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セレンテラジン系ルシフェラーゼアッセイキット 
測定プロトコール 

(1〜2×105 cells / 2 mL 培地 / 6 ウェルプレートで培養した場合) 
 
1. 準備するもの 
・発光基質を含むアッセイバッファー 
  セレンテラジン (CTZ: Cat. No. C-001), h-セレンテラジン (h-CTZ: Cat. No. C-002),  
 bis-セレンテラジン (bis-CTZ: Cat. No. C-003). 
・細胞溶解バッファー (Cat. No. B-001) 
・発光測定装置 (ルミノメーター) 
 
2. サンプルの調製および測定⽅法 
 ・分泌発現型ルシフェラーゼを⽤いる場合 

1. トランスフェクション後の培養プレートから、培地 (〜2 mL) を回収し、5 µL
をアッセイに使⽤する。 

2. 測定⽤チューブまたは 1.5 mL チューブに、発光基質を含むアッセイバッファー
を 100 µL 加える。 

3. アッセイバッファーを加えた測定⽤チューブまたは 1.5 mL チューブに、トラ
ンスフェクション後の培地 5 µL を加え、直ちにルミノメーターで測定する。 

 
 ・細胞内発現型ルシフェラーゼを⽤いる場合 

1. トランスフェクション後の培養プレートから培地を完全に除き、1 ウェルあた
り 2 mL の PBS で２回洗浄する。 

2. PBS を完全に除き、細胞溶解バッファーを 1 ウェルあたり 400 µL 加える。 
3. 培養プレートを室温 (25℃) で 10 分間震とうし、細胞を完全に溶解させる。 
4. 測定⽤チューブまたは 1.5 mL チューブに、発光基質を含むアッセイバッファー

を 100 µL 加える。 
5. アッセイバッファーを加えた測定⽤チューブまたは 1.5 mL チューブに、溶解

細胞液 5 µL を加え、混和後直ちにルミノメーターで測定する。 

 

図 測定の流れ (6 ウェルプレートで培養したサンプルを測定する場合) 
 
備考 
・インジェクターを使⽤する場合、培地または溶解細胞液 5 µL を測定⽤チューブに加 
 え、発光基質を含むアッセイバッファーを 100 µL インジェクションする。 
・装置および発光基質由来の発光バックグラウンドの測定を⾏うこと。 
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資料 1. セレンテラジン系ルシフェラーゼのアッセイ⽅法について 
 
1. 各ルシフェラーゼと適した基質 (CTZ, h-CTZ, bis-CTZ) 溶液の選択 
 ・GLase：ガウシアルシフェラーゼ (Gaussia luciferase) 
 ・RLase：レニラルシフェラーゼ (Renilla luciferase) 
 ・nanoKAZ：エビルシフェラーゼ由来 19 kDa 蛋⽩質 (KAZ) 16 アミノ酸置換体 
 ・eKAZ：エビルシフェラーゼ由来 19 kDa 蛋⽩質 (KAZ) 3 アミノ酸置換体 
 

表 各ルシフェラーゼと発光測定に適した基質⼀覧 
ルシフェラーゼ CTZ h-CTZ bis-CTZ 
GLase ○	 ×	 ×	
RLase ○	 △	 ×	
nanoKAZ ×	 ○	 ○	
eKAZ ○	 ○	 ×	

 

 
図 各ルシフェラーゼの基質による発光パターンの⽐較 

 
2. 試薬の組成および保存⽅法 

試薬名 組成 保存⽅法 

細胞溶解バッファー 
B-001 (50 mL) 

 
0.1 mM 
1% 
10% 

PBS 
EDTA 
トリトン X-100 
グリセロール 

4℃で冷蔵保存 

セレンテラジン 
アッセイバッファー 
C-001 (1.2 mL, 20 mL) 

 
0.01% 
0.1 mM 
1 μg /μL 

PBS 
ツイーン 20 
EDTA 
セレンテラジン 

80℃で冷凍保存 

h-セレンテラジン 
アッセイバッファー 
C-002 (1.2 mL, 20 mL) 

 
0.01% 
0.1 mM 
1 μg /μL 

PBS 
ツイーン 20 
EDTA 
h-セレンテラジン 

80℃で冷凍保存 

bis-セレンテラジン 
アッセイバッファー 
C-003 (1.2 mL, 20 mL) 

100 mM 
1 μg /μL 

グリシン緩衝液 (pH9.0) 
bis-セレンテラジン 80℃で冷凍保存 

 
3. 使⽤する培養プレートと細胞溶解バッファーの量 

培養プレート 細胞溶解バッファー 
6 ウェル培養プレート 400 μL 

12ウェル培養プレート 250 μL 
24ウェル培養プレート 100 μL 
48ウェル培養プレート 65 μL 
96ウェル培養プレート 20 μL 
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資料 2. 動物培養細胞を⽤いたアッセイ例 
 
