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共同利用実験機器

Large facilities and equipments for cooperative studies

生理学研究所は，全国の国公私立大学をはじめとする他研究機関との各組織の枠を越えての共同利用研究を推進することを使命と

しています。そのため，大型機器や最先端計測機器，高度技術を必要とする計測システム，および４次元イメージングのための先端機器

の開発・維持・管理をおこない共同利用に供与しています。

As a mission of NIPS to be the inter-university research institute, which conduct joint studies with researchers from domestic or foreign
universities and other research institutes. NIPS provides specialized equipments, large-scale equipments and research facilities, and
develops new equipments for morphological and functional 4D imagingｓ of various organs such as brain.

超高圧電子顕微鏡 (HVEM)
医学生物学専用に開発された超高圧電子顕微鏡  (H-

1250M)です。通常加速電圧 1,000kV で使用しており，試料

室近くの真空度は 7×10-6 Pa です。１,０００倍から１００万倍ま

での拡大像を得ることができます。サイドエントリー試料傾斜

台を用いて±６０度の範囲で試料厚さ約 5µm までの傾斜像

を得ることができるので，光学顕微鏡では観察不可能な超微

細構造の三次元情報を得ることができます。

High voltage electron microscope (HVEM)
The high voltage electron microscope (H-1250M) is

specially designed for biological and medical research. The
daily accelerating voltage of the microscope is 1,000kV. The
pressure of less than 7×10-6 Pa near the specimen position,
performs the observation of biological samples at the
magnification ranges from 1k to 1,000k times. Transmission
images of thick specimens till about 5µm are collected between
±60° tilt by the side entry goniometer stage.

磁気共鳴断層画像装置（MRI: 3 tesla）
【この装置で出来ること】

水素原子の核磁気共鳴現象を利用することにより，脳構造

の詳細な画像化と共に，脳血流を介して脳の局所機能をも画

像化することが出来ます。この装置によって，人間の高次脳機

能の神経基盤を詳細に検討することが可能となります。

【主な設備】

３テスラ磁気共鳴装置（Allegra, シーメンス社製，平成１２年

度導入），視聴覚刺激提示装置，画像解析システム。

Magnetic Resonance Imaging System
MRI is an imaging technique that utilizes the nuclear

magnetic resonance of the hydrogen atom. Not only to image
the anatomical details of the brain, MRI allows to explore the
neural substrates of human cognitive function by the
visualization of the task-related changes in regional cerebral
blood flow (functional MRI).
NIPS installed 3 Tesla magnetic resonance imaging system
(Allegra, Siemens) in FY 2000.
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脳磁場（脳磁図）計測装置

【この施設でできること】

ミリ秒 (msec)単位の高い時間分解能と，mm 単位の高い空間分解能を兼ね備えた機器です。

特に，事象関連脳磁図を解析することにより，各種刺激後，早期（０.３秒以内）の脳活動の時間

的，空間的活動の解析に有用です。また，脳活動の周波数分析が可能であり，ある条件化で

の，脳の各部位での δ波，θ波，α波，β波，γ波の活動の変化を解析することが可能です。これは

Brain wave とも称されています。

Magnetoencephalography (MEG)
Magnetoencephalography (MEG) has potential to measure brain activities with better temporal

and spatial resolution in milliseconds and millimeter, respectively, compared with other methods
such as functional magnetic resonance imaging. Event-related magnetic fields following various
kinds of sensory stimulation are mainly analyzed.  In addition, background brain activities (brain
waves) in various conditions can be analyzed.

極低温位相差電子顕微鏡

本電子顕微鏡は生物試料を脱水，樹脂包理，染色などの試料調整なしに高分解能観察でき

る。装置には凍結試料をヘリーム温度近くで保持する極低温ステージ，無染色試料を可視化す

る位相板システムと画像ノイズ源となる非弾性散乱電子を除去するエネルギーフィルターなどが

搭載されている。500nm までの厚い凍結生物試料を高コントラストで観察でき，蛋白質，ウィル

ス，バクテリア，培養細胞，組織切片などの生物試料の生きた状態対応の構造解析に供される。

Phase Contrast Cryo-electron Microscope
This is an electron microscope developed for observing a close-to-life state of biological

samples without harsh sample treatments such as dehydration, plastic embedding and staining.
Biological sample specimens with a thickness up to 500nm can be observed with a high contrast
without staining. Structural analyses for protein molecules, viruses, bacteria, cultured cells and
tissue sections are the target of this novel microscopic system.

