
ライカ TCS LSI
世界初スーパーズーム共焦点システム
遺伝子から細胞へ ―― 細胞から胚へ



●　世界初スーパーズーム共焦点システム

●　in vivo ―― ラージスケール イメージング

●　広範な試料に対応

●　簡単操作
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ライカ TCS LSI

ますます多くのバイオ研究者が、研究対象を単体細

胞から臓器レベルへ広げ、生物の複雑な相互作用を

分析するようになりました。そのため、最近の発生生

物学の研究では、細胞成長・分化プロセス・器官発生

に in vivoの動態分析が急速に採り入れられています。

立体的に成長する生物の観察には、高い分解能はも

とより、十分な作業スペースと 広い視野が不可欠で

す。ライカ マイクロシステムズは、1台でこれらすべ

てを解決できる、革新のイメージングシステムを開発

しました。

世界初

スーパーズーム共焦点システム

ライカ TCS LSIは、高解像・広視野の in vivoイメー

ジングができる 世界初の共焦点システムです。新

しい Large Scale Imaging(LSI)プラットフォームは、

広い作業スペースを備え、生体試料の分析実験に必

要な諸条件を完ぺきに満たしています。

精巧な共焦点技術を用いた 最高の波長分解能で画

像を取り込みますので、ショウジョウバエ・マウス・

植物・ゼブラフィッシュなど、あらゆるモデル生物を

微細な部分まで鮮明に観察できます。

連続変倍できる電動ズームレンズで、試料の全体像

から細部のクローズアップへすばやく切り替えなが

ら、全載標本を 3Dナビゲートできます。

ライカ TCS LSIの in vivoイメージングによる新し

い立体描写性能をいかして、卵からショウジョウバエ、

胚から成体まで、生命のさまざまなプロセスを解明

してください。
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ライカ TCS LSIは、最先端のアプリケーションを思いのままに対応でき

ます。自由にズームイン /ズームアウトしながら、試料の各部分を各方向

へ移動観察でき、タイムラプスでの観察もできます。

特 長
●　ズーム倍率 16×まで
●　視野数（径）16mmまで
●　広大な作業スペース
●　ウイングドアを開き、試料へ直接アク

セス可能
●　試料のマニピュレーションが簡単
●　大きな XY移動範囲で理想のポジショ

ニング
●　幅広いフォーカスレンジ
●　Galvoステージによる最高精度の Z方

向の位置決め

精細な 3Dイメージング
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ライカ TCS LSI
生命現象の新たな視点 :  細胞から成体まで

