅｙｅｌｅｓ
ｓ（MozerおよびBenzer、1994）、ｓｅｖｅｎｌｅｓｓ（Bowtellら、1991）、および、眼
における発現のために有用であるガラス応答性プロモーター／エンハンサー（Quiringら
、1994）；および、羽における発現のために有用であるｄｐｐ遺伝子またはｖｅｓｔｉｇ
ａｌ遺伝子に由来するプロモーター／エンハンサー（Stachling-Hamptonら、1994；Kimら
、1996）が含まれる。最後に、優性アクティブまたは優性ネガティブなトランスジーンの
活性を、経路が通常の場合には活性である領域に制限することが必要である場合、その経
路における遺伝子（例えば、対象タンパク質経路遺伝子など）の内因性プロモーターを使
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用することが有用であり得る。
【０１１３】
　Ｃ．ｅｌｅｇａｎｓにおいて、有用な組織特異的プロモーター／エンハンサーの例には
、ｍｙｏ－２遺伝子プロモーター（これは咽頭筋特異的発現のために有用である）；ｈｌ
ｈ－１遺伝子プロモーター（これは体筋特異的発現のために有用である）およびｍｅｃ－
７遺伝子プロモーター（これは触覚ニューロン特異的な遺伝子発現のために有用である）
が含まれる。好ましい実施形態において、対象経路遺伝子の誤発現を導くための遺伝子融
合体が、優性の選択マーカー（例えば、ｒｏｌ－６など）を含有するプラスミドと一緒に
ネマトーダに注入される形質転換ベクターに組み込まれる。遺伝子導入動物が、ｒｏｌｌ
ｅｒ表現型を示す動物として同定され、そのような遺伝子導入動物は、対象経路遺伝子の
誤発現によってもたらされた目的とするさらなる表癌型について詳しく調べられる。
【０１１４】
　ショウジョウバエでは、外因性ＤＮＡを用いる二成分制御システムが、遺伝子の誤発現
を広範囲の様々な発達段階特異的なパターンおよび組織特異的なパターンで調べるときに
は有用である。二成分外因性調節システムの２つの例には、酵母に由来するＵＡＳ／ＧＡ
Ｌ４システム（Hayら、1997；Ellisら、1993；BrandおよびPerrimon、1993）、および、
大腸菌に由来する「Ｔｅｔシステム」（Belloら、1998）が含まれる。
【０１１５】
　優性ネガティブ変異（これにより、その変異は、あるタンパク質がそのタンパク質の野
生型コピー体の正常な機能を妨害させ、また、優性ネガティブ変異は機能喪失または低下
した機能の表現型を遺伝子の正常なコピー体の存在下でもたらすることができる）を、公
知の方法を使用して行うことができる（Hershkowitz、1987）。
【０１１６】
　本発明の１つの態様において、安定的に形質転換された遺伝子導入サカナが提供される
。１つの実施形態において、遺伝子導入サカナは、プロモーターに機能的に連結された導
入されている受容体サブユニット遺伝子が安定的に組み込まれているか、または、そうで
ない場合には取り込まれているゲノムを有する。プロモーターは、好ましくは、器官特異
的または組織特異的（細胞特異的を含む）なプロモーター、あるいは、特定の組織におい
て調節され得るプロモーターである。受容体サブユニット遺伝子は、典型的にはサカナ以
外の動物に由来し、好都合には、本明細書中でさらに記載されるような組換えベクターの
一部であり得る。好ましくは、受容体サブユニット遺伝子は無脊椎動物の受容体サブユニ
ットである。そのようなサカナは、受容体サブユニットに関連するその遺伝情報を再現し
、その子孫に渡す能力を有するという点で、安定なサカナ系統を形成することができる。
【０１１７】
　広範囲の様々なサカナを本発明において利用することができる。例示的なサカナには、
硬骨魚（例えば、ゼブラフィッシュなど）が含まれる。特にゼブラフィッシュは、他の動
物モデルと比較して、好都合に利用することができる。例えば、ゼブラフィッシュは、遺
伝子スクリーニング、修飾因子スクリーニングおよび化学的スクリーニングが容易であり
、子宮外（ex-utero）で迅速に発達し、かつ、その生活環の多くについて透明であり、ま
た、子孫の大きな集団を毎週もたらす。ゼブラフィッシュは比較的小さい施設（９リット
ルのタンク１個で５４匹までの成体魚を収容する）で育てることができ、また、非常に多
くの子孫を確実にもたらすことができる（それぞれの成熟したメスは典型的には１週あた
り１００個～３００個の卵を産卵する）。これらの卵は体外受精し、胚は透明であり、こ
のことにより、造血系組織ならびに他の器官系および組織系の初期の発達を、解剖顕微鏡
のみを使用して直接に観察することが可能である。胚の発達は極めて迅速であり、血液細
胞の形成を含むほとんどの器官系が受精後５日までに完全に発達する。完全な繁殖可能な
成熟化が３ヶ月までに到達する。
【０１１８】
　ベクターは、プロモーターに機能的に連結された、受容体サブユニットをコードする遺
伝子を含む。好ましくは、プロモーターは器官特異的または組織特異的なプロモーターで
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ある。
【０１１９】
　ほとんどの哺乳動物プロモーターはサカナでは十分に機能しないことが見出されている
ので、その場合、ゼブラフィッシュ、フグまたは他のサカナ種のゲノムの調節配列を、多
くの場合、目的とするコード配列の上流側に、その内部に、また、その下流側に特異的に
クローン化しなければならず、これは、当業者には日常的な手法によって達成することが
できる。同様な手法を他（例えば、ゼブラフィッシュ）の器官特異的プロモーターおよび
組織特異的プロモーターの構築のために利用することができ、これらは当業者に周知であ
る。
【０１２０】
　トランスジーンを送達用のベクターに含めることができる。本明細書中で使用されるよ
うに、また、当分野で公知のように、ベクターは、形質転換（すなわち、個々の細胞の遺
伝物質がそのゲノムへの外因性ＤＮＡの取り込みによって変化させられるプロセス）を導
くために設計された遺伝物質を含む核酸構築物を示す。ベクターは、位置的に、また、連
続して方向づけられた多数の遺伝子エレメント、すなわち、カセットにおける核酸が、マ
イクロインジェクションされた１個の細胞の受精した胚において転写され、また、所望さ
れるならば、翻訳され得るように他の必要なエレメントまたは所望されるエレメントと機
能的に連結された多数の遺伝子エレメントを含有することができる。
【０１２１】
　組換え発現ベクターを、上記で示されたヌクレオチド配列を、当業者に周知の方法、お
よび、数多くの刊行物に記載されるような方法に従ってベクターに組み込むことによって
構築することができる。
【０１２２】
　本発明において有用である広範囲の様々なベクターが知られている。好適なベクターに
は、プラスミドベクター、ウイルスベクターが含まれ、ウイルスベクターには、レトロウ
イルスベクター（例えば、Millerら（1993）を参照のこと）、アデノウイルスベクター（
例えば、Erzurumら（1993）、Zabnerら（1994）およびDavidsonら（1993）を参照のこと
）、アデノ関連ウイルスベクター（例えば、Flotteら（1993）を参照のこと）、ヘルペス
ウイルスベクター（例えば、Andersonら（1993）を参照のこと）およびレンチウイルスベ
クター（例えば、Leverら（2000）を参照のこと）が含まれる。ベクターは、調節エレメ
ントを含めて、指定された宿主細胞（例えば、本明細書中に記載される遺伝子導入サカナ
宿主細胞など）における核酸の効率的な発現のために必要な、または、望ましい他の公知
の遺伝子エレメントを含むことができる。例えば、ベクターは、プロモーター（本明細書
中に記載されるように器官特異的または組織特異的であるプロモーターを含む）、および
、遺伝子の転写を達成するためにプロモーターと協同する任意の必要なエンハンサー配列
を含むことができる。「エンハンサー」によって、細胞（例えば、本明細書中に記載され
る遺伝子導入サカナ宿主細胞など）におけるプロモーター活性を刺激することができるヌ
クレオチド配列エレメントが意味される。ベクターは、例えば、線状化された形態であっ
てもよい。
【０１２３】
　ヌクレオチド配列はまた、融合タンパク質が形成されるように、また、レポーター遺伝
子産物の存在および／または存在場所が視覚化され得るか、または、そうでない場合には
特定され得るように、レポーター遺伝子産物をコードするヌクレオチド配列に融合するこ
とができる。用語「コードする」（“encoding”および“coding”）は、ヌクレオチド配
列が、転写および翻訳の機構によって、一連のアミノ酸が、ポリペプチドを産生するため
に特定のアミノ酸配列に組み立てられ得る情報を細胞に提供するプロセスを示す。そのよ
うなヌクレオチド配列の一例として、ＧＦＰをコードするヌクレオチド配列を本発明では
都合よく利用することができ、その結果、発達中の胚および／または孵化した稚魚、もし
くは、そうでない場合には成魚の様々な領域が融合タンパク質の発現時に蛍光を発するよ
うにすることができる。あるいは、他のレポーター遺伝子産物を利用することができ、こ
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れらには、ルシフェラーゼ、β－ガラクトシダーゼ、クロラムフェニコールアセチルトラ
ンスフェラーゼ、β－グルクロニダーゼおよびアルカリホスファターゼが含まれる。本明
細書中に記載されるレポーター遺伝子産物の存在を明らかにするための様々なアッセイ、
および、その活性または量を明らかにすることを含む様々なアッセイが当分野では知られ
ており、例えば、Current Protocols in Molecular Biology（Ausubelら編、John Wiley 
& Sons）（これは定期的および周期的に更新される）において議論される。本明細書中で
議論されるレポーター遺伝子産物についてのアッセイのさらなる記載が、例えば、下記の
刊行物に見出され得る：ルシフェラーゼについては、Nguyen, V.T.ら（1988）を参照のこ
と；β－ガラクトシダーゼについては、例えば、Martin, C.S.ら（1997）、JainおよびMa
grath（1991）を参照のこと；β－ガラクトシダーゼ、β－グルクロニダーゼおよびアル
カリホスファターゼについては、例えば、Bronsteinら（1994）を参照のこと；クロラム
フェニコールアセチルトランスフェラーゼについては、Cullenら（1987）、Gorman, C.ら
（1982）、Minerら（1988）、Sleigh（1986）、HrubyおよびWilson（1992）を参照のこと
。
【０１２４】
　本発明のさらに別の態様において、遺伝子の前方には、部位特異的なリコンビナーゼ認
識部位（例えば、Ｆｌｏｘ部位、Ｌｏｘ部位またはＦＲＴ部位）が隣接する、強い転写停
止部位を含むレポーター遺伝子（例えば、蛍光性タンパク質遺伝子（例えば、ＧＦＰ、Ｒ
ＦＰ、ＢＦＰ、ＹＦＰまたはｄｓＲＥＤ２）またはルシフェラーゼタンパク質遺伝子など
）が存在する。遍在性遺伝子プロモーター（例えば、ＥＦ１－αまたはβ－アクチン）は
、「Ｌｏｘ化」、「Ｆｌｏｘ化」または「ＦＲＰ化」されたレポーター遺伝子の発現を行
わせることができる。第２の遺伝子産物（例えば、受容体サブユニット遺伝子）がレポー
ター遺伝子に隣接するが、第２の遺伝子産物（例えば、受容体サブユニット遺伝子）は、
