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(57)【要約】
【課題】クリーンかつ安全で、人為的に発電を制御し得る発電素子および発電デバイスを
提供すること。
【解決手段】本発明に係る発電素子は、凍結乾燥された、生物由来のシナプス後細胞の細
胞膜片を備える。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
凍結乾燥された、生物由来のシナプス後細胞の細胞膜片を備える発電素子。
【請求項２】
孔または不連続部分を有する第一の絶縁性支持体を備え、
上記シナプス後細胞の細胞膜片が、上記孔または不連続部分を跨ぐように上記第一の絶
縁性支持体に固定されている、請求項１に記載の発電素子。
【請求項３】
孔または不連続部分を有し、上記第一の絶縁性支持体と共に上記細胞膜片を挟持する、
第二の絶縁性支持体をさらに備える、請求項２に記載の発電素子。
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【請求項４】
上記絶縁性支持体は、疎水修飾されている、請求項２または３に記載の発電素子。
【請求項５】
第二の細胞膜片を備え、
上記シナプス後細胞の細胞膜片と上記第二の細胞膜片とが、内側面同士が対向するよう
に所定の間隔をおいて配置されてなる、請求項１〜４の何れか一項に記載の発電素子。
【請求項６】
上記シナプス後細胞の細胞膜片の外側面に対して神経伝達物質を含む液体を供給する流
路と、
上記シナプス後細胞の細胞膜片の内側面に対してＡＴＰを含む液体を供給する流路とを
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備える、請求項１〜５の何れか一項に記載の発電素子。
【請求項７】
上記シナプス後細胞の細胞膜片は、発電生物の発電細胞における神経支配側の細胞膜片
である、請求項１〜６の何れか一項に記載の発電素子。
【請求項８】
上記発電生物は、シビレエイ、デンキウナギ、またはデンキナマズである、請求項７に
記載の発電素子。
【請求項９】
請求項１〜８の何れか一項に記載の発電素子を備える発電デバイス。
【請求項１０】
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シナプス後細胞の上記細胞膜片の内側面に対してＡＴＰを含む液体を供給する第一の供
給手段と、
シナプス後細胞の上記細胞膜片の外側面に対して神経伝達物質を含む液体を供給する第
二の供給手段とを備える、請求項９に記載の発電デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、細胞膜片を備えた発電素子、および当該発電素子を備えた発電デバイスに関
するものである。
【背景技術】
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【０００２】
火力および原子力などの既存の発電方法は、環境面および安全面で問題がある。これら
に代わる、クリーンで安全な発電方法として、水力、風力、地熱、および太陽光などの自
然依存型発電があるが、地形または自然状況に左右され、安定供給が難しいという問題が
ある。そのため、やはりこれらとは別に、常時供給可能な発電システムが求められている
。
【０００３】
そこで、近年、クリーンかつ安全な電力供給手段として、生物の機能を利用する発電方
法が注目を集めている。その代表例として、微生物が有する酸化還元酵素を電極に組み込
み、グルコースから直接電子を取り出して発電するバイオ燃料電池（非特許文献１）、お
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よび、微生物から直接電気を取り出す微生物燃料電池（非特許文献２）などがある。燃料
が安価で大量生産可能なため、大規模な発電システムとしても期待されているが、最適化
には時間を要するため、出力性能は現状必ずしも十分ではなく、最高でも１０ｍＷ／ｃｍ
2

程度にとどまっている。

【０００４】
一方、生物の発電機能の利用という観点で歴史的にみれば、紀元前５世紀の古代ギリシ
ャ時代には既にシビレエイが痛風および頭痛の鎮痛用に使用されていたという記録がある
。しかし、この発電機能を人為的に制御することは現在に至るまで困難であった。最近で
は、同じく強電気魚の一種であるデンキウナギを用いた電飾が行われているが、むろん展
示としての利用のみで、産業応用には至っていない。発電細胞の機能を制御するには、細
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胞膜を極めて高い時間・空間分解能で化学刺激する必要があるからである。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Kendall, Nat. Mater. 1, 211 (2002)
【非特許文献２】Kato et al., PNAS 109, 10042 (2012)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
したがって、クリーンかつ安全で、しかも、人為的に発電を制御することが可能な新た
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な発電デバイスを開発することが望まれている。
【０００７】
本発明は上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、クリーンかつ安全で
、人為的に発電を制御し得る発電素子および発電デバイス等を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本願発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討を行った。その結果、生物の発電
細胞などの電気を発生する細胞の細胞膜を取り出し凍結乾燥をしたものが、電気を発生す
るような環境に置くことによって、人為的に発電を制御し得ることに想到し、本発明を完
成するに至った。

