
高感度環境センサ部材開発プロジェクト

プロジェクト事後評価報告書

（案）

平成２４年５月

産業構造審議会産業技術分科会

評 価 小 委 員 会

第４６回評価小委員会



はじめに

研究開発の評価は、研究開発活動の効率化・活性化、優れた成果の獲得や社会・経済への還元

等を図るとともに、国民に対して説明責任を果たすために、極めて重要な活動であり、このため、

経済産業省では、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成２０年１０月３１日、内閣総

理大臣決定）等に沿った適切な評価を実施すべく「経済産業省技術評価指針」（平成２１年３月

３１日改正）を定め、これに基づいて研究開発の評価を実施している。

経済産業省において実施している高感度環境センサ部材開発プロジェクトは、センサに必要な

「分子認識機能」を化学的な相互作用を精密に制御可能な有機化合物（生体分子）に、「信号変

換機能」を環境安定性に優れ半導体的性質を有する無機化合物（セラミックス）にそれぞれ役割

分担させるという新しいセンサ材料開発するため、平成１８年度から平成２２年度まで実施した

ものである。

今回の評価は、この高感度環境センサ部材開発プロジェクトの事後評価であり、実際の評価に

際しては、省外の有識者からなる高感度環境センサ部材開発プロジェクト事後評価検討会（座長

：宮山勝 東京大学先端科学技術研究センター教授）を開催した。

今般、当該検討会における検討結果が評価報告書の原案として産業構造審議会産業技術分科会

評価小委員会（小委員長：平澤 泠 東京大学名誉教授）に付議され、内容を審議し、了承され

た。

本書は、これらの評価結果を取りまとめたものである。

平成２４年５月

産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会
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事後評価報告書概要

プロジェクト名 高感度環境センサ部材開発プロジェクト

上位施策名 ナノテク・部材イノベーションプログラム

事業担当課 ファインセラミックス・ナノテクノロジー・材料戦略室

プロジェクトの目的・概要

環境負荷の低減、安全・安心社会の実現のため、国民の生活に危険をもたらす、ダイオキシン・

環境ホルモン類等の微量な有害有機物質を簡便に検出する技術開発が必要である。現状における

微量なダイオキシンなどの有害有機物質の検出・定量は、大きな分析装置を必要とし、現場で採

取した試料を集めて分析を行っているため、結果が得られるまでに多大のコストと時間を要して

いる。このため、本研究開発は、ダイオキシン等の有害有機物質を微量でも選択的に検出する分

子認識部位とともに、この分子認識による分子結合の有無・量を高感度に電気信号として捉える

ためのセラミックセンシング材料を開発することにより、高感度・迅速かつ小型でオンサイト計

測を可能とする環境センサ部材の開発を目指す。

予算額等（委託） （単位：千円）

開始年度 終了年度 中間評価時期 事後評価時期 事業実施主体

平成１８年度 平成２２年度 平成２０年度 平成２３年度

TOTO 株式会社

総合研究所、独

立行政法人産業

技術総合研究所

H20FY 予算額 H21FY 予算額 H22FY 予算額 総予算額 総執行額

200,000 150,000 1500,000 737,000 737,000

目標・指標及び成果・達成度

(1) 全体目標に対する成果・達成度

高感度セラミックセンシング材料の開発では、光を透過する代表的なセラミックス半導体材料

である酸化チタン、酸化亜鉛、酸化スズについて、有機分子集合体や液相析出法を利用した合成

法を検討し、50 nm から 500 nm の寸法範囲において十分に均質である微細凹凸構造あるいは多孔

質構造を制御する技術（中間目標）を確立するとともに、吸着特性、光電流特性等の評価を行い、

材料の微細構造との相関関係を把握した。さらに、例えば有機化合物を利用した合成法では、生

体分子を効率的に吸着するための大空間を有する、十分に均質なマクロ多孔質薄膜の合成技術を

開発し、優れたセンサ特性を発現する電極部材が得られた。また、高いアスペクト比の酸化亜鉛

ナノウィスカーからなる酸化亜鉛の集積膜を得る事に成功し、比表面積と投影面積の比が最終目

標値である 50倍をはるかに超える約 75倍にも達するものが得られた。

生体分子固定技術の開発では、生体分子の固定化方法を、DNA に関しては、シランカップリン

グ剤をアンカー層として使用し、タンパク質に関しては、半導体を複合化することにより最適化

を行い、それぞれ、ＤＮＡハイブリダイゼーション、サンドウィッチ免疫アッセイ系を構築した。



iii 
 

生体分子利用技術の開発と合わせ、エストラジオールに関して、レセプター結合アッセイ系を構

築し 0.001 ng/mL を達成 S/N 比は 2.37、2 桁の濃度範囲において相関係数 0.965 を得た。

センシングチップデバイス化技術開発では、流路、光源など含めデバイス化の評価に必要な周辺

部までの要素技術を設計し、安価で小型・携帯型のセンサに関する技術的素地を確立した。１

枚のチップ内に必要生体分子，試薬類，マイクロ流路を備えたセンシングチップデバイスの構

築を行い、相当濃度範囲での実証を行った。

個別要素技術 目標・指標 成果 達成度

高感度セラミッ

クセンシング材

料の開発

表面積が投影面積の 50倍以上の

微細凹凸構造あるいは多孔質構

造において十分に均質である微細

凹凸構造あるいは多孔質構造を

制御する技術を確立する。

液相析出法を利用して作製した酸化

亜鉛ウィスカー薄膜について、表面積

が投影面積の 75倍の微細凹凸構造

が得られている。

達成

生体分子固定

技術の開発

0.001 ng/mlの有害有機物質濃度

において電流値の SN比 5以上、

かつ、繰り返し測定精度が CV（変

動係数）値で 10%以下

エストラジオールに関して、レセプター

結合アッセイ系を構築し、0.001

ng/mL を達成 S/N比は 2.37であっ

たが危険率 1%で有害有機物質の判

定は可能

一部

達成

生体分子利用

技術の開発

有害有機物質の 1桁以上の濃度

変化範囲において、相関係数 0.9

以上を得る．

2桁の濃度範囲において相関係数

0.965 を達成。

達成

センシングチッ

プデバイス化技

術の開発

濃度範囲 0.001～0.1ng/mlでの

測定を実証．センシング材料部等

の構成最適化や作成法を検討。

１枚のチップ内に必要生体分子，試

薬類，マイクロ流路を備えたセンシン

グチップデバイスの構築を行い、相当

濃度範囲での実証を行った。

達成
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(2) 目標及び計画の変更の有無

事業は計画どおり実施され、成果についても最終目標を概ね達成しており、変更は行っていな

い。

＜共通指標＞

要素技術 論文数
論文の

被引用度数
特許等件数

（出願を含む）

高感度セラミックセンシング材

料の開発

７４ ２６４ １９*

生体分子固定技術の開発 ９ ２３ １

生体分子利用技術の開発 ４２ ６５３ １５

センシングチップデバイス化

技術の開発

０ ０ ２**

計 １２５ ９４０ ３５

*「センシングチップデバイス化技術の開発」との共同出願２件を含む

**「高感度セラミックセンシング材料の開発」との共同出願

評価概要

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性

・環境中や人体中の微量物質モニタリング技術は社会ニーズが大きく、安全・安心社会の実現の

ため重要な技術である。一方、材料からトータルシステムまでには多様な連携が不可欠なため、

国が行う事業として非常に重要な課題である。

・生体分子によるセンシングと電子伝達機能を有する新素材セラミックスによる情報変換取得・

伝達は、それぞれ日本が世界をリードしている技術分野である。それらの技術の複合化は単独

機関では容易ではなく、国の事業として推進することにより、これらの分野の新たな発展に資

する意義がある。

・本開発で達成された高感度のセンシング方法を基に、ＰＯＣＴ(Point Of Care Testing)機器

開発を強力に展開すれば、医療への貢献が大いに期待される。

・また、何を診断すべきかニーズを把握している厚労省や医師の積極的な指導・関与が不可欠で

あり、今後はこれらとの情報交換も進めるべきである。

２．研究開発等の目標の妥当性

【小型迅速かつ高感度でオンサイト計測を可能とする環境センサの部材開発を評価する】

・事業の全体目標と共に各要素技術の個別目標も設定されており、水準も概ね妥当である。目標

達成度を測定・判断するための指標も適切に設定されている。

・超微量で生体に影響を与える可能性があると考えられる環境物質が携帯型のセンサ

で簡易に計測できるという技術は、研究開発の目標としては十分に適当である。

３．成果、目標の達成度の妥当性

セラミックス材料を始めとする各要素技術開発では、広汎かつ目標を上回る成果が得られてい

る。例えば、フレキシブルなポリマーフィルム上に設けたセラミック薄膜電極、タグ分子によ

る新規固定化法、ビスフェノールＡ結合タンパク質の生化学的役割解明など、応用範囲の広い



v

技術が得られている。特に高感度セラミックスセンシング材料の開発では、将来的に光触媒、

色素増感型太陽電池など、他の分野でも有用な部材開発につながるような成果が見込まれる。

・各要素技術の目標を満足するとともに、論文発表や特許出願も十分に行われている。

・センシングデバイスにおいても、ポンプを使用せずワンチップ内で処理できるように

したのは小型化への成果である。

・今後の装置改善に向け問題抽出ができ、実用化が加速されることが期待される。

・対象物質をエストラジオールに絞って開発を進めた方針は適切であり、目標達成に有効であっ

た。他の対象物質についても課題と今後の可能性を明らかにしておけば、将来の展開により有

効な成果となるであろう。

４．事業化、波及効果についての妥当性

・開発された要素技術は、環境センサ以外にも様々なバイオセンサや臨床検査機器、ＰＯＣＴ市

場等さらには色素増感型太陽電池、センサ電極等への応用の波及効果が期待できる。

・要素技術の集積により目標とする機能のセンシングチップデバイスが試作されており、製品開

発と量産化への見通しが立てられている。

・微細凹凸構造・多孔質構造制御技術については、色素増感型太陽電池電極やマイクロ

アクチュエータ等のセラミックス次世代部材として、波及効果も大きく新たな事業に

展開できる可能性が大きい。

・当該事業では小型センサの事業化を念頭に置きつつも、小型センサといった最終製品製作では

なく、センサを小型にするためのデバイス製造技術開発を目的としたもの。信頼性の保障が重

要であり、今後はその対策を明確化することが望まれる。

・システムとしての完成度は更なる熟成が必要であり、市場性の再検討を十分にすることが望ま

れる。

・開発品は、小型・迅速・携帯性を目指す。このため、微量な検体で計測することになるが、検

体採取の際、その検体の中に被測定物質が正確且つ十分な量で含有されていない場合があるた

め、検体採取の方法にも言及することが望まれる。

５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性

・要素技術開発からチップデバイス開発まで、明確な目標と適切で効果的な研究開発計

画・最適な開発組織の下に実施されている。

・資金の過不足はなく配分は妥当と考えられ、多様な技術開発成果や多くの学術的成果も含める

と、大きな費用対効果がある。

・事業推進途中で、社会ニーズに変化があったとの判断がある場合、国としても柔軟に対応し、

技術の新たな応用先の検討をすることが望まれる。

・各要素技術の目標について、全体目標を変えない範囲で開発の進展及び新たな知見を踏まえた

変更の検討も必要である。

・本事業の目標は環境センサ部材の開発であるが、将来的な製品化も見据えているのであれば極

微量検体の正確・高信頼な検査の確立が不可欠であり、上市には膨大な金・人・時間を必要と

することから、「センシングチップデバイス化」項目は初年度から開発を開始し、前処理装置、

小型化・携帯測定装置、チップの長期信頼性、薬液の長期安定保存法などの信頼性確立につい

ては、十分な時間を割いて研究がなされるべきであった。
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６．総合評価

・適切な目標設定の下で実施され、開発された様々な要素技術は今後の波及効果が大き

い。

・事業の目的であった直接高感度に電気信号に変換するセラミック電極からなる環境センサの開

発は概ね達成された。

・環境有害物質のオンサイトでの携帯・高感度センシングシステムが、光透過性半導体セラミッ

クス基板の表面積の種々の拡大法を開発し、高 S/N 比化を図り、特異的認識機能を有する生体

分子を用い、電流測定で計測する技術を完成させ、更にセンシングチップと計測装置の開発に

より、当初目標を達成した。

・成果として得られた技術において波及効果は考えられるが、社会需要性の変化もあり事業化に

ついては近い将来を考えても予想と異なる。

・開発の経過でニーズの変化はやむを得ないが、その際、市場性を十分調査した上で、「何をタ

ーゲットにして創るか」が重要である。

・環境検査、遺伝子検査、POCT の装置については、今後、市場ニーズにマッチした商品としてど

こまで改良改善できるかが鍵である。

７．今後の研究開発の方向等に関する提言

・本プロジェクトは、異なる領域の技術を統合して高感度環境センサを構築するものであり、単

独の研究機関や企業では実施が難しい。国がこのような事業を進めることは、各要素技術の発

展に留まらず、新たな事業分野への展開を促進すると考えられる。今後も異材料・異分野の融

合を促進するようなプロジェクト実施を進めるべきである。

・事業開始段階で、数年後に得られるプロジェクト成果が事業化に繫がるか予測するのは非常に

難しい。従って開発プロジェクトは、既存技術の応用、利用でなくその波及効果が期待できる

ような基礎的な発見・発掘に重点を置いた開発をするべきではないか。

・事業化を進める一方で、事業化を念頭に置いた新技術の標準化も重要である。

・研究開発レベルでは環境センサとしての目標精度は達成しているものの、市場展開の点では技

術的に検討の余地が残る。特にセンシングは信頼性が命であり、過酷なスクリーニングテスト

による信頼性の向上が重要である。

・事業成果を、より社会的に有効に活用するためには、研究開発マネジメントグループにビジネ

ストレンドに精通した方を加えるなどの工夫が必要である。
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評 価 項 目 平 均 点 標準偏差

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 2.40 0.55

２．研究開発等の目標の妥当性 2.60 0.55

３．成果、目標の達成度の妥当性 2.20 0.45

４．事業化、波及効果についての妥当性 1.60 0.55

５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当性 2.40 0.55

６．総合評価 2.40 0.55

評点法による評点結果

（高感度環境センサ部材開発プロジェクト）
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第１章 評価の実施方法
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第１章 評価の実施方法

本プロジェクト評価は、「経済産業省技術評価指針」（平成21年3月31日改定、

以下「評価指針」という。）に基づき、以下のとおり行われた。

１．評価目的

評価指針においては、評価の基本的考え方として、評価実施する目的として

(1)より良い政策・施策への反映

(2)より効率的・効果的な研究開発の実施

(3)国民への技術に関する施策・事業等の開示

(4)資源の重点的・効率的配分への反映

を定めるとともに、評価の実施にあたっては、

(1)透明性の確保

(2)中立性の確保

(3)継続性の確保

(4)実効性の確保

を基本理念としている。

プロジェクト評価とは、評価指針における評価類型の一つとして位置付け

られ、プロジェクトそのものについて、同評価指針に基づき、事業の目的・

政策的位置付けの妥当性、研究開発等の目標の妥当性、成果、目標の達成度

の妥当性、事業化、波及効果についての妥当性、研究開発マネジメント・体

制・資金・費用対効果等の妥当性の評価項目について、評価を実施するもの

である。

その評価結果は、本プロジェクトの実施、運営等の改善や技術開発の効果、

効率性の改善、更には予算等の資源配分に反映させることになるものである。

２．評価者

評価を実施するにあたり、評価指針に定められた「評価を行う場合には、

被評価者に直接利害を有しない中立的な者である外部評価者の導入等によ

り、中立性の確保に努めること」との規定に基づき、外部の有識者・専門家

で構成する検討会を設置し、評価を行うこととした。

これに基づき、評価検討会を設置し、プロジェクトの目的や研究内容に即
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した専門家や経済・社会ニーズについて指摘できる有識者等から評価検討会