研究目的に合わせてカスタマイズ

ライカ TCS LSIは、胚から成体まで、生命の全プロセスを探求できます。

実験のワークフローをベースに設計されたイメージングシステムですか

ら、試料の調製や 位置決めも システム上で直接行えます。

高分解能の共焦点技術と 広視野のマクロズームイメージングを、組み合

わせて活用できます。作業スペースが広く使えるので、どのような in vivo

実験でも不便を感じません。全体像から目的の細部へ、最高の解像力で

ズームイン /ズームアウトでき、鮮明な観察結果が得られます。

細胞から胚まで

ライカ TCS LSIは、細胞が成長し 分化を経て器官にいたるまで、すなわ

ち細胞から胚までの動態変化を、1台のシステムで画像化できます。

遺伝子から細胞へ、細胞から成体への新しい経路をつきとめ、個別レベル

で遺伝子欠陥の影響を検証できます。in vivo実験用に“Advanced Time 

Lapse”ソフトウエアが用意されており、最高解像の多次元タイムラプス

記録が簡単に行えます。

バイオメディカル研究では、in vivo共焦点で タンパク相互作用の解析

や薬物の効果をテストできます。

生命の発生段階を画像化できます。ライカ TCS LSI ラージスケール イ

メージングシステムは、最高品質の画像、やさしい操作性、最大限の柔

軟性が特長です。

広大な作業スペース
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ミクロから マクロへ ……

大きなサイズの試料を、2Dと 3Dで大画像に取り込めます。ライカ 

LAS AF 3Dソフトウエアパッケージを使って、ショウジョウバエの幼

虫を再構築しました。（左図）

…… 微細なディテールへ連続ズーム

電動ズームレンズシステムは、倍率を自由に変更して、モデル器官

のきわめて微細なディテールまで同定できます。ゼブラフィッシュの

脊椎の細部と ショウジョウバエの幼虫の目を、最高の分解能で描写。

（下図）

ライカ TCS LSI ― in vivo 共焦点のラージスケール イメージング

2Dでも 3Dでも 高解像

7

8 9

10 11

6



ライカ TCS LSI ― in vivo 共焦点のラージスケール イメージング

幼虫から 成体へ ……

長時間のタイムラプスで生命の発生を追跡する場合、同じ試料で、

発生と形態形成 双方の斬新な立体描写ができます。（右図）

…… 卵からフィッシュへ、4Dによる見事な成果

ライカ LAS AF Live Data Modeソフトウエアを使うと、器官発生の

劇的な画像が得られ、ゼブラフィッシュの成長過程で脊椎の形成が

見られます。（下図）

4D 多次元タイムラプス

T＝ 0 h T＝ 7 h

T＝ 10 h T＝ 15 h
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in vivo動態研究
●　2D, 3D, 4D分析
●　多次元タイムラプス
●　スペクトル分析
●　405 nmのフォトアクチベーション
●　マイクロマニピュレーション

in vivo
ラージスケール イメージング

ミクロからマクロまで高解像

快適にスタート

生体試料をインキュベーターの小さな開口部からセットする必要はあり

ません。作業のスタートは、レーザーセーフティチャンバーの扉を広く開

いて 試料を簡単・安全にセットするだけです。UMC＊ハンドコントローラ

ーのダイヤルを回すか、LAS AFソフトウエアを使って、正確なフォーカ

ス合わせを行ってください。(＊ Universal Microscope Control)

3Dで生命現象の変化を観察

ライカ TCS LSIでは、モデル生物の内部を、マクロからミクロへ、ミクロ

からマクロへとナビゲートし、これまで見られなかったさまざまな機能を

同定し、立体描写性能を発揮できます。電動ズームは、対物レンズを切り

替えないで、動物の全体像から微細なディテールまで、どのサイズのタ

ーゲットでも選べます。Z位置の調節は 高精度の SuperZ Galvoステー

ジで厳密にセットし、XY移動は 電動ステージで精密に制御できます。

ウルトラダイナミック Zコントロール

ライカ TCS LSIの Z位置制御は、3段がまえの柔軟設計です。Super Z 

Galvoステージは、バックラッシュがなく 最大移動範囲 1,500µmの超精

密ポジショニング用です。また、電動ズームシステムに組み込まれたフ

ァインフォーカス機構は、10mmのフォーカスレンジを備えます。さらに、

全体の Z位置は、150mmまでの大きな移動範囲を持つ電動フォーカス

本体でコントロールされます。

13
連続ズームイン /アウト

今までにない自由度の高い操作性 :  さまざまな試料のサイズと研究テー

マに応じて、ミクロ対物レンズと マクロ対物レンズを使い分けられます。

また、高分解能と広視野で、広範囲の新しいアプリケーションが可能に

なります。ライカ TCS LSIは、多様なズーム倍率、16mm径にいたる広視

野、150mm上下の高精度Ｚ移動を動員して、今までにない研究成果をあ

げられます。
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発生生物学

植物の研究

遺伝学

神経学

ラ
イ
カ

 T
CS

 L
SI

動物の成長

葉の構造

新薬の効果

脳の構造

解剖組織の諸研究

栽培計画

発見への手がかり

神経変性疾患

広範な XY移動

ライカ TCS LSIシステムは、最大限の XY移動範囲を利用できます。手

動・自動にかかわらず、どのステージでも広い範囲で理想的な位置決め

が可能です。

細胞生存性の向上、最高の分解能

長時間にわたって鮮明な蛍光像が得られ、ポイントスキャン共焦点技術

による極限の画像品質が得られます。ライカ TCS LSIには、試料特有の

コンディションに対応して励起光と蛍光発光を調整する さまざまな自動

ツールが装備されています。制御範囲の広いスペクトル検出器と ダイ

ナミックレンジの高いフォトマルチプライアーにより シグナル効率を最

大化し、AOTF（音響光学可変フィルター）によって励起出力を最適化で

きます。（＊ TCS = True Confocal Scanning）
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研究分野
●　発生生物学
●　発生学
●　形態形成
●　胚遺伝学
●　植物学
●　遺伝学
●　プロテオミクス
●　神経学

