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1 はじめに
細胞の自律的な運動，細胞分裂，細胞集団の自己
組織化パターンの形成，心臓や体内時計のリズム，
自律的な情報処理など，生命システムは興味深い現
象を示す動的なシステムである．これらの動的な現
象は，いずれも，物質・エネルギーの流入と散逸が
維持された非平衡開放系で実現される自己秩序化現
象であることが知られている（図 1）
．近年，生命シ
ステムの動的な現象をモデル化した人工細胞や人工
組織，さらに，動的な現象を応用した分子ロボット
システムの構築が行われている 1,2)．これらは細胞サ
イズ，すなわち，数〜数百マイクロメートルのスケ
ールでの溶液の化学反応をベースにしており，マイ
クロ流体力学（Microfluidics）による流体の操作が重
要な役割を果たす．特に，マイクロメートルサイズ
の油中水滴を操作できる Droplet microfluidics1)が威
力を発揮する．
Droplet microfluidics とは，数〜数百マイクロメー
トルのサイズの油中水滴を生成したり，油中水滴の
融合分裂を制御したり，ソーティング，アレイ化を
したりすることができる技術である．近年は，
Droplet microfluidics を用いて微小化学分析や生体分
析・診断を可能にする Micro-Total Analysis System（μ
TAS）の構築（たとえば，digital PCR system）や，
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図 1. 非平衡開放系で生じる自己秩序化現象．
機能性材料工学，ソフトマター物理学，細胞操作・
観察，
そして，
人工細胞構築などが実現されている．
本稿では，この Droplet microfluidics を応用した人工
細胞構築の現状について報告する．
2 油中水滴の融合分裂による非平衡開放系型人工
細胞
2.1 非平衡開放系から見た生命システム研究
生命科学の分野では，ゲノム情報やタンパク質立
体構造などの膨大な情報がデータベース化され，そ
れを利用した医薬研究などが目覚しい発展を遂げて
いる．近年では，人工遺伝子回路や人工細胞モデル
による構成的な研究によって，遺伝子の発現・制御
ネットワーク等，細胞機能の動的な側面も解明され
つつある．しかしながら，従来から，人工細胞モデ
ルは脂質二重膜小胞（リポソーム）や油中水滴など
の人工的な細胞サイズコンパートメントを利用して
構築されており，コンパートメント内の溶液は外の
環境から隔離された閉鎖環境になってしまう．した
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水滴内の溶液の撹拌ができる 1)．
生成・撹拌がなされたキャリア水滴は，
その後，
人工細胞水滴のところまで運ばれ，融合時に両者
の水滴の間で物質を拡散的に交換する．これによ
り，人工細胞水滴へ基質を供給するとともに，人
工細胞内で化学反応によって生成された分子の一
部が排出される．最後に，キャリア水滴は，油相
の流れのせん断応力によって，人工細胞から分裂
させられる．このような，キャリア水滴の融合分

図 2 油中水滴の融合分裂による非平衡開放系型人
工細胞．(a) マイクロ流体デバイスの概要．(b) 水滴
融合の様子（電圧印加時）．(c) pH 振動．f：融合分
裂 頻 度 ． (d) pH 振 動 を 示 す 化 学 反 応
（
（
）
）
がって，化学反応が平衡状態へ収束するまでの過渡
現象としての動的な振る舞いしか観測することがで
きない．つまり，従来の人工細胞モデルでは，非平
衡な条件下で時間発展し続けるという生命システム
の本質に迫ることができない．ここでは，油中水滴
に持続的な物質の流入出を実現し，非平衡性を維持
できる人工細胞モデル（非平衡開放系型人工細胞）
の構築に関して解説する．

裂プロセスの繰り返しによって，人工細胞に物質
