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(57)【要約】
【課題】より迅速に、且つより簡便に植物組織を透明化することができる植物組織透明化
剤を提供すること、及び蛍光タンパク質の蛍光特性をより安定に保持しつつ植物組織を透
明化できる植物組織透明化剤を提供すること。
【解決手段】アルコールアミン及び糖アルコールからなる群より選択される少なくとも１
種の多価アルコール、並びにイオン性界面活性剤を含有する、植物組織透明化剤。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
アルコールアミン及び糖アルコールからなる群より選択される少なくとも１種の多価アル
コール、並びにイオン性界面活性剤を含有する、植物組織透明化剤。
【請求項２】
前記イオン性界面活性剤が親水基として−Ｃ（＝Ｏ）−Ｏ−、−Ｃ（＝Ｏ）−ＯＨ、又は
−Ｃ（＝Ｏ）−ＯＭ（式中、Ｍはナトリウム原子又はカリウム原子、好ましくはナトリウ
ム原子を示す。）を有する陰イオン性界面活性剤である、請求項１に記載の植物組織透明
化剤。
【請求項３】
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前記イオン性界面活性剤が部分構造としてステロイド骨格を含む陰イオン性界面活性剤で
ある、請求項１又は２に記載の植物組織透明化剤。
【請求項４】
前記糖アルコールがペンチトールである、請求項１〜３のいずれかに記載の植物組織透明
化剤。
【請求項５】
前記アルコールアミンが一般式（１）：
【化１】
20

［一般式（１）中：Ｒ１及びＲ２は、同一又は異なってヒドロキシアルキル基を示す。Ｒ
３

はヒドロキシアルキル基、又は一般式（２）：
【化２】
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（一般式（２）中：Ｒ４及びＲ５は、同一又は異なってヒドロキシアルキル基を示す。ｎ
は１〜４の整数を示す。）で表される基を示す。］
で表されるアルコールアミンである、請求項１〜４のいずれかに記載の植物組織透明化剤
。
【請求項６】
前記Ｒ３が一般式（２）で表される基である、請求項５に記載の植物組織透明化剤。
【請求項７】
前記Ｒ３がヒドロキシアルキル基である、請求項５に記載の植物組織透明化剤。
【請求項８】
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さらに尿素及び尿素誘導体からなる群より選択される少なくとも１種を含有する、請求項
１〜７のいずれかに記載の植物組織透明化剤。
【請求項９】
アルコールアミン及び糖アルコールからなる群より選択される少なくとも１種の多価アル
コール、並びにイオン性界面活性剤を含有する、蛍光タンパク質含有植物組織の透明化剤
。
【請求項１０】
請求項１〜９のいずれかに記載の植物組織透明化剤を植物組織と接触させることを含む、
透明化植物組織の製造方法。
【請求項１１】
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前記植物組織が蛍光タンパク質を含有する、請求項１０に記載の製造方法。
【請求項１２】
請求項１０又は１１に記載の製造方法で得られた、透明化植物組織。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、植物組織透明化剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
植物の個々の細胞及び組織の役割、さらには植物体全体の成り立ち等を明らかにするた
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めには、植物の内部構造を詳細に観察する必要がある。現代では、目的の細胞や構造を蛍
光タンパク質等の蛍光物質で選択的に標識し、細胞や組織を詳細に観察することが可能と
なっている。
【０００３】
しかし、植物は、クロロフィル等の色素を含み、光を逃さないために光を散乱させる構
造（例えば、形状の異なる細胞や空気層の存在）を有し、さらには特にめしべ等において
は複雑な組織構造を有しているので、通常、透明度が極めて低い。このため、上記蛍光物
質による標識技術を用いても、外から観察できるのは植物の表面及びそれに近い部分のみ
であり、植物の内部構造を観察するには、器官の解剖や組織切片の作製等の煩雑で熟練を
要する操作が必要であった。
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【０００４】
植物を透明化すること自体は古くから行われており、代表的な植物透明化試薬としては
抱水クロラール溶液が知られている。しかし、抱水クロラール溶液は、植物を透明化する
ことはできるものの、蛍光タンパク質の蛍光特性を損ねてしまう。
【０００５】
このような状況の中、近年、動物研究においては、脳を透明化して蛍光観察する手法が
、日本を始め国内外の多くの研究グループによって開発されている（特許文献１〜４）。
一方、この動物透明化技術を利用した、新たな植物透明化技術の開発も進められている（
非特許文献１〜２）。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１４−００５２３１号公報
【特許文献２】特表２０１３−５２２５９０号公報
【特許文献３】再表２０１２／１６１１４３号
【特許文献４】再表２０１２／１４７９６５号
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Warner, C. A., Biedrzycki, M. L., Jacobs, S. S., Wisser, R. J.,
Caplan, J. L. and Sherrier, D. J. (2014). An optical clearing technique for plan
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t tissues allowing deep imaging and compatible with fluorescence microscopy. Pla
nt Physiol., 166: 1684‑1687.
【非特許文献２】Palmer, W. M., Martin, A. P., Flynn, J. R., Reed, S. L., White,
R. G., Furbank, R. T. and Grof, P. L. (2015). PEA‑CLARITY: 3D molecular imaging
of whole plant organs. Scientific Reports, 5: 13492.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
しかしながら、これらの新たな植物透明化技術には、透明化の迅速性、簡便性等の観点
から改善の余地がある。例えば、非特許文献１の植物透明化技術は、シロイヌナズナの葉
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の透明化に３週間も要してしまうし、非特許文献２の植物透明化技術は、シロイヌナズナ
の葉の透明化に４〜６週間も要し、さらに毎日透明化試薬を交換するという煩雑な作業ま
でをも要してしまう。
【０００９】
そこで、本発明は、より迅速に、且つより簡便に植物組織を透明化することができる植
物組織透明化剤を提供することを課題とする。さらには、蛍光タンパク質の蛍光特性をよ
り安定に保持しつつ植物組織を透明化できる植物組織透明化剤を提供することをも課題と
する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
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本発明者等は上記課題に鑑みて鋭意研究を行った結果、アルコールアミン及び糖アルコ
ールからなる群より選択される少なくとも１種の多価アルコール、並びにイオン性界面活
性剤を含有する、植物組織透明化剤（本明細書において、「本発明の植物組織透明化剤」
と示すこともある。）であれば、上記課題を解決できることを見出した。本発明はこの知
見に基づいてさらに研究を重ねた結果、完成されたものである。即ち、本発明は、下記の
態様を包含する。
【００１１】
項１．

