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実験の試料と手法

目的 計測する物理量 簡便さ

実験精度 客観性

コスト非侵襲性 再現性

自動化



+50mV

0mV

-60mV

1msec

計測の対象：活動電位＝インパルス

ヤリイカ巨大軸索



細胞内電位計測：イントラ

ブラインド
刺になる

100mV
技術的に
難しい。

最も信頼
できる。

僅かな
変位で抜ける



細胞外記録：エクストラ



金属電極によるエクストラ

金属：硬度と耐食性が重要

タングステン
ニクロム
白金
白金イリジウム

絶縁膜：高抵抗、安定
エナメル
テフロン
シリコン

先端：低抵抗
化学研磨、金メッキ

別名：ユニット記録



金属電極の抵抗とS/N（信号雑音比）

現実的でいい感じ：　Rtip＝300KΩ　　Rshaft=10MΩ



金属電極による、行動下動物のユニット記録

先端の拡大　マルチ電極：4本の電極を束ねてある

25μmのニクロム線の断面に金メッキ



フィールドポテンシャル：集合電位

発火している細胞の数
に相関した電流が測定される。
最も簡単



フィールドポテンシャルとCSD

電流のソースとシンク

同じ神経活動でも、
電極との位置関係で
極性が反転して見える。

電流の吸い込み：シンク
電流の源：ソース

これを解析すると、発火
位置や特性が推定可能。

Current　Source　Density 
Analysis　：電流源密度解析



多点フィールドポテンシャルによるCSDの実例

8本の集合電位電極からCSDにより電位プロファイルを
得る。とても簡単。



電極法のまとめ

細胞内記録：イントラ　　
　　極めて正確。静止電位までリニアな感度。
　　技術的には難しい、振動を嫌う
細胞外記録：エクストラ（ユニット）
　　単一細胞を記録できる。組織の奥から記録できる。
　　イントラよりはずっと簡単。S/Nがあまり良くない。
　　発火のみが計れる。行動動物で可能。
フィールドポテンシャル
　　とても簡単、応用範囲が意外に広い。
　　CSDなどを組み合わせると案外精度も高い。
　　個々の神経活動は分らない。



神経活動（電気信号あるいはイオン流入）を観察する手法



VSDの発見者は日本人
田崎一二と渡辺明：1964年
　ある種の色素が神経活動で透過率や蛍光強度を
変化させる特性があることを発見。但し、電位依存
ではなく、電流依存という結果を提出。
　Woodsholeで隣の研究室にいたL.B.Cohenが電圧
依存であることを見抜き、積極的に合成ーM540

田崎による初期の光計測：カニの神経束



VSD study pioneer

Larry Cohen : Yale Univ.

Amiram Grinvald: Wiseman Inst.

William Ross: NY med. Univ. 

Brian Salzberg: Penn. Univ. 

Ichiji Tasaki: NIH

Akira Watanabe
Gen Matsumoto: BSI

20 photodiode array systems (ETL-Hamamatsu)
90 MOS imaging systems (ETL-Fujifilm)
50 CCD imaging systems (Riken-Brainvision)
20 CMOS imaging systems (Riken-Stanley)

User number of VSD imager is more than 200 

Discovery of phenomena 

+  Other imaging systems　（100）



VSDVSD（（電圧感受性色素）電圧感受性色素）

のメリットのメリット

Entorhinal-Hippocampal interactions revealed by real-time imaging. 
T. Iijima, MP. Witter, M. Ichikawa, T. Tominaga, R. Kajiwara, G.
Matsumoto, Science, 272, (1996) 1176-1179 

(1) 2D 観察

(3) 非侵襲に近い

(2) イントラに近い信号

(5)電極よりはるかに簡単

(4) 対物レンズで拡大が自由

Example of observation for system neuroscience

An electrical shock at entorhinal cortex led 
complex echoic responses in both of entrhinal 
cortex and hippocampus. VSD recording is a 
unique method to see this like activities.   