レポーター遺伝子内の強い転写停止部位のために、リコンビナーゼタンパク質の発現の非
存在下では発現されない。しかしながら、リコンビナーゼタンパク質の発現が細胞におい
て活性化されるとき、Ｌｏｘ化、Ｆｌｏｘ化またはＦＲＰ化されたレポーター遺伝子産物
が切り出され、第２の遺伝子が遍在性遺伝子プロモーターに並置される。加えて、組織特
異的な組換えが、レーザーの使用による熱ショック誘導可能な部位特異的リコンビナーゼ
トランスジーンのレーザー活性化によって促進され得る。レーザー活性化は発生学的な発
達の期間中の個々の細胞に対して標的化することができる。
【０１２５】
　本発明のさらに別の態様において、遺伝子導入サカナを作製する方法が本明細書中に提
供される。１つの実施形態において、方法は、プロモーターに機能的に連結された無脊椎
動物の受容体サブユニットを含む核酸をサカナの受精卵（すなわち、サカナの胚を含む）
またはサカナの未受精卵に導入することを含む。核酸は、本明細書中に記載されるベクタ
ーの一部であってもよい。サカナの受精卵が使用されるとき、この方法は、サカナの胚を
遺伝子導入サカナに発達させることを含む。ニコチン性受容体サブユニットをコードする
遺伝子が未受精卵に導入されるとき、この方法は、卵を受精させること、および、サカナ
の胚を遺伝子導入サカナに発達させることを含む。核酸構築物を、当分野で公知の様々な
方法によって卵に導入することができ、そのような方法には、機械的方法、化学的方法、
親油性の方法、レトロウイルス感染法およびエレクトロポレーションが含まれる。例示的
な機械的方法には、例えば、マイクロインジェクションが含まれる。例示的な化学的方法
には、例えば、リン酸カルシウムまたはＤＥＡＥ－デキストランの使用が含まれる。例示
的な親油性の方法には、脂質媒介によるトランスフェクションのためのリポソームおよび
他のカチオン性作用因の使用が含まれる。そのような方法は一般に当分野では周知であり
、そのような方法の多くが、例えば、Gene Transfer Methods: Introducing DNA into Li
ving Cells and Organisms（NortonおよびSteel、2000）、および、Current Protocols i
n Molecular Biology（Ausubelら）（これは定期的および周期的に更新される）に記載さ
れる。サカナを伴うマイクロインジェクション技術が、例えば、ChenおよびPowers（1990
）、および、FletcherおよびDavis（1991）にさらにより詳しく記載される。サカナを伴
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う様々なエレクトロポレーション技術が、例えば、Powersら（1992）およびLuら（1992）
においてさらにより詳しく記載される。ＤＮＡをサカナの卵または胚にレトロウイルスベ
クター（例えば、汎親和性レトロウイルスベクターなど）による感染によって導入するた
めの技術が、例えば、Burns, J.C.ら（1993）においてさらに記載される。
【０１２６】
　トランスジーンを含むベクターまたは他の核酸を、未受精卵に、または、所望の発達段
階にある受精卵に導入することができる。本明細書中に記載されるような異なるトランス
ジーンをそれぞれがコードする多数のベクターを使用することができる。受精卵または胚
を使用するとき、核酸を胚に（すなわち、発達の１細胞段階において）導入することが好
ましい。しかしながら、核酸はまた、２細胞段階、４細胞段階などを含めて、より後期の
発達段階で与えることができる。従って、核酸を、桑実胚、胞胚などに導入することがで
きる。上記の遺伝子組換え構築物を取り込む少なくとも１つの単離された核酸分子が接合
子に導入される。加えて、核酸がより後期の発達段階で卵に導入されるとき、上記の遺伝
子組換え構築物を取り込む少なくとも１つの単離された核酸分子が、例えば、桑実胚、胞
胚などの少なくとも１つの細胞に導入される。
【０１２７】
　サカナの卵は標準的な方法によって適切なサカナから得ることができる。そのようなサ
カナの多くを、例えば、ペット店から商業的に購入することができる。受精卵は当分野で
公知の様々な方法によって得ることができる。例えば、所望する数の適切に成長したサカ
ナ（例えば、３ヶ月齢～１２ヶ月齢のサカナなど）を、所望する比率のメス対オス（例え
ば、２：１など）とともに、適切な大きさの容器（例えば、タンクなど）に入れることが
できる。卵を、例えば、サカナをタンク内の繁殖チャンバーに交配後の適切な期間（例え
ば、１０分～６０分など）にわたって入れることによって集めることができる。そのよう
な方法が、例えば、Culpら（1991）において記載される。あるいは、サカナの卵は、当業
者に公知の方法によって人工授精することができる。当業者は、そのような受精したサカ
ナの卵を得る他の方法を熟知している。
【０１２８】
　核酸構築物をサカナの卵または胚に導入した後、サカナの卵または胚には、成魚への発
達を助ける環境が与えられる。そのような環境には、例えば、Ｅ３卵水における２８．５
℃での１５日間の成長、その後、循環する系の水に１６日目まで導入すること（Westerfi
eld、2000）が含まれ得る。
【０１２９】
　本明細書中に記載されるように作製された遺伝子導入サカナは、ゲノムＤＮＡのドット
ブロットハイブリダイゼーションおよびサザンブロットハイブリダイゼーションをはじめ
とする、当分野で公知の一般的な手法によって特定することができる。簡単に記載すると
、そのような方法では、例えば、Chen, T.T.ら（1996）において記載されるように、サカ
ナの組織からのゲノムＤＮＡの単離、制限酵素によるＤＮＡの消化、および、消化された
ＤＮＡ生成物のサザンブロットハイブリダイゼーションが伴う。予備的なスクリーニング
を、Luら（1992）およびChenら（1993）において記載されるように、ゲノムＤＮＡを一片
のひれ組織から単離し、トランスジーンの配列をポリメラーゼ連鎖反応によって増幅し、
増幅された生成物のサザンブロット分析を行うことによって達成することができる。加え
て、ニコチン性受容体サブユニット－蛍光性融合タンパク質（受容体サブユニット－ＧＦ
Ｐ融合タンパク質を含む）が、導入された核酸によってコードされるならば、蛍光につい
ての視覚による予備的なスクリーニングを使用することができる。
【０１３０】
　作製された遺伝子導入サカナは、好ましくは、そのゲノムに安定的に組み込まれたトラ
ンスジーンを有する。このことは、トランスジーンが、染色体外であることとは対照的に
、サカナのゲノムに組み込まれていることを意味する。遺伝子導入サカナは、典型的には
、孵化後の所望される時間で試験薬物または試験剤と接触させられる。本発明の他の形態
では、サカナ卵とともに含有されるサカナの胚を試験剤と接触させることができる。
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【０１３１】
　受容体サブユニットコードするＤＮＡフラグメントを、当業者に周知の任意の標準的な
方法によって遺伝子導入マウスのゲノムに組み込むことができる。当分野で公知の様々な
技術はどれも、トランスジーンを動物に導入して、遺伝子導入動物の創始体系統を作製す
るために使用することができる（例えば、Hoganら（1986および1994）、米国特許第５，
６０２，２９９号、同第５，１７５，３８４号、同第６，０６６，７７８号および同第６
，０３７，５２１号を参照のこと）。そのような技術には、前核マイクロインジェクショ
ン（米国特許第４，８７３，１９１号）、レトロウイルス媒介による生殖系列への遺伝子
移入（Van der Puttenら、1985）、胚性幹細胞における遺伝子ターゲティング（Thompson
ら、1989）、胚のエレクトポレーション（Lo、1983）、および、精子媒介による遺伝子移
入（Lavitranoら、1989）が含まれるが、これらに限定されない。
【０１３２】
　例えば、様々な発達段階にある胚細胞を、遺伝子導入動物の作製のためのトランスジー
ンを導入するために使用することができる。種々の方法が、胚細胞の発達の段階に依存し
て使用される。接合子はマイクロインジェクションのための良好な標的であり、接合子に
マイクロインジェクションする様々な方法が広く知られている（米国特許第４，８７３，
１９１号を参照のこと）。マウスでは、雄性前核は直径が約２０マイクロメートルのサイ
ズに達し、これは１～２ピコリットル（ｐｌ）のＤＮＡ溶液の再現性のある注入を可能に
する。遺伝子移入のための標的としての接合子の使用は、ほとんどの場合において、注入
されたＤＮＡが最初の卵割の前に宿主ゲノムに取り込まれるという点で大きな利点を有す
る（Brinsterら、1985）。結果として、遺伝子導入非ヒト動物の細胞のすべてが、取り込
まれたトランスジーンを有することになる。このことはまた、一般に、創始体の子孫への
トランスジーンの効率的な伝播でも反映される。これは、生殖細胞の５０パーセントがト
ランスジーンを有するからである。受容体サブユニット核酸フラグメントの前核へのマイ
クロインジェクションにより、遺伝子導入マウスが作製される。
【０１３３】
　本発明の遺伝子導入動物はまた、ターゲティングベクターを胚性幹（ＥＳ）細胞に導入
することによって作製することができる。ＥＳ細胞は、着床前の胚を適切な条件のもとで
インビトロで培養することによって得られる（Evansら、1981；Bradleyら、1984；Gossle
rら、1986；およびRobertsonら、1986）。トランスジーンを、エレクトロポレーション、
リン酸カルシウム共沈殿、プロトプラスト融合またはスフェロプラスト融合、リポフェク
ション、および、ＤＥＡＥ－デキストラン媒介によるトランスフェクションをはじめとす
る、当分野で公知の様々な方法を使用してＤＮＡトランスフェクションによってＥＳ細胞
に効率的に導入することができる。トランスジーンはまた、レトロウイルス媒介による形
質導入によって、または、マイクロインジェクションによってＥＳ細胞に導入することが
できる。そのようなトランスフェクションされたＥＳ細胞は、その後、ＥＳ細胞を胚盤胞
段階の胚の胞胚腔に導入した後で胚に定着させ、生じるキメラ動物の生殖系列に寄与させ
ることができる（これはJaenisch（1988）において総説される）。トランスフェクション
されたＥＳ細胞を胞胚腔に導入することに先立って、トランスフェクションされたＥＳ細
胞は、トランスジーンがそのような選抜のための手段を提供するならば、トランスジーン
が組み込まれているＥＳ細胞を濃縮するための様々な選抜プロトコルに供することができ
る。あるいは、ＰＣＲを、トランスジーンが組み込まれているＥＳ細胞についてスクリー
ニングするために使用することができる。この技術では、トランスフェクションされたＥ
Ｓ細胞を胞胚腔への移入の前に適切な選抜条件のもとで成長させることが必要であること
が避けられる。
【０１３４】
　加えて、レトロウイルス感染もまた、トランスジーンを非ヒト動物に導入するために使
用することができる。発達中の非ヒト胚を胚盤胞段階にインビトロで培養することができ
る。この期間中、割球はレトロウイルス感染のための標的となり得る（Janenich、1976）
。割球の効率的な感染が、透明帯を除去するための酵素処理によって得られる（Hoganら



