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微細加工表面を用いた培養神経回路の構造機能制御
—— 多細胞システムにおける情報処理の理解と応用を目指して ——
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あらまし 神経細胞という不安定なケミカルマシンに基づいて構成されながら，生物の脳は自律的に，そして
高い電力効率で高度な情報処理を実現する．次世代超スマート社会の実現に向けて，このような脳の情報処理様
式は，エッジデバイスの低消費電力化やビッグデータからの特徴抽出を実現するためのモデルとして用いられ，
大きなブレイクスルーをもたらしている．私たちは，脳情報処理の本質は「どの細胞同士が，どの方向に，どの
ような強度で接続されているか」というネットワークの接続構造に埋め込まれていると考え，それをボトムアッ
プに解析するための新しい細胞培養系の創生を目指して研究を進めてきた．本論文では，単一細胞，2 細胞回路
ユニット，そして局所回路のスケールにおける培養神経細胞のパターニングと，その解析を通じて得られた知見
について紹介する．
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ノロジーを生み出した．例えば DNA をチップ上に固

1. ま え が き

定した遺伝子マイクロアレーは遺伝子検査を高速化す

半導体素子の微細化を実現するための手段として，

るためのデバイスとして既に実用化され [2]，また細

リソグラフィやエッチングなどのプロセス技術が継続

胞をマイクロ流体デバイスに中に培養した臓器チップ

的な発展を遂げた結果，最先端 LSI のプロセスルー

（organ-on-a-chip）[3] は創薬スクリーニングを高精度

ルは既に 10 nm を下回っている [1]．ここでこのプロ

化するための新しいプラットホームとして期待されて

セス技術の発展を加工対象となる材料の観点から考

いる．また基礎研究においても，半導体プロセスの応

えると，半導体プロセスは本来，半導体や金属，ある

用によって，例えば，細胞の形態と生存の因果関係と

いはレジストなどの有機材料を加工するために開発

いった，従来の技術のみでは取り組めなかった課題に

される．しかし 2000 年前後を皮切りにして，半導体

アプローチすることが可能になり，生物学の教科書に

プロセスはタンパク質や DNA などの生体分子，更に

載るような知見もここから得られている [4]．

は生きた細胞の操作にも盛んに応用されるようにな

このように生命科学との様々な技術融合が図られる

り，この技術融合は，分野の垣根を越えて新しいテク

中で，我々はシャーレ内で培養された生きた神経細胞
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のユニークな実験系になると考え，その応用研究を進