アルコールアミン及び糖アルコールからなる群より選択される少なくとも１種

の多価アルコール、並びにイオン性界面活性剤を含有する、植物組織透明化剤．
項２．

前記イオン性界面活性剤が親水基として−Ｃ（＝Ｏ）−Ｏ−、−Ｃ（＝Ｏ）−
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ＯＨ、又は−Ｃ（＝Ｏ）−ＯＭ（式中、Ｍはナトリウム原子又はカリウム原子、好ましく
はナトリウム原子を示す。）を有する陰イオン性界面活性剤である、項１に記載の植物組
織透明化剤．
項３．

前記イオン性界面活性剤が部分構造としてステロイド骨格を含む陰イオン性界

面活性剤である、項１又は２に記載の植物組織透明化剤．
項４．

前記糖アルコールがペンチトールである、項１〜３のいずれかに記載の植物組

織透明化剤．
項５．

前記アルコールアミンが一般式（１）：

【００１２】
【化１】
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【００１３】
［一般式（１）中：Ｒ１及びＲ２は、同一又は異なってヒドロキシアルキル基を示す。Ｒ
３

はヒドロキシアルキル基、又は一般式（２）：

【００１４】
【化２】
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【００１５】
（一般式（２）中：Ｒ４及びＲ５は、同一又は異なってヒドロキシアルキル基を示す。ｎ
は１〜４の整数を示す。）で表される基を示す。］で表されるアルコールアミンである、
項１〜４のいずれかに記載の植物組織透明化剤．

50

(5)

JP 2017‑108684 A 2017.6.22

前記Ｒ３が一般式（２）で表される基である、項５に記載の植物組織透明化剤

項６．
．
項７．

前記Ｒ３がヒドロキシアルキル基である、項５に記載の植物組織透明化剤．

項８．

さらに尿素及び尿素誘導体からなる群より選択される少なくとも１種を含有す

る、項１〜７のいずれかに記載の植物組織透明化剤．
項９．

アルコールアミン及び糖アルコールからなる群より選択される少なくとも１種

の多価アルコール、並びにイオン性界面活性剤を含有する、蛍光タンパク質含有植物組織
の透明化剤．
項１０．

項１〜９のいずれかに記載の植物組織透明化剤を植物組織と接触させること

を含む、透明化植物組織の製造方法．
項１１．

10

前記植物組織が蛍光タンパク質を含有する、項１０に記載の製造方法。

【００１６】
項１２．

項１０又は１１に記載の製造方法で得られた、透明化植物組織．

【発明の効果】
【００１７】
本発明によれば、植物組織透明化剤を提供することができる。本発明の植物組織透明化
剤によれば、植物組織をより迅速に、特に好適な態様において葉や根等であれば３〜４日
間程度で、且つ簡便に、透明化することが可能である。さらに、本発明の植物組織透明化
剤によれば、蛍光タンパク質の蛍光特性をより安定に保持しつつ植物組織を透明化でき、
これにより、透明化に伴う自家蛍光の減少と相まって、蛍光タンパク質由来の蛍光をより
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明瞭に観察することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】試験例２の結果を示す。
【図２】試験例３の結果を示す。
【図３】試験例４の結果を示す。
【図４】試験例５の結果を示す。
【図５】試験例６の結果を示す。
【図６】試験例７の結果を示す。
【図７】試験例８の結果を示す。
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【図８】試験例９の結果を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
本明細書中において、「含有」なる表現については、「含む」、「実質的にからなる」
及び「のみからなる」という概念を含む。
【００２０】
１．植物組織透明化剤
本発明は、アルコールアミン及び糖アルコールからなる群より選択される少なくとも１
種の多価アルコール、並びにイオン性界面活性剤を含有する、植物組織透明化剤に関する
。以下、これについて説明する。
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【００２１】
多価アルコールは、アルコールアミン及び糖アルコールからなる群より選択される少な
くとも１種である。
【００２２】
アルコールアミンは、アミンの少なくとも２つの炭化水素基の水素原子がヒドロキシ基
に置換してなる化合物であれば特に限定されない。
【００２３】
アミンとしては、例えばモノアミン、ジアミン、トリアミン等、好ましくはモノアミン
、ジアミン等が挙げられる。また、蛍光タンパク質の蛍光特性をより安定に保持できると
いう観点から、アミンは、窒素原子に結合する３つの原子がいずれも水素ではないこと、

50

(6)