(36) JP 5744372 B2 2015.7.8

10

20

30

40

50

、1986）。トランスジーンを導入するために使用されるウイルスベクターシステムは、典
型的には、トランスジーンを運搬する複製欠陥レトロウイルスである（Jahnerら、1985；
Van der Puttenら、1985）。トランスフェクションが、割球をウイルス産生細胞の単層の
上で培養することによって容易かつ効率的に得られる（Van der Puttenら、1985；Stewar
tら、1987）。あるいは、感染をより後期の段階で行うことができる。ウイルスまたはウ
イルス産生細胞を胞胚腔に注入することができる（Jahnerら、1982）。取り込みが、遺伝
子導入動物を形成する細胞のサブセットのみにおいて生じるので、創始体のほとんどがト
ランスジーンについてモザイク状になる。さらに、創始体は、ゲノムにおける種々の位置
でのトランスジーンの様々なレトロウイルス挿入（これは一般には子孫において分離する
）を含有し得る。加えて、トランスジーンを妊娠中期の胚の子宮内レトロウイルス感染に
よって生殖系列に導入することもまた可能である（Jahnerら、1982）。当分野で公知であ
る、遺伝子導入動物を作製するためにレトロウイルスまたはレトロウイルスベクターを使
用するさらなる手段では、レトロウイルス粒子、または、レトロウイルスを産生するマイ
トマイシンＣ処理細胞を受精卵または初期胚の卵黄周囲隙にマイクロインジェクションす
ることが伴う（国際特許出願公開ＷＯ９０／０８８３２；HaskellおよびBowen、1995）。
【０１３５】
　受容体サブユニットポリペプチドをコードするｃＤＮＡを含むＤＮＡフラグメントを非
ヒト哺乳動物（例えば、マウスなど）における１細胞胚の前核にマイクロインジェクショ
ンすることができる。注入された胚は偽妊娠メスの卵管／子宮に移植され、最終的には、
遺伝子導入動物が得られる。
【０１３６】
　創始体動物が作製されると、創始体動物は、特定の動物のコロニーを作製するために、
繁殖、同系交配、異系交配または交雑することができる。そのような育種法の例には、下
記が含まれるが、それらに限定されない：別個の系統を確立するために、２つ以上の組み
込み部位を有する創始体動物を異系交配すること；それぞれのトランスジーンの付加的発
現の影響のためにトランスジーンをより高レベルで発現する複合遺伝子組換え体を作製す
るために、分離した系統を同系交配すること；発現を強化すること、および、ＤＮＡ分析
による動物のスクリーニングについての必要性を除くことの両方のために所与の組み込み
部位についてホモ接合性であるマウスを作製するために、ヘテロ接合の遺伝子導入マウス
を交雑すること；複合型のヘテロ接合系統またはホモ接合系統を作製するために、分離し
たホモ接合性系統を交雑すること；トランスジーンの発現に対する変更対立遺伝子の影響
および発現の生理学的影響を調べるために、動物を異なる同系交配された遺伝学的背景体
に交配すること。
【０１３７】
　本発明は、トランスジーンをすべてのその細胞に有する遺伝子導入非ヒト哺乳動物、な
らびに、トランスジーンを、すべてのその細胞ではなく、一部の細胞に有する哺乳動物、
すなわち、モザイク状動物を提供する。トランスジーンは単一のトランスジーンとして組
み込まれ得るか、または、コンカテマー（例えば、頭・頭のタンデム体または頭・尾のタ
ンデム体）で組み込まれ得る。
【０１３８】
　遺伝子導入動物は、受容体サブユニットが発現される表現型を有するそのような動物を
選択するためにスクリーニングおよび評価される。最初のスクリーニングを、例えば、動
物細胞を分析して、トランスジーンの組み込みが起こっていることを確認するために、サ
ザンブロット分析またはＰＣＲ技術を使用して行うことができる。遺伝子導入動物の細胞
におけるトランスジーンのｍＲＮＡ発現のレベルもまた、動物から得られた組織サンプル
のノーザンブロット分析、インサイチューハイブリダイゼーション分析、および、逆転写
酵素－ＰＣＲ（ｒｔ－ＰＣＲ）（これらに限定されない）を含む様々な技術を使用して評
価することができる。遺伝子導入非ヒト哺乳動物は、本発明の方法において有用である表
現型を有するそのような動物を特定するためにさらに特徴づけられ得る。
【０１３９】
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　本発明のスクリーニング方法において、一定量の候補薬剤が生物（例えば、ショウジョ
ウバエ）に投与される。投与後、生物（例えば、ハエ）に対する候補薬剤の影響が、典型
的には、対照（例えば、候補薬剤が投与されていない遺伝子導入ハエまたは野生型ハエ）
との比較によって明らかにされる。ハエについては、候補薬剤は一般には、ハエが培養液
を餌とするように、薬剤をハエの養分培養液（例えば、さらなる栄養剤を伴う水、水溶液
など）に混合し、培養液をハエ（幼虫または成体のハエのいずれか、通常の場合には成体
のハエ）の存在下に置くことによって経口投与される。薬剤を他の生物に投与するための
様々な方法が当業者には容易に利用可能である。一般に、多数のアッセイ混合物が、候補
薬剤の様々な濃度に対する示差的な応答を得るために、種々の薬剤濃度と同時に処理され
る。典型的には、これらの濃度の１つが陰性コントロールとして役立つ（すなわち、化合
物なし）。好ましい実施形態において、ハイスループットスクリーニングプロトコルが用
いられ、この場合、多数の候補化合物が、多数の生物を使用して同時に試験されるる。「
多数」によって、複数が意味され、その場合、複数は少なくとも１０～５０を意味し、通
常の場合には少なくとも１００を意味し、より通常の場合には少なくとも１０００を意味
するが、数は１０，０００または５０，０００またはそれ以上であってもよく、しかし、
多くの場合、５０００を超えない。
【０１４０】
　本発明の方法は、様々な異なる潜在的に殺虫性の候補化合物をスクリーニングすること
において使用が見出される。候補化合物には、数多くの化学クラスが包含され、だが、典
型的には、候補化合物は有機分子であり、好ましくは、分子量が５０ダルトンを超え、２
，５００ダルトン未満である小さい有機化合物である。候補化合物は、タンパク質との構
造的相互作用（具体的には、水素結合形成）のために必要な官能基を含み、典型的には、
アミン基、カルボニル基、ヒドロキシル基またはカルボキシル基を少なくとも含み、好ま
しくは、これらの官能化学基の少なくとも２つを含む。候補化合物は、多くの場合、上記
官能基の１つまたは複数により置換された環状炭素構造もしくは複素環構造および／また
は芳香族構造もしくは多環芳香族構造を含む。候補化合物はまた、ペプチド、糖類、脂肪
酸、ステロイド、プリン系化合物、ピリミジン系化合物、それらの誘導体、構造的アナロ
グまたは組合せ（これらに限定されない）をはじめとする生体分子の中に見出される。
【０１４１】
　候補化合物は、合成化合物または天然化合物のライブラリーを含めて、広範囲の様々な
起源から得られる。例えば、数多くの手段が、ランダム化されたオリゴヌクレオチドおよ
びオリゴペプチドの発現を含めて、広範囲の様々な有機化合物および生体分子のランダム
合成および制御された合成のために利用可能である。あるいは、細菌抽出物、菌類抽出物
、植物抽出物および動物抽出物の形態での天然化合物のライブラリーが入手可能であり、
または、容易に作製される。加えて、天然または合成的に作製されたライブラリーおよび
化合物は、従来の化学的手段、物理的手段および生化学的手段によって容易に改変され、
また、コンビナトリアルライブラリーを作製するために使用することができる。公知の薬
理学的化合物を、構造的アナログを作製するために、方向付けされた化学的修飾またはラ
ンダムな化学的修飾（例えば、アシル化、アルキル化、エステル化、アミド化など）に供
することができる。可能性のある新しい殺虫剤化合物または治療剤化合物はまた、合理的
薬物設計またはコンピューターモデル化などの方法を使用して創出することができる。
【０１４２】
　上記のスクリーニング方法は、候補化合物を殺虫剤としてのその効力（および安全性）
について評価する多段階スクリーニングプロセスの一部である場合がある。本発明の多段
階スクリーニングプロセスにおいて、候補化合物または化合物ライブラリーは本発明の遺
伝子導入生物におけるスクリーニングに供される。加えて、事前のインビボスクリーニン
グ工程を用いることができ、この場合、化合物は最初に、殺虫性薬剤としてのその可能性
についてのインビトロスクリーニングアッセイに供される。任意の通常のインビトロスク
リーニングアッセイを用いることができ、この場合、様々な好適なインビトロスクリーニ
ングアッセイが当業者には公知である。
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【０１４３】
　本発明によってまた、本発明のスクリーニング方法を行う際に使用されるキットが提供
される。本発明のキットは、本発明の生物、または、そのような生物を作製するための手
段（例えば、本発明のオスの生物およびメスの生物）、必要不可欠な遺伝子（例えば、ト
ランスジーン、トランスポザース遺伝子、ＧＡＬ４など）を有するベクターを含む。ハエ
は適切な容器（例えば、バイアル）で飼育することができる。本発明のキットはまた、動
物のための栄養培養液（例えば、ショウジョウバエの培養液）を含むことができる。殺虫
剤バイオアッセイによるショウジョウバエ集団における抵抗性についてのＰＣＲに基づく
モニターリングの直接的な比較を利用するスクリーニング方法が当業者には利用可能であ
る。Aronstein, K.ら（1993）。
【実施例】
【０１４４】
　ショウジョウバエのニコチン性アセチルコリンα－６サブユニットのクローニング
　ポリＡ＋ｍＲＮＡを、ＦａｓｔＴｒａｃｋ２．０ ｍＲＮＡ単離キット（Ｉｎｖｉｔｒ
ｏｇｅｎ、Ｃａｒｌｓｂａｄ、ＣＡ）を使用して凍結ショウジョウバエの頭から単離した
。ショウジョウバエの頭（０．３２６ｇ）および１５ｍｌの溶解緩衝液をＤｏｕｎｃｅホ
モジナイザーに加え、１０ストロークを使用して、溶解を達成させた。続いて、キットの
説明書に従い、最終的なｍＲＮＡペレットを２５μｌの溶出緩衝液に再懸濁した。Ａ２６
０／Ａ２８０の読み取りを、２００μｌの溶出緩衝液における５μｌのｍＲＮＡを使用し
て行った。ｍＲＮＡ濃度は０．１３９μｇ／μｌであり、総回収量は３．４７５μｇであ
った。第１鎖ｃＤＮＡを、Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ ｃＤＮＡサイクルキット（Ｉｎｖｉｔ
ｒｏｇｅｎ、Ｃａｒｌｓｂａｄ、ＣＡ）を２０μｌの反応液および３．５μｌのｍＲＮＡ
（０．４８６５μｇのｍＲＮＡ）において使用して、かつ、キットの説明書に従って合成
した。ＰＣＲを、下記のように、ＦａｉｌＳａｆｅ ＰＣＲキット（Ｅｐｉｃｅｎｔｒｅ
、Ｍａｄｉｓｏｎ、ＷＩ）を使用して２５μｌの反応液において行った：１μｌのｃＤＮ
Ａ、２．５μｌの、配列番号３および配列番号４を有する各プライマー（１０ｐＭ／μｌ
で）、０．５μｌのＦａｉｌＳａｆｅ酵素、１２．５μｌの２Ｘ ＦａｉｌＳａｆｅ ＰＣ
