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In this study, I conducted to development of basic technologies to visualize and control a target RNA in 

living cells. A technique with using an RNA binding protein mPUM to recognize target RNA molecules was 
used in the development of the RNA visualization and controlling technology. In the development of RNA 
visualization probe, the probe exhibited reversible fluorescence upon addition and degradation of target RNA. 
In the development of RNA controlling tools, I designed light-responsive mPUM, which recover its RNA 
binding property upon light irradiation. These tools will provide a basic approaches to investigation of RNA. 

 

１．二量体型蛍光タンパク質を利用した生細胞内 RNA検出プローブの開発 

筆者はこれまでに変位型 RNA 結合タンパク質ドメイン mPUM と二分割蛍光タンパク質再構成法を用いたプローブを
作製し、標的 RNAを生細胞内で可視化解析する手法を確立してきた（1-3）。一方で、二分割蛍光タンパク質の再構成反
応は不可逆であることからプローブの発現が過剰になると細胞内に余剰のプローブが生じ背景光が上がることで標的

RNA のかし可能が低下するなどの問題があった。すなわち、二分割蛍光タンパク質再構成法を基板とする手法では長時
間にわたる標的 RNA の可視化や定量が困難であった。この問題を解決し、より長時間かつ定量的な RNA の可視化、す
なわち遺伝子発現の生細胞内追跡定量を実現するため、二量体型蛍光タンパク質の可逆的な二量体化を利用した RNAプ
ローブの開発を思い立った。 
本研究で開発する二量体がた蛍光タンパク質ベー

ス型 RNA プローブは、標的 RNA を認識し結合する
mPUM ドメインと、二量体型蛍光タンパク質 ddGFP
（4）を利用した２つのサブユニットからなる。各プロ
ーブサブユニットは標的 RNA 中の異なる２箇所を認
識する mPUMと、二量体型蛍光タンパク質の Aサブ
ユニットおよび Bサブユニットからなる。各サブユニ
ットの mPUM が標的 RNA に結合すると、ddGFP が近
接することで二量体形成を起こす。その結果蛍光能が

回復する（図１）。 
本プローブの性能を評価するため、大腸菌発現系を

用いてプローブタンパク質を単離精製し、蛍光測定を

行った。精製したプローブ溶液の蛍光を、蛍光分光光度

計を用いて測定したところ、蛍光はほとんど観測され

なかった。そこに標的配列を含む合成 RNAを添加した
ところ、波長 508 nmにピークを示す蛍光が検出された
（図２）。この蛍光スペクトルピーク位置は報告されて

いる ddGFP の蛍光ピーク位置と一致する。さらにその
溶液に RNA 分解酵素 RNase を添加すると、蛍光スペ
クトルは RNA添加前とほぼ同様のものとなった。これ
は RNAが分解したことでプローブの近接が解消され、
ddGFPが再び単量体化したことによると考えられる。 
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図 ２．ddGFPを用いた RNAプローブの蛍光測定。(A) 蛍光測定の手順。 
(B) サンプル濃度。 (C) 得られた蛍光スペクトル。(D) 508 nmにおける蛍

光強度 

図 １．ddGFPを用いた RNAプローブの設計と原理 
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 In this study, I conducted a development of basic technologies to visualize and control a target RNA in 
living cells. A technique with using an RNA binding protein mPUM to recognize target RNA molecules 
was used in the development of the RNA visualization and controlling technology. In the development of 
RNA visualization probe, the probe exhibited reversible fluorescence upon addition and degradation of 
target RNA. In the development of RNA controlling tools, I designed light-responsive mPUM, which 
recover its RNA binding property upon light irradiation. These tools will provide a basic approaches to 
investigation of RNA.

　本研究で開発する二量体型蛍光タンパク質ベース型

RNAプローブは、標的RNAを認識し結合するmPUM
ドメインと、二量体型蛍光タンパク質ddGFP（4）を利

用した２つのサブユニットからなる。各プローブサブ

ユニットは標的RNA中の異なる２箇所を認識する

mPUMと、二量体型蛍光タンパク質のAサブユニット
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とで二量体形成を起こす。その結果蛍光能が回復する

（図１）。
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以上の結果から得られた結論を示す。本研究において筆者はこれまで行ってきた RNA可視化プローブの技術を水平展
開し、二量体型蛍光タンパク質を利用して長時間かつ定量的な RNA 可視化検出を実現するあらたな RNA プローブの開
発を行った。本プローブは当初の設計通り、標的 RNA の非存在下では蛍光性を示さず、標的 RNA の添加と分解により
可逆的に蛍光性を示した。これらの性質は二分割型蛍光タンパク質再構成法では実現しなかった特長であり、生細胞内

RNAの定量可視化検出の実現に大きく寄与すると期待される。 
 

２．光受容タンパク質を利用した生細胞内 RNA操作ツールの設計 

生細胞内の RNA可視化研究が進むにつれて、RNA機能の細胞内局在や mRNAの細胞内局所翻訳が細胞生理機能に重
要な役割を果たしているという説が近年提唱されている。一方で、RNA 細胞内局在の生理機能に対する重要性を証明す
るためには、標的 RNAの細胞内局在や mRNAの局所翻訳を人為的に制御し、そのアウトプットとしての生理機能を評価
する必要がある。しかし、これまで RNAの細胞内局在を人為的に操作する手法は存在しなかった。筆者はこれまで細胞
内 RNAの可視化プローブ開発に用いてきた mPUM を利用して、標的 RNAの細胞内局在や mRNAの細胞内局所翻訳を
実現するツール開発を行った。 
本ツールを開発するに当たって、mPUMの RNA結合能を光操作

する戦略を考案した。すなわち、mPUMの二分割断片を作製し、そ
れぞれの断片に光受容タンパク質を融合する。mPUM 断片は RNA
結合能を消失しているが、光照射をうけて mPUM が再構成反応を
起こすと RNA 結合能が回復する。この設計に基づき、より効率よ
く再構成反応を起こす mPUM切断位置を探索するため、mPUMが
有する 8 回リピートモチーフのモチーフ間を切断した遺伝子の構
築を行った。今後本遺伝子をほ乳類培養細胞に発現し、光照射による再構成反応効率および標的 RNAへの結合能評価を
行う。 

 
３．まとめ 

以上のように筆者は本研究において mRNA 機能を定量的かつ経時的に可視化解析するプローブおよび光に応答して
RNA結合能を変化させる RNA光操作ツールの開発を行った。前者においては試験管内で標的 RNAの添加と分解に応答
して蛍光性の変化を示すプローブを得た。後者においては二分割型 mPUMの発想を得て、分子設計と構築を行った。い
ずれのプローブ・ツールも今後生細胞内での機能評価および標的 RNA の可視化・操作に展開することで、広く RNA 研
究に資する基盤技術が構築できると期待される。 
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図 ３．設計した光応答性mPUMと作動原理 




