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バイオ・ソフトマテリアル研究の最前線

人工シナプス構築をめざした 
神経細胞成長制御

近年，微小加工 ・ 微小計測技術の飛
躍的な向上により，ナノテクノロジを
利用して生体情報をより高精度に迅速
に検出できるようになってきていま
す．ナノテクノロジは疾病の診断 ・ 治
療に利用できるだけでなく，バイオの
機能を有するナノメートルサイズの素
子（ナノバイオデバイス）の実現も可
能にしています．生体の持つ高効率で
選択性の高い優れた機能を利用したナ
ノバイオデバイスは，医療や創薬，サ
イエンスとして限りない可能性を秘め
ています．

一方，人間の脳には1000億個以上
もの神経細胞が存在し，互いにシナプ
スを介して信号の授受を行うことで，
複雑で高度な脳の機能を発現していま
す．NTT物性科学基礎研究所では，
ナノバイオデバイスの 1 つとしてこ
のシナプスを模した「人工シナプス」
の実現をめざしています．人工シナプ
スの模式図を図 1 に示します．神経細
胞がデバイス「人工ポストシナプス」
とシナプス結合を形成することで人工
シナプスが実現します．それにより，
シナプスにおける情報伝達の仕組みを

詳細に探ることができるようになりま
す．例えば，シナプス結合を誘導する
ためにはどのような膜タンパク質が必
要か，シナプス 1 つひとつの信号はど
のようになっているか，などのシナプ
スの仕組みを分子レベル ・ シナプスレ
ベルで理解することにより，脳の機構
を探ることが可能になります．

人工シナプス構築のためにはさまざ
まな要素技術の獲得が必要です．その
1 つが，神経細胞を人工ポストシナプ
ス近傍へ成長させ，さらには，デバイ

スとのシナプス結合を実現する技術で
す．そのためには，まず神経細胞が接
着 ・ 成長しやすい基板環境を整える必
要があります． 

一方，人工シナプスでは，膜タンパ
ク質が機能できる環境を提供するた
め，膜タンパク質を脂質膜に再構成し
ます．つまりデバイスを脂質膜で覆う
必要があります．しかし，図 1（a）で
示すような脂質膜で覆われた基板上に
は神経細胞は接着 ・ 成長できないこと
が分かっています．そこでNTT物性
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図 1 　神経細胞と人工ポストシナプスがシナプスを介して結合する「人工シナプス」

（a）　脂質膜で覆われた人工ポストシナプス

（b）　ナノ構造物を形成した人工ポストシナプス
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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
人工シナプスを実現するためには，デバイスである人工ポストシナプス
に神経細胞の軸索を誘導する必要があります．NTT物性科学基礎研究所で
は，集束イオンビーム・電子顕微鏡を用いて，神経細胞の培養基板との界
面を詳細に観察することで基板材料と神経細胞との親和性を単一細胞レベ
ルで評価する方法を確立しました．さらに細胞との親和性の高い材料を用
いてナノ構造物を作製し，ナノ構造物を用いて神経細胞の成長を制御する
可能性について検討しました．
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科学基礎研究所では，脂質膜を避けて
神経細胞が成長できる足場として，ナ
ノ構造物であるナノピラーを提案しま
した（図 1（b））．神経細胞がナノピラー
を足場として成長することができれ
ば，ナノピラーを用いて成長方向を制
御（ガイダンス）できる可能性があり
ます．私たちは，ナノ構造物を足場と
した神経細胞の成長制御をめざし，神
経細胞がどのような基板上で成長する
のか検討するために，走査型電子顕微
鏡と集束イオンビームを組み合わせて
観察することで，神経細胞と基板材料
との親和性を細胞 1 個レベルで評価す
ることに成功しました．さらにその知
見に基づき，神経細胞との親和性が高
い材料を用いて，基板上にナノ構造物
をパターニングすることで，神経細胞
がナノ構造物上に成長することを示し
ました．本稿では，神経細胞と基板と
の界面の評価と，ナノ構造を用いた神
経細胞の成長制御（ガイダンス）につ
いて紹介します．

神経細胞の培養基板と成長の評価

神経細胞の基板上での成長を制御す
るためには，細胞と基板の親和性が重
要な情報となります．神経細胞と基板
の界面，特にナノ構造上に成長した一
細胞の界面の微細構造を観察できれ
ば，ナノ構造を用いて神経細胞の成長
制御を行ううえで重要な情報を得られ
ることになります．細胞などの生体試
料を観察する手法には，光学像や蛍光
像の観察から，原子間力顕微鏡などの
プローブ型顕微鏡を用いた観察までさ
まざまな手法があります．光学顕微鏡
やプローブ顕微鏡は細胞の表面形状を
高精度に観察することは可能ですが，
細胞内部，とりわけ細胞と基板の界面

