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ブレインマシンインタフェースとは

脳と外界との情報のやり取りを行う

ブレインマシンインタフェースは，脳の

神経回路を構成する神経細胞がつくり

出す情報を外界に取り出したり，外界

から脳への情報を送り込んだりするこ

とを目指すコミュニケーション手段で

す（図１）．

脳と外界との直接的な情報のやり取

りの実現可能性は，1930年代に脳神

経外科医のPenfieldにより示されまし

た（1）．彼は脳の神経細胞の異常な活

動によって引き起こされるてんかん発

作中の患者を治療していた際，「側頭

葉」と呼ばれる部分を電気的に刺激し

ました．するとその患者は，「過去に経

験した出来事が今まさに起こっている

かのように感じた」と報告しています．

この知見は，脳と記憶が密接な関係に

あることだけではなく，外界から脳へ

の情報アクセスが可能であることをも

示唆しているのではないでしょうか．

現在，脳のある領域へ電気刺激信

号や磁気刺激信号を入力したり，化学

物質を投与することによって，神経活

動を外部から活性化したりすることが

できると報告されています．

一方，脳の神経回路の情報を基に

ロボットやコンピュータを制御する研

究は20世紀末に急速に進展し，1999

年にはラット（2）やサル（3）の脳の電気的

活動記録に基づくロボットアームの制

御に成功しています．現在ではこのほ

かにも脳波を使ったものなどが医療分

野等への応用を目指して盛んに研究さ

れています．

慶應義塾大学中野研究室との

共同研究

NTT物性科学基礎研究所（物性研）

では，神経細胞の情報伝達のメカニズ

ムの解明とその利用に取り組み，生体

の情報処理の中枢である脳の神経細胞

の研究を進めてきました．その過程で

平面型の多点電極上に培養された神経

細胞の電気的活動が，刺激信号印加

によって変化することや，神経細胞の

成長には成長因子などの化学物質とと

もに表面の微細構造が影響することな

どを見いだしてきました．

一方，慶應義塾大学理工学部中野

研究室では，アナログ回路とデジタル

回路が組み込まれたLSIチップの設

計・シミュレーションの研究を行って

きました．

私たちは慶應義塾・NTT連携協議

会のサポートを得て，両者の持ってい

る技術を融合することにより，ブレイ

ンマシンインタフェース用のLSIチッ

プ実現のための共同研究を2008年度

から開始しました．

LSIチップの回路構成

脳の中では，1 000億個以上の神経

細胞のそれぞれがほかの数千から数万

双方向通信が可能なブレインマシン
インタフェース用LSIチップ

図１　ブレインマシンインタフェース 
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脳との直接的な情報のやり取りは，神経科学，臨床医学，情報工学そして
電子工学が融合して初めて実現できると考えられます．今回は，NTT物性科
学基礎研究所が慶應義塾大学とともに行っている，生体との双方向情報交信
の実現を目指すブレインマシンインタフェース用のLSIチップの取り組みに
ついて紹介します．
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もの神経細胞からの入力を受けること