c 一般社団法人電子情報通信学会 2019
C Vol. J102–C No. 12 pp. 340–347 

招待論文／微細加工表面を用いた培養神経回路の構造機能制御

めてきた [5]〜[7]．ノイマン型アーキテクチャに基づ

である．筆者らの実験では，細胞接着を阻害するアガ

いて設計された電子計算機と異なって，脳においては

ロース膜を塗布したカバーガラス上に，細胞外基質ゲ

データや命令が演算部と一体化しているため，この構

ルとポリリシンの混合液を転写している [15]〜[18]．

造機能相関は脳における情報表現や情報処理を理解す
る上で本質的に重要である．
本論文では，単一細胞から 100 細胞程度の局所回路

上記のような方法を利用して基板上に作製したケミ
カルなパターンを用いる他にも，マイクロスケールの
凹凸構造を利用した神経細胞の成長誘導が，細胞パ

スケールにおける神経科学研究に対する微細加工や表

ターニング研究の黎明期から試みられてきた [19]．特

面改質技術の応用について，筆者らの最近の研究を中

に最近は，マイクロ流路を用いた神経細胞のパターニ

心に紹介する．初めに神経細胞のパターニング技術に

ングが盛んに報告されている [20]〜[24]．この方法では

ついて概説した後に，単一細胞（3.），2 細胞ユニット

1 細胞レベルでのパターニングは難しいものの，数十

（4.），局所回路（5.）の三つの階層における研究を紹

細胞単位でのパターニングは十分に達成でき，また長

介する．細胞パターニング技術は，生きた神経回路の

期培養時にもパターン形状が安定しているようである．

構造と機能との関係のボトムアップ的解析を可能にす

これまでに述べた細胞パターニング法はいずれも，

るユニークな系であり，今後，脳が神経細胞という不

あらかじめ用意した鋳型に沿って神経細胞や神経回路

安定なケミカルマシンに基づいて構成されながら，自

を成長させる方法であるが，培養している神経回路を

律的に，そして高い電力効率で高度な情報処理を実現

その場で切断したり，逆に追加配線したりすることが

する機構の理解と応用を支える新しい実験系となると

できれば，回路構造の制御性は更に向上する．神経繊

考えている．

維の切断は，古典的には細胞に当てた細いガラス管

2. 培養神経回路のパターニング法

を素早く動かして切る，という方法が用いられてき

脳神経系の回路素子である神経細胞をシャーレ内で

レーザーを用いる方法なども提案されている [26]．培

分散培養する場合，細胞は，ラット胎仔などの実験動

養環境下での神経回路を追加配線することは，より技

物の脳組織から採取した初代細胞 [8] か，iPS 細胞を

術的に難易度が高いが，集光赤外レーザーによるアガ

神経系に分化誘導して得た細胞 [9] を用いることが多

ロース膜の局所溶解 [27] や，レーザーアブレーション

い．神経細胞は均質なシャーレやガラス基板の上に播

による細胞接着阻害膜の局所分解 [11]，酸化チタンの

たが [25]，より精密な方法として，集光した短パルス

種すると，神経突起を周囲に伸長させ，細胞間がラン

光触媒作用を用いた接着阻害膜の局所分解 [6], [28]〜

ダムに結合したネットワークを自己組織的に構成する．

[30] などの方法が提案されている．

したがって，培養している神経細胞や神経回路に何ら
かの構造をもたせるためには，細胞が成長する足場に
加工を施し，細胞の接着位置や突起成長経路を外因的
に制御する必要がある．
多くの接着性細胞と同様に，神経細胞はカチオン性
分子や細胞外基質タンパク質で修飾された表面に安定

3. 細胞膜インピーダンスの形態依存性と
恒常性
前章で紹介した神経細胞パターニングの応用研究と
して，まず，単一細胞の機能を調べた実験を紹介する．
生体脳の中で神経細胞は常に形態を変化させ続けてい

に接着する一方で，超親水性や撥水性の表面には接着

る．ここで，細胞膜は電気的には RC（抵抗-容量）並

できない．したがって，微細加工技術を用いて細胞親和

列回路と等価であることを考えると [31]，このような

性の異なる 2 種類の分子をパターニングし，その上に

形態変化は細胞の電気的特性を常に変動させることに

神経細胞を播種すると，神経細胞並びに神経回路の形

なる．しかし，神経回路の素子としては，このように

態を制御することができる．パターン基板はフォトリ

特性が揺らぎ続けることは，システムとしての特性を

ソグラフィ [10] や電子線リソグラフィ [11]〜[14] など

不安定化させるため望ましくない．そこで我々は，単

の半導体技術を用いて作製することもできるが，もっ

一細胞のパターニング技術を用いて，神経細胞の形態

と簡便には，マイクロコンタクトプリンティング法と

が細胞膜の電気的特性に及ぼす影響を調べた [16]．

いう方法で作製できる．これは微細な凹凸を有するシ

ラットの海馬から採取した神経細胞を，図 1 (a) に示

リコーン樹脂をハンコのように用いて，細胞成長の足

す形状のタンパク質パターン上で培養した．培養開始

場となるタンパク質を基板上にパターン転写する方法

から 7 日目と 16 日目において神経細胞の細胞体と樹状
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図1

