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ストリゴラクトン機能制御剤の開発と応用
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In plant science, small molecules with biological activities are widely used to elucidate and understand biological systems. For example,
plant hormones are essential for normal plant growth, and regulating their functions leads to signiﬁcant changes in plant phenotypes. Strigolactones (SLs) are carotenoid-derived small molecules that have a broad spectrum of functions, including plant hormone activities and chemical mediation of rhizosphere communication with root parasitic weeds and arbuscular mycorrhizal fungi. Therefore, chemicals that regulate the SL functions would be widely used in agriculture. For example, a variety of compounds with SL-like activity have been developed to reduce the seed
banks of root parasitic weeds in the ﬁeld. Other compounds with SL-like activity selectively suppress shoot branching while weakly or not stimulating germination of root parasitic weeds. Inhibitors of SL receptors, conversely, can induce increased shoot branching and dormancy of root parasitic weeds. Small molecules that bind to SL biosynthetic enzymes inhibit SL biosynthesis, thus mimicking mutations in SL biosynthesis and
perception, leading to increased shoot branching and seed dormancy of root parasitic weeds. In recent years, some SL function regulators have
been designed based on the reaction mechanisms of SL biosynthetic enzymes and SL perception. Here, we overview the SL function regulators
reported to date and discuss their potential applications in agriculture.

1.

期待されるストリゴラクトン機能制御剤

も及んでいる．最新の植物ホルモンであるストリゴラクト

植物ホルモン機能を制御する低分子化合物は，遺伝

ン（SL）は枝分かれを制御する低分子化合物として報告

子の冗長性や代謝の恒常性を克服し生理機能を解明する

されたが，現在では根の形態形成や二次成長，老化や環境

ツールとして植物科学研究に広く活用されている．植物の

応答など，植物の一生を通じて様々な側面の調節に関わる

代謝や輸送，信号伝達状態を量的，質的に制御して植物の

重要な因子として認識されている．SL は植物ホルモンと

形質や周辺環境に変化を与える植物ホルモン機能制御剤

しての発見以前に，作物生産に壊滅的な被害をもたらす根

は，農業生産にとっても強力な武器となり，作物の収量や

寄生植物の種子発芽刺激物質として，また，植物へのリン

質を向上させ，また，栽培や収穫を容易にすることができ

供給能力のあるアーバスキュラー菌根（AM）菌の菌糸分

る．現にこれらは，植物の成長や機能を制御するいわゆる

岐を誘導する物質として植物の根浸出液から単離され，寄

植物成長調整剤（植調剤）や除草剤として幅広く使用され

生・共生における根圏コミュニケーションの化学的制御因

ている．代表的な例として，トマトの結実の改善や挿し木

子として機能している．こうした多機能性に期待されると

の発根促進を目的とした天然及び合成のオーキシンが挙げ

ころは，植調剤にとどまらない新規用途を持った機能制御

られる．他方で植調剤は植物の生育抑制にも使用され，ジ

剤の創出である．植物ホルモンとしての再発見以降，飛躍

ベレリン生合成阻害剤の利用は作物の生産性を下げること

的に進展した SL 研究は，受容に端を発する信号伝達の仕

なく穀物の不要な伸長成長を抑え倒伏を防止することを可

組みや植物種ごとに分岐する生合成経路を急速に解き明か

能にしている．適用範囲は多岐にわたり，農業現場での活

した．これらの情報は多様な SL 機能制御剤の開発を推進

用が進んでいるほか，新たな植調剤の開発も求められてい

してきた．現在までに，枝分かれを含む植物形態制御，根

る．

寄生植物の発芽刺激，AM 菌の菌糸分岐誘導に影響を与え

こうした期待は当然，新しく発見された植物ホルモンに
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る様々な SL 様活性化合物，受容体阻害剤，生合成阻害剤
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が報告されている．本稿ではこれまでに報告されている

性発現に重要であることも示された（Thuring et al. 1997）．

SL 機能制御剤について農業への応用可能性の観点から紹

その後，GR 型化合物が持つ化学合成の時間的・費用的コ

介したい．

ストの高さや，化学的な不安定性といった弱点を克服すべ

2.