30

【０００９】
すなわち、本発明に係る発電素子は、凍結乾燥された、生物由来のシナプス後細胞の細
胞膜片を備える。
【００１０】
本発明に係る発電素子は、孔または不連続部分を有する第一の絶縁性支持体を備え、上
記シナプス後細胞の細胞膜片が、上記孔または不連続部分を跨ぐように上記第一の絶縁性
支持体に固定されていることが好ましい。
【００１１】
本発明に係る発電素子は、孔または不連続部分を有し、上記第一の絶縁性支持体と共に
上記細胞膜片を挟持する、第二の絶縁性支持体をさらに備えることが好ましい。
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【００１２】
本発明に係る発電素子において、上記絶縁性支持体は、疎水修飾されていることが好ま
しい。
【００１３】
本発明に係る発電素子は、第二の細胞膜片を備え、上記シナプス後細胞の細胞膜片と上
記第二の細胞膜片とが、内側面同士が対向するように所定の間隔をおいて配置されてなる
ことが好ましい。
【００１４】
本発明に係る発電素子は、上記シナプス後細胞の細胞膜片の外側面に対して神経伝達物
質を含む液体を供給する流路と、上記シナプス後細胞の細胞膜片の内側面に対してＡＴＰ

50

(4)

JP 2014‑200142 A 2014.10.23

を含む液体を供給する流路とを備えることがより好ましい。
【００１５】
本発明に係る発電素子において、上記シナプス後細胞の細胞膜片は、発電生物の発電細
胞における神経支配側の細胞膜片であることが好ましい。
【００１６】
本発明に係る発電素子において、上記発電生物は、シビレエイ、デンキウナギ、または
デンキナマズであることがより好ましい。
【００１７】
本発明に係る発電デバイスは、上述の発電素子を備える。
【００１８】

10

本発明に係る発電デバイスは、シナプス後細胞の上記細胞膜片の内側面に対してＡＴＰ
を含む液体を供給する第一の供給手段と、シナプス後細胞の上記細胞膜片の外側面に対し
て神経伝達物質を含む液体を供給する第二の供給手段とを備えることが好ましい。
【発明の効果】
【００１９】
本発明は、クリーンかつ安全で、人為的に発電を制御し得る発電素子および発電デバイ
スを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】シビレエイの発電器官および発電原理の概要を示す図である。
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【図２】本発明に係る発電素子の製造方法の一実施形態を概略的に示す図である。
【図３】本発明に係る発電素子の発電の検証方法の一例を概略的に説明する図である。
【図４】本発明に係る発電デバイスの一実施形態を概略的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
〔本発明の概念〕
本発明は、生物の発電細胞などの電気を発生する細胞の細胞膜を取り出し、電気を発生
するような環境に置くことによって、人為的に発電を制御し得る。
【００２２】
電気を発生する細胞として、シナプスにおけるシナプス後細胞が挙げられる。シナプス
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後細胞は、シナプス前細胞からのシグナルを受け取ると、電気を発生させる。そのメカニ
ズムは現在までに詳細に研究され、よく知られている。一例について簡単に説明すると、
シナプス後細胞の細胞膜に埋め込まれているＮａ+ポンプ（ＡＴＰ依存性Ｎａ+ポンプ、Ｎ
ａ+−Ｋ+交換型ＡＴＰ依存性ポンプ（Ｎａ+−Ｋ+ＡＴＰアーゼ）など）がＡＴＰのエネル
ギーを利用して、細胞内のＮａ+を濃度勾配に逆らって細胞内から細胞外へと汲み出す。
このときエネルギーは、細胞膜の内側表面と外側表面との電位差として蓄えられる。次い
で、シナプス前細胞から神経伝達物質が放出されると、シナプス後細胞の細胞膜に埋め込
まれているリガンド依存性Ｎａ+チャネルが開き、Ｎａ+濃度の高い細胞外から、Ｎａ+濃
度の低い細胞内へと、濃度勾配に従ってＮａ+が一気に流入する。そのため、細胞内外で
の電位が変化し、電流が発生する。シナプス前細胞から放出される神経伝達物質としては
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、アセチルコリン、ノルアドレナリン、ドーパミン、およびセロトニン等が挙げられる。
