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主催：電気通信大学、産業技術総合研究所 

日時：2021 年 11 月 27 日（土）１２：３０～17：20 

会場：Zoom による WEB 開催＊１（JABC のホームページにて、 

アブストラクトを閲覧できるようにいたします）

招待講演 

（１）12：35－13：15

黒田 直敬 先生（長崎大学 大学院医歯薬学総合研究科（薬学部））

「化学発光と生体試料分析」

（２）13：15－13：55

上田 宏 先生（東京工業大学 化学生命科学研究所）

「発光酵素の蛋白質工学とそのセンサー化」）

（３）13：55－14：２5

三谷 恭雄 先生（産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門）

「新たな発光生物の探索とその発光分子機構解明への挑戦」

ミニ口頭発表セション＊２14：30－15：35

特別講演 

（１）15：40－16：30

Panče Naumov 先生（ニューヨーク大学アブダビ校、UAE）

“Firefly bioluminescence: What's hot, and what's not?”

（２）16：30－17：20

Jérôme Mallefet 先生（ルーヴァン・カトリック大学、ベルギー）

“Living light quest: 40 years of research…what did I learn?”

＊１ 参加希望の方は 11 月 19 日までに下記アドレスまでメールにて登録をお願い

致します。登録いただいた方には、開催前に ZOOM 接続等に関する案内を送付

いたします。参加費は無料です。 

登録情報：氏名、所属 

登録メール送付先：jimu.jabc@gmail.com
＊２ 発表の募集は終了いたしました。 



Firefly bioluminescence: What's hot, and what's not? 
 

Panče Naumov1,2 
（1Smart Materials Lab, New York University Abu Dhabi, UAE; 2Molecular Design Institute, New 

York University, US） 
 
Among thousands of bioluminescence organisms, the sequence of chemical reactions underlying the 
emission of light in fireflies and other bioluminescent beetles is one of the most thoroughly studied 
processes by a variety of experimental and computational methods. Despite these remarkable efforts, 
contrasting arguments and fierce academic debates continue around even some of the most 
fundamental aspects of the bioluminescence mechanism. In an attempt to reach a consensus on specific 
aspects of its chemistry, here we made an exhaustive search and compiled the key discoveries on 
bioluminescence [1], fluorescence and chemiluminescence of firefly oxyluciferin and its chemical 
variants reported over the past 50+ years. The individual and synergistic factors that affect the light 
emission, including specific and non-specific intermolecular interactions, solvent polarity, and 
electronic effects were analyzed in the context of both the reaction mechanism and the different colors 
of light emitted naturally by different beetles or mutant luciferases. The collective data aided in 
disentangling these factors and point toward a combined emission of multiple chemical forms of 
oxyluciferin as the most probable explanation for the variation in color of the emitted light. We also 
highlight realistic research directions to eventually address some of the remaining questions related to 
firefly bioluminescence. It is our hope that this extensive compilation of data and detailed analysis 
will not only consolidate the existing body of knowledge on this important bioluminescence reaction, 
but will also aid in reaching a wider consensus.    

 
References 
1 C. Carrasco-López, N. M. Lui, S. Schramm and P. Naumov, Nat. Rev. Chem., 2021, 5, 4.  
 



Living light quest: 40 years of research…what did I learn? 
 

Jérôme Mallefet  
（Université catholique de Louvain, Marine Biology Laboratory,Louvain-la-Neuve, Belgique） 

 
I work since 1981 in the laboratory of animal physiology of Prof Baguet at 

the Catholic University of Louvain where I studied the oxygen consumption and 
control mechanism of bioluminescence in isolated luminous organs of fish during 
my master and my Ph.D. degree. After a post-doc stay at the University of 
Montreal in Canada (Prof. M. Anctil Laboratory), I started a research program to 
study the possible conservation of bioluminescence control mechanisms through 
evolution: the study of luminous echinoderms was initiated as the first step in this 
new program. Comparison of control mechanisms in fishes and echinoderms as 
well as within other marine invertebrates phyla (such as Cnidarians, Ctenophora, 
Worms, Crustaceans, Molluscs...) highlighted possible evolutionary 
convergences in the wide diversity of the phenomenon. 

 
During my research formation (master and PhD) I studied the oxygen 

consumption of isolated photophores of the epipelagic fish (Porichthys notatus 
and P. myriaster) then make a comparison with mesopelagic fishes from the strait 
of Messina in Sicily (Argyropelecus hemigymnus, Maurolicus muelleri, 
Chauliodus sloani,…). I was able to demonstrate that oxidative metabolism of the 
light organ did change during adrenergic-induced light emission: while the light 
organ of epipelagic fishes showed an increase of O2 consumption those of 
mesopelagic ones decreased by 20% in average. Recent works on mesopelagic 
fishes highlighted the importance of nitric oxide (NO) modulation in luminous 
teleost fish. Works on biochemistry allowed to demonstrate the widespread of 
coelenterazine in luminous mesopelagic fish during a research stain Dr O? 
shimomura’s laboratory in Woods Hole. 

Since 1990, a pluridisciplinary study of a small cosmopolitan echinoderm, 
the ophiuroid Amphipholis squamata, allowed describing the morphological, 
physiological, and ecological basis of the luminous phenomenon in this species. 
This work was achieved through national and international collaborations (Italy, 
France, UK, USA). A comparative study of bioluminescence control, developed 
in other ophiuroid species, revealed differences in mechanisms within this 
echinoderm class, calcium requirement might represent a common key point in all 
photogenesis studied so far in ophiuroids. This research program was possible 
through national and international collaborations (Italy, France, UK, Sweden, 
USA, Australia, New Zealand). Access to deep-sea cruises boosted our knowledge 
of echinoderms luminescence, more than 50 new luminous species of ophiuroids, 
while 11 seastars, 9 holothuroids, and 4 deep-sea crinoids must be added to the 
list of bioluminescent organisms.  

