ホタルの光で生理活性分子を高感度に捕らえる！
―電子移動による生物発光の ON/OFF 制御法の確立と、イメージングへの応用―
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２．発表のポイント：
◆生物発光の ON/OFF を、発光基質の精密デザインにより論理的に制御する新しい方法論
を確立し、さらにこれを生理活性分子の高感度イメージングへ応用することに成功しました。
◆これまで、生理活性分子を検出できる生物発光基質のバリエーションは限られていました
が、新しい発光の ON/OFF 制御法を確立し、これを大きく拡張し得ることを示しました。
◆生きた動物個体内で、さまざまな生理活性分子を高感度に検出することが可能になり、こ
れまで観測できなかった生命現象の理解に貢献できると期待されます。
3. 発表概要： （※ 研究内容を、非専門家に紹介する文章。300～500 文字程度）
ホタルの光に代表される生物発光を用いたイメージング手法は、非常に高感度なシグナル検
出を可能とすることから、動物個体内での様々な生命現象を解明するために利用されています。
中でも、特定の生理活性分子を認識することで、その発光が OFF から ON になる生物発光プ
ローブと呼ばれる分子を用いたイメージング手法は、どのような時に、どのような場所でその
生理活性分子が発生しているのかを生きた動物個体内で可視化できる強力な手法です。しかし、
これまで生物発光プローブの ON/OFF を制御可能な方法は限定されており、検出できる生理
活性分子の種類には大きな制限がありました。
東京大学大学院薬学系研究科、同医学系研究科浦野泰照教授らは、ホタルの発光基質の類縁
体に、基質が発光するために必要な、基質内の電子の遷移 (注１)を制御できる化学スイッチを
導入することで、生物発光基質の ON/OFF を論理的にコントロールすることができることを
初めて見出し、さらにこれを生理活性分子の一つである、一酸化窒素（注２）の生体内イメー
ジングに応用することに成功しました。
今回確立された手法を用いることで、動物個体内で様々な生理活性分子を生きたままの状態
で観察することが可能になり、生命現象の解明に役立つことが期待されます。
４．発表内容： （※ 詳しい発表内容を 1500～2000 字程度で記載ください）
生物発光イメージング法は、ルシフェリンと呼ばれる発光基質がルシフェラーゼと呼ばれる
酵素と出会うことで自ら発する光を用いるため、生体組織による励起光（注 1）の吸収・散乱
や自家蛍光といった、蛍光イメージング法(注 3)においてシグナルの感度を大きく下げてしま

う要因が問題とならないことから、動物個体内において極めて高感度なシグナル検出を可能に
する手法として、生命科学研究において汎用されています。さらに、ある特定の生理活性分子
が存在する時のみ、その発光が ON になる生物発光プローブと呼ばれる分子を用いれば、そ
の生理活性分子が生体内において、どのような場所で、どのようなタイミングで放出されるの
かをイメージングによって詳細に解析することが可能です。しかし、これまで生物発光プロー
ブは、発光基質を何らかの保護基(注 4)でマスクしておき、特定の生理活性分子が反応したと
きに、この保護基がはずれることで発光性を回復するというデザインによってしか開発できな
かったため、検出できる生理活性分子の種類には、大きな制限がありました。
東京大学大学院薬学系研究科、同医学系研究科浦野泰照教授らは、アミノルシフェリンと呼
ばれるホタルの発光基質の類縁体に、基質が発光するために必要な基質内の電子の遷移を制御
可能な化学スイッチを導入することで、生物発光基質の ON/OFF を論理的にコントロールす
ることができることを初めて見出しました。さらにこれを用いて、重要な生理活性分子の一つ
である一酸化窒素の生体内イメージングに応用することに成功しました。
発光分子や蛍光分子は、分子内の電子が励起状態 (注１)と呼ばれる活性化状態から、基底状
態(注 1)と呼ばれる非活性化状態に戻るときに光子を放出しますが、同研究グループは、これ
までに、蛍光分子の ON/OFF(励起状態から光子を放出するか否か)を、蛍光分子近傍に結合し
た電子供与体から、励起状態にある発光団(電子受容体)への電子の移動によって論理的にコン
トロールできることを見出していました(注 5)。生物発光基質も、蛍光分子と同様の励起状態
を取るため、発光団の近傍に精密にデザインした化学スイッチを結合することで、このスイッ
チ部位からの電子移動によって、発光の ON/OFF をコントロールできるのではないかと考え
研究を始めました。
同研究グループはまず、異なる電子供与能を持つ分子を発光団の近傍に結合することで、そ
の電子供与能と基質の発光強度の相関を調べました。すると、基質の発光強度と、結合した分
子の電子供与能の間には良い相関が見られ、高い電子供与能を持つ分子を結合した場合には、
この分子から発光団への電子の移動によって、発光を OFF の状態に抑えることができること
を初めて見出しました。研究グループはこの新しく発見した現象を Bioluminescent enzymeinduced electron transfer (BioLeT)と名づけました。
この新しい生物発光の ON/OFF の制御原理は、これまで開発が困難であった生物発光プロ
ーブの開発を可能にしました。従来の生物発光プローブは一酸化窒素など、発光基質をマスク
した保護基を外す活性がない生理活性分子を検出することは不可能でしたが、同研究グループ
は、一酸化窒素が存在しない時には化学スイッチが発光を OFF にできるだけの電子供与能を
持つ一方で、一酸化窒素が化学スイッチと反応すると、電子供与能力が著しく減少し、発光が
ON になるよう精密にプローブを設計することで、一酸化窒素を検出する生物発光プローブ
Diaminophenylpropyl-aminoluciferin (DAL)を初めて開発しました。さらに、全身にルシフェ
ラーゼを発現する“ホタルラット”内でこれを用いることで、これまで困難であった生きた動
物個体内での高感度な一酸化窒素の検出に成功しました。 (添付資料参照)。