電流発生後、神経伝達物質は分解酵素によって速やかに分解される。また、Ｋ+などのイ
オンも電位差の生成に重要であり、シナプス後細胞の細胞膜に埋め込まれているＫ+チャ
ネルが重要な働きを果たしている。上述のイオンポンプおよびイオンチャネルは膜タンパ
ク質である。生体内では、このようなメカニズムにより、神経細胞間の伝達、神経筋肉間
の伝達、生物発電などを行っている。
【００２３】
生物発電の一例として、シビレエイの発電器官について、図１に基づいて説明する。シ
ビレエイの発電器官は、図１の（ａ）に示すように、胸鰭基部の皮膚下に存在する（参考
文献：Hucho, VCH publisher (1986)）。この発電器官は、図１の（ｂ）に示すように、
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発電細胞が直列に積層しているため、高い電圧を得ることができる。シビレエイの発電器
官では、出力性能が一瞬（〜１０ｍｓ）であるが、一匹あたり最大１０ｋＷ以上、１００
Ｗ／ｃｍ2を実現している。このような精密な構造は進化の中で最適化されてきたと考え
られる。
【００２４】
発電細胞では、通常時、グルコース分解で生成したＡＴＰのエネルギーを利用して、発
電細胞の表面にある膜タンパク質の一種であるイオンポンプが、濃度勾配に逆らって細胞
内のＮａ+を細胞外へ汲み出している。そのため、図１の（ｃ）に示すように、Ｎａ+濃度
は、細胞内よりも細胞外が高くなっている。興奮時、図１の（ｄ）に示すように、シナプ
ス前細胞のシナプス小胞からアセチルコリンが放出されると、発電細胞の表面にある膜タ
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ンパク質の一種であるＮａ+チャネルが開き、Ｎａ+濃度の高い細胞外から、Ｎａ+濃度の
低い細胞内へと、濃度勾配に従ってＮａ+が一気に流入する。これらのタンパク質は発電
細胞の細胞膜のうちシナプス前細胞と対向する側の面に局在化しているため、細胞内で電
位差が生じ、放電する。発電細胞では、このようなタンパク質が細胞膜表面に極めて多数
集積しているため、電流密度が増している。
【００２５】
本発明に係る発電素子は、このようなシナプス後細胞の細胞膜だけを取り出し、神経伝
達物質を人為的に受容体に接触させれば発電を行うことができるという発想に基づき、考
えられたものである。接触させる神経伝達物質の量を制御することによって、発電を制御
することが可能となる。なお、細胞自体を用いるよりも、細胞膜を取り出して用いる方が
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、機能保持期間が長く、保存および加工にも適しており、デバイス化が容易である。
【００２６】
〔発電素子〕
本発明に係る発電素子は、凍結乾燥された、生物由来のシナプス後細胞の細胞膜片を備
えている。
【００２７】
本発明に係る発電素子に含まれるシナプス後細胞の細胞膜片（以下、「第一の細胞膜片
」という）は、生物に由来する。第一の細胞膜片の由来となる生物は、シナプス後細胞を
有する生物であれば特に限定されないが、シビレエイ、デンキウナギ、およびデンキナマ
ズ等の強電気魚等の発電生物であることが好ましい。
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【００２８】
シナプス後細胞としては、発電細胞、神経細胞、および筋細胞等が挙げられる。なお、
発電細胞は、神経細胞または筋細胞が特殊化したものである。シナプス後細胞として好ま
しくは、シビレエイ、デンキウナギ、およびデンキナマズ等の発電生物の発電器官の発電
細胞である。発電細胞の細胞膜には、生物発電において機能するタンパク質が密集して存
在している。そのため、発電細胞から取り出した細胞膜片では、より効率的な発電を行う
ことができる。シナプス後細胞は、生物個体のものであってもよいし、培養器官のもので
あってもよいし、あるいは培養細胞であってもよい。
【００２９】
第一の細胞膜片は、特に、シナプス前細胞と対向する面の細胞膜片であることが望まし
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+