Ｒミックス（Ａ～Ｌ）、および、５μｌのＨ２Ｏ。反応を下記のようにＰｅｒｋｉｎＥｌ
ｍｅｒ Ｃｅｔｕｓ ＤＮＡサーマルサイクラーにおいて行った：９５℃／３０秒、５５℃
／３０秒および７２℃／２分を３０サイクル。各反応液の５μｌを１パーセントアガロー
ス／ＴＢＥゲルで分析した。プレミックスＡ、ＤおよびＧを使用する反応では、予想され
た１４９７ｂｐの生成物が生じた。各反応液の残る２０μｌを調製用の１パーセントアガ
ロースゲルで泳動し、生じたバンドを切り出し、Ｑｉａｅｘ ＩＩ（Ｑｉａｇｅｎ、Ｖａ
ｌｅｎｃｉａ、ＣＡ）を使用してゲルから精製した。精製されたＰＣＲ生成物を製造者（
Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ、Ｃａｒｌｓｂａｄ、ＣＡ）によって記載されるようにｐＣＲ２．
１－ＴＯＰＯに連結し、ＴＯＰ１０細胞に形質転換した。プラスミドＤＮＡを、Ｗｉｚａ
ｒｄ Ｐｌｕｓ ＳＶミニプレップキット（Ｐｒｏｍｅｇａ、Ｍａｄｉｓｏｎ、ＷＩ）を使
用して、それぞれのＰＣＲ生成物について１８個のクローンから単離した。プラスミドＤ
ＮＡを、３つの制限パターン（９３２ｂｐ＋５６５ｂｐの２つのフラグメント、１４９７
ｂｐの１つだけのバンドまたはわずかにより大きい１つだけのバンド）をもたらすＥｃｏ
ＲＩによる消化によって分析した。数個のクローンを配列決定することにより、エキソン
３およびエキソン８の変化しうるスプライシングから生じるスプライス変化体が明らかに
された（Grausoら、2002）。ＥｃｏＲＩ消化において特定された１つだけの制限フラグメ
ントは、ＲＮＡｉ編集の結果として内部のＥｃｏＲＩ部位が存在しないことの結果である
（Grausoら、2002）。ショウジョウバエの３０Ｄ遺伝子をｐＣＲ２．１－ＴＯＰＯからＢ
ａｍＨＩフラグメントとして取り出し、標準的な分子技術を使用してｐＡｃＰ（＋）ＩＥ
１－３（Ｎｏｖａｇｅｎ、Ｍａｄｉｓｏｎ、ＷＩ）およびｐＧＨ１９（Limanら、1992）
にサブクローン化した。
【０１４５】
　ショウジョウバエのニコチン性アセチルコリンα－５サブユニットのクローニング
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　第１鎖ｃＤＮＡの合成を、Ｓｕｐｅｒｓｃｒｉｐｔ ＩＩ第１鎖合成キット（Ｉｎｖｉ
ｔｒｏｇｅｎ、Ｃａｒｌｓｂａｄ、ＣＡ）と、テンプレートとしてのショウジョウバエの
胚ｍＲＮＡ（Ｃｌｏｎｔｅｃｈ、Ｐａｌｏ Ａｌｔｏ、ＣＡ）とを使用して行った。ＰＣ
Ｒを、下記のサイクル処理条件とともに、配列番号５および配列番号６を有するプライマ
ーと、２Ｘ反応ミックスＡ～Ｆとを用いてＦａｉｌＳａｆｅ ＰＣＲキット（Ｅｐｉｃｎ
ｔｒｅ、Ｍａｄｉｓｏｎ、ＷＩ）を使用して行った：９５℃／３分間の変性、その後、９
５℃／３０秒、５５℃／３０秒、７２℃／２．５分の３０サイクル、その後、７２℃での
最後の１０分間の伸長。予想された２４４０ｂｐの生成物が反応Ａおよび反応Ｄにおいて
増幅された。ＰＣＲ生成物をｐＣＲＢｌｕｎｔＩＩ－ＴＯＰＯに連結し、数個のクローン
を配列決定した。ＮＣＢＩアクセション番号ＡＦ２７２７７８から３つだけの塩基変化を
含有する１つのクローンが特定された。これらのヌクレオチド変化は、６０３位（開始Ｍ
に対して）におけるＩ－Ｖおよび７９５位におけるＩ－Ｍである２つのアミノ酸置換をも
たらしていた（これらはともに保存的アミノ酸置換である）。この遺伝子をｐＣＲＢｌｕ
ｎｔＩＩ－ＴＯＰＯからＸｂａＩフラグメントとして切り出し、標準的な分子技術を使用
してｐＡｃＰ（＋）ＩＥ１－３およびｐＧＨ１９にサブクローン化した。
【０１４６】
　ショウジョウバエのニコチン性アセチルコリンα－７サブユニットのクローニング
　第１鎖ｃＤＮＡを、Ｓｕｐｅｒｓｃｒｉｐｔ ＩＩ第１合成キット（Ｉｎｖｉｔｒｏｇ
ｅｎ、Ｃａｒｌｓｂａｄ、ＣＡ）を使用してショウジョウバエ幼虫のｍＲＮＡ（Ｃｌｏｎ
ｔｅｃｈ、Ｐａｌｏ Ａｌｔｏ、ＣＡ）から合成した。ＰＣＲを、ＴｈｅｒｍａｌＡｃｅ 
ＰＣＲキット（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ、Ｃａｒｌｓｂａｄ、ＣＡ）、配列番号７および配
列番号８を有するプライマー、ならびに、グラジエントブロックを使用する下記のサイク
ル処理条件を使用して行った：９５℃／３分、その後、９５℃／３０秒、４５．５℃、５
３．３℃または６０℃／３０秒、７４℃／２分の３０サイクル、その後、７４℃での１０
分間の伸長。それぞれの反応が、予想された１６３３ｂｐの生成物をもたらした。６０℃
のアニーリング温度の反応から得られた生成物をｐＣＲＢｌｕｎｔＩＩ－ＴＯＰＯに連結
し、正しいサイズの挿入体を含有するクローンを特定し、配列決定した。ＣからＴへの１
塩基変化が特定され、これは、ＡＴＧ開始に対して１３７８位において、早まった停止コ
ドンをもたらしていた。ＱｕｉｃｋＣｈａｎｇｅ ＩＩ部位特異的変異誘発キット（Ｓｔ
ｒａｔａｇｅｎｅ、Ｌａ Ｊｏｌｌａ、ＣＡ）を使用して、そのＴをＣに戻した。最終的
な配列は、アミノ酸３１１においてトレオニンになったリシンと、ＡＪ５５４２１０クロ
ーンでのようなＶＳＧＶＲＧの代わりにＦＰのアミノ酸配列を有するＣ末端とを除いて、
ＮＣＢＩアクセション番号ＡＪ５５４２１０の配列と非常に一致していた。この遺伝子を
ｐＣＲＢｌｕｎｔＩＩ－ＴＯＰＯからＸｂａＩフラグメントとして切り出し、標準的な分
子技術を使用してｐＡｃＰ（＋）ＩＥ１－３およびｐＧＨ１９にサブクローン化した。
【０１４７】
　Ｃ．ｅｌｅｇａｎｓのｒｉｃ－３のクローニング
　Ｃ．ｅｌｅｇａｎｓのｒｉｃ３遺伝子に対応するＰＣＲ生成物をｐＣＲ２．１－ＴＯＰ
Ｏに連結し、正しい（１１３７ｂｐ）挿入体を含有するクローンを特定した。ＰＣＲ増幅
を、ＦａｉｌＳａｆｅ ＰＣＲキットと、ＢａｍＨＩ部位を付加するための配列番号９お
よび配列番号１０を有するプライマーとを使用して行った。得られたＰＣＲ生成物をｐＣ
Ｒ２．１－ＴＯＰＯにクローン化し、正しいサイズの挿入体を含有する数個のクローンを
配列決定した。ＮＣＢＩアクセション番号ＮＭ０６８８９８と同一の配列を有するクロー
ンを特定した。この遺伝子をｐ２．１－ＴＯＰＯからＢａｍＨＩフラグメントとして切り
出し、標準的な分子技術を使用してｐＡｃＰ（＋）ＩＥ１－３およびｐＧＨ１９にサブク
ローン化した。
【０１４８】
　機能的アッセイ
　宿主細胞の調製
　アフリカツメガエル（Ｘｅｎｏｐｕｓ １、Ａｎｎ Ａｒｂｏｒ、ＭＩ．；Ｎａｓｃｏ、
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Ｆｏｒｔ Ａｔｋｉｎｓｏｎ、ＷＩ．）を２ｇ／ｌのトリカインメタンスルホナートの溶
液に浸けることによって麻酔し、卵母細胞をカエルから手術により取り出し、９６ｍＭ 
ＮａＣｌ、２ｍＭ ＫＣｌ、１．８ｍＭ ＣａＣｌ2、１ｍＭ ＭｇＣｌ2、５ｍＭ ＨＥＰＥ
Ｓ、２．５ｍＭピルビン酸Ｎａ、１００ユニット／ｍｌのペニシリンおよび０．１ｍｇ／
ｍｌのストレプトマイシンからなる培養液（ｐＨ７．６）に入れた。卵母細胞を、見かけ
上はＣａ2+を含まないプロテアーゼ処理溶液に分散して、卵母細胞の濾胞除去を行った。
プロテアーゼ処理溶液は、８８ｍＭ ＮａＣｌ、２．５ｍＭ ＫＣｌ、１ｍＭ ＭｇＣｌ2、
５ｍＭ ＨＥＰＥＳ、２．５ｍＭピルビン酸Ｎａ、１００ユニット／ｍｌのペニシリンお
よび０．１ｍｇ／ｍｌのストレプトマイシン（ｐＨ７．６）、および、１．５ｍｇ／ｍｌ
のコラゲナーゼＩＡ（Ｓｉｇｍａ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｏ．、Ｓｔ．Ｌｏｕｉｓ、ＭＯ）
からなった。単離後、卵母細胞を徹底的に洗浄し、上記のＣａ2+含有培養液に戻し、１８
℃で貯蔵した。
【０１４９】
　ツメガエル卵母細胞への注入のためのｃＲＮＡの合成
　ｃＲＮＡの合成を下記のように行った：プラスミドＤＮＡを下記の制限酵素の１つで線
状化した：ＮｏｔＩ、ＸｈｏＩまたはＮｈｅＩ。続いて、線状化ＤＮＡを、Ｔ７ ｍＭｅ
ｓｓａｇｅ ｍＭａｃｈｉｎｅキット（Ａｍｂｉｏｎ、Ａｕｓｔｉｎ、ＴＸ）を製造者の
説明書に従って使用するｃＲＮＡ合成のためのテンプレートとして使用した。
【０１５０】
　核酸分子の導入
　ツメガエルの卵母細胞へのｃＲＮＡを注入するためのマイクロピペットをＤＭＺ－Ｕｎ
ｉｖｅｒｓａｌ Ｐｕｌｌｅｒ（Ｚｅｉｔｚ－Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ、Ｍｕｎｃｈｅｎ
、ドイツ）で引っ張った。注入されるｃＲＮＡを陰圧によりマイクロピペットに引き入れ
た。約１０ｎｇ～５０ｎｇのｃＲＮＡを、Ｎａｎｏｊｅｃｔ ＩＩ卵母細胞インジェクタ
ー（Ｄｒｕｍｍｏｎｄ Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ Ｃｏ．、Ｂｒｏｏｍａｌｌ、ＰＡ）を使用
して陽圧を加えることによって卵母細胞に注入した。核酸を下記のように卵母細胞に導入
した：（１）ニコチン性アセチルコリン受容体α－６サブユニット（３０Ｄ）；（２）ニ
コチン性α－５受容体サブユニット（３４Ｅ）；（３）ニコチン性アセチルコリン受容体
α－６サブユニットおよびＣ．ｅｌｅｇａｎｓ ｒｉｃ－３（３０Ｄおよびｒｉｃ－３）
；（４）ニコチン性α－５受容体サブユニットおよびＣ．ｅｌｅｇａｎｓ ｒｉｃ－３（
３４Ｅおよびｒｉｃ－３）；（５）ニコチン性アセチルコリン受容体α－６サブユニット
およびニコチン性α－５受容体サブユニット（３０Ｄおよび３４Ｅ）；および（６）ニコ
チン性アセチルコリン受容体α－６サブユニット、ニコチン性α－５受容体サブユニット
およびＣ．ｅｌｅｇａｎｓ ｒｉｃ－３（３０Ｄ、３４Ｅおよびｒｉｃ－３）。
【０１５１】
　電位固定分析
　電位固定記録のためのコントロール外部溶液は、８８ｍＭ ＮａＣｌ、１ｍＭ ＫＣｌ、
０．４１ｍＭ ＣａＣｌ2、２．４ｍＭ ＮａＨＣＯ3、０．３ｍＭ Ｃａ（ＮＯ3）2、０．
８２ｍＭ ＭｇＳＯ4・７Ｈ2Ｏおよび１５ｍＭ ＨＥＰＥＳからなった（ｐＨ７．６）。記
録用チャンバーは、重力により供給される灌流システムにより連続的に灌流された。ニコ
チン（１ｍＭ）を外部溶液に加え、その後、３０秒間にわたって灌流液に加えた。その後
、ニコチンを、少なくとも１０分間、外部溶液から洗い流した。その後、スピノシンＡを
ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）に溶解し、その後、外部溶液に１０μＭの最終濃度で
溶解し、その後、灌流液に６０秒間にわたって加えた。その後、スピノシンＡを外部溶液
から洗い流した。ＤＭＳＯの最終濃度は０．１パーセント（ｖ／ｖ）を一度も超えなかっ
た。
【０１５２】
　電位固定記録を注入後１日～５日で行った。一部の記録を、ＯＣ－７２５Ｃ Ｏｏｃｙ
ｔｅ Ｃｌａｍｐ（Ｗａｒｎｅｒ Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ、Ｈａｍｄｅｎ、ＣＴ）を使用
して手作業により行い、その一方で、ほとんどが、Ｒｏｂｏｏｃｙｔｅ Ａｕｔｏｍａｔ



