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膜タンパク質と半導体デバイスの
融合

2003年にヒトゲノムが解読されてか
ら，ポストゲノムとして膜タンパク質が
脚光を浴びています．膜タンパク質は
細胞などの生体膜に付着したタンパク
質で，膜の機能のほとんどは膜タンパ
ク質が担っています．膜タンパク質に
は種類がいくつかありますが，その多
くは膜を貫通した構造を取っています．
膜貫通型のタンパク質はその機能に
よって，微小な孔を形成してイオンや
分子を輸送するチャネル，特定の分子
が結合することで変形し細胞内外への
輸送を行うトランスポータ，エネルギー
を消費して濃度勾配に逆らって輸送を
するATP（Adenosine TriPhosphate）
駆動ポンプなどがあります．

チャネルタンパク質の中で，イオンを
透過させるものはイオンチャネルと呼
ばれ，生体内の情報伝達に重要な役割
を担っています．生体内の情報伝達を
担う神経系は，数多くの神経細胞のネッ
トワークから成り，神経細胞どうしの接
続部であるシナプスが情報伝達の制御
を行っています．シナプスの構造を詳
細にみると，シナプスは情報の送信部
である「前シナプス」と受信部である

「後シナプス」に分かれ，シナプス間
隙と呼ばれる微小な隙間（約20 nm）
で隔てられています．前シナプスに刺
激（電気信号）が到達すると，神経伝
達物質という化学物質が放出されま
す．神経伝達物質が後シナプスに到達
すると，受容体であるイオンチャネル
と結合し，構造変化が起こり，孔が形
成されることによって，細胞内へのイ
オン流入が起こります．その結果，電
位変化が誘起され情報伝達が起こりま
す．このように，イオンチャネルは生
体内の情報伝達において主要な役割を
担っています．イオンチャネルの機能
が損なわれたり，逆に過剰になったり
すると，情報伝達の異常となり，さま
ざまな疾病の原因になります．

前述のように，膜タンパク質は病気
の発生や薬剤応答 ・ 免疫反応など多く
の生理的機能に関連した生体分子であ
り，現在では市販医薬品の約60％以上
が膜タンパク質をターゲットとしてい
ることからも，今後ますます重要性は
高まっていくと考えられます．また，
デバイス的な観点からみると，イオン
チャネルはイオン選択性があり，たっ
た 1 個の分子が吸着しただけでゲー
トが解放され，毎秒100万個以上のイ
オンが通過するため，超高性能な「ナ

ノマシン」と考えることもできます．
現在の半導体技術をもってしてもこれ
を代替するものは実現できておらず，
膜タンパク質と半導体デバイスを融合
したナノバイオデバイスが実現できれ
ば，基礎研究的な興味だけではなく，
医療 ・ 創薬，環境応用など多くの貢献
が期待されます．しかしながら，研究
の重要性に相反して，この分野の研究
はあまり進展していません．原因の
1 つとして，DNAと比べ膜タンパク
質は取り扱いがはるかに難しく，半導
体基板上や乾燥状態では機能を失って
しまうという点が挙げられます．本稿
では，これらの課題を解決し，ナノバ
イオデバイス創製へ向けた取り組みを
紹介します．

人工細胞の構築

NTT物性科学基礎研究所が提案し
ている膜タンパク質の機能を利用した
ナノバイオデバイスの模式図を図 1
に示します．このデバイスは神経シナ
プスの信号受信部である後シナプスを
模倣したもので，「人工シナプス」と
呼んでいます．膜タンパク質を利用す
るうえで難しい点の 1 つに，膜タンパ
ク質は生体膜中でのみ本来の機能を発
現することが挙げられます．単に基板