い。この面の細胞膜には、Ｎａ チャネルなどの膜タンパク質が局在化（他の面と比較し
て）しているため、大きな発電効率が期待できるからである。第一の細胞膜片は、より好
ましくは、発電生物の発電細胞における神経支配側の細胞膜片である。
【００３０】
本発明に係る発電素子の製造方法の一例では、生物に由来するシナプス後細胞に、孔ま
たは不連続部分を有する基体を圧着して、当該圧着部分に位置する細胞膜および当該孔ま
たは不連続部分に位置する細胞膜を一体的に剥離する剥離工程と、剥離した細胞膜片を上
記基体に保持させたまま凍結乾燥する凍結乾燥工程と、を含む製造方法によって製造され
る。
【００３１】
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なお、基体の不連続部分とは、孔ではない不連続構造、例えば、基体の辺縁部から内側
方向に向かって形成された切れ込みや、同じ平面内にある表面同士が所定の間隔（不連続
部分）をおいて配置された構造等の総称である。
【００３２】
当該製造方法は、上記凍結乾燥工程の後、細胞膜片の全部または一部を取り出し、それ
を孔または不連続部分を有する第一の絶縁性支持体に、当該孔または不連続部分を跨ぐよ
うに固定することが好ましい。さらに、上記孔または不連続部分に位置する細胞膜片の少
なくとも一部が露出するように、上記第一の絶縁性支持体と、孔または不連続部分を有す
る第二の絶縁性支持体とで上記細胞膜片を挟持させる挟持工程をさらに含むことが好まし
い。第一の絶縁性支持体および第二の絶縁性支持体は、疎水修飾されていることがより好
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ましい。
【００３３】
本発明に係る発電素子の製造方法の一実施形態を図２に基づいて以下に説明する。本実
施形態では、シビレエイの発電器官の細胞の細胞膜を用いて、発電素子を製造する。なお
、シビレエイは、一般的に食されることはなく、他の魚と共に捕獲されても不要なものと
して廃棄されている。そのため、シビレエイの利用は、元々廃棄されているものを利用す
るという点で、生態系を不必要に乱すものではないといえる。
【００３４】
まず、シビレエイの個体から発電器官を取り出し、スライスする。次いで、ポリリシン
等で正に帯電したガラス板（以下「剥離用ガラス板」という）をスライスの表面に圧着す
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る。なお、剥離用ガラス板は、少なくとも細胞に触れる面がポリリシン等で正に帯電して
いればよい。剥離用ガラス板は孔を有しており、直径は、例えば０．１ｍｍ〜１０ｍｍ、
好ましくは１ｍｍ〜３ｍｍである。剥離用ガラス板の厚みは、特に限定されないが、例え
ば、０．０１ｍｍ〜１ｍｍ、好ましくは０．０１ｍｍ〜０．２ｍｍとすることができる。
【００３５】
圧着は、例えば、ポリリシンコートしたガラス板を細胞上に置き、１０〜２０間静置す
ることで行う。これにより、圧着されている部分の細胞膜が剥離用ガラス板の表面に吸着
する。そして、剥離用ガラス板をスライスから剥離することによって、剥離用ガラス板の
表面に吸着した細胞膜とそれに囲まれた孔部分の細胞膜とが一体的に剥離する。剥離の面
において、圧着部分の細胞膜の面積は、孔部分の細胞膜の面積の１０倍以上であることが
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好ましく、２０倍以上であることがより好ましい。なお、剥離用ガラス板の孔の大きさを
調節することによって、１個の細胞の細胞膜を剥離することもできるし、複数の細胞の細
胞膜を一緒に剥離することもできる。
【００３６】
なお、ポリリシンの代わりに、基板を正に帯電させることができる他の修飾剤を用いる
こともできる。そのような修飾剤としては、Alcian Blue等が挙げられる。
【００３７】
次いで、剥離した細胞膜片を剥離用ガラス板に保持させたまま、凍結乾燥（例えば、真
空凍結乾燥）を行う。凍結乾燥は公知の方法で行えばよい。この工程によって、保存性お
よび操作性を向上させることができる。そのため、発電デバイスに搭載させる際の操作が
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容易になる。なお、細胞膜片を凍結乾燥しても、発電機能を維持している。
【００３８】
なお、細胞膜片を剥離するための基体は、ガラス板に限定されず、ポリスチレン等のプ
ラスチック板であってもよい。
【００３９】
凍結乾燥工程後、剥離用ガラス板に保持された細胞膜片を切り取り、その細胞膜片を疎
水修飾したガラス板（第一の絶縁性支持体に相当、以下「挟持用ガラス板ａ」という）の
上に載せる。次いで、別の疎水修飾したガラス板（第二の絶縁性支持体に相当、以下「挟
持用ガラス板ｂ」という）を載せ、上記細胞膜片を挟持させる（挟持工程）。なお、２枚
の挟持用ガラス板は何れも、少なくとも細胞膜片に触れる側の面が疎水修飾されていれば
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よい。疎水修飾は、例えば、ポリカーボネート、オクダデシルシラン（ＯＤＳ）、および
フッ素コーティング剤等の疎水修飾剤を公知の方法でガラス板の表面にコーティングする
ことによって行えばよい（参考文献：X. Gao, Y. Tanaka, Y. Sugii, K. Mawatari, T. K
itamori, Anal.Sci., 27 (9), 907‑911 (2011)）。
【００４０】
挟持用ガラス板ａと挟持用ガラス板ｂとは同じ形状を有しており、孔を有している。挟
持用ガラス板ａと挟持用ガラス板ｂとが合うように細胞膜片を挟んで重ね合わせ、ネジ等
で固定する。すると細胞膜片の一部が両方のガラス板から露出する。細胞膜のうち細胞内
に接していた面（以下、「内側面」という）は挟持用ガラス板ａの孔から露出し、細胞膜
のうち細胞外に接していた面（以下、「外側面」という）は挟持用ガラス板ｂの孔から露
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出する。このような挟持工程を行うことによって、発電素子の強度が増し、耐用期間を長
くすることができる。
【００４１】
挟持用ガラス板の厚みは、強度の観点からは厚い方が好ましいが、発電デバイスの小型
化の観点からは薄い方が好ましい。挟持用ガラス板の厚みは、例えば、０．０１ｍｍ〜１
ｍｍ、好ましくは０．０１ｍｍ〜０．２ｍｍとすることができる。
【００４２】
なお、第一の絶縁性支持体および第二の絶縁性支持体は何れも、ガラス板に限定されず
、ポリスチレン等のプラスチック板であってもよい。第一の絶縁性支持体および第二の絶
縁性支持体は何れも、ガラス板であることが好ましい。ガラス板は硬くかつ薄いからであ

