(57)【要約】
【課題】

（修正有）

遺伝子導入個体の早期選抜・新規遺伝子の発

現特性の確認等、バイテク研究全般にわたり幅広い利用
が想定される発光ダイオードを光源とする蛍光物質観察
方法及び励起光照射装置の提供。
【解決手段】

励起光の照射により蛍光を発する蛋白

をコードする遺伝子を導入した生細胞への励起用光源と
して発光ダイオードを用いた蛍光物質の観察方法。

該

生細胞への励起用光源として発光ダイオードを用いた遺
伝子導入生細胞の識別方法。

該生細胞への励起用光源

として発光ダイオードを用いた該生細胞における導入遺
伝子発現特性の検証方法。

励起光の照射により蛍光を

発する蛋白をコードする遺伝子を導入した遺伝子導入個
体への励起用光源として発光ダイオードを用いた遺伝子
導入個体における導入遺伝子発現特性の検証方法。

励

起光２の照射により蛍光を発する物質への励起用光源１
として発光ダイオードを１乃至２素子以上用いる装置。

(2)
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【特許請求の範囲】

で、非破壊的に発現の検出が可能となった。

【請求項１】

励起光の照射により蛍光を発する蛋白を

【０００４】しかしながら、従来の技術では、図４に示

コードする遺伝子を導入した生細胞への励起用光源とし

すように、蛍光物質１の検出には蛍光顕微鏡や蛍光実体

て発光ダイオードを用いることを特徴とする発光ダイオ

顕微鏡が用いられ、励起光２として使用する光源３は、

ードを光源とする蛍光物質観察方法。

ハロゲンランプ、キセノンランプ、水銀ランプ等が主流

【請求項２】

励起光の照射により蛍光を発する蛋白を

であり、フィルタ４を通して蛍光物質１に照射される。

コードする遺伝子を導入した生細胞への励起用光源とし

これらの光源３を励起用光源として使用する場合、光源

て発光ダイオードを用い、遺伝子導入処理における遺伝

３が放射する光の波長帯域が赤外光から紫外光に至るま

子導入生細胞の識別を行うことを特徴とする発光ダイオ

で広範に広がっているため、蛍光物質１への励起光２の

ードを光源とする蛍光物質観察方法。

照射を目的として励起に必要な波長のみを透過するフィ

【請求項３】

励起光の照射により蛍光を発する蛋白を

ルタ４で波長帯域を制限した場合、非常に弱い励起光２

コードする遺伝子を導入した生細胞への励起用光源とし

しか得ることができず、蛍光発光５としてフィルタ６を

て発光ダイオードを用い、遺伝子導入生細胞における導

通して顕微鏡下で観察する程度の光量７しか得られな

入遺伝子発現特性の検証を行うことを特徴とする発光ダ

い。

イオードを光源とする蛍光物質観察方法。

【０００５】

【請求項４】

励起光の照射により蛍光を発する蛋白を

【発明が解決しようとする課題】キセノンランプ、水銀

コードする遺伝子を導入した遺伝子導入個体への励起用

ランプは強力な光源３ではあるが、非常に高価であり、

光源として発光ダイオードを用い、遺伝子導入個体にお

寿命が非常に短い。また、ハロゲンランプに限らず、従

ける導入遺伝子発現特性の検証を行うことを特徴とする

来の光源は消費電力が多く、高熱を出すため冷却が必要

発光ダイオードを光源とする蛍光物質観察方法。

であり、小型化が不可能である。照射範囲については顕

【請求項５】

励起光の照射により蛍光を発する物質へ

微鏡レベルの視野に照射することができる程度で、広範

の励起用光源として発光ダイオードを１ないし２素子以

囲な励起光２の照射は不可能であり、蛍光発光５を直接

上用いることを特徴とする発光ダイオードを光源とする

肉眼で観察できるような強力な励起光２を発することは

励起光照射装置。

できない。このことから、観察対象が極めて狭い範囲に

【発明の詳細な説明】

限定されるだけでなく、病原性や無菌状態の維持等の事

【０００１】

由により、シャーレ等密閉容器内に置かれている場合に

【発明の属する技術分野】本発明は、遺伝子導入個体の

は顕微鏡の構造上密閉容器内の観察対象に焦点を合わせ

早期選抜・新規遺伝子の発現特性の確認等、バイテク研

ることは困難である。また、励起光の照射範囲が狭いた

究全般にわたり幅広い利用が想定される発光ダイオード

め、再分化した個体全体等、大きな対象を観察すること

を光源とする蛍光物質観察方法及び励起光照射装置に関

は不可能である。更に、従来の方法では必要となる機器

する。

の大きさの点からも観察対象のある現地での観察は不可

【０００２】

能である、といった各種の解決すべき課題があった。本

【従来の技術】従来、遺伝子発現を検出する方法として

発明は、生細胞における遺伝子発現を簡便かつ非破壊的

は、ＣＡＴ遺伝子（ＣＡＴ:Chloram‑phenicol Acetyl T

・継続的に観察する方法、及び強い励起光を照射しうる

ransferase）やＧＵＳ遺伝子（β‑glucuronidase）、Ｌ

小型の励起光照射装置を提供することを目的とする。

ＵＣ遺伝子（Luciferase）を生細胞に導入し、これら遺

【０００６】

伝子の発現により生成した酵素と基質を反応させ、反応

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた

生成物を測定する方法が採られている。これらの方法で

め本発明は、以下の手段、構成を有している。

は、導人細胞に直接基質を作用させるか（ＧＵＳ，ＬＵ

Ａ．励起光の照射により蛍光を発する蛋白をコードする

Ｃ）、生成した酵素を導入細胞内より抽出する（ＧＵ

遺伝子を導入した生細胞への励起用光源として発光ダイ

Ｓ，ＬＵＣ，ＣＡＴ）ことが必要となる。これらの酵素

オードを用いる蛍光物質観察方法。

に対する基質は人工合成されたもので生細胞に対して有

Ｂ．励起光の照射により蛍光を発する蛋白をコードする

害である。また酵素の抽出は必然的に導入細胞の破壊を

遺伝子を導入した生細胞への励起用光源として発光ダイ

伴うので、同一の導入細胞を継続的に観察することは不

オードを用い、遺伝子導入処理における遺伝子導入生細

可能である。

胞の識別を行う発光ダイオードを光源とする蛍光物質観

【０００３】これに対し、遺伝子発現の検出に、ＧＦＰ

察方法。

遺伝子（ＧＦＰ:Green Fluoresce‑nt Protein）に代表

Ｃ．励起光の照射により蛍光を発する蛋白をコードする

される生細胞に由来する蛍光性タンパク質の遺伝子を用

遺伝子を導入した生細胞への励起用光源として発光ダイ

いた場合、外来性の基質は不要であり、観察対象である

オードを用い、遺伝子導入生細胞における導入遺伝子発

導入細胞に励起光を照射しその蛍光発光を観察すること

現特性の検証を行う蛍光物質観察方法。
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Ｄ．励起光の照射により蛍光を発する蛋白をコードする