・使⽤したルシフェラーゼ発現⽤プラスミド 
 ・ガウシアルシフェラーゼ (GLase)：pcDNA3-pGLuc1) 
 ・レニラルシフェラーゼ (RLase)：pcDNA3-pRLuc1) 
 ・エビルシフェラーゼ由来 19 kDa 蛋⽩質置換体 (nanoKAZ)：pcDNA3-nanoKAZ2) 
 
・トランスフェクション⽅法 

ルシフェラーゼ発現⽤プラスミド 1 μg とトランスフェクション試薬 3 μL 
(FuGENE® HD) を含む Ham’s F-12 培地 (抗⽣物質なし、⾎清なし) 100 μL を、24
時間培養した動物培養細胞 (CHO-K1 細胞：1×105 cells, 培地：2 mL) に加え、37℃, 
CO2 濃度 5%で 24 時間培養。 

 
・測定⽅法 

 
・測定条件 

セレンテラジン 1 μg を含むアッセイバッファー100 μL に、培地または溶解細胞液
5 μL を加え、発光測定装置 AB-2270 (アトー社製：減衰フィルターF2) を⽤いて
0.1 秒間隔で 30 秒間測定。 

 
・測定結果 

  ルシフェラーゼ 最⼤発光強度 (Imax) の平均値 (rlu) (n = 3) 
培地 (5 µL /2 mL) (%) 溶解細胞液 (5 µL /400 µL) (%) 

GLase 
RLase 
nanoKAZ 

544,956 
212 

1,736 

(100) 
(0.03) 

(0.3) 

302,028 
72,190 
25,145 

(100) 
(24) 

(8) 
発現した GLase の量：1.4 ng /5 µL 

 
・補⾜：精製 GLase のタンパク質量と最⼤発光強度 (Imax) の関係  

 
測定条件： 
96 ウェル⿊⾊プレートに精製 GLase 
(0.1-100 pg /µL) 3 µL を加え、発光測定装
置 LB960 (Berthold 社製) を⽤いて、セレ
ンテラジン 1 µg を含むアッセイバッ
ファー100 μL をインジェクションし、
0.1 秒間隔で 30 秒間測定。 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. S. Inouye et al. Protein Expr. Purif. (2015) 109 : 47-54. 
2. S. Inouye et al. Biochem. Biophys. Res. Commun. (2014) 450 : 1313-1319. 

トランスフェクション後の動物培養細胞 (24 時間培養) 

培地 (〜2 mL) 

アッセイ (5 µL) アッセイ (5 µL) 

細胞 
PBS (2 mL×2) 
細胞溶解バッファー (400 µL) 
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資料 3. 発光基質のアッセイバッファー中での安定性 
 
・安定性の評価⽅法 

CTZ, h-CTZ および bis-CTZ の全てを発光基質として利⽤できる、エビルシフェラー
ゼ由来 19 kDa 蛋⽩質置換体 (以下 nanoKAZ) を⽤い、アッセイバッファー中での
発光基質の安定性を評価した。 

 
1. 凍結融解に伴う発光基質のアッセイバッファー中での安定性 
 
・測定条件 

発光基質 1 μg を含むアッセイバッファー100 µL を、80℃で凍結、室温で融解し
たのち、精製 nanoKAZ (3.3 mg/mL) 3 µL を加え、発光測定装置 AB-2270 (アトー社
製：減衰フィルターF2) を⽤いて 0.1 秒間隔で 60 秒間測定。 
さらに、アッセイバッファーの凍結および融解を 2 回繰り返し、同様の条件で測定。 

 
・測定結果 

表 凍結融解における各基質の安定性 

基質 最⼤発光強度 (Imax) 凍結後の残存活性 
(%) 凍結前 凍結融解 3 回後 

CTZ 43,630 26,380 60.5 
h-CTZ 678,241 608,023 89.6 
bis-CTZ 391,007 364,369 93.2 

 

 

図 凍結融解における各基質の発光パターンの⽐較 
 
・留意点 

基質溶液の凍結融解を繰り返すことにより、発光活性が低下するため、凍結保存し
た基質溶液の再使⽤は 2 回までとする。特に、セレンテラジンは凍結融解の影響を
強く受けるので、1 回の測定で使い切るようにする。 
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2. 氷上における発光基質のアッセイバッファー中での安定性 
 
・測定条件 

発光基質 1 μg を含むアッセイバッファー100 µL を氷上で遮光保存し、精製
nanoKAZ (3.3 mg/mL) 3 µL を加え、発光測定装置 AB-2270 (アトー社製：減衰フィ
ルターF2) を⽤いて 0.1 秒間隔で 60 秒間測定。 
さらに、アッセイバッファーを氷上で遮光保存し、1 時間おきに同様の条件で測定。 

 
・測定結果 

 
図 氷上での保存における各基質の安定性 

 
・留意点 

測定中の活性低下を防ぐ為、融解した基質溶液は氷上で遮光保存し、なるべく 3 時
間以内に使い切るようにする。 