20

る。
【００４３】
このように製造された本発明に係る発電素子は、凍結乾燥された、生物に由来するシナ
プス後細胞の細胞膜片と、孔または不連続部分を有する第一の絶縁性支持体とを備え、上
記シナプス後細胞の細胞膜片が、上記孔または不連続部分を跨ぐように上記第一の絶縁性
支持体に固定されている。また、本発明に係る発電素子の好ましい一形態では、孔または
不連続部分を有し、上記第一の絶縁性支持体と共に上記細胞膜片を挟持する、第二の絶縁
性支持体をさらに備える。また、本発明に係る発電素子のより好ましい一形態では、第一
の絶縁性支持体および第二の絶縁性支持体は、疎水修飾されている。
【００４４】
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本発明に係る発電素子に含まれる細胞膜片は、凍結乾燥されている。これによって、保
存性および操作性が向上している。そのため、発電デバイスに搭載させる際の操作が容易
になる。
【００４５】
このように製造された発電素子の発電機能を検証する方法の一例を、図３に概略的に示
す。図３に示す方法では、発電素子を、第一の細胞膜片の内側面が下を向くようにシリコ
ーン樹脂製の容器にセットする。また、第一の細胞膜片の内側面側と第一の細胞膜片の外
側面側とをオシロスコープに接続する。第一の細胞膜片の内側面側にＮａ+溶液を入れ、
第一の細胞膜片の外側面側にＡＴＰ＋Ｎａ+溶液を入れる。Ｎａ+ポンプで外側面側のＮａ
+

を内側面側に汲み出させた後、内側面側にアセチルコリンを導入する。この際の電位の
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変化をオシロスコープで観測する。
【００４６】
このように製造された発電素子は、シビレエイ個体の電流・電圧値から、電圧値１５０
ｍＶ、電流値２ｍＡ程度が見込まれる。
【００４７】
本発明に係る発電素子は、第二の細胞膜片を備え、上述のシナプス後細胞の細胞膜片（
第一の細胞膜片）と第二の細胞膜片とが、対向するように所定の間隔をおいて配置されて
なることが好ましい。さらに、第一の細胞膜片と第二の細胞膜片とが、内側面同士が対向
するように所定の間隔をおいて配置されてなることがより好ましい。なお、第一の細胞膜
片と第二の細胞膜片とが、外側面同士が対向するように所定の間隔をおいて配置されてい
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てもよい。
【００４８】
第二の細胞膜片は、第一の細胞膜片と比較して、ナトリウムチャネルの数が少ないこと
が望ましい。第二の細胞膜片は、生物由来であってもよいし、公知の方法で人工的に合成
したもの（例えば、脂質二重膜）であってもよい。第二の細胞膜片は、例えば、シナプス
後細胞における非神経支配側の細胞膜片であることが好ましい。第二の細胞膜片は、生物
由来である場合、上述した本発明に係る発電素子の製造方法の一例と同様の方法で、細胞
から剥離されてもよい。また、第二の細胞膜片は上述と同様の方法で、凍結乾燥されてい
てもよい。さらに、第二の細胞膜片は上述と同様の方法で、疎水修飾した絶縁性支持体で
挟持されていてもよい。そのため、第二の細胞膜片は、孔または不連続部分を有する第三