 
Amphiura filiformis was the second main ophiuroid species model we 

investigated and results obtained in pharmacology, morphology but also in 



transcriptomic analysis revealed not only the diversity of control but open ways 
to new research into origin of luminous system in this species. With Dr. O 
Shimomura we found the presence of coelenterazine and tried to isolated a 
specific luciferase without purification success. One of my PhD student found in 
the A filiformis transcriptome multiple copy of a Renilla-like luciferase gene what 
suggested that luciferase are not species-specific as originally thought.  

No doubt other species are still unknown and effort will be done to better 
understand control, function, biochemistry as well as geographical and 
phylogenetical distribution of bioluminescence in the Echinoderm phylum. 

In 2007, a new research program on luminous sharks, using Etmopterus 
spinax, as model species, has been developed with the discovery of a hormonal 
control mechanism. Numerous modulations have been discovered. Comparative 
studies of other luminous shark species and researches using 
immunohistochemistry, western blot, molecular approaches led to a new control 
mechanism of shark's luminescence relying on light emission and extraocular 
perception. These researches were possible through national and international 
collaborations (Norway, Australia, Taiwan, Japan, and New Zealand). Light 
emission in sharks seems to be mainly used for camouflage by countershading 
(isolume follower hypothesis) but also for defense by aposematic signaling, 
reproduction as well as schooling. Recently a third luminous family of squaliform 
shark was documented. The development of new experiments in physiology , 
ethology and molecular domain will highlight the mystery of the elusive deep-sea 
luminous sharks. After 14 years of study, we have made breakthroughs in the 
origin and evolution of shark bioluminescence. We continue our research.  

During those years I had the chance to observe luminous species from other 
phyla and some of them attracted my attention among which (i) pelagic worms 
from the genus Tomopteris; (ii) the krill, Meganictiphanes norvegica, but also 
some octocorals from the Mediterranean sea and Northern Skaggerack.  

Key results will be presented to be followed by an open general discussion. 
The current crisis, we are going through, is pushing us towards less contact but I 
am convinced that science is rich of collaboration and not of competition. Learn 
to communicate, to trust the experts who want to help you have a glowing future. 
Always look at the bright side of life. 
 
Jerome.mallefet@uclouvain.be 



化学発光と生体試料分析 
 

○黒田直敬 

（長崎大院医歯薬） 

 

 複雑なマトリックスからなる生体試料の分析には高い選択性が要求される。また，生理

活性を有する物質は微量でも生体に大きな影響を与えることが多く，高い感度が必要となる

場合が多い。このための分析手段として，化学発光法は高感度性をはじめとして優れたポテ

ンシャルを有しているにも関わらず，例えば同じルミネセンス分析に属する蛍光法と比較し

た場合，未だに生体試料分析において広く普及しているとは言い難い。その理由として，化

学発光試薬や反応の少なさに由来する選択肢の少なさ，化学反応を必要とすることによる使

い勝手の不便さなどが挙げられる。 

このような背景を基に，演者らは従来から報告されている化学発光物質およびその発光反

応に目を向け，既存の化学発光反応の効率化，新たな化学発光誘導体化反応の分析化学的応

用，活性酸素発生系の化学発光検出系への導入等を通じて，分析法の感度・選択性の向上，

および分析対象物質の拡大を図ってきた。本講演では，これらの内容を紹介するとともに，

特にキノンの化学的特性に着目した最近の分析化学的応用の試みを紹介する。 

キノンは，生理活性物質として，あるいは医薬品，農薬あるいは染料などとして我々の身

の回りに多く存在する化合物である。キノンは紫外線照射下あるいは還元剤共存下で活性酸

素種（ROS）を発生することから，化学発光検出によりキノンを選択的かつ高感度に検出す

ることが可能となる。本講演では，キノン類の化学発光定量法を紹介するとともに，生体試

料の分析ツールのとしての応用の試みついても言及する予定である。 

 

 

 

[キノンの分析化学的研究] 

1) Selective determination of doxorubicin and doxorubicinol  in rat plasma by HPLC with 

photosensitization reaction followed by chemiluminescence detection, Talanta, 78, 94-100 (2009). 

2) Determination of vitamin K homologues by high-performance liquid chromatography with on-line 

photoreactor and peroxyoxalate chemiluminescence detection, Analytica Chimica Acta, 591,148-

154 (2007). 

3) Selective chemiluminescence method for monitoring of vitamin K homologues in rheumatoid 

arthritis patients, Talanta, 85, 230-236 (2011). 

4) Chemiluminescence assay for quinones based on generation of reactive oxygen species through 

the redox cycle of quinone, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 393, 1337-1343 (2009).  

5) Development and validation of the first assay method coupling liquid chromatography with 

chemiluminescence for the simultaneous determination of menadione and its thioether conjugates 

in rat plasma, Chemical Research in Toxicology, 26, 1409-1417 (2013). 

6) Characterization of quinone derived protein adducts and their selective identification using redox 

cycling based chemiluminescence assay, Journal of Chromatography A, 1403, 96-103 (2015). 

