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細胞内物質を利用して“ひとりでに瞬く”蛍光色素 
－生きた細胞内の超解像イメージングに応用－ 
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２．発表のポイント：  
◆生きた細胞内にあるグルタチオンという物質と可逆的に反応することで“自発的に明滅する”

蛍光色素を開発し、生きた細胞の超解像イメージングに応用しました。 
◆この自発的明滅の原理は、本研究で新たに提案し応用したものです。また、本色素を用いる

ことで、“自発的に明滅する異なる 2 つの色素を用いて、生細胞内の異なる 2 種類の微小な構

造体を同時超解像観察すること”を可能にしました。 
◆今回開発した蛍光色素および観察手法は、生きたままの細胞を詳細に観察する手段として、

様々な生命現象の理解に役立てられていくと期待されます。 
 
３．発表概要：  
超解像蛍光イメージング法（注１）の 1 つに、蛍光標識色素を 1 分子ずつ明滅させることで

超解像画像を構築する手法があります。しかし、一般的な色素を明滅させるには添加剤や強い

光照射が必要であり、細胞への悪影響が問題となります。これを克服するべく、本研究グルー

プはこれまで、“色素分子内で起こる可逆反応を原理として、自発的に明滅する”蛍光色素を

開発しました。しかし、この原理に基づく分子設計のみでは、実現しうる性質が限られ、生細

胞内で使える複数種の色素の開発には至りませんでした。 
そこで、同グループは今回、新たな自発的明滅の原理として、“細胞内のグルタチオン（注

２）という物質と可逆的に反応することで、色素の蛍光性の有無が切り替わる”という現象を

利用しました（図 a）。色素の化学構造を検討し、グルタチオンとの反応の特性を最適化する

ことで、生細胞内で適切に明滅する 2 種の蛍光色素を開発し、実際に穏和な条件下で生細胞の

超解像観察に成功しました。さらに、先行研究で得た色素と併用して、2 色での生細胞内の異

なる 2 種類の微小な構造体を同時超解像観察することも可能にしました（図 b）。こうして生

きたままの細胞を詳細に観察することは、様々な生命現象の理解につながると期待されます。 
 
４．発表内容： 
超解像蛍光イメージング法は、光学顕微鏡の空間分解能の限界を超えた画期的なイメージン

グ技法であり、その 1 つに、標識用の蛍光色素を確率的に明滅させ、1 分子ずつ高精度に位置

決定することで超解像画像を構築する single-molecule localization microscopy (SMLM) とい

う手法があります。しかしながら、一般的な色素を明滅させるには添加剤や強い光照射が必要

であり、細胞毒性や蛍光色素の光褪色が問題となります。 
この課題を克服するべく、本研究グループは以前に、添加剤や強い光照射によらず自発的に

明滅する蛍光色素 HMSiR を開発しました。その原理は、色素が分子内で可逆的な反応を起こ



すことにより、蛍光性の分子状態と無蛍光性の分子状態とが繰り返し入れ替わるというもので

した。このような自発的な明滅を示す色素は、生きた細胞の SMLM を穏和な条件下で実施で

きるツールとして注目され、さらに多色観察を可能にするための、異なる色の色素を用意する

ことが求められてきました。しかし、この分子設計法を満たすために必要な分子構造上の制約

は大きく、他の発光色を持つ蛍光団への適用は容易ではなかったため、生細胞内で使える複数

種の自発的明滅型蛍光色素を開発するには至りませんでした。 
そこで、本研究グループは今回、細胞内のグルタチオンという物質の作用を利用した、新た

な蛍光明滅原理を提案しました。その原理に基づき生細胞内で適切に明滅する 2 種の新規

SMLM 用蛍光色素を開発するとともに、先行研究とあわせて、“自発的に明滅する色素による、

生細胞の 2 色 SMLM”を可能にしました。 
今回、新たな蛍光明滅原理として着目したのは、具体的には次のような現象です。すなわち、

キサンテン系色素と呼ばれるタイプの色素分子に対して、グルタチオンが結合すると色素の蛍

光性が消失し、結合したグルタチオンが再び解離することで蛍光性が回復するというものです。

この現象は、同研究グループによって最近発見され、グルタチオン検出・定量プローブの開発

に使われたものですが、今回この現象を利用することで、生きた細胞内で、蛍光性状態と無蛍

光性状態の間を適切に行き来するような、新たな SMLM 用蛍光色素を開発できるのではない

かと考え、研究を始めました（図 a）。 