10

の絶縁性支持体と、孔または不連続部分を有する第四の絶縁性支持体とで挟持されたもの
であり得る。なお、第一の細胞膜片と第二の細胞膜片とは、同一の細胞に由来する必要は
ない。
【００４９】
本発明に係る発電素子は、上述のシナプス後細胞の細胞膜片（第一の細胞膜片）の外側
面に対して神経伝達物質を含む液体を供給する流路と、第一の細胞膜片の内側面に対して
ＡＴＰを含む液体を供給する流路とを備えることがより好ましい。
【００５０】
上述の流路は、例えば、絶縁性材料からなる壁で囲まれている。流路を構成する絶縁性
材料としては、ガラス、シリコーン樹脂、およびプラスチック等が挙げられる。また、液
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体を投入するための流入口および液体を排出するための排出口を有していてもよい。なお
、流路の断面形状は特に限定されない。
【００５１】
第一の細胞膜片と、第二の細胞膜片と、神経伝達物質を含む液体を供給する流路と、Ａ
ＴＰを含む液体を供給する流路とを備える発電素子では、第一の細胞膜片と第二の細胞膜
片との間にＡＴＰを含む液体を流すことができる。そのため、疑似細胞構造を形成するこ
とができる。
【００５２】
本発明に係る発電素子は、後述の発電デバイスに搭載され得る。
【００５３】
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〔発電デバイス〕
本発明に係る発電デバイスは、上述の本発明に係る発電素子を備えている。本発明に係
る発電素子デバイスでは、生体内における発電の仕組みを応用して発電を行う。
【００５４】
本発明に係る発電デバイスの一実施形態を図４に基づいて以下に説明する。本実施形態
に係る発電デバイス１００は、シビレエイの発電細胞における神経支配側の細胞膜片を備
えている発電素子１を搭載している。
【００５５】
発電デバイス１００は、溶液流路層２と複数の発電層３とが積層してなる。より具体的
には、溶液流路層２の下に複数の発電層３が積層している。
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【００５６】
溶液流路層２は、上部ガラス板４ａと、下部ガラス板４ｂと、ＡＴＰ溶液充填部５と、
Ｎａ+−ＡＣｈＥ（アセチルコリン分解酵素）溶液充填部６と、Ｎａ+−ＡＣｈ（アセチル
コリン）溶液充填部７と、流路８〜１０とを備えている。流路８〜１０は、上部ガラス板
４ａおよび下部ガラス板４ｂを重ね合わせた際の上部ガラス板４ａと下部ガラス板４ｂと
の間隙として形成されている。流路８〜１０は、例えば、深さ１０μｍ〜１００μｍ、幅
１００μｍ〜１ｍｍとすることができる。流路８はＡＴＰ溶液充填部５と連通している。
流路９はＮａ+−ＡＣｈＥ溶液充填部６と連通している。流路１０はＮａ+−ＡＣｈ溶液充
填部７と連通している。また、溶液流路層２には複数のバルブが設けられており、流路８
〜１０を流れる各溶液が発電層３へ流入することを制御可能となっている。また、流路８
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〜１０には、対応する溶液充填部の近傍に、それぞれ公知のポンプ５ａ、６ａ、７ａが備
えられている。
【００５７】
発電層３は、ＡＴＰ溶液通路１１と発電素子１とＮａ+液通路１２と底部膜１３とを、
上方からこの順序で備えている。発電層３は複数あり、溶液流路層２の下層に積層してい
る。複数の発電層３のうち最上部にある発電層３は、下部ガラス板４ｂを介して溶液流路
層２と隔てられている。図４の（ｄ）に示すように、発電素子１は、細胞膜のうち細胞内
に接していた面（内側面）が上を向くように設けられている。すなわち、内側面がＡＴＰ
溶液通路１１と接し、細胞膜のうち細胞外に接していた面（外側面）がＮａ+液通路１２
と接するように配置されている。底部膜１３は、脂質二重膜１３ａが孔を有する２枚のガ
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ラス板１３ｂ・１３ｃで挟持された構造を有している。
【００５８】
流路８は、各発電層３のＡＴＰ溶液通路１１と連通している。流路９および流路１０は
、各発電層３のＮａ+液通路１２と連通している。各溶液は対応する溶液充填部から対応
する流路へと流れ、当該流路から対応する通路へと流れるようになっている。ポンプ５ａ
〜７ａは各溶液を一方向に押し出すため、各溶液は一方向に流動し、逆流することはない
。
【００５９】
発電デバイス１００を用いた発電方法を以下に説明する。ここでは、複数の発電層３の
20

うちで最も上層にある発電層３に着目して説明する。
【００６０】
まず、ＡＴＰ溶液充填部５にＡＴＰ溶液を充填し、ポンプ５ａを用いて流路８へ流動さ
せる。また、Ｎａ+−ＡＣｈＥ溶液充填部６にＮａ+−ＡＣｈＥ溶液（１５０ｍＭ Ｎａ+＋
アセチルコリン分解酵素）を充填し、ポンプ６ａを用いて流路９へ流動させる。また、Ｎ
ａ+−ＡＣｈ溶液充填部７にＮａ+−ＡＣｈ溶液（１５０ｍＭ Ｎａ+＋アセチルコリン）を
充填し、ポンプ７ａを用いて流路１０へ流動させる。
【００６１】
さらに、ＡＴＰ溶液通路１１に、流路８に流したＡＴＰ溶液を流し込む。また、Ｎａ+
液通路１２には流路９に流したＮａ+−ＡＣｈＥ溶液を流し込む。この状態では発電は起
こらない（図４の（ｄ））。ここで、Ｎａ+液通路１２に、流路１０に流したＮａ+−ＡＣ
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+

ｈ溶液を流し込む。すると、発電素子１の細胞膜片上に存在するＡＣｈ依存性Ｎａ チャ
ネルのＡＣｈ結合部位にＡＣｈが結合し、Ｎａ+のチャネルが開く。そして、Ｎａ+濃度が
高いＮａ+液通路１２からＮａ+濃度が低いＡＴＰ溶液通路１１へ、Ｎａ+が一気に移動す
る。そのため、発電素子１の細胞膜片と底部膜１３とに電位差が生じ、発電素子１から底
部膜１３へ電気が流れる（図４の（ｅ））。この電気は、例えば、コンデンサに蓄えられ
る。
【００６２】
Ｎａ+液通路１２へのＮａ+−ＡＣｈ溶液の流し込みをやめて、再びＮａ+液通路１２に
Ｎａ+−ＡＣｈＥ溶液を流す。すると、Ｎａ+液通路１２にあるＡＣｈがＡＣｈＥによって
分解され、Ｎａ+のチャネルが閉じる。ＡＴＰ溶液通路１１に流れ込んだＮａ+は、発電素
+
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+