 



発光酵素の蛋白質工学とそのセンサー化 
 

○上田 宏 1 
（1 東工大 研究院化生研） 

 
私が生物発光と発光酵素の魅力に取りつかれてはや四半世紀が過ぎた。今回は，発光酵素を材

料とした蛋白質工学と，センサー化についての我々のこれまでの試みを簡単にご紹介したい。 
 

１）発光酵素関連の蛋白質工学 
発光研究を始めた当初は，ある企業がクローン化したウミホタルルシフェラーゼ(Cluc / Vluc)を免疫

測定へ応用するため，抗体結合タンパク質と結合させたレポーターとして動物細胞で発現させ，その

性質を調べていた。この際，抗体結合タンパク質としてプロテイン A を用いた場合には何も問題なく抗

体検出に用いることができたが，より多くの抗体に結合するはずのプロテイン G を用いた際には全く抗

体に結合しない事が判明した 1。試行錯誤の結果，αヘリカルプロテインであるプロテイン A を挟むと

プロテイン G の活性が回復することがわかり，これはその後融合タンパク質の２つのドメインを機能的

に結合させるための剛直リンカー(EAAAK)n の研究 2 に繋がった。 
次いで興味を持って行ったのは，ホタルルシフェラーゼ Fluc の発光色決定機構である。当時既に，

ゲンジボタル酵素にランダム変異導入することで，その発光色が顕著に変化する事が知られており，

多くの方々のご協力を得つつ，同じ事をヒメホタル酵素で試してみた。この結果，短波長から長波長ま

で様々な変異体が得られたが，その中に，ホタル酵素で通常見られる発光波長の pH 依存性が少な

い変異体 V368A が見つかった 3。興味深い事に，この変異体にアメリカホタル酵素(以下 Ppy)で知ら

れる熱安定化変異を加えると更に波長変化が減少し，発光色決定機構と構造安定性に相関がある

可能性を見出すことが出来た。 
またほぼ同時に興味を持ったのは，Fluc の短縮化である。以前，繰り返し配列を持つ Vluc を約半

分に短縮しても発光活性が維持されるという結果を得ていた 4 事もあり，同様のアプローチを Fluc に

適用してみた。その頃２つのドメインからなる Ppy の立体構造が報告されたことから，N 末ドメイン（以

下 N ドメイン）のみを発現させてみた。すると大変興味深い事に，通常の基質(LH2+ATP)を用いた場

合の N ドメインの発光は野生型に比べて顕著に弱く，かつ時間を要したが，反応中間体であるアデニ

ル化ルシフェリン LH2-AMP を用いると瞬時に明るく発光することが判明した 5。おそらく通常基質と N
ドメインで生じた LH2-AMP 中間体は酵素外に漏れ出し，溶液中の中間体濃度に応じて発光すると考

えられた。またこれにより，N ドメインを用いて反応開始後すぐに発光量を測定すれば，通常基質の存

在下でも LH2-AMP を選択的に検出できる簡便迅速な手法となることがわかった 6。さらに中間体測定

より， Ppy の発光活性変異体のうち K433A 変異体と H245D 変異体は，中間体産生に至るアデニル

化活性は残っているが酸化的発光活性が大幅に減少していること，K529A 変異体においてはアデニ

ル化活性は大幅に減少しているが LH2-AMP を用いた酸化的発光活性は保たれていることが明確に

なり，本酵素が２つの半反応を異なる活性残基を用いて行っている 7 事を支持する結果となった。 
 

２）タンパク質間相互作用検出への応用 
 発光酵素を用いたタンパク質間相互作用(PPI)検出系としては，PPI による Luc の再構成を発光で

検出する protein-fragment complementation assay (PCA)と，酵素から蛍光団へのエネルギー移動に

よる発光波長変化を利用する bioluminescence resonance energy transfer (BRET)が一般的であり，主

に細胞内での PPI 検出に多用されている。我々は上記の結果から，これらとは異なり Fluc 変異体間

での LH2-AMP の受け渡しを原理とする PPI 検出系を考案した。分割 Fluc を利用する PCA において

は，試験管内ではプローブの安定性が足りずに安定な信号検出が難しかったが，Fluc 変異体のスク

リーニングを続けた所，試験管内と細胞内の両方でワークする系を構築でき，これを firefly 
luminescent intermediate-based PPI assay (FlimPIA)と名付けた 8。その後変異導入による改良を加え

て，シグナル(S/B 比)と安定性も向上してきた 9。ただ最も明確な S/B 比が出るのは基質添加後数秒

以内であり，その後は漏れ出た中間体によるバックグラウンド発光で結果が不明瞭になる問題が解決

出来ていない。本原理は類似のファミリー酵素でも利用可能であり，もう少し可能性を探りたいと思っ

ている。 
 

３）発光免疫測定法への応用 



そうこうするうち，より小さく明るい Nanoluc (NLuc)と，これを用いた PCA 系 NanoBiT と BRET 系

NanoBRET が上市され，試験管内細胞内の両方で良い性能を示す事が知られるようになった。安定

性も高い事から，我々もこれを改良して２つの抗体断片間の相互作用変化を検出し，間接的に低分

子抗原を混ぜるだけで非競合的に検出可能な open-sandwich bioluminescent immunoassay (OS-
BLIA)を構築した 10。Dixon らの ternary complementation の焼き直しではあるが，その高い発光強度

から肉眼でも抗原依存的な信号増加が観察できる点は優れている。 
最後に，BRET と蛍光免疫測定法との組み合わせについて述べたい。我々は以前，抗体のエピト

ープペプチドを Ppy の N 末端に付加し，これを認識する抗体の N 末端を蛍光色素で修飾し，両者を

混合することで，Ppy から蛍光色素(Cy3, Cy3.5)への発光共鳴エネルギー移動を利用して競合免疫

測定を行う事に成功した 11。またレニラルシフェラーゼ RLuc と YFP を用いた OS-BLIA にも成功した
12 が，それらの応答は決して大きいとは言えなかった。最近，部位特異的に蛍光色素を修飾したセン