JP 2017‑108684 A 2017.6.22

例えばモノアミンの場合は第３級アミンが好ましい。
【００２４】
アミンが有する炭化水素基としては、特に制限されず、例えば直鎖状又は分枝鎖状（好
ましくは直鎖状）の炭素数１〜８、好ましくは１〜６、より好ましくは１〜４の鎖状炭化
水素基が挙げられる。また、別の観点から、該炭化水素基としては、例えば飽和炭化水素
基、不飽和炭化水素基等が挙げられ、好ましくはアルキル基が挙げられる。該アルキル基
としては、例えばメチル基、エチル基、ｎ−プロピル基、イソプロピル基、ｎ−ブチル基
、イソブチル基、ｓｅｃ−ブチル基、ｔ−ブチル基、ｎ−ペンチル基、イソペンチル基、
ネオペンチル基、ｔ−ペンチル基、ｎ−へキシル基、イソへキシル基等が挙げられる。
【００２５】
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アミンがジアミンやトリアミンの場合、窒素原子間は、アルキレン基で連結されている
ことが好ましい。該アルキレン基としては、特に制限されず、例えば直鎖状又は分枝鎖状
（好ましくは直鎖状）の炭素数１〜６、好ましくは１〜４、より好ましくは１〜２のアル
キレン基が挙げられる。該アルキレン基としては、例えばエチレン基、ｎ−プロピレン基
、イソプロピレン基、ｎ−ブチレン基、イソブチレン基、ｎ−ヘキシレン基等が挙げられ
る。
【００２６】
アルコールアミンにおけるヒドロキシ基の数は、２以上である限り特に制限されず、例
えば２〜６、好ましくは２〜５、より好ましくは２〜４、さらに好ましくは３〜４である
20

。
【００２７】
アルコールアミンとして、好ましくは、一般式（１）：
【００２８】
【化３】

【００２９】
［一般式（１）中：Ｒ１及びＲ２は、同一又は異なってヒドロキシアルキル基を示す。Ｒ
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３

はヒドロキシアルキル基、又は一般式（２）：

【００３０】
【化４】

【００３１】
（一般式（２）中：Ｒ４及びＲ５は、同一又は異なってヒドロキシアルキル基を示す。ｎ
は１〜４の整数を示す。）で表される基を示す。］

40

で表されるアルコールアミンが挙げられる。
【００３２】
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、又はＲ５で表されるヒドロキシアルキル基は、特に制限され
ず、例えば直鎖状又は分枝鎖状（好ましくは直鎖状）の炭素数１〜８、好ましくは１〜６
、より好ましくは１〜４のヒドロキシアルキル基が挙げられる。該ヒドロキシアルキル基
としては、例えばヒドロキシメチル基、１−ヒドロキシエチル基、２−ヒドロキシエチル
基、１−ヒドロキシプロピル基、２−ヒドロキシプロピル基、３−ヒドロキシプロピル基
、１−ヒドロキシブチル基、２−ヒドロキシブチル基、３−ヒドロキシブチル基、４−ヒ
ドロキシブチル基等が挙げられる。
【００３３】
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ｎは、好ましくは１〜３の整数であり、より好ましくは１又は２である。
【００３４】
Ｒ３は、本発明の植物組織透明化剤に後述の尿素又はその誘導体が含まれない場合であ
れば、透明化能、蛍光タンパク質の蛍光特性の保持能等の観点から、好ましくは一般式（
２）で表される基である。一方、Ｒ３は、本発明の植物組織透明化剤に後述の尿素又はそ
の誘導体が含まれる場合であれば、透明化能、蛍光タンパク質の蛍光特性の保持能等の観
点から、好ましくはヒドロキシアルキル基である。
【００３５】
アルコールアミンの具体例としては、トリエタノールアミン、トリプロパノールアミン
、トリブタノールアミン、Ｎ,Ｎ,Ｎ
レンジアミン、Ｎ,Ｎ,Ｎ
ン、Ｎ,Ｎ,Ｎ
,Ｎ

,Ｎ

,Ｎ

,Ｎ

,Ｎ

−テトラキス（１−ヒドロキシエチル）エチ
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−テトラキス（２−ヒドロキシエチル）エチレンジアミ

−テトラキス（１−ヒドロキシプロピル）エチレンジアミン、Ｎ,Ｎ

−テトラキス（２−ヒドロキシプロピル）エチレンジアミン、Ｎ,Ｎ,Ｎ

−テトラキス（３−ヒドロキシプロピル）エチレンジアミン、Ｎ,Ｎ,Ｎ

,Ｎ

,Ｎ

−テト

ラキス（ヒドロキシブチル）エチレンジアミン、ジエタノールアミン、メチルジエタノー
ルアミン等が挙げられる。
【００３６】
アルコールアミンは、１種単独で用いることもできるし、任意の２種以上を組み合わせ
て用いることもできる。
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【００３７】
糖アルコールは、アルドースの還元によって生じるもの（アルジトール、好ましくはＤ
−アルジトール）であれば特に制限されない。糖アルコールとしては、例えばグリセリン
などのトリトール（Ｃ３Ｈ５（ＯＨ）３）；

エリトリトール、Ｄ−トレイトール、Ｌ−

トレイトール等のテトリトール（Ｃ４Ｈ６（ＯＨ）４）；

Ｄ−アラビニトール、Ｌ−ア

ラビニトール、キシリトール、リビトール等のペンチトール（Ｃ５Ｈ７（ＯＨ）５）；
アリトール、Ｄ−イジトール、ガラクチトール、ソルビトール、マンニトール等のヘキシ
トール（Ｃ６Ｈ８（ＯＨ）６）；