生きた細胞内にあるグルタチオンを利用しながら、上記の明滅現象に基づく SMLM を実施

するためには、 (1) 色素分子どうしの蛍光が空間的に重ならないように、生細胞内のグルタチ

オン濃度の下で、色素分子の大部分（90%以上）がグルタチオンと結合した無蛍光性状態にあ

ること、(2) グルタチオンが解離し、一過性の蛍光性状態となったとき、その持続時間が顕微

鏡による生細胞観察に適した時間スケール（ミリ秒スケール）にあることが必要です。この“光

る割合”や“光る時間”と色素分子の化学構造との間の相関にも注意しながら、キサンテン系

色素の化学構造を設計・検討することで、上記(1), (2)のように SMLM に最適化された特性を

有する 2 種の蛍光色素 SiP650, CP550 を開発しました。 
 開発した色素 SiP650, CP550 は、細胞内の特定の構造を標識する技術と組み合わせて用いる

ことで、生きた細胞内の微小管あるいはミトコンドリアを標識することができました。そして、

企図した通り、添加剤や強い光照射を用いない穏和な条件の下で、生細胞内のグルタチオンと

の可逆反応に基づき自発的な蛍光明滅を繰り返すことが確かめられました。さらに、同様の条

件下で、生細胞内の微小管やミトコンドリアの超解像画像を取得することに成功しました。 
 また、CP550 は先行研究の HMSiR とは異なる色の色素であることから、両者を併用するこ

とで、“自発的に明滅する色素による、生細胞の 2 色 SMLM”が可能となりました。一例と

して、生きた細胞のミトコンドリアと微小管を、CP550とHMSiRによってそれぞれ染め分け、

超解像観察することに成功しました。さらに、生きたままの細胞を穏和な条件下で観察できる

という利点を生かし、繰り返し撮影によって、ミトコンドリアと微小管の配置や位置関係が経

時的に変化する様子を追跡するという応用も示されました（図 b）。 
 本研究は、生細胞内で自発的に明滅する 2 種の SMLM 用色素を新たに開発するとともに、

生細胞を穏和な条件下で 2 色観察する手法を示しました。また、今回提案した新たな分子設計

原理に基づき、新たな SMLM 用色素の開発がさらに進展することも期待できます。こうして

開発された SMLM 用色素と、それを活用した SMLM 手法は、生きたままの細胞を詳細に観察

する手段として、様々な生命現象の理解に役立てられていくことが期待されます。 
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８．用語解説：  
（注１）超解像蛍光イメージング法 
通常の蛍光イメージング法の空間分解能の限界（200 ナノメートル程度）を超えて、数十ナノ

メートルの空間分解能で観察できる手法（1 ナノメートルは、10 億分の 1 メートル）。本研

究では、超解像蛍光イメージング法の一種である single-molecule localization microscopy 
(SMLM)という手法に有用な蛍光色素を開発した。 
（注２）グルタチオン（GSH） 
生きた細胞内に最も多く含まれる抗酸化物質の一つであり、細胞内に 1-10 mM という高濃度

で存在する水溶性の低分子化合物である。分子内に有するチオール基によって、今回検討した

タイプの色素分子に対して可逆的な結合反応を起こしやすい性質を示す。 
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（図） 
a. SiP650 あるいは CP550 が自発的に明滅する仕組み。色素は、グルタチオン（GSH）と結

合していない「蛍光性状態」（左）と、グルタチオンと結合した「無蛍光性状態」（右）との

間を、自発的に行き来する。なお、色素の化学構造は一般化して表記した。 

b. “自発的に明滅する蛍光色素”による、生細胞の 2 色 SMLM 観察の例。生きた細胞のミト

コンドリア（緑）を CP550 で、微小管（赤）を HMSiR で、それぞれ染色し、2 色の超解像画

像を取得した。これを 3 分間隔で計 3 回実施することで、経時的観察を行った。その結果、例

えば、点線枠内のミトコンドリアの構造や配置に関して、顕著な変化をとらえた。なお、各時

刻での画像において、点線枠内の領域の拡大画像を右上隅に示している。また、全体画像にお

けるスケールバーは 3 マイクロメートル（1 マイクロメートルは、100 万分の 1 メートル）を

示し、拡大画像におけるスケールバーは 500 ナノメートル（= 0.5 マイクロメートル）を示す。 