上記の生物発光の ON/OFF 制御原理は、様々な生理活性分子の検出原理へと応用できると
考えられることから、動物個体内で様々な生理活性分子を生きたままの状態で観察することが
可能になり、生命現象の解明に役立つことが期待されます。
本研究は、自治医科大学先端医療開発部門、小林研究室 (教授 小林英司)との共同研究で行わ
れました。
また本研究は、文部科学省科学研究費補助金 新学術領域研究「酸素を基軸とする生命の新た
な統合的理解（酸素生物学）」の支援を受けて行われました。
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7．用語解説： （※ 解説が必要な用語がございましたら記載ください）
(注１) 電子の遷移、励起状態、基底状態、励起光
電子の遷移とは、原子や分子の中の電子が、光などのエネルギーを吸収または放出し、ある軌
道から別の軌道へ飛び移ること。その電子状態が最低エネルギーにある状態を基底状態といい、
それより高いエネルギーにある状態を励起状態と言う。生物発光基質がルシフェラーゼと出会
って反応したり、蛍光物質が光(励起光)を吸収したりすると、分子内の電子は、基底状態から
励起状態へと遷移する。一方、生物発光基質や蛍光物質は、励起状態から基底状態に遷移する
ときに、その２つの状態のエネルギーの差分を光として放出する。
(注 2) 一酸化窒素
化学式 NO で表される無機化合物。動物体内では血管内皮細胞等から産生され、血管拡張作
用、血小板凝集抑制作用、白血球の血管内皮細胞への接着や、内皮細胞下組織への浸潤の防止
作用、血管平滑筋細胞の増殖抑制作用などを持つ。
(注 3) 生物発光イメージング法と蛍光イメージング法
生物発光イメージング法は、暗闇でわずかなホタルの光を視認できるのと同様に、発光基質が
自ら放つ光を検出するため、感度が非常に高い。一方、蛍光イメージング法では、蛍光基質を

励起するために、必ず励起光を当てる必要がある。真っ暗な部屋の中では、蛍光ペンの色を視
認できないのと同様。この励起光の生体組織による散乱、吸収が、検出感度を下げる原因とな
る。
(注 4) 保護基
化合物が反応する場所を不活性な形にマスクして変換しておくことを「保護」と言い、このマ
スク部位を「保護基」と呼ぶ。
(注 5) 電子移動による蛍光分子の ON/OFF コントロール
励起光照射によって励起された(注１)蛍光団に、近傍に結合した別の分子から電子移動(光誘起
電子移動と呼ばれる)が起きると、励起された電子が元の軌道に戻れなくなり、蛍光が放出さ
れなくなる。結合した別の分子が、蛍光団にどれだけ電子を与えやすいか(電子供与能)をコン
トロールすることで、蛍光分子の ON/OFF をコントロールできる。

8．添付資料：
化学スイッチ:
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一酸化窒素(NO)を検出可能な生物発光プローブ、DAL の設計原理と、全身にルシフェラーゼを発現
するラット内での NO イメージングの図。DAL が NO と反応する前は、電子移動（BioLeT）により発光
が消光されているが、化学スイッチ部位が NO と反応することで BioLeT による消光が解除され、基質
は発光する。

