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Complicated proteolytic signalings in eukaryotic cells involve the programmed cell 

death, apoptosis. To visualize the apoptosis in living mice, we developed a 

bioluminescent indicator for high-throughput sensing and noninvasive real-time 

imaging of caspase activities in living cells and animals.  Firefly luciferase connected 

with a substrate sequence of caspase-3 (Asp-Glu-Val-Asp) is cyclized by an intein DnaE 

(a catalytic subunit of DNA polymerase III).  When the cyclic luciferase is expressed 

in living cells, the luciferase activity greatly decreases due to a steric effect.  If 

caspase-3 is activated in the cells, it cleaves the substrate sequence embedded in the 

cyclic luciferase and the luciferase activity is restored.  We demonstrated quantitative 

sensing of caspase-3 activities in living cells upon extracellular stimuli.  Furthermore, 

the indicator enabled noninvasive imaging of the time-dependent caspase-3 activities in 

living mice.   Although we demonstrate the usefulness of the present indicator 

showing caspase-3 activation, it should be emphasized that the present cyclic luciferase 

using the protein splicing can be applied to any proteases. 

 

研究目的 

生きた動植物個体内における生体分子の動態を解明することは，現在の生命科

学研究において最も重要な課題の一つである．これまでの生化学的研究法では，特

定時間における状態の記述しかできず，生体内で時々刻々と変化する現象を追跡す

ることは困難であった．生体分子の時間変化を検出するためには，標的分子を特異的

に認識し，電磁波に情報変換する“プローブ”の開発が必要である．申請者はこれま



でに，二分した蛍光あるいは発光タンパク質をペプチド組み継ぎ反応（プロテインスプ

ライシング）により再連結し，その発光能を回復させる新たなプローブ分子の概念を創

案した．この概念を用いて，タンパク質間相互作用や細胞内タンパク質の動態を検出

する，新規プローブ分子の開発を進めてきた．本研究では，発光タンパク質

（luciferase）を利用した新たなプローブ分子の概念を創出し，プローブ分子の歪みを

利用したペプチド切断酵素 Caspase-3 の活性化検出プローブの開発を目的とした． 

 