３ｎｍの蛍光発光によって識別することがあげられる。

遺伝子を導入した遺伝子導入個体への励起用光源として

【００１３】また、別の好ましい使用例として、導入遺

発光ダイオードを用い、遺伝子導入個体における導入遺

伝子の発現を起こさせるための装置であるプロモーター

伝子発現特性の検証を行う蛍光物質観察方法。

の発現特性を、適当な、再分化された個体を対象とし

Ｅ．励起光の照射により蛍光を発する物質への励起用光

て、組織毎、あるいは生育ステージ毎に、ＧＦＰにあっ

源として発光ダイオードを１ないし２素子以上用いる励

ては５１１ｎｍ、ＲＦＰにあっては５８３ｎｍの蛍光発

起光照射装置。

光を各々検出することにより明らかにすることがあげら

【０００７】そして、励起光用光源として発光ダイオー

れる。

ドを利用し、必要とされる励起光波長に近い波長に極大

【００１４】本装置は軽量かつコンパクトな設計が可能

をもつ発光ダイオード素子を選択することを特徴として

となるので、開発中の遺伝子組換え植物等のみだりに移

いる。

動できない植物の観察にも、優れた効果が期待できる。

【０００８】

【００１５】本装置は強力な励起光２を照射することが

【発明の実施の形態】以下、図示した実施例に基づき、

できるため、蛍光発光も強力となり、肉眼での蛍光観察

本発明の実施形態について詳述する。なお、上記従来例

（肉眼で識別できる光量１１）が可能となる。

と同じ構成部分には、同じ符号を付して詳しい説明は省

【００１６】

略する。

【実施例】改変型ＧＦＰの励起波長である４８８ｎｍ

【０００９】本発明による発光ダイオードを光源とする

に、極大発光波長が近い発光ダイオード素子２０本を光

蛍光物質観察用励起光照射装置は、図１及び図２に示す

源１０とし、発光部正面に４８８ｎｍ±５ｎｍを透過す

ように、観察に使用する蛍光物質１の励起光２の波長に

るフィルター６を装着して励起光照射装置とした。本照

近い波長を発光特性のピークとする発光ダイオード素子

射装置に必要な７．５〜８Ｖの直流電源は１．５Ｖの電

を光源１０として選択する。必要に応じて、この発光ダ

池５本あるいは市販のＡＣアダプターによって供給され

イオードを２個またはそれ以上束ねることにより光量を

る２電源方式とした。

確保する。更に所要により発光帯域を狭める必要がある

【００１７】観察対象としては、カリフラワーモザイク

場合には所要の励起光２の波長のみを透過させるフィル

ウイルス３５Ｓ遺伝子プロモーターあるいはそれに由来

ター４を装備する。発光ダイオード素子からの放射光の

する改変プロモーターによってＧＦＰを発現せしめるキ

帯域は狭いため、励起光２の波長のみを透過するフイル

メラ遺伝子をカナマイシン耐性遺伝子と共にアグロバク

ター４で波長帯域を制限した場合でも強い励起光２が得

テリウム法によって導入したイネ「日本晴」由来のカル

られる。

スを選択し、導入処理後、カルスを上記の装置で照射

【００１０】発光ダイオードは電気から光への変換効率

し、経時的に形質転換植物細胞におけるＧＦＰの発現を

が高く、乾電池程度の電源でも十分な光量が得られ、ま

５１１ｎｍの蛍光発光によって目視観察した。図３にお

た、発光ダイオード素子の寿命は長く、素子は熱を持ち

いて（ａ）、（ａ′＝部分拡大図）、（ａ″＝部分拡大

にくいことから小型化することができる。従って、乾電

図）は可視光、（ｂ）、（ｂ′＝部分拡大図）、（ｂ″

池またはＡＣアダプターを電源として使用することがで

＝部分拡大図）は蛍光発光を示す。

きる。

【００１８】その結果、除菌開始後、通常で９日目、早

【００１１】本装置は破損しやすい管球やフィラメント

い場合では７日目までに形質転換細胞が出現した。これ

類を使っていないため、可搬性に優れ、暗室や温室、人

らの形質転換細胞はカナマイシンあるいはＧ４１８存在