マイクロコンタクトプリンティングによる神経細胞パターニングと細胞膜インピーダンスの比較．(a) マイクロコンタクトプリ
ンティングに用いたシリコーン樹脂スタンプ（左上），表面形状（右上），パターン形状の模式図（下）．(b) パターン基板上で 7
日間（上），16 日間（下）培養したラット海馬神経細胞の免疫染色像．SMI312 は神経軸索，MAP2 は神経細胞の細胞体と樹状
突起のマーカーである．(c) 足場タンパク質を均質に塗布したガラス基板上で培養した神経細胞の免疫染色像．(d) 培養 7 日目
（左）と 16 日目（右）における細胞膜インピーダンス．上段はインピーダンスの絶対値，下段は位相差を表す．パターニングの
有無による有意差が確認された点を *p < 0.05 及び **p < 0.01 で示した．
Fig. 1 Patterning cultured neurons using microcontact printing and comparison of membrane impedance. (a) Silicone
stamp used to stamp scaﬀolding proteins (top left), surface microtopography of the stamp (top right), and schematic
illustration of the micropattern geometry (bottom). (b) Rat hippocampal neurons grown on the patterned substrate
at 7 (top) and 16 (bottom) days in vitro (DIV). The cells were stained with SMI312 and MAP2, which are axonal
and somatodendritic markers, respectively. (d) Impedance magnitude (top) and phase (bottom) of patterned and
unpatterned neurons at 7 (left) and 16 (right) DIV. Asterisks indicate the points where a mean was signiﬁcantly
c Springer Nature Publishing.
diﬀerent in patterned cells: *p < 0.05; **p < 0.01. All panels adapted from Ref. [16] 

突起を認識する抗体で染色し，免疫染色像から細胞の

して細胞の形態をスケーリングした場合の細胞膜イ

形態を見積もったところ，パターニングを施していな

ンピーダンスを計算し比較した．すると，パターン化

い細胞に比べて，パターン上の神経細胞では，樹状突

培養を仮定したモデルでは，パターン無し細胞のモデ

起の長さは 7 日目において約 1/5，更に 16 日目におい

ルに比べてインピーダンスが 2.4 倍（培養 7 日目）と

ては 1/10 以下になっており，また細胞体の面積も約半
分に抑えられていることが分かった（図 1 (b)，1 (c)）．

4.9 倍（培養 16 日目）高くなることが分かった．実験
1 形態が大き
データとの比較によって，実細胞では，

そこでまず，形態の差が大きい培養 16 日目におい

く変化すると，神経細胞の膜インピーダンスは変化す

てこれらの細胞の膜インピーダンスを定量比較した

2 神経細胞は形態変化による変
る（形態依存性）が，

ところ，パターニングによって形態を制限した細胞で

動を補正するように膜インピーダンスを調整する機構

は，インピーダンスの絶対値が約 1.4 倍上昇している

（恒常性・ホメオスタシス）を備えていることが明ら

ことが分かった（図 1 (d) 右）．細胞が小さくなると

かになった．神経回路の機能素子として後者は特に興

表面積が減少するため，それによってインピーダンス

味深く，これは回路特性の安定化に一躍を担っている

が上昇する，というのは半ば当たり前であるが，形態

かもしれない．

の差が大きくない培養 7 日目の細胞において同様の
比較したところ，樹状突起の長さや細胞体の大きさに

4. 2 細胞ダイオード回路の人工再構成

差があるのにもかかわらず，パターニングを施した細

続いて，複数個の細胞が繋がって形成する回路ユ

胞と施していない細胞とでインピーダンスがほぼ一

ニットの階層に話を移す．神経細胞は，細胞体から軸

定に保たれている，という興味深い実験データを得た

索と樹状突起と呼ばれる突起を伸ばし，前者は信号の

（図 1 (d) 左）．

出力端子，そして後者は信号の入力端子の役割を担う．

このメカニズムを考察するために免疫染色像から細

生体の神経回路においてこれらの神経繊維の伸長方向

胞の形態をトレースして細胞構造モデルを構築し，細

は厳密に制御されており，信号伝達の流れや発火の時

胞膜に受動特性のみを与え，R や C の成分を一定に

空間的パターンを作り出している [32]．しかし，神経
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細胞は均質な基板上で培養すると，軸索が 360◦ 全く