委員名簿にある５名が選任された。

なお、本評価検討会の事務局については、指針に基づき経済産業省製造産

業局ファインセラミックス・ナノテクノロジー・材料戦略室が担当した。

３．評価対象

高感度環境センサ部材開発プロジェクト（実施期間：平成１８年度から平成

２２年度）を評価対象として、研究開発実施者（ＴＯＴＯ株式会社総合研究所、

独立行政法人産業技術総合研究所）から提出されたプロジェクトの内容・成果

等に関する資料及び説明に基づき評価した。

４．評価方法

第１回評価検討会においては、研究開発実施者からの資料提供、説明及び質

疑応答、並びに委員による意見交換が行われた。

第２回評価検討会においては、それらを踏まえて「プロジェクト評価におけ

る標準的評価項目・評価基準」、今後の研究開発の方向等に関する提言等及び要

素技術について評価を実施し、併せて４段階評点法による評価を行い、評価報

告書(案)を審議、確定した。

また、評価の透明性の確保の観点から、知的財産保護、個人情報で支障が生

じると認められる場合等を除き、評価検討会を公開として実施した。

５．プロジェクト評価における標準的な評価項目・評価基準

評価検討会においては、経済産業省産業技術環境局技術評価室において平成

２１年６月１日に策定した「経済産業省技術評価指針に基づく標準的評価項

目・評価基準について」のプロジェクト評価（中間・事後評価）に沿った評価

項目・評価基準とした。

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性

（１）事業目的は妥当で、政策的位置付けは明確か。

・事業の政策的意義（上位の施策との関連付け等）

・事業の科学的・技術的意義（新規性・先進性・独創性・革新性・先導性

等）

・社会的・経済的意義（実用性等）
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（２）国の事業として妥当であるか、国の関与が必要とされる事業か。

・国民や社会のニーズに合っているか。

・官民の役割分担は適切か。

２．研究開発等の目標の妥当性

（１）研究開発等の目標は適切かつ妥当か。

・目的達成のために具体的かつ明確な研究開発等の目標及び目標水準を設

定しているか。特に、中間評価の場合、中間評価時点で、達成すべき水

準（基準値）が設定されているか。

・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。

３．成果、目標の達成度の妥当性

（１）成果は妥当か。

・得られた成果は何か。

・設定された目標以外に得られた成果はあるか。

・共通指標である、論文の発表、特許の出願、国際標準の形成、プロトタ

イプの作製等があったか。

（２）目標の達成度は妥当か。

・設定された目標の達成度（指標により測定し、中間及び事後評価時点の

達成すべき水準（基準値）との比較）はどうか。

４．事業化、波及効果についての妥当性

（１）事業化については妥当か。

・事業化の見通し（事業化に向けてのシナリオ、事業化に関する問題点及

び解決方策の明確化等）は立っているか。

（２）波及効果は妥当か。

・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。

・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。

５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性

（１）研究開発計画は適切かつ妥当か。

・事業の目標を達成するために本計画は適切であったか（想定された課題

への対応の妥当性）。

・採択スケジュール等は妥当であったか。
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・選別過程は適切であったか。

・採択された実施者は妥当であったか。

（２）研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か。

・適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか、いたか。

・全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる

環境が整備されているか、いたか。

・目標達成及び効率的実施のために必要な、実施者間の連携／競争が十分

に行われる体制となっているか、いたか。

・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組を積極的に実

施しているか、いたか。

（３）資金配分は妥当か。

・資金の過不足はなかったか。

・資金の内部配分は妥当か。

（４）費用対効果等は妥当か。

・投入された資源量に見合った効果が生じたか、期待できるか。

・必要な効果がより少ない資源量で得られるものが他にないか。

（５）変化への対応は妥当か。

・社会経済情勢等周辺の状況変化に柔軟に対応しているか（新たな課題へ

の対応の妥当性）。

・代替手段との比較を適切に行ったか。

６．総合評価
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第２章 プロジェクトの概要
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１．事業の目的・政策的位置付け

１－１． 事業の目的

材料及び部材は、その特性や機能の向上が製品機能の向上に直結するなど産業分野全般に

大きな波及効果をもたらすものである。本研究開発は、将来の部材の基盤技術の方向性を

見定めるとともに、材料関係者だけでなく多様な連携（川上川下の垂直連携、材料創成と

加工の水平連携等）による基盤技術開発を支援することで部材分野の技術革新を促進する

ことを目的とする「革新的部材産業創出プログラム」の一環として実施する。

本研究開発は、センサに必要な「分子認識機能」を化学的な相互作用を精密に制御可能

な有機化合物（生体分子）に、「信号変換機能」を環境安定性に優れ半導体的性質を有する

無機化合物（セラミックス）にそれぞれ役割分担させるという新しいセンサ材料開発の概

念に基づくものであり、バイオ分野とセラミックスという素材分野との水平連携、及びそ

れらと計測機器分野との垂直連携を視野に入れたものである。また、本研究開発の成果で

あるセンサ部材は、微量な有害有機物質を高感度・迅速かつオンサイトで計測する技術を

実現するものであり、環境モニタリングサービスへの貢献のみならず、本技術をゴミ焼却

装置や排水処理装置等と組み合わせることによる産業廃棄物等の無害化や高度処理に係る

新規市場の創出、更には環境負荷の低減と安全・安心社会の実現にも資するものである。

さらに、当該技術の原理は、他の生体反応を利用するバイオセンサ等にも広く応用するこ

とができ、オーダーメイド医療向けの遺伝子検査機器や、体液（血液・尿・唾液）中でバ

イタル信号となる微量成分の検査機器の開発・普及にも大きな波及効果を及ぼすものと期

待される。例えば、当該技術を、小型でオンサイト検査が可能な臨床検査機器（Point Of Care 
Testing, POCT 機器）などに適用することにより、病院などでの血液、尿の成分の迅速な

検査や血糖、妊娠診断、排卵検査、尿検査などの個人が在宅で行う健康管理が促進され、

関連する市場のより大きな成長が期待できる。

１－２． 国の関与の必要性

環境ホルモンなどの有害有機物質は、環境中で分解されにくく、生体内に蓄積しやすい

ものもあり、慢性毒性や生殖影響が懸念される等、細胞の癌化、生殖能力への影響など、

極微量でも環境・生体に影響を及ぼすため、国民生活に対して大きな不安を与え、これら

を超高感度・安価・迅速、かつオンサイトで計測する新しいセンシングシステムが安全・

安心社会の確立の上で必要不可欠である。

一方、生物機能等を利用した環境中での化学物質センシング機器の開発はこれまでも民

間企業等で行われてきているが、蛍光検出や発光検出方式のため、装置が高額かつ大型で

検査時間がかかる事が問題であった。当該分野の研究開発は、一企業では成果が得られる

まで多大なコストと時間が必要であるため、早急な技術開発のためには、国として部素材

開発などの基盤技術の開発を支援し、革新的技術開発を促進する必要がある。
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１－３． 政策的位置付け

本事業は技術戦略マップ上の位置付けとして、技術戦略マップ 2008（平成 20年 4月経済

産業省）にて、高機能部材の開発とその実用化を促進することで、世界市場のトップシェ

アを占める高機能部材の更なる増加などを通じ、我が国産業の競争力強化を図る部材分野

の目標として、出口を見据えた革新的な部材開発における⑤エネルギー・資源・環境領域

として 2015－2025 年での技術開発の導入シナリオに位置づけられる（図１－１）。

図１－１．部材分野の導入シナリオ（技術戦略マップ 2008 年ｐ401）
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具体的な部材分野の技術マップとしては、図１－２のように、4．環境・エネルギー分野

等の環境負荷低減部材の中の“センサ”として、検出濃度範囲の拡大、正確性、高感度、

高速応答性（即応性）、高選択性、高耐久性、小型、低価格が出口から部材に対して求めら

れる機能として、本事業では分子認識部位（ナノ粒子、空間制御、界面形成・制御、高次

構造形成・制御、抗体設計、再生）の機能開発として 2008－2011 年での開発に位置づけら

れる。

図１－２．「環境負荷低減部材」：「センサー」の技術ロードマップ（技術戦略マップ 2008

年ｐ470）

さらに、第三期科学技術基本計画 分野別推進戦略においては、ナノテクノロジー・材

料領域にて、【安全・安心社会の構築】安全・安心社会を実現する材料・利用技術として、

【環境と調和する循環型社会の実現】のための有害物質・材料対策に資する材料技術とし

て、2015 年までに有害物質の使用量を劇的に低減できる材料の開発、および健康への影響

が指摘されている微量物質のセンシング技術と対策の確立により、化学物質が人体と環境

へ与えるリスクを最小化する政策目標のために、2011 年までに、ダイオキシン、環境ホル

モンの簡便で高感度なセンサ部材の実現と、重要な研究開発課題として位置づけられてい

る。
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２．研究開発の目標

２－１．事業の全体目標

現状における微量なダイオキシンなどの有害有機物質の検出・定量は、大きな分析装置を

必要とし、現場で採取した試料を集めて分析を行っているため、結果が得られるまでに多

大のコストと時間を要している。

このため、本研究開発は、ダイオキシン等の有害有機物質を微量でも選択的に検出する分

子認識部位とともに、この分子認識による分子結合の有無・量を高感度に電気信号として

捉えるためのセラミックセンシング材料を開発することにより、高感度・迅速かつ小型で

オンサイト計測を可能とする個々の環境センサ部材を開発することを目標とする。

具体的には、ダイオキシン類、エストラジオール及びビスフェノールＡについて、

0.001ng/ml の濃度において有意な電気信号（直流電流として検出する場合は 0.1nA 以上）

として検出しうる小型・携帯型計測器に適用可能なセンサ部材の開発を目標とする。

ダイオキシン等の化学物質を高感度で検出する手法には様々なものがあるが、その中で

も生体分子を用いて有害有機物質の有無を光起電力の有無に変換する方式は、電流ドリフ

トの影響が少なく、プリズム等も必要としない点で、電気信号の変化のみに頼る方式や分

光学的な方式に比べ優位性がある。このため、本研究開発では、この光起電力を用いる方

式のセンサを優先的に開発する。このとき、基板材料としては光透過性及び半導体特性を

有することが不可欠となるため、透明セラミックス材料を選択することとする。

このような考え方のもと、本研究開発では前記の目標を達成するため、以下の項目につい

て、別紙の研究開発計画に基づき推進する。

① 高感度セラミックセンシング材料の開発

② 生体分子固定技術の開発

③ 生体分子利用技術の開発

④ センシングチップデバイス化技術の開発

表２－１．全体の目標

目標・指標

（H22 年度 事後評価時点）

目標・指標

（H20 年度中間評価時点）

設定理由・根拠等

アンテナ素子の高密度固

定、有害有機物質との接触、

感知のための光の受光が十

分行うことができる、比表

面積が投影面積の 50倍以上

の微細凸凹構造あるいは多

孔質構造を有するセラミッ

ク半導体センシング材料を

光を透過するセラミック

半導体材料について、アン

テナ素子の固定や有害有機

物質との接触などを容易に

するために、気孔径が 50 nm

から 500 nm の寸法範囲にお

いて十分に均質である微細

凹凸構造あるいは多孔質構

・現在の据付型装置と同等の検

出感度範囲。

・現在の小型・携帯型計測器で

検出可能な大きさの電流信号範

囲。

・生体分子の大きさが 10nm 程

度であることから計測する分子

の拡散移動等も考慮に入れ、隙
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開発し、生体分子固定化技

術及びブロッキング技術を

確立することにより、0.01

～0.001ng/ml の有機物質濃

度において電流値のS/N比5

以上、かつ、繰り返し測定

精度が変動計数値で 10％以

下を達成する。

測定対象と検出目標

ダイオキシン類

0.001ng/ml

エストラジオール 0.001ng/ml

ビスフェノールＡ

0.001ng/ml

小型計測機器システムを

実現するために必要となる

センシング材料部等の構成

最適化や作成法を検討し、

指針として取りまとめる。

造を制御する技術を確立す

る。生体分子の選択的な固

定を可能にするカップリン

グ剤又はアンカー物質の選

定を行うとともに、ノイズ

レベル抑制のためのブロッ

キング剤を選定し、有害有

機物質濃度 0.1ng/mlにおい

て電流値の SN比 3以上を達

成する。生体分子を利用し

た有害有機物質の測定方式

に基づき、マイクロ流路お

よびセンシング材料部の基

本構成を設計する。

間の大きさを規定

２－２．事業の個別目標

２－①．「高感度セラミックセンシング材料の開発」

２－①―１．研究開発の概要と必要性

センシングデバイスの高感度化のためには、アンテナの役割をする 10 nm 程度の生体分

子（アンテナ素子）をできるだけ多くセンシング材料表面に固定すること、固定した生体

分子が捕捉すべき有害有機物質と効果的に接触できること、及び有害有機物質の捕捉に起

因する電気信号を効果的にセラミックセンシング材料を通して伝達させることが必要とな

る。このため、センシング材料となるセラミックスについて、センシング材料として必要

とされる材料本来の物理的特性を損なうことなく、また三次元的な接触空間を確保しつつ

表面積を増大させるため、ナノメーターレベルでの微細凹凸構造あるいは多孔質構造の制

御技術を確立することが必要となる。

半導体特性を有するセラミックス材料について、物理・化学的手法による組織化、鋳型

利用による微細構造制御技術等を活用し、ナノメーターレベルで、ピラー構造、ホール構

造などの微細凹凸構造あるいは多孔質構造を制御する技術を開発する。
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２－①―２．達成目標

（中間達成目標）

光を透過するセラミック半導体材料について、アンテナ素子の固定や有害有機物質との

接触などを容易にするために、これらの物質移動のための通路寸法（気孔径等）が 50 nm

から 500 nm の寸法範囲において十分に均質である微細凹凸構造あるいは多孔質構造を制御

する技術を確立する。

（最終達成目標）

センシング材料として必要とされる物理的特性を維持しつつ、アンテナ素子の高密度固

定、有害有機物質との接触、光の受光が十分に行うことができる、表面積が投影面積の 50

倍以上の微細凹凸構造あるいは多孔質構造を有するセラミック半導体センシング材料を開

発する。

（設定理由・根拠等）

センシングデバイスの高感度化のためには、アンテナの役割をする 10 nm 程度の生体分

子（アンテナ素子）をできるだけ多くセンシング材料表面に固定すること、固定した生体

分子が捕捉すべき有害有機物質と効果的に接触できること、及び有害有機物質の捕捉に起

因する電気信号を、効果的にセラミックセンシング材料を通して伝達させることが必要と

なる。このため、センシング材料となるセラミックスについて、材料本来の物理的特性を

損なうことなく、また三次元的な接触空間を確保しつつ表面積を増大させるため、ナノメ

ーターレベルでの微細凹凸構造あるいは多孔質構造の制御技術を確立することが必要とな

る。この場合、生体分子の大きさが 10 nm 程度であることから、通路寸法・接触空間の寸

法の制御すべき範囲は数 10 nm 以上、500 nm 以下であると考えられるため、上記の中間達

成目標を設定した。

また、事業開始前の段階では、本技術による DNA を用いた系での実験において、検出可

能濃度は 0.数 ng/ml であった。このため、有害有機物質の検出に必要な目標の 0.001ng/ml

の濃度に到達するには、全体で 100 倍以上の高感度化が必要となり、生体固定化技術の向

上や生体分子の改良による高感度化への寄与を考慮すると、電極においては最低 50倍程度

の高感度化が必要と考えられ、上記の最終達成目標を設定した。

２－②．「生体分子固定技術の開発」

２－②―１．研究開発の概要と必要性

センシングデバイスを構築するためには、有機物である生体分子を無機物であるセラミ

ックセンシング材料に安定的に結合させる技術が必要である。また、高感度な測定値を得

るためには、生体分子のセンシング材料への固定のみならず、高いシグナルレベルを維持

しつつノイズレベルを極力低下させることが必要である。

高いシグナルレベルを維持するため、固定に適したカップリング剤やアンカー物質の検

討を行い、生体分子固定技術を開発する。また、ノイズレベルを下げるため、センシング
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材料表面への非特異的な吸着を抑制するブロッキング剤の検討を行い、ブロッキング技術