工気象室内など場所を選ばず容易に移動して、照射、観

下で旺盛に増殖し、１ヶ月後には発光細胞だけからなる

察が可能となる。

カルス塊に成長した。一方、蛍光発光が認められないカ

【００１２】本装置は発光ダイオードの選択により、各

ルスは、カナマイシンあるいはＧ４１８存在下では増殖

種の蛍光性物質１の検出に使用可能であるが、好ましい

せず、縮退してしまうことが観察された。以上の観察は

使用例としては、オワンクラゲより単離された蛍光タン

最初から特定の細胞に限定して経時的に観察されたもの

パクＧＦＰに由来する改変型ＧＦＰの励起波長である４

であり、従来は最終的な結果しか分からなかった形質転

８８ｎｍに近い発光特性を有する発光ダイオードを使用

換細胞塊成立の様子を初めて観察したものである。

し、ＧＦＰを発現する形質転換植物細胞を５ｌｌｎｍの

【００１９】上記の発光を認めた形質転換細胞からなる

蛍光発光によって肉眼で識別できる光量１１とするこ

カルス塊より再分化した幼苗を、同じく本装置によって

と、あるいは、イソギンチャク近縁種Discosona striat

観察したところ、葉面、根、特に根端部などでＧＦＰの

aより単離された蛍光タンパク（ＲＦＰ:Red Fl‑uoresce

蛍光発光が観察された。これは従来ノーザン解析などで

nt Protein）の改変型ＤｓＲｅｄの励起波長である５５

報告されてきた，カリフラワーモザイクウイルス３５Ｓ

８ｎｍに近い発光特性を有する発光ダイオードを使用

遺伝子ブロモーターあるいはそれに由来する改変ブロモ

し、ＲＦＰを発現する形質転換細胞をＤｓＲｅｄの５８

ーターによって発現された導入遣伝子の発現様式と完全
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に一致し、本装置による観察がプロモーター特性の検討

【図２】本発明による発光ダイオードからなる光源及び

にも極めて有効であることが確認された。

フィルタの側断面図である。

【００２０】

【図３】本発明の蛍光物質観察用励起光照射装置によっ

【発明の効果】以上説明したように、本発明による発光

てイネカルスに対し励起光を照射し、経時的に形質転換

ダイオードを光源とする蛍光物質観察方法及び励起光照

植物細胞におけるＧＦＰの発現を蛍光発光によって目視

射装置においては、遺伝子導入植物など今後のバイオテ

観察した例であり、（ａ）、（ａ′＝部分拡大図）、

クノロジーの発展にとって重要な対象について簡便かつ

（ａ″＝部分拡大図）は可視光、（ｂ）、（ｂ′＝部分

非破壊的に観察するための方法及び装置が提供される。

拡大図）、（ｂ″＝部分拡大図）は蛍光発光を示す。

また、本発明により、同一の細胞・個体などを経時的に

【図４】従来の蛍光物質観察用励起光照射装置の概略説

観察することが可能となり、新規遺伝子の発現特性の解

明図である。

析に最適な方法及び装置が提供される。さらに、本発明

【符号の説明】

の装置は軽量・小型であり、乾電池程度の電源でも十分

１

蛍光物質

な光量が得られ、目視での観察も容易であり、可搬性に

２

励起光

優れ、暗室や隔離温室、人工気象室内など場所を選ばず

３

ハロゲンランプ等からなる光源（従来例）

観察が可能となるため、開発中の遺伝子組換え植物等の

４，６

みだりに移動できない植物にも適用できる優れた観察方

５

蛍光発光

法を提供することができる。

７

顕微鏡下で観察する程度の光量（従来例）

【図面の簡単な説明】

１０

発光ダイオードからなる光源（本発明）

【図１】本発明に係る発光ダイオードを光源とする蛍光

１１

肉眼で観察できる光量

物質観察用励起光照射装置の概略説明図である。
【図１】

【図２】

フィルター

(5)

【図３】

【図４】
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