SL 様活性化合物
先述した SL の生理機能を模倣して，植物の形態，

く種子発芽誘導活性を指標とした SL 様活性化合物の開発
が続けられ，C 環に相当する骨格を持たない N-置換フタ

AM 菌共生の促進による土壌栄養の効率的利用や環境スト

ルイミド誘導体 Nijmegen-1（Nefkens et al. 1997）や SL の

レス耐性の付与，根寄生雑草の種子発芽を制御する低分子

エノールエーテルをオキシムエーテルに置換した com-

化 合 物 の 開 発 が 進 め ら れ て い る． と り わ け Striga, Oro-

pound 15 なども S. hermonthica や O. crenata の種子発芽を

banche, Phelipanche 属の根寄生雑草が作物に寄生して農業

誘導することが示されている（Kondo et al. 2007）．

生産に壊滅的な被害をもたらすこと，SL が根寄生雑草の

Strigol とは異なり，その構造に ABC 環を三つ揃いで持

種子発芽誘導物質として単離されてきたという背景から，

たない，いわゆる非典型的 SL の構造を模した nitro-phen-

SL 様活性化合物の根寄生雑草防除への適用を目指す取り

lactone や methyl-phenlactonoate（MP1）もまた P. ramosa や

組みが盛んに行われてきた．SL の刺激を受けた根寄生雑

S. hermonthica の種子発芽を誘導し（Jia et al. 2016 ; Jamil et

草の種子は発芽後，数日以内に宿主にアクセスできなけれ

al. 2018 ; Jamil et al. 2020），イネやシロイヌナズナの SL 生

ば枯死する．このような根寄生雑草の生態を逆手に取り，

合成変異体の枝分かれ過剰形態を回復することもできる．

宿主作物を栽培前の土壌に SL あるいは SL 様活性化合物

一方で，O. minor の種子発芽は MP1 とは異なる MP 類縁

を処理し，宿主が存在しない状況で根寄生雑草を発芽させ

体により強く誘導されることから，根寄生雑草種間で MP

て枯死に至らせる，いわゆる「自殺発芽」が防除策として

類縁体に対する構造要求性に違いのあることを示唆する

1960 年代に提唱された．自殺発芽を利用した顕著な例と

データも得られている（筆者ら未発表）．

して，Striga の種子発芽誘導活性を持つエチレンガスの土

根寄生雑草が SL による発芽刺激を受けるためには，一

壌燻蒸により，汚染圃場における種子密度を低下させたこ

定期間の温暖湿潤な状況を経ている必要がある．根寄生雑

とが報告されている（Eplee 1975 ; Bebawi and Eplee 1986）
．

草による被害地域には天水に頼らざるを得ない地域も広く

アメリカでは，大規模な根絶計画の実施により，S. asiati-

含まれ，こうした地域で SL 様活性化合物を自殺発芽誘導

ca による汚染面積を 1% 未満へ減少させることに成功した

剤として活用する場合，化合物処理のタイミングの調整が

（Tasker and Westwood 2012）
．しかし，エチレンガスや設備

困難である．こうした地域での活用を念頭に，Kountche et

の入手の難しさや高額な費用を必要とすることから，汚染

al.（2019）は作物の輪作をベースに休耕地での自殺発芽処

地域の小規模生産者にとってこの技術はあまり適していな

理との合わせ技によって土壌中の根寄生雑草種子を減少さ

い（Goldwasser and Rodenburg 2013）
．取り扱い簡便な固体

せる方策を提唱している．ブルキナファソの圃場での試験

の SL 様活性化合物の利用は，こうした問題を解決できる

により，降雨後に MP1 またはその類縁体を散布して自殺

かもしれない．SL 様活性化合物に加えて，土壌に蔓延し

発芽処理を施すとその後に栽培されたソルガムに寄生する

た根寄生雑草の種子を減少できる可能性の高い化合物の開

S. hemonthica の株数が 55% 減少することを実証した．Ni-

発に関する報告は増加している．

jmegen-1 を世界各地の圃場で自殺発芽誘導に供してタバ

初めて単離・構造決定された SL である strigol の構造に

コ へ の O. ramosa の 寄 生 を 低 減 さ せ た Zwanenburg et al.

