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１．研究の背景 

これまで、生細胞における機能解析には主に蛍光プローブが多用されてきた。蛍光は発光強度が高

く、波長の異なる複数の分子イメージングが可能である。しかし、発光量と発現量に相関が低く、定

量に不向きである。また、励起光による細胞傷害性のため、長期測定、連続測定が困難である。一方、

生物発光は、生物が合成する発光酵素と基質が反応して生じる熱を伴わない冷光であり、そのエネル

ギー効率が極めて高い。生物発光はクリーンで細胞傷害性がなく、高感度であり、光子量測定により

発光強度を測定するため広範な定量性がある。測定は、基質投与のみのワンステップ操作であり、容

易で迅速であり、リアルタイムの連続計測が可能である。発光酵素は基質特異性が非常に高く、測定

誤差が少ない。このような特徴をもつ生物発光は、次世代の生体内レポーターとして極めて有用であ

るばかりでなく、臨床検査や環境検査等、様々な多検体測定系、微量高精度測定系への応用が期待さ

れる。生物発光のこれらの特徴は自動化に適しており、コスト削減につながる。このように、生物発

光の応用範囲は極めて大きい。一方、生物発光が蛍光や発色反応に比較して遅れをとっているのは、

発光強度が弱いことと、波長選択の幅が限られることにあった。本研究では、これらの欠点を克服し、

様々な分野への応用可能な多波長発光プローブの開発と細胞応用を目指して行われた。 
 
２．研究目的 

本研究は、波長の異なる生物発光酵素の開発とその生体応用、生細胞からの微量発光のリアルタイ

ム分別測光技術の開発を目的として行われた。このため、本研究では、発光波長が異なり、かつ発光

波長が pH に依存しない数種の生物発光酵素に注目し、遺伝子改変による発光プローブの強度の増強

や、波長シフトを起こし、pH 安定性のマルチ発光プローブを開発する。これら複数の生物発光酵素

をコードする遺伝子を細胞内に導入することにより、発光基質の培養液への添加だけで、１細胞レベ

ルでの複数の細胞機能の長期連続測定系を作成する。本研究では、蛍光プローブに代わる生物発光プ

ローブ開発と、生物発光酵素の生体応用を検討した。 
 
３．研究方法 

１）発光波長の多様化による、多機能測定プローブの開発 

本研究では、赤色および緑色領域で発光する 2 種のルシフェラーゼ、すなわち、赤色発光には鉄道

虫ルシフェラーゼ(red luciferase of Phrixothrix : RED)、緑色発光には ヒカリコメツキムシルシフェラー

ゼ（green luciferase of Phrixothrix）を用いた。これらの遺伝子は、外部協力者の近江谷らによりクロー

ニングされたものであり(Biochemistry 38,8271 (1999)) 、共同研究によりさらに発光強度を上げ、かつ

より短波長側に発光スペクトラムがシフトしたルシフェラーゼ(PTGR)を開発し、本研究に使用した。

両ルシフェラーゼの発光波長特性を図１に示す。 
2 色のルシフェラーゼ活性を生細胞内で高感度に測定し、適切に評価するため、逆位相で振動する

二時計遺伝子、昼に発現ピークをもつ Per2 と夜に発現ピークをもつ Bmal1 のプロモーター領域をク

ローニングし、その下流に赤色と緑色に発光する RED と PTGR をそれぞれ挿入して、発光レポータ

ー配列を作成した。 



 

 

２）ニ波長生物発光のリアルタイム分別測光の開発 

a.一過性発現による各レポター活性の検討 
Rat-1 線維芽細胞 105cells を 35 mm Petri dish に撒き 10%FBS 含有 DMEM 培地にて培養を行った。３日

後、confluent になった時点で lipofectamin2000 を用い、レポーターベクターを 3μg/dish 一過性導入し、

24 時間後にデキサメサゾン（DEX）100nM 含有 DMEM 培地に交換し、2 時間 37℃にてインキュベー

トして DEX ショックを行った。その後、培地を 100μM D-luciferin K 塩、10%FBS、HEPES 含有、

低 NaHCO3 の DMEM 培地に換え、直ちに PMT による連続計測を開始した。 
b.安定発現株の作成 
遺伝子導入には lipofectamin2000 を用いた。Per2-RED と Bmal1-PTGR の 2 種のレポーターベクター

