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１．研究背景と目的
糖鎖や糖鎖受容体（レクチン）は細胞表層に提示され、糖鎖とレクチンを介した細胞間相互作用は様々な生命現象に関
与している。そのため、これらの相互作用を検出する手法が多数研究されてきた。検出方法の例として、酵素標識レクチ
ンアッセイ（ELLA）等がある。一方、一般に糖鎖とレクチンの相互作用は弱い場合が多く、洗浄の際に洗い流される懸
念が指摘されている。そのため、これらの弱い相互作用を検出する手法の開発が進められている。筆者らは、レクチンを
簡便に検出するツールとして、蛍光性分子ローターを用いた turn-on 型蛍光プローブの開発を行っている。蛍光性分子ロ
ーターとは、励起状態で分子内ねじれ運動を伴う蛍光分子を指し 1、通常は無(弱)蛍光だが高粘度環境下で蛍光強度が上
昇する性質を示すものもある。この特徴を利用して、これまでに蛍光性分子ローターと標的受容体のリガンドをコンジュ
ゲートした蛍光プローブを用い、標的受容体に結合した際に蛍光を示す turn-on 型蛍光プローブが報告されている。2 これ
らの先行研究を踏まえ筆者らは、糖と蛍光性分子ローターの一種である GFP 色素誘導体のコンジュゲートを用い、レク
チン（コンカナバリン A、ConA）の存在下で蛍光を示す turn-on 型蛍光プローブの開発に成功している（図 1）。また、
蛍光プローブと ConA との結合能の向上のため、種々のアミノ酸を導入した蛍光プローブライブラリーを合成し、デコン
ボリューション法による蛍光応答の優れたプローブの探
索法を開発した。
本研究では、細胞イメージングにおいて一度に複数の
レクチンの検出および糖鎖とレクチンの相互作用検出を
目指し、蛍光プローブの多色化を試みた。そこで、過去
の報告 3 を参考に、GFP 色素の基本骨格であるベンジリデ
ンイミダゾリノンに種々のアミノ基を導入し、それらの
高粘溶媒下および低粘度溶媒下での蛍光特性を調べた。

図 １．GFP 色素誘導体(DMABI)を用いたレクチンの turn-on 型蛍光プローブ.

２．分子設計
筆者らはこれまでに、ジメチルアミノベンジリデンイミダゾリノン誘導体（DMABI）4 を含む蛍光プローブを用いた
turn-on 型蛍光プローブの開発に成功している。DMABI においては、ジメチルアミノ基が電子ドナーとして作用し、励起
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状態において分子内電荷移動を伴うことが知られている。
そのため、アミノ基上の電子密度が変わることで、蛍光波
長が変化すると期待される。そこで、種々の芳香族性残基
を導入した GFP 色素誘導体を合成し、高粘度溶媒下での蛍
光特性を調べることとした。また、高粘度溶媒であるグリ
セロール中の DMABI の蛍光量子収率は低いことが分かっ
ており（F = 0.027）4、さらなる高い蛍光量子収率を示す蛍
光色素誘導体の開発を目指し、種々の誘導体の合成と蛍光
特性評価を行った。これまでの類似した蛍光分子の研究か
らジメチルアミノ基を図 2 の化合物 8 に示すように固定化
した場合や、環状アミンにすると蛍光量子収率が大幅に改
善することが分かっている。3 そこで、図２に示す化合物を
設計し合成を行った。

図 ２．種々の GFP 色素誘導体の合成スキームと構造式.

３．種々の GFP 色素誘導体の蛍光特性
つぎに、合成した GFP 色素誘導体の蛍光特性を評価した。先述のように、蛍光性分子ローターは高粘度環境下におい
て蛍光強度を増加させる性質を有する。そこで、高粘度溶媒としてグリセロールを、低粘度溶媒としてメタノールを用い、
これらの溶媒中での蛍光スペクトルを測定した。その結果、図 3 に示すように、すべての GFP 色素誘導体においてメタ
ノールと比較してグリセロール中で顕著な蛍光強度の増加を示した。さらに、ジメチルアミノ誘導体 1 と比べて、芳香族
アミンを導入した２、３、５において長波長シフトすることを見出した。また、アルキルアミノ修飾体において、先行研
究から示唆されたように、アミノ基のねじれを抑制した８においてグリセロール中で最も強い蛍光強度を示した。

図 ３．グリセロールおよびメタノール中(それぞれ 0.15% DMSO)の種々の GFP 色素誘導体(15 µM)の蛍光スペクトル.

４．まとめと今後の展望
本研究では、種々の GFP 色素誘導体の合成と蛍光特性の評価を行った。その結果、これまで用いていた DMABI(𝜆𝜆em 524
nm)よりも長波長化した GFP 色素誘導体の開発に成功した。また、アミノ基のねじれを抑制した化合物等において、DMABI
よりも優れた蛍光応答を示す誘導体の開発にも成功した。今後は、これらを導入した turn-on 型蛍光プローブの開発を進
め、疾患に関わるレクチンをはじめ、受容体タンパク質一般の蛍光プローブ開発を進めていく予定である。
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