
NTT技術ジャーナル　2016.610

バイオ・ソフトマテリアル研究の最前線

可能性を拓く柔らかい素材 
「ソフトマテリアル」

柔らかくて，しなやかな素材はソフ
トマテリアルと総称され，金属や半導
体，セラミックスなどのハードマテリ
アルと同様に現代社会を支える重要な
材料となっています．ソフトマテリア
ルには，ゴムやプラスチック，ゲル，
コロイド，液晶などが含まれ，私たち
の生体組織もまた複雑かつ膨大なソフ
トマテリアルから構成されています．
20世紀はハードマテリアルを主軸と
して，さまざまな産業が発展してきま
した．21世紀ではバイオ応用を含めた
ソフトマテリアルのものづくりが力強
く発展しています．そのサイズ，形状，
機能は多岐にわたっており，ソフトマ
テリアルは新たな物質の合成に加え，
ナノレベルでの組成制御 ・ 構造制御を
施すことにより，未踏の物性 ・ 機能を
引き出せる可能性を秘めています．こ
の材料は学問的に興味深い研究対象で
あるだけでなく，工業的にも幅広い応
用素材が開発されています．

例えば，情報やエレクトロニクスの
分野では，プラスチック製の光ファイ
バや有機EL（Electro Luminescence）
材料などが実用化されています．また

最近の携帯電話の表面コート材にも，
しなやかでタフなポリマー材料が活用
され，高い防水性能やキズに強いハー
ドコート機能が優れた特長となってい
ます．現代社会では，生産から利用 ・
リサイクルまでを含めた総合的な視点
から，環境などに与える負荷が少ない
材料への要求が拡大しているため，人
や環境にやさしいソフトマテリアルが
広く活用されています．

一方，今後の高齢化社会では，医療
用インプラント材料や医療 ・ ヘルスケ
ア用デバイスなど，生体と直接接触す
るインタフェースの構築が重要な課題
となっています．そこでは柔らかな生
体組織に対してダメージを与えず，生
体組織との親和性が高いソフトな素材
を用いた界面設計が重要な役割を担い
ます．

バイオインタフェースへの応用

生体と適合して機能するバイオイン
タフェースを作製するためには，生体
の構造をよく理解し，生体構造を模倣
して設計を行う技術が求められます．
バイオインタフェースを構成する生体
材料として，タンパク質，核酸，多糖
類や細胞膜を形成する脂質分子などが
しばしば用いられます．これらの分子

は，外部環境や外部刺激によって形状
や特性が大きく変化する特長がありま
す．DNA ・ プロテインチップ，各種
バイオセンサ材料，薬物輸送担体など
は，これらの分子を用いて作製されて
います．

最近では，高度医療に適用できる高
機能なバイオインタフェースも報告さ
れています．例えば，柔らかく生体適
合性が高いシリコンを使用し，曲げる
ことができ，身体の炎症や拒絶反応を
生じないインプラント素材が開発され
ています．けがや事故などにより脊髄
に損傷を受けると身体の麻痺が生じ，
機能を回復するためには人工的な生体
材料で損傷部位を置換することが必要
となります．従来の技術では困難でし
たが，麻痺を負った実験動物にこのシ
リコン素材を埋め込み，電気的な刺激
を与えて，意図する筋肉を実際に動か
せるようになった結果が見出されてい
ます．そのほかにも，拍動する心臓表
面に縫合または接着剤なしで長時間剥
がれ落ちることなく貼り付くフィルム
素材も開発されています．フィルム上
には金属や半導体の素子がプリントさ
れ，電気，熱，光刺激を与えるアクチュ
エータ機能や，pH，温度，歪みを検
出するセンサ機能も備えられていま
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NTTにおけるバイオ ・ ソフトマテリアル研究の
概要

NTT物性科学基礎研究所では，生体分子やソフトマテリアルの素材を活
用しながら，生体の深層にある情報処理の基本原理を明らかにし，生体と
の直接的なアクセスを可能とするインタフェースの構築をめざして研究を
進めています．本特集では，ナノテクノロジとバイオテクノロジを組み合
わせた生体関連素子や，生体情報の高感度・常時センシングの基盤技術と
なるバイオ・ソフトマテリアル研究について紹介します．
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す．心臓の研究や治療において，さま
ざまな機能を付加することができ，臨
床応用への広がりに期待がもたれます．