伝達方向の制御は報告されている [20], [22], [23], [33]

ランダムは方向に成長する．そこで筆者らは「軸索は

が，この実験により，1 細胞レベルでの制御も可能で

樹状突起に比べて長く伸びる」[8], [25] という性質に着

あることが実証された．本手法を更に大きな規模の回

目し，図 2 (a) に示すような空間的に非対称なパター

路に拡張するためには技術的な困難さが立ちはだかる

ンを設計し，軸索の成長方向を制御することを試みた．

ものの，例えば，電気生理学のダイナミッククランプ

すると，一つの神経細胞から伸びる複数本の神経突起

法を用いてコンピュータ内の仮想ニューロンとのハイ

のうち，1 本だけが長く伸びられる場合には，一番長

ブリッド神経回路を作ることで，ネットワーク機能の

く伸び出した突起が軸索に分化する，ということを見

解析評価に結び付けていける可能性がある [17]．

出した [6], [12], [13]．
そして私たちは最近，この制御方法を発展させて，2
細胞からなるフィードフォワード接続回路が作れるこ

5. モジュール構造型神経回路における複雑
ダイナミックス

とを実証することに成功した．パターニングを施して

最後に，ミクロ（単一細胞レベル）とマクロ（領野

いない培養神経回路（図 1 (c) 参照）では，通常細胞

レベル）の中間階層であるメゾスケールの階層におけ

間は双方向に接続してしまう．そこで，上述の実験で

る神経細胞パターニング技術の応用研究について紹介

は一つずつに孤立させていた足場タンパク質のパター

したい．脳神経系では神経細胞が構成する回路網その

ンを，ここでは 10 μm の微小なギャップを設けて直線

ものが演算・記憶・データの機能を一手に担っている．

状に配列させた．すると，パターニングによる極性制

したがって脳機能の神経基盤の理解するうえで，
「どの

御は失われないまま，軸索がギャップを越えて成長し，

細胞同士が，どの方向に，どのような強度で接続して

隣のパターンの細胞に物理的に接触した．そしてこの

いるか」という回路の接続構造の理解は本質的に重要

ようにパターニングした細胞ペアに微小電極を挿入し

であり，現在，コネクトミクス（connectomics）の旗

て神経活動を計測したところ，上流の細胞を刺激した

の下で，高等生物の脳神経回路の接続構造の解析が急

ときには下流の細胞に信号が伝わるが，下流の細胞を

ピッチで進められている [34]．また時を同じくしてグ

刺激しても上流の細胞には信号が伝わらない，という

ラフ理論が非理想的な複雑ネットワークを解析できる

フィードフォワード型接続が作られていることを確認

ように拡張され，脳神経回路の構造を数学的に解析す

した（図 2 (b)）[15]．

ることも可能になった [35]．

整流的な信号伝達は神経回路の基本的な特性である

神経科学及び応用数学におけるこのような発展の中

ため，他グループの先行研究においてもマイクロパター

で，生物の神経系において進化的に保存された重要

ン表面やマイクロ流路を使って細胞集団における信号

な構造として「モジュール性」という特徴が浮かび上

図2

Fig. 2

2 細胞からなる “神経ダイオード” ユニットの人工再構成．(a) 非対称な形態のマイクロパターン上で培養
したラット海馬神経細胞．Tau-1 は軸索マーカー．(b) 微小な間隙を空けて非対称マイクロパターンを配
置すると，‘cell 1’ が伸ばした軸索が ‘cell 2’ に対して機能的なシナプスを形成する．ここで，cell 1 を刺
激すると興奮性シナプス電位が cell 2 に生じるが，逆に cell 2 を刺激しても cell 1 でシナプス電位は生
じない．
A two-cell neuronal ‘diode’ unit. (a) Rat hippocampal neuron grown on an asymmetric micropattern. Tau-1 is an axon marker. (b) Linear alignment of the asymmetric micropattern
with a minor gap allows the axon of ‘cell 1’ to form functional synapse with ‘cell 2’. Stimulation
of cell 1 generates an excitatory postsynaptic potential in cell 2, but not vice versa. Panel (a)
c John Wiley & Sons. Panel (b) adapted, with
adapted, with modiﬁcations, from Ref. [12] 
c American Institute of Physics.
modiﬁcations, from Ref. [15] 
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図3