流入出を実現し，非平衡性を維持させることがで
きる．
この融合分裂は，交流電圧の印加で制御するこ
とができる．
油相には界面活性剤が含まれており，
2 つの水滴は接触しても自発的には融合しないが，
電圧が印加されている場合，不安定化し融合する
（図 2b）
．融合分裂頻度が高い場合は物質の流入
出量が多く，逆に低い場合は流入出量が低いとい
うように，流入出量を電気的に制御できる．ある
種のパルス変調制御であると考えられる．
図 2c は，融合分裂頻度を変えて，物質流入出量
を制御し，人工細胞内での化学反応を制御した実験
データである．人工細胞内部の化学反応は，自己触
媒反応を含むネガティブフィードバック反応ネット
ワークであり，生物のリズム現象によく見られる反
応のタイプである．具体的には，モデルとして pH
振動反応（図 2d）という化学反応系を用いた．図 2c
にあるように，物質流入出量が多い場合，少ない場
合は，反応がある定常点に収束してしまうが，その
中間の適切な物質流入出量が維持されている場合は，
人工細胞の水滴内で pH の振動が発生している．こ
れは，リミットサイクル振動の一つで，時間的な自
己秩序化現象であることが知られている．このよう
に，油中水滴の人工細胞に非平衡性を持たせ，それ
を制御することで，動的な現象を制御できるという
ことが示された．

2.2 物質の流入出のある非平衡開放系型人工細胞
非平衡開放系型人工細胞は，図 2a に示したような
マイクロ流体デバイス 3,4)によって実現できる．人工
細胞となる油中水滴は，マイクロ流路の側面にある
ウェルに固定されている．一方，人工細胞に物質を
供給する油中水滴（以下，キャリア水滴）は，
T-junction 流路と呼ばれる流路部分で生成される．
T-junction 流路では，均一サイズの水滴を大量に生成
3 遠心式キャピラリーマイクロ流体デバイスによ
することができる．油相の流れがせん断応力によっ
る人工細胞の構築
て水相を引きちぎるようにして水滴を生成するため，
人工細胞の構築では，細胞サイズの油中水滴とリ
油水界面の界面張力や，油相・水相の流速などによ
ポソームの 2 種類が利用されている．マイクロ流体
って，
できる水滴の大きさを制御することができる．
力学の発展により，均一サイズを有する細胞サイズ
キャリア水滴には，生成時に複数の水溶液を内包
の油中水滴やリポソームを一度に大量に生成する手
することができる．マイクロ流路中は，低 Reynolds
法が次々と開発されている．我々は，高重力下にお
数であるため，流体は層流を成してしまい，水滴内
いて液体が封入された微細ガラス管からの微小液滴
の溶液は容易には混合されないが，図 2 a にあるよ
生成に着目し，遠心型マイクロ流体デバイスを開発
うなジグザグ型の流路を通過させることでキャリア
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．ここでは，遠心型マイクロ流体デバイスに
よる油中水滴とリポソーム作製法について解説する．
3.1 脂質膜小胞（リポソーム）による人工細胞
我々の開発した方法 6, 7)（図 3a）は，まず，1.5 mL
の試験管チューブ内にリン脂質が溶けた油と水によ
る単層膜の界面を形成させる．次に，ガラス管を固
定した固定具をチューブ内にセットし卓上型小型遠
心機で遠心する．遠心力によりガラス管から射出し
た水滴は，サイズの異なる 2 種類の液滴（大：70-90
μm，小：5-30 μm）を形成し，リン脂質が溶けた油
相に入り，油中水滴となる．次に，リン脂質で覆わ
れた油中水滴は，油と水の界面にできた単層膜を通
過することで，リポソームとなる．界面を通過する
際に，小さい油中水滴ほど通過しやすいという物理
的特性を利用することで，細胞サイズ（5-30 μm）の
リポソームが得られる（図 3b）．
次に，本作製法によって得られたリポソーム膜の
物理的性質である脂質二重膜形成について解析した．
膜貫通タンパク質の一つである α ヘモリシンタンパ
ク質をリポソーム膜の外側から添加すると，α ヘモ