ボレミトール、ペルセイトール等のヘプチトール（Ｃ

７Ｈ９（ＯＨ）７）等が挙げられる。これらの中でも、透明化能、自家蛍光消失化能、蛍

光タンパク質の蛍光特性の保持能等の観点から、好ましくはペンチトール、ヘキシトール
（好ましくはソルビトール）等が挙げられれ、より好ましくはペンチトールが挙げられ、

30

さらに好ましくはペンチトールの中でもキシリトールが挙げられる。
【００３８】
糖アルコールは、１種単独で用いることもできるし、任意の２種以上を組み合わせて用
いることもできる。
【００３９】
多価アルコールは、後述の尿素類と（好ましくは、さらに後述のステロイド骨格を含む
イオン性界面活性剤と）組み合わせることにより、より高い自家蛍光消失化能を発揮でき
るという観点から、好ましくは糖アルコールである。
【００４０】
多価アルコールの含有量は、特に制限されない。該含有量は、本発明の効果をより確実

40

に発揮させるという観点から、本発明の植物組織透明化剤の総量に対して、例えば１〜６
０ｗ／ｖ％、好ましくは２〜５０ｗ／ｖ％、より好ましくは５〜３５ｗ／ｖ％、さらに好
ましくは８〜３０ｗ／ｖ％である。
【００４１】
イオン性界面活性剤は、特に制限されず、例えば陰イオン性界面活性剤、両性界面活性
剤、陽イオン性界面活性剤等が挙げられる。
【００４２】
これらの中でも、透明化能、自家蛍光消失化能、蛍光タンパク質の蛍光特性の保持能等
の観点から、好ましくは陰イオン性界面活性剤が挙げられ、より好ましくは陰イオン性基
として−Ｃ（＝Ｏ）−Ｏ−、−Ｃ（＝Ｏ）−ＯＨ、又は−Ｃ（＝Ｏ）−ＯＭ（式中、Ｍは

50

(8)

JP 2017‑108684 A 2017.6.22

ナトリウム原子又はカリウム原子、好ましくはナトリウム原子を示す。）を有する陰イオ
ン性界面活性剤が挙げられる。
【００４３】
同様の観点から、イオン性界面活性剤としては、好ましくは部分構造としてステロイド
骨格を含むイオン性界面活性剤が挙げられる。なお、ステロイド骨格とは、以下の式（ａ
）で表される。
【００４４】
【化５】
10

【００４５】
該ステロイド骨格を含むイオン性界面活性剤として、好ましくは一般式（３）：
【００４６】
【化６】
20

30

【００４７】
６

［一般式（３）中：Ｒ

７

８

、Ｒ

、Ｒ

６

７

水素原子を示す（但し、Ｒ

、Ｒ

９

、及びＲ

は、同一又は異なってヒドロキシ基又は

、Ｒ

８

、及びＲ９の内少なくとも１つ以上はヒドロキ

シ基を示す。）。］
で表される化合物又はその塩が挙げられる。
【００４８】
Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８、及びＲ９の内、好ましくは２〜３つ、より好ましくは２つがヒドロ
キシ基を示し、その他は水素原子を示す。また、Ｒ８は好ましくは水素である。
【００４９】
一般式（３）で表される化合物の塩は、カルボキシル基と塩を形成できるものであれば
特に制限されない。該塩としては、例えばナトリウム塩、カリウム塩等、好ましくはナト
リウム塩が挙げられる。
【００５０】
イオン性界面活性剤がステロイド骨格を含まない場合、疎水性部分として長鎖炭化水素
鎖（好ましくは長鎖アルキル鎖）を有することが好ましい。該長鎖炭化水素鎖の主鎖上の
炭素原子数は特に制限されず、例えば７〜３０、好ましくは８〜２０、より好ましくは９
〜１５である。
【００５１】
長鎖アルキル鎖を有するイオン性界面活性剤として、好ましくは一般式（４）：
【００５２】
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【化７】

【００５３】
［一般式（４）中：Ｒ１０は、単結合、又は一般式（５）：
【００５４】
【化８】
10

【００５５】
（一般式（５）中：Ｒ１１は、水素原子又は炭素原子数１〜４のアルキル基を示す。）で
表される２価の基を示す。ｍは、６〜２９の整数を示す。］
で表される化合物又はその塩が挙げられる。
【００５６】
Ｒ１０は、好ましくは一般式（５）で表される２価の基である。

20

【００５７】
ｍは、好ましくは７〜１９の整数、より好ましくは８〜１４の整数である。
【００５８】
Ｒ１１は、好ましくは炭素原子数１〜４（より好ましくは１〜２、さらに好ましくは１
）のアルキル基を示す。該アルキル基は、直鎖状又は分枝鎖状のいずれでもよい。該アル
キル基の具体例としては、メチル基、エチル基、ｎ−プロピル基、イソプロピル基、ｎ−
ブチル基、イソブチル基、ｓｅｃ−ブチル基、ｔ−ブチル基等が挙げられる。
【００５９】
一般式（４）で表される化合物の塩は、カルボキシル基と塩を形成できるものであれば
特に制限されない。該塩としては、例えばナトリウム塩、カリウム塩等、好ましくはナト