子１の細胞膜片上に存在するＡＴＰ依存性Ｎａ ポンプによって、Ｎａ 液通路１２へ汲み
出される。
【００６３】
そして、再びＮａ+液通路１２に、流路１０に流したＮａ+−ＡＣｈ溶液を流し込み、上
述の原理で発電させる。このサイクルを繰り返すことによって、ＡＴＰの化学エネルギー
を電気エネルギーに変換して、発電を行うことができる。
【００６４】
各溶液の対応する流路から対応する通路への流動は、図４の（ｂ）に示すようなバルブ
機構で制御する。バルブ機構は流路ごとに設けられており、３つの溶液の流れはそれぞれ
制御することができる。バルブ機構は溶液流路層２に設けられている。上部ガラス板４ａ
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には円形の開口部４ｃが設けられており、開口部４ｃはガラス薄板４ｄによって封止され
ている。さらに、ガラス薄板４ｄの中央付近に外側からピエゾアクチュエータ２１が取り
付けられている。また、下部ガラス板４ｂは、ピエゾアクチュエータ２１に対向する部分
が高くなって、凸部４ｅを形成している。
【００６５】
溶液の流れの制御は、ピエゾアクチュエータ２１でガラス薄板４ｄを上から押力を付加
することによって行う。ガラス薄板４ｄに押力を付加していない状態では、溶液は流路を
流れる（図４の（ｂ）上）。ガラス薄板４ｄに押力を付加すると、ガラス薄板４ｄの変位
が生じ、凸部４ｅとガラス薄板４ｄとで流路が封止されて、溶液の流れが止まるか、ある
いは減少する（図４の（ｂ）下）。押力を開放すると、ガラス薄板４ｄの自己復元によっ
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て、あるいは溶液に押される形でガラス薄板４ｄが復元し、再び溶液が流れる。
【００６６】
ガラスは自重によってたわむことがなく、ガラス板と自然吸着することもないため、ガ
ラス薄板４ｄと凸部４ｅとの距離を小さくすることができる。そのため、デッドボリュー
ムを極めて少なくすることができ、逆方向の溶液の流れの発生を回避することができる。
ガラス薄板４ｄと凸部４ｅとの距離は、例えば、１〜１００μｍの範囲内で設計すること
が可能である。また、ガラス薄板４ｄによって封止される開口部４ｃの径は、例えば、１
〜３ｍｍとすることができる。また、ガラス薄板４ｄの厚みは、５０μｍ以下にすること
ができ、例えば、１〜５０μｍであり、好ましくは１〜２５μｍであり、より好ましくは
１〜１０μｍである。
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【００６７】
流路１０と各発電層３のＮａ+液通路１２とは、移送通路１４を介して連通している。
図４の（ｃ）に示すように、発電層３ごとに移送通路１４（移送通路１４ａ・１４ｂ・１
４ｃ）が設けられている。なお、図４の（ｃ）では、説明の単純化のために移送通路１４
は３つしか示されていないが、実施には発電層３の数だけ移送通路１４が存在している。
流路１０に設けられているバルブ機構は、全ての発電層３へのＮａ+−ＡＣｈ溶液の流入
を同時に制御している。
【００６８】
このようなバルブ機構により、瞬間的および局所的に各溶液の流れをそれぞれ制御する
ことができる。そのため、生体と同様に断続的なアセチルコリンの放出を行うことができ
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る。また、バルブのオン・オフのタイミングを制御することにより、発生電圧および電流
を制御することができる。なお、バルブ制御には電力が必要であるが、常時１０Ｗ以下で
あり、発電デバイス１００による発電量で十分に賄うことができる。なお、このようなバ
ルブ機構は、本願発明者が開発したものである（特願２０１２−１５１９１５）。
【００６９】
なお、ＡＴＰ溶液充填部５、ポンプ５ａ、流路８、ＡＴＰ溶液通路１１、流路８の流れ
を制御するバルブ機構、流路８に設けられた逆止弁（図示せず）、および流路８とＡＴＰ
溶液通路１１とを連通する移送通路（図示せず）は、シナプス後細胞の細胞膜片の内側面
に対してＡＴＰを含む液体を供給する第一の供給手段を構成している。また、Ｎａ+−Ａ
Ｃｈ溶液充填部７、ポンプ７ａ、流路１０、移送通路１４、Ｎａ+液通路１２、流路１０
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の流れを制御するバルブ機構、および流路１０に設けられた逆止弁（図示せず）は、シナ
プス後細胞の細胞膜片の内側面に対して神経伝達物質（アセチルコリン）を含む液体を供
給する第二の供給手段を構成している。また、Ｎａ+−ＡＣｈＥ溶液充填部６、ポンプ６
ａ、流路９、Ｎａ+液通路１２、流路９の流れを制御するバルブ機構、流路９に設けられ
た逆止弁（図示せず）、および流路９とＮａ+液通路１２とを連通する移送通路（図示せ
ず）は、シナプス後細胞の細胞膜片の内側面に対して神経伝達物質の分解酵素（アセチル
コリン分解酵素）を含む液体を供給する第三の供給手段を構成している。
【００７０】
なお、他の実施形態において、発電素子は第三の供給手段を有していなくてもよい。ま
た、他の実施形態において、第一の供給手段は、ＡＴＰ溶液充填部とＡＴＰ溶液通路とか
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らなり、第二の供給手段は、Ｎａ+−ＡＣｈ溶液充填部とＮａ+液通路とからなり、第三の
供給手段は、Ｎａ+−ＡＣｈＥ溶液充填部とＮａ+液通路とからなっていてもよい。
【００７１】
アセチルコリンは、化学的に合成してもよいし、生物学的に合成してもよい。また、Ａ
ＴＰは、化学的に合成してもよいし、生物学的に合成してもよい。ＡＴＰを生物学的に合
成する場合、例えば、一般的な植物のセルロースを遺伝子組み換えバクテリアに分解させ
ることで、ＡＴＰを合成させる方法が挙げられる。
【００７２】
アセチルコリン分解酵素（アセチルコリンエステラーゼ）の由来生物は、特に限定され
ない。また、アセチルコリン分解酵素の製造方法は、特に限定されず、例えば、遺伝子組