アプリケーション
●　ガン研究
●　農業調関連
●　薬剤スクリーニング
●　種子の発生
●　細胞の発生
●　心臓病
●　脳発達

レンズ倍率とズーム倍率での視野範囲

ライカ TCS LSIによるアプリケーションの例

ライカ TCS LSI

通常の共焦点

視野数
（径） mm

柔軟な
TCS LSIズームの

利点

TCS LSI
視野数の
利点

ズーム倍率
対物レンズ倍率
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特徴
●　広大な作業スペース
●　ウイングドアを開き、試料へ直接アク

セス
●　試料のマニピュレーションが簡単
●　柔軟な取り扱いを実現したハードウエ

ア設計
●　広い Z方向移動範囲
●　Galvoステージによる最高精度の Z移

動
●　電動と手動の XYステージ
●　大きな XY移動範囲で理想のポジショ

ニング
●　温度・CO2・湿度の環境コントロール用

オプション

15
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生命現象の 4Dイメージング

個体の発生過程を長期間 経時観察するのは、静止画像よりさらに感動

的です。ライカ TCS LSIに LAS AF Live Data Mode ソフトウエアを導

入すると、卵から胚までの発生過程を完全自動で追跡できます。また、

個々の実験を完全自動のワークフローへ、簡単に組み込めます。細胞か

ら成体までを対象とした研究の扉が開かれました。

先進のタイムラプス
細胞から胚までを 高分解能で

試料室の環境コントロール

多様なアクセサリーで、生体試料が理想の環境で成長するコンディショ

ンを整えられます。レーザーセーフティキャビネットは、恒温チャンバー

へ簡単にコンバートできます。温度制御が正確な加熱ユニットを付加す

るだけです。また、CO2ガスと加湿用のステージアダプターは、サンプル

の最適な環境条件を保ちます。リモートコントロール マニピュレーター

は、実験の最中でも、本来の環境で活動する試料をハンドリングできます。

すべてのアクセサリーはモジュラーシステムを構成する部品ですから、

スムーズな接続が可能で、すべて性能が実証されています。ご要望に応

じてアップグレードでき、先端の実験にいつでも使えます。

生命の変容をフォロー

バイオメディカル分野での ガン細胞運動の研究、植物学での 光活性化

後の栄養転流の解明、歯科学での 大きなインプラント上で成長するバ

イオフィルム（生物膜）の観察など、いずれの分野でも将来の有意義な

実験が 研究者の独創から生まれます。どのようなアプリケーションでも、

ライカ TCS LSIはきわめて柔軟に対応できます。

ゼブラフィッシュの発生

16
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コンフォーカルテクノロジー
●　高分解能
●　True Confocal Point Scanner (TCS) シ

ングルポイント共焦点スキャナー
●　スペクトラルディテクター
●　半導体レーザー
●　405 / 488 / 532 / 635nmの励起光
●　AOTF 音響光学可変フィルター
●　全自動
●　シンプル操作

世界初
スーパーズーム共焦点

新たな視点のためのテクニック

すべての光学切片から採取した各シグナル情報を、インテリジェントソフ

トウエアで 3D画像へ再構築すると、試料構造のディテールまで細かく

解像されます。高品質イメージングを手に入れるため、4種の半導体レ

ーザー＊ 405 / 488 / 532 / 635nmを用意しました。（＊405nmレーザーは

オプション）

スペクトル検出によるシグナル効率の最大化

従来型フィルターによる固定された吸収波長に左右されずに 最大限の

シグナルをとらえ、430nm～ 750nmの蛍光発光帯域を自由に選択でき

ます。クロストーク（漏れこみ）は、原因色素に対し、スペクトル検出器

を正確に 10nmごとにステップしながら画像取得し、Unmixingすること

で防げます。比類ない検出効率を目指し、ライカ TCS LSIでは、プリズ

ム スペクトル検出器を採用しました。

鮮明な 3Dイメージ ―― 

スペクトル共焦点イメージングのメリット

ライカ TCS LSIのスペクトル共焦点スキャナーは、きわめてシャープな

分解能を発揮します。試料を薄い光学層（光学切片）で走査し、走査した

各点ごとに蛍光シグナルを検出します。隣接する部分の迷光はピンホー

ルでカットします。結果、鮮明で高解像の画像が取り込まれます。

共焦点の原理

検出器

共焦点ピンホール

ダイクロ
イック
ミラー

対物レンズ

試料内の焦点面

レーザー光源

スペクトルの原理

プリズム

光ビーム（光線束）

調節式スペクトル
検出器

コリメーション（視準）
レンズシステム

検出器
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また、検出レンジの最適化と、AOTFによるレーザーパワーの最適化に