サー抗体であるクエンチ抗体(Q-body）
と NLuc を組み合わせる事で，Q-body
自体の蛍光より優れた最大 12 倍の発

光応答とより高い感度を得ることに成功

した 13。これらは励起光が不要で，発光

色変化で抗原検出が可能になる事か

ら，スマートフォンを利用した Point of 
care test (POCT)に応用できる可能性も

高いと考えている。 
 
４）おわりに 
 現在，大室らが Kim らにより構築された artificial luciferase (ALuc) 14 の短縮化についての試みを

進めている。現状，これまで報告された発光酵素の中では最小サイズでありながら，試験管内では

NLuc に近い発光強度が得られており，今後の進展が期待される。末筆ながら，研究遂行の色々な場

面でお世話になった先生方に改めて御礼申し上げたい。 
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図 1：BRET Q-body のスキームとスペクトル変化 
 



新たな発光生物の探索とその発光分子機構解明への挑戦 
 

○三谷 恭雄 
（産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門） 

 
 発光生物は、脊索動物、棘皮動物、環形動物、軟体動物、細菌など幅広い多様な生物種で報告

があるが、その発光分子機構が解明されている種はごくわずかにとどまる。未解明種の中には既知の

発光基質や発光酵素と交差反応を示さない種が存在することも知られており、このことは未知の発光

基質・酵素の存在や未解明の発光分子機構が存在することを示唆している。発光生物種の広がりを

鑑みると、基質の多様性を含む発光分子機構に関しては、これまでに解明されたものよりむしろ未解

明なものの方が多いことすら想像される。しかしながら、新たな発光生物の探索には困難を伴う。なぜ

なら、発光生物の生息状況については、ホタルやウミホタルなどごく一部の発光生物を除いてほとんど

確かな情報がなく、しかもその状況は、自然環境の変化により容易に影響を受け、数年を経ずして大

きな変化がみられることもある。まして、マイナーな発光生物に関しては、少数の古い採取記録が残さ

れる程度の種がほとんどであり、仮に採取できたとしても、交差反応の確認、基質や酵素の精製、遺

伝子解析などを進めるほどの試料が確保できないケースがほとんどであると言える。こうした中、次世

代シーケンサーを用いた RNA-Seq 解析が普及したことで、非モデル生物である発光生物についても、

多くの場合わずか 1 個体から発現遺伝子データベースの構築が可能となっている。それでもなお、発

光酵素や発光基質を同定するためには、やはり一定程度の個体数の確保が必須な状況に変わりは

ない。本講演では、主に Odontosyllis 属 1,2)および Polycirrus 属 3)発光ゴカイを中心に、上記シーケ

ンサー等の最新技術があって初めて可能となったことと、それでもやはり難しいこと、といった観点から

新たな発光生物探索とその発光分子機構解明への挑戦の難しさと楽しさをご紹介したい。 

図：Odontosyllis 属発光ゴカイ（a-d）および Polycirrus 属発光ゴカイ（e, f） 

動画リンク（https://www.youtube.com/watch?v=KEsU0kWAEfg, 
https://www.youtube.com/watch?v=24dxvPlBDB0） 

では Polycirrus 属発光ゴカイの特徴的な発光の様子を公開中。是非ご訪問を。 
 
1) Mitani et al., (2018) Novel gene encoding a unique luciferase from the fireworm Odontosyllis 
undecimcdonta. Sci Rep. 8, 12789. 
2) Mitani et al., (2019) Luciferase of a Caribbean fireworm (Syllidae) from Puerto Rico. Sci Rep. 9, 
13015. 
3) Kanie et al., (2021) Violet bioluminescent Polycirrus sp. (Annelida: Terebelliformia) discovered in 
the shallow coastal waters of the Noto Peninsula in Japan. Sci Rep. 11, 19097 



色素連結型アダマンチリデンアダマンタン系ジオキセタンの結晶化学発光特性
評価 

 
○松橋 千尋 1・上野 拓哉 2・植草 秀裕 2・佐藤 文菜 3・一柳 光平 4・牧 昌次郎 1・平野 誉 1 

（電通大 1・東工大理学院 2・自治医大医 3・高エネ機構 4） 
 

  結晶での化学反応は省資源化を目指すグリーンケミストリーにおける反応制御や、医薬品製剤の安

定性制御の設計指針、刺激応答性材料の開発などに注目されており、特に機能性材料にはソフトク

リスタル[1]と呼ばれる結晶性の新奇材料やソフトロボットの機能制御部品の材料開発へ展開などが期

待されている。結晶内化学反応の応用を更に発展させるには結晶内化学反応制御に寄与する要因

の理解と結晶特有の化学的性質の基礎理論の構築が重要である。 
  本研究では、結晶内化学反応の追跡の工夫として化学発光による発光検出に着目し、結晶化学

発光特性の評価を行った。室温で安定に取り扱うことが可能であるアダマンチリデンアダマンタン 1,2-
ジオキセタン(Adox) [2]を化学励起部位とし、結晶構造による化学発光特性の制御を期待して Adox
に蛍光団として N-(4-トリフルオロメチルフェニル)フタルイミド(PI)[3]をアダマンタン骨格の 5 位に連結し

た Adox 誘導体 1 (Figure 1A)を有機合成した。得られた Adox 誘導体 1 の構造異性体である syn-1、
anti-1 の結晶試料を 160 ℃で加熱したところ、反応初期において syn-1 は 465 nm、anti-1 は 440 nm
に化学発光極大を持つ化学発光が観測された(Figure 1B)。Adox の化学発光の反応生成物である