原理的な方法：原理的な方法：19681968年頃　年頃　CohenCohenらら
Detector:     photodiode + I-V converter
Processing:  capacitance coupling amplifier 

DC signal is rejected by capacitance



電気信号に忠実



VSDVSD計測の難しいところ１　ー　計測の難しいところ１　ー　S/NS/Nの観点からの観点から

(1) 変化が小さい (1% - 0.01%)
明るいけれど、信号が小さい

Actual recording signal 
= dye signal x active membrane / total membrane 
10% for 100mV 1-10% for cortical slice



Photon shot noise is proportional 
to square root of intensity. 

VSD signal is proportional to 
intensity.  

If VSD signal is 0.1%, you need 
more than 106 photons to see it.

Nobody can escape from photon shot noise.

(1) Dark noise came from thermal electron and/or electronics

(2) Photon shot noise came from quantum effect　（光量子効果）

(3) Mechanical and/or biological noise (vibration/pH change etc.)

雑音源



S/N S/N 評価評価

アベレージング
でノイズを減少させる。



hippocampal slice whisker barrel cortex 
stained by di4-ANEPPS stained by RH-795

(2) 速い計測が要求される ( 0.2msec - 3msec )

テレビ：16.7msec　（60枚/秒）
映画：40msec　（24枚/秒）

高速ビデオ：１ｍｓｅｃ（1000枚/秒）

速い撮影＝＞同じ光源なら光の総量は減る＝＞暗くなる：矛盾



計測装置への要求

高速な撮影　（1msec以内）
低ノイズな観測
明るい中の少量変化検出

普通のビデオ　－スピードもノイズも不足
高感度ビデオ　－スピード不足。　明るいものが飽和
特殊な装置を作るしかない！



Photodiode (PD)Photodiode (PD)　　光ダイオード光ダイオード

Photon energy generate electron pair by 
atomic interaction of semiconductor

Electrons are pulling to N node by potential
(Holes are pushed to P node )

Longer wave length light penetrate deeper 
than depletion layer. Some electron pairs 
recombine before reaching node. It causes 
loss of efficiency.

Typical quantum efficiency curve  of a 
photodiode of an image sensor.

Peak sensitivity depend on junction depth 
and width.

cross sectional picture of PD structure



Multiple PD on a silicon wafer 

Wire bonding for readout

Multiple I-V converters 
and AC amplifiers

Multiplexer for a ADC and 
processing computer 

Photodiode array recording systemPhotodiode array recording system

Simple
Low-noise
Fast

Pixel number is limited 

1980 Grinvald & Cohen



電総研ー浜松ホトニクス（1987）

世界初のVSD計測専用　フォトダイオードアレイ製品
16x16（256画素)　完全独立増幅方式　12ビットADC
量子効率：75%、Dレンジ75db、300μsec時間分解能。

電総研：設計とソフト　　浜松ホトニクス：素子製造とシステム組立



記念すべき海馬スライスの最初
のデータ　（画面写真）



海馬スライスの神経回路連絡

電総研：　飯島敏夫（現在東北大教授）、市川道教

海馬の神経連絡の方向を角度を変えて切った
スライスで執拗に調べた



CA1
CA3



フォトダイオードの問題点フォトダイオードの問題点

Modification of original photodiode array: 
Instead of long bonding wire, it adapt 
aluminum wire fabricated by using fine 
lithography technology, which are used in 
integrated circuit (IC).

fill factor = 
Area of active PD
Area of detector 

Increasing number of PD causes 
decreasing fill factor, because wire 
number between pixel to pixel must 
be increase by pixel number.

pixel array fill factor

16 x 16 80%
20 x 20 65%
32 x 32 50%

ETL & Hamamatsu 1987



MOS image sensorMOS image sensor

High fill factor
Simple structure
LSI process
Custom designable

Advantage

Disadvantage

kTC noise



フォトダイオードの寄生容量フォトダイオードの寄生容量

Large pixel is 
necessary to 
capture large 
number of 
photo electrons. 

