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In the electrophysiological experiment in vivo, it is necessary to specify the recording site, however 

existing methods have limitation in its resolution and tissue damage due to the marking. Here we propose a 
novel marking method using noble metal plated electrodes, and the tip drops in the living organ after electric 
current is applied. Gold-plated tungsten electrodes were inserted into the mouse brain and a spiking neuronal 
response was recorded, and then a marking point of about 30 μm were made by applying biphasic pulse of 
current. This resolution is several times higher than existing methods and promises to understand functional 
and anatomical microstructure in vivo. 

 

１．背景（電気生理学に求められている技術） 

実験動物の脳に針状の微小電極を刺入して，神経細胞が活動する様子をとらえる電気生理実験が広く行われている．記

録した点が脳のどこであるのかを知ることは極めて重要であるにもかかわらず，正確な位置情報を得ることは難しい．脳

はやわらかい組織であるため刺入によって容易に変形してしまうからである．これを解決するための電極の位置マーキン

グ手法が数多く考案されてきた．しかしいずれの手法も細胞の大きさに対してマーキングのサイズが大きすぎたり，残存

期間が短かかったり，生体へのダメージが大きいといった問題がある 1-4． 

電極の電気的性能を向上させることを目的として，金(Au)めっきや白金黒めっき(白金が多孔質状になったもので黒く

見える)を電極に施すことが一般的に行われている．金属電極本体の素材は，タングステン，鉄合金（ステンレス，エル

ジロイ）などが用いられているが，貴金属めっきによって界面での電気抵抗が下がり信号雑音比が改善するためである．

特に信号の品質が求められる高密度多点電極では必須の技術である． 

我々の研究グループでは，めっきと電気分解を応用した革新的マーキング技術を発明した．金属電極の先端に二重にめ

っきを施し，表面側のめっきを貴金属とし，接続層のめっきは相対的に卑な金属とする．この微小金属電極に電流を流す

ことで接続層の金属が選択的に溶融破損し，先端の貴金属めっきが電極から外れる．外れた貴金属の塊は超微細なマーキ

ング手法になる．そこで本研究では，このめっきと電気分解を応用したマーキング手法について原理の検証と実現可能性

を調査する．さらに素材や手法を改善することでより効果的なマーキング手法を提案する． 

 

２．実験手法（めっきと電気分解を応用したマーキング手法） 

本研究期間では，白金黒によるマーキング，金によるマーキング，酸化タングステンによるマーキングに成功した．こ

こでは明瞭な結果が得られた酸化タングステンによるマーキング手法について報告する． 

タングステン電極は，固く先端が鋭利に加工できることから脳に刺入する実験で広く用いられており，本マーキング手

法が適用可能となれば有用性は大きく広がるだろう．タングステンは溶液中で陽電圧をかけると溶解・破損する．Au の

みをめっきしたタングステン電極に溶液内で通電することでタングステン層が先に溶解破損し，Au のみでマーキングが

できるかもしれない．そこで，Au めっきのみを施したタングステン電極を用いたマーキングの実証実験を行った．まず，

電極をアガロースゲルに刺入し，交流（二相性パルス）を流して予備実験を行った．次に，マウス脳にて実験を行った．

マウス実験では電極にあらかじめ蛍光色素（DiI）を塗布しておき，刺入経路を可視化できるようにした 5．電極を脳に

刺入し，ニューロン活動を記録した後，二相性パルスを流してマーキングを行った．実験後に麻酔薬の多量投与により動

物を安楽死させ，すみやかに灌流固定を行った．灌流固定後の脳から 100 µm 厚の凍結切片を作成し蛍光顕微鏡観察なら

びにニスル染色後に明視野で観察した．以上の実験は「国立大学法人豊橋技術科学大学動物実験規程」に基づき，承認さ

れた研究計画に沿って実施された． 
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図 １．タングステン電極による高精細マーキング．マウス脳に電極を刺入し，神経活動を記録した

後にマーキングを行った．蛍光像では刺入経路が可視化されている．マーキング点は蛍光像では明

るく，明視野像では黒い点として観察された．マーキング点を拡大してみると，直径 20 µm という

高解像度のマーキング点であることがわかり，さらに細胞組織を染色するとごく近傍の細胞も形を

とどめており生体へのダメージも圧倒的に低いことがわかった． 

  

３．実験結果 

電極の刺入経路は蛍光色素により刺入した箇所すべてにおいて明瞭に確認できた．例を図１に示す．左が蛍光像で，縦

に伸びた刺入経路が可視化されている．電極は 1 mm 程度まで深く刺入したあと，引き戻して皮質から深さ約 500 µm の

個所で明瞭な神経スパイク応答が観察されたため，この箇所において電流印加を行った．このため，蛍光ラベルされた領

域の中央部にマーキング点が作られたことは妥当である．蛍光像ではマーキング点が光っているのに対して，明視野像（図

中央）では黒い粒として観察された．これはマーキング点の物質に蛍光色素が直接塗られていたため濃厚に色素が存在し

強い蛍光が観察された一方で，マーキング点の金属は生体内で黒く映ったと考えられる．この黒い点はおそらく Au とタ

ングステン酸化物が混合したもので，直径 30μmの形状をしていた（拡大像）． 

マーキングした脳切片を細胞染色（ニスル染色：紫色）したものを示す．マーキング点ならびに細胞体が明瞭に観察で

きる．注目するべき点として，マーキング点の近傍の細胞密度が挙げられる．細胞は明らかに残っており，リージョンマ

ーク法とくらべてダメージが小さかったことが伺える． 

 

４．考察 

本研究では，めっきと電気分解を応用したマーキング手法について原理の探索と実現可能性の調査，Au めっき単体お

よび二相性パルスによるマーキング手法の提案を行った．Au めっきしたタングステン電極をマウス脳に刺入し，ニュー

ロン活動を記録したうえで約 30μmサイズと小さいマーキング点を行うことができた．マーキング点近傍の細胞は形をと

どめており，生体にダメージの少ない方法と言える．また，タングステン以外の素材の電極および高機能多点電極への適

用可能性はかなり高いと考えられるが，実証実験により証明する必要があるだろう． 
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