基づいて設計された GR24 もまた種子発芽を誘導すること

（2016）の報告とともに，エノールエーテル型 SL 様活性

が確認され（Visser and Johnson 1982）
，根寄生雑草の発芽

化合物を用いた自殺発芽処理が根寄生植物の防除に有用な

試験における標準化合物として現在に至るまで広く用いら

戦略であることを示している．

れるようになった（図 1）
．SL は部分的に共通の構造を持

これまでに紹介した SL 様活性化合物のほとんどは，エ

つ低分子化合物の総称であり，典型的 SL は strigol のよう

ノールエーテルと連結した D 環を有しており，これが SL

に，三環性の構造（ABC 環）中のラクトン環（C 環）部

様活性を持つ化合物を設計する際の基本骨格となってい

分と単環のラクトン環（D 環）がエノールエーテルで連結

た．2008 年に SL が枝分かれを制御する植物ホルモンとし

された構造を採る．A 環と B 環を取り除いた GR7 および

て報告されたことを機に，筆者らは，SL 生合成変異体の

GR5 も発芽誘導活性があり（Johnson et al. 1976）
，根寄生

枝分かれ過剰形態を回復させる化合物の開発に取り掛かっ

雑草の種子発芽に対する SL とその構造類縁体を用いた一

た．この過程で，エノールエーテルを欠き，置換フェノー

連の構造活性相関研究から，C 環と D 環がエノールエー

ルと D 環からなる化合物がイネの分げつ成長に対して強

テル結合を介して連結された構造が根寄生雑草の種子発芽

力な阻害作用を持つことを見出し，これらの類縁体を

誘導活性の発現に必須であると考えられた．SL と同様に

「debranone（デブラノン）」と命名した（Fukui et al. 2011）．

D 環の C-2′位における立体化学が R 配置であることが活

4-bromo debranone（4BD）は GR24 より低濃度でイネ SL
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図 1 本稿で紹介した SL 様活性化合物．報告された生理活性の種類に基づいて分類したものであり，活性の強弱を
示すものではない．

生合成変異体が示す分げつ過剰形態を完全に回復させる

きず，シロイヌナズナの形態にも影響を及ぼさない（Fukui

が，S. hermonthica の種子発芽にはほとんど刺激作用を示

et al. 2017 ; Dvorakova et al. 2018）
．

さ な い（Fukui et al. 2013）
． ま た，4BD や 4-cyano debra-

SL は受容体である DWARF14（D14）およびそのオルソ

none はシロイヌナズナにおける地上部枝分かれの抑制ほ

ログのリガンド結合ポケットに結合し加水分解される

か根毛伸長の促進など SL 同様に様々な植物ホルモン作用

（Hamiaux et al. 2012 ; Nakamura et al. 2013）．受容体による

を示し（Fukui et al. 2013 ; Scaffidi et al. 2014）
，フェノール

debranone の認識様式は SL と同様であることが示唆され

上の置換位置を 2 位へと変更するとその活性は向上する

ており（Yao et al. 2016 ; Seto et al. 2019）
，D14 による SL

（Li et al. 2021 ; Takahashi et al. 2021）
．また，ジメチルブテ

の加水分解は信号伝達後の SL の不活性化に寄与している

ノライド D 環とチオエーテル構造を持つ compound 31 は，

と す る Seto et al.（2019） の 考 え に 従 え ば，debranone は

エンドウの腋芽伸長抑制活性は高いが，P. ramosa の種子

GR24 と比較して穏やかな D14 被加水分解性を持ち，信号

発芽に対しては僅かに活性を示す程度である（Boyer et al.

伝達に必要な D14 の構造変化を長く維持しうるが故に高

2012）．Debranone はフェノール環上の置換基の位置と種

い生理活性を示すと考えられる．Debranone はまた，D14

類によって特定の SL 機能に対して選択的に設計できる可

による加水分解を受けて D 環が蛍光官能基と切り離され

能 性 が あ る（Takahashi et al. 2016）
． 例 え ば 2B6CND や

ると蛍光を発する化学プローブの創製にもつながった．

compound 1h は S. hermonthica や P. ramosa の種子発芽に対

Yoshimulactone Green（YLG）はフルオレセイン骨格の水

して刺激作用を発揮するが，GR24 が明確に生理活性を示

酸基に D 環を連結した構造を持つ（Tsuchiya et al. 2015）．

す濃度でもイネの枝分かれ過剰形態をわずかにしか回復で

加水分解に伴い発せられる YLG の蛍光を利用して，受容
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体の存在部位や受容時の SL の動態を可視化することがで