多光子励起顕微鏡

多光子励起法は超短（フェムト秒）パルスレーザーを用いて対物

レンズ焦点において高光子密度のピンポイント領域を作成し，複数

の光子を蛍光分子などの光感受性分子に同時にあてイメージング

等に供与します。従来の１光子励起法と比較し，長波長の励起光を

する等の特徴を有するため，深部到達性に優れているとともに組織

侵襲性が少ないのが特徴です。現在正立顕微鏡と倒立顕微鏡それ

ぞれ２台を用いて，神経細胞・グリア細胞・免疫細胞，および血管な

どの微細構造およびその活動・動態の生体内観察や，各種光感受

性物質の活性化制御を行っています。生理研では世界最深部レベ

ルの到達度を持つ２光子励起顕微鏡を構築しています。

Mutiphoton excitation microscopy
Multiphoton excitation of photo-sensitive molecules e.g. fluorescent molecules, at a limited area with a high density of photon is

introduced by a high power femtosecond pulse laser. Miltiphoton microscopy allows us to observe fine structures and their mobility, e.g.
synaptic structures and various cells, as well as neuronal activity, in an in vivo and in vitro preparations.
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網羅的行動テストバッテリー

計画共同研究のもと，マウス用の行動テストを実施するための各種装置を共同研究に

供しています。現在，使用可能なものには，ワイア・ハング試験，握力測定試験，明暗選択

試験，オープンフィールド試験，高架式十字迷路，ホットプレート試験，社会的行動測定

試験，ローターロッド試験，プレパルス・インヒビション，ポーソルト強制水泳試験，ゲイト解

析，８方向放射状迷路，T 字型迷路，モリス水迷路，バーンズ迷路，物体再認試験，恐怖

条件付け試験，受動的回避試験，尾懸垂試験， ホームケージ活動モニタリングがあり，

今後も充実させていく予定です。

【概要】

上記のような様々な行動解析装置を用い，遺伝子改変マウスに対して網羅的行動テス

トバッテリーを行い，行動レベルでの表現型を解析することで，標的遺伝子の機能的役割

や精神・神経疾患，発達障害などの脳の各種疾患との関係を明らかにしていくことを大き

な目標としています。また，行動テストバッテリーの改良，標準化及び得られた結果のデー

タベース化を進めることで，統合的脳研究におけるリソースとしての役割を担っています。

A comprehensive behavioral test battery
In our laboratory, we can conduct various kinds of behavioral tests for genetically

engineered mice, including wire hang, grip strength, light/dark transition, open field,
elevated plus maze, hot plate, social interaction, rotarod, prepulse inhibition/startle
response, Porsolt forced swim, gait analysis, eight-arm radial maze, T maze, Morris water
maze, Barnes maze, object recognition test, cued and contextual fear conditioning, passive
avoidance, tail suspension, and 24 hour home cage monitoring .

The primary goal of our research group is to reveal functional significances of genes and
their involvement in neuropsychiatric disorders by conducting a comprehensive behavioral
test battery on genetically engineered mice.

近赤外線トポグラフィー

近赤外線分光法 (NIRS：Near infrared spectroscopy) を用いて

脳活動トポグラフィーを解析する方法である。近赤外線を

使って脳の局所的な脳血流の変化をとらえ，脳の活動を画像

化する。長所としては，非侵襲的であるとともに，身体の活

動中でも脳活動解析ができる。そのため乳幼児の脳活動の観

察にも適用可能である。生理研では大人用と子供用のプロー

ブを設置している。ヒトにおける自由行動時における脳活動

の画像化を用いた共同研究のために供する。

NIRS (Near infrared spectroscopy)
  This is one of hemodynamic methods to investigate human brain

function using near infrared spectroscopy (NIRS). Advantages of
NIRS are as follows. (1) This is a completely non-invasive method.
(2) This method is available for subjects who are not restricted,
being completely different from fMRI, PET and MRG. Therefore,
for example, brain activity during walking and cooking can be
analyzed. (3) NIRS can be recorded for infants, since subjects do
not have to be restricted. NIPS has recording probes for both adults
and infants.