を直接的かつ高精度に観察することは
容易ではありません．

NTT物性科学基礎研究所では，集
束イオンビーム（FIB: Focused Ion 
Beam）を用いて細胞を加工すること
により，細胞と基板の界面を直接評価
することに成功しました．FIBでは，
ガリウムイオンビームを高電圧に加速
して試料を加工します（1）．このFIBで
切り出した細胞の断面を走査型電子顕
微 鏡（SEM: Scanning Electron Mi-
cro scope）で観察することで，細胞と
基板の界面を，一細胞レベルで直接観
察できることに加えて，細胞そのもの
を立体的に観察することもできます．
本研究では，FIBとSEMの両方を備
えるFIB/SEMで細胞試料をスライス
して，その断面を高精度に観察しまし
た（₂）．本稿では金（Au）薄膜表面と
チタン（Ti）薄膜表面それぞれに培
養した神経細胞を蛍光顕微鏡あるいは
SEMにより観察した結果について紹
介します．細胞には大脳皮質由来の神
経細胞を用いました．Auは自己組織
化単分子膜の修飾による機能化が容易

なので，ナノテクノロジの分野では広
く使われています．Tiはその酸化物
がインプラントなどの医療に使われる
ほどの優れた生体親和性が特徴です．
このように異なる材料の神経細胞親和
性を評価することは，ナノ構造の最適
化につながります．

AuとTiそれぞれに培養した神経細
胞の蛍光像を図 ₂（a）（b）に示します．
緑色の蛍光が神経細胞を示していま
す．Au上では比較的大きな緑色の粒
塊が観察され，細胞どうしの凝集が確
認されました．一方，Ti上の神経細
胞は凝集せず分散して成長している様
子が観察されました．このことは，
Auに比べてTiへの細胞親和性の高さ
を示唆しています．蛍光顕微鏡の結果
から推測される親和性の違いをより詳
細に評価するため，AuとTiそれぞれ
に培養した細胞の断面をFIBを用いて
切り出し，細胞とAuおよびTiとの界
面をSEMで観察しました（図 ₂（c）（d））．
神経細胞とAuとの界面には隙間が認
められ，神経細胞が部分的にしか基板
と接していません．一方のTiでは，

図 ₂ 　AuとTi上に培養した神経細胞の顕微鏡像

（a）　Au上に培養した神経細胞の蛍光像
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（b）　Ti上に培養した神経細胞の蛍光像

（c）　Au上に培養した神経細胞の断面のSEM像
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（d）　Ti上に培養した神経細胞の断面のSEM像
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神経細胞全体が基板に接しています．
これらの違いは，薄膜材料の生体親和
性の違いを反映していると考えられ
ます．

このように，蛍光顕微鏡を用いた基
板の親和性の評価では，複数の細胞が
集まった状態での評価になりますが，
FIBとSEMを組み合わせて用いるこ
とにより，基板表面の親和性の違いを，
1 個の細胞と基板表面との界面の微細
な観察により高精細に評価することが
できます．すなわちナノ構造において
も細胞親和性の評価が可能になると考
えられます．今後は細胞と基板の界面
の二次元マッピングや，固定や脱水な
ど細胞に負担をかける試料準備が不要
な低温FIB/SEMを用いた評価をめざ
します．

微細構造を用いた神経細胞の
ガイダンス

₂000年代後半になって，ナノメー
トルスケールの溝 ・ 繊維状構造 ・ ピ
ラーなどナノ構造物に対して，細胞の
接着 ・ 成長への影響が調べられるよう
になってきましたが（₃），ナノ構造物の
材料に関する検討についてはほとんど
行われていませんでした．

前述したとおり，神経細胞は材料に
より異なる親和性を示すことを 1 個の
細胞の断面観察から検討できるように
なりました．神経細胞を成長させるた
めの足場としてナノ構造物，ナノピ
ラーを作製し，神経細胞の成長方向の
制御あるいはインタフェースとしての
可能性を探るため，Auとシリコンそ
れぞれのピラー上での神経細胞の成長
について検討しました．

実験には石英基板を使用し，電子
ビームを用いたリソグラフィにより，

石英基板上にアモルファスシリコン
（a-Si）およびAuのナノピラーアレイ
（ピラー高₅00 nm）を作製しました．
大脳皮質由来の神経細胞を培養し，
SEMおよび共焦点レーザ蛍光顕微鏡