30

リウム塩が挙げられる。
【００６０】
イオン性界面活性剤の具体例としては、デオキシコール酸、ケノデオキシコール酸、ウ
ルソデオキシコール酸、ヒオデオキシコール酸、コール酸、ヒオコール酸、リトコール酸
、グリココール酸、タウロコール酸、タウロデオキシコール酸、５α‑シプリノール、Ｃ
ＨＡＰＳ、ＢＩＧＣＨＡＰ、ｄｅｏｘｙ−ＢＩＧＣＨＡＰ等のステロイド骨格を含む化合
物又はこれらの塩（例えばカリウム塩、ナトリウム塩等、好ましくはナトリウム塩）；
オクタン酸、デカン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、Ｎ−
ラウロイルサルコシン等の長鎖炭化水素鎖を有する化合物又はこれらの塩（例えばカリウ
ム塩、ナトリウム塩等、好ましくはナトリウム塩）等が挙げられる。
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【００６１】
イオン性界面活性剤は、１種単独で用いることもできるし、任意の２種以上を組み合わ
せて用いることもできる。
【００６２】
イオン性界面活性剤の含有量は、特に制限されない。該含有量は、本発明の効果をより
確実に発揮させるという観点から、本発明の植物組織透明化剤の総量に対して、例えば１
〜３０ｗ／ｖ％、好ましくは２〜２５ｗ／ｖ％、より好ましくは５〜２５ｗ／ｖ％、さら
に好ましくは１０〜２０ｗ／ｖ％である。
【００６３】
本発明の植物組織透明化剤は、さらに尿素及び尿素誘導体からなる群より選択される少
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なくとも１種（本明細書において、「尿素類」と示すこともある。）を含有することが好
ましい。尿素類を組み合わせることにより、透明化能、自家蛍光消失化能、蛍光タンパク
質の蛍光特性の保持能等をより高めることができる。
【００６４】
尿素誘導体としては、特に制限されず、公知の尿素誘導体、例えば特許文献２に記載の
尿素誘導体を使用することができる。尿素誘導体として、好ましくはウレインが挙げられ
る。
【００６５】
尿素類としては、好ましくは尿素が挙げられる。
【００６６】

10

尿素類は、１種単独で用いることもできるし、任意の２種以上を組み合わせて用いるこ
ともできる。
【００６７】
尿素類の含有量は、特に制限されない。該含有量は、本発明の効果をより確実に発揮さ
せるという観点から、本発明の植物組織透明化剤の総量に対して、例えば５〜６０ｗ／ｖ
％、好ましくは１０〜５０ｗ／ｖ％、より好ましくは１５〜４０ｗ／ｖ％、さらに好まし
くは２０〜３０ｗ／ｖ％である。
【００６８】
本発明の植物組織透明化剤は、通常、さらに溶媒を含有する。溶媒は、植物組織内の蛍
光タンパク質の蛍光特性をより安定に保持するという観点から、水であることが好ましい
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。
【００６９】
溶媒の含有量は、特に制限されない。該含有量は、本発明の植物組織透明化剤の総量に
対して、例えば５〜９５ｗ／ｖ％、好ましくは１５〜８５ｗ／ｖ％、より好ましくは３０
〜７５ｗ／ｖ％、さらに好ましくは４０〜７０ｗ／ｖ％、よりさらに好ましくは４５〜６
５ｗ／ｖ％である。
【００７０】
本発明の植物組織透明化剤は、上記した成分のみからなるものであってもよい。また、
本発明の効果を著しく損ねない限りにおいて、上記した成分以外の他の成分を含んでいて
もよい
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他の成分としては、例えば緩衝剤、浸透圧調整剤等が挙げられる。
【００７１】
なお、本明細書において、「透明化」とは、植物組織が完全に透明になることのみを意
味するものではなく、透明化処理前に比べてより透明度が高くなることを意味する。
【００７２】
本発明の植物組織透明化剤の透明化対象である植物組織は、特に制限されない。ただ、
より効率的に透明化可能であるという観点から、透明化剤の浸透が容易な植物組織が好ま
しい。該植物組織としては、例えば根、葉、茎、頂芽、側芽、花弁、がく、めしべ、おし
べ等の植物体の一部分、及び植物体の全部が挙げられる。
【００７３】

40

また、本願試験例においては、コケ植物から被子植物に至るまで種々の植物の植物組織
を透明化できたことが実証されている。このように、透明化対象である植物組織の由来種
は、特に制限されず、例えばコケ植物、シダ植物、裸子植物、被子植物等のあらゆる種を
広く挙げることができる。
【００７４】
前述したように、本発明の植物組織透明化剤は、蛍光タンパク質の蛍光特性をより安定
に保持しつつ植物組織を透明化することができる。このため、本発明の植物組織透明化剤
は、蛍光タンパク質を含有する植物組織に対して、好適に用いられる。なお、蛍光タンパ
ク質は、特定波長の励起光に対して蛍光を発することができるタンパク質である限り特に
制限されず、公知の蛍光タンパク質（例えば、ｍＣｌｏｖｅｒ、ｍＴＦＰ、ｓＧＦＰ、Ｖ
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ｅｎｕｓ、ｍＡｐｐｌｅ、ｍＲＦＰ、ＧＦＰ、ＡｍＣｙａｎ、ＺｓＧｒｅｅｎ、ＺｓＹｅ
ｌｌｏｗ、ＡｓＲｅｄ、ＲＣＦＰ、ＤｓＲｅｄ、ＡｃＧＦＰ１、ＨｃＲｅｄ１、ＣｏｐＧ
ＦＰ、ＰｈｉＹＦＰ、ＰｈｉＹＦＰ−ｍ、ＥＹＦＰ、ＫＦＰ−Ｒｅｄ等）に加えて、該蛍
光タンパク質と他の非蛍光タンパク質との融合タンパク質も包含する。
【００７５】
２．透明化植物組織の製造方法
本発明は、本発明の植物組織透明化剤を植物組織と接触させることを含む、透明化植物
組織の製造方法（本明細書において、「本発明の製造方法」と示すこともある。）に関す
る。
10