リシンタンパク質は，膜に吸着し膜上でナノポアを
形成する．図 3c にあるように，膜上のナノポアを介
して物質が膜内外の流入出を繰り返すことにより，
膜内外の位相差が解消される．α ヘモリシンタンパ
ク質は脂質二重膜にのみナノポアを形成することが
確認されており，このことから，本手法によって得
られるリポソームは脂質二重膜性を維持しているこ
とがわかる．
さらに，近年，人工細胞研究で良く利用されてい
る，リポソーム内に無細胞翻訳系を封入し，緑色蛍
光タンパク質（GFP）合成を試みた（図 3d）．リポ
ソーム内で転写・翻訳系（DNA→RNA→タンパク質）
の反応を行い，リポソーム内で GFP による蛍光が観
察された．本手法を用いても，リポソーム内でのタ
ンパク質の合成など生化学反応系の観察は可能であ
ることが示された．この他に，油相中に様々な脂質
を混合することで膜表面上のドメイン構造形成（相
分離現象）や脂質二重膜の外層と内層の非対称構造
（生体膜と類似）を有したリポソームなどを作製で
き，より細胞らしい高次の機能を有した新たな人工
細胞モデル系の構築が期待できる．
3.2 油中水滴による人工細胞
3.1 で使用したデバイスでは，水滴は大小 2 種類の
大きさを有する水滴を形成する．これは，Dripping

図 3 遠心式キャピラリーマイクロ流体デバイス
による細胞サイズリポソームの作製．(a) 遠心
式マイクロ流体デバイスの模式図とリポソーム
作製プロセスの模式図. (b) リポソームの蛍光
と微分干渉画像およびサイズ分布. (c) α ヘモリ
シンのナノポア形成過程のリアルタイム観察.
(d) リポソーム内での GFP 発現
と呼ばれるメカニズムで水滴が形成されていること
を示している．Dripping において，大きい水滴のサ
イズは，Tate の法則 dw∝(σdo/ρG)1/3 （dw：水滴の大
きさ，σ：表面張力，do：ガラス管の口径，ρ：水溶
液の密度，G：重力）で決まり，小さい水滴は，大
きい水滴に付随するサテライトのため大きさを制御
することが難しい．ガラス管の口径と同じ大きさの
水滴を得るには，Jetting と呼ばれるメカニズムでガ
ラス管から水溶液が射出される必要がある．Jetting
により，水滴のサイズを制御するために，我々はデ
バイスの構造を改良し，太さの異なるガラス管を重
ね合わせた二重管構造のデバイスを構築した（図
4a）8)．外側のガラス管に界面活性剤を混入した油を，
内側のガラス管に水を封入する．遠心力により，油
と水を同時に押し出すことで Jetting が起こるか確認
した．
図 4b にあるように、
ガラス管の口径とほぼ同じ大
きさで，かつサイズ均一性を有する油中水滴の作製
に成功した．これは，Jetting により水滴が形成され
ていることを示す．さらに，図 4c にあるように，こ
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図 4 遠心式キャピラリーマイクロ流体デバイス
による細胞サイズ油中水滴の作製．(a)デバイス
の模式図と Jetting 現象の模式図. (b)ガラス管の
口径と油中水滴のサイズ相関. (c)油中水滴内で
の GFP 発現
ちらでも油中水滴内でタンパク質発現を行う実験に
成功しており，油中水滴を用いた人工細胞研究への
応用の可能性を示した．今後は，こちらのデバイス
でもリポソーム作製へ応用したいと考えている．
4 おわりに
本稿では，Droplet microfluidics を利用した様々な
人工細胞の構築手法に関して解説した．細胞は，マ
イクロスケールの流体と化学反応が協同的に作用す
ることで複雑で動的な自己秩序化現象を示す典型的
な例である．今後も，マイクロ流体力学は，このよ
うな動的な現象をモデル化し応用した，人工細胞や
分子ロボットなどの微小かつ複雑高機能な自律型分
子システムの開発に役に立つと考えられる．
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