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LAS-3000

は じ め に
初夏に見られるホタルの光でおなじみの生物発光、
ルシフェラーゼを用いた遺
伝子発現解析が定着しつつあります。生物発光は、通常のシステムでは検出する
ことが非常に難しい微弱な光です。冷却 CCD システムによる高感度検出が可能
になり、微弱光を用いた手法が実現化されました。今回は、大阪市立大学

理学

研究科 吉田先生にご執筆頂きました。
ルシフェラーゼを融合した遺伝子を導入
した、遺伝子の発現解析の実例のご紹介です。
前回の Application Note No.22 でご紹介させて頂きました、スーパー CCD
を用いた冷却 CCD システム LAS-3000 を用いて検出しています。
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Summary
・
・
・

カリフラワーモザイクウイルスの35Sプロモーターにレポーター遺伝子とし
てルシフェラーゼを融合した遺伝子を植物に導入した。
植物にルシフェリンを噴霧し、遺伝子の発現を in vivo の状態で LAS‑3000
によりイメージングした。
Colony ソフトにより、イメージングした画像から発現量を定量化した。
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Introduction

遺伝子の発現解析を行う際、目的とする遺伝子の転写調節域（プロモーター、
エンハンサー等）の下流にレポーター遺伝子を連結させ、その発現を検出す
るという手法がよく用いられる。植物を材料とした研究で主に用いられてい
るレポーター遺伝子としては、ルシフェラーゼ（LUC）遺伝子、β ‑ グルクロ
ニダーゼ（GUS）遺伝子、green fluorescent protein（GFP）遺伝子の３種
がある。その中でルシフェラーゼは、高感度で定量性にも優れていることが
知られている。また、ルシフェラーゼの基質であるルシフェリンは植物体に
対する毒性も少なく、植物表面から容易に取り込ませることが可能であり、
in vivo の状態で遺伝子発現を観ることができる。今回、このルシフェラー
ゼによるルシフェリン酸化に伴う発光を高感度の冷却CCD カメラで画像化し
定量することを検討した。カリフラワーモザイクウィルス（CaMV）の 35S プ
ロモーターの下流にLUC遺伝子を連結した高レベルのLUC遺伝子を発現させる
プラスミドをパーティクルガンにより植物体に直接導入し、富士写真フイル
ム株式会社製LAS‑3000でこのルシフェラーゼ発光を画像化するとともに定量
化が可能となったので、ここに紹介する。

■レポーター遺伝子
遺伝子の発現解析において、
目的とする遺伝子の下流に検出が簡単で定量化
が可能なルシフェラーゼ（LUC)やβ‑グルクロニダーゼ（GUS)などのタンパ
ク質の遺伝子をつなぎ、
その発現を調べるという手法が使われる。
この指標
として用いられる遺伝子をレポーター遺伝子という。
■β ‑ グルクロニダーゼ；GUS
β‑グルクロニドを加水分解し、D‑グルクロン酸を生成する酵素。酵素活性
の検出には、蛍光法と化学発色法が用いられる。蛍光法では、4‑MUG（4‑
メチルウンベリフェリル ‑ β ‑D グルクロニド）を基質として用いて分解産
物の蛍光を蛍光分光光度計で測定する。化学発色法では、X‑Glus（5‑ ブロ
モ ‑4‑ クロロ ‑3‑ インドリル ‑ β ‑D‑ グルクロニド）を用い、酵素反応によ
り生成する水に難溶性の青色の色素を観察する。
■ green fluorescent protein（グリーン蛍光タンパク質）
；GFP
発光クラゲ類のもつ、緑色蛍光タンパク質の総称。GFPは長波長UVもしくは
青色光を吸収して緑色の蛍光を発するタンパク質である。
蛍光の発生には基
前処理をせずに直接
質やMg2+などのコファクターを加える必要がないため、
GFP の蛍光を観察できる。
■カリフラワーモザイクウイルス（CaMV)の 35S プロモーター
CaMVはDNAを核酸成分とすることが証明された最初の植物ウイルスであり、
アブラナ科植物に感染する。開環状二本鎖DNAをゲノムとする球状ウイルス
（直径 50nm)で、ゲノム DNA の複製は RNA を介して行われる。二本鎖 DNA から
転写される mRNA には、35S と 19S の 2 種類がある。35S プロモーターは CaMV
の遺伝子発現を制御する強力なプロモータとして知られており、
ある特定の
遺伝子を植物中で強く発現させるため、CaMV35S プロモータ DNA 断片と目的
の遺伝子を結合させた融合遺伝子を植物体に導入するという手法がよく用い
られる。
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■ルシフェラーゼ
（LUC
）とは？
■ルシフェラーゼ（
LUC）
ホタルなどの生物において生物発光を触媒する酵素の総称。LUCは、ルシフェリン
を ATP の存在下で酸化させることにより光を発生させる。基質であるルシフェリ
ンは水溶性で、細胞に取り込ませることが容易であり、基質およびその反応生成
物は生体にとって毒性がないことから、細胞内で LUC による発光反応を起こさせ
ることができる。