NTT物性科学基礎研究所では，1₉₈0
年代から生体の情報処理の中枢である
脳との情報通信をターゲットとした，
バイオインタフェースの研究を進めて
きました．脳の構成要素である神経細
胞を人工的な環境下で培養し，神経細
胞の成長制御やその機能の解明に取り
組んできました．神経細胞はシナプス
において，記憶 ・ 学習に関する情報の
制御を行っていることはよく知られて
います．シナプス部位では，情報伝達
のために信号のやり取りが行われます
が，そのメカニズムの概略は，①シナ
プスに神経活動電位が到達，②その電
気信号を神経伝達物質と呼ばれる化学
信号に変換し細胞外に放出，③受け手
となる細胞は，受容体タンパク質にて
神経伝達物質を受容，④受け手の細胞
は化学信号を再び電気信号に変換して

情報を伝搬，という経路で細胞間の情
報伝達が行われます．ここで，神経伝
達物質を放出する部分を「プレシナプ
ス」，受け手となる受容体タンパク質
がある部分を「ポストシナプス」と呼
びます．シナプスにおいて，一度化学
物質に変換することで，化学物質の量
や頻度により情報の多重化を行ってい
ます．シナプスにおける情報のやり取
りは，いまだ未解明の現象や機能が存
在します．そこで私たちは，ナノテク
ノロジを利用して，信号受信側のイン
タフェースであるポストシナプス構造
を人工的に作製し，将来，生体由来の
神経細胞と結合させてシナプスの基本
構造を単純化させた「人工シナプス」
の作製を試みています（図 ₁ ）．そこ
での情報授受の原理を探求し，脳にお
ける情報シグナル伝達機構の解明や，
神経伝達部位の代替えとなるナノバイ
オデバイスの構築をめざしています．

NTTにおけるバイオ ・ ソフトマテ
リアル研究

私たちの研究グループでは，前述し
たようにバイオ ・ ソフトマテリアルと
ナノの技術を組み合わせながら，生体
の深い層にある情報処理の基本原理を
明らかにするとともに，生体情報の高
感度 ・ 常時センシングや多機能な生体
関連素子の実現をめざして研究を進め
ています（図 ₂ ）．具体的な研究内容
は，各記事をご参照いただき，ここで
は各々のテーマについて概略を述べ
ます．
『膜タンパク質の機能を利用した微

小井戸型ナノバイオデバイスの創出』
では，ナノバイオデバイスを構成する
インタフェースとして，「細胞膜」と「膜
タンパク質」に注目しています．ナノ ・
マイクロスケールのホールアレイ構造
を持つシリコン基板上に，人工的に作
製した細胞膜（人工脂質膜）を被覆す
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図 ₁ 　ナノバイオ融合技術例：「人工シナプス」
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ることで疑似的な人工細胞の骨格構造
を作製しています．さらに，信号の受
信部となる膜タンパク質を人工脂質膜
中に再構成し，タンパク質の分子レベ
ルの機能計測プラットフォームを構築
しています．この構造は，人工シナプ
スにおける受信側のポストシナプスと
して機能します．一方，人工脂質膜は
高い流動性を持つソフトな膜であり，
その動的特性は学術的に興味深い研究
対象です．そこで，人工脂質膜をナノ
構造表面に位置制御して形成させる独
自の技術や，動的な分子キャリアとし
て利用する手法を『固体支持膜の形成
位置制御と分子操作への応用』で紹介
します．

生体由来の神経細胞を用い，人工シ
ナプスの信号送信部を担うプレシナプ
スの構造制御にも取り組んでいます．

『神経細胞の培養基板との界面評価と
ナノ構造上の細胞成長』では，収束イ
オンビームと走査型電子顕微鏡を組み
合わせた手法により，基板上に培養し

た神経細胞を切断し，細胞と基板との
界面微細構造を詳細に検討していま
す．また，ナノピラー構造を持つ基板
を用いて，神経細胞を誘導して成長制
御する，すなわち神経細胞のパターニ
ングについても紹介します．さらに，

『細胞機能と形態の相関解明をめざし
た神経細胞のライブイメージング』で
は，走査型イオンコンダクタンス顕微
鏡を用いて，生理的溶液中で生きたま
まの神経細胞のイメージングに成功し
ています．ここでは，神経細胞がネッ
トワーク形成を行う際に重要な役割を
果たすアポトーシスに注目し，アポ
トーシス過程のライブイメージングを
行うことで細胞の機能と形態変化の相
関性を明らかにしています．
『オンチップ型グラフェンアプタセ

ンサ』では，特定の分子と特異的に結
合するアプタマ（一本鎖DNA）と呼
ばれる生体分子をグラフェン表面に結
合させたバイオセンサについて解説し
ます．このセンサをマイクロ流路デバ