【００７６】
植物組織は、本発明の植物組織透明化剤との接触前に、固定処理されていることが好ま
しい。固定処理は、植物組織を、固定液に浸漬することによって行うことができる。
【００７７】
固定液は、植物組織を固定できる限り特に限定されず、公知の固定液、例えばパラホル
ムアルデヒドを含有する水性溶媒系の固定液や、エタノール及び酢酸を含有する有機溶媒
系の固定液を挙げることができる。透明化対象の植物組織が蛍光タンパク質を含んでいる
場合、該蛍光タンパク質の蛍光特性をできる限り損ねないという観点から、固定液として
は、パラホルムアルデヒドを含有する水性溶媒系の固定液（例えば４％パラホルムアルデ
ヒド／リン酸緩衝生理食塩水溶液）が好ましい。

固定処理の時間は、特に限定されず、

固定処理対象の植物組織に応じて、適宜設定することができる。該固定処理の時間は、実

20

生であれば例えば２０〜４０分間、葉の場合は例えば９０〜１５０分間、めしべの場合は
例えば４０〜８０分間である。
【００７８】
固定処理後は、必要に応じて、水や緩衝液で植物組織を洗浄することが好ましい。
【００７９】
本発明の植物組織透明化剤を植物組織と接触させる態様は、本発明の植物組織透明化剤
が植物組織に浸透し得る態様であれば特に限定されない。例えば、本発明の植物組織透明
化剤に植物組織を浸漬することにより、両者を接触させることができる。
【００８０】
接触時間は、植物組織の透明化が起こる程度の時間である限り特に限定されず、固定処
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理対象の植物組織に応じて、適宜設定することができる。該接触時間は、葉、根及びコケ
植物の場合は例えば２〜７日間であり、実生の場合は例えば５〜１０日間であり、めしべ
の場合は例えば１〜３週間であり、茎の場合は例えば２〜６週間である。
【００８１】
接触後は、必要に応じて、公知の方法に従って、例えば核や細胞壁を化学染色してもよ
い。
【００８２】
このようにして得られた透明化植物組織は、観察（例えば目視観察、光学顕微鏡観察、
蛍光顕微鏡観察等）することによって、植物内部構造や植物内部での生命現象等の解析に
用いることができる。
【実施例】
【００８３】
以下に、実施例に基づいて本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例によっ
て限定されるものではない。
【００８４】
試験例１．植物組織透明化剤の調製、及びその評価
＜試験例1‑1．植物組織透明化剤の調製＞
表１に示す配合に従って植物組織透明化剤（実施例１〜１４）を調製した。
【００８５】
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【表１】

10

20

【００８６】
＜試験例1‑2．評価試験用植物組織片の調製＞
シロイヌナズナUBQ10遺伝子（At4g05320）の5

側に隣接する634 bpのUBQ10プロモータ

ー領域、mCloverコード領域が(SGGGG)2リンカーを介して融合したH2B遺伝子（At1g07790
）全長コード領域、及びNOSターミネーター領域を、バイナリーベクターpPZP211（Hajduk
iewicz et al., (1994), Plant Mol. Biol. 25, 989‑994.）にクローニングした。得られ
たバイナリーベクターを、アグロバクテリウム（Agrobacterium tumefaciens）EHA105株

