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Circadian clocks are timekeeping mechanisms generating 24-h rhythms in most organisms. The molecular 

mechanisms underlying circadian clocks had been revealed by genetic approaches in some model organisms, 
including Arabidopsis thaliana, a dicot plant. However, a whole genome duplication event in plants lineage 
that generated many paralogous genes makes it difficult to further identify clock-associated genes. I have 
applied chemical genetics approach in which small molecules perturbs clock parameters are utilized to 
identify proteins whose function are related to clock. In this study, I report that a novel small molecular 
lengthening Arabidopsis circadian clock, directly inhibits casein kinase 1 (CK1) proteins. In addition, 
collaboration study found novel strong ‘in planta’ CK1 inhibitor, that lengthens circadian period in high 
nanomolar range. These approaches proof the involvement of highly genetically redundant CK1 family in 
plant clock. 

	

１．背景 

概日時計は遺伝的に組み込まれた約２４時間周期の生物由来のリズムを生み出す根源である。幅広い生物において、実

に多様な生理反応が時計の制御下にあることが報告されている。主に遺伝学的なアプローチによって、時計に関わる遺伝

子群が取得されてきた。さらに植物の概日時計は、特的の季節に花芽形成をするための日長測定システムの基盤となって

いることが提唱されている。植物の時計は、このように１日や１年の単位の時間測定の源であり、その物質的な基盤の解

明や生理的側面からの理解は、生物の「時間」との関わりについて多くの洞察を与えるであろう。	

私はこれまでに植物の概日時計の分子基盤を理解するために、モデル植物シロイヌナズナを対象とした遺伝学・分子生

物学的な解析を進めてきた。この研究で遺伝的に重複性を持つ PRR 遺伝子群が時計機構および日長測定に必要不可欠であ

ること(1)、またその分子機構に関わる遺伝子発現ネットワークを報告してきた	(2,	3)。また植物特有の全ゲノム重複を

経た過程を踏まえて、新たな研究方針すなわちリズムを撹乱する低分子化合物の探索及びその作用機序の解明の研究を立

ち上げ、重複性の高い時計関連因子の取得を狙っている。これまでに約 10の周期撹乱化合物を、約 30,000のランダム構

造を持つ化合物ライブラリーから取得している。さらにそのうち 1つの化合物	(化合物 A)が、casein	kinase	1(CK1)	フ

ァミリーを阻害することで、時計周期を延長することを見出している	(submitted)。	

		

２．長周期化化合物 Bの作用機序 

	 作用機序が明らかとなっていない長周期化化合物 Bの解析を進めた。作用機序の解明の重要な点は、化合物の直接的な

標的を決定することである。化合物 Bの直接的な標的を決定へ向けて、ライブラリーから化合物 Bの構造類似化合物を選

択し、その周期延長効果を確認した。活性のある構造類似体が得られれば、その情報をもとに化合物 Bの活性を損なわな

い状態で担体に結合することが可能であり、化合物結合担体を用いた標的タンパクの同定が期待される	(Target	

Identification	[Target	ID])。しかし、化合物 Bは、明瞭な長周期化活性を示したが、テストした化合物 Bの構造類似

化合物はいずれも長周期化活性を持っていなかった。したがって Target	ID による化合物 Bの標的タンパクの同定は頓挫

することとなった。	

	 化合物を処理した直後の遺伝子発現変化を俯瞰すること（Gene	expression	profiling）も、作用機序の解明への突破

口となり得る。そこで化合物 Bを比較的短期間、植物に処理したのちに遺伝子発現解析を行った。その結果、明け方及び

朝に発現する時計関連遺伝子の発現が低下することが明らかとなった。したがって、化合物 Bはこれら遺伝子群の発現を	
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制御するシステムに作用することが示唆された。そこでこれ