モジュール構造型培養神経回路の人工再構成．(a, b) 作製したシリコーン樹脂スタンプの表面形状 (a) と，パターン基板上で
培養したラット大脳皮質神経細胞 (b)．Merged，3-bond，1-bond，0-bond の順にモジュール性の度合いが高くなる．(c, d)
蛍光カルシウムイメージングによる自発活動パターンの計測．(d) の左側の数字は，その細胞が存在するモジュール番号を示
す．(e) 形状の異なる神経回路間での発火に関与する細胞割合（global network activation (GNA) size）の比較．(f) 3 種類
のネットワークにおける dynamical richness の比較．エラーバーは標準誤差．n.s. 有意差無し；**p < 0.01；***p < 0.001
Fig. 3 In vitro reconstitution of modular neuronal networks. (a) Surface topology of silicone stamps with varying modularity. (b) Rat cortical neurons cultured on the micropatterns. Modularity increases in the order of merged,
3-bond, 1-bond, and 0-bond. (c, d) Spontaneous neural acitivty in a 1-bond network using ﬂuorescence calcium
imaging. The numbers at the left of panel (d) indicate the module which the neuron is located in. (e) Comparison of global network activation (GNA) size in the three network morphologies. (f) Comparison of dynamical
richness. Error bars, S.E.M. n.s., not signiﬁcant, **p < 0.01; ***p < 0.001. All panels adapted from Ref. [18]
c American Association for the Advancement of Science.


がってきた [35]〜[39]．モジュール性とは，密に相互結

ルを表す．ただし，ここでは簡単のために，隣接行列

合した部分集団（モジュール）が全体の中に複数存在

が対称で，またその要素 Aij は 0 若しくは 1 のいず

し，それらが疎に相互結合しているネットワーク構造

れかの値を取るネットワークについての定義を示した．

である．そこで筆者らは，パターン化培養神経回路を

Q はすなわち，モジュール内部で張られている結合

用いて，このモジュール性という構造因子が神経回路

の割合が，次数分布の等しいランダムネットワークにく

の自発活動パターンに及ぼす影響を解析した [18]．

らべてどれほど多いかを定量化している．そこで培養

ネットワークのモジュール性の度合いを定量する指

神経回路においてモジュール内外の結合比を調整すべ

標としては，モジュラリティ Q が広く用いられてい

く，図 3 (a) の四つのパターンを設計した．対照形状と

る [40], [41]:

なるランダムネットワークは，400 × 400 μm2 の正方

Q=

1 
(Aij − eij )δmi ,mj .
2E ij

形パターン（merged）として作製した．次に，この正
方形を 4 分割し，それらを 3 本，1 本，そして 0 本の線
で繋いだ（3-bond，1-bond，0-bond）．線パターンの

ここで i 及び j はネットワーク中のノード（例えば，

上には神経繊維が双方向に行き来する．モジュール間を

神経回路における神経細胞）のインデックス，E はネッ

繋ぐ線の本数が少ないほどモジュール内結合割合が上

トワーク中の結合の総本数，Aij は隣接行列の要素，

がり，ネットワークの Q が高くなる．各パターンの上

eij は各ノードの次数を保持したまま結合をランダム

で培養したラット大脳皮質神経細胞を図 3 (b) に示す．

につなぎ直したネットワークの隣接行列要素，δ はク

培養開始から 10 日目において蛍光カルシウムイメー

ロネッカーのデルタ，mi はノード i が属するモジュー

ジング法を用いてネットワークの自発活動パターンを
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記録し解析したところ，Q の低い merged や 3-bond