■ルシフェラーゼの発光原理は？
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実験方法
遺伝子導入
１） 植物の葉＊１を切り取り、0.3％Gelriteを含むMS培地プレート上に置
いて、CaMV の 35S プロモーターの下流に LUC 遺伝子を連結したプラ
スミド（35S‑LUC）をパーティクルガンにより導入する（Fig.1）。

＊１

今回の実験では、５日間育てたア
サガオ子葉をサンプルとして使用する。

Fig.1 パーティクルガンに
よる遺伝子導入

Fig.1

２） 導入後、シャーレに蓋をして、温度 23℃・湿度 50％の条件で 18 〜
20 時間インキュベーションを行う。

LUS 活性は導入直後から確認は可能であるが、通常 12 〜 24 時間後に測
定を行う。ルシフェラーゼ遺伝子が発現し、酵素活性が一番強くなる。

ルシフェリン処理
１） シャーレ上の植物の葉の表面に 3mM ルシフェリン水溶液（0.01％
(v/v) TritonX‑100 を含む）を均一に噴霧して処理する。
２） 処理後、20 分間放置する。

1mM、3mM、5mM ルシフェリン水溶液を噴霧して検討したところ、1mM ル
シフェリン水溶液では少し発光が弱かったので、
3mMルシフェリン水溶
液を使用することにした。また、噴霧する代わりに少量のルシフェリ
ン水溶液をはけで塗ってもよい。

発光画像の読み取り
１） LAS‑3000 の暗箱内にシャーレを置き、検出条件設定（Fig.2 の読み
取り条件参照）、ピント調整を行う。
２） 暗箱の扉を閉じ、5分間暗所に置いて葉緑体由来の蛍光＊2を減衰させ
た後、10 分間露出を行う。

LUC活性は温度の影響を強く受けるので、
暗箱内の温度の変動に注意する。
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光により励起された葉緑素はより長
波長の蛍光を放出して基底状態に戻る。
暗所に移すと蛍光は急速に消失する。
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３） 読み取り画像の保存を行う（Fig.2）。

Fig.2

Fig.2

LAS‑3000 による検出

画像読み取り条件
Method: Chemiluminescence
Tray position: 2
Sensitivity: Standard
Exposure time: 10min.

解析結果
解析ソフトによる画像解析
１） Colony解析ソフト＊1（P.6‑7 コラム参照）を起動後、保存した画像を開く。
２） 発現スポットを抽出する。

Fig.3

＊１

富士写真フイルム（株）が提供す
る ScienceLab2003（Win 用）に含まれ
る画像解析ソフトウエア。

Fig.3 Colony ソフトに
よる発現抽出

３） 抽出したスポットを定量化する。

Fig.4

４） 定量結果をテキストファイルに変換し、Excel ファイルで開く。
５） 発現の合計値を算出する。
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Fig.4 定量結果
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まとめ
今回、レポーター遺伝子としてルシフェラーゼを用いる遺伝子発現解析に
LAS‑3000 を使用して、Colony 解析ソフトにより発現量の定量を行った。ル
シフェラーゼは in vivo の状態での半減期が比較的短いため、導入遺伝子
の光誘導やサーカディアンリズムの解析等の経時的変化を追跡する発現解
析に最適である。このため、ルシフェラーゼ発光をLAS‑3000により画像化・
定量化することは、このような遺伝子発現解析において有効な手段になる
ものと思われる。今後は LAS‑3000 を使って遺伝子発現を定量化し、発現量
の変化を数値化して遺伝子発現解析を行っていきたい。

■ Colony 解析ソフト
シャーレ、プレート上の Colony 又は発現スポットの自動抽出、カウント、定
量を行うソフトウエアです。ナビゲーションに沿って操作するだけで、簡単に
解析が行えます。吉田先生の画像を用いて、操作方法をご紹介します。
（１）画像を開きます。 ＜ Image モード＞
ナビゲーション
アイコンを順番にクリッ
クすれば、一通りの解析
ができます。

Open
解析する画像を選択して
開きます。

（２）階調調整をして見やすい画像にします。＜ Display モード＞

画像の表示色、階調変換
曲線を選択し、階調変換
バーで調整します。
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（３）抽出領域とバックグラウンドを作成します。＜ Measure モード＞
抽出領域
抽出領域作成
真円だけでなく、楕
円の設定も可能です。
また、分割線によっ
て、領域内を分割す
ることも可能です。

バックグラウンド
領域作成
プレートのバックグ
ラウンドを減算する
ことができます。

バックグラウンド
領域

（４）抽出条件を設定し、Detect ボタンをクリックします。＜ Analysis モード＞

抽出 Colony
青色で表示されます。

抽出した Colony の
追加、修正、
修正、削除
追加、
修正、
削除

抽出条件
抽出する Colony の濃度、サイズ、真円度の条件を設定します。この３つの条件すべてに
一致する Colony が抽出されます。
Density（濃度）

：

数字が小さいほど薄い Colony を抽出します。抽出領域
内で、濃度の最小値がパラメータ０、最大値がパラメー
タ１００に割り当てられています。

Size（サイズ）

：

数字が小さいほど、小面積の Colony まで抽出します。

Circularity（真円度）：

どれだけ真円に近い Colony を抽出するかを決定するパ
ラメータです。数字が大きいほど、円に近い Colony の
み抽出します。設定範囲（０〜１００）
。
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