態変化を望む場合，GR24 の使用は土壌中の根寄生雑草種

きる．それだけでなく，YLG の加水分解に伴う蛍光の増

子の発芽も促進する．発芽を促進せずに植物の形態を変化

大は SL 受容体に競合的に結合する化合物の存在下では阻

させることができる 4BD のように機能選択的な SL 様活

害を受けるため，D14 リガンドの親和性の評価にも用いら

性化合物の発見と改良が求められる．SL 受容体の三次元

れるなど，SL 研究に大きな進歩をもたらした画期的ツー

構造や受容の際の動的な情報が明らかになるにつれて，偶

ルといえる．D14 のパラログである HYPOSENSITIVE TO

然に依らない植物種に適した化合物が戦略的に設計できる

LIGHT/KARRIKIN-INSENSITIVE2（HTL/KAI2）に対して

素地が整いつつある．標的タンパク質の動的な情報を活用

選択的な Germinone A や dCN deb も創出されており，deb-

した合理的な設計に加え，in silico スクリーニングも SL

ranone 構造が類縁タンパク質のリガンド設計にも有効であ

受容体阻害剤を発見した先行例（Mashita et al. 2016 後述）

ることが示されている（Fukui et al. 2019 ; Yao et al. 2021）
．

を見る限り有望な方法であると考えられる．

-

Debranone の誕生は D 環とフェノールやエノールなどとの

一方で，AM 菌の信号伝達の仕組みは完全なブラック

エーテル結合が SL 活性の発現に十分であることを示し，

ボックスであるが，Akiyama et al.（2010）が示したように

SL 様活性化合物の設計に新たな道を提供するものとなっ

AM 菌の菌糸分岐を誘導する SL には構造的な要件があり，

た．これ以降，ケトン誘導体やサッカリン誘導体なども開

その信号は特定の受容体を介して伝達されるはずである．

発されている（Mwakaboko and Zwanenburg 2011 ; Zwanen-

AM 菌では SL 受容体が発見されていないばかりか，D14

burg and Mwakaboko 2011）
．これらは短いステップで化学

のオルソログに相当する配列がゲノム上に存在しない（秋

合成できるため GR24 と比較して調製コストが低いという

山 2017）
．そうではあるものの，MP1 とその類縁体は，

利点がある．Samejima at al.（2016）はカーバメート誘導

GR24 を上回る AM 菌の菌糸分岐誘導活性を示す（Kountche

体 T 010 の S. hermonthica が混在する土壌への散布は，そ

et al. 2018）
．AM 菌における SL の役割を理解し，植物と

の後に栽培したソルガムに対する S. hermonthica の寄生個

AM 菌との共生を制御する技術を確立するためにも，AM

体の減少とバイオマスの顕著な増加をもたらすことを報告

菌の制御を志向した化合物の設計のさらなる進展が望まれ

し，簡便な構造を持つ SL 様活性化合物もまた根寄生雑草

る．

-

の自殺発芽誘導に適用できる可能性を示した．
信号伝達機構の解明により得られた知見に基づいて，in

3.

SL 受容体阻害剤
D14 およびそのオルソログ遺伝子の変異植物体は，

vitro 系や形質転換シロイヌナズナを用いた化合物スクリー

農作物の収量に直結する多分枝形態を示す（Snowden and

ニングが実施され，D 環を持たない compound 5 や com-

Napoli 2003 ; Ishikawa et al. 2005 ; Waters et al. 2012 ; Mar-

pound 8 が SL 様活性化合物として報告された（Toh et al.

