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Photoluminescence probes that respond specifically to multiple stimuli in cells are powerful tools in medical
research and clinical diagnostics because they can reduce false positive detection. We prepared a new class of
dual-stimuli-responsive dyes based on 3,3’-dihydroxy-2,2’-bipyridyl (BP). Bipyridine having a p-methoxybenzyl
(PMB) group and an acetyl group responded to esterase under slightly acidic conditions to transform emissive
BP. b-Galactosyl- and PMB-grafted probe can detect b-galactosidase activity in living cancer cell.

1．緒言
生体内の環境変化（pH やイオン濃度），酵素や受容体の過剰発現など生体内の機能を理解するために，これらを外部
刺激として認識し，鋭敏に発光するプローブが開発されてきた．ある酵素に応答するプローブは，酵素の発現量に応じて
1
発光強度を変える ．しかし，酵素の発現量が少ない細胞が多く集まる部位と酵素の発現量は多いが細胞数が少ない部位の
2
区別が困難である．この問題点を解決するために，2 つの外部刺激に応答して発光するプローブの開発が盛んである ．
これまでに知られる 2 つの外部刺激に応答する発光プローブは，① ストークスシフトが小さい単一の色素で構成される
もの，② 蛍光共鳴エネルギー移動を利用するもの，に大別される．しかし，前者はストークスシフトが小さいことから
励起光と発光の重複が大きく，検出感度の低下につながる．後者は複数の色素からなるため，分子構造が大きくなり生体
機能に影響を与える可能性がある．これらを背景に，ストークスシフトが大きく，分子サイズの小さい単一の色素を母体
とし，2 つの外部刺激に応答するプローブの開発が求められて
いる．本研究では，分子量 200 程度の 3,3’-dihydroxy-2,2’-bipyridyl
（BP）が励起状態プロトン移動を伴うストークスシフトの大
3
きな発光を示すことを利用し ，2 つの刺激（酵素と pH 変化）
に応答して発光するプローブを開発した．これまでに開発さ
れた 2 つの外部刺激に応答して発光するプローブは 2 つの外
部刺激がある場合のみ発光する AND 型プローブであり，おの
おのの刺激に対する定量性が無い（図 1）．開発したプローブ
は一段階目の刺激後と二段階目の刺激後でプローブの発光波
長が変化するため，レシオメトリックプローブとして機能す
ることを明らかにした．
図１ 2 つの刺激に応答するプローブ．(a) 従来の AND 型プローブ．
(b) 本研究で開発した段階的に発光波長が変化するプローブ．

２．実験および結果
BP を母体とするプローブ A は，アセチル基で保護された 3ヒドロキシピリジンと p-メトキシベンジル（PMB）基で保護
された 3-ヒドロキシピリジンを Stille カップリング反応により
結合させ合成した（図 2）．プローブ A のアセチル基を脱保護し，
β -ガラクトシル基を修飾することによりプローブ B を合成した．
プローブ A がエステル加水分解酵素（エステラーゼ）と pH 変
化に応答するプローブとして機能することを確認するため，緩
衝溶液中（pH 7.1）37℃でブタ肝臓由来のエステラーゼ（PLE）
を作用させたところ，8 時間後にプローブ A の 75% が消費され
24 時間後にほぼ定量的にアセチル基が脱離し，化合物 C を与え
ることがわかった（図 3）．なお，酵素を含まない緩衝溶液中（pH
7.1）37℃でプローブ A を 24 時間反応させたが，変化はなかった．
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図２ 酵素および pH 変化に応答するプローブ A および B の合成．
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酵素を 24 時間反応させた後の化合物 C を含む溶液の pH を
5.0 まで低下させたところ，30 分後に PMB 基が定量的に脱
離し，BP が得られることを確認した．PMB 基は通常酸性
条件に安定なヒドロキシ基の保護基として知られる．化合
物 C 中に含まれるヒドロキシ基がピリジン環の窒素原子と
水素結合することにより C の平面性が高まりキノン型の共
鳴構造を誘起することで脱保護が促進されたと考えられ
る．なお，PMB 基をベンジル基にすると反応は進行しない
が，2,4-dimethoxybenzyl 基にすると pH を 5.0 に低下させた
後瞬時に脱保護が進行することを確認しており，ベンジル
位への水の求核攻撃が鍵となっていることが示された．
BP を母体とするプローブが他の外部刺激の検出に応
答できることを示すため，がん細胞に高発現することが
4

知られるβ -ガラクトシダーゼ（β -gal）に応答するプロー
ブ B の機能を評価した．なお，がん細胞（pH <6）は正
常細胞より pH が低いことから，より明確な発光強度の

図３ (a) プローブ A の PLE および pH 応答性．反応溶液（ピンク：step 1
後，赤：step 2 後）および BP（黒）の (b) 紫外─可視吸収スペクト
ルおよび（c）発光スペクトル．

増加が検出されると考えられる．プローブ B を緩衝溶液
中（pH 5.0）37℃でβ -gal に作用させたところ，BP が 1 時間後に 73%，
2 時間後に 83% 収率で得られた．なお，β -gal を除いて反応を行ったと
ころ BP は全く生成しなかった．次にβ -gal を過剰発現するヒト卵巣が
ん細胞 OVK-18．β -gal の発現量が少ないがん細胞 HeLa（ヒト子宮頸が
ん細胞）と正常細胞 HUVEC（ヒト臍帯静脈内皮細胞）にプローブ B を
作用させ，共焦点レーザー顕微鏡で観察した（図 4）．HeLa と HUVEC
の像からは顕著な発光量の増加は見られなかったが，OVK-18 では細
胞全体からの発光が観察された．このように BP を母体とするプロー
ブが 2 つの刺激に応答し発光するプローブとして細胞内で機能するこ
とを明らかにした．
化合物 C および BP の紫外 – 可視吸収スペクトルおよび発光スペクトル
は図 3a，3b に示す通りである．プローブ B は発光しないが，C と BP は吸
収波長が重複するが，発光波長が異なることがわかる．特に 430 nm 付近
では C の発光が確認されるが BP の発光は確認されない．このことから，
プローブ B がレシオメトリックプローブとして機能し，反応中の化合物
C と BP を定量できるのではないかと考えた．C と BP を混合した溶液の

図４ プローブ B を作用させた細胞種の共焦点レーザー
顕微鏡像．上から HUVEC，HeLa，OVK-18 細胞．

436 nm および 479 nm における発光量を測定し，これを基に数式を導いた．算出した数式を用いて酵素反応溶液内の B，C，
BP の濃度を定量することができた．プローブ B は 2 つの外部刺激に応答するレシオメトリックプローブの最初の例である．

３．結語
BP を母体とする A および B が PLE および弱酸性環境，β -gal および弱酸性環境に応答する発光プローブとして機能す
ることを明らかにした．BP は，分子サイズが小さく生体機能に影響を与えにくいプローブとして有用であると考えら
れる．また，レシオメトリックプローブとして機能することから，2 つの外部刺激を定量できる可能性を示した．異な
る 2 つの外部刺激の組み合わせは多岐にわたることから，今後様々な生体刺激に応用可能な分子プローブとして利用さ
れることが期待される．
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