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従来技術とその問題点 

既に実用化されている試験管内(in vitro)蛋白
質間相互作用検出系には、ＦＲＥＴ法､PCA法等
があるが、 
 ・蛋白質の不安定さに起因する低いシグナル 
 ・短い距離の相互作用しか測定出来ない 
等の問題があり、広く利用されるまでには至っ
ていない。 
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Splitting an enzyme 
or a fluorescent 

protein 

Reconstitution 
→ Recovery of activity 

Protein-fragment Complementation Assay : PCA 

• Low signal / 
background (S/B) ratio 

• Severe limitation in 
detectable distance  
between interacting 
partners 

• Low signal due to 
unstable split probes 

→ 新原理に基づく相互作用検出系の開発 

近接 

近接 
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１）ルシフェリンのアデニル化 

2) 反応中間体を用いた酸化的発光反応 

検出原理：ホタル発光酵素ルシフェラーゼの反応機構分割 
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新規相互作用検出法 FLImPIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

反応中間体を用いて､2つの変異体酵素の近接を検出 

(H245D/K443A 
/L530R) 

(K529Q) 

Firefly Luminescent Intermediate-based Protein-protein Interaction Assay 

Low  
oxidation 

Low  
adenylatio
n 
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(0.5 s after LH2 and ATP addition) 

50 nM each FKBP/donor (D) &  
FRB/acceptor (A) (n=3) 

50 nM each of enzymes & rapamycin 
0.5 s after LH2 and ATP addition (n=3) 

Add LH2 and ATP 

Rapamycin-dependent FKBP12-FRB interaction was successfully 
detected. 

rapamycin 

試験管内での相互作用検出 
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高いSignal / Background比 
rapamycin 

500 nM each of enzymes & rapamycin in MOPS buffer or  
750 nM each of enzymes & rapamycin in 40 % FBS/PBS (n=3) 

High S/B with concentration dependency､ even in serum 
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相互作用阻害剤の検出 

rapamycin 
FK506 

80 nM each of enzymes and rapamycin､ 
0.8 s after LH2 and ATP addition (n=3) 

Competition of FKBP12-FRB interaction by FK506 was 
successfully detected 
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細胞内での相互作用検出 

(10 m after LH2 and ATP addition) 

293T 

Cos7  

293T 

(10 m after LH2 and ATP addition) 

同じプローブを動物細胞に一過性発現させ､ラパマイシン処理した後検出した。 

10 min after LH2 addition 
50 nM rapamycin､  
6 min after LH2 addition 

293T  293T  

Rapamycin-dependent FKBP12-FRB interaction in vivo was 
successfully detected. 
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新技術の特徴・従来技術との比較 

• FRET法の問題点である、低い信号(S/B比)と
距離依存性を改良することに成功した。 

• PCA法の問題点である､プローブの安定性を

改良することに成功し､試験管内での実用的
な相互作用検出が可能となった。 

• プローブが蛋白質でのみ構成されており､細
胞内・試験管内で同様に利用可能。 
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検出可能距離の比較 
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Wavelength (nm) Wavelength (nm) 

DMSO 
rapamycin 

DMSO 
rapamycin 

Ohashi T et al. Protein Science (16)､ 2007 

FKBP/Cerulean & FRB/Ypet  FKBP/FN7-8/Cerulean & FRB/Ypet  

A linker of Fibronecitn Type III 7-8 domain (FN7-8) has 
enough distance to interfere occurrence of FRET. 

 50 nM each protein & rapamycin 

FRET 

No FRET 
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検出可能距離の比較(2) 
FLImPIA (Fn7-8 linker) PCA (Fn7-8 linker) 
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500 nM each FKBP/FN7-8/A & FRB/D & rapamycin 500 nM each FKBP/FN7-8/A & FRB/D & rapamycin 

Significant signal in FLImPIA & PCA but not in FRET by 
insertion of Fn7-8 between interactive and probe proteins  
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プローブの安定性/信号強度 
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FLImPIA PCA 

The stability and intensity of FLImPIA are higher than those of PCA 

100 nM each of enzymes & rapamycin (n=3) 100 nM each of enzymes (FKBP/C domain & 
 FRB /N domain) & rapamycin (n=3) 

37℃ incubation 
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従来法との比較（まとめ） 
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中間体アクセプタ変異体の改良 

K529Q/E354K/S440C 

更なる変異導入により，バックグラウンド発光活性を低減，
S/B比を飛躍的に向上できた。 

50 nM each of FKBP/Donor & FRB/Acceptor 

Rapamycin conc.  Rapamycin conc.  



16 

想定される用途 

• 本技術の特徴を生かすためには、臨床検査
に適用することで試験管内迅速高感度検出
のメリットが大きいと考えられる。 

• 上記以外に、薬剤スクリーニング素子としての
利用も期待される。 

• また、改良されたS/B比と発光強度に着目す

ると、細胞イメージングなどの研究ツール分野
に展開することも可能と思われる。 
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実用化に向けた課題 

• 現在、FKBP-FRB､ p53-MDM2､ 抗体VH-VL
間相互作用が検出可能なところまで開発済み。
しかし、抗原-抗体相互作用等は未解決。 

• 今後、抗原-抗体相互作用等について実験

データを取得し、免疫測定に適用していく場合
の条件設定を行っていく。 

• 実用化に向けて、プローブの安定性を現在の
倍程度まで向上できるよう技術を確立する必
要もあり。 
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企業への期待 

• プローブの安定性､低濃度におけるS/B比に

ついては、酵素への変異導入により向上でき
ると考えている。 

• 各種発光検出装置を開発中の企業、臨床診
断技術を持つ企業との共同研究を希望。 

• また、食品検査分野等への展開を考えている
企業には、本技術の導入が有効と思われる。 
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本技術に関する知的財産権 

• 発明の名称 ：分子間の相互作用の 
     検出方法 

• 出願番号 ：特願2010-99460､ 
    特開2010-268793 

• 出願人  ：東京大学､富士フイルム 
• 発明者  ：上田 宏､伊原 正喜､ 

     松山 有紀､森 寿弘 
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産学連携の経歴 

• 2006年-2009年 寄付講座 生体認識分子工学 
   （富士フイルム）設置､共同研究実施 

• 2008年-2011年 都市エリア産官学連携事業に参加､ 
    (株)プロテイン・エクスプレスと蛍光 
    免疫測定素子Q-bodyを共同開発 

• 2009年-      本発明がJST先端計測事業に採択 
• 2011年   リバネス・マイクロテックニチオン賞 
• 2011年-   プロテイン・エクスプレス（現ウシオ 

    電機）と､Q-bodyを事業化 
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お問い合わせ先 

(株)東京大学ＴＬＯ 
ライセンス アソシエイト 登 知子 
 
ＴＥＬ ０３－５８０５ － ７６７４ 
ＦＡＸ ０３－５８０５ － ７６９９ 
e-mail ｎｏｂｏｒｉ＠ｃａｓｔｉ.ｃｏ.ｊｐ 
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