zec et al. 2016）．したがって SL 受容体阻害剤はさまざまな

2014 ; Yasui et al. 2019）
．Compound 8 はシロイヌナズナに

植物に対しての枝分かれ促進効果や根寄生性雑草の種子発

形態変化を付与するが，S. hermonthica や O. minor に対し

芽抑制を利用した作物保護への貢献が期待できる．D14 と

ては発芽誘導活性を示さなかった（Yasui et al. 2019）
．こ

そのオルソログが SL 受容体であるとの報告が相次いだ

れらの結果は，SL や先述した SL 様活性化合物とは異な

2013 年頃を境に，受容体による SL 認識のメカニズムや信

り D 環すら持たずとも SL 様活性を示す点で興味深く，ま

号伝達経路が急速に解明されるに連れて，D14 の三次元構

た D 環の持つ化学的不安定性を克服できるかもしれない

造やリガンド受容機構を基に設計された SL 受容体阻害剤

点に期待を抱かせる．さらには，目下のところ議論となっ

が報告され始めた（図 2）
．Takeuchi et al.（2018）は D14

ている受容体による SL 加水分解の意義を解き明かすツー

による被加水分解性を持たない SL アナログは受容体阻害

ルとなるかもしれない．しかし，スクリーニングヒット化

剤として機能するという設計思想に基づいて，GR24 や

合物の合成副生成物の一部を D 環に置き換えた sphynolac-

4BD の構造をベースとして D 環のブテノライド環からシ

tone 7（SPL7）は S. hermonthica に対する発芽誘導活性が

クロペンテノン環への置き換えやフェノールエーテル上の

10 倍向上しており（Uraguchi et al. 2018）
，活性発現に対す

酸素のメチル基への置き換えを施した carba-SL をデザイ

-

る D 環構造の要求性は高いようである．SPL7 は既報の活

ンした．これら化合物はイネの分げつ抑制や S. hermonthi-

性化合物の中では群を抜いて高い S. hermonthica 種子発芽

ca 種子発芽誘導を GR24 競合的に阻害する．興味深いこ

誘導活性を有しており，自殺発芽誘導剤として圃場レベル

-carba-4BD は D14 への受容に際してシクロペン
とに，7′

での検証が進められている（土屋 2020）
．

テノン環に加水分解を受ける．しかし，パートナータンパ

このように SL 様活性化合物は農業において様々な用途

ク質との相互作用に必要とされる D14 のコンフォメーショ

への応用が期待できる．一方で SL の多機能性が農業利用

ン変化を誘起しないことから SL 様活性を示さないものと

の障壁となる場合も考えられ，汎用的な SL 様活性化合物

推察される．2-Methoxy-1-naphthaldehyde は，Nakamura et

は想定外の結果をもたらす可能性がある．例えば植物の形

al.（2013）が報告したイネ D14 とヒドロキシ D 環複合体
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の三次元構造情報を用いたバーチャルスクリーニングによ

触媒セリン残基と共有結合を形成することで SL との相互

り得られた化合物である（Mashita et al. 2016）
．イネ実生

作用や加水分解活性の阻害を示しイネの分げつを伸長させ

における GR24 誘導的な分げつ伸長抑制の阻害を示す一

た．この化合物は薬用植物トコンに特徴的な SL による不

方，GR24 による S. hermonthica の種子発芽を抑制する効

定芽形成抑制を阻害して不定芽の形成を促す作用も有して

果は低い．In vitro の試験系を用いた化合物スクリーニン

おり（Okazaki et al. 2021）
，双子葉・単子葉を問わず多様

グによる受容体阻害剤の発見も報告されている．DL1 は

な植物種へと適用できる植調剤としてその活用範囲の拡大

シロイヌナズナ D14 による YLG の加水分解を競合的に阻

が期待される．しかし，KK094 は根寄生雑草（S. hermon-

害する化合物として選抜され，この化合物を構造最適化し

thica ならびに P. ramosa）の種子発芽阻害に対する活性は

た DL1b ともにシロイヌナズナおよびイネの地上部枝分か

高 く な い（Nakamura et al. 2019 ; de Saint Germain et al.

れ を 増 加 さ せ る（Yoshimura et al. 2018 ; Yoshimura et al.

2021）．同様の SL 受容メカニズムを持つと考えられる

2020）
．また，Hamiaux et al.（2018）は SL 受容の過程で不

ShHTL/ShKAI2d に対しても KK094 をリード化合物として

安定化する D14 を安定化させる化合物として tolfenamic

用いれば，根寄生雑草の種子発芽阻害剤の開発が可能であ

acid を見出した．Tolfenamic acid はシロイヌナズナ D14 や

ろう．現にこの化合物と Triton X-100 のキメラ構造を採る

ペチュニアの D14 オルソログ DAD2 の加水分解活性を阻

KK023 は，GR24 による S. hermonthica の種子発芽誘導を

害し枝分かれを増加させた一方，GR24 による O. minor の

阻害する（Zarban et al. 2022）
．KK023 は KK094 に比べて S.