イスと組み合わせ， 1 μL以下の微量
なガンマーカや血液凝固マーカなどの
タンパク質を選択的に検出することに
成功しています．現状では新しいセン
シング技術の原理実証の段階ですが，
将来，極微量な生体分子の定性 ・ 定量
分析に汎用的に利用できるオンチッ
プ型バイオセンサの作製をめざして
います．
『生体信号計測に向けた導電性複合

材料』では，シルク由来のタンパク質
と生体適合性のある導電性高分子を複
合した，柔軟でかつ細胞毒性を示さな
い生体電極を作製した例を紹介しま
す．この生体電極を用いると，細胞単
体の電気計測や，体表面あるいは生体
内で長期間安定して生体信号が取得で
きる新しいバイオインタフェースとし
て機能することが実証されています．

ウェアラブル生体電極への進化

前述の導電性複合材料は，もともと
神経細胞が発する微細な信号を記録す

導電性高分子複合素材の生体電極
による生体信号計測

生体適合性新素材からの
アプローチ

神経成長・シナプス形成の制御

神経細胞レベルからの
アプローチ

バイオ・ソフトマテリアル研究

グラフェンアプタセンサ

分子センシング技術からの
アプローチ

受容体タンパク質を利用する
ナノバイオデバイス

タンパク質分子レベルからの
アプローチ

・生体模倣ナノデバイス
・バイオセンシング
・深層生体情報の解明
・ヘルスケア・ライフアシスト
・損傷生体機能の補完
・テーラーメイド医療

図 2 　NTTにおけるバイオ・ソフトマテリアル研究のアプローチ
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るためのソフトな糸状の超小型電極と
して作製したものです．従来の金属電
極では，堅い金属電極の周囲の細胞は
すぐに壊死してしまいます．しかしこ
の複合材料は，金属と違って親水性で
生体にやさしいという大きな特長があ
り，細胞をほとんど傷つけずに実験動
物の神経活動電位を計測することに成
功しています．この基礎研究の知見を
発展させ，東レ株式会社との共同開発
により，先端繊維材料「ナノファイバ」
を用いて，柔軟性 ・ 伸縮性 ・ 通気性 ・
生体親和性に優れ，心拍 ・ 心電波形 ・
筋電などの生体信号が高精度で計測可
能な機能素材 “hitoeⓇ” が誕生しまし
た．ナノファイバは，直径が₇00 nm程
度の微細な繊維素材です．このような
微細繊維素材を使用することで肌への
密着性が向上し，高い導電性と耐久性
を兼ね備え，安定した生体信号が取得

できるようになりました．さらに，
hitoeⓇをインナーシャツと複合化し，
着るだけで心拍 ・ 心電波形が計測でき
るウェアラブル生体電極の開発へと結
実しています．すでに株式会社ゴール
ドウインとNTTドコモの協力により，
スポーツ用途としての商用化に至って
います（図 ₃ ）．hitoeⓇは身体に負担
をかけることなく，日常生活における
生体情報を快適かつ簡便にモニタリン
グできるため，疾病の早期発見 ・ 早期
治療に向けた医療用電極としても期待
されています．また，各種ウェアラブ
ル機器やスマートフォンなどの携帯端
末，さらにICTと組み合わせることに
より，医療から健康増進 ・ 安全管理 ・
スポーツ ・ エンタテインメントなどの
幅広い分野において活用する取り組み
を推進しています．

中島  　寛

生体材料やソフトマテリアルが持つ潜在
性は高く，基礎研究から商用開発にいたる
幅広い分野で大変魅力的な素材です．これ
らの素材の化学的 ･物理的な本質を見極め
るとともに，人や社会に貢献できる「もの
づくり」に取り組んでいきたいと考えてい
ます．

◆問い合わせ先
NTT物性科学基礎研究所
 機能物質科学研究部

TEL ₀₄₆-2₄₀-₃₅₅₉
FAX ₀₄₆-2₇₀-2₃₆₄
E-mail　nakashima.hiroshi lab.ntt.co.jp

スポーツ用途として
サービス化

C3fit IN-pulseシリーズ（ゴールドウイン）
hitoeトランスミッタ01 （NTTドコモ）

機能素材“hitoe®”の
開発と実用化
（東レ・NTT）

hitoe®搭載
高機能ウェア開発

導電性高分子-繊維複合
素材による生体電極

導電性高分子-繊維
複合素材を開発

埋め込み型電極に用い
神経活動電位を計測

シャツ型ウェアラブル電極で
24時間以上の心電波形を安定計測

図 ₃ 　ウェアラブル生体電極への進化


