world news
®

超分解能の蛍光顕微鏡法

光子を巧みに用いて
ナノスコープを向上させる
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蛍光を連続的にオフ（またはオン）にす
ることで、隣接する分子を識別できる。
この手法の発見は興奮すべきものだっ
たが、標本の光褪色を早めてしまうた
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STED では、光活性のあるプローブ
過剰強度

を連続的にスイッチングさせる他の超
分解能法と同様、光強度がしきい値に
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では反対の状態になる。蛍光から非蛍
光状態に分子がスイッチするとき（また
はその逆）
には、しきい値を超える強度
パターンの最大値を必要とする。その
最大値は分解能と相関し、サブ回折ス
ケールでは必要とする光強度が大きく
なる。最高分解能に到達することは、
高い光強度を意味する。イメージ作成
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切替性光学蛍光遷移（ RE-SOLFT ）で
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適応照明
MINFIELD が STED や RESOFLT
などの座標目標アプローチをサポート
するために設計されたように、標本の
完全な状態をさらに維持するようなコ
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参考文献
（ 1 ）F. G̈ttfert et al., Proc. Nat. Acad. Sci.,
114, 2125‒2130 (2017).
（ 2 ）F. Balzarott et al., Science, 355, 606‒612
(2017).
（ 3 ）J. Heine et al., Proc. Nat. Acad. Sci., 114,
37, 9797‒9802 (2017).

LFWJ
Laser Focus World Japan 2018.5

11