脂質膜 膜タンパク質 ナノバイオデバイス

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
膜タンパク質は生体膜上において細胞内外の物質輸送や免疫機能など多
くの生理現象に関与している分子であり，工学的な観点からは超高性能な
「ナノマシン」といえます．シリコンなどの半導体と膜タンパク質を融合
させたナノバイオデバイスが実現できれば，さまざまな生理的なメカニズ
ムの解明につながると考えられます．本稿では，生体内のシナプスを模倣
した，膜タンパク質の機能で動作するナノバイオデバイス作製の試みにつ
いて紹介します．
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上に配置しただけでは，基板との相互
作用によりタンパク質の構造が崩れ失
活してしまうのです．生体膜の重量の
約半分はタンパク質ですが，それ以外
でもっとも多いのはリン脂質で，ほか
にコレステロールなどが含まれていま
す．脂質分子は分子内に親水性部分と
疎水性部分を持つため，水溶液中では
自己集積化により二重層構造を取りま
す．これが生体膜の基本骨格となる脂
質二分子膜で，膜中のタンパク質は 1
カ所にとどまるのではなく，二次元膜
内を拡散によって移動しています．そ
こで私たちは，細胞と同じような環境
を半導体基板上で再現することに注目
しました．まず，基板上に直径数μm
程度の微小井戸構造を微細加工技術で
作製します．この井戸を人工的に形成
した脂質二分子膜でシールし，膜タン
パク質を配置します．このように作製
した井戸構造の 1 つひとつは細胞と
同程度の大きさを持ち，埋め込まれた
膜タンパク質は微小井戸をシールして
いる脂質二分子膜内を自由に拡散でき
ることから，細胞のもっとも単純化し
たモデルと考えられます．

具体的な実験は，以下のように行い

ます．まず，ベシクルあるいはリポソー
ムと呼ばれるシャボン玉のような球殻状
の脂質二分子膜を形成します（図 ₂ ）．
私たちは直径30～100 μmの特に大きな
ベシクルを用いているので，これらを巨
大脂質膜ベシクル（GUV: Giant Uni-
lamel lar Vesicle）と呼んでいます（1）．
次に電解質溶液（例えば，塩化ナトリ
ウムや塩化カルシウム水溶液）中に微
小井戸基板を浸漬させ，その上に
GUVを加えます．すると自動的に基
板表面上でGUVが展開し，脂質二分

子膜でシールされた井戸が形成されま
す（2）．あらかじめ電解質溶液中に化学
物質を含ませておけば，シール後に外
液を洗い流すことによって井戸内にの
み所望の化学物質を封入することも可
能です．図 2 に示した観察結果は，井
戸内にカルセインという緑色の蛍光分
子を封入し，脂質二分子膜には観察の
ためにローダミンという赤色の蛍光分
子が付いた脂質分子を混合させたとき
の結果です．脂質膜でシールされてい
ない井戸は光りませんが，シールされ

（c）　人工脂質二分子膜による微小井戸のシール

さまざまな化学物質（イオン指示薬など）GUV

20 μm

（b）　蛍光物質を閉じ込めた微小井戸

20 μm

（a）　GUV

図 2 　膜タンパク質の機能を利用したナノバイオデバイス

シリコン基板上に膜タンパク質が機能する環境をつくり，
その機能で前シナプスから情報を受信する
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図 ₁ 　膜タンパク質の機能を利用したナノバイオデバイス
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た井戸は緑色に光っていることが分か
ります．

膜タンパク質の機能で動作する
デバイス

図 2 では，半導体基板上の微小井戸
を人工脂質二分子膜でシールする方法
を示しましたが，ここにさらに膜タン
パク質を配置する必要があります．ま
ず，膜タンパク質の機能で動作すると
いう原理を実証するために，α－ヘモリ
シンという比較的単純な構造の膜タン
パク質を埋め込む実験を行いました（3）．
α－ヘモリシンは溶血毒として知られ
ているタンパク質で，脂質膜内でイオ
ン選択性のない 7 量体からなる微小
孔を形成し，イオンや小分子を通過さ
せることができます．井戸内には先ほ
どのカルセインの代わりに，Ca2+が結
合すると緑色の蛍光を発するfl uo- 4
というCa2+指示薬を封入しました．こ
のとき，井戸の外液にCa2+イオンとα
－ヘモリシンを加えたときの井戸内の
蛍光の経時変化を図 ₃ に示します．は
じめは緑色の蛍光は観察されません
が，時間経過とともに井戸内が緑色に
発光し，その強度がだんだん強くなっ
てくることが分かります．これは，α

－ヘモリシン分子が脂質膜に刺さり微
小孔を形成し，それを通してCa2+が井
戸内に流入した結果であると考えられ
ます．また，蛍光強度変化の解析から，
1 秒間に井戸内に流入するイオン数
はわずか数百個程度で非常に高感度な
計測が可能であることも分かりまし
た．これは，井戸の体積がaLレベル

（ 1 mLの 1 兆分の 1 ）と極めて小さ
いからだと考えられます．ここで得ら
れた結果は，受容体などの高機能なイ
オンチャネルを用いれば，膜タンパク
質の機能でON/OFF制御可能なデバ
イスを作製可能であることを示してい
ます．