よって、退色と細胞の損傷を最小限度に抑えています。

革新のズーム設計

対物レンズを切り替えないで、ズームイン /ズームアウトできます。ラ

イカ Z16 APO A 16：1 スーパーズームは 最大のズーム倍率設定範囲 

0.57×～ 9.2×を持ち、ライカ Z6 APO Aは ズーム範囲 0.57×～ 3.6×で

す。どちらも 100%アポクロマート＊ レンズシステムですから、低倍率か

ら高倍率まで、これまで例のない光学性能を示します。倍率を連続調節

しても 視差が起こりません。（＊ アポクロマートは最高度に収差を補正

したレンズ等級）

Z16 APO A と Z6 APO Aは、完全にソフトウエアでコントロールされ、イ

メージングシステム本体に触れないで、全倍率を変更できます。Z方向

の焦点合わせ範囲は 10mmもありますが、精密にシャープな像に合わ

せるため、電動ズームに加えて 電動の微動フォーカスレンズが装備され

ています。

ミクロとマクロ :  大型試料に新しい可能性

ライカのマクロ対物レンズは、最高の光学性能で知られています。共焦

点イメージングに利用できる最大のメリットは、1× アポクロマート マク

ロ対物レンズの長大な作動距離＊ 97mm  と 視野数（径） 16mmです。も

ちろん、ミクロ対物レンズをライカ TCS LSIに取り付け、従来どおりの共

焦点顕微鏡としても使えます。高分解能と高開口数 (NA)のレンズシス

テムで、試料の微細部分も最高の解像力で観察できます。（＊ 対物レン

ズの先端から試料の焦点面まで）

新しいズームレンズシステム
●　倍率変更は指先でワンタッチ
●　倍率の連続変更範囲 16×
●　電動
●　対物レンズの切り替え不要
●　視差がないアポクロマート レンズシス

テム
●　マクロ対物レンズとミクロ対物レンズ

の使い分け
●　1× / 2× / 5× / 10× / 40× / 63×

電動ズームによる倍率調節

シーケンシャル λ-スキャン

蛍
光
強
度

蛍
光
強
度

波長 波長
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ライカ 
TCS LSI

動物の全個体

単
体
生
物

発
生
生
物
学

腫瘍学

神
経
科
学

生
命
の
成
長
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス

共焦点
走査
システム

試料
まわりの
スペース

倍率の
連続調節

ミクロレンズ 

無段階
3D

ポジショニング

大きな
試料環境
チャンバー

最高度の柔軟性
●　ダイナミックな 共焦点イメージング
●　スペクトル帯域の選択
●　0～ 100%の AOTFによるレーザー光

強度制御
●　可変ピンホール
●　連続ズーム倍率
●　電動ズーム変倍
●　対物レンズ 1×～ 63×
●　最大視野 16mm
●　最大作動距離 97mm
●　最大Ｚ方向移動範囲 150mm

多様に対応できるステージ
インサートフレーム

新しい研究に向けて自由自在
これまでにないフレキシビリティー

新しいライカ TCS LSIは、高解像イメージングで、これまで例のない柔

軟な対応能力を示します。モデル生物を３次元方向に、自由自在にナビ

ゲートしてください。

大型試料の観察と取り扱いがやさしくなります。固定倍率、狭い視野、

短い作動距離による制約がありません。

あらゆる実験のニーズに柔軟に適応

どの試料でも自由自在に観察できます。作業スペースが広いので、マウ

ス全身のステージセットも可能です。まず、実験に最適な対物レンズを

選んでください。レーザーセーフティチャンバーのデザインが根底から

改良され、マニピュレーター操作がやさしくなりました。ウイングドアを

広く開くと、試料の挿入が簡単で、ハンドリングや、薬剤投与などにも便

利です。

新しいアプリケーションへの扉を開く

ライカ TCS LSIは 世界初の高解像イメージングシステムで、究極の柔

軟性が他にない特長です。ミクロからマクロまで 1台のシステムで新し

い実験を計画・実行でき、異なる装置を使い分ける面倒がなくなりまし

た。ライカ TCS LSIは 画期的な研究テーマの扉を開きます。
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ライカ TCS LSIは、ソフトウエアもハードウエアも、ワークフローを単純