研究経過 

ペプチド切断酵素の一つ Caspase-3 は，プログラム細胞死（アポトーシス）の中心的

な役割を担っている．動物個体内で機能する Caspase-3 の活性を低侵襲的に検出す

るプローブ開発を目的として，ルシフェラーゼを環状ペプチドにした新たな原理に基

づくプローブを開発した．Firefly luciferase (Fluc)は，Ｘ線結晶構造解析によりＮ末とＣ

末の２つの球状ドメインから成り，そのＮ末端とＣ末端は約 4nm 離れていることが知ら

れている（図１参照）．一方，caspase-3 は DEVD の４アミノ酸を特異的に認識し，ペプ

チド結合を切断することが

知られている．この DEVD４

アミノ酸を，Fluc のＮ末とＣ

末 に 連 結 し て ， 環 状

luciferase を細胞内で合成

する．環状化反応にはプロ

テインスプライシングを利用

する．Luciferase のＮ末端と

Ｃ末端に DEVD を挟んでス

プ ラ イ シ ン グ タ ン パ ク 質

（DnaEn と DnaEc）を連結す

ることにより，細胞内で環状

luciferaseが形成される．さら

に 4nm 離れたＮ末とＣ末が

僅か2nmのリンカーでスプラ

イシングにより繋がるため，

活性部位の立体構造に“ひ

ずみ”が入り， luciferase の



発光能は消滅する．この環状 luciferase を発現した細胞内で caspase-3 が活性化する

と，DEVD が切断され，luciferase が瞬時に native form に戻る．従って luciferase の発

光強度をシグナルとして検出することにより，caspase-3活性化の時空間解析が可能に

なる． 

環状 luciferase を形成するためのタンパク質をコードする遺伝子を作成した．DEVD

周辺のアミノ酸の長さおよびアミノ酸の種類を random mutagenesis により加え，100 種

類以上の環状 luciferase の

caspase-3 応答性を評価した．

その結果，caspase-3 認識配

列（DEVD）の直後に Gly を挿

入したアミノ酸配列が，もっとも

感度よく応答することがわかっ

た． 

次に Caspase-3 活性化に伴

い，環状 luciferaseが直鎖状の

luciferase に変化していること

を電気泳動により検証した．

Luciferaseが直鎖状になると泳

動速度が少し速くなる．プロー

ブ導入細胞にスタウロスポリン

（STS）を添加・非添加した場

合との比較から，確かに直鎖

状 luciferase が形成されている

ことがわかった（図２）．さらに

二次元電気泳動と質量分析

器（MS/MS）による解析により，

直鎖状の断片は caspase-3 の

切断によるものであることを実

証した． 

次に，Caspase-3 の活性が

定量評価できるかどうかを検

証し た ．COS7 細胞 に環状



luciferase を発現させ，アポトーシスシグナルに伴う発光シグナル変化を評価した．

Caspase 不活性な状態では，１well の培養細胞（1x105 細胞）から単位時間（1min）あた

りの発光（background 発光）が〜10,000 au/min，かつ細胞内 caspase が活性化した時

に background 発光の約 10 倍（100,000 au/min）の発光強度変化が起こるプローブで

あることがわかった(図２)．また発光強度は，STS 濃度依存的であること，Caspase-3 を

含まないMCF7細胞では，発光シグナルの上昇がないことを実証した．アポトーシス阻

害剤である Z-VAD-FMK 存在下 STS を添加すると，Z-VAD-FMK の阻害活性を定量

的に評価できることを実証した．以上，細胞内 caspase-3 を発光検出する環状

luciferase プローブおよび細胞の作成に成功した． 

次に生きたマウス個体内の caspase-3 活性の低侵襲的イメージング法の開発を行っ

た．プローブを発現した細胞をマウスの皮下に移植し，STS を腹腔に投与した時の発

光シグナルを高感度 CCD カメラにより検出した．STS 刺激に伴い時間依存的に発光

上昇し，２〜３時間後に発光シグナルが最大に到達することを示した．またそのシグナ

ル変化は，バックグラウンド発光にくらべて発光強度が約５倍上昇することを実証した． 

 

考察 

Firefly luciferase のＮ末端とＣ末端をプロテインスプライシングで連結した，環状

luciferase を新たにデザインし，caspase が活性化した時に background 発光の約 10 倍

（100,000 au/min）の発光強度変化が起こるプローブを開発した．開発したプローブは，

マルチプレートウェルを利用したアポトーシス誘導あるいは阻害剤のハイスループット

スクリーニングに利用可能である．さらにプローブを発現した細胞をマウスの皮下に移

植し，STS を腹腔に投与した時の発光シグナルを高感度 CCD カメラにより検出した．

STS 刺激に伴い時間依存的に発光上昇し，２〜３時間後に発光シグナルが最大に到

達することを示した．またそのシグナル変化は，バックグラウンド発光にくらべて発光強

度が約５倍上昇することを実証した．以上の結果は，マウス個体内の caspase-3活性を，

低侵襲的に可視化できることを示している．今後は，Caspase の活性化検出プローブ

の有用性を示すために，プローブをマウス全身および臓器特異的に発現する動物個

体の作製が重要となる．このような動物が作製されれば，薬物の作用を動物１個体で

時間変化を追跡しつつ評価が可能となる．現在は，プローブをマウス個体の臓器に発

現させるためのアデノウィルスの作製が終わり，培養細胞とマウス個体を利用して基礎

評価を進めている．またプローブを全身に発現するトランスジェニックマウス作製を開

始した．マウス個体を利用した，より簡便な薬物スクリーニング系を今後開発する予定



である． 
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