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線虫操作のための 

ナノツール・エクスチェンジャーシステムの構築 

中 島 正 博＊ 

Construction of Nanotool Exchanger System (NTExS) for Manipulation of C. elegans

Masahiro Nakajima＊

We proposed a novel nanotool exchanger system based on the nanomanipulation system
inside an Environmental Scanning Electron Microscope (E-SEM). Through the nanotool 
exchanger system, the main advantages are follows, 1) it is not needed to open the sample 
chamber to exchange the nanotools and to evacuate the sample chamber again, 2) it is not needed 
to operate manually to exchange nanotools, 3) it is possible to recover the nanotools by 
exchanging new one, and 4) it is possible to use different tools continuously. The E-SEM can be 
used to observe the biological samples in nano-scale and real-time without any drying or dyeing 
processes. Currently, we developed various micro-nanoinjection tools for Caenorhabditis 
elegans (C. elegans) based on nanomanipulation system. 

１．はじめに 

我々は，電子顕微鏡内でのナノマニピュレーションシステムを設置することで，ナノ材料の特性評価，ナノデバイス構

築などのために，実時間・高精度なナノメートルスケールの操作を実現してきた（１）．カーボンナノチューブなどのナ

ノ材料を対象として，走査型電子顕微鏡 (Scanning Electron Microscope : SEM)で設置した試料を，透過型電子顕微鏡

(Transmission Electron Microscope : TEM)において解析する，ハイブリッド・ナノマニピュレーションシステムを構築

した（２）．また，近年，含水状態の試料を観察することができる環境制御型走査電子顕微鏡内(Environmental -SEM :E-

SEM)内にナノマニピュレーションシステムを構築し，生物試料の操作・計測・評価を行ってきた（３）． 

従来のナノマニピュレーションシステムでは，電子顕微鏡試料室内への試料及びエンドエフェクタの設置と交換は手

動で行っていた．このため，①交換度に試料室を減圧するための時間

を要する，②交換作業のミスによるナノツールの破損が起き得る，③

手動交換では交換作業自体に熟練が必要で時間を要する，④連続的に

異なる試料及びエンドエフェクタを使用することが困難といった課題

があった．そこで我々は，ナノツール・エクスチェンジャーシステム

(Nanotool Exchanger System: NTExS)を提案した（４）． 

２．ナノツール・エクスチェンジャーシステム 

図 1に本システムのコンセプト図を示す．ナノツール・エクスチェ

ンジャーシステムは，①ナノツールアダプタ，②ナノツールホルダ，

③ナノツール取り付け機構から構成される．①ナノツールアダプタ

は，異なるナノツールに対しても，同一の方式で交換するために，ナ

ノツール取り付け機構に対して，取り付け，取り外しが可能な機構で

ある．②ナノツールホルダは，複数のナノツールを格納し，交換する

ナノツールを選択し，ナノツール取り付け機構を介して，ナノツール

の格納・リリースを可能とする機構である．③ナノツール・取り付け

機構は，ナノツールアダプタを介してナノツールの取り付け・取り外

しを可能とする機構である．本システムにより，ナノツールを試料室

内で連続的に交換することが可能とする．

本システムを図 2 に示す環境制御型電子顕微鏡内ナノマニピュレー

図 １．ナノツール・エクスチェンジャーシステム

図 ２．環境制御型電子顕微鏡内ナノマニピュレーショ

ンシステム
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ションシステムに組み込んだ．環境制御型電子顕微鏡は，試

料の温度(約 0°C)と試料室の圧力(約 600～700 Pa， 最大

2600 Pa)を制御することにより，試料を湿潤に保つことが出

来る．我々は，これまで本電子顕微鏡内に計 7自由度かつ 3

ユニットの多自由度多ユニット型ナノマニピュレータを構築

した．本ナノマニピュレーションシステムにモデル生物であ

る線虫を導入し，各種のナノツールを用いることによるモデ

ル生物のマイクロ・ナノサージェリシステムを提案した（図

３）． 

 

３．各種マイクロ・ナノインジェクションツールの作

製と線虫へのナノインジェクション実験 

モデル生物は，生物が進化の過程で保存されている基本的

な機構（代謝や発生等）を利用し，ヒトとの相同性に基づい

て，ヒトの病気などを解析するために用いられている．中で

も線虫は，動物の中では少ない細胞数であり（約 1,000個⇔

人間は約十兆個），世代交代が 3日程度と短く，培養等の扱い

が容易であるため広く用いられている．モデル生物である線

虫は，最小の動物の一種であり，全長が 250ミクロンから 1

ミリ程度である．また線虫は，消化管・筋肉・神経などの器

官を有していることが特徴である．そこで，線虫に対して，

マイクロ・ナノインピーダンス計測ツールを用いた活性の診

断技術，線虫の組織等を局所的に切断するためのマイクロ・

ナノナイフツール，線虫の組織等を局所的に取り出すための

マイクロ・ナノエクストラクトツール，機械的なダメージを

接着して修復するためのマイクロ・ナノデポジ

ションツール，薬剤を局所的に作用させるため

のマイクロ・ナノインジェクションツールなど

の各種マイクロ・ナノツールが求められる． 

図４に集束イオンビーム加工(Focused Ion 

Beam: FIB)を用いて加工した各種マイクロ・ナ

ノインジェクションツールを示す．作製したマ

イクロ・ナノインジェクションツールの先端部

をディップコーティング法により薬剤を塗布

し，根本のネック部で切断することで，線虫内

部へ埋め込むことで，マイクロ・ナノインジェ

クションを達成する．本手法により，圧力などの方法で薬剤を直接的に導入する手法に比べ，高精度かつ局所なインジ

ェクションを実現することができる．実際に，図５で示すように，線虫内部へマイクロ・ナノインジェクションツール

の先端部のみを，ネック部を切断することで埋め込むことに成功した． 
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図 ３．ナノツール・エクスチェンジャーシステムによるオンサ

イト・マルチな細胞解析システム 

 
図 ４．集束イオンビーム加工により作製した各種マイクロ・ナ

ノインジェクションツール 
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図 ５．マイクロ・ナノインジェクションツールの線虫体内への埋め込み実験 
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