にたどれる設計ですから、トレーニングも最短時間で済み、すぐに共焦

点観察にとりかかれます。

簡単操作で課題を達成
高能率操作が成功への近道

短時間のトレーニングで スピーディな作業へ

倍率からZ位置の設定まで、非常に簡単にリモートコントロールでき、初

心者でも、わずかなトレーニングで操作できるようになります。ライカ 

LAS AF (Advanced Fluorescence)ソフトウエアの直感的な操作方式は、

最初のボタンクリックからスムーズに操作がスタートします。

人間工学にもとづいたソフトウエアのタッチパネルは、共焦点画像取り

込みから 3D再構築まで、ワークフローを追ってシンプルに操作できま

す。そのため、初めての方でも イメージング操作を効率化でき、ベスト

の実験結果が得られます。

デコンボリューションや スペクトルの Unmixingなどの付加機能は、将来

のアプリケーションでも役立ちます。

試料のハンドリングは簡単そのもの

●　トレーニングは最小限
●　広大な作業スペース
●　倍率は連続可変
●　ワークフローを基本に設計したグラ

フィカル ユーザーインターフェイス

(GUI)
●　全自動システム
●　快適操作
●　試料へのアクセスとマニピュレーショ

ンが非常に簡単
●　コンパクトデザイン
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ワークフローを考えぬいたハードウエア設計

ライカ TCS LSIは、1台の in vivoシステムに マクロと 高解像共焦点を

組み合わせましたから、試料の調製・選別・位置決めにかかる時間が大

幅に短縮されます。

コストとラボスペースの節約

また、マクロと 共焦点イメージングシステムの双方を組み合わせたこと

で、他のさまざまなイメージングツールが不要になりました。

生体試料のストレスを軽減

何台ものイメージングツールの間を行き来しないで済むので、生体試料

のストレスが軽減し、生存率も上がります。

快適なハンドリング

ライカ TCS LSIは、ワークフローベースの設計です。広く開いたウイン

グドアから、試料を簡単・安全に交換できます。

テストプロセスを大幅に減少

1台の in vivoシステムにあらゆるサイズの試料を入れられますから、病

理組織標本の処理を避けられ、テスト生物の数を減らすことができます。

研究作業の効率

全自動システムで、高能率のオペレーションを楽しめます。例えば、倍率

はいつでも瞬時に変更でき、対物レンズ交換の際に起こるリスクを避け

られます。

すぐに役立つ実験結果

ライカ TCS LSIの実験からは、ただちに共焦点データが得られますから、

デコンボリューション演算などによる時間が節約できます。

操作の効率化が
成功への近道

やさしい共焦点イメージング :

3Dまで 6ステップ

1. システムをスタート

2. 試料を挿入、焦点を合わせる

3. 画像取得の条件設定

4. Z方向の範囲を指定し、画像を読み込む

5. 3D画像の演算

6. 保存し、作業を終了
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試料の数も節約

ライカ TCS LSIでは、単一試料で多くの実験が可能になりましたから、

最高の再現性と結果が保証されます。

時間の節約

ライカ TCS LSIを操作すれば、機器間の往復が短縮でき、能率の高いラ

ボ環境で軽快に作業できます。   

特殊な環境条件は不要

暗いアクリルガラスの遮光性で実験を保護し、システムは室温で稼働で

きます。特殊な室内条件を整備するコストがかかりません。

安定性

ライカ TCS LSIは、安定した技術と長寿命のコンポーネントで構成され

ていますから、手入れ・保守作業も最低限で済みます。

高能率操作でベストの結果

少ない実験動物を使って、短時間のうちに鮮明な画像が得られますから、

早期に成功への道が開けます。

将来へ向けて

新しいライカ TCS LSIは、ミクロからマクロまで優れた結果をおさめら

れ、将来は 最先端の課題にトップを切って取り組めます。

人間工学設計のソフトウエア
●　ライカ LAS AFプラットフォームが共通

のベース
●　標準化された人間工学設計のユーザー

インターフェイス
●　画像取得条件のプリセット
●　Advanced Time Lapseプログラムによ

る長時間記録
●　簡単なデータ転送
●　8色までのマルチカラー対応

17

ライカ TCS LSIは、フランス・イルキル

クにある“遺伝・分子細胞生物学研究所

(IGBMC)”の Jean Luc Vonesch 氏およ

び Didier Hentsch氏の協力で開発されま

した。
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共焦点スキャンヘッド
サプライユニット
スーパー Z Galvoステージ
ウイングドア
電動 Zズーム オプティクス
防振テーブル
電動フォーカスドライブ