2-アダマンタノン及び PI 発色団の蛍光極大波長は 430 nm 及び 465 nm であることから、熱分解反応

で生成した 2-アダマンタノンの励起一重項状態から PI 発色団へのエネルギー移動を経て発光する

効率が異性体結晶で異なることが分かった。一方、syn-1、anti-1 それぞれの発光強度及び発光経時

変化は顕著な差が見られた。この挙動は単結晶 X 線構造解析から説明できる。syn-1 結晶は PI 発色

団と Adox 骨格が交互に積層する構造をとるため、Adox の熱分解反応で生成した一重項励起状態

の 2-アダマンタノンから孤立した PI 発色団へエネルギー移動を経て発光する。それに対し anti-1 結

晶は PI 発色団同士、Adox 同士積層した構造であるため、一重項励起状態の 2-アダマンタノンから

PI 発色団へエネルギー移動を経にくく、エネルギー移動を経た発光と 2-アダマンタノン自身の発光の

両方が起こる。また、エネルギーを PI 発色団が受容した際に PI 発色団の積層部分で励起エネルギ

ーが散逸されてしまい発光強度が弱くなると説明ができる。更に、結晶化学発光反応過程における結

晶性について粉末 X 線回折測定を行うことで反応性の違いが確認できた。以上の結果より、結晶構

造が反応性や反応場の環境を制御することを見出した[4]。 
 

 
Figure 1. Chemiluminescence reaction of Adox derivative 1 (A) and chemiluminescence spectra of 

Adox and its derivative 1 (B). 
 

[1] Kato, M.; Ito, H.; Hasegawa, M.; Ishii, K., Chem. Eur. J., 2019, 25, 5105. 
[2] Schuster, G. B.; Turro, N. J.; Steinmetzer, H. C.; Schaap, A. P.; Faler, G.; Liu, J. C. J. Am. Chem. 

Soc., 1975, 97, 7110. 
[3] Nakayama, H.; Nishida, JI.; Takada, N.; Sato, H.; Yamashita, Y. Chem Mater., 2012, 24, 671. 
[4] Matsuhashi, C.; Ueno, T.; Uekusa, H.; Sato-Tomita, A.; Ichiyanagi, K.; Maki, S.; Hirano, T. Chem. 

Comm., 2020, 56, 3369. 



マルチカラーセレンテラジンアナログの開発  
 

○北田 昇雄 1,2・木山 正啓 1・玉城 翔太 1・金 誠培 3・平野 誉 1・牧 昌次郎 1,2 

（1電通大院情報理工・2電通大院脳医工・3産総研環境創生） 

 

当研究室では、生物発光系を用いた in vivo 発光イメージング材料の開発を行っている。主
にホタル生物発光系を用いており、基質ホタルルシフェリンと酵素ホタルルシフェラーゼの
ルシフェリン-ルシフェラーゼ反応により発光する。我々はホタルルシフェリンの構造改変を
行うことで、可視光領域をほぼ網羅する多彩な発光波長を持つルシフェリンアナログを創製
しており、同時に構造と波長の相関データも取得している。  

しかし、ホタルルシフェリンとホタルルシフェラーゼによる L-L 反応は、ATP 等の補因子
を必要とし、酵素反応速度が小さく、生物発光活性が低い。一方、セレンテラジン及びセレ
ンテラジン類縁体も広く生物発光アッセイに利用されている。また、セレンテラジンによる
L-L 反応は発光酵素が小さく，酵素反応速度は大きく、生物発光活性が高いため高輝度で発
光するという利点を持つ。  

生物発光イメージングの材料として、これらの発光基質である、ホタルルシフェリンやセ
レンテラジンが最も広く使用されている。しかしながら、ホタルルシフェリンおよびセレン
テラジンはそれぞれ黄緑色光（ca. 560 nm）および青色（ca. 480 nm）の波長で発光しており、
これらの波長の光はヘモグロビンとオキシヘモグロビンを含む哺乳動物組織に容易に吸収さ
れ、光組織透過性は低くなるため、生体内深部の可視化には最適ではない。光組織浸透性を
改善するためには、L-L反応により、生体内組織の光吸収の少ない「生体の窓」領域の赤色〜
近赤外光（650~900nm）で発光すれば効果的である。当研究室では、長波長化を目指し、オレ
フィンを導入することでホタル生物発光波長の制御が可能であることを明らかとした。この
技術より、近赤外発光材料 AkaLumine や TokeOni、seMpai といった近赤外発光材料を開発し
た。 

一方で、海洋生物ルシフェリンのセレンテラジンでは未だにそれ単体で 600 nm 以上の生物
発光波長を示すルシフェリンが開発されていない。そのため、セレンテラジンの 6 位へオレ
フィンを導入することで共役を伸張し、波長制御を可能とした（図 1左）。これにより、青か
ら赤まで様々な発光色を示すマルチカラーセレンテラジンアナログを創製し、600nm 以上の
発光波長を示すことにも成功した（図 1右）。また、産総研によって開発された人工酵素 Aluc

と組み合わせることでも同様に波長制御可能であり、Aluc での最長発光波長を示すことも明
らかとなった。  

本会にてこの詳細を発表する。  

 

 

図 1. 新規セレンテラジンアナログ（1a-1d）（左）とその発光波長（右） 

 

 



化学発光イムノアッセイにおける標識試薬としての 

キノン導入デキストランの発光特性調査 

 

○島田 愛 1、Mahmoud Hamed El-Maghrabey2,3、岸川直哉 2、 黒田直敬 2 

(長崎大薬 1、長崎大院医歯薬 2、マンスーラ大 3) 

 

【目的】イムノアッセイは、抗原-抗体反応の高い特異性により複雑な前処理を必要とせずに微量成

分を高感度に測定できる方法である。イムノアッセイの中でも、化学発光 (CL) 反応を触媒する酵

素で標識した抗体を利用する化学発光免疫測定法 (CLEIA) は、感度および利便性に優れた測定法

であるため、様々な微量成分の分析に広く用いられている。しかし、CLEIA には pHや温度変化に

対する酵素の不安定性による低い再現性や酵素の非特異的吸着といった問題点が存在する。一方、

我々はこれまでにキノン構造を有する化合物に還元剤およびルミノールを添加することで長時間

持続する強い CL が生じる現象を見出している。そこで、CLEIA の酵素に代えて安定なキノンを

シグナル発生タグとして用いる非酵素的化学発光イムノアッセイの開発を試みてきた。本研究では、

感度の向上と水溶性の改善を目指し、Dextran 40 上に水溶性キノンであるドキソルビシンを集積化

させた新規化合物 DexDox を新たに調整し、さらに抗体への標識を容易にするためにビオチン化

した DexDox (Biotin-DexDox) を合成し、その化学発光特性の調査を行った。 

 