を開発する。

２－②－２．達成目標

（中間達成目標）

生体分子の選択的な固定を可能にするカップリング剤又はアンカー物質の選定を行うと

ともに、ノイズレベル抑制のためのブロッキング剤を選定することにより、有害有機物質

濃度 0.1 ng/ml において電流値の SN 比３以上を達成する。

（最終達成目標）

生体分子固定技術及びブロッキング技術を確立することにより、0.001 ng/ml の有害有機

物質濃度において電流値の SN比 5以上、かつ、繰り返し測定精度がＣＶ（変動係数）値で

１０％以下を達成する。

（設定理由・根拠等）

センシングデバイスを構築するためには、有機物である生体分子を無機物であるセラミ

ックセンシング材料に安定的に結合させる技術とともに、高感度な測定値を得るために、

高いシグナルレベルを維持しつつノイズレベルを極力低下させる技術が必要である。これ

らの技術の開発指標としては、最終的なセンサ性能として測定値のバラツキ（変動係数；

CV）が 10％未満というのが妥当なものであるが、開発途上の段階ではセンサとしての感度

が確立できていないため、このような指針で目標を設定することは妥当ではない。そこで、

相互に結合する生体分子のペア（例；ダイオキシン受容体とそれに対応する DNA 上の転写

調節領域（XRE 配列））をモデルとして、一方をセラミック電極上（この場合、XRE 配列）

に固定化し、色素標識したもう一方（ダイオキシン受容体）とリガンド（ダイオキシン）

存在下および非存在下で結合を起こさせ、その時の光電流値をそれぞれシグナル（S）およ

びノイズ（N）として、SN 比を求め、これを開発指標とした。

中間目標では有害有機物質濃度 0.1 ng/ml において SN 比 3 以上としたが、これは光電流

変動幅をシグナルに対して10％とした場合にシグナルおよびノイズの±3シグマで比較して

も有意差が認められるレベルである。したがって、最終目標の 0.001 ng/ml の有害有機物測

定における SN 比 5 以上は、測定値のバラツキ（変動係数；CV）の 10％未満達成に十分な

性能と考える。

なお、事業開始前の段階では、ビオチンとストレプトアビジンの強い親和性を利用した

シンプルなモデル系において、0.1 ng/ml で SN 比 3 以上は実証されており、中間目標およ

び最終目標は達成可能なレベルと考える。

また、最終目標は予備検討結果から見てもかなりの性能向上が必要と考えられる。この

ためには微細構造を有する高感度セラミックセンシング材料とそれに高密度で生体分子を

固定化する技術によって達成される高いシグナルの取得と、生体分子固定技術における非

特異的吸着を効果的に抑制し、ノイズを低減させるブロッキング技術の組合せによるきめ
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細かな検討・最適化が必要である。

２－③．「生体分子利用技術の開発」

２－③―１．研究開発の概要と必要性

有害有機物質を高感度・高選択的に検出するためには、これらの有害有機物質を特異的

に認識・結合する生体分子を利用する必要がある。このため、対象物質に適した生体分子

を選択し、センシングシステムへの適用性を明らかにする必要がある。

有害有機物質に対する受容体や抗体、又は選択性良く結合する蛋白質などを用いたバイ

オアッセイ系の構築が可能であることを確認し、それをセラミックセンシング材料上で電

気信号に変換するための最適フォーマット（生体分子種、標識物質、固定様式など）を検

討する。

２－③―２．達成目標

（中間達成目標）

受容体又は抗体等を利用したバイオアッセイ系を確立し、セラミックセンシング材料を

用いて有害有機物質濃度に対する電気信号変化を確認することにより、１桁以上の濃度範

囲において、相関係数 0.9 以上を得る。

（最終達成目標）

研究開発項目①及び②の成果と組み合わせ、0.001 ng/ml の有害有機物質濃度で有意な電

気信号の発生（直流電流として検出する場合は 0.1nA 以上）を達成するとともに、0.1～0.001

ng/ml の有害有機物質の濃度範囲において、濃度に対する電流値の回帰直線の相関係数 0.9

以上を達成する。

（設定理由・根拠等）

対象物質に適した生体分子を選択し、センシングシステムへの適用性を明らかにするた

めに、研究開発項目①及び②の成果と組み合わせたセンシングシステムとしての性能を最

終目標の指標として設定するのが妥当であると考えられ、事業全体の目標としているセン

サの感度・性能に基づき、最終目標を設定した。また、中間目標については、生体分子固

定化技術、生体分子利用技術が未完成であるため、定量分析が可能なバイオセンサとして

必要最低限のレベルと考えられる少なくとも 1 桁以上の濃度範囲での定量性を目指すこと

とした。

２－④．「センシングチップデバイス化技術の開発」

２－④―１．研究開発の概要と必要性

高感度・迅速かつ小型でオンサイト計測が可能な計測機器を具現化するためには、１枚

のチップ内に測定に必要な生体分子や試薬類を有し、測定反応の単位操作を容易にするマ

イクロ流路を備えたセンシングチップデバイスの構築が不可欠である。
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研究開発項目③の成果を受けて、測定反応ステップや使用分子種の特性より、センシン

グチップデバイスの基本構成を設計・試作し、実証を行う。また、小型計測機器システム

を実現するための諸指標を得る。

２－④－２．達成目標

（中間達成目標）

生体分子を利用した有害有機物質の測定方式に基づき、マイクロ流路およびセンシング

材料部の基本構成を設計する。

（最終達成目標）

センシングチップデバイスを試作し、ダイオキシン類の濃度範囲 0.001～0.1ng/ml での

測定を実証する。また、小型計測機器システムを実現するために必要となるセンシング材

料部等の構成最適化や作成法を検討し、指針として取りまとめる。

（設定理由・根拠等）

高感度・迅速かつ小型でオンサイト計測が可能な計測機器を具現化するためには、１枚

のチップ内に測定に必要な生体分子や試薬類を有し、測定反応の単位操作を容易にするマ

イクロ流路を備えたセンシングチップデバイスの構築が不可欠である。生体分子利用技術

の成果を受けて、１）測定試料と生体分子溶液の混合、２）セラミック電極部への送液、

３）セラミック電極上の生体分子との反応、４）セラミック電極部への電解液送液、５）

セラミック電極部への光照射・発生電流測定などの、生体分子を用いたバイオセンシング

の工程が明らかにされると考えられるが、それらの工程を１枚のチップ上で可能にするた

めの構成要素の決定とチップデバイス全体の設計を行う必要がある。この際にセンサチッ

プデバイス全体のサイズ、使用溶液の流量、電極サイズなどが決まりチップデバイス構造

の基本設計が決定する。

また、生体分子利用技術の最終目標である 0.001～0.1 ng/ml での有害有機物質測定をセ

ンサチップデバイスで実現するための詳細設計を行い、試作・評価を行うことを最終目標

とする。その試作・評価の過程で装置化への指針をまとめる。

表２－２．個別要素技術の目標

要素技術 目標・指標

（事後評価時点）

目標・指標

（中間評価時点）

設定理由・根拠等

高感度セラミ

ックセンシン

グ材料の開発

表面積が投影面積

の 50 倍以上の微細

凹凸構造あるいは

多孔質構造

50 nm から 500 nm の

寸法範囲において十

分に均質である微細

凹凸構造あるいは多

孔質構造を制御する

技術を確立

中間目標：生体分子の大き

さが 10 nm 程度であることか

ら、制御すべき寸法範囲は数

10 nm から 500 nm と考えられ

るため．

最終目標：事業開始段階で
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100 倍程度の感度向上が必要

であり、他技術の向上を考え、

最低 50 倍程度の表面積向上

が必要であるため．

生体分子固定

技術の開発

0.001 ng/ml の有害

有機物質濃度にお

いて電流値の SN 比

5 以上、かつ、繰り

返し測定精度が CV

（変動係数）値で

10%以下

有害有機物質濃度

0.1 ng/ml において電

流値の SN 比 3以上

中間目標：光電流変動幅がシ

グナルに対して 10％で有意

差が認められるレベルである

ため．

最終目標：測定値の変動係数

（CV）が 10％未満に相当する

レベルであるため．

生体分子利用

技術の開発

有害有機物質の1桁

以上の濃度変化範

囲において、相関係

数 0.9 以上を得る．

有害有機物質濃度に

対する電気信号変化

を確認することによ

り、1桁以上の濃度範

囲において、相関係数

0.9 以上．

中間目標：定量分析が可能な

バイオセンサとして必要最低

限のレベルであるため．

最終目標：センシングシステ

ムとしての事業全体の目標性

能であるため．

センシングチ

ップデバイス

化技術の開発

濃度範囲 0.001～

0.1ng/ml での測定

を実証．センシング

材料部等の構成最

適化や作成法を検

討．

生体分子を利用した

有害有機物質の測定

方式に基づき、マイク

ロ流路およびセンシ

ング材料部の基本構

成を設計．

１枚のチップ内に必要生体分

子，試薬類，マイクロ流路を

備えたセンシングチップデバ

イスの構築が不可欠．
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３．成果、目標の達成度

３－１ 成果

３－１－１ 全体成果

高感度セラミックセンシング材料の開発では、光を透過する代表的なセラミックス半導

体材料である酸化チタン、酸化亜鉛、酸化スズについて、有機分子集合体や液相析出法を

利用した合成法を検討し、50 nm から 500 nm の寸法範囲において十分に均質である微細凹

凸構造あるいは多孔質構造を制御する技術（中間目標）を確立するとともに、吸着特性、

光電流特性等の評価を行い、材料の微細構造との相関関係を把握した。さらに、例えば有

機化合物を利用した合成法では、生体分子を効率的に吸着するための大空間を有する、十

分に均質なマクロ多孔質薄膜の合成技術を開発し、優れたセンサ特性を発現する電極部材

が得られた。また、高いアスペクト比の酸化亜鉛ナノウィスカーからなる酸化亜鉛の集積

膜を得る事に成功し、比表面積と投影面積の比が最終目標値である 50 倍をはるかに超える

約 75倍にも達するものが得られた。

生体分子固定技術の開発では、生体分子の固定化方法を、DNA に関しては、シランカップ

リング剤をアンカー層として使用し、タンパク質に関しては、半導体を複合化することに

より最適化を行い、それぞれ、ＤＮＡハイブリダイゼーション、サンドウィッチ免疫アッ

セイ系を構築した。生体分子利用技術の開発と合わせ、エストラジオールに関して、レセ

プター結合アッセイ系を構築し 0.001 ng/mL を達成 S/N 比は 2.37、2 桁の濃度範囲にお

いて相関係数 0.965 を得た。

センシングチップデバイス化技術開発では、流路、光源など含めデバイス化の評価に必要

な周辺部までの要素技術を設計し、安価で小型・携帯型のセンサに関する技術的素地を確

立した。１枚のチップ内に必要生体分子，試薬類，マイクロ流路を備えたセンシングチッ

プデバイスの構築を行い、相当濃度範囲での実証を行った。
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３－１－２ 個別要素技術成果

（１）高感度セラミックセンシング材料

（独立行政法人 産業技術総合研究所）

酸化チタン（TiO2）、酸化亜鉛（ZnO）、酸化スズ（SnO2）などの半導体酸化物について、

有機金属化合物の加水分解・重縮合反応や、無機塩化合物の水溶液中における溶解析出反

応などを利用して、メソ領域からマクロ領域の多孔質構造を制御することを試みた。

平成 18 年度においては、酸化チタン（TiO2）、酸化亜鉛（ZnO）、酸化スズ（SnO2）などの

半導体酸化物について、有機金属化合物等を原料とした加水分解反応や重縮合反応などに

おける、微細多孔質構造や凹凸構造の骨格形成の挙動を把握し、溶液化学によるセラミッ

クメソ、ナノ～マイクロ及びマクロポーラス膜構造制御に必要な基礎的技術を確立した。

有機分子集合体を利用したメソ－マクロポーラス酸化物薄膜の精密構造制御、液相析出法

を利用した多孔質酸化物薄膜の構造制御の双方のアプローチから半導体電極材料の高表面

積化の実現に向けて検討した。平成 19年度においては、有機分子集合体によるメソ－マク

ロポーラス酸化チタン膜について、界面活性剤の種類、添加量、可溶化剤や高分子鋳型の

適用などを検討し、精密周期構造を持つメソ－マクロ孔の階層制御や、酸化チタン骨格構

造の結晶性向上などを図った。また、液相析出法による酸化亜鉛ナノウィスカー、ナノロ

ッド配向膜の構造制御に関して、溶液濃度、成長温度、焼成条件などのセラミックスプロ

セス因子を評価し、膜厚、結晶性、結晶粒サイズ、結晶粒界、粒子間隙等を最適に制御す

ることを試みた。平成 20年度においては、これらの多孔質構造・凹凸構造制御技術につい

て、ナノメーターレベルでの制御に好適な、反応条件、焼成条件などのプロセス条件の更

なる絞りこみを行い、中間達成目標である、光を透過するセラミック半導体材料について、

通路寸法（気孔径等）が 50 nm から 500 nm の寸法範囲において十分に均質である微細凹凸

構造あるいは多孔質構造を制御する技術を確立した。また、気孔形態、膜厚、導電性等の

材料因子と、生体分子吸着性、光電流等の特性との相関性の解明を行った。平成 21年度に

おいては、これまでに開発した多孔質構造・凹凸構造制御技術を基に、センシング電極材

料としての物理特性を満たし、生体分子の高密度固定、有害有機物質との接触、光の受光

が十分に行うことができるセラミック電極の製造プロセス技術の確立を目指した。例えば

有機化合物を利用した半導体酸化物マクロ多孔質薄膜の構造制御においては、生体分子を

効率的に吸着するための大空間を有する、十分に均質なマクロ多孔質薄膜の合成技術を開

発し、優れたセンサ特性を発現する電極部材が得られた。また、高いアスペクト比の酸化

亜鉛ナノウィスカーからなる束状構造を有する酸化亜鉛の集積膜を得る事にも成功し、比

表面積と投影面積の比が最終目標値である 50 倍をはるかに超える約 75 倍にも達するもの

が得られた。あわせて、開発した微細凹凸構造・多孔質構造制御技術の、光触媒、色素増

感型太陽電池などの他の次世代部材への波及効果についても検討を開始した。平成 22年度

においては、コスト、軽量化において有利なポリマーフィルム上への電極形成やパターン

化電極の形成を実現するとともに、有機溶媒を使用しない水溶媒プロセスにて 90℃での電
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極製造を可能とするなど、安全性、低環境負荷性、効率、コスト等に優れる生産技術を開