DFCカメラ（機種を選択）
モニター 2台
マウス
キーボード

UMCハンドコントローラー

XYステージコントロール
ヒートパイプアダプター

EL6000 蛍光用光源
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ライカデザイン : Christophe Apothéloz
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写真説明と写真提供者 :

1.  トランスジェニックマウス胚
E10.5 mouse transgenic embryo: EpaxialMyf5 eGFP; immuno-stained for GFP-Alexa 488; the embryonic 
muscle fibers and the heart are stained with Desmin-Cy3. From top to bottom around 3.5 mm. Courtesy of: 
Aurélie Jory and Shahragim Tajbakhsh, Cellules Souches et Développement, Institut Pasteur, Paris, France 
and Imaging centre of IGBMC, IGBMC, Illkirch, France.

2.  キイロショウジョウバエ、幼虫の頭部
Head with nerve system and photoreceptors, Red: Cy3, Green: Alexa 488.

3, 13.  ドイツスズラン、根茎
Convallaria sp.: Rhizome with concentric vascular bundles. Red: cell wall, Green: chloroplasts.

4.  マウス小脳
Mus musculus. Cerebellum of mouse P21. Green: Alexa 488, antibodies against GFAP, glial marker, Blue: 
DAPI. Courtesy of: Giovanni Marchetti, Team E. Georges-Labouesse, Imaging centre of IGBMC, IGBMC, 
Illkirch, France.

5.  トランスジェニックマウス胚
Mus musculus. E10.5 mouse transgenic embryo: EpaxialMyf5 eGFP; immuno-stained for GFP-Alexa 488; 
embryonic muscle fibers and heart stained with Desmin-Cy3. Size from top to bottom: 3.5 mm. Top: RGB-
channels. Courtesy of: Aurélie Jory, Cellules Souches et Développement, Institut Pasteur, Paris, France.

6.  ニワトリ、脊髄
Gallus gallus. Dorsal view of a whole chicken embryo at 10-12 somite-stage, 6h post-electroporation 
using two DNA constructs: CMV-GFP and neural specific enhancer β － Galactosidase reporter gene. 
Courtesy of: Isabelle Le Roux and Shahragim Tajbakhsh, Cellules Souches et Développement, Institut 
Pasteur, Paris, France, Imaging centre of IGBMC, Illkirch, France.

7.  キイロショウジョウバエ、中枢神経系
Drosophila melanogaster. Green: GFP. Transgenic fluorescent protein fluorescence in larval CNS.
Ventral view, larvae L1.

8, 9.  トランスジェニックマウス胚、外肢内の体節
Five interlimb somites of an E10.5 mouse transgenic embryo: EpaxialMyf5 eGFP; immuno-stained for 
GFP-Alexa 488; embryonic muscle fibers stained with Desmin-Cy3, the nuclei are revealed with Hoechst 
Size from top to bottom: 3.5 mm left, 800 μ m right. Courtesy of: Aurélie Jory and Shahragim Tajbakhsh, 
Cellules Souches et Développement, Institut Pasteur, Paris, France and Imaging centre of IGBMC, IGBMC, 
Illkirch, France.

10, 11.  キイロショウジョウバエ、頭部と目
Larvae, Head with nerve system, Red: Cy3, Green: Alexa 488, Eye: Photoreceptors with nerve system.
Red: Cy3.

12.  ゼブラフィッシュ、脊索の発生
Danio Rerio. Red: Rhodamine-dextran, Green: GFP, labelling of the notochord. Courtesy of Sophie Dal-Pra, 
Team B&C Thisse, Imaging centre of IGBMC, IGBMC, Illkirch, France.

14.  マウス小脳
Mus musculus. Cerebellum of mouse P21. Violet: Alexa488, antibodies against GFAP, glial marker, Blue: 
DAPI. Courtesy of: Giovanni Marchetti, Team E. Georges-Labouesse, Imaging centre of IGBMC, IGBMC, 
Illkirch, France.

15.  ゼブラフィッシュ
Danio Rerio. Red: Cy3, z-disk staining. Blue: DAPI, nucleoli.

16.  ゼブラフィッシュの発生
Danio Rerio. Embryo, T=0h, 6h, 11h, 17h. Bodipy TR. Courtesy of: Jabier Gallego Llamas, Team P. Dolle, 
Imaging centre of IGBMC, IGBMC, Illkirch, France.

17.  キイロショウジョウバエ、神経系の発生
Larvae Blue: DAPI, nucleoli, Green: Alexa 488, CNS.
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