【方法】DexDox の合成: Dextran 40 ( Mw.=ca. 40000, 平均グルコース数 : 約 250 個) を NaIO4 を

用いて酸化して oxidized dextran (OxDex)を得た (Fig.1)。これに、Dextran あたり、2500 当量のドキ

ソルビシン (Fig.2) を加えて PBS buffer 中で 50℃, 一晩加温した後、透析法により精製して 

DexDox を得た。Dextran 40 へのドキソルビシンの導入量は、ドキソルビシンに由来する吸光度を

測定することで算出した。 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Synthesis of OxDex Fig.2 The structure of Doxorubicin 
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Biotin-DexDox の合成: DexDox に対し 25 当量の Biotin-hydrazide を加え、 PBS buffer 中で 50℃,

一晩加温した後、透析法により精製することで Biotin-DexDox を得た。 

Biotin-DexDox の CL 測定: 小試験管に Biotin-DexDox 水溶液及びルミノールの水酸化ナトリウム

水溶液をそれぞれ 100 µL 加えて、5 秒間撹拌した。この試験管をルミノメーター (Berthold, Sirius) 

にセットして、還元剤ジチオスレイトール (DTT) 水溶液 100 µL を注入し、生じる発光を 600 秒

間測定した。 

 

【結果及び考察】調製した DexDox は Dextran あたりドキソルビシンが約 110 分子結合している

と概算された。Biotin-DexDox は、ルミノール及び DTT の添加により、ドキソルビシンと同様に

長時間持続する強い CL を与えることが確認された。(Fig.3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biotin-DexDox 標準溶液を用いて検量線を作成したところ 5-200 µM の範囲で、濃度と CL 強度と

の間に相関係数 r2=0.998 の良好な直線関係が得られ、LOD (blank + 3SD) は 0.25 nM であった。こ

れまでに当研究室で開発したビオチン 1 分子にキノンが 1 分子結合した Biotin-NQ および 8 分子

結合した Bio8mer-NQ (Fig.4) と比較して、感度がそれぞれ 30倍および 5倍向上した。今後は、ア

ビジンを介して Biotin-DexDoxで標識した抗体について同様に CL を測定し、実際のイムノアッセ

イへの適用性をさらに評価していく予定である。 

Fig.3 Time profile of CL from Biotin-DexDox 
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Fig.4 The structures of Biotin-NQ and Bio8mer-NQ 



長時間イメージングへの応用を目指した新規生物発光基質フリマジン誘導体 
 

○織岡真理子 1・水井侑希 1・江口正敏 2・池田裕真 1・吉村英哲 2・小澤岳昌 2・ 
Daniel Citterio1・蛭田勇樹 1 

（1 慶應義塾大学大学院・2 東京大学大学院） 
 

酵素基質反応で生じる光を利用した生物発光イメージングは、非侵襲・高感度の観察を可能にす

る技術として、生物医学分野で重要な役割を果たしている。中でも、近年開発された人工生物発光酵

素・基質 NanoLuc（NLuc）-Furimazine（FMZ）は、その発光輝度の高さや酵素の優れた特性から、イメ

ージングへの応用が進められている。その一方で、NLuc-FMZ 発光系は、イメージング応用において

障壁となる欠点を有する。まず、基質 FMZ は、共通の分子骨格を有するセレンテラジンと同様、化学

的に不安定な構造であるため、酵素非存在化でも容易に酸化分解を起こす。また、他の発光系と比

較して輝度は高いものの、バッファー中での発光値の半減期は約 70 分と短い 1。これらが、イメージン

グの感度や観察時間に制約をかけていると言える。これまで当研究室では、この課題解決に向けた

FMZ 誘導体シリーズの開発を進めてきた 2。具体的には、FMZ の分解機構に着目し、酸化部位であ

る C-3 位のカルボニル基に、アシル系やカルバメート系の保護基を導入することで、非特異的な酸化

を抑制した。さらに、この保護基が細胞内の加水分解酵素によって脱保護を受け、本来の基質 FMZ
が徐々に遊離するため、発光シグナルの持続にもつながると考えた。このようなアプローチに基づいて

設計した FMZ 誘導体シリーズのうち、嵩高いアシル系保護基を導入した基質（Pivaloyl-FMZ）が、バ

ッファー溶液中で最も高い安定性を示し、NLuc発現細胞内で最も長く発光を示すことが確認された。 
 この結果を受けて私たちは、さらなる化学的安定性の向上と発光時間の延長を目指し、引き続き