(41) JP 5744372 B2 2015.7.8

10

20

30

40

50

ｅｄ Ｏｏｃｙｔｅ Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ（Ｍｕｌｔｉｃｈａｎｎｅｌ Ｓｙ
ｓｔｅｍｓ、Ｒｅｕｔｌｉｎｇｅｎ、ドイツ）を使用して行われた。手動記録については
、１ＭΩ～５ＭΩの最終抵抗を有する記録用微小電極をＤＭＺ－Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｐ
ｕｌｌｅｒ（Ｚｅｉｔｚ－Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ、Ｍｕｎｃｈｅｎ、ドイツ）により製
造し、３ｍＭ ＫＣｌで満たした。標準的な２電極電位固定技術を使用して、ニコチンま
たはスピノシンＡの適用に対する応答での電流を記録した。卵母細胞を－６０ｍＶに電位
固定し、ニコチンまたはスピノシンＡの適用により誘導される電流をピーク振幅で測定し
た。データを上記の増幅器により増幅し、ＡｃｑＫｎｏｗｌｅｄｇｅハードウエア／ソフ
トウエア（ＢＩＯＰＡＣ Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｉｎｃ．、Ｓａｎｔａ Ｂａｒｂａｒａ、ＣＡ
）またはＲｏｂｏｏｃｙｔｅ Ａｕｔｏｍａｔｅｄ Ｏｏｃｙｔｅ Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ Ｓ
ｙｓｔｅｍ（ソフトウエア（Ｍｕｌｔｉｃｈａｎｎｅｌ Ｓｙｓｔｅｍｓ、Ｒｅｕｔｌｉ
ｎｇｅｎ、ドイツ）のいずれかを使用してコンピューターに記録した。
【０１５３】
　結果および考察
　結果を下記の表１に示す。
【表１】