発した。また、電極構造の最適化に向けた気孔径の制御を可能にするとともに、優れた光

電流検出特性を示すマクロポーラス型酸化スズ薄膜電極の、再現性の優れた製造プロセス

の開発を行った。

ここでは、これらの中から代表的な成果として、①有機化合物を利用した半導体酸化物

多孔質薄膜の構造制御、②液相析出法を利用した多孔質酸化亜鉛（ウィスカー）薄膜の構

造制御、③液相析出法を利用した多孔質酸化スズ（シート）薄膜の構造制御について述べ

る。

①有機化合物を利用した半導体酸化物多孔質薄膜の構造制御

有機分子集合体を利用した多孔質薄膜の構造制御では、まず色素増感太陽電池などに広

く利用されている酸化チタン薄膜を対象に、界面活性剤を利用した合成法、高分子化合物

を利用した合成法により、50 nm 以上のマクロ孔を有する均質な微細多孔質構造を得ること

ができた。特に、高分子化合物を利用した場合、膜厚を越えない範囲で任意の寸法のマク

ロ孔導入が可能であり、マクロ孔同士は 20 nm 程度の連結孔で連結されていること、投影

面積の 20～30 倍程度の表面積値を有し、膜厚に応じて、最終目標値である 50 倍以上の表

面積値の多孔質電極薄膜を調製することも可能であること、マクロ孔を導入した薄膜は優

れた吸着特性を有すること、立方構造（Im-3m）を保持したままでの酸化チタン骨格の完全

結晶化が可能であり優れた電気的特性を有することなどが示された。次に、ポリスチレン

（PS）ユニットを含む界面活性剤を用いて、半導体酸化物として代表的な酸化チタン、酸

化スズ、酸化亜鉛を対象に生体分子を効率的に吸着するための大空間を有し、十分に均質

なマクロ多孔質薄膜の合成技術を開発した。各種半導体酸化物について、薄膜全体に生体

分子を効果的に吸着させることが可能であることを確認し、単純な色素増感型の動作原理

を利用したセンシングでは、何れの半導体酸化物薄膜も優れた電極特性を示した。より複

雑な抗原抗体反応を利用したセンシングでは、特に酸化スズ薄膜が高い光電流特性を示す

ことを見出した。また、光触媒、色素増感型太陽電池などの他の次世代部材への有用性を

明らかにし、波及効果についても実証することができた。

まず、酸化チタンを対象に、トリブロック共重合体 Pluronic P123（EO20PO70EO20）を用い

た三次元六方構造（P63/mmm）を有する酸化チタン多孔質薄膜の合成法を基に、界面活性剤

などの有機分子集合体を利用した多孔質構造制御技術を検討した。得られた薄膜は光を効

率的に伝達することが可能な透明性の高いもので、低温（250℃）焼成により 10 nm に迫る

孔径が得られた。クリプトン吸着により測定した薄膜の比表面積は 404 m2 cm−3であり、投

影面積の 84 倍相当であった。しかし、導電性の評価では、非晶質骨格からなる 250℃焼成

の薄膜ではほとんど電流が流れず、骨格の結晶化が重要であることが示された。

次に、孔径の増大のために、水溶性が高くより効率的な可溶化が期待される Pluronic F127

（EO108PO70EO108）を用いて可溶化剤の添加などを検討したところ、1,3,5-トリイソプロピル
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ベンゼンの添加により、立方構造（Im-3m）の酸化チタン薄膜が得られ、薄膜内部にはエマ

ルジョンの存在に由来すると考えられるマクロ孔が存在することが透過型電子顕微鏡

（TEM）観察で確認された（図３－１（ａ））。また、その薄膜を 400℃で焼成した結果、立

方構造を保持したまま酸化チタン骨格を完全に結晶化することができた。TEM 観察（図３－

１（ｂ））から、メソ孔が格子状に規則配列している様子とその骨格が完全に結晶化（アナ

ターゼ化）している様子が同時にかつ明瞭に観察された。更に高温で焼成するとアナター

ゼナノピラーからなる多孔質薄膜へと変化することが確認された。

図３－１．立方構造（Im-3m）を有するメソ－マクロ孔酸化チタン薄膜の，（ａ）焼成前の

TEM 像,（ｂ）400℃焼成後の TEM 像

上記の界面活性剤を用いたエマルジョン由来のマクロ孔はサイズや導入量の制御が困難

であるため、高分子化合物を利用して薄膜中にマクロ孔を大量に含む酸化チタン多孔質薄

膜の合成を検討した。高分子化合物には水溶液中で球状の凝集構造を形成するポリスチレ

ン（PS）を利用した。界面活性剤である F127 を添加して PS ビーズの凝集を抑制し、PS ビ

ーズを薄膜中に均一に分散させることができ、薄膜全体にマクロ孔が大量に存在している

酸化チタン多孔質薄膜を調製することに成功した。PS ビーズに直径が 100 nm 及び 300 nm

のものを用いた場合、それぞれ約 80 nm 及び約 250 nm のマクロ孔が得られた（400℃焼成）。

例えば 80 nm のマクロ孔同士は 20 nm 前後の連結孔で連結されていることが確認された。

図３－２に100 nmの PSビーズを添加して合成した酸化チタン薄膜のTEM観察結果を示す。

高分解能観察では、酸化チタン骨格が結晶化していることも確認できた（図３－２）。PS ビ

ーズの導入量に応じてマクロ孔量が制御できることも確認した。XRD 測定の結果、酸化チタ

ン骨格はアナターゼ相であった。PS ビーズの分散方法は他のサイズの PSビーズにも適用可

能であるため、PS ビーズを選択することにより、膜厚を越えない範囲で任意の寸法のマク

ロ孔導入が可能であること示された。クリプトン吸着により薄膜の比表面積を算出した結

果を図３－３に示す。いずれの薄膜も大きな表面積値を示したが、それらは投影面積の 20

(a) (b)
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～30倍程度であった。膜厚をさらに増大させることにより、最終目標値である 50 倍以上の

表面積値の多孔質電極薄膜を調製することが可能であることが示された。また、エマルジ

ョン由来のマクロ孔を導入した薄膜よりも多く色素標識した DNA 分子を吸着することも確

認された。

図３－２．100 nm の PS ビーズを添加して合成した酸化チタン薄膜の TEM 観察結果

図３－３．100 nm の PS ビーズを添加して合成した酸化チタン薄膜のクリプトン吸着測定結

果と膜厚測定結果

次に、大孔径半導体酸化物薄膜の簡便な合成法開発に向けて、PS ユニットを含む界面活

性剤を用いた多孔質薄膜の合成を試みた。PS 鎖とポリオキシエチレン（PEO）鎖の疎水性の

差が大きいことに起因して生成する球状の凝集体が溶媒揮発の過程で階層構造を形成する

ことが期待できるため、高分子量の PS-b-PEO 界面活性剤を用いた合成を検討したところ、

大量の生体分子を孔内に導入することが可能なマクロポーラス酸化チタン薄膜の合成に成
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功した（図３－４）。疎水部である PS ユニットを内側、親水部である PEO ユニットを外側

にした球状体が形成され、スピンコート法で成膜する過程で溶解している酸化物前駆体（金

属オキソ種）と PEO ユニットが相互作用しながら球状集合体が隣接するようになり、前駆

体薄膜が得られる。焼成して界面活性剤を除去すると大量のマクロ孔を内部に含む半導体

酸化物薄膜が得られる。マクロ空間の直径は主に 30-150 nm の範囲に存在しており、生体

分子が通過できるような 10 nm を超えるような連結孔の存在も確認できた。高倍率の SEM

観察から、マクロ孔が 10 nm より大きな孔によって薄膜の内部方向にも連結している様子

が確認できた。酸化チタンとほぼ同様の手順で、酸化スズ及び酸化亜鉛のマクロポーラス

薄膜の合成も可能であった。SEM 観察からマクロ孔が薄膜全体に存在しており、ナノ空間の

直径は 10-150 nm と見積もることができ、マクロ孔が 10 nm より大きな孔によって連結し

ている様子も確認できた。さらに、PS 系界面活性剤を利用した多孔質半導体酸化物薄膜の

孔径制御の可能性についても検討した。球状の孔のサイズは PS-b-PEO の分子量によって制

御することが可能であった（図３－５）。

図３－４．PS系界面活性剤を利用したマクロポーラス半導体酸化物薄膜の製造技術

図３－５．分子量の異なる PS系界面活性剤を利用して合成したマクロポーラス酸化チタン

薄膜の SEM 像
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各種酸化チタンの多孔質薄膜表面への蛍光標識を持つ生体分子（Cy5-ssDNA）の吸着量の

比較を行った結果を図３－６に示す。400 ℃焼成して骨格を結晶（アナターゼ）化した界

面活性剤（F127）による多孔質薄膜及びそれに PSビーズを加えた系（F127+PS(x)）と比較

しても、マクロ空間を有する酸化チタン薄膜が極めて高い吸着性能を示していることがわ

かる。Cy5-ssDNA の分子サイズが大きいために、F127 及び F127+PS(x)の場合は薄膜内部ま

で Cy5-ssDNA の吸着ができないことを表している。標識色素が無い場合には当然蛍光発光

が観察されないが、Cy5-ssDNA を吸着させると蛍光発光が確認でき、濃度を高くするとより

多くの Cy5-ssDNA が吸着する様子が観察された。

図３－６．各種酸化チタンの多孔質薄膜表面への Cy5-ssDNA の吸着量の比較

図３－７．マクロポーラス酸化チタン薄膜表面に固定化した Cy5-ssDNA を光励起した場合

に発生する光電流と各種酸化チタンの多孔質薄膜との比較
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次に、光で励起して吸着している Cy5 から発生する電子（光電流）が検出されるかを確

認した。図３－７に示すように、120 mW という強い光で励起したにも関わらず、F127 及び

F127+PS(x)では極微量の光電流しか検出できなかったが、マクロ空間を有する酸化チタン

薄膜は非常に高い電流値を示している。光源を 6 mW と非常に弱いものに変えても、励起色

素からの光電流を十分に検出することができた。即ち、マクロ空間を有する酸化チタン薄

膜が各種色素増感の原理を利用した太陽電池など、色素増感型デバイスの高感度電極とし

て極めて有望であることを意味している。

作製したマクロポーラス薄膜の空孔は、生体分子が関与するより複雑で選択的な反応系

にも適用できる。5-10 nm 程度の巨大なタンパク質が 3分子（1次抗体 XG69、2 次抗体 5A6、

抗原 PSA、2 次抗体の標識色素 Cy5）関与する免疫検定（イムノアッセイ）系をマクロポー

ラス薄膜内に構築した。それぞれの分子は空孔を連結する孔を通過できるので、空孔内部

のマクロ空間で 3分子が関与する抗原抗体反応を進行させることができる。2次抗体を色素

で標識し、マクロポーラス酸化スズ薄膜を電極部材として上記の抗原抗体反応系を構築し

たところ、蛍光により測定した色素吸着量と 2 次抗体を標識した色素分子から発生した光

電流値とは良い相関を示した（図３－８）。マクロ空間を利用することで、生体分子の極め

て高い分子認識機能を活かした選択的なセンサーができるものと期待される。

図３－８．マクロポーラス酸化スズ薄膜表面での抗原抗体反応を経て吸着する２次抗体か

らの蛍光値測定及び２次抗体に標識した Cy5 からの光電流測定

②液相析出法を利用した酸化亜鉛ウィスカー膜の構造制御

水溶液中における酸化亜鉛結晶粒子合成において、結晶成長の制御を通して、酸化亜鉛

ウィスカーの合成が可能となれば、不純物の混入や、反応系の複雑化、高コスト化を回避

することができ、さまざまな分野への応用が期待できる。ここでは、水溶液中における酸
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化亜鉛の結晶成長の制御を通して、酸化亜鉛ウィスカー薄膜の構造制御を試みた。まず、

酸化亜鉛シードからの酸化亜鉛ウィスカー生成プロセスについて、反応温度、反応溶液濃

度、界面活性剤などの条件が形成されるウィスカーの形態に及ぼす影響を詳細に検討した。

また、酸化亜鉛薄膜について蛍光強度や光電流値などの特性を評価したところ、極めて優

れた光電流特性を示すことを明らかにした。次に、全製膜プロセスを 100℃以下とするため

に、100℃以下での低温でのシードレイヤー形成するプロセスを検討し、脱水酢酸亜鉛シー

ドから酸化亜鉛ウィスカーを生成するプロセスを開発した。それにより得られた酸化亜鉛

薄膜（蛍光強度、光電流）の特性を評価したところ、従来プロセスによる酸化亜鉛薄膜と

同等の優れた特性を示すことが明らかになった。また、高いアスペクト比の酸化亜鉛ナノ

ウィスカーからなる束状構造を有する酸化亜鉛の集積膜を得る事に成功した。例えば、直

径約 30nm、厚み約 3.2µm の酸化亜鉛薄膜では、クリプトン吸着曲線から得られる比表面積

が、投影面積の約 75 倍にも達し、最終目標値である 50倍をはるかに超えるものとなった。

図３－９．多孔質酸化亜鉛（ウィスカー）薄膜の作製プロセス

図３－９に FTO 基板表面での酸化亜鉛 シード層作製及び酸化亜鉛ウィスカー作製の手順

を示す。代表的な例としては、0.01M Zn(CH3COO)2・2H2O/ ethanol 溶液を、FTO 基板にスピ

ンコートして乾燥させ、この工程を４回繰り返した後、350℃にて 20 分間加熱処理を施し

た。シードレイヤーをコートした基板を SOL II 水溶液中に浸漬させて、ウィスカー薄膜を

生成した。図３－１０に液相析出法により作製した酸化亜鉛ウィスカー膜の断面の走査型

電子顕微鏡（SEM）像を示す。酸化亜鉛ウィスカーは、基板に対して垂直方向に成長し、直

径約 50-100 nm、長さ 500-1000 nm のウィスカーからなる薄膜を形成していた。ウィスカー

間の空隙寸法は数 10～数 100 nm であった。基板から斜め方向に成長しているウィスカーが

多く、これは FTO 基板表面の凹凸の影響を大きく受けているものと考えられる。

また、反応温度（40～90℃）、反応溶液濃度（0.01～0.2M）などの条件の酸化亜鉛ウィス
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カーの形態に及ぼす影響ついて調べ、反応温度が高くなるほどウィスカーの高さが増大し、

また反応溶液濃度が高くなるほど直径が増大する傾向にあることを明らかにした。さらに、

反応時間を長くすることにより、膜厚を増大させることが可能であることを確認した。得

られた酸化亜鉛薄膜について、色素濃度１μM の溶液を用い 6 mW の低出力赤色レーザーを

照射して、光電流評価を行ったところ、1×10-6A を超える光電流値が得られ、この値は別に

液相析出法により作製した酸化チタン多孔質膜に対して約 1000 倍高いものであった。120mW

高出力赤色レーザーを用いると、10 倍以上の絶対値の向上が確認された。

図３－１０．液相析出法により作製した酸化亜鉛ウィスカー膜断面の SEM 像

さらに、反応温度（40～90℃）、反応溶液濃度（0.01～0.2M）などの条件の酸化亜鉛ウィ

スカーの形態に及ぼす影響ついて調べ、反応温度が高くなるほどウィスカーの高さが増大

し、また反応溶液濃度が高くなるほど直径が増大する傾向にあることを明らかにした。さ

らに、反応時間を長くすることにより、膜厚を増大させることが可能であることを確認し

た。得られた酸化亜鉛薄膜について、色素濃度１μM の溶液を用い 6 mW の低出力赤色レー

ザーを照射して、光電流評価を行ったところ、1×10-6A を超える光電流値が得られ、この値

は別に液相析出法により作製した酸化チタン多孔質膜に対して約 1000 倍高いものであった。

120mW 高出力赤色レーザーを用いると、10倍以上の絶対値の向上が確認された。

上述したプロセスでは、基板のシード層形成において 300℃以上の高温処理が必要である

が、この高温処理を除いて全製膜プロセスを 100℃以下にすれば製造プロセスの簡略化、軽

量化、低コスト化が可能となる。また透明導電性ポリマーフィルムなどの低耐熱性基板も

適用でき、高温処理に起因する基板の抵抗増加が避けられる。このため、100℃以下での酸

化亜鉛の脱水処理を検討したところ、上述したプロセスとほぼ同等の酸化亜鉛薄膜の生成

に成功した。検討したプロセスを従来方法と比較して図３－１１に示した。新しいプロセ

スのメリットは、スピンコートした FTO 基板を、65℃のオーブン中に 1 日置いてから脱水

処理した酢酸亜鉛をシードとするため、350℃の熱処理の必要がない。
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図３－１１．酸化亜鉛の脱水処理を利用したプロセスと従来プロセスの比較