を neomycin 耐性遺伝子と共に co-transfection し、neomycin 耐性コロニーの中から本実験で用いる安

定発現株を選択した。培養細胞からの発光リズムのリアルタイム測定解析には、高感度光電子増倍管

（photomultiplier, PMT）内蔵のディッシュ型ルミノメータ（アトー社 Kronos)を用いた。発光測定は

37℃大気中で行い、DEX ショック後連続 5 日間、1 分間の発光量を 2 回、20 分間隔で計測した。ま

ず、1 分間全波長にて発光量を測定し、次にバンドパスフィルターを用いて赤色側のみの発光を測定

した。あらかじめ光電子増倍管の透過効率を測定し、各々の交差部分を発光量から互いに差し引く計

算式を入れて測光し、リアルタイム分別測光を行った。 
 

４．結果 

1) 赤色閾と緑色閾で発光するルシフェラーゼの時計遺伝子発現解析への応用 

マウス時計遺伝子 Per2 プロモーター領域 340bp をクローニングし、その下流に pH 安定性赤色発

光鉄道虫ルシフェラーゼ（RED）配列を挿入した Per2- RED レポーターベクターを作成した。またマ

ウス時計遺伝子 Bmal1 プロモーター領域 915bp 配列の下流に緑色発光鉄道虫ルシフェラーゼ（PTGR）
をつなぎ、Bmal1-PTGR レポーターベクターを作成した。Per2-RED は NIH3T3 細胞にて転写促進因子

CLOCK、BMAL1 ともに一過性遺伝子導入すると用量依存的に転写が促進され、Bmal1-PTGR は転写

促進因子 ROR で転写が促進されることが確認された。 
２）二時計遺伝子発現安定発現細胞株の作成 

Rat-1 線維芽細胞は、デキサメサゾン（DEX）などの投与で安定した時計遺伝子のリズム発現が長

期持続することが知られている。このため、まず Per2-RED と Bmal1-PTGR を単独で一過性に Rat-1
線維芽細胞に遺伝子導入し、24 時間後に DEX ショックにより時計遺伝子リズム発現を確認した。そ

の結果、Per2-RED はショック後 11.40±0.70 時間と 31.92±0.62 時間(mean±SD, n=4)に発光の第一およ

び第二ピークが確認でき、また Bmal1-PTGR 発現は 21.72±0.12 時間と 42.78±0.20 時間(mean±SD, n=4)
に発光の第一および第二ピークが確認でき、第二ピーク移行は安定したほぼ 180 度位相の異なるリズ

ムがそれぞれで確認できた(図２)。 
次に一定条件での検討のため、両遺伝子を発現する安定発現株の作成を行った。Per2-RED と

Bmal1-PTGR の両遺伝子を Neomycin 耐性 pCDNA3.1 と共に Rat-1 線維芽細胞に co-transfection し、得

られた 42 個のコロニーの中から、RED、PTGR が同程度に発光するクローン J1 を選択し、以後の実

験に用いた。 
３） 赤色ルシフェラーゼと緑色ルシフェラーゼ発光のリアルタイム分光測光検討 

 あらかじめ、PTGR および RED のみを発現させた Rat-1 線維芽細胞を用い、赤色波長側のみを測定

するバンドパスフィルターのある場合とない場合で発光量を測定し、赤側への緑色発光の混入とその

逆の割合を算出し、それぞれのフィルターに対する透過率を測定し、分光測光のための計算式を得た

(図３)。 
 RED,PTGR による Per2,Bmal1 dual reporter 細胞 J1 を 100%コンフルエントに培養し、2 時間の DEX
ショックの後、ルシフェリン含有培地にて 5 日間、連続発光測定を行った。あらかじめ、交差測定分