「－」は、無視できるほどの電流が誘導されたことを示す。
「＋」は小さい振幅の電流を示す。
「＋＋」は中程度の振幅の電流を示す。
「＋＋＋＋」は大きな振幅の電流を示す。
【０１５４】
　「無視できる」、「小さい」、「中程度」および「大きい」の記述子は、この場合に示
されるデータセットにおける相対的な用語である。
【０１５５】
　上記の表１から理解され得るように、３０Ｄ（染色体２Ｌにおいて３０Ｄに位置するニ
コチン性アセチルコリン受容体α－６サブユニット）のｃＲＮＡが単独で注入された卵母
細胞はニコチン応答またはスピノシンＡ応答のいずれも示さなかった。３４Ｅ（染色体２
Ｌにおいて３４Ｅに位置するニコチン性アセチルコリン受容体α－５サブユニット）のｃ
ＲＮＡが単独で注入されたか、または、３４Ｅおよびｒｉｃ－３の両方のｃＲＮＡが注入
された卵母細胞は、小さい振幅のニコチン応答を示したが、スピノシンＡ応答は無視でき
るほどであった。３０Ｄおよびｒｉｃ－３のｃＲＮＡが注入された卵母細胞は、ニコチン
またはスピノシンＡのどちらに対しても小さい振幅の応答を示した。このことは、ニコチ
ン性アセチルコリン受容体α－６サブユニットをパートナータンパク質（すなわち、アク
セサリータンパク質）と一緒に発現させることにより、α－６受容体に影響を及ぼす能力
を有する化学的薬剤が検出可能であることを明白に示している。３４Ｅおよび３０Ｄのｃ
ＲＮＡが注入された卵母細胞は、ニコチンまたはスピノシンＡのどちらに対しても中程度
の振幅の応答を示した。このことはさらに、ニコチン性アセチルコリン受容体α－６サブ
ユニットをパートナータンパク質（すなわち、イオンチャネルサブユニット）と一緒に発
現させることにより、α－６受容体に影響を及ぼす能力を有する化学的薬剤が検出可能で
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あることを明白に示している。３４Ｅ、３０Ｄおよびｒｉｃ－３のｃＲＮＡが注入された
卵母細胞は、ニコチンまたはスピノシンＡのどちらに対しても大きい振幅の応答を示した
。このことはさらに、ニコチン性アセチルコリン受容体α－６サブユニットを多数のパー
トナータンパク質と一緒に発現させることにより、α－６受容体に影響を及ぼす能力を有
する化学的薬剤が検出可能であることを明白に示している。
【０１５６】
　結合アッセイ
　昆虫細胞におけるニコチン性アセチルコリン受容体サブユニットの発現
　バキュロウイルス媒介の発現のために、染色体２Ｌにおいて３０Ｄに位置するニコチン
性アセチルコリン受容体α－６サブユニットに対する遺伝子を、標準的な分子クローニン
グ技術を使用してバキュロウイルス転移ベクターｐＡｃＰ（＋）ＩＥ１－３（Ｎｏｖａｇ
ｅｎ、Ｍａｄｉｓｏｎ、ＷＩ）にクローン化した。組換えウイルスを作製するために、Ｓ
ｆ９細胞を２ｍｌのＳｆ９００ＩＩ ＳＦＭ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ、Ｃａｒｌｓｂａｄ
、ＣＡ）において６ウエル培養プレートに８ｘ１０5細胞／ウエルで播種し、２７℃で１
時間にわたって接着させた。１２ｘ７５ｍｍのポリスチレンチューブにおいて、ＤＮＡ／
脂質混合物を、８６μｌの滅菌水、５μｌの、０．１μｇ／μｌでの転移ベクター、５μ
ｌのＢａｃＰＡＫ６ Ｂｓｕ３６Ｉ線状ＤＮＡ（Ｃｌｏｎｔｅｃｈ、Ｐａｌｏ Ａｌｔｏ、
ＣＡ）、および、４μｌのＢａｃｆｅｃｔｉｎ（Ｃｌｏｎｔｅｃｈ、Ｐａｌｏ Ａｌｔｏ
、ＣＡ）を一緒にすることによって調製し、この混合物を室温で１５分間インキュベーシ
ョンした。ＤＮＡ／脂質混合物をインキュベーションしている間に、培地を接着細胞から
除き、１．５ｍｌの新鮮な培地で置き換えた。その後、ＤＮＡ／脂質混合物を、穏やかに
ゆすりながら滴下様式で細胞に加え、細胞混合物を２７℃で５時間インキュベーションし
た。その後、さらに１．５ｍｌのＳｆ９００ＩＩ ＳＦＭを加え、細胞混合物をさらに４
日間～５日間２７℃でインキュベーションした。細胞混合物を卓上遠心分離機において１
０００ｒｐｍで５分間遠心分離して、細胞破片を除いた。組換えウイルスを含有する上清
（トランスフェクション培地）を清浄なチューブに移し、４℃で貯蔵した。
【０１５７】
　組換えウイルスを増幅するために、１ｘ１０6細胞／ｍｌの密度でのＳｆ９細胞の５０
ｍｌを１２５ｍｌの使い捨て三角フラスコに加えた。その後、１ｍｌのトランスフェクシ
ョン培地を細胞に加え、混合物を２７℃および１４０ｒｐｍで４８時間インキュベーショ
ンした。４８時間後、トランスフェクション混合物を卓上遠心分離機において１０００ｒ
ｐｍで５分間遠心分離した。上清を清浄なフラスコに移し、Ｐ1ウイルスストックと称し
た。ニコチン性アセチルコリン受容体サブユニットの発現のために、５０ｍｌのＳｆ９細
胞を２ｘ１０6細胞／ｍｌの密度で１２５ｍｌの三角フラスコに播種した。１ｍｌのＰ1ウ
イルスストックを細胞に加え、フラスコを２７℃において１４０ｒｐｍで２４時間インキ
ュベーションした。１００μｌのサンプルを、ニコチン性アセチルコリン受容体サブユニ
ットの発現を確認するためのウエスタンブロット分析のためにフラスコから取り出し、残
りの培養物を結合アッセイにおいて使用した。
【０１５８】
　Ｄ．Ｍｅｌ－２細胞における発現のための３０Ｄ ｎＡＣｈＲα６のクローニング
　以前にクローン化されたショウジョウバエｎＡＣｈＲα－６遺伝子を、ＳｐｅＩ部位を
５’末端および３’末端において付加するためのプライマー（配列番号１２および配列番
号１３）を使用してＰＣＲ増幅した。配列番号１２のプライマーは、Ｄ．Ｍｅｌ－２細胞
における発現を高めるためにＫｏｚａｋ翻訳開始配列を５’末端に付加した。得られた生
成物をｐＣＲ２．１－ＴＯＰＯ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ、Ｃａｒｌｓｂａｄ、ＣＡ）に連
結し、配列決定した。配列は、プライマーにより導入された変化を除いて、ｎＡＣｈＲ 
３０Ｄについて以前に決定された通りであった。この遺伝子をＳｐｅＩによりｐＣＲ２．
１－ＴＯＰＯベクターから切り出し、ＳｐｅＩにより線状化され、エビのアルカリホスフ
ァターゼにより処理されたｐＭＴ／Ｖ５－ＨｉｓＡおよびｐＩＢ／Ｖ５－ＨｉｓＡの両方
に連結した。それぞれについて正しいクローンを制限消化および配列決定によって特定し
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、確認した。プラスミドを、Ｑｉａｇｅｎ ＥｎｄｏＦｒｅｅ Ｍａｘｉキット（Ｑｉａｇ
ｅｎ、Ｖａｌｅｎｃｉａ、ＣＡ）を使用して拡大した。
【０１５９】
　Ｄ．Ｍｅｌ－２細胞における発現のためのＣ．ｅｌｅｇａｎｓ ｒｉｃ３のクローニン
グ
　以前にクローン化されたＣ．ｅｌｅｇａｎｓ ｒｉｃ３遺伝子を、Ｋｏｚａｋ翻訳開始
シグナルを付加するためのプライマー（配列番号１４および配列番号１０）を使用してＰ
ＣＲ増幅した。得られたＰＣＲ生成物をｐＣＲ２．１－ＴＯＰＯに連結し、配列決定した
。配列は、導入されたＫｏｚａｋ配列を除いて、以前に記載された通りであった。この遺
伝子をＢａｍＨＩフラグメントとして単離し、ＢａｍＨＩにより切断され、エビのアルカ
リホスファターゼにより処理されたｐＩＢ／Ｖ５－ＨｉｓＡおよびｐＭＴ／Ｖ５－Ｈｉｓ
Ａに連結した。正しいクローンを制限消化および配列決定によって特定し、確認した。プ
ラスミドを、Ｑｉａｇｅｎ ＥｎｄｏＦｒｅｅ Ｍａｘｉキットを使用して拡大した。
【０１６０】
　Ｄ．Ｍｅｌ－２細胞におけるショウジョウバエｎＡＣｈＲα６の一過性発現
　Ｄ．Ｍｅｌ－２細胞を、抗生物質／抗菌剤を含有するショウジョウバエＳＦＭにおいて
７５ｃｍ2のフラスコに１．９ｘ１０7細胞／フラスコで播種し、２７℃で一晩インキュベ
ーションした。トランスフェクションミックスを、１６３０μｌの滅菌水、４０μｇのｐ
ＩＢ／Ｖ５－ＨｉｓＡ／ｒｉｃ３、４０μｇのｐＩＢ／Ｖ５－ＨｉｓＡ／３０Ｄおよび２
５０μｌのＣｅｌｌＦｅｃｔｉｎを混合することによって１２ｘ７５ｍｍのポリスチレン
チューブにおいて調製した。これらの試薬を穏やかに混合し、室温で１５分間インキュベ
ーションした。トランスフェクションミックスをインキュベーションしている間に、細胞
を、抗生物質を含まない１０ｍｌの新鮮なショウジョウバエＳＦＭにより洗浄し、その後
、この培地を細胞から除き、抗生物質を含まない６ｍｌの新鮮なショウジョウバエＳＦＭ
と取り替えた。トランスフェクションミックスに、抗生物質を含まない４ｍｌのショウジ
ョウバエＳＦＭを加え、その後、これをフラスコに移した。これらの試薬をピペッティン
グによって穏やかに混合し、その後、２７℃で一晩インキュベーションした。
【０１６１】
　Ｄ．Ｍｅｌ－２細胞におけるショウジョウバエｎＡＣｈＲα６の安定的発現
　Ｄ．Ｍｅｌ－２細胞をＩｎｖｉｔｒｏｇｅｎ（Ｃａｒｌｓｂａｄ、ＣＡ）から購入し、
５０ｍｌの体積を使用して使い捨ての１２５ｍｌ振とうフラスコで成長させた。細胞を、
５ｍｌ／Ｌの抗生物質－抗菌剤（１００Ｘ）（Ｇｉｂｃｏ、Ｃａｒｌｓｂａｄ、ＣＡ）を
含有するショウジョウバエＳＦＭにおいて１週間に２回、３ｘ１０5細胞／ｍｌに継代培
養した。Ｄ．Ｍｅｌ－２細胞を５ｘ１０5細胞／ｍｌの細胞密度で１２ウエルプレートに
播種し、２７℃で一晩インキュベーションした。１２ｘ７５ｍｍのポリスチレンチューブ
において、６μｇのｐＩＢ／Ｖ５－ＨｉｓＡ／ｒｉｃ３、８２μｌの滅菌Ｈ2Ｏ、および
、１２μｌのＣｅｌｌＦｅｃｔｉｎ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ、Ｃａｒｌｓｂａｄ、ＣＡ）
を加えた。サンプルを穏やかに混合し、室温で１５分間インキュベーションした。トラン
スフェクションミックスをインキュベーションしている間に、１つの細胞ウエルからの培
地を取り出し、抗生物質を含まない１ｍｌの新鮮な培地と取り替えた。１５分後、培地を
細胞から除いた。このトランスフェクションミックスに０．５ｍｌの培地（抗生物質なし
）を加えた。その後、この溶液を細胞に加えた。混合物を２７℃で４８時間インキュベー
ションした。４８時間後、細胞を、細胞スクレーパーを使用してプレートから掻き取り、
６ウエルプレートの４つのウエル（それぞれが、抗生物質を伴う２ｍｌのショウジョウバ
エＳＦＭを含有する）に分けた。細胞を２７℃で１時間にわたって接着させた；培地を除
き、２５μｇ／ｍｌのブラスチシジンＳ（Ｉｎｖｉｔｒｏｇｅｎ、Ｃａｒｌｓｂａｄ、Ｃ
Ａ）を含有する２ｍｌの新鮮な培地と取り替えた。細胞を２７℃で５日間インキュベーシ
ョンした。５日後、細胞をウエルからゆるく掻き取り、１つのチューブにまとめた。細胞
を卓上遠心分離機において６００ｒｐｍで遠心分離した；培地を除き、細胞を、２５μｇ
／ｍｌのブラスチシジンＳを含有する新鮮なショウジョウバエＳＦＭにおける５０ｍｌの
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振とう培養液に再懸濁した。細胞を２７℃／１４０ｒｐｍでインキュベーションした。細
胞を３ｘ１０5細胞／ｍｌの細胞密度に１週間に２回、継代培養した。４週間後、選抜を
１０μｇ／ｍｌのブラスチシジンＳに低下した。選抜下での３ヶ月の成長の後、１２ウエ
ルプレートに５ｘ１０5細胞／ウエルで播種し、細胞を２７℃で一晩インキュベーション
した。下記の試薬を３つの１２ｘ７５ｍｍのポリスチレンチューブのそれぞれに加えた：
２μｇのｐＭＴ／Ｖ５－ＨｉｓＡ／３０Ｄ、０．１５μｇのｐＣｏＨｙｇｒｏ（Ｉｎｖｉ
ｔｒｏｇｅｎ、Ｃａｒｌｓｂａｄ、ＣＡ）（発現プラスミド：選抜プラスミドの４０：１
の比率）、８９μの滅菌Ｈ2Ｏ、および、１２μｌのＣｅｌｌＦｅｃｔｉｎ。サンプルを
穏やかに混合し、室温で１５分間インキュベーションし、その後、上記で記載されたよう
にトランスフェクションした。２４時間後、トランスフェクションミックスを含有する培
地を除き、抗生物質を含有する１ｍｌの新鮮な培地と取り替えた。インキュベーションを
２７℃でさらに２４時間続けた。細胞を１２ウエルプレート（３つのウエル）からゆるく
掻き取り、２つの６ウエルプレートに分けた。細胞を６時間にわたって接着させ、その時
点で、培地を、２００μｇ／ｍｌ、１５０μｇ／ｍｌ、１００μｇ／ｍｌまたは５０μｇ
／ｍｌのヒグロマイシンＢを含有する２ｍｌ／ウエルの新鮮な培地と取り替えた。インキ
ュベーションを２７℃で続けた：４日～５日毎に、培地を、ヒグロマイシンを含有する培
地と４日～５日毎に取り替えた。プレートにおける２週間の選抜の後、２００μｇ／ｍｌ
の選抜からの細胞をゆるく掻き取り、その後、穏やかにペレット化し、２００μｇ／ｍｌ
のヒグロマイシンＢを含有する２５ｍｌの新鮮な培地に再懸濁し、その後、１２５ｍｌの
振とうフラスコに入れた。インキュベーションを２７℃／１４０ｒｐｍで続け、細胞は、
選抜下で細胞が拡大し続けることが許された。３０Ｄ ｎＡＣｈＲの発現を誘導するため
に、細胞を卓上遠心分離機において６３０ｒｐｍで５分間遠心分離した。細胞を、ヒグロ
マイシンＢを含まない新鮮な培地に２ｘ１０6細胞／ｍｌで再懸濁し、硫酸銅を６００μ
Ｍの最終濃度で加えた。細胞を２７℃／１４０ｒｐｍで２４時間インキュベーションした
。
【０１６２】
　形質転換細胞の調製
　結合アッセイのために、昆虫細胞およびｃＲＮＡ注入のツメガエル卵母細胞を下記のよ
うに調製した：昆虫細胞を室温での遠心分離機で穏やかに遠心分離した。上清をデカンテ
ーションにより除き、ペレットを、２００ｍＭスクロース、１０ｍＭリン酸緩衝液、１ｍ
Ｍ ＥＤＴＡ、１ｍＭ ＰＭＳＦをｐＨ７．２～７．４で含有する冷たい貯蔵緩衝液におい
て２回洗浄した。最終ペレットを冷たい貯蔵緩衝液で希釈し、小分けした。これらの細胞
アリコートを結合アッセイでの使用のために－８０℃で貯蔵した。
【０１６３】
　ツメガエルの卵母細胞は電気生理学的アッセイについて以前に記載されたように注入さ
れ、結合アッセイのために無傷のままで使用された。
【０１６４】
　放射性リガンド排除結合アッセイ
　２つの主要な放射性リガンドを結合アッセイで使用した：従来のα７放射性リガンドで
ある［3Ｈ］メチルリカコニチン（ＭＬＡ）、および［3Ｈ］ジヒドロスピノシンＡ（ＤＨ
ＳＡ）。両方の放射性リガンドについて、使用された結合緩衝液は１０ｍＭリン酸ナトリ
ウム（７．２～７．４）からなった。Ｄ．Ｍｅｌ－２細胞懸濁物を使用するすべての実験
が、５０μｌの細胞懸濁物を用いて行われた。ツメガエル卵母細胞の結合アッセイのため
に、卵母細胞をプールし（２個～５個の卵母細胞）、１ｍｌの結合緩衝液に移した。この
後、結合緩衝液を穏やかに吸引し、新鮮な結合緩衝液と２回取り替えて、何らかの残留す
る卵母細胞水浴媒体を洗い流した。卵母細胞のそれぞれのプールに加えられた緩衝液の最
終体積は５０μｌ～１００μｌであった。標識されていないニコチンおよびスピノシンＡ
を４０ｍＭの濃度で１００パーセントのＤＭＳＯおよび１００パーセントのエタノールに
おいてそれぞれ配合し、（必要ならば）室温で超音波処理した。その後の希釈物を結合緩
衝液において作製した。溶媒の最終濃度はそれぞれのウエルにおいて０．１パーセント未
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満で維持された。２５μｌの標識されていない競合化合物を細胞懸濁物または卵母細胞に
加えた。細胞または細胞抽出を、１０℃（［3Ｈ］ＤＨＳＡについて）で、また、［3Ｈ］
ＭＬＡについては室温で化合物と１５分間～３０分間プレインキュベーションした。サン
プルを、プレート振とう機を使用して穏やかに振とうした。この混合物に２５μｌの１ｎ
Ｍ～１０ｎＭの［3Ｈ］ＭＬＡまたは［3Ｈ］ＤＨＳＡを１００ｕｌの総体積の結合緩衝液
において加えた。プレート振とう機を使用して３０分間～９０分間穏やかに振とうしなが
ら、反応を９６ウエルの浅いウエルのマイクロタイタープレートにおいて三連で行い、１
０℃（［3Ｈ］ＤＨＳＡについて）で、また、［3Ｈ］ＭＬＡについては室温でインキュベ
ーションした。細胞抽出物については、結合放射能および遊離放射能の分画物を、Ｔｏｍ
Ｔｅｃ（ＣＴ）９６ウエルセルハーベスターを使用してＧＦ／Ｃガラス繊維フィルターマ
ットでの穏やかな真空によって分離した。［3Ｈ］ＤＨＳＡを利用するそのようなアッセ
イについては、フィルターマットを、非特異的な結合を減らすために、０．５パーセント
のＰＥＩ（ｗ／ｖ；脱イオン水に希釈）に１時間～２時間、事前に浸けた。しかしながら
、［3Ｈ］ＭＬＡアッセイの場合には、フィルターマットを、２ｍｇ／ｍｌのＢＳＡを含
有する１０ｍＭリン酸ナトリウム緩衝液（ｐＨ７．２～７．４）で短時間、前処理した。
それぞれのサンプルを、氷冷した結合緩衝液で３回、素早く洗浄した。フィルターマット
を６０℃でオーブンにおいて乾燥し、サンプルからの放射能を、Ｍｅｌｔｉｌｅｘ固体シ
ンチラント（ＰｅｒｋｉｎＥｌｍｅｒ、フィンランド）を使用してＷａｌｌａｃ Ｍｉｃ
ｒｏＢｅｔａ Ｃｏｕｎｔｅｒ（Ｗａｌｌａｃ、ＣＴ）により３分間にわたって計数した
。
【０１６５】
　全卵母細胞結合の場合、反応を、氷冷した結合緩衝液の添加によって停止させ、その後
、２回の吸引工程を間での結合緩衝液による洗浄とともに行った。卵母細胞を、７ｍｌの
シンチレーションカクテル（UltimaGold MV、Packard Biosciences、CT）を含有するシン
チレーションバイアルに移し、ボルテックスし、その後、液体シンチレーションカウンタ
ー（Ｔｒｉ－ｃａｒｂ ２９００ＴＲ、Ｐａｃｋａｒｄ Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ、ＣＴ）
で３分間にわたって計数した。
【０１６６】
　結果および考察
　表２．Ｄｍα６による注入後３日での無傷のツメガエル卵母細胞における［3Ｈ］ＭＬ
Ａ結合
【表２】