種子発芽誘導を阻害しないことから，植物ホルモンとして

hermonthica の種子発芽に対する阻害活性は穏やかである

の SL 受容体（D14 とそのオルソログ）に対して高い選択

が，特徴的なことは，この化合物は in vitro の試験系で

性を持つ SL 受容体阻害剤であると考えられる．この生理

ShHTL7 に親和性を示すが D14 には親和性をほとんど示さ

活性の強度の違いは，スクリーニングの標的を D14 に定

ないことである．受容体の選択性と一致して，この化合物

めたことに起因すると推察される．翻って考えると，根寄

はイネの形態にわずかにしか影響を与えない．さらにポッ

生雑草の SL 受容体を標的とした化合物スクリーニングは，

ト試験では，KK023 の施用によりイネに対する S. hermon-

根寄生雑草の発芽阻害に選択的な受容体阻害剤の発見に強

thica の寄生個体数が減少した．また，Xiang et al.（2017）

力なツールとなりうることを示唆する．

は β-プロピオラクトンを基にした不可逆的な SL 受容体阻

根寄生雑草の発芽においては，D14 ではなくそのパラロ

害剤 TFQ0022 を設計し，この化合物がシロイヌナズナ

グである HTL/KAI2 が SL 受容に働く．シロイヌナズナに

D14 の触媒セリン残基と共有結合することによって SL 信

おいて GR24 は HTL/KAI2 を介して胚軸伸長を抑制する．

号伝達を遮断しシロイヌナズナ実生における胚軸伸長抑制

Soporidine（SOP）は，この胚軸伸長の抑制を回復させる

を回復させることを示した．また，in vitro で ShHTL7 に

化 合 物 と し て 見 出 さ れ た．S. hemonthica の HTL/KAI2

対して強い親和性を示す構造類縁体も見出されている．以

（ShHTL/ShKAI2d）に対する阻害能も有しており，シロイ

上の報告は共有結合型受容体阻害剤が幅広い植物種の SL

ヌナズナだけでなく S. hermonthica の SL 誘導的な種子発
芽も阻害する（Holbrook-Smith et al. 2016）
．また，ShHTL/
ShKAI2d 選択的な受容体阻害剤として界面活性剤 Triton

信号伝達を制御できる可能性を示唆している．
4.

SL 生合成阻害剤
植物が生産する SL は種ごとに異なる構造を持つが，

X-100 が 報 告 さ れ て い る（Hameed et al. 2018）
．Triton

高等植物では β-カロテンを初発として生合成中間体 car-

X-100 は ShHTL7 の精製に利用されたものが X 線結晶構

lactone（CL） を 経 て 合 成 さ れ る（Yoneyama and Brewer

造解析の結果，ShHTL7 の SL 結合ポケットに収まってい

2021 ; 図 3）
．CL への変換は鉄含有タンパク質（D27）に

たことから見出された経緯があり，実際に Triton X 100 は

よる異性化とカロテノイド酸化開裂酵素（CCD）7 及び

ShHTL7 への SL の結合を阻害し S. hermonthica の発芽阻害

CCD8 による連続した酸化開裂が司り，一連の反応に関わ

活性を示す．一方で，Triton X 100，SOP ともにイネの生

る生合成酵素は高等植物に共通していると考えられてい

育や形態には影響を与えない．

る．したがって，この経路上の酵素を標的とする阻害剤は

-

-

一般的に β-プロピオラクトン誘導体やトリアゾールウ

幅広い植物種への適用可能性が期待できる．

レア誘導体は，セリン加水分解酵素の触媒セリン残基と共

CCD には数多くのファミリーが存在し，カロテノイド

有結合を形成して標的酵素活性を阻害する（Shannon and

代謝において幅広く機能している． SL 同様カロテノイド

Weerapana 2015）
．筆者らは，セリン加水分解酵素ファミ

に由来する植物ホルモン・アブシジン酸の生合成の律速段

リーに属する D14 がトリアゾールウレア誘導体による共

階を司る CCD は 9-cis-epoxycarotenoid dioxygenase（NCED）

有結合を受けて SL 受容能が阻害されるのではないかと考

であり，筆者らはこれまでに NCED 阻害剤 abamine を開

え，1,2,3-トリアゾールウレア誘導体 KK094 をデザインし

発している（Han et al. 2004）
．CCD の反応機構は互いに類

た（Nakamura et al. 2019）
．想定通り KK094 はイネ D14 の

似していることから，abamine が SL 生合成に関わる CCD7
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図 2 本稿で紹介した SL 受容体阻害剤．報告された生理活性の種類に基づいて分類したものであり，活性の強弱を
示すものではない．

図 3 イネにおける SL 生合成経路と SL 生合成阻害剤の作用部位．SL 生合成阻害剤は，酵素活性を阻害する化合物
とメカニズムは未知であるが SL 生合成遺伝子を制御する化合物に分類できる．
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や CCD8 阻害剤のリード化合物になるのではないかと考

（CYP711A2）及び Os1400（CYP711A3）に対して阻害活

えた．予想は的中し，abamine は水耕栽培したイネやソル

性を有することが分かった（Ito et al. 未発表）
．そこで

ガムの内生や水耕液中の SL 量を低減した（Kitahata et al.