Well-dipth:

maximum 
number of 
electrons in 
a pixel



MOS imager for brain activity recordingMOS imager for brain activity recording
ETL-Fujifilm 1991

128 x 128 pixels

5 x 106 e-/pixel

70x70m/pixel

8 line parallel readout

0.6 msec scan time



世界初の神経活動リアルタイム映像

市川道教、飯島敏夫、松本元（1991)



海馬のin　vivo計測

海馬の長手方向の活動伝播

飯島敏夫：1991色素：RH795 



小脳プルキンエ細胞の活動

色素：RH-155



単一小脳プルキンエ細胞の複雑スパイク

市川道教、飯島敏夫、T・クヌッフェル（1992）



大脳皮質と海馬の
相互接続

大脳皮質と海馬は
双方向に連絡している

出入りで、反響的な
発振を起こす

計測的にすごいのは
ついに単試行記録

飯島、ウィッター、市川
冨永、梶原、松本　1996



Structure of CCD image sensorStructure of CCD image sensor



CCD transferCCD transfer CCD ( Charge Coupled Device )



Imaging System using CCD image sensorImaging System using CCD image sensor

ICX076AL
Sony made

General purpose 
inter line CCD
On-chip micro lens
QE *FF > 50%

Original spec.
380x480 pixels
16.7msec
105 e- /pixel

Is this spec. true?

Riken-BrainVision 1997



Clock up & Binning of CCD imaging sensorClock up & Binning of CCD imaging sensor
50MHz clock & 4 line binning realize 0.7msec and 106 e-



蛍光色素観察

励起　530nm（緑）
蛍光　650nm（赤）

　df/f=0.5-10%　for　spike

脂溶性色素の使用法を開発

界面活性剤を用いて
血清のベジクルをつくり
脂質膜に導入する

冨永（1999)





Structure of CMOS APS imagerStructure of CMOS APS imager



Latest brain imager made by CMOS technologyLatest brain imager made by CMOS technology
Riken-Stanley 2002

100 x 100 pixels

2 x 107 e-/pixel

100x100m/pixel

16 line parallel readout

0.1 msec scan time

FillFactory NV made



Imaging system schematicImaging system schematic



First experimental results of new imagerFirst experimental results of new imager



海馬スライスの神経活動

~0.2% peak
~10msec width

by Schaffer collateral stimulation 

Spread in CA1 of hippocampus

stained with Di4-Anepps 

1mm

Ex:530nm / Em:610nm
冨永、市川（2003)



海馬と大脳皮質スライス標本

Hip

EC

PC

Hip

EC

PC

Rat Brain Slices stained with Di4-aneps

エレナ、市川　（2004)



単細胞記録

Stained with Di2-ANEPQ

Hipocampal CA1 pyramidal cell

Whole cell was clamped

冨永、市川
2004



• Intrinsic signal
1. Oxi Deoxi- hemoglobin & Blood deliver: Grinvald A. 

2. Cell volume change: Sykova E., Andrew R.D., Macvicar 
B.A., Somjen G.G

3. Scattering / Birefringence: Cohen L.B., Landowne D. 

4. Protein synthesis: Shibuki K. 

内因性光信号

色素を使わない光計測
時間分解能は悪いが、機能構築マップを調
べることを目的にする



Light scattering / birefringence  
measurement for rat brain slices

Light source

Polarizer 

Slice

Analyzer

Image Sensor



Scattering signal in CA1

0deg

45deg

75deg

90deg

Tetanic stimulation
20 pulses, 100Hz

brighter



90deg

0deg



Amiram-Grinvaldの貢献
イスラエル　ワイズマン研究所

ヘモグロビンの光吸収のスペクトラム変化に注目
色素を使わずに、脳活動の計測をトライ。
脳活動の表現マップ観察を可能にした。

時間分解能：１ｓ
空間分解能：１M点



第7話につづく

Ikumi