　表２に示される結果は、ニコチンの存在下で観測される［3Ｈ］ＭＬＡの著しい排除（
７２パーセント）に起因するＤα６－ニコチン性受容体のニコチン様性質を明らかにして
いる。これらの卵母細胞データは卵母細胞の機能的データ（すなわち、電流の誘導）と相
関しており、ツメガエルの卵母細胞で発現させたＤα６－ニコチン性受容体におけるスピ
ノシンの影響についての証拠を提供している。加えて、これらのデータは、ツメガエルの
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卵母細胞で発現させたＤα６－ニコチン性受容体における［3Ｈ］ＭＬＡの結合とのスピ
ノシンＡの相互作用を初めて明らかにしている。加えて、Ｓｆ９昆虫細胞およびＳ２昆虫
細胞で一過性に発現させたＤα６－ニコチン性受容体における［3Ｈ］ＭＬＡの用量依存
的な排除が観測されており、このことは、そのようなアッセイが、α６－ニコチン性受容
体と相互作用する新規な化学物質を特定するためのハイスループットスクリーニングのた
めに使用され得ることを示唆している。
【０１６７】
　下記の図３に示されるように、Ｄα６およびＣ．ｅｌｅｇａｎｓのｒｉｃ３を発現する
Ｄ．Ｍｅｌ－２細胞における［3Ｈ］ＤＨＳＡ結合は、［3Ｈ］ＭＬＡに関して認められる
全体的な結合よりも大きく改善される。
【表３】