30

に導入した。得られたアグロバクテリウムを用いて、定法に従って、mClover融合H2Bタン
パク質を発現するシロイヌナズナ形質転換体を得た。該形質転換体から葉を採取し、この
葉を、4 w/v% PFA（パラホルムアルデヒド）／PBS（リン酸緩衝生理食塩水）溶液を用い
て、室温脱気下で120分間、固定処理した。得られた葉を、PBSで洗浄（1分間×2回）し、
評価試験用植物組織片を得た。
【００８７】
＜試験例1‑3．植物組織透明化剤の評価＞
評価試験用植物組織片を植物組織透明化剤（実施例１〜１４）に浸漬し、室温下で3日
間インキュベーションして、評価用植物組織片を得た。一方で、植物組織透明化剤に代え
てPBSを用いる以外は同様にインキュベーションして、コントロール植物組織片を得た。
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【００８８】
＜試験例1‑3‑1．葉細胞における蛍光タンパク質輝度の評価＞
評価用植物組織片及びコントロール植物組織片中のmClover融合H2Bタンパク質の蛍光像
を、蛍光ミラーユニットU‑FBNA（オリンパス社製、励起フィルター：470‑495 nm、吸収フ
ィルター：510‑550 nm）をセットしたシステム生物顕微鏡BX53（オリンパス社製）で観察
し、Image Jで蛍光強度を測定した。測定した蛍光強度に基づいて、蛍光タンパク質輝度
を4段階（+++：蛍光強度が高い、++：蛍光強度が中程度、+：蛍光強度が低い、‑：蛍光が
確認できない）で評価した。評価結果を上記表１に示す。
【００８９】
＜試験例1‑3‑2．残存自家蛍光の評価＞
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評価用植物組織片及びコントロール植物組織片の、クロロフィル由来の自家蛍光を、蛍
光ミラーユニットU‑FGW（オリンパス社製、励起フィルター：530‑550 nm、吸収フィルタ
ー：> 575 nm）をセットしたシステム生物顕微鏡BX53（オリンパス社製）で観察した。観
察結果に基づいて、残存自家蛍光を3段階（++：自家蛍光が確認できない、+：自家蛍光が
コントロールより弱い、‑：自家蛍光がコントロールと同程度）で評価した。評価結果を
上記表１に示す。
【００９０】
＜試験例1‑3‑3．透明度の評価＞
評価用植物組織片及びコントロール植物組織片の透明度をシステム生物顕微鏡BX53（オ
リンパス社製）を用いて目視で観察した。観察結果に基づいて、透明度を4段階（+++：透
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明度が高い、++：透明度が中程度、+：透明度が低い、‑：コントロールと同じ）で評価し
た。評価結果を上記表１に示す。
【００９１】
試験例２．既存の植物透明化試薬との比較
既存の植物透明化試薬として、Warner et al.(2014)（Plant Physiol. 166, 1684‑1687
.）で報告された透明化試薬（6M 尿素、30 % (v/v) グリセロール、0.1 % (v/v) Triton
X‑100、残部は水）、及び抱水クロラールを含む透明化試薬（抱水クロラール、グリセロ
ール及び水が、8：1：3（抱水クロラール：グリセロール：水）で配合された溶液）が知
られている。これらの既存の植物透明化試薬と本発明の植物組織透明化剤との間で、透明
化能等を比較した。
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【００９２】
試験例1‑2で得た評価試験用植物組織片を、PBS、上記した既存の植物透明化試薬、又は
実施例の植物組織透明化剤に浸漬し、室温下で4日間インキュベーションした。得られた
植物組織片を目視又は顕微鏡で観察した。縦横のグリッド線が引かれたシート状に載せた
植物組織片の目視観察像を図１の最上段に示し、植物組織片の顕微鏡明視野像を図１の中
段に示し、試験例1‑3‑1と同様の方法で得られた、植物組織片中のmClover融合H2Bタンパ
ク質の蛍光像を図１の最下段に示す。なお、図１中、「発明した透明化試薬」は実施例13
の植物組織透明化剤を示す。
【００９３】
図１に示されるように、本発明の植物組織透明化剤で処理した植物組織片は、4日間と
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いう非常に短い期間の処理にも関わらず、完全に透明化されており（図１の最上段）、且
つ蛍光タンパク質の蛍光を確認することもできた（図１の最下段）。これに対して、既存
の透明化試薬で処理した植物組織片は、蛍光タンパク質の蛍光はわずかに確認できるもの
の、全く透明化されていない（図１の右から２つ目の列）、或いは透明化されてはいるも
のの、蛍光タンパク質の蛍光が確認できなかった（図１の最右列）。
【００９４】
試験例３．多光子励起顕微鏡による植物組織深部の蛍光観察
試験例1‑2で得た評価試験用植物組織片を、PBS又は実施例の植物組織透明化剤に浸漬し
、室温下で4日間インキュベーションした。得られた植物組織片の蛍光3D画像を、高速多
光子共焦点レーザー顕微鏡システム（A1R MP、ニコン社製）の多光子モードを用いて得た
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。具体的には、波長950 nmの励起光によってmClover融合H2Bタンパク質の蛍光を励起させ
、葉の厚み方向1.0μm毎の100枚のzスタックから蛍光3D画像を得た。得られた蛍光3D画像
（上下が葉の厚み方向である）を図２に示す。なお、図２中、「発明した透明化試薬」は
実施例13の植物組織透明化剤を示し、右側のカラーバーは葉の表面からの深さを示す。
【００９５】
図２に示されるように、本発明の植物組織透明化剤で処理した植物組織片の蛍光3D画像
においては、葉の裏面（厚み方向で葉の表面から約100μm）まで、mClover融合H2Bタンパ
ク質由来の蛍光が観察された。
【００９６】
試験例４．共焦点顕微鏡による植物組織深部の蛍光観察
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高速多光子共焦点レーザー顕微鏡システムの共焦点モード（励起光の波長は488 nm）を
用いる以外は、試験例３と同様に行った。なお、図３中、「発明した透明化試薬」は実施
例13の植物組織透明化剤を示し、右側のカラーバーは葉の表面からの深さを示す。
【００９７】
図３に示されるように、本発明の植物組織透明化剤で処理した植物組織片の3D画像にお
いては、葉の裏面（厚み方向で葉の表面から約100μm弱）まで、mClover融合H2Bタンパク
質由来の蛍光が観察された。
【００９８】
試験例５．めしべの蛍光観察
葉の代わりにめしべを用い、且つ固定処理時間を60分間とする以外は、試験例1‑2と同

10

様にしてめしべ観察用組織片を得た。この組織片を、PBS又は実施例13の植物組織透明化
剤に浸漬し、6日間インキュベーションした。得られた組織片の蛍光3D画像を、試験例３
と同様にして、めしべの先端から基部方向1.0μm毎の401枚のzスタックから得た。得られ
た蛍光3D画像の縦断面図及び横断面図を図４に示す。
【００９９】
通常、めしべは内部に複雑な構造を有しているので、その内部、更には内部で起こる現
象を観察することは困難である。しかし、図４に示されるように、本発明の植物組織透明
化剤で処理しためしべの3D画像においては、内部構造まで明瞭に観察することができた。
このように、本発明の植物組織透明化剤を用いれば、めしべのような複雑な内部構造を有
する植物組織でも、切片を作製することなく、内部を観察することができ、ひいては内部