によって，非常に膨大でかつ複雑な神

経回路が形成されています．そして１

つの神経細胞だけでは次の神経細胞の

活動を励起できないことや，脳が特定

の情報処理を行っているときは神経細

胞群が活性化することから，神経細胞

どうしが協調して情報処理を行ってい

ると考えられます．したがって，電極を

用いて脳と外界とを結ぶブレインマシン

インタフェースには，電極ごとに異なる

刺激信号を入力する必要があります．

私たちが研究開発をしているブレイ

ンマシンインタフェース用のLSIチップ

の特徴は，電気刺激信号と電気的活

動計測を複数の電極に対して独立して

行うことができることです．LSIチップ

の回路構成を図２に示します．本LSI

チップは，神経細胞の電気的活動を計

測する回路（計測回路），刺激信号を

生成・入力するための回路（刺激回

路），これらの回路の信号を切り替える

回路（切替回路），外界との信号のや

り取りを行うための無線回路から構成

されています．現在では16チャネル分

の刺激回路，切替回路そして計測回

路の一部である前置増幅器をワンチッ

プ化するに至っており，今後は主増幅

器と無線回路の実装を目指します．

神経活動の励起と計測

無線回路を介したLSIチップと外界

との信号のやり取りは，16チャネル分

の計測信号と刺激信号のタイミングを

わずかずつずらす時分割多重により行

います．このとき，刺激情報の通信量

を抑えるために波形そのものではなく

波形を生成するために必要なパラメー

タを刺激回路に送ります．刺激回路で

生成された刺激信号は切替回路，電

極を介して神経回路に送られます．神

経細胞に対する刺激信号は，矩形状

の電圧あるいは電流（矩形波）を用い

ます．刺激信号は，この矩形波の大き

さや幅，あるいは矩形波を繰り返して

与える場合はその回数や間隔を変化さ

せることによって制御します．しかし

矩形波の大きさや幅を変えることによ

り電荷密度がある一定の値を超えると

組織を損傷させてしまうことがありま

す．また単一の極性の矩形波を与え続

けると，電極や生体に電荷が蓄積して

やはり生体に損傷を引き起こす可能性

があるため，異なる極性を持つ矩形波

を組み合わせることが一般的です．私

たちのLSIチップは，任意の電極に対

し，任意のタイミングで任意波形の刺

激信号を入力できることから，上述の

条件を満たす刺激信号を電極ごとに設

定することが可能となっています．

神経細胞の電気的活動は，電圧と

して電極を介して計測されます．その

大きさは数10μVから数mV程度で，

ノイズの影響を受けてしまうことがよ

くあります．外部由来のノイズの大部

分は電極から前置増幅器の間から混入

するので，その距離を短くすることが

できるLSIチップは，微弱な生体信号

を計測するには適したデバイスだとい

えます．

それぞれのチャネルにおいて神経細

胞に刺激信号を印加してその電気的活

動の応答を計測するには，通常刺激用

と計測用の２組の電極が必要です．し

かしこのLSIチップでは切替回路で計

測回路と刺激回路を切り替えることに

より，１つの電極で計測信号と刺激信

号を介した神経細胞との情報のやり取

りが可能になります．

図３は，多点電極上に23日間培養

されたラットの神経細胞に，刺激回路

で生成した刺激信号を印加し，そのと

きの応答を近傍の電極で計測した例で

す（4）．刺激信号は図３（a）のように刺

激信号のパターンを５秒間隔で29回印

加しました．図３（b）は，この刺激パ

ターンを印加したときの神経細胞の電

気的活動を，別の電極で計測した結果

です．刺激印加の前後に見られる活動

は自発的なもので，この時期の分散培

養された神経回路でよく見られる現象

です．

図３（c）は，18回目の刺激パターン

を印加したときの応答を拡大して表示

したものです．最初の３つのスパイク

状の波形は，刺激信号との時間的な

ずれがほとんどないことから，刺激信

号に由来するノイズであることが分か

ります．一方，刺激信号の印加後に

見られるスパイク状の応答は，刺激信
図２　LSIチップの回路構成 
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号の数を減らすと消失するとともに刺

激信号の印加直後にしか見られないこ

とから，刺激信号によって励起された

神経細胞の電気的活動だといえます．

これらの結果は，本LSIチップによっ

て，印加した刺激信号は神経細胞の

電気的活動を励起できることと，励起

された神経細胞の電気的活動を計測で

きることから，ブレインマシンインタ

フェースに求められる基本的な機能を

満たしていることを示しています．

NTTのナノバイオデバイスによる

生体情報アクセスへの展開

神経細胞の情報伝達は，大まかに

いって神経細胞内では電気信号で，神

経細胞間ではシナプスと呼ばれる部位

を介する化学信号によって行われてい

ます．神経細胞の中を伝わってきた電

気信号がシナプスに達すると神経伝達

物質という化学物質が分泌されます．

この化学物質が次の神経細胞上に存在

する受容体というタンパク質に結合す

ると，電荷を持ったイオンの流出入が

起こって電気信号に変換されます．図

３の応答は，この電気信号の一種であ

る活動電位に相当します．

物性研では，ナノテクノロジとバイ

オテクノロジを融合することにより，神

経回路をはじめとする生体情報へ直接

アクセスすることが可能な，人工シナ

プスの実現を目指した研究を進めてい

ます．私たちはナノテクノロジを用い

てシリコン基板上に形成された微小な

孔の上に神経細胞膜と似た構造を持つ

脂質二分子膜を形成し，その中に神経

細胞のシナプスにあるものと同じ受容

体を導入したナノバイオデバイスを構

築しました（5）．このデバイスは神経細

胞が化学信号を電気信号に変換する

機能を模しており，神経組織上に設置

すれば神経細胞が分泌する神経伝達物

質を電気信号として計測することがで

きるようになります．将来は，生体に

設置されたこのナノバイオデバイスと

LSIチップを組み合わせ，神経伝達物

質の計測と放出を行う機能を自走し

て，生体情報に直接アクセスできるよ

うにしていきたいと考えています．

こうしたナノバイオデバイスが実現

すれば，神経機能の一部が働かないこ

とによって不自由な思いをしている患

者さんの機能代替システムの実現や，

受容体に直接作用することにより治療

を行う創薬の開発に役に立てるのでは

ないかと考えています．
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将来のLSIは，超高周波アナログ回路とデ
ジタル回路が同時に組み込まれたシステム
オンチップ（SoC）が主流となると思われ
ます．NTTと慶應義塾大学の連携により，
物理現象を理解したモデリング・シミュ
レーションとLSIチップ試作を通して，脳と
の情報通信，身体補助機能，体内情報モニ
タリングを可能にするインタフェースの実
現を目指していきたいと思います．
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図３　LSIチップで計測した神経細胞の電気的信号 
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