FMZ 誘導体シリーズの開発に着手してきた。本研究では、C-3 位のカルボニル基の保護基として、先

行研究の Pivaloyl 基のほかに、さらに嵩高いアシル系保護基である 1-Adamantanecarbonyl 基を導

入した。また新たに、C-6 位に位置する芳香環にはヒドロキシ基を導入した。これは、基質の親水性を

上げることで、細胞毒性の抑制等を狙ったもので

ある。Su らの研究において、この位置にヒドロキシ

基を導入した誘導体（Hydrofurimazine, FMZ-
OH）が、FMZ と同様、NLuc に酵素認識されて発

光を示すことは既に確認されている 3。本研究で

は、新規３基質を含む６種類の基質（図１）を合成

し、これらの基礎特性を評価・比較することで、各

官能基の導入による効果を検証した。 
 バッファー溶液中での基質の安定性評価にお

いて、C-3 位を保護した基質はいずれも、FMZ や FMZ-OH に比べ、高い安定性を示した。また、エス

テラーゼを含む溶液中で、これらの誘導体は酵素的

加水分解を受け、FMZ や FMZ-OH が徐々に遊離さ

れることが確認でき、その分解速度は C-3 位の保護

基の種類と C-6 位の水酸基の有無によって異なるこ

とが示された。続いて、NLuc 安定発現 HEK293T 細

胞に、これらの基質を添加し、冷却 CCD カメラ搭載

のイメージャーを用いたタイムラプス撮影により、その

発光特性を評価した。結果、C-3 位を保護した基質

を添加した細胞では、FMZ や FMZ-OH よりも長時間

の発光が見られた。特に Ad-FMZ および Ad-FMZ-
OH では、輝度は低いものの 18 時間連続して安定したシグナルを検出できた（図２）。これらの結果を

受けて、顕微鏡での細胞イメージングに応用したところ、FMZ や FMZ-OH では数十分のうちに発光が

バックグラウンドレベルに達したのに対し、Ad-FMZ や Ad-FMZ では 24 時間にわたって一細胞レベル

でのイメージングを達成した。この結果は、細胞内における生命現象の長時間イメージングへの応用

可能性を示唆するものであると言える。 
(1)  Coutant, E. P. et al., Org. Biomol. Chem. 2019, 17 (15), 3709–3713.  
(2)  Mizui, Y. et al., Org. Biomol. Chem. 2021, 19 (3), 579–586.  
(3)  Su, Y. et al., Nat. Methods 2020, 1–9.  

図１FMZ 誘導体 

図２ イメージャーを用いた NLuc 発現

HEK293T 細胞内での発光測定 



明るい小型発光酵素 "picALuc" 
 

○大室 有紀 1, 2・古田 忠臣 3・松井 勇人 1・叶井 正樹 1・上田 宏 2 

（1島津製作所基盤研・2東工大化生研・3 東工大生命理工） 

 

【背景と目的】 

 

 発光酵素は、レポータータンパク

質として、分子生物学から診断・検

査等まで幅広い分野で使用されてい

る。発光酵素には、高感度検出のた

めの高い発光値、診断・検査の現場

で容易に扱うための高い熱安定性、

そして発光酵素と標的タンパク質の

大量発現や立体障害による標的タン

パク質の機能阻害防止のためのサイ

ズの小ささが求められる。また、BRET 

(Bioluminescence Resonance 

Energy Transfer)による分子間相互

作用検出時、BRET のシグナルはプロ

ーブ間の距離の６乗に反比例するた

め、発光酵素のサイズの小ささは、

プローブ間の距離の短さ、つまりシ

グナルの大きさに繋がる。発光値が

高く、高熱安定性を有し、サイズの

小さい既存の発光酵素としては、ALuc (Artificial Luciferase, 21 kDa)1, 2、NanoLuc (19 

kDa)、GLuc (Gaussia Luciferase, 18 kDa)、TurboLuc (16 kDa)3がある（図１A）。 

 我々は、偶然、ALuc (194 アミノ酸)から N 末端部分の 49 アミノ酸を削っても、発光値が

維持されることを見出した。そこで、本研究において、ALuc の配列をさらに削り、発光値を

維持したまま、小サイズの発光酵素を作製することを狙った。 

 

【結果と考察】 

 

１．picALuc の作製 

 

ALuc と相同性が高い Gaussia Luciferase (GLuc)4構造を鋳型に作製した ALuc（いくつか

の variants があり正しくは ALuc30、ここでは簡単に ALuc と記す）の構造モデルから N 末端

配列・C 末端配列をさらに削り、最終的に 21 kDa から 13 kDa まで縮小した酵素を作製した。

本酵素を Cos-7 細胞（アフリカミドリザル腎由来繊維芽細胞）から分泌発現をさせ、培養上

清に基質 coelenterazine を添加したところ、ALuc と同等の発光値を示した。そこでこの ALuc

由来の小型発光酵素を「picALuc」と命名した（図１A,B）。 

既存の小さく、発光値が高い発光酵素との比較検討のために、picALuc・NanoLuc・TurboLuc・

GLuc・ALuc を Cos-7 細胞から分泌発現させ、培養上清に基質を添加した。その結果、picALuc

の発光値は、TurboLuc・GLuc より高く、NanoLuc・ALuc と同等であった（図２A）。次に、picALuc・

NanoLuc・ALuc の比活性について検討した結果、NanoLuc と比べ、高濃度の基質を必要とする

ものの、picALuc・NanoLuc・ALuc の最大発光値は同程度であった（図２B）。 

さらに、大腸菌発現系を利用して、picALuc の大量発現・精製を試みた。picALuc を pET32 

vector に挿入し、大腸菌 SHuffle T7 express lysY に発現させて、His tag を利用した Metal 

affinity 精製を行った結果、100 mL の培養から 1.7 mg 以上の picALuc が得られた。大腸菌

で作製した picALuc は、Cos-7 細胞を用いて作製した picALuc と同等の比活性を示した（図

２C）。 

 



 