【０１６８】
　加えて、［3Ｈ］ＤＨＳＡを使用して観測されるＤ．Ｍｅｌ－２細胞での薬理学は、ム
スカリン様薬剤（例えば、ムスカリンおよびアトロピンなど）によるのではなく、ニコチ
ンによる排除によって明らかにされるように、事実上、ニコチン様である。従来のニコチ
ン様アンタゴニスト（例えば、ＭＬＡおよびα－ブンガロトキシンなど）による［3Ｈ］
ＤＨＳＡ結合の排除がより高濃度で明らかにされ得るが、この受容体複合体に対するこれ
らのリガンドの全体的な親和性は比較的不良である。他のニコチン様リガンド（例えば、
イミダクロプリド、エピバチジン、チアメトキサム、カルバミルコリンおよびロベリンな
ど）は［3Ｈ］ＤＨＳＡ結合を著しく排除しなかった。この結合のさらなる特徴づけを、
多数の公知のスピノシンアナログの影響をこの［3Ｈ］ＤＨＳＡ結合アッセイで評価する
ことによって行った。著しい排除が糖（ラムノースまたはフロセミド）に関しては観測さ
れなかった。また、スピノシンＡのシュードアグリコン（pseudoagylcone）による著しい
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排除が認められなかった。スピノシンＡ、ジヒドロスピノシンＡ、および、スピノシンＡ
の多数の生物学的に活性な誘導体が、［3Ｈ］ＤＨＳＡ結合の著しい排除を引き起こすこ
とが示された。これらのデータは、この［3Ｈ］ＤＨＳＡ結合アッセイにより、スピノシ
ンＡの結合部位とのリガンドの相互作用が予測され、従って、この［3Ｈ］ＤＨＳＡ結合
アッセイは、構造活性相関を明らかにするために使用することができるという結論をさら
に支持している。さらに、これらのデータは、このアッセイ／受容体組合せが、スピノシ
ン標的部位と相互作用する新規な薬剤の発見において有用であり得ることを示唆している
。
【０１６９】
　ショウジョウバエ３０Ｄ特異的（ニコチン性アセチルコリン受容体α－６サブユニット
）ポリクローナル抗体の作製
　Ｖｅｃｔｏｒ ＮＴｉプログラムのアラインメント特徴を使用して、すべての発表され
た昆虫のニコチン性アセチルコリン受容体サブユニット配列をアラインメントした。３０
Ｄに特有である３０Ｄコード領域のアミノ酸３６７～３８０に対応する１５アミノ酸のペ
プチドが特定された。配列番号１１のペプチド配列を、ペプチド特異的なポリクローナル
抗体の作製のためにＺｙｍｅｄ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ Ｉｎｃ．（Ｓａｎ Ｆｒａｎ
ｃｉｓｃｏ、ＣＡ）に付託した。宿主細胞におけるニコチン性α－６受容体サブユニット
の発現を、この３０Ｄ特異的抗体をウエスタンブロットにおける一次抗体として使用して
確認した。この３０Ｄ特異的抗体は、ニコチン性α－５受容体サブユニットまたはニワト
リのα－７受容体サブユニットを発現する宿主細胞から単離されたタンパク質とは反応し
なかった。
【０１７０】
　本発明の生物
　スピノシンＡ抵抗性のキイロショウジョウバエを２つの方法によって選抜した。１つの
方法では、遺伝子型ｃｎ ｂｗ ｄｐのホモ接合性のオスのハエを集め、メスの非存在下で
２日～５日放置した。オスを２時間～３時間絶食させ、その後、１パーセントのスクロー
ス（ｗ／ｖ）における変異原エチルメタンスルホナート（ＥＭＳ）の４０ｍＭ～５０ｍＭ
の溶液を約１６時間与えた。ＥＭＳ処理の後も生存し続けたオスを、ホモ接合状態におい
てスピノシンＡに対する抵抗性を付与するニコチン性アセチルコリンα－６受容体サブユ
ニットのヌル対立遺伝子についてホモ接合性であるメスと、または、遺伝子型ＣｙＯ／Ｉ
ｎＧｌａ（ＣｙＯはスピノシンＡに対する抵抗性を付与する）のメスとのいずれかとかけ
合わせた。このかけ合わせから得られた卵を成虫に発達させた。２日間～５日間放置した
後、成虫を、給餌、および、標準的なキイロショウジョウバエ給餌用媒体が、５パーセン
トのスクロースにおける１００ｐｐｍのスピノシンＡの溶液が含浸されたろ紙で覆われて
いるバイアルにハエを置くことによる接触の両方によってスピノシンＡにさらした。個々
のハエを、ハエが化合物に対する３６時間～９６時間の暴露の後でスピノシンＡの毒性症
状をほとんど示さなかったか、または、全く示さなかったならば、スピノシンＡに対して
抵抗性であるとしてスコア化した。推定されるスピノシンＡ抵抗性成虫を、第２染色体を
同質遺伝子化するためにＣｙＯ／ＩｎＧｌａ遺伝子型のハエと個々に交雑させた。これら
の交雑から得られる第２染色体についてホモ接合性の子孫をスピノシンＡ抵抗性について
再び選抜した。
【０１７１】
　第２の方法では、スピノシンＡ抵抗性を付与するヌル対立遺伝子についてホモ接合性で
あり、かつ、ｈｓ－ｈｉｄ（heat-shock-head involution defective）トランスジーンを
Ｙ染色体に有するキイロショウジョウバエのオスを、スピノシンＡ抵抗性を付与するヌル
対立遺伝子についてホモ接合性であるメスとかけ合わせた。このかけ合わせから得られた
卵を集め、発達させた。５日後～６日後、発達中の幼虫を３７℃で２時間置いた。この熱
ショック処理により、ｈｉｄ遺伝子産物の異所性および致死性の発現がもたらされる。ｈ
ｓ－ｈｉｄ構築物はＹ染色体で運ばれるので、この熱ショック処理の致死的影響はオスの
幼虫に限定される。従って、メスの幼虫のみが成虫に発達する。この様式で集められた約
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１３，０００匹の未交尾のメスの成虫ハエを、以前に記載されたようにＥＭＳにより変異
処理されている４，０００匹を超えるｃｎ ｂｗ ｄｐホモ接合性のオスとかけ合わせた。
抵抗性の幼虫を、かけ合わせから得られた卵を集め、卵を、０．１ｐｐｍのスピノシンＡ
を含有する培地にばらまくことによって選抜した。発達中の幼虫を３日後にスピノシンＡ
に対する抵抗性についてスコア化した。抵抗性であるとしてスコア化された幼虫を、新鮮
な培地を含有するバイアルに移し、スピノシンＡの非存在下での発達を継続させた。出現
する成虫を、第２染色体を同質遺伝子化するために遺伝子型ＣｙＯ／ＩｎＧｌａのハエと
交雑させした。この交雑から得られる第２染色体についてホモ接合性の子孫をスピノシン
Ａ抵抗性について再び選抜した。
【０１７２】
　スピノシンＡに対する抵抗性を付与したキイロショウジョウバエのニコチン性アセチル
コリンα－６受容体サブユニットをコードする約１０個の変異対立遺伝子を、記載された
２つの方法によって単離した。これらの対立遺伝子の分析により、いくつかの異なるタイ
プの変異が明らかにされた。これらには、早まった停止コドンを遺伝子配列に導入した変
異、遺伝子配列によってコードされるポリペプチドにおける一アミノ酸の置換をもたらす
変異、および、ｍＲＮＡスプライシングに影響を及ぼした変異が含まれる。スピノシンＡ
に対する抵抗性をもたらした導入されている早まった停止コドンの一例が、グルタミン２
６に対するＣＡＡコドンが停止コドンＴＡＡに変化した、ＮＣＢＩアクセション番号ＮＭ
２０５９５３を有するニコチン性アセチルコリン受容体α－６サブユニットにおける変異
である。スピノシンＡに対する抵抗性をもたらすアミノ酸置換の一例が、システイン１６
８に対するＴＧＣコドンがセリンのＴＣＣコドンに変化した、ＮＣＢＩアクセション番号
ＮＭ２０５９５３を有するニコチン性アセチルコリン受容体α－６サブユニットにおける
変異である。スピノシンＡに対する抵抗性をもたらすｍＲＮＡスプライス部位変異の一例
が、イントロン４の端部におけるスプライスアクセプター部位がＴＡＧＣＧＣからＴＡＡ
ＣＧＣに変異している、ＮＣＢＩアクセション番号ＮＭ２０５９５３を有するニコチン性
アセチルコリン受容体α－６サブユニットにおける変異である。
【０１７３】
　変異型ハエを使用する２１－ブテニル－スピノシンのスクリーニング
　Ｏｒｅｇｏｎ野生型系統の１０匹の成体キイロショウジョウバエ（５匹のオスおよび５
匹のメス）と、スピノシン抵抗性系統の１０匹の成体ハエとを１回の処理につき使用した
。２組（これらは１０匹からなる）を１回の処理につき準備した。スピノシンＡおよび２
１－ブテニル－スピノシンアナログのストック液を２：１のアセトン：水において１００
０ｐｐｍで配合し、その後、要求される濃度に１０パーセントのスクロースにおいて希釈
した。バイアルには、綿ガーゼ（約１／４インチ）を介して５００ｕｌの処理液（または
コントロール用の溶媒）を入れ、ハエをそれぞれのバイアルに加え、綿栓により栓をした
。ハエを、１２：１２の明暗サイクルとともに室温で維持しながら、処理後７２時間モニ
ターした。
【０１７４】
　結果
　すべてのハエを処理後７２時間で死亡について観測した。１００ｐｐｍのスピノシンＡ
または２１－ブテニル－スピノシンでは、すべての野生型ハエが死亡を示した。同じ濃度
において、著しい死亡率がスピノシン抵抗性ハエでは観測されなかった。用量応答データ
（すなわち、ＬＤ50）は、スピノシンＡ抵抗性ハエは、野生型ハエと比較したとき、スピ
ノシンＡに対する抵抗性が少なくとも１００倍大きかったことを示唆していた。加えて、
スピノシンＡ抵抗性ハエは、２１－ブテニル－スピノシン系化合物によって表される新し
いクラスのスピノシン系化合物に対して（ＬＤ50に基づいて）１００倍をこえる抵抗性で
あった。これらのデータは、スピノシンＡ α－６ニコチン性受容体サブユニットと相互
作用する新規な化合物を発見するためのスクリーニングとしてのスピノシンＡ抵抗性ハエ
（すなわち、標的部位変異体）の有用性を明らかにしている。
【０１７５】
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　好ましい実施形態が本明細書中に示されており、また、詳しく記載されているが、様々
な改変、付加および削除などを、本発明の精神から逸脱することなく行うことができ、従
って、これらは、請求項において定義されるような本発明の範囲に含まれると見なされる
ことは、関連技術分野の技能を有する当業者には明らかである。
【０１７６】
参考文献一覧
【表４】
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【０１７７】
　本明細書で引用されたすべての刊行物および特許出願は、それぞれの個々の刊行物また
は特許出願が、参考として組み込まれることが具体的かつ個々に示されていたかのように
参考として本明細書中に組み込まれる。上述の発明は、理解の明確化のために例示および
例としていくらか詳しく記述されているが、いくつかの変化および改変が、添付された請
求項の範囲の精神または範囲から逸脱することなく本発明に対して行われ得ることが、本
発明の教示に照らして当業者には容易に明らかである。
【０１７８】
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【表５】



(60) JP 5744372 B2 2015.7.8

10

20

30

40



(61) JP 5744372 B2 2015.7.8

10

20

30

40



(62) JP 5744372 B2 2015.7.8

10

20

30

40
【配列表】
0005744372000001.app



(63) JP 5744372 B2 2015.7.8

10

20

30

40

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｇ０１Ｎ  33/566    (2006.01)           Ｇ０１Ｎ   33/566    　　　　        　　　　　

(72)発明者  オル，ナイラ
            アメリカ合衆国　インディアナ州　４６０３２，カーメル，ウエストン　ドライブ　１０８９９
(72)発明者  ワトソン，ジェラルド，ブライアン
            アメリカ合衆国　インディアナ州　４６０７７，ジオンスビル，クウェイル　バリー　ドライブ　
            ５３５
(72)発明者  ガスタフソン，ガリー，デイビッド
            アメリカ合衆国　インディアナ州　４６０７７，ジオンスビル，イビウッド　コート　４５７２
(72)発明者  ハスラー，ジェームズ，マイケル
            アメリカ合衆国　インディアナ州　４６１２２，ダンビル，エス　カントリー　ロード　２５０　
            ダブリュ　１６２８
(72)発明者  ゲング，チャオシーアン
            アメリカ合衆国　マサチューセッツ州　０１８８６，ウエストフォード，ピルグリム　ドライブ　
            １８エー
(72)発明者  クック，ケビン，アール．
            アメリカ合衆国　インディアナ州　４７４０１，ブルーミングトン，クレアモント　プレイス　１
            ５０９
(72)発明者  サルガド，ビンセント，エル．
            アメリカ合衆国　ノースカロライナ州　２７７１３，ダーハム，フォックスクロフト　レ－ン　１
            ００
(72)発明者  シュイナード，スコット
            アメリカ合衆国　マサチューセッツ州　０２１１５，メドフォード，ウエストベイル　ロード　３
            ５

    合議体
    審判長  郡山　順
    審判官  中島　庸子
    審判官  今村　玲英子

(56)参考文献  特表２００４－５０７２２１（ＪＰ，Ａ）
              特表２０００－２３６８０（ＪＰ，Ａ）
              Ｊ　Ｎｅｕｒｏｃｈｅｍ．　２００４　Ｊｕｌ；９０（２）：４７９－４８９
              Ｇｅｎｅｔｉｃｓ．　２００２　Ａｐｒ；１６０（４）：１５１９－１５３３

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              C12N15/00-15/90
              ＪＳＴＰｌｕｓ／ＪＭＥＤＰｕｌｓ／ＪＳＴ７５８０（ＪＤｒｅａｍＩＩ）　
              ＢＩＯＳＩＳ／ＭＥＤＬＩＮＥ／ＷＰＩＤＳ（ＳＴＮ）
              ＣＡ／ＲＥＧＩＳＴＲＹ（ＳＴＮ）
              ＧｅｎＢａｎｋ／ＥＭＢＬ／ＤＤＢＪ／ＧｅｎｅＳｅｑ
              ＵｎｉＰｒｏｔ／ＧｅｎｅＳｅｑ


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	reference-file-article
	overflow

