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ルシフェラーゼを利用した 

発光型一酸化窒素センサープローブの開発 
野亦次郎* 

Development of luciferase-based luminous probes for imaging of nitric oxide dynamics 

Jiro NOMATA* 

 
 Nitric oxide (NO) is a free radical gas which is important in biological systems as a messenger 
molecule. Although NO sensing proves have been developed to elucidate intracellular NO dynamics 
for these few years, it was practically difficult to determine the NO concentrations in living cells of 
photosynthetic organisms. We therefore developed a genetically encoded NO sensing indicator protein 
by combining the bacterial NO sensing protein and fluorescence proteins to establish the quantitative 
method to elucidate the precise NO dynamics in living cells of photosynthetic organisms. The resulting 
new sensor protein NLP (NO-sensing Luminescence Protein) has two fluorescence peaks at 445 nm 
and 527 nm, and exhibits ratiometric luminescent change in the presence of NO. NLP showed high 
sensitivity for NO and was able to detect at least 16 μM NO. 

 
1.背景と目的 

 一酸化窒素（NO）は生物にとって重要なラジカル分子である。NO の重要性はこれまでに動物において解明が進んで

おり、細胞の癌化や免疫応答、アポトーシス誘導に関わるなど、NO の多様な生理学的機能が明らかにされている。最

近、蛍光タンパク質 GFP をベースとした、NO を可視化する蛍光バイオセンサーが開発され 1、動物の生細胞内やミトコ

ンドリアにおける NO 動態と生理現象との相関が次々に解明され始めている。一方、植物においては、NO が根や芽の分

化、開花やプログラム細胞死といった重要な生理的機能に関わることが示され、NO は新たな植物ホルモンとして再認

識されているが 2-4、植物生細胞における NO 動態は解明されていない。その理由の 1 つに、光合成生物細胞内の NO 濃

度を非侵襲的かつ高感度に測定する技術が確立されていないことが挙げられる。そこで本研究では、NO 定量性のある、

光合成生物に適用可能な NO センサータンパク質プローブの開発を行った。 

 

2.NO定量性のある発光型 NOバイオセンサーの開発 

 これまでに開発された NO バイオセンサーは、蛍光強度変化型（intentio-metric type）であり、NO 動態の解析は可

能だが NO 濃度の定量性は乏しいと考えられる。そこで定量性のある NO バイオセンサーの開発にあたり、私は細菌に由

来する２つののタンパク質（本稿ではタンパク質 A,タンパク質 B とする）に着目した。タンパク質 A とタンパク質 B

は、NO の非存在下では複合体を形成するが、NO の存在下ではその複合体が解離することが知られている。また、既存

の蛍光型 NO バイオセンサーは励起光の照射が必要であるが、

これを光合成生物に適用した場合、クロロフィルなどの色素

が強い自家蛍光を発するため、シグナルの正確な検出は困難

である。そこで私は、発光酵素ルシフェラーゼを利用するこ

とで、励起光照射による自家蛍光を誘発しない、発光型の NO

バイオセンサー開発を試みた。 

 まず、タンパク質 A とタンパク質 B に、発光酵素ルシフェ

ラーゼ(Luc)と、黄色蛍光タンパク質 YFP の変異体(Venus)を

各々連結し、融合タンパク質（Luc-A と Venus-B）とした（図

1）。NO の非存在下では Luc-Aと Venus-B が複合体を形成し、

発光基質を添加すると Luc から Venus への BRET (Bioluminescence resonance energy transfer;生物発光エネルギー

共鳴移動)が高効率で起こる。一方、NO 存在下では Luc-A と Venus-B との複合体が解離して Luc と Venus 分子間の距離 

  

*所属  東京工業大学 科学技術創成研究院 化学生命科学研究所 

A

-NO

+NO

527 nm

445 nm

B Venus

Luc Luc

High BRET Low BRET

445 nm

527 nm

1. NO NLP

B Venus

2020年3月6日　受理
* 豊田理研スカラー
 東京工業大学科学技術創成研究院化学生命科学研究所

ルシフェラーゼを利用した発光型一酸化窒素センサープローブの開発

ルシフェラーゼを利用した 
発光型一酸化窒素センサープローブの開発

*野　亦　次　郎*

Development of Luciferase-based Luminous Probes for Imaging of Nitric Oxide Dynamics

*Jiro NOMATA*

  Nitric oxide (NO) is a free radical gas which is important in biological systems as a messenger molecule. 
Although NO sensing proves have been developed to elucidate intracellular NO dynamics for these few 
years, it was practically difficult to determine the NO concentrations in living cells of photosynthetic 
organisms. We therefore developed a genetically encoded NO sensing indicator protein by combining the 
bacterial NO sensing protein and fluorescence proteins to establish the quantitative method to elucidate 
the precise NO dynamics in living cells of photosynthetic organisms. The resulting new sensor protein 
NLP (NO-sensing Luminescence Protein) has two fluorescence peaks at 445 nm and 527 nm, and exhibits 
ratiometric luminescent change in the presence of NO. NLP showed high sensitivity for NO and was able 
to detect at least 16 μM NO.

図１　発光型NOセンサータンパク質NLP
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が大きくなり、BRET 効率は低下する。この発光型の NO バイオセンサーを NLP(NO-sensing Luminescence Protein)と名

付け、NO の濃度を２つの発光ピーク（445 nm と 527 nm）の発光強度比(F445/F527)として検出できると期待した。 

 

3.NOバイオセンサーNLPの生化学的解析 

NLP の分光学的性質を確かめるため、精製した NLP の発光スペクトルを測定した(図２)。NLP は 445 nm と 527 nm に

各々Luc および Venus に由来する発光ピークを示し、NO ドナーを添加すると、その発光強度比(F445/F527)は 1.7 倍に

増加し、期待した変化が起こることが確認できた。さらに、この NLP の NO 検出感度を調べるため、様々な濃度の NO ド

ナー存在下で発光スペクトルを測定した(図 3)。その結果、NLP は 16μM 以上の NO を検出可能であった。次に、NLPの

pH 感受性を調べるため、pH6.5〜pH8.0 の各条件下で NLP の NO ドナー添加による発光強度比の変化を測定した(図 4)。

その結果、pH 6.5 において 1.7 倍、pH 8.0 において 2 倍の発光強度変化を示し、この pH範囲内において安定に機能す

ることが示された。 

 

4.まとめと今後の展望 

本研究では、細菌に由来する天然の NOセンサータンパク質と発光酵素ルシフェラーゼを利用し、NO濃度定量性のある、

励起光が不要な発光型の NO バイオセンサー、NLP の開発に成功した。NLP は遺伝子コード型のバイオセンサーであり、

細胞内 NO 濃度を非侵襲的に測定することが可能である。今後は NLP を利用し、光合成生物の生細胞内における NO ダイ

ナミクス解明に向けて研究を進めていく予定である。 
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図２　NLPの発光スペクトル 図３　NLPのNO感受性の検討 図４　NLPのpH感受性の検討
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