２．picALuc の応用 

 

 picALuc の実用性について検討するため、室温(25℃)-90℃の間の各温度で、Cos-7 細胞を

利用して作製した picALuc・ALuc30・NanoLuc を 10 分間インキュベーション後、発光値を測

定した。その結果、picALuc は ALuc よりやや低い熱安定性を示したが、NanoLuc と同等以上

の熱安定性を示し、60℃でインキュベーション後、90%以上の発光値を維持した。さらに、大

腸菌発現系を用いて作製した picALuc は、Cos-7 細胞で作製した picALuc より、やや高い熱

安定性を示した。また、pH 安定性について検討した結果、酸性条件における pH 安定性は、

NanoLuc>picALuc であるものの、塩基性条件における安定性は、picALuc>NanoLuc であった。 

 picALuc の応用例として、picALuc を用いたタンパク質間相互作用検出系 Protein-fragment 

Complementation Assay (PCA)の構築を行った。構造モデルから複数の切断位置を検討し、N

末端断片・C 末端断片を相互作用パートナーFKBP・FRB に融合したプローブを大腸菌で作製し

た。これらを用いて、rapamycin 依存的な FKBP-FRB 間の相互作用を測定した結果、最大で 12

倍の Signal/Background(S/B)比が示された。 

 

以上の結果から、明るい発光酵素の中で最小サイズ（13 kDa）である発光酵素 picALuc の

作製に成功した。さらに、応用例として PCA による検出系も構築した。高い発光値とサイズ

の小ささに加えて、熱安定性・塩基性条件下における安定性などが示されたことから、picALuc

は、様々な測定にも利用可能であると考えられる。 
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カラスザメ属(Etmopterus)の生物発光メカニズムの解析 

 

〇水野 雅玖 1・矢野 大地 1・José Paitio１・遠藤広光 2・大場裕一 1 

(１中部大学 応用生物学部 環境生物科学科 2高知大学 理工学部 生物科学科) 

 

 【背景】生物発光は真菌から脊椎動物に至るまでの、非常に多くの分類群の生物にわたって見

られる形質である。そのメカニズムが分類系統によって大きく異なっていることから、生物発光

はそれぞれの分類群において独立して獲得されたと考えられている。脊椎動物で唯一発光種を含

む魚類では、現在 13目 44 科 224属 1540 種の発光種が確認されており 1)、そのほとんどが硬骨

魚類に分類される。軟骨魚類においては、ツノザメ目のカラスザメ科、ヨロイザメ科、オンデン

ザメ科の 3 科に計 63 種の発光種が確認されている 1)。系統解析と分岐年代推定の結果から、軟骨

魚類における生物発光形質は全て共通起源であることが示唆されているが 2)、その発光メカニズ

ムは今日まで明らかになっていなかった。 

 【目的】我々の研究グル

ープは、未解明の生物発光

メカニズムを解明する研究

対象の一つとして、カラス

ザメ属 Etmopterus に着目し

た。カラスザメ属は、発光

性深海ザメの中でも、特に

発光する部位や役割が多様

化しており 3)、ツノザメ目

全体で比較しても種多様性

が著しい(図 1)。加えて、

海洋中深層における主要な捕食者としてのニッチも占めており 4)、その適応戦略に本属の生物発

光形質が深く関わっていることが予想される。生物発光形質と、カラスザメ属の多様化と適応戦

略の関係性の解明のため、本属の生物発光メカニズムの解明を目的とした研究を行った。 

 【材料と方法】本研究では、静岡県の駿河湾から採取されたカラスザメ属魚類の中でも、特に

個体数が多く採取されたヒレタカフジクジラ E. molleri を用いて、そのルシフェリン分子とルシフ

ェラーゼタンパク質の解析を行った。冷凍庫体から発光器を含む腹側の組織を採取し、メタノー

ル中で破砕することによってルシフェリンを、緩衝液中で破砕することによってルシフェラーゼ

をそれぞれ抽出した。ルシフェリン粗抽出液は ODS カラムを用いた高速液体クロマトグラフィー

によって分画し、各フラクションに対しルシフェラーゼ粗抽出液を用いて発光活性を測定した。

同時に、ルシフェラーゼ粗抽出液をゲル濾過カラムによって分画し、各フラクションに対しルシ

フェリン粗抽出液を用いて発光活性を測定した。 

 【結果と考察】ルシフェリン粗抽出液の HPLC 分画の結果、タンパク質粗抽出液に対する活性

はシングルピークであり、活性画分の質量分析を行ったところ、シグナルパターンがセレンテラ

ジン標品と完全に一致した。また、セレンテラジン標品を HPLC 分析したところ、ルシフェリン

粗抽出液の活性画分と同一の保持時間に溶出することが確認された。一方、ルシフェラーゼ粗抽



出液の分画では、ルシ

フェリン粗抽出液と合

成品セレンテラジンに

対する活性画分は同一

であった。組織ごとの

活性の比較を行ったと

ころ、背側組織、筋

肉、眼球と比較して腹

側組織に高い活性が認

められた。この結果

は、ヒレタカフジクジ

ラの発光メカニズムは

ルシフェリン−ルシフェ

ラーゼ反応であり、そ

の基質はセレンテラジンであることを示唆する 5)。 

 本研究結果により、カラスザメ属魚類は既知のセレンテラジン系発光生物と同じく、摂食して

いる生物からセレンテラジンを獲得して生物発光に利用している可能性が示唆された。本研究で

使用した個体の胃内容物としてハダカイワシなどの発光魚が発見されていることも、その仮説を

支持している。本研究は、セレンテラジンが生産者であるカイアシ類から 1 次捕食者であるハダ

カイワシ類のみならず、それらを捕食する 2 次捕食者であるカラスザメ属にも利用されているこ

とを示唆する結果をもたらした(図 2)。 

【今後の研究展開】今後の研究では、カラスザメ属の生物発光形質がどのように獲得され、進

化してきたのかを探る。そのために、ルシフェラーゼをコードする遺伝子を決定し、配列の相同

性の比較から祖先遺伝子を同定し、ルシフェラーゼの分子進化プロセスの解明を目指す。更に、

セレンテラジンの保存メカニズムを解明するため、セレンテラジン貯蔵体や結合タンパク質など

のルシフェリン安定化分子の探索を行う。 
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