を補正する式を測定ソフトに代入した結果、リアルタイムで両波長の分離に成功した。その結果、

Per2,Bmal1 共に明瞭なサーカディアン振動が確認され、かつその位相はほぼ逆位相であった。図４は

代表的ディッシュでの両遺伝子発現の分別測光の結果である。表１は、個々のピーク位相と 2 遺伝子

の位相関係をまとめたものである。Per2 の第一、第二ピークは 14.85±0.71 時間と 34.35±0.27 時間

(mean±SD, n=7)であり、一方、同一細胞における Bmal1－PTGR の第一、第二ピークは 19.61±0.29 時

間と 42.84±0.41 時間(mean±SD, n=7)であった。この値は、単独導入の場合と有意差がみられた。Per2



 

 

では第一ピークと第二ピークの間隔が2日以降のピーク間隔やBmal1のピーク間隔に比較し有意に短

く、かつ Per2,Bma1 間の位相角差は、2 日目移行の位相角差よりも有意に小さかった。 
４）赤色ルシフェラーゼトランスジェニックマウスの作成 

 赤色波長は組織透過性にすぐれているため、Bmal1-RED 配列を用い、トランスジェニックマウスを

作成した。遺伝子が導入された 12 ラインのトランスジェニックマウスを検討したところ、いずれも、

視交叉上核や末梢臓器のホモゲナイズ組織では発光を確認できなかた。しかし、視交叉上核および肝

臓をスライス培養したところ、2 ラインで安定したリズム発振が確認できた(図５)。pH 安定性の RED
は in vitro だけでなく in vivo でもすぐれた発光レポーターとして使用できることが明らかとなった。 
 
５．今後の展望 

生物発光は、ワンステップで高感度測定が可能であり、かつ広範囲で定量性が高い。現在、ノンア

イソトープのプローブとしては、発色および蛍光が多用されているが、今後は発光がこれらに代わる

プローブとして極めて有望である。本研究により少なくとも 2 色の生物発光のリアルタイム分別測光

が可能となった。今後は、さらに発光強度を上げ、単一細胞で二色の同時分別測光を可能とすると共

に、さらに多くの波長の発光プローブを開発することにより、今回のような研究用のプローブだけで

なく、臨床検査等の自動測定に使用可能なプローブを開発したい。 
 
 



 

 

表１：DEX ショック後に発現する Per2-RED と Bmal1-PTGR の発現ピーク位相および周期。 
ピーク位相はショック後の経過時間で表し、ピーク間隔を一周期をした。 

 
 
図１ 緑色ルシフェラーゼ（PTGR）および赤色ルシフェラーゼ（RED）の発光波長特性 R60 は赤

色域バンドバスフィルターの帯域を示す。 



 

 

 
 
図２:Per2-RED と Bmal1-PTGR の一過性発現によるリズム発現 
Rat-1 線維芽細胞を35mmディッシュに培養し、90～100%コンフルエントの時点で一過性にPer2-RED
または Bmal1-PTGR を発現させ、翌日 DEX ショックを行った。ショック終了直後から連続 5 日間の

発光測定結果を示す。 

 
 
図３：赤緑の分別測光のための計算式 
ディッシュ型ルミノメーターKronos に導入し、リアルタイムで分別測光を行った。



 

 

 

 
 
図４:二時計遺伝子発現の同一細胞からのリアルタイムモニタリング  
Per2-RED (赤)と Bmal1-PTGR(緑)の安定発現 Rat-1 細胞株 J1 のデキサメサゾンによるリズム誘発。生

体内と同様 Per２と Bmal１遺伝子の逆位相で発現し、同一細胞からの分別測光が適切に行われている

ことを示す。縦軸は 1 分間の発光強度、横軸は培養日数。 

 
図５ Bmal1-RED トランスジェニックマウスの視交叉上核スライス培養 
培養視交叉上核においても、夜中から明け方にピークをもつ、安定した Bmal1 発現の内因性活性が確

認された。全発光量に占める赤色波長成分の割合が多く、哺乳類生細胞内でも安定して RED 蛋白が

合成されていることを示す。 