20

で起こる現象を観察することも可能であることが示された。
【０１００】
試験例６．花粉管の蛍光観察
＜試験例6‑1．花粉管観察用組織片の調製＞
LAT52プロモーター制御下で蛍光タンパク質（mTFP1、sGFP、Venus、又はmApple）を発
現するシロイヌナズナ形質転換体を、先行文献A（Mizuta et al., (2015), Protoplasma
252, 1231‑1240.）に記載の方法に従って得た。該形質転換体の花粉を野生型シロイヌナ
ズナのめしべに受粉させ、受粉から６時間後に、めしべを4 w/v% PFA／PBS溶液を用いて
、室温脱気下で60分間、固定処理した。得られためしべを、PBSで洗浄（1分間×2回）し
、花粉管観察用組織片を得た。
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【０１０１】
＜試験例6‑2．花粉管の蛍光観察＞
花粉管観察用組織片を、デオキシコール酸ナトリウム濃度を7.5%(w/v)とする以外は実
施例13と同様にして得られた植物組織透明化剤に浸漬し、室温下で5ヵ月間インキュベー
ションした。得られた組織片（透明化処理あり）、及び透明化処理なしのコントロール組
織片の蛍光3D画像を、励起光波長を990 nmとする以外は試験例５と同様にして、めしべの
先端から基部方向3.0μm毎のzスタックから得た。得られた蛍光3D画像の縦断面図を図５
に示す。
【０１０２】
図５に示されるように、透明化処理ありの方では、花粉由来の花粉管がめしべ柱頭から
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伸びている様子が観察できた。さらに、4種の蛍光タンパク質（mTFP1、sGFP、Venus、及
びmApple）それぞれを発現する花粉管同士を区別することもできた。また、5カ月間もの
長期間の透明化処理にも関わらず、蛍光タンパク質由来の蛍光を明瞭に観察することがで
きた。このことから、植物組織透明化剤は、蛍光タンパク質を含有する植物組織を、その
蛍光タンパク質の蛍光能を損なうことなく、長期間保存できることが示された。
【０１０３】
試験例７．ヒメツリガネゴケ茎葉体の蛍光観察
＜試験例7‑1．茎葉体観察用組織片の調製＞
ヒメツリガネゴケGransden 2004野生株（Rensing, et al., (2008), Science 319, 64‑
69.）のH2B遺伝子領域にmRFPタンパク質コード領域を挿入し、mRFP融合H2Bタンパク質を
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発現するヒメツリガネゴケ形質転換体を得た。該形質転換体の茎葉体組織片を、4 w/v% P
FA／PBS溶液を用いて、室温脱気下で60分間、固定処理した。得られた組織片を、PBSで洗
浄（1分間×2回）し、茎葉体観察用組織片を得た。
【０１０４】
＜試験例7‑2．茎葉体の蛍光観察＞
茎葉体観察用組織片を実施例13の植物組織透明化剤に浸漬し、室温で4日間インキュベ
ーションした。得られた組織片（透明化処理あり）、及び上記固定処理前の茎葉体組織片
の蛍光3D画像を、共焦点レーザースキャン顕微鏡（LSM 780、カールツァイス社製）を用
いて得た。具体的には、波長561 nmの励起光によって、波長570‑668 nmの蛍光（mRFP融合
H2Bタンパク質由来の蛍光）及び672‑701 nmの蛍光（自家蛍光）それぞれを別々に得て、1
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.0μm毎の325枚のzスタックから蛍光3D画像を得た。得られた蛍光3D画像を図６に示す。
なお、図６中、「蛍光タンパク質」がmRFP融合H2Bタンパク質由来の蛍光像を示し、「ク
ロロフィル蛍光」が自家蛍光像を示し、「重ね合わせ像」はこれら２つの像を重ね合わせ
た像を示す。
【０１０５】
ヒメツリガネゴケ等のコケ植物の原糸体は単一層構造であるが故に観察に適しているが
、茎葉体は、複雑な構造及び自家蛍光によって、通常は観察が困難である。実際、図６上
段に示されるように、透明化処理なしの場合では、強い自家蛍光が観察され、また先端部
においてはmRFP融合H2Bタンパク質由来の蛍光はほとんど確認できなかった。しかし、図
６下段に示されるように、透明化処理ありの場合では、自家蛍光が弱く、また先端部にお
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けるmRFP融合H2Bタンパク質由来の蛍光を明瞭に確認することができた。
【０１０６】
試験例８．種々の植物の透明化処理
トレニア、ペチュニア等の園芸植物、及びタバコ、トマト、キュウリ等の作物の葉を、
4 w/v% PFA／PBS溶液を用いて、室温脱気下で60分間、固定処理した。得られためしべを
、PBSで洗浄（1分間×2回）した。得られた葉を、実施例13の植物組織透明化剤に浸漬し
、室温下で6日間インキュベーションした。得られた組織片（透明化処理あり）、及び透
明化処理なしのコントロール組織片の写真を、図７に示す。図７中、各植物の２枚の写真
の内、左側の写真がコントロール組織片の写真を示し、右側の写真が透明化処理された組
織片の写真を示す。
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【０１０７】
図７より、本発明の植物組織透明化剤は、種を問わず植物組織を透明化できることが示
された。
【０１０８】
試験例９．透明化処理済み組織片の化学染色
試験例1‑2で得た評価試験用植物組織片の細胞核をヘキスト33342を用いて定法に従って
染色し、染色後の組織片の蛍光3D画像を、励起波長を800 nmとする以外は試験例３と同様
にして得た。一方で、試験例1‑2で得た評価試験用植物組織片の細胞壁をカルフロールを
用いて定法に従って染色し、染色後の組織片の蛍光3D画像を試験例３と同様にして得た。
得られた蛍光3D画像（上下が葉の厚み方向である）を図８に示す。
【０１０９】
図８より、本発明の植物組織透明化剤で処理した植物組織は、化学染色可能であること
が示された。
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