電気生理的計測へ向けた取り組み

膜タンパク質の機能を確認する方法
としては，前述の光学的な検出方法の
ほかに，井戸内外に電極を配置し，膜
タンパク質を通過するイオンの流れを
電気生理的に検出する方法がありま
す．特に細胞 ・ 組織レベルではパッチ
クランプ法というガラスキャピラリー
電極を用いる方法が膜タンパク質機能
確認のゴールドスタンダードとなって
います．電気生理的手法を用いれば，
タンパク質分子レベルの情報が得られ

るため，さらに高感度な検出も可能で
す．しかしながら，膜タンパク質を流
れるイオン電流は通常数pA（ 1 mAの
10億分の 1 ）で，ノイズと同程度し
かないため，その検出は簡単ではあり
ません．私たちの提案している井戸型
デバイスにおいても，井戸構造からの
ほんのわずかなイオンリークが問題と
なっています．

図 ₄ に示すように，基板表面と脂質
二分子膜の間にはごく薄い水の層があ
り（ 1 ～ 2 nm程度），固体基板上に支
持した脂質二分子膜が生体膜と同様の
流動性を維持することに一役買ってい
ます（4）．しかしながら，この隙間から
わずかにイオンリークが起こっている
ことが分かりました．この現象は光学
的検出ではそれほど問題とはなりませ
んでしたが，微小な信号を扱う電気生
理的計測では無視できない問題となっ
てきます．

この問題に対して私たちは，図 ₅ に
示すような構造を提案しました（5）．井
戸構造を取り囲む金のリング構造を作
製し，その上に脂質分子と似た構造を
持つアルキルチオールという金に選択
的に結合する分子の単層膜を形成しま
す．ここに脂質二分子膜を形成すると，
アルキルチオール膜を取り込んだ二分
子膜構造ができることが分かりました．

図 ₆ は従来の構造と金リング付き
の構造のイオンリークを調べた結果で
すが，従来構造では時間経過とともに

（g）　15分（脂質膜の蛍光を含む）

蛍光指示薬

脂質膜

イオン
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（f）　15分（e）　10分（d）　7 分

（c）　6 分（b）　5 分（a）　0 分
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図 3 　光学的手法による膜タンパク質の機能計測
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図 4 　イオンリークのメカニズム
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イオンリークが見られましたが，金リ
ング付きの構造ではほとんどイオン
リークが見られないことが分かりまし
た．この原因としては，イオンリーク
のパスとなっていた基板と脂質二分子
膜の間の水層がアルキルチオール単層
膜によってブロックされたためである
と考えられます．このほかにも膜タン
パク質の精製や配置方法など，いくつ
かのハードルがありますが，物理 ・ 化
学 ・ 医工学などさまざまなバックグラ
ウンドを持った研究者が協力してナノ
バイオデバイス実現へ向けて取り組ん
でいます．

今後の展開

生体内における情報伝達について
は，これまでにかなり多くのことが分
かってきましたが，記憶や学習に関連
するシナプス可塑性や神経回路レベル
の理解など，未解明の問題が多く残さ
れています．また，アルツハイマー病
などの神経疾患もシナプスにおける情
報伝達異常に起因すると考えられてい
ますが，いまだ原因解明には至ってい
ません．

私たちの提案する微小井戸型のナノ
バイオデバイスの 1 つの目標は，生体
情報伝達に深くかかわるシナプスを人
工的に代替するものです．人工環境下
で制御されたかたちでモデルシナプス
系を構築することにより，できるだけ
単純化したかたちでメカニズムや機能
の解明をすることが可能になります．
従来の手法による組織 ・ 細胞レベルの
情報に対して，タンパク質分子レベル
での情報の獲得が可能となり，分子レ
ベルにおける生体情報メカニズムの
解明や社会的問題にもなっている難
病の治療にも役立てられると考えて
います．
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コンピュータなどの情報通信の進展には
目を見張るものがありますが，一方で，生
体内の情報通信も自然が造り出した究極の
情報通信といえると思います．両者を融合
することができれば，次世代の情報通信に
つながるかもしれません．
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図 6 　イオンリークにおよぼす
金リング構造の効果

（c）　脂質膜でシールした
金リング付き井戸構造

40 μmSiO2
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（b）　金リング付き
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（a）　デバイスの模式図
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図 5 　金リング付き微小井戸の脂質二分子膜によるシール