10

み換えバクテリアで大量発現させればよい。
【００７３】
シビレエイのシナプス後細胞の細胞膜片を用いる場合、神経伝達物質としてアセチルコ
リンを用いているが、神経伝達物質は、細胞膜片の由来となる生物および細胞に応じて選
択すればよい。例えば、デンキウナギおよびデンキナマズのシナプス後細胞の細胞膜片を
用いる場合も、アセチルコリンを用いる。
【００７４】
通常の「エネルギー効率」という観点では、発電の原理となるのは、細胞膜片上のイオ
ンポンプによるＡＴＰをエネルギー源としたイオン濃度勾配の維持であるため、イオンポ
ンプのエネルギー効率に依存する。イオンポンプの効率自体は１００％近いとされており
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（参考文献：Yasuda, R., Noji, H., Kinosita, K. Jr., Yoshida, M. (1998) Cell 93,
1117‑1124；野地博行、吉田賢右 (1999) 生化学 71, 34‑50）、発電機としてもこれに準
ずる効率が得られると考えられる。
【００７５】
一方、「空間・時間的な効率」という観点では、２次元的な集積度を上げるとともに、
厚み約５μｍの超薄板ガラスをデバイス本体に用いて積層することによって、シビレエイ
の発電器官と同等以上の構造・効率が可能であると考えられる。仮にシビレエイの発電器
官と同等とすると、シビレエイ自体が平均約０．０１Ｗ／ｃｍ3で得られており、これと
同等以上は期待できる。これは例えば２０ｃｍ3の机に置けるサイズの発電デバイスで定
常１００Ｗ以上が可能となり（蓄電率１００％とした場合）、冷蔵庫１台を動かす程度の
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出力を得られるということになる。
【００７６】
本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変
更が可能であり、それぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態に
ついても本発明の技術的範囲に含まれる。また、本明細書中に記載された文献の全てが参
考として援用される。
【産業上の利用可能性】
【００７７】
本発明は、発電を行う装置に利用することができる。
【符号の説明】

40

【００７８】
１

発電素子

２

溶液流路層

３

発電層

４ａ

上部ガラス板

４ｂ

下部ガラス板

４ｃ

開口部

４ｄ

ガラス薄板

４ｅ

凸部

５

ＡＴＰ溶液充填部
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５ａ

ポンプ

６

Ｎａ+−ＡＣｈＥ（アセチルコリン分解酵素）溶液充填部

６ａ

ポンプ

７

Ｎａ+−ＡＣｈ（アセチルコリン）溶液充填部

７ａ

ポンプ

８、９、１０

流路

１１

ＡＴＰ溶液通路

１２

Ｎａ+液通路

１３

底部膜

１３ａ

脂質二重膜

１３ｂ、１３ｃ

ガラス板

１４、１４ａ、１４ｂ、１４ｃ
２１

ピエゾアクチュエータ

１００

発電デバイス

【図１】

10
移送通路

【図２】

(13)
【図３】

【図４】
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