CYP711A の酵素機能に照らし合わせて TIS108 処理による

2011）．また，タバコ実生への abamine 処理は，固形培地

植物の応答を再調査した．TIS108 を処理したイネは 4DO

上で共培養した O. minor の発芽を顕著に阻害した．のち

の内生量を減少させたが，CLA のメチルエステル体 meth-

に abamine は シ ロ イ ヌ ナ ズ ナ CCD8 に 対 し て 100 µM で

yl carlactonoate（MeCLA）や分子量が CL から 30 増加した

95% 以上の酵素阻害活性も持つことが示された（Harrison

構造未知の SL の内生量を変化させなかった．また，S.

et al. 2015）．これらのことは，abamine をリード化合物と

hermonthica の種子を混合した土壌でイネを栽培したとこ

して，選択的 SL 生合成阻害剤を創製しうることを示唆し

ろ，TIS108 処理は S. hermonthica の寄生個体数を著しく減

ている．

少させた．SL の根からの浸出の抑制は AM 菌の共生を妨

ヒドロキサム酸アナログもまた CCD 阻害剤として報告

げるのではないかと予想されたが，予想に反して TIS108

されている（Sergeant et al. 2009 ; Harrison et al. 2015）
．こ

を処理したイネの根浸出液においても AM 菌糸の分岐が

れらの化合物の中には CCD7 と CCD8 いずれをも阻害す

誘導され，土壌中での共生に対する影響も見られなかった．

る compound D2 や CCD8 を 選 択 的 に 阻 害 す る compound

TIS108 処理によって生じる一連の結果は Os900 遺伝子を

D6 だけでなく，D27 を選択的に阻害する compound B2 も

欠損したイネにおいても同様に観察され，TIS108 が Os900

見出されている．Compound D6 はシロイヌナズナの地上

の阻害に強く働いていることを示す．これらの結果は，イ

部枝分かれの増加を引き起こし，その形態はシロイヌナズ

ネにおいて 4DO は植物ホルモンとしての SL 活性に必須

ナ生合成変異体のそれと類似していた．また compound D2

でないばかりか，AM 菌の菌糸誘導活性の本体ではない可

はトマトの根における SL 内生量を減少させる
（López Ráez

能性をも示唆する．このことは，トマト CYP722C の遺伝

et al. 2010）．一方，ABA 内生量には影響を与えなかった

子破壊株の解析結果から，植物ホルモン作用には典型的

ことから，compound D2 は NCED を阻害しない SL に特化

SL である orobanchol は必須ではないとする Wakabayashi et

した生合成阻害剤と考えられる．

al.（2019）の結論と一致し，非典型的 SL が植物ホルモン

-

筆者らは，SL 生合成変異体 max1 の原因遺伝子がシト

としての活性本体である可能性を支持する（Yoneyama et

クローム P450・CYP711A をコードしていることを拠り所

al. 2018）．以上の結果から，TIS108 は宿主作物の形態や

に，SL 生合成阻害剤の構成要素としてアゾール基に着目

AM 菌との共生に影響を与えることなく根寄生雑草を防除

している．ジアゾールやトリアゾールなどのアゾール基に

できる制御剤としての利用が期待される．すでに，ポット

含まれる窒素原子はシトクローム P450 の活性中心にある

栽培したトマトへの TIS108 処理は，O. minor の発生を顕

ヘム鉄と配位結合して，その酵素活性を阻害することが知

著に抑えて果実収量の減少を防ぐことが報告されている

られている．例えば，植調剤の uniconazole-P はジベレリ
ン生合成に関わるシトクローム P450・CYP701 を阻害する．
筆者らはシトクローム P450 を標的とするブラシノステロ

（Yoneyama et al. 2019）
．
Kawada et al.（2019）は TIS108 の更なる構造改変により
イネの根における 4DO 内生量の抑制活性を TIS108 の 10

イド生合成阻害剤を開発してきた経緯があり（Asami et al.

倍に高めた KK5 を報告している．KK5 はシロイヌナズナ

2007），その過程で準備したアゾール基含有化合物を対象

の分枝を僅かに増加させる．また TIS108 構造類縁体のう

に SL 生合成変異体イネが示す典型的な表現型である分げ

ちに，作用点は未同定であるが，短稈で分げつが増加した

つ 伸 長 の 誘 導 を 指 標 に 選 抜 し TIS13 を 得 た（Ito et al.

形態をイネに付与する化合物も手にしており（筆者ら 未

2010）．しかし当該化合物は複数の作用点の阻害による副

発表）
，目的に合わせて生合成阻害剤が選択できる状況が

作用と考えられる著しい矮化形態をイネに引き起こした．

整いつつある．

そこでこの作用を取り除くべく構造展開を進めて TIS108

アゾール基を持つ殺菌剤の多くは SL 生産を抑制する
（Ito

を見出した（Ito et al. 2011）
．TIS108 はイネが生産する主

et al 2013 ; Kawada et al. 2020）
． 特 に，tebuconazole 及 び

な SL である 4-deoxyorobanchol（4DO）の根および根から

triflumizole はイネの 4DO の内生量と根からの浸出量を顕

の浸出液中の含有量を検出限界以下にまで減少させること

著 に 抑 制 し，S. hermonthica の 種 子 発 芽 を 妨 げ る（Ito et

ができる．それにもかかわらず，分げつを含めたイネの地

al.2013 ; Kawada et al.2020）
．Triflumizole の よ う に Os900

上部形態にはほとんど影響を示さなかったことから，その

の酵素活性阻害が示された例もあるが，そのほとんどは標

原因について筆者らに長く疑問を抱かせた．その後，CY-

的が明らかとなっていない．SL 生合成には CYP722C や

P711A の生化学的な特性が明らかになったところでこれら

CYP728B の関与が明らかとなっているほか（Mori et al.