（LSM: Confocal Laser Scanning 
Microscope）により観察しました．
観察用の試料は神経細胞の固定処理後
に，観察方法に応じて別々に準備しま
した．固定（細胞の主要構造成分であ
るタンパク質を安定化させること）す
ることで，細胞の腐敗や変形を抑え生
きていた状態に近い状態の構造を観察
することができます．SEM用の試料
は固定後に脱水 ・ 凍結乾燥処理を経て
得ました．LSM用の試料は免疫染色
法を用いて細胞内の特定のタンパク質
を染色して得ました．a-Siナノピラー
上に ₇ 日間培養した神経細胞の神経突
起（軸索あるいは樹状突起）のSEM
像を図 ₃ に示します．太いピラー（直
径₅00 nm）の場合（図 ₃（a））も細い

ピラー（直径100 nm）の場合（図 ₃（b））
も，ピラー上に神経突起が接着し成長
していることが分かりました．一方，
細いピラーは神経突起の成長に影響さ
れてピラーが湾曲している様子も観察
されました（図 ₃（b）枠内に黒矢印部
を拡大）．一方，異なるナノピラーパ
ターン上に培養した場合の神経突起の
太さを比較したところ，ピラーの直径
が大きい場合に有意に太い神経突起が
成長していました（図 ₃（c））．太いピ
ラー上に成長した神経突起の太さは，
平板基板上の神経突起の太さと同程度
でした．これらは神経突起と基板との
接着面積が神経突起の太さに影響して
いることを示唆しています．神経細胞
は神経突起を基板などと接着し骨格系
タンパク質などの発現を調整すること
で，その接着面積に応じて伸展します．
今回の結果から，ナノピラーの直径を
₅00 nmにすることで，ピラー上でも
基板上と同様に神経突起を成長できる

図 ₃ 　ピラー上に成長した神経突起のSEM像と神経突起の太さ

**は有意差があることを示す

（a）　ピラーの直径：500 nm/
　   　中心間距離1000 nm

（b）　100/200 nm

（c）　ピラー上の神経突起の太さ
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と考えられます．
次に，ピラー材料の最適化のため，

a-SiとAuピラーそれぞれを足場とし
たときの神経細胞の成長について調べ
ました（図 ₄ ）．a-Siのピラーの場合（図
₄（a））は，石英基板上に成長する神経
細胞から神経突起が主にピラー上に伸
びている（矢印）のに対し，Auのピラー
の場合（図 ₄（b））は，石英基板上の
神経突起はピラー上にも基板上にもラ
ンダムに成長していました．さらに神
経突起先端の位置について定量的な解
析を行ったところ，図 ₄（c）に示すとお
り，Auのピラーの場合は，ピラー上
と基板上と同程度に位置していた神経
突起が，a-Siのピラーの場合は，有意
にピラー上に位置しており，ピラーに
対する選択性が向上しました（₄）．

このことから，ピラーのサイズや材料
を選択することで，ピラーを成長の足
場とした神経細胞のパターニングがで

きる可能性があることが分かりました．

「人工シナプス結合」の
実現に向けて

私たちは，細胞の断面を観察するこ
とで，基板表面の材料の細胞との親和
性を単一細胞レベルで評価する手法を
確立しました．さらに，この手法を用
いて材料を選択してナノ構造物を作製
し，ナノ構造物の上に沿って神経細胞
を成長させることができる可能性を示
しました．ナノ構造物の配列を制御す
ることで，神経細胞が成長する方向を
制御することができ，あらかじめつく
り込んでおいたデバイス（人工ポスト
シナプス）に向けて神経細胞を成長す
ることが期待されます．今後は，人工
ポストシナプスにどのようなタンパク
質（シナプス形成因子）が存在すれば
神経細胞がシナプス結合を形成するか
など，分子のボトムアップ的な検討を

重ねることにより，人工シナプス結合
の実現とともに，シナプス形成のメカ
ニズムを探ることをめざします．
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図 ₄ 　異なる材料のピラーを足場とした神経細胞の成長
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（a）　a-Siピラー上に培養した神経細胞の蛍光像

（b）　Auピラー上に培養した神経細胞の蛍光像

（c）　神経突起先端の位置
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（左から） 後藤　東一郎/ 河西　奈保子

神経細胞とナノ構造物を融合させたナノ
バイオデバイスは神経生理学 ･医療 ･ 工学
などのさまざまな分野で，新規なプラット
フォームとして展開できる可能性を秘めて
います．各研究機関と連携しながら人工シ
ナプスの実現をめざします．
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