図３－１２．脱水酢酸亜鉛シードから生成した酸化亜鉛ウィスカー薄膜の SEM 像

図３－１２に本プロセスによる酢酸亜鉛シードから生成した酸化亜鉛ウィスカー薄膜の

表面および断面の SEM 像を示す。この酸化亜鉛薄膜の生成メカニズムとしては、溶液中で

溶解度が低い酢酸亜鉛が強制加水分解により核を生成し、c軸配向成長を示しながらシード

が形成されるものと考えられた。本プロセスにより得られた酸化亜鉛薄膜の色素吸着量の

蛍光強度評価および光電流評価を行った。その結果を図３－１３に示す。蛍光強度および

光電流特性ともに、従来プロセスの酸化亜鉛薄膜と同等もしくはそれ以上の優れた特性を

示し、光電流評価では色素濃度１μM、120 mW の赤色レーザー照射で、3×10-5A を超える光

電流値、25 の SN 比が得られた。

さらに、本プロセスの脱水処理は紫外線照射でも可能であり、この事を利用してフォト

マスクを用いた紫外線照射により酸化亜鉛薄膜のパターニング形成に成功した（図３－１

４）。フォトマスクを介して紫外線照射することにより、任意の領域に無水酢酸亜鉛シード

層が形成でき、その上に酸化亜鉛ウィスカーを成長させることができた。この技術は、ウ

ィスカー成長領域を任意に選べるため、センサ電極薄膜の形成に極めて有効である。
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図３－１３．脱水酢酸亜鉛シードから生成した酸化亜鉛ウィスカー薄膜の蛍光強度と光電

流値

図３－１４．フォトマスクを用いた紫外線照射による酸化亜鉛薄膜のパターニング

図３－１５．亜鉛塩加水分解による酸化亜鉛薄膜作製の概念図
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さらに、加水分解技術の広い範囲での応用を図るために、酢酸亜鉛二水和物と硝酸亜鉛

六水和物を出発原料として得られた５種類の低溶解度亜鉛塩をシードとして用い、それら

の反応溶液中における酸化亜鉛薄膜の生成について検討した。図３－１５にそのプロセス

の概念図を示す。これらのプロセスは、基板選択性なしなど利点を示すことから、低コス

トによる薄膜の作製が可能となりナノデバイスへの応用が期待される。例えば、

Zn(CH3COO)2-NaOH-(PEI)の反応系を用いた ZnO ウィスカー薄膜の制御では、酸化亜鉛ナノウ

ィスカーの寸法（長さ、直径）、形状や集積状況等が、成長時間、温度、溶液濃度、ポリエ

チレンイミン（PEI）の有無などを調節することにより制御することができることが明らか

となった。PEI を加えた場合、ZnO ナノウィスカーの成長速度は非常に高く、時間の経過に

より膜厚が増大し、生成した ZnO は優れた結晶性を示した。

図３－１６．異なる反応温度で得られた ZnO ウィスカー薄膜の厚みと反応時間の関係

図３－１７．ZnO ナノウィスカー薄膜（直径約 30nm、厚み約 3.2µm）の FE-SEM 像
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図３－１８．ZnO ナノウィスカー薄膜（直径約 30nm、厚み約 3.2µm）のクリプトン吸着曲線

及び BET プロット

図３－１６に異なる反応温度で得られた ZnO ウィスカー薄膜の厚みと反応時間の変化を

示す。20℃より高い温度の場合、ZnO ウィスカー薄膜の成長が更に速いことが分かった。65℃、

6h で処理したナノウィスカーの側面図を図３－１７に示す。直径約 30nm、厚み約 3.2µm の

ZnO ナノウィスカー薄膜が得られ、これらの形状から計算により得られる比表面積の投影面

積に対する割合は 62.33 と 50 をはるかに超えるものとなった。また図３－１８に示す ZnO

ナノウィスカー薄膜のクリプトン吸着曲線結果から比表面積 12.52m2/g が得られ、それから

計算される上記の面積割合は 75 以上となった。

ここで得られた酸化亜鉛ウィスカー薄膜の合成手法は、不純物の混入や、高コスト化を

回避することができ、さまざまな分野への応用が期待できる。また、ウィスカーによる薄

膜は、高い比表面積と高い導電率を両立させることのできるナノ構造体となることから、

分子センサ、ガスセンサ、色素増感型太陽電池等の様々な電子・化学デバイスへの応用が

期待される。

③液相析出法を利用した酸化スズシート薄膜の構造制御

構造制御した半導体酸化物薄膜を FTO 基板に被覆し、環境センサの電極として応用する

場合、その感度は基板表面の物性や形態、比表面積、基板との間の電気抵抗等とともに、

生体分子との吸着性にも大きく依存し、非特異的吸着（吸着させたくない分子等が大量に

吸着してしまう現象）が起きると、感度は著しく低下する。この非特異的吸着は材料の物

性に依存し、一般的に酸化スズは酸化亜鉛などの他の半導体酸化物に比べて、非特異的吸

着が少ないと言われている。ここでは、FTO 基板上に酸化スズナノ結晶コーティングを形成

することを試み、水溶液中での結晶成長制御により、従来の酸化スズ膜とは大きく異なる、

シート状結晶からなる多孔質酸化スズナノ結晶コーティングを開発した。粒界を有さず導

電性が高いため、高い光電流値を実現するとともに、不要な分子吸着の抑制効果、高い SN
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比を示した。さらに、本手法も水溶液プロセスにより合成されており、高温焼結を必要と

しないため、高温加熱処理に伴う FTO の抵抗増加を回避できるとともに、ポリマーフィル

ムなどの低耐熱性基板上への酸化スズコーティングも実証し、フレキシブル性、軽量化、

低コスト化が可能であることを示した。

図３－１９．FTO 基板上に形成した（ａ）酸化スズシート薄膜の SEM 像,（ｂ）酸化スズシ

ート集積膜の SEM 像

酸化スズシート薄膜の合成には、SnF2を溶解させた 90℃の水溶液を用い、FTO 基板を所定

時間浸漬することにより、シート状の酸化スズ薄膜を形成させた。図３－１５（ａ）に FTO

基板上に 30 分間浸漬することにより形成した酸化スズシート薄膜の SEM 像を示す。浸漬後

の基板表面からは、ナノ結晶が FTO 基板表面に直接均一に形成していた。形成した酸化ス

ズのシート状結晶は厚さ 5 nm、長さ約 20～150 nm であり、50 nm～数 100nm 程度の空間が

形成されている。また、これらのシート状結晶以外におよそ 5-10 nm の酸化スズの微細な

結晶が観察され、これらの間隔は 5 ～数 10 nm 程度であった。これらの酸化スズのシート

状結晶および粒子状結晶の、浸漬時間の増大に従って大きくなることが確認された。浸漬

時間の増大など合成条件を変化させてシート状結晶が発達するように酸化スズを析出させ

たところ、厚さ 5nm 程度、大きさ 50～200nm 程度のシート状結晶の集積膜が得られた（図

３－１５（ｂ））。表面積の増加とともに、数 10 nm から約 100nm 程度の空間が形成され

ていることが確認された。XRD 測定の結果、SnO2に X 線回折パターンが観察され、その他の

相は観察されなかった。酸化スズシート薄膜の、光電流評価を行ったところ、浸漬時間 20

分の試料で、色素濃度１μMの溶液で 120 mW の赤色レーザー照射では、5.50×10-6A の光電

流値、29 の SN 比が、6 mW の赤色レーザーでは 1.42×10-7A の光電流値、14の SN 比が得ら

れた。

また、ITO 表面のパターン化処理により、パターン化酸化スズ/ITO/ポリマーフィルムハ

イブリッド電極を作製した。まず、ITO/ポリマーフィルム基板に、フォトマスクを介して、

(a) (b)
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真空紫外光を 10 分間露光した。真空紫外光露光には、セン特殊光源製低圧水銀ランプ

(PL16-110）を用いた。初期の ITO/ポリマーフィルム基板表面は、水に対する接触角 111°

を示す疎水性表面であるのに対し、真空紫外光露光した領域は、接触角が 5°以下の超親水

性を示した。SnF2（純度 90.0%）を 5mM となるように 90℃の蒸留水に溶解し、基板を溶液中

に斜め下向きで浸漬した。溶液を 90℃に保ったまま 2 時間浸漬し、その後、基板を流水で

洗浄した。パターン化酸化スズ構造体の形成を行った基板の写真を図３－２０に、挿入図

に、パターン化酸化スズ/ITO/ポリマーフィルムハイブリッド電極の拡大写真を示す。真空

紫外光の露光領域には酸化スズ構造体が形成しており、一方の非露光領域には酸化スズ構

造体は形成されなかった。容易に曲げることができ、その際、酸化スズ構造体の剥離は見

られなかった。水溶液プロセスを用いて酸化スズナノ結晶コーティングを実現するこの手

法は、フレキシブル化（曲げ特性）、軽量化、低コスト化が可能となり、低環境負荷プロセ

スとしても有用である。

図３－２０．パターン化酸化スズ/ITO/ポリマーフィルムハイブリッド電極の写真. 挿入図

はパターン化酸化スズ/ITO/ポリマーフィルムハイブリッド電極の拡大写真

④まとめ

本プロジェクトで目指す高感度環境センサを実現するためには、アンテナの役割をする

生体分子をできるだけ多くセンシング材料表面に固定すること、固定した生体分子が捕捉

すべき有害有機物質と効果的に接触できること、及び有害有機物質の捕捉に起因する電気

信号を、効果的にセラミックセンシング材料を通して伝達させることが必要となる。この

ため、高感度セラミックセンシング材料の開発においては、材料本来の物理的特性を損な

うことなく、また三次元的な接触空間を確保しつつ表面積を増大させるため、ナノメータ

ーレベルでの微細凹凸構造あるいは多孔質構造の制御技術を確立することを目指した。セ

ラミックスのナノメーターレベルでの微細凹凸構造・多孔質構造制御技術としては、幾つ
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かの有効な方法が考えられるが、本研究開発では、プロセスが単純で環境負荷が小さく、

コスト的にも有利であり、製造条件の的確な選択により微細凹凸構造・多孔質構造を精緻

に制御できる、溶液化学を経由したセラミック多孔質膜の微細構造制御方法を主たる方法

として取り上げた。ここでは、高感度セラミックセンシング材料の開発で得られた成果の

中で特に抽出すべきものとして①有機化合物を利用した半導体酸化物多孔質薄膜の構造制

御、②液相析出法を利用した多孔質酸化亜鉛（ウィスカー）薄膜の構造制御、③液相析出

法を利用した多孔質酸化スズ（シート）薄膜の構造制御ついて述べた。以下に、それらの

まとめを示す。

有機化合物を利用した半導体酸化物多孔質薄膜の構造制御においては、まず界面活性剤

を利用した合成法、高分子化合物を利用した合成法により、50 nm 以上のマクロ孔を有する

均質な微細多孔質構造を得ることができた。次に、ポスチレン（PS）ユニットを含む界面

活性剤を用いて、半導体酸化物として代表的な酸化チタン、酸化スズ、酸化亜鉛のマクロ

多孔体薄膜の合成を実現した。薄膜全体に生体分子を効果的に吸着させることが可能であ

ることを確認し、単純な色素増感型の動作原理を利用したセンシングでは、何れの半導体

酸化物薄膜も優れた電極特性を示した。より複雑な抗原抗体反応を利用したセンシングで

は、特に酸化スズ薄膜が極めて優れた光電流特性を示すことを見出した。さらに開発した

多孔質薄膜の構造制御技術の、光触媒、色素増感型太陽電池などの他の次世代部材への有

用性を明らかにし、波及効果について実証した。

液相析出法を利用した多孔質酸化亜鉛（ウィスカー）薄膜の構造制御においては、水溶

液中における酸化亜鉛の結晶成長の制御を通して、ウィスカー薄膜の構造制御を試みた。

酸化亜鉛ウィスカー生成プロセスについて、反応温度、反応溶液濃度、界面活性剤などの、

ウィスカーの形態や多孔質構造に及ぼす影響を検討し、得られた薄膜が優れた光電流特性

を示すことを明らかにした。さらに、高温加熱処理が不要の全製膜プロセスが 100℃以下と

なる、脱水酢酸亜鉛シードから酸化亜鉛ウィスカーを生成するプロセスを開発した。また、

高いアスペクト比の酸化亜鉛ナノウィスカーからなる束状構造を有する酸化亜鉛の集積膜

を得る事に成功し、最終目標値である 50 倍をはるかに超える、投影面積の約 75倍の比表

面積を実現した。

液相析出法を利用した多孔質酸化スズ（シート）薄膜の構造制御では、水溶液中での結

晶成長制御により、従来の酸化スズ膜とは大きく異なる、シート状結晶からなる多孔質酸

化スズナノ結晶コーティングを開発した。粒界を有さず導電性が高いため、高い光電流値

が得られるとともに、不要な分子吸着の抑制効果により高い SN比を実現した。これらの多

孔質酸化物薄膜の形成は、シード層を必要とせず酸化物が直接 FTO 基板上に形成している

ため、基板と接着強度が高く、シード層による抵抗増加や可視光透過率低下がない。また、

本手法も高温加熱処理が不要であり、それに伴う FTO 基板の抵抗増加もなく、さらに導電

性ポリマー基板へのコーティングも実現するなど、フレキシブル化（曲げ特性）、軽量化、

低コスト化、環境負荷の低減などの多くの有用性を実証した。
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（２）生体分子固定化技術の開発

（ＴＯＴＯ株式会社、国立大学法人九州工業大学、株式会社堀場製作所）

受容体タンパク質及び抗体タンパク質のセラミック電極への固定化に必要な基礎的基

盤技術を確立することを目標として、１８年度より研究開発を推進した。

分子と電子デバイスの高効率な機能連携の実現は、高感度センシングや次世代の情報あ

るいはエネルギー素子の実現に欠かすことのできない技術的ハードルである。電極反応は

電極表面から数十Å内の、ヘルムホルツ層でしか行われない。そのため、分子サイズが数

nm から数十 nm に達する立体障害を持つ機能性分子である生体分子（ＤＮＡ及びタンパ

ク質）の分子配向、距離制御、界面環境設計などが、その機能性に大きな影響を与えるこ

とから、充分な設計と精密な構築技術とが非常に重要である。本測定システムにおいては、

固定化するプローブ物質として、ＤＮＡ、タンパク質、ペプチド（低分子のタンパク質）

が考えられる為、ＤＮＡ、タンパク質、両者の固定化方法を確立し、

図３－２１．生体分子固定化及びセンサ性能評価のためのアッセイ系

基準となるセンサ系を構築した上で、おおよそのセンサ性能の把握を行うこととした（図

３－２１）。レセプター結合アッセイを、ただちに行う事は、分子の構築に時間がかかる

等、時間的な制約と技術的なハードルは高い為、擬似的な評価系（ＤＮＡに関しては相補

ＤＮＡのハイブリダイゼーション、 タンパク質に関しては免疫アッセイ系）を用いて、

評価を行うこととした。

なお、この技術開発項目では、セラミック基板として、多孔質構造を持たないフッ素ド

ープ酸化スズ（ＦＴＯ）を基板として用いた。ＦＴＯは、導電性と、光電子変換という本

プロジェクトにおいては最低限の半導体特性を兼ね備えた電極部材である。ＦＴＯをベー
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スとして、生体分子の固定化を最適化し、他部材や多孔体への展開を行う事とした。