ハードウェアなど技術開発が加速しているが，これら

ではネットワーク全体が相変わらず同期するが，四つ

はまた，神経細胞ネットワーク上の活動パターンをそ

のモジュールがちょうど切断されるぎりぎりの所まで

の機能へと結びつけるための新しい枠組みを提供す

モジュラリティを高くした回路では，全体同期と部分

る．例えば，大自由度力学系の過渡ダイナミックスを

同期が入り交じった複雑な発火パターンが現れるこ

用いた機械学習様式であるリザバーコンピューティン

とが分かった（図 3 (c)–3 (e)）．ここで，ネットワー

グでは [42]，力学系が自己組織化臨界状態と呼ばれる

クのダイナミックスの「複雑性」を表す指標として，

時空間的複雑性の高い状態にあるときにメモリ容量が

ニューロン間相関係数のばらつき度合いと，発火イベ

最大化する [43], [44]．現時点において直接的な証明は

ントに関与する細胞数のばらつき度合いの積として

なされていないものの，これは，大脳皮質神経回路の

dynamical richness Θ を定義する：

発火パターンが自己組織化臨界状態にあることに機能


m 

m
pµ (rij ) − 1 
µ=1 
2(m − 1)
m


m 
m
1 

pµ (Γt ) − 
· 1−
µ=1 
2(m − 1)
m

的意義を与える [45], [46]．一方で，脳や神経細胞ネッ

ただし，p(x) は変数 x の分布，rij は細胞 i-j 間の

で，本論文で紹介したような培養神経回路は，細胞が



Θ=

1−

トワークは，低消費電力化やブラックボックス性の低
減などの観点から，脳型システムの更なる性能向上を
図るためのモデル系として位置付けられる．
このようなバイオと AI 技術の互恵関係が深まるなか

相関係数，Γt は時間 t における発火細胞率，m はヒ

ネットワークを形成し，システムとしての機能を発現

ストグラムのビン数（= 20）である．上式の右辺第

するに至る過程をボトムアップに解析することができ

一項は，Zamora-Lopez ら [38] が定義した functional

るユニークな系である．3. では神経細胞が素子として

complexity に等しく，Θ はこれを時間方向にも拡張

の入出力特性を安定化させるメカニズムの一端につい

したパラメータである．Merged，3-bond，1-bond の

て紹介し，続く 4. と 5. では，脳神経回路の基本ユニッ

回路について，Θ を評価した結果を図 3 (f) に示す．

トを人工的に再構成する方法を紹介した．直近の課題

1-bond パターンの Θ は他の形状に比べて有意に高く

は，神経回路網の刺激や摂動に対する応答，そしてそ

なっていた．

れがもたらすネットワーク状態の可塑性の解析であり，

Q の高い 1-bond 回路において複雑な発火パターン

これを通じて，今後，多細胞系のダイナミックスと工

が現れるメカニズムを調べるために，まず，1-bond 回

学的な情報処理を結び付けていきたいと考えている．

路におけるモジュール間を結ぶ神経繊維の束の太さと

謝辞

本研究の遂行にあたり，多面的なご指導を頂

モジュール間の同期性の関係を調べた．すると，基本

きました東北福祉大学特任教授庭野道夫先生（東北

的には太い繊維束によって結ばれたモジュールの方が，

大学名誉教授）に感謝いたします．本論文で紹介し

同期性が強いものの，細くても同期性の高いケースも

た研究は，福岡大学桂林秀太郎准教授（3. 及び 4.），

存在することを見出した [18]．この現象は興奮性細胞

早稲田大学谷井孝至教授（5.），東北大学佐藤茂雄教

のみからなる神経回路網のシミュレーションでも確認
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科研費（15K17449 及び 18H03325），JST さきがけ

こと」と，
「構造的に分離されていること」がバランス
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現れやすくなっていると考えられる．

に基づくものです．

6. む す び
近年，神経回路網の作動原理を数理モデル化した
人工ニューラルネットワークや，それを実装した脳型
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