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GFP (Green Fluorescent Protein) アプリケーション
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はじめに

改良型 GFP

Green Fluorescent Proteins (GFP) はタンパク質の局在、

野生型 GFP はレポーター遺伝子としての使用には至適化

結合、遺伝子発現の研究などにレポーター分子として広く

されていません。蛍光顕微鏡や FACS で一般的な青色光 (

用いられています。遺伝子組換え技術により、GFP をコー

たとえば 488 nm アルゴンレーザーなど ) により励起され

ドした配列を他のタンパク質の配列に挿入して GFP 融合

た場合、野生型 GFP の蛍光強度は十分ではありません。

タンパク質を作製します。目的タンパク質に GFP を融合

しかも、蛍光タンパク質が合成されてから蛍光が発せら

することにより ､in vivo では ､ そのタンパク質がどのよう

れるまでに時間差があり、また、GFP 発色団の複雑な光異

な細胞種特異性をもつのか ､ あるいは細胞内のどこに局在

性化は蛍光を減衰させる原因になります。さらに、野生型

するのか ､ などを調べることができます。また、in vitro で

GFP は一般に高等真核生物中では発現効率が低いという

は、タンパク質間相互作用などの研究に応用が可能です。

問題もあります (4)。こうした制限をなくすため、数多く

さらに、遺伝子発現解析においては GFP を特定のプロモ

の改良型 GFP が開発されてきました (3)。

ーターや転写制御配列の下流 ( 影響下 ) で発現させること
によって ､ これらの制御因子が転写活性に与える影響のモ
ニターに利用できます ｡GFP はレポーター分子として他に
基質や補助因子を加えず検出できるだけでなく、多くの細
胞種や生物種において発現できるという利点があります。

改良型 GFP として、488 nm で励起された場合非常に強い
蛍光を発し、真核生物での発現効率が高いとされる DNA
配列を選択的に使用した遺伝子組換え体がいくつかありま
す。蛍光強度および発現効率が向上した GFP は、多くの画
像解析システムでより高感度での検出が可能になります。

GFP から放出される蛍光は非常に安定しており、一般的
な蛍光スキャナーなどで直接検出できます。
※ GFP に関しては、milestone 前号「蛍光検出の基礎知識⑦」をご参照くだ
さい。

構造上、スペクトル上の特性

FluorImager および Storm システムを用いて、精製した
野生型 GFP、EGFP、GFP-S65、GFPuv の電気泳動パター
ンを検出し、これらのシステムでの検出限界を測定しま
した ( 表 1)。GFP-S65、EGFP、GFPuv の画像解析には、

FluorImager ( 励起光 488 nm) が最適であり、ポリアクリ

GFP は北西アメリカ太平洋沿岸水域に生息する発光クラ

ルアミドゲルにおいて 1 バンドあたり約 0.3 ng までの検出

ゲ Aequorea victoria 由来のタンパク質です (1)。Aequorea

が可能でした。また、改良型の GFP-S65 と EGFP は Storm

victoria の場合、Ca2+ 活性のある感光タンパク質エクオリ

の青色蛍光モードを用いた場合に検出感度が最も高いこと

ンが得た光エネルギーが GFP へ伝達されることで発光 ( 蛍

が示されました。ただし、これら 2 種についての Storm の

光の放出 ) が起こります (2)。GFP は 238 個のアミノ酸か

検出限界は 8 ng 程度です。野生型 GFP の場合、Storm で

らなり、その分子量は 27 kDa です。6 個のアミノ酸から

の検出感度は約 15 ng という結果でした。FluorImager シ

なるペプチドが蛍光の発生に関連する発色団を構成して

ステムを用いた場合には他の試験対象変異型よりも野生

います。GFP 遺伝子は、cDNA クローニングと配列解析が

型 GFP での感度が低く、1 バンドあたり 2 ng が検出され

終了しているので、遺伝子工学的に改変を行うことが可能

ました。各 GFP の検出直線性は 1.5 〜 3 オーダーでした。

です (3)。
野生型 GFP の最大励起波長は 395 nm ( 第二励起波長は

表 1. GFP と改良型 GFP のスペクトルとコドン最適化特性

475 nm)、放射 ( 蛍光 ) 波長は 508 nm で、明るい緑色光
を発します。もともとは紫外線で励起して GFP 発現細胞
から蛍光を放射させ、蛍光顕微鏡やフローサイトメーター

(FACS) で検出していました。本報では、GFP の検出と定
量に弊社の蛍光イメージングシステム FluorImager および

Strom を使用して発現解析やタンパク質間相互作用の解析
を行った例をご紹介します。
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野生型 GFP
Red-Shifted ＊ :

EGFP
GFP-S65T
GFPuv

Peak Excitat
(nm)

Peak Emission
(nm)

Codon
Optimization

395/470

509/540

None

488

507

488
395

511
509

Human
E.coli

＊ 野生型 GFP のスペクトルを長波長側にシフトさせた改良型です。
※ 変異型 GFP は BD Biosciences Clontech の製品です。

milestone
蛍光アプリケーション

15 µl

8

4

2

2

4

6

8

Cell Lysate

図 2. 大腸菌における GFP の検出限界

図 1. 酵母菌コロニーにおける GFP レポーターの検出
GFP で形質転換した酵母菌コロニーをアガープレートにスポッ
トし、37℃で静置、培養しました。アガープレートをマイクロプ
レートトレイにセットし、PMT575 V、解像度 100 µm の設定に
て FluorImager SI でスキャンしました。本画像は John Phillips、
Matt Ashby 両博士 (Acacia Biosciences、カリフォルニア州リッ
チモンド ) よりご提供いただきました。