らの遺伝子群の発現を制御する働きのある PRR5 タンパク質

の機能を化合物 Bが調節する可能性を検討した。その結果、

化合物 Bは、転写非依存的に PRR5 タンパク質の存在量を増

加させることが判明した。	

PRR5 タンパク質はCK1 によってリン酸化され、リン酸化さ

れた PRR5は分解経路に導かれ、また CK1 を阻害する化合物A

は時計周期を長周期化する（submitted）。この化合物 Aと化

合物 Bは構造が異なるが、化合物 Bも CK1 へ直接的に阻害す

る活性を有するかを試験管内の実験で検討した。化合物 Bは

CK1 活性に対して、約 50µM の IC50	(half	of	maximal	

inhibitory	concentration)	を持つことが判明した。化合物

Bは約50µMで時計周期を2-3時間ほど延長する。したがって、

化合物 Bの CK1 活性に対する IC50の値は、周期延長活性を十

分に説明できる値であった。以上の解析により、化合物 Bは CK1 活性を阻害することで、時計関連タンパク質の PRR5を

安定化し、周期を延長することが示唆された(図 1)。	

	

３．長周期化化合物 Aから生み出された強力な植物 CK1 阻害剤 

化合物 Bと同じく化合部 AもシロイヌナズナのCK1 を標的とすることで、時計周期を延長する。まったく異なる構造の

化合物の標的が共に CK1 であったことから、CK1の時計機構での働きの重要性が示唆された。これまでの多くの研究者が

とりくんできた順遺伝学的な解析では、CK1が時計に関連した働きを持つことを見出せずにいた。これはシロイヌナズナ

には少なくとも CK1 をコードする 13遺伝子が存在し、順遺伝学ではこれら遺伝子群を一括して変異させることができな

かったからだと容易に考えられる。本研究では、植物における CK1 の関わる生理機能のさらなる理解を目指し、より強い

生物活性効果を持つ CK1 阻害剤の開発にも取り組んだ。	

既知の植物 CK1 阻害剤である、IC261 と PF-670462、さらに化合物 Aが示す試験管内での植物 CK1 阻害活性、および時

計周期長を指標にした生体内での CK1 阻害活性を比較した。試験管内での CK1阻害活性の強さは、PF-670762、化合物 A、

IC261 の順であった。周期長延長効果の強さは、化合物 A、PF-670762、IC261 の順であった。この結果は全ての CK1阻害

剤はまだ活性が十分でなく、さらなる構造的改変の余地があることを暗示していた。化合物 Aは合成経路が確立できてお

り、また試験管内の活性の強さが不十分であり、より強い活性のアナログが取得できることが最も強く期待された。そこ

で 30ほどの化合物 A構造類似体の周期延長効果を解析したところ、ある 2つの部位に新たな構造を持たせると強い活性

を持つことが判明した。この 2つの強活性化合物のハイブリッド分子は、さらに強い周期延長効果を持つことが明らかと

なった。新たな化合物は、1/100 の濃度(約 500nM)でオリジナルの化合物 Aや PF-670762 と同等もしくは強い周期延長活

性を示した。この新しい化合物の利用は植物のCK1 の生理機能の解明に貢献する薬剤となるであろう。	

	

４．まとめと将来展望 

本研究によって、植物の概日時計に新たな因子 CK1 が含まれることがより明確になった。シロイヌナズナの 13	の遺伝

子座が CK1 をコードする。今後はその 13の CK1 が同等に時計で働いているのか、あるいは特定の CK1 遺伝子座が時計に

関わるのかをゲノム編集などの技術で作成した変異体セットを解析することで検討する。CK1 によるリン酸化をうける

PRR5 などのリン酸化サイトの決定なども時計を理解するうえで重要なアプローチになるであろう。	

また時計関連遺伝子の変異は、花成時期の変更の原因となり、実際に長い育種の歴史で選抜されてきた経緯をもつ	(4)。

本研究で開発された強力な時計調節化合物により、農業上重要な花成時期の調節に関わる新規技術が誕生するであろう。	

	

REFERENCES 
（１）Nakamichi	et	al.,	Plant	Cell,	22,	594-605,	(2010)	

（２）Nakamichi	et	al.,	PNAS,109,	17123-17128,	(2012)		

（３）Kamioka	et	al.,	Plant	Cell,	28,	696-711,	(2016)	

（４）Nakamichi.	Plant	Cell	Physiol.,	56,	594-604,	(2015)	

	

 
図 1. 化合物 B の作用.  
(A) 化合物Bは長周期化活性を持つ. (B) 化合物Bの効果は濃度
依存的. (C) 化合物 B は PRR5 タンパク質の分解を抑える. (D) 
化合物 B は CK1 のリン酸化活性を阻害する. 
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