酵素に対する阻害活性を検証したところ，TIS108 は CL を

2020 ; Wakabayashi et al. 2019 ; Wakabayashi et al. 2020 ;

基質に CLA 経由で 4DO や orobanchol へと変換する Os900

Wakabayashi et al. 2021），生産する SL 種に応じて植物種ご
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とに多様なシトクローム P450 が SL 生合成に携わってい

ることで根寄生雑草の防除が可能となるのではないかと考

る可能性が高い．また TIS13 に見られるように，SL 以外

えられる．残念ながら，SL 輸送メカニズムは生合成や信

の植物ホルモンの生合成に関与するシトクローム P450 阻

号伝達に比べて情報が乏しい．PDR1 オルソログもいくつ

害によると考えられる影響がみられる場合もあり，標的と

かの植物種で解析されているのみであり，排出輸送体を含

する生合成酵素に対する選択性を慎重に評価する必要があ

めた SL 輸送の仕組みの解明が待たれる．現在のところ，

る．

SL 輸送阻害剤は報告されていないが，排出輸送体の機能

地上部枝分かれは作物収量を決める主要な因子である
が，CCD7 または CCD8 を欠くイネ SL 生合成変異体は収

阻害剤を用いた発芽抑制法も根寄生雑草防除に有用な手法
の 1 つと期待できる．

量低減を引き起こす（Yamada et al. 2019）
．一方，1960 年
代の「緑の革命」の立役者となった高収量イネ系統が示す
多 分 げ つ 形 態 は CCD7 の 機 能 低 下 に よ る（Wang et al.
2020b）．このことは穏やかな SL 生産の抑制が収量の増加
につながる可能性を示唆する．植物機能の時空間的な制御
は低分子化合物の得意とするところであり，SL 生合成阻
害剤を一時的あるいはマイルドな効果を与えるように利用
することで，根寄生雑草防除だけでなく作物形態の最適化
を導いて多様な農作物の高収量化が期待できる．
次なる標的を利用した SL 制御戦略の開発

5.

近年見出された新しい SL 制御因子もまた機能制御
剤の標的となるかもしれない．SL 生合成遺伝子の発現制
御はそうしたうちの 1 つである．SL 同様にカロテノイド
を前駆物質とする zaxinone が SL 生産を負に制御する生理
活性物質としてイネから同定された（Wang et al. 2019）
．
Zaxinone の処理は SL 生合成遺伝子の発現と内生 4DO 量
を顕著に低下させ，分げつ数，根の重量増加を伴った．
Zaxinone はカロテノイド様の構造上の特性から化学的な不
安定性が推測された．これを克服すべく共役二重結合をベ
ンゼン環に置換した zaxinone 類縁体 MiZax3 は，zaxinone
を上回る 4DO 生産量と浸出量の低減を示した（Wang et al.
2020a）．これに伴って，MiZax3 を処理したイネへのスト
ライガの寄生個体数の減少も確認された．一方，興味深い
ことに，この化合物を処理したイネの根における AM 菌
の付着数に差異は見られず，根圏において種子発芽を選択
的に制御する本化合物は根寄生雑草防除への適用を期待さ
せるものである．このほか，ジベレリンやジベレリン様活
性を持つ AC94377，サイトカイニンも SL 生合成遺伝子の
発現制御により生合成を抑制していることが報告されてい
る（Ito et al. 2017 ; Yoneyama et al. 2020 ; Jiang et al. 論文投
稿中）
．
植物の SL 生産を維持したままであっても根から土壌中
への SL の浸出を抑えることができれば，根寄生雑草は発
芽することができない．ペチュニアから同定された SL 排
出輸送体 PDR1 の欠損変異体は，orobanchol の内生量は野
生型と同程度であるが，根からの浸出量が低減している
（Kretzschmar et al. 2012）
．この欠損変異体では AM 菌の根
への定着が抑えられるとともに P. ramosa の種子発芽も抑
制することから，PDR1 の機能を阻害する化合物を利用す
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