FluorImager および Storm システムによる GFP 検出
酵母菌および細菌類における遺伝子発現のモニタリング
FluorImager SI を使用して、GFP で形質転換した酵母菌細
胞を用いて短期的な遺伝子発現解析を行いました。GFP
組換えコロニーをアガープレートにスポットして培養後、
アガープレートを励起光 488 nm でスキャンして GFP の
発現を検出できました ( 図 1)。FluorImager により GFP の
発現したコロニーを確認することができます。この手法
は簡易的に行うスクリーニングに用いることが可能です。

( ただし発現部位等を厳密に特定することができないた
め、詳細な発現確認には、より高解像度に撮られた顕微画
像で確認する必要があります。)

PBAD-GFP 用 の ベ ク タ ー GFPuv 変 異 株 (Maxygen 社 ) を ク
ローニングし、大腸菌で過剰に発現させました。大腸菌細胞を 5
mg/ml リソゾームと 25 mM EDTA で室温にて 10 分間放置し、そ
の後 35 mM 塩化マグネシウムに溶解した 100 mg/ml DNase で
室温にて 15 分間処理しました。2 〜 15 µl のライセートを 45℃で
3 分間熱処理し、10% SDS ポリアクリルアミドゲルにて泳動し
ました。FluorImager 860 は、PMT1,000 V、解像度 200 µm に
設定し、blue-fluorescence ド (450+30 nm) でゲルをスキャンし
ました。本画像は Wai-Mun Huang 博士 ( ユタ州立大学 ) よりご
提供いただきました。

質間相互作用の in vivo および in vitro 機能解析に有用なツ
ールです。リボヌクレアーゼ A の S- ペプチドおよび S- タ
ンパク質断片間の相互作用を証明するために GFP を用い
たという例もあります (5)。S15 DNA と 6 個のヒスチジン
残基をコードした配列を、S65T 〜 GFP 変異体 ( 最大励起
波長は 488 nm) cDNA の 5 末端および 3 末端にそれぞれ
融合し、S15 〜 GFP(S65T) 〜 His6 融合タンパク質を作製
しました。精製した S15 ペプチド〜 GFP(S65T) 〜 His6 と
さまざまな濃度の S- タンパク質をインキュベートした後、
非変性条件下でポリアクリルアミドゲルに添加、泳動し、
遊離のコンポーネントから複合体を分離する蛍光ゲルシ
フトアッセイを行いました ( 図 3)。FluorImager SI システ
ムの 488 nm 励起光源を用いてスキャンしました。

GFP 発現ベクターにより形質転換した大腸菌細胞の解析
には、Storm 860 の青色蛍光モードを用いました。融合タ
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ンパク質の検出後、細胞ライセートを SDS-PAGE により
分析しました。GFP の変性による蛍光の減衰を避けるた
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めに、SDS-PAGE 前に行う熱処理は温度を低めに設定しま
した。この結果、GFP 融合タンパク質はわずか 2 µl 程度の
Free

細胞ライセートから検出可能であることが示されました (
図 2)。

タンパク質間相互作用
GFP 融合タンパク質をプローブとして使用する場合、GFP
は、目的タンパク質の特性に影響する独立した部位とし
て機能します。したがって、GFP とその変異体はタンパク
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図 3. GFP ゲルシフトアッセイ
FluorImager SI を 用 い て S- タ ン パ ク 質 と S-15 〜 GFP(S65T)
〜 His6 間の相互作用を定量化しました。一定量 (1 mM) の S-15
〜 GFP(S65T) 〜 His6 とさまざまな量 (0 〜 0.95 µM) の S- タン
パク質を 5% グリセロールを含む 10 mM Tris 塩酸 (pH7.5) 中で
20 ℃にて 20 分間インキュベートしました。非変性条件下の 6%
ポリアクリルアミドゲルにて泳動後、FluorImager SI でゲルをス
キャンしました。本画像は、Sang-Hyun Park、Ronald Raines
両氏 ( ウィスコンシン州立大学マディソン校 ) よりご提供いただ
きました。
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GFP は生細胞や生体内のプロセスをモニタリングする際
に有用なツールです。

Storm 840 / 860 や FluorImager の ど ち ら を 用 い て も
GFP の直接検出と定量は可能です。励起光源 488 nm の
FluorImager お よ び Storm の 青 色 蛍 光 モ ー ド で あ れ ば、
GFP や GFP 変異体を効率よく励起できます。なお、GFP
を直接検出する代わりに市販の抗 GFP 抗体を利用した間

図 4. GFP ゲルオーバーレイアッセイ
GFP(S65T)-CaM (a) と GFP(S65T)-CLP (b) をプローブとし
て使用し、タンパク質間相互作用試験を行いました。2.4 〜 86 µ
g のラット脳シナプスタンパク質を調製し、2 枚の 6.5% ポリアク
リルアミドゲルにて泳動しました。タンパク質を PVDF に転写し
た後、メンブレンを (a) (b) どちらか一方の GFP 融合タンパク質
とインキュベートしました。メンブレンのスキャンには、PMT を
800V に設定した Stome 860 の青色蛍光モードを使用しました。
本画像は Nandor Garamzsegi 博士 (Mayo Clinic、ミネソタ州 )
よりご提供いただきました。

接検出も可能です。GFP の直接検出で十分なシグナルを
検出できなかった場合 ( たとえばウェスタンブロッティン
グおよび免疫沈降など )、酵素が結合した抗 GFP 抗体を使
用した間接検出によりシグナルを増幅させることもでき
ます。
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