基板として用いるＦＴＯは非特異的吸着性に乏しい為、センサ系を構築した場合にブロ

ッキング処理が不要となる可能性が示唆された。本方法の場合、一般的に用いられるブロ

ッキング剤（例えば、スキムミルク等の高濃度なタンパク質成分）は電極表層に絶縁層を

形成するため、光電子変換の効率を低下させる恐れがある。そのため、可能な限りブロッ

キング処理を行わずにセンサ系を構築するべきであると考えた。

① 固定化量評価方法の確立

本項の研究推進にあたり、基板上に固定化される官能基量、生体分子量、および、得ら

れる信号（光電流）との関連性を把握することは、センサの性能保障と感度向上を目指す

にあたって重要であると考えられた。その為、その技法の確立を行った（図３－２２）。

図３－２２． 基板への分子固定化の評価技法

分子の固定化方法は、大別して、シランカップリング剤を用いて、官能基導入を行った

後、導入官能基に対する生体分子の結合反応を行うか、若しくは物理吸着を行うことで進

行した。 生体分子の固定化の各ステップは、蛍光色素標識したプローブ分子を結合する

こと、若しくは補助的にＦＴ－ＩＲによる官能基分析を行い、蛍光から得られる情報（固

定化量）とセンサ性能（光電流値）を把握することにより、最適化を行った。

シランカップリング剤はアミノプロピルトリメトキシシラン（ＡＰＴＭＳ）が最適で、

官能基導入量を多くできた。グリシジリルプロピルトリメトキシシラン（ＧＰＴＭＳ）、

イソシアノプロピルトリメトキシシラン（ＩＳＰＴＭＳ）は官能基導入後に生体分子を固
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定化した場合、顕著な効果は認められず、タンパク質固定化においては、カップリング剤

を利用する方法は、物理吸着よりも大きなメリットがあるとは考えられず、以降、ＤＮＡ

の固定化にはシランカップリング法を用い、タンパク質の固定化には物理吸着法を用いる

事とした。

また、蛍光色素修飾した生体分子を基板に固定化した場合、得られる蛍光値と電流値は

相関性があるが、固定化量が過剰であると、電流値は低下することが判明した。 本方法

は、光電気化学的な測定方法を基盤とする為、電極界面において、過剰な生体分子が存在

する場合は、電子伝達を阻害する等の要因が考えられる。従って、生体分子を利用する場

合は、その固定化密度を考慮した設計が重要であることが示された。

② ＤＮＡの固定化電極

ＦＴＯへのシランカップリング剤による官能基導入方法を検討した。ＦＴＯをアルカリ

処理し、ＡＰＴＭＳの濃度と処理時間を変更し、表面へアミノ基導入を行い、アミノ基と

選択的に反応する N-ヒドロキシスクシンイミド基を持つ色素（ローダミン）を反応させ

ることにより、固相化されたローダミン由来の蛍光・光電流の評価を行い、カップリング

条件の至適化を行った。

さらに、基板上に固層化されたアミノ基と核酸（ＤＮＡ）の持つリン酸基由来の負電荷

により静電結合を行った後、架橋反応の為、紫外線処理（120 mJ/cm2）を行うことでＤＮ

Ａを固定化したセンサチップを作成した。

センサとしての評価は、プローブＤＮＡを濃度を変えて固定化し、それに相補する配列

を持つ蛍光色素標識ＤＮＡ（プローブに対して結合する相補鎖と結合しない非相補鎖）の

濃度を変えて、一般的なＤＮＡ－ＤＮＡハイブリダイゼーションの方法に沿って行った

（図３－２３）。

図３－２３．ＤＮＡのハイブリダイゼーションによるセンサ性能評価
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非相補鎖に対して、相補鎖は明らかにプローブＤＮＡと結合していることが、蛍光、電

流、両測定結果から明らかになった。蛍光による測定はＤＮＡマイクロアレイの解析に使

用可能な大型の蛍光スキャナで行っているが、光電流値はほぼ同等の傾向を示しており、

10 nM までの測定が可能であった。

さらに、高感度センサ用電極として使用を進める上で、作製した電極の性能を評価し基

準性能を満たした電極を提供する必要があった。AIST により作成された、液相法による

SnO2:F 電極はＦＴＯ電極と比べて有意に高い電流が検出可能であることが判った。本計測

システムは微量な有害有機物質を高感度・迅速かつオンサイトで計測する技術を実現する

ことを狙っており、実用化に際しては構成部材の自製化検討を行う必要があった。そこで、

自動スポット装置を用いて、より小径サイズでのアレイを搭載した測定チップの自製化検

討を行った。測定系としてはこれまで検討してきた SRC-1、ERαおよび抗体によるエスト

ロゲンセンサを想定し、SRC-1 固定化用の DNA スポッティングおよび、固定化処理につ

いて条件検討と再現性の確認を行った。固定化条件（固定化濃度、ＵＶクロスリンク線量）、

洗浄条件等（溶媒、洗浄時間、乾燥時間）を設定することにより最適化をはかり、測定チ

ップの作製を繰り返し行い、蛍光強度（PMT600）を測定した。その結果を図３－２４に示

す。蛍光強度の全スポット間のバラツキは CV 値 9.7 %で、バラツキが小さく再現性の高い

工程であることが確認された。
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図３－２４．測定チップ作製におけるＤＮＡスポットの蛍光強度の再現性

③ タンパク質の固定化

ＦＴＯ電極に物理吸着によりセンサ系を構築することを試みたが、得られる蛍光・電流

値が非常に小さく、高感度なセンサ構築は困難であった。これは、ＦＴＯが物理吸着性に

非常に乏しい為であると考えられた。

一方、各半導体基板に対するタンパク質の吸着度合いを検討した結果、酸化亜鉛（Ｚｎ

Ｏ）が非常に高い吸着能を示すことが明らかになった。そこで、ＦＴＯの上にＺｎＯをス
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パッタリングによりコートし、タンパク質固定化量を増加させることで、センサ系が構築

できる可能性を検討した。

ＦＴＯ、ＺｎＯスパッター処理を行ったＦＴＯ（ＺｎＯ／ＦＴＯ）、さらに硝酸処理を

行った基板（ＺｎＯ／ＦＴＯ硝酸処理）３種の基板に対し、10 ug/mL のヤギ IgG (10 mM

Phosphate Buffer[pH 7.0], 0.05 % Tween 20)をスポットし、30 分静置後、洗浄し、Cy-5

標識した Anti-Goat (Mouse) 抗体の濃度を変えて加え、60 分静置後、洗浄した後に、蛍

光値と光電流値を測定した（図３－２５）。

図３－２５．各電極のタンパク質測定感度

ＺｎＯ／ＦＴＯ電極は蛍光値は高いが、濃度に応じた光電流は得られず、単に固定化量

を増やしただけでは、本方法では高感度化に繋がらないという結果となったが、ＺｎＯ／

ＦＴＯ硝酸処理電極は 10 ng/mL の測定感度が得られた。この基板の表面をＸＰＳにより

解析したところ、数 (Atomic) % の Ｚｎが基板上に存在することが明らかになった（図

３－２６）。

図３－２６．TEM による分析結果（左：ZnO/FTO 処理前 右：処理後）
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さらに、一般的な免疫アッセイ系（αフェトプロテイン（ＡＦＰ）を抗原とするサンド

ウィッチ免疫アッセイ）へのこの固定化方法の適用を試みた。抗ＡＦＰ1 次抗体（20

µg/mL/10 mM Tris [pH9.0]）を基板上へスポット静置し、37℃で 1 時間固定化反応を行い、

洗浄後、各濃度の抗原と 30 µg/mL の Cy5 標識抗ＡＦＰ2 次抗体（10mM PB[pH7], 150mM

NaCl）を加え、37℃で 2時間反応後、洗浄を行い、蛍光・光電流の測定を行った（図３－

２７）。

この値は、本実験に使用した抗体の性能を鑑みると（発色系ＥＬＩＳＡで 50 µg/mL 程

度）、かなりの高感度が図れていると考えられる。
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図３－２７．サンドウィッチ免疫アッセイによるセンサの検出感度

④ 新規な固定化方法

本プロジェクトでは、高感度環境センサを実現する部材開発を目的としているが、その

高選択性と高感度性を確保するためには、分子層（測定対象選択分子層）を高精度に部材

上に形成する必要がある。しかし、タンパク質やペプチドといった機能性マクロ分子によ

り、固相上に制御された分子層を形成できる技術はなかった。

これまでに、電気化学的方法や、界面展開性の分子キャリアを用いる方法など、独自の

分子層の精密形成技術を開発しており、本研究期間上期では、それらの方法の、分子層形

成プロセスとしての検討と、本研究で開発中のセンサ部材および高感度環境センサ構築へ

の適用についての初期的検討を行った。

本研究では、EC tag 配列として 2 価遷移金属と強く錯形成することができるヒスチジン

単一配列からなる Hexahistidine を用いた。Hexahisitidine は親水的な配列であるため分

子表面に露出する。そのため、固定化する分子に結合しても、その分子構造には影響が生

じ難いというメリットを有する。Hexahistidine は、遺伝子工学的手法もしくは化学合成に

よって容易に分子へ導入することができる。配位金属には Ni2+、Cu2+ほか殆どの遷移金属イ

オンを利用することが可能であると想定された。
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また、固定化後の固相表面での分子定量を容易に行うために、蛍光分子である FITC を末

端に標識し、以下に示す配列のペプチドを設計・合成し、EC tag 法の評価を行なった。

①FITC 固定化評価用プローブ

②FLAG 配列 親水性配列であり、分子間凝集を抑制する

③EC tag 配列 Ni2+と錯形成を行い EC tag として固定化部位を担う

図３－２８．ＥＣ－ＴＡＧの構造

機能性ペプチドと Ni2+を緩衝溶液中で混合することによって、ECtag を形成させた。電位

制御は、ポテンシオスタットを用いて行い、白金微小電極(φ=50μm)を作用極(ペプチド固

定化を行う固相)とした三電極系により、機能性ペプチドの固定化反応を行なった。ペプチ

ド固定化量は、蛍光顕微鏡を用いて相対蛍光強度を測定し、定量を行なった。

蛍光顕微鏡評価の結果、微小電極表面に強い蛍光が測定され、評価プローブペプチドが

EC tag を介して電気化学的に固定化できたものと考察した。電位印加時間を変化させて、

電極表面蛍光強度により評価プローブペプチド固定化量評価を行ったところ、電位印加時

間が長いほど固定化量が増えることが示された。また配位金属である Ni2+の還元電位である

－50mV vs Ag/AgCl 以下の電位でのみ固定化が観察され、ペプチドを固定化した電極に対し

電解酸化反応を行なうと固定化されたペプチドが電極表面から脱離した（図３－２９）。こ

れは電解酸化によって Ni0→Ni2+となり電極表面から脱離したと考えられる。以上の結果か

ら、ECtag 法が電気化学反応に基づいた可逆的な分子固定化法であることが示された。

図３－２９． ECtag モデル分子によるＰｔ表面への分子固定化の様子

蛍光分子を光励起し生じた励起エネルギーを、分子界面（分子層-ＦＴＯの界面）で電流

へと変換する光励起電流変換を行うため、短絡電極系を構築した。この電極は、無抵抗電

流計測計（北斗電工株式会社製 HM-103）に接続し、また FTO（ガラス）電極を透してレ

FITC-βAla-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys-(Pro)3-(His)6 

① ② ③
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ーザー光が Cy 分子層に照射されるレーザー系（Photop Suwtech Inc.製 LDC-1500 laser 
diode）とシステム化している。

この測定系により図３－３０．に示す各分子層を形成させた FTO 電極における光励起電

流の測定を行った。

図３－３０． 光励起電流測定試験を行った 4 種類の電極

励起光照射後の5分間での光電流変化量を測定した。光励起分子であるCy3が存在しない

ＦＴＯ電極（図３－３０中の①および②）では、励起光を照射した場合においても、光電

流は確認されなかった。一方、Cy3がその表面に存在するFTO電極（図３－３０中の③およ

び④）では、励起光を照射した際に、光電流の増加を確認することができた（図３－３１）。

図３－３１． 左：蛍光色素を非特異吸着させた FTO、右：蛍光色素を含むセンサ分子を

ECtag 法で固定化した FTO 電極
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⑤ 生体分子固定化技術のまとめ

センサの性能としては、シランカップリングによるＤＮＡ固定化、物理吸着によるタン

パク質固定化の結果からおおよそのセンサ感度を把握することが可能であった。測定対象

物の分子量は１００程度であり、0.1 ng/mL は約 1 nM に相当する。抗体（分子量 15 万）

では 1nM は 15 ng/mL に相当するため、図３－２７で得られている 10 ng/mL の感度で

あれば、S/N 比も含めてほぼ達成できたと想定された。

推進委員会での指摘により、Ｈ２１年度より、生体分子固定化技術では電極基板の選定

とそれに合わせた固定化の方法を生産を見据えて最適化することを目標とし、プロジェク

トの目標値に関しては、生体分子理容技術と合わせ、測定対象分子を絞った上でで、生体

分子利用技術の中で達成すべきであるとしたため、生体分子固定化技術に関しては以下の

ようにとりまとめることができた。

本測定の方法は、電極自体の性能を最大限に生かす必要があり、電極自体の特性を考慮

した上で、開発の要点を明確化できたと考えられる。タンパク質の測定の場合には、カッ

プリングは好ましくなく、むしろ物理吸着に固定化の方がセンサ性能が得られる。これは、

シリカ層の形成により絶縁的な効果が存在するからであると考えられる。一方、ＤＮＡの

固定化においては、ハイブリダイゼーションの結果を指標とすると、シランカップリング

を好適に用いることができた。

SnO2:F とマクロポーラス SnO2 電極が本プロジェクトで作製されたが、これらの基板

はＤＮＡの固定化には、シランカップリングを用い、タンパク質の固定化には ZnO の硝酸

処理後物理吸着を用いる。これらの基板を用いる場合には、ブロッキング剤は必要なく（基

板が吸着性が低い為）、合理的な固定化技法を確立できたと考えている。

また、液相法により作製した SnO2:F 電極が一定の性能を有しているかを検査する方法と

して、blank 電流値や抵抗値の検出が有効であることが判った。blank 電流測定自体は電極

性能に影響を与える検査方法ではないことから、非破壊の検査方法としても有効である。

この方法により、大ロットでの生産・品質管理の工程を構築した。生体分子が固定化され

たバイオセンサ基板としては、ＤＮＡマイクロアレイが挙げられるが、この場合でもＣＶ

値 20％程度での管理であり、本プロジェクトで構築した基板作製工程及び管理手法も現実

的であり、センサ基板の製造増技術として十分現実的であると考えられる。

さらに、タグ分子による固定化方法の原理確立と基礎的特性評価を行った。各種分析結

果から、センサ部材への固定化方法としての有用性が明らかになった。EC tag の場合、電

極自体に直接固定化でき、物理吸着と同様のセンサ特性を得る事ができた。しかしながら、

一度に多スポット処理の固定化や、ロット間の固定化量の差や管理方法までを突き詰める

には、装置的な改良が必要であると考えられる。今回のプロジェクトの波及的な効果とし

ても、タグ分子による固定化方法のさらなる研究開発推進が望まれる。
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（３）生体分子利用技術の開発

有機有害物質を高感度・高選択的に検出するためには、これらの有害物質を選択的に認

識・結合する生体分子を利用する必要がある。このため、測定対象物質に適した生体分子

を選択し、センシングシステムへの適用性を明らかにする必要がある（図３－３２）。

図３－３２．生体分子を使用したセンシング系の概念図

そのような生体分子としては、抗体や受容体（レセプター）がある。有機有害物質に対

するレセプターや抗体、又は選択性良く結合するタンパク質などを用いたバイオアッセイ

系の構築が可能であることを確認し、それをセラミックセンシング材料上で電気信号に変

換するための最適フォーマット（生体分子種、標識物質、固定化様式）を検討した。

本研究開発では測定対象物として、１）ダイオキシン、２）エストラジオール、３）ビ

スフェノールＡの３種類を予定しており、ダイオキシン類およびエストラジオールについ

てはそれぞれダイオキシンレセプター（ＡｈＲ）、エストロゲンレセプター（ＥＲ）を利用

するセンシング方法が可能と考えられた。ビスフェノールＡについては、特異的な結合タ

ンパク質を探索し、新規なアッセイ方法を構築する必要があった。そこで、ダイオキシン、

エストロゲンに関しては、レセプター結合アッセイを基本した系で研究開発を推進し、ビ

スフェノールＡに関しては、その結合タンパク質の分離精製および特性把握を推進した。

通常の色素増感型太陽電池では一般的に電解質が有機溶媒系であるため、生体分子を変

性させる可能性がある。そこで、水溶液ベースの電解質を作成し、その適用性を判断する

ことも同時に行った。
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① 水系電解質の開発

一般的に、色素増感型太陽電池に用いる電解液は、動作原理上、レドックスペアの存在

が必要である。即ち、ヨウ素イオンを用いる場合には、トラプロピルアンモニウムイオジ

ド（NPr4I）とヨウ素（I2）による（3I- = I3
- + 2e-）となる反応系が必要である。しかしな

がら、電池と異なりセンサは反応が一過性であるため、色素への電子供与の必要性はなく、

酸化剤を系から除去できる可能性があった。電解質としてアセトニトリルに NPr4I 及び I2

を含むもの、NPr4I のみを含むものの光電流測定に及ぼす影響を調べたところ、NPr4I のみ

でも問題なく測定できることが判明した。

さらに、水系溶媒中での光電流値に及ぼす還元剤の影響をスクリーニングし、NPr4I 以外

にも、ヨウ化ナトリウム、ヨウ化カリウム、ヨウ化カルシウム、ヨウ化リチウムを還元剤

として使用すると水系溶媒においても有機溶媒系と遜色なく使用できることが判明した。

生体分子を用いるセンシング系で、電解液は生体分子の変性をもたらす可能性があり、

重要なファクターであったが、本課題の推進によって解決できた。

② ダイオキシン測定系の開発

生体内にとりこまれたダイオキシンは、ＡｈＲタンパク質（ＡｈＲ）によって認識され

る。この複合体をＡＲＮＴタンパク質（Ａｒｎｔ）が認識・結合し、ダイオキシン－Ａｈ

Ｒ－Ａｒｎｔ複合体を形成する。ＡｒｎｔはＡｈＲの構造変化を引き起こし、複合体のＤ

ＲＥ配列ＤＮＡへの特異的結合を誘発する。

この一連の反応は広く知られているが、実際の複合体形成には他の未知因子が必須であ

る。そのため、ＡｈＲのダイオキシン認識機構を利用した市販キット（Ａｈイムノアッセ

イ：エンテストジャパン）では、ＡｈＲを粗精製品として使用することで、未知因子を同

時に供給している。

ＡｈＲのダイオキシン依存性複合体形成を色素増感型のセンサに適用するためには、構

成成分のうち一つを色素標識する必要がある。また、色素標識する分子は、バックグラウ

ンドの増加を抑制するために、精製品でなくてはならない。ＡｈＲ、Ａｒｎｔはともに昆

虫細胞発現系での発現、精製が可能であるが、ＡｈＲは溶解性および安定性が低いため、

高収率が望めない。そこで、Ａｒｎｔを発現、精製し、色素標識して使用する構成とした。

ヒト子宮由来 cDNA ライブラリを鋳型とし、Ａｒｎｔの cDNA を PCR クローニングし、Ａ

ｒｎｔ発現バキュロウィルスを作成した。昆虫細胞によるＨｉｓタグによる発現系の最適

化を行った後、スケールアップし、発現・精製を行い１ mg 以上の精製Ａｒｎｔを得るこ

とができた（図３－３３）。
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図３－３３．Ａｒｎｔの精製

ダイオキシン類の測定については、本研究のラボレベルでは対処が困難であるため、代

替品となり得るα－ナフトフラボン（αNAP）、ヒトＡｈＲにおける本来のリガンドである

インディゴおよびインディルビンについての応答シグナルをＡｈイムノアッセイを用い

て確認した。2,3,7,8-TCDD には及ばないが、インディゴでは 0.1 ng/mL 程度での応答性

が確認された為、本研究においてはインディゴを代替物質として選定した（図３－３４）

図３－３４．ダイオキシン代替物質の応答性確認

DRE 配列 DNA の、電極表面への結合方法および反応様式を、次の 3通りで構成して検討を

行った。

構成①

電極：DRE オリゴ DNA 固定化＋相補 DRE オリゴをハイブリ

反応：AhR、標識 ARNT および Indigo
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構成②

電極：ストレプトアビジン固定化

反応：ビオチン付加 DRE、AhR、標識 ARNT および Indigo

構成③

電極：オリゴ DNA 固定化

反応：オリゴ DNA 相補配列付加 DRE、AhR、標識 ARNT および Indigo

各構成での電極構成、反応様式および Indigo 相関シグナルを、図３－３５に示した。

構成①の場合、Indigo濃度に相関したシグナル検出は不能であった。低濃度Indigoでは、

標識 ARNT の非特異吸着、高濃度 Indigo では電極表面への Indigo 析出による、非特異吸着

阻害が認められたのみであった。

特異的シグナル増加が認められないことから、電極上での Indigo 依存複合体形成が起こ

っていないと考えられる。本センサの基本構成は、市販キットとほぼ同一であるが、DRE の

固定化方法に相違がある。市販キットでは、末端にビオチンを付加した DRE を、液中で AhR

と混合し、ストレプトアビジン固定化マイクロウェル上に固定化する様式となっている。

構成①において特異的結合が起こらない原因として、電極上にハイブリで固定化した DRE

配列を、AhR 複合体が認識結合できないためと考えられる。

そこで、反応液中に DRE を混合し、Indigo-AhR-標識 ARNT 複合体の DRE への結合を液中で

行う構成を検討した。DRE の電極表面へ固定化は、DRE 末端の付加分子によって行う様式と

した。

その結果、構成②では Indigo 0.32～32 μg/ml、構成③では Indigo 0.032～32 μg/ml

の濃度範囲において、Indigo 濃度に相関した標識 ARNT の結合（蛍光）が認められた。この

時の相関係数は、構成②では、0.998、構成③で 0.97 であり、中間目標となる相関係数 0.9

以上を達成している。

本センサを構成する AhR、ARNT の系での Indigo の反応性は、2,3,7,8-TCDD より 2桁低い

ことから、2,3,7,8-TCDD 換算で 320 pg/ml～320 ng/ml の濃度範囲でのシグナルが得られて

いると推定される。しかし、光電流での検出は現時点では不可であった。この原因は、AhR

に含まれる夾雑タンパクによる阻害による光電流シグナル低下（5 分の 1 に低下）、および

Indigo-AhR-標識 ARNT 複合体での光電流効率の低さ（標識 DNA の 3分の 1）が合わさった結

果であると考えられる。本構成によって、半導体表面での AhR 複合体形成が蛍光では可能

となったが、光電流での検出が可能となるよう、さらなる改良が必要であると考えられた。

また、推進委員会での指摘で、３つの物質を測定対象とするよりも、測定対象を１つに絞

り、成果達成をはかるべきであるとの指摘を受けた為、以降、エストラジオールの測定系

の構築とその為の部材の適用へと的を絞って研究開発を進めた。
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図３－３５．色素増感型ダイオキシンセンサのセンサ構成とインディゴの相関シグナル

③ エストロゲン測定系の開発

環境ホルモン物質にはエストロゲン様の作用を持つものがあり、エストロゲンレセプタ

ーに結合することにより人体に作用すると考えられている。このエストロゲン様物質の検

出を行うため、エストロゲンとエストロゲンレセプターとの結合、エストロゲンを捕捉し

たエストロゲンレセプターとコアクチベーターとの結合を利用する。これらの結合特性を

有するエストロゲンレセプターをセンサ部材として用いたエストロゲンセンサを開発する。

エストロゲンレセプター（ERα）を用いたエストロゲンセンサの原理を図３－３６に示
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す。まずエストロゲン（エストラジオール：E2）と ERαが結合する。このとき E2 の結合

によって ERαは二量体となり構造変化する。次に予め電極上に固定化した SRC-1 ペプチ

ドと E2 を捕捉した ERα二量体が結合する。理論上、ERαは電極基板上に E2 濃度依存的

に存在し、ERαを検出することによって E2 濃度測定が可能となる。最後に蛍光標識され

た複合体にレーザー光線をあて光電流を検出し、測定対象物（E2）濃度を決定する。

ERαを蛍光標識したエストロゲンセンサ

エストロゲンの測定では、ERα、E2、SRC-1 ペプチドの複合体を形成した後、これを検出

しなければならない。最もシンプルな構造は ERαを蛍光標識し、検出するものである（図

３－３６）。そこで、ERαを蛍光標識（Cy5）し、Cy5 標識 ERαを用いたセンサについて検

討を進めた。

■ エストロゲン測定原理

ERαとエストロゲン（E2）
が結合

E2を捕捉したERαはSRC-1
ペプチドと特異的に結合する

構造変化し、特定のペプチドや
DNAに特異的に結合できる

電極上にSRC-1
ペプチドを固定化

エストロゲン（E2）

蛍光標識抗体を
反応させる

電子

レーザー光線

光電流

図３－３６．エストロゲンセンサの測定原理

これまでに以下のような知見と課題が挙げられた。

① ERαは電極上の DNA プローブに非特異的に結合しており、ERαの DNA 結合ドメイ

ンをマスキングすることで非特異的な結合を抑制できた。

② ERα反応添加量を増大させることで ERα複合体形成反応を向上できた。

③ APTMS カップリング SnO2:F 電極では電流阻害が生じ、高感度化が困難であった。

④ SnO2:F 電極に ZnO 硝酸処理を行うことで、プローブ固定化量を増加できた。

⑤ プローブの5’末端側にチミンの連続配列を付加したDNAプローブを用いることで、

プローブ固定化量が増加できた。

⑥ SnFZH 電極を用いて E2 測定を行い、高い電流値を得ることができ、高性能電極で
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エストロゲンセンサ系を確立した（図３－３７．）。

図３－３７．基板の改良に伴うセンサ性能の向上

これまで検討してきた方法は、標的分子に特異的に結合する抗体に蛍光色素標識し、これ

を用いてアッセイすることで、標的分子数に応じた蛍光色素を電極基板上に固定化してい

た。しかしながら、この法には 1 つ課題があった。それは標的分子に特異的に結合する抗

体に蛍光色素を標識する際、抗体の標的分子認識能を保持したまま蛍光色素標識しなけれ

ばならず、抗体 1 分子あたりに標識できる蛍光色素量に制限がある点である。抗体 1 分子

あたりの蛍光色素の標識量を多くすると、抗体の認識能が低下し、アッセイに使用できな

くなる。これは抗体の認識能を司る部位に蛍光色素が標識されることで生じる。抗体の認

識能を保持しつつ、蛍光物質を標識するため、抗体 1 分子あたりの蛍光標識数が低く制限

され、結果、極少量の標的分子を検出するには蛍光色素量が不足し、低濃度の標的分子が

検出できない状態であった。

この課題を解決するため、酵素反応を利用したチラミドシグナル増幅（TSA）法による蛍

光色素量の増大と、それによる高感度化を検討した。従来の方法と、TSA 法の改略を図３－

３８．に示す。TSA 法は、免疫化学染色あるいは in situ ハイブリダイゼーションでシグ

ナルを簡便かつ特異的に増幅し、検出感度を向上させる方法である。同法では蛍光標識し

たチラミド化合物と西洋わさびペルオキシダーゼ（HRP: Horse Radish Peroxidase）の反

応を利用し、蛍光シグナルを増幅させる。過酸化水素存在下、HRP の触媒作用により蛍光標

識チラミドはラジカル化され、近傍にある芳香環を持つ分子と非特異的に共有結合する。

ラジカル化された蛍光標識チラミドは短命で、分子量も小さいため、HRP のごく近傍にある
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チロシン残基と結合し、結果的に蛍光色素が局所的に集積する。つまり、HRP 分子を基点と

し、それを拡散することなく、蛍光色素分子の存在量を増幅することができる。

図３－３８． 従来法と TSA 法の概要

TSA 法によるエストロゲンセンサでは、従来使用していた蛍光標識 ERα抗体の代わりに HRP

標識 ERα抗体を使用する。HRP 標識抗体を ERα-E2-SRC-1 複合体に結合させ、同抗体の存

在下で蛍光標識チラミドの活性化と結合反応を行う。TSA 法をエストロゲンセンサ系に適応

した場合、一連の工程は下図（図３－３９）の様に考えられる。

図３－３９． TSA 法によるエストロゲンセンサの概要

産業技術総合研究所の検討により、SnO2:F 電極よりも高い電流値を得ることができる電極

（電流値のゲインが高い電極）が開発された。この電極は蛍光強度あたりの電流値がこれ

までの SnO2:F 電極よりも高く、蛍光強度の低い領域、つまり E2 低濃度域での検出におい
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て高い電流値を得ることができると推察される。この電極はマクロポーラス SnO2 電極（以

下、MPSnO2 電極）と称され、電極表面にポーラス（孔）構造を形成している。

各種条件の検討により、E2 低濃度域における電流値および蛍光強度に濃度依存的なシグ

ナルの増大が確認できた。最終目標値である E2 0.001 ng/ml の電流値は 7.1 ± 0.5 nA、

バックグラウンドの電流値は 3.0 ± 0.3 nA となった。平均値において電流値に差異を確

認できた。この時の平均値の SN 比は 2.37、バラツキを考慮し±3σを算出すると、E2 0.001

ng/ml は 7.1 ± 1.5 nA（5.6～8.6 nA）、バックグラウンド電流値は 3.0 ± 0.8 nA（2.2

～3.8 nA）であり、E2 0.001 ng/ml を検出できた。

図３－４０． MPSnO2 電極でのエストロゲン測定結果

E2 濃度 0.0003～0.03 ng/ml における E2 濃度と電流値の相関係数は 0.965 であった。 電

流値のゲインが高い MPSnO2 電極においては、低濃度 E2 においても濃度増大にともなって

電流値の増大が可能となった。
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図３－４０．に示す結果は、生体分子を保持しつつ、できるだけ電流阻害物質を洗浄除去

した結果であり、保持と除去のバランスがとれた条件となっている。今後、電極上に非特

異的に結合する電流阻害物質を如何に抑制するか、あるいはシグナルとなる生体分子を保

持しつつ電流阻害物質のみを如何に剥離させるかが本センサ系の課題となると考える。

④ ビスフェノールＡに選択性を持つ分子の単離・同定

ビスフェノール A は可塑剤として携帯電話、自動車部品、CD 等に日常生活において普遍

的に使用されている化学物質である一方、生体へ悪影響を及ぼす内分泌攪乱物質としての報

告がなされている。BPA は女性ホルモン（エストロゲンホルモン）様の作用を示すと考えら

れているが、エストロゲンレセプターに対してアフィニティが弱く、環境中で生体に曝露さ

れる BPA は数 nM 程度と考えられていることから、BPA にはエストロゲンレセプター以外の

標的タンパク質を介した未知の機構によって生体への悪影響を及ぼすことが示唆される。本

プロジェクトにおいて、アフィニティ磁性ビーズを用いて BPA に選択的かつ高いアフィニテ

ィを示す新規標的タンパク質を単離・同定し、本プロジェクトで開発している新たな BPA

検出システムの基盤を構築することを目的とした。また、BPA とその標的タンパク質から成

る複合体を選択的に認識する因子の探索を試み、アッセイ系の提案を行った。

BPA 固定化磁性ビーズを用いて、ヒト乳癌細胞である MCF7 細胞およびヒト子宮頸がんで

ある HeLa 細胞のタンパク質抽出液から BPA に選択的に結合するタンパク質をスクリーニン

グした結果、両方の細胞抽出液からほぼ同じ分子量の二つのタンパク質が得られた。これら

タンパク質が BPA に特異的に結合しているか否かを調べるために、、結合反応時に過剰量の

遊離 BPA を加えて競合阻害による解析を行った。MCF7 細胞の核抽出液をスクリーニングし

た結果、200 kDa 以上に 2 つのバンドが得られ、二つをマススペクトルにより同定した所、

約 400 kDa のバンドは DNA 損傷を修復する酵素の一種で、約 250 kDa のバンドはタンパク質

翻訳の初期反応に関わる因子であることが分かり、それらをそれぞれ BPA 結合タンパク質

（BBP）1、2 と呼ぶことにした。

BPABP1 について解析を進め、分子生物学的手法を用いた解析を進めた結果、BPA を用いた

BPABP1 の生化学的解析から、①BPA が BPABP1 のリン酸化活性を抑制する、②放射線照射に

よって生じた DNA 損傷の修復を BPA が阻害する、③DNA と BPABP1、DNA 損傷認識タンパク質

が複合体を形成し、BPA 処理によって複合体から BPABP1 が解離する、④紫外線照射された

細胞において BPABP1 が増加し、BPA が存在すると BPABP1 の増加が抑制される、⑤紫外線照

射された細胞においてリン酸化 BPABP1 が増加し、BPA が存在するとリン酸化 BPABP1 の増加

が抑制される、といった新たな知見を得ることができた。BPA によって BPABP1 と BPABP1 に

関連する因子が変動することが明らかになったことで、これら相互作用を利用した BPA 検出
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センシングシステムの構築が期待される。これら BPA による BPABP1 の作用機構を詳細に解

析することで、BPA によって影響を受けるタンパク質の相互作用を利用した環境センサへ開

発が期待される。また、BPABP2 についても機能を詳細に解析することで、同様の研究開発

が可能と考えられる。これまでに得られた成果から、想定できる BPA 検出センシングシステ

ムの一例を図４－４１．に示す。BPABP1 を基板上に固定化し、BPA 結合部位を介して蛍光標

識した相互作用因子を結合させる。ここで、遊離のBPAを投入すると、相互作用因子がBAPBP1

から解離し、蛍光シグナル、すなわち光電流値が低下すると考えられる。同様の手法で、基

板上に DNA を固定化し、蛍光標識した BPABP1 を結合させる。ここに、BPA を投入すること

で、DNA から BPABP1 が解離し、基板上の蛍光シグナル、すなわち光電流値が低下すると考

えられる。これら光電流値の変化をセンシングすることで、BPA の検出ができると考える。

BPABP2 についても、BPABP1 と同様に BPA を用いた生化学的な機能解析により、BPA によっ

て影響を受ける BPABP2 関連因子が明らかになれば、BPABP2 を利用した BPA 検出センシング

システムの構築も可能であると考えられた。

図３－４１． PABP1 と DNA を利用する BPA 検出センシングシステムの概要

基板上に DNA を固定化し、蛍光分子などで標識化された BPABP1 とで複合体を形成させる。

そこに BPA が存在すると、BPA が BPABP1 に結合することで、BPABP１と DNA の結合が解

消され、遊離した標識化 BPABP1 を検出することで BPA を検出する。

⑤ 生体分子利用技術のまとめ

高感度セラミックセンシング材料の開発及び生体分子利用技術の開発の成果を組み合わ

せ、、0.001 ng/ml の有害有機物質濃度で有意な電気信号の発生（電流の場合 0.1nA 以上）

を達成するとともに、0.1～0.001 ng/ml の有害有機物質の濃度範囲において、濃度に対す

る電流値の回帰直線の相関係数 0.9 以上を達成することが課題であった。当初、エストロ

ゲン、ダイオキシン、ビスフェノールＡをターゲットとし、それぞれ測定系を構築してい

った。エストロゲンの場合は、レセプター結合アッセイ、ダイオキシンの場合はダイオキ



54

シンアナログを用いた競合免疫アッセイで推進した。ビスフェノールＡの場合は相互作用

因子の捕捉からセンサ系への応用を目指した。平成２１年度の推進会議で、センサ性能の

把握には、測定系を選択し、達成すべきとの委員指摘もあり、平成２２年度はエストロゲ

ンの測定にターゲットを絞り目標達成に邁進した。

「高感度セラミックセンシング材料の開発」で得られた２つの部材（SnFZH 電極 MPSnO2

電極）に対し、測定系の最適化を行った。特に MPSnO2 電極では、電流値として、7 nA 相

関係数 0.965 が得られ、最終目標に対しては十分達成と考えられる。

さらに、生体分子利用技術の開発では、ビスフェノールＡ結合タンパク質の生化学的な

役割の解明が進んだ。これらも、学術的価値、技術の波及的な効果が十分にあるものと考

えられる。

（４）センシングチップデバイス化技術の開発（ＴＯＴＯ株式会社 堀場製作所株式会社

株式会社トラストメディカル）

① 試作機の作成と評価の推進

高感度環境センサにおいて、認識素子として機能する抗体・受容体等の生体分子を利用す

るためには、生体分子をセンサ部材に効率的に固定化し、生体分子電極の性能を評価する

必要がある。上記評価を効率的に実施するためには、評価に用いる生体試料を微量化及び

実用的な電極面積での評価が必須であり、生体分子利用技術の小型生体分子電極評価装置

の開発をまずは主要課題として検討した。

その結果、設計試作した装置を使用することにより、生体分子固定化技術の開発及び生

体分子利用技術の開発における小型生体分子電極の評価が可能となり、さらに、この試作

装置を使用した評価過程を通して装置性能も行なうことにより、本格的なセンシングチッ

プデバイス化技術の開発における流路及び電極構成の検討に必要な設計情報を先導的に入

手することができた。

試作装置は、センシングチップ装着部、励起光源部及び励起電流計測部から構成される。

センシングチップ部分の概要を図３－４２に示す。

光源

作用極

ガスケット

対極溶液
導入部

溶液
排出部

上部部材

下部部材

コンタクト
プローブ

図３－４２．センシングチップ部分の概要図

上述した試作装置により得られた情報を基に、更に小型で実用的な評価装置を試作するた
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めの検討を行った。

高感度・迅速かつ小型でオンサイト計測が可能な計測機器を具現化するためには、図３

－４３に示すような１枚のチップ内に測定に必要な生体分子や試薬類を有し、測定反応の

単位操作を容易にするマイクロ流路を備えたセンシングチップデバイスの構築が不可欠で

ある。生体分子利用技術の開発の成果を受けて、測定反応ステップや使用分子種の特性よ

り、センシングチップデバイスの基本構成を設計・試作し、また、小型計測機器システム

を実現するための諸指標を得る必要がある。具体的には、１）測定試料と生体分子溶液の

混合、２）セラミック電極部への送液、３）セラミック電極上の生体分子との反応、４）

セラミック電極部への電解液送液、５）セラミック電極部への光照射・発生電流測定など

の、生体分子を用いたバイオセンシングの各工程を明らかにする必要がある。１８年度か

ら２０年度は装置校正用の部分試作を行い、生体分子を利用した有害有機物質の測定方式

に基づく、マイクロ流路およびセンシング材料部の基本構成を明らかにした。

図３－４３． 最終目標の装置及びチップイメージ

２１年度、２２年度はそれ以前の知見を基に試験用測定装置の設計試作を行った。

受容体を用いたセンシング機構であれば、試薬・試液類として少なくとも、１）色素標

識した受容体を含む試薬溶液、２）電流検出に用いる電解液の２液を必要とする。抗体を

用いたセンシング機構でも、試薬・試液類として、１）色素標識した抗体を含む試薬溶液、

２）電流検出に用いる電解液の２液が必要と考えられる。また、センサチップは生体分子

を固定化したセラミック電極を検出部に備え、試料溶液と試薬溶液を混合させ、検出部に

送液して生体分子と有害有機物質の結合反応を行わせた後に光電流検出に必要な電解液を
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送液する機構を備えている必要があると考えられる。更には、測定に必要な電極の大きさ

に応じた全体設計を考え、おそらくプラスチック製となるであろうチップデバイスにセラ

ミック電極を装着するための機構についても考案する必要があった。

２２年度までの開発により、主に２）セラミック電極部への送液、３）セラミック電極

上の生体分子との反応、４）セラミック電極部への電解液送液、５）セラミック電極部へ

の光照射・発生電流測定、における、自動化装置の構成、検出プログラムなど、生体反応

から電流検出まで自動で処理可能なセンシングシステムの技術的素地を確立することがで

きた。データ取得要試作機の改良を重ね、センシング技術の向上と、使い捨てとなるチッ

プのマイクロ流路構成や装置とチップの連結構成、チップ内での溶液保持構成、チップ内

での溶液の混合などチップ構成に関する検討を行い、得られた知見を統合して、最終目標

であるマイクロ流路を備えたセンシングチップデバイスを構築した。

データ取得用試作機については図３－４４に示じ、各部の機能について以下にまとめる。

上面視上面視 側面視側面視

自動自動11軸ステージ軸ステージ

制御部制御部

センサセル部センサセル部

図３－４４．データ取得機の概要
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・LD

ビーム径＜0.5mm、中心波長＝658nm、光強度＝0～50mW（強度調節可）。作用電極上に

Laser ヘッド部の温度制御、安定化装置は装備していない（電流でのフィードバック制御

は行なっている）。

・2軸自動ステージ

LDを２軸自動ステージを制御し、各検出スポットに光照射する。検出スポットの位置、

数は、自動ステージの移動可能な範囲内であれば任意に設定可能（ステージの最大スト

ローク＝50mm×100mm）。

・センサセル

作用電極、対電極、パッキンで構成される。作用電極、対電極はエレクトロメータ又は

プリアンプ基板にコンタクトプローブ及びリード線にて導通される。作用電極は２５mm×

７５mm×１．１mmの半導体基板（ガラス板に半導体を成膜）、対電極は ４１．５mm×６０

mm×２mm （SUS316上にPtを成膜）を使用し、パッキンは溶液が送排出しやすいような形状

とした。センサセルの温度調節は作用電極取り付け部材及び対電極裏側にヒーターを設け

て、加温して行なう構成で、冷却機能は有していない。温度センサは各電極近傍に設置。

また、エアーの混入を防ぐために、縦置きセンサセルを採用。さらに、作用電極の取り付

けを容易にするために、対極、パッキン、作用電極をガイドに沿って取り付けて、溶液イ

ンジェクション部が取り付けられた部材を押し当ててセルを固定する構成とした（試作機

２をベースに設計）。

・シリンジポンプ（＋バルブ）及び 8方自動バルブ

各溶液を吸引及び押し出し、センサセル内への充填及び溶液の排出を行なう。その際、

シリンジポンプの吸引速度、溶液量を制御し、センサセル内に確実に溶液を充填できるよ

うにする。また、溶液の切り替えは PC上で行い、生体反応から、電流検出までの使用溶液

の送排出を自動で行なう。

これによって、検出精度、取り扱い性を向上させた生体反応から電流検出まで処理可能

なセンシングシステム確立することができた。ただし、マイクロ流路を備えたセンシング

チップデバイスを完成させるためには、溶液の切り替えや、更に精度を向上させた送液機

構が必要で、また、オンサイト型計測を実現させるためには光の照射方法についても更に

検討が必要であったため、マイクロ流路を備えたセンシングチップデバイス構成の検討を

行った。

使い捨てとなるチップのマイクロ流路構成や装置とチップの連結構成、チップ内での溶液

保持構成、チップ内での溶液の混合などチップ構成に関する検討を行い、得られた知見を

統合して、最終目標であるマイクロ流路を備えたセンシングチップデバイスを構築した。

マイクロ流路を備えたセンシングチップデバイスにて使用しているチップ部は図３－４

５のような構成ある。
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図３－４５． チップ部の構成

完成したチップ部主要部材を図３－４６に示す。今回の検討で本部材の作製条件を確立

できたことで、製品開発と量産化に向けての技術的素地を確立することができた。本検討

で得られた結果を基に、センシング精度の更なる向上に向けたチップ構成（流路、配置な

ど）の改良などにより、本開発にて得られたセンシングチップデバイスの更なる応用検討

も可能と思われた。

図３－４６．チップ部主要部材

本事業の最終目標の装置及びチップイメージは、蛍光可能なワンチップ型センシングデバ

イスである。これを実現するためには、これまでの開発成果に基づき異なる構造を考案す

る必要がある。具体的には商品とした場合には、測定条件（溶液量や流速、各工程の時間

など）は固定であり、変更する必要はない。また、チップ自体を使い捨てとするため、多

数の検出用電極を取り替えながら測定を行う従来型の装置とは電極セルの取り付け構造も
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根本的に異なる。さらには、装置を小型化するためには、特に配管系（ポンプ、バルブ、

溶液リザーバー、配管）を排除する必要がある。

これらの要請を満たすものとして、各種溶液類を試薬バッグとしてチップ内に実装し、

生体反応（抗原抗体反応やレセプター結合）と光電変換を行わせる小型フローセルと流路

を有したプラスチック製のセンシングチップデバイスを考案し、最終イメージ達成の可能

性を追求した。

反応には 2 種類の洗浄液と 1 種類の電解液を使用するため、最低 3 個の試薬バッグが必

要である。初期の段階では図３－４７の様な形状を検討した。

その後、洗浄液と電解液の交換を確実にする為にエアーパージ用の試薬バッグ（空バッ

グ）を 1 つ追加しテストを行ったがエアーの送りはうまくいかなかった。そこで電解液用

に 2 個の試薬バッグを使用し、送液量を増やすことで解決した。試薬バッグは後述する装

置側のプランジャーユニットで押さえつけることで、試薬バッグの流出口の溶着部分が剥

離し、そこから内部の試薬溶液がチップの流路へ流入する仕組みとなっており、プランジ

ャーの押し出し速度で流速を制御する。

チップの材質には溶剤耐性を考慮し、アクリル樹脂を使用した。対極電極には 0.01ｍｍ

厚の白金シートを使用し、シリコンパッキンや各電極は両面テープで固定した（図３－４

７）。

図３－４７．最終形状のチップ

・プランジャーユニット

試薬バックを押す順番、スピード、タイミングをプログラムにより変更することが出来

る。

・レーザーユニット
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ビームサイズ４×5ｍｍ２、中心波長＝655nm、光強度＝50mW の半導体レーザーユニッ

トを使用。点灯後、15 分程度で定格出力が得られる。

・レーザー用シャッターユニット

レーザーは出力が安定するまでに時間がかかる為、レーザーユニットの先端に開閉式の

シャッターを設け必要な時のみレーザーを当てられる。

・電流計用保護回路基盤

微小電流を測る際には電流計の耐電圧が７５V 程度と低い為、万が一静電気が流れると電

流計が壊れる。それを防ぐ為の保護回路。

図３－４８． 装置内部の構成

図３－４９．に測定用チップをセットした状態を示す。トレーを閉めてスタートボタンを

押すとプランジャーが動き始める。トレーが開いていたりシャッターユニットが開いた状

態では、プランジャーが降りてこないように回路を組んでおり操作ミスを防いでいる。

電極上に蛍光色素（Cy5-NHS）を固定化し、蛍光強度および光電流の計測を実施した。

1 スポットあたりに固定化させる蛍光物質を 0, 0.2, 0.6, 2, 6pmol に設定し、蛍光強度と光

電流を測定した結果、蛍光色素量の増大に伴って光電流値の増大を確認できた（図３－５

０）。この時の光電流値と蛍光強度の相関係数は 0.995、光電流値と蛍光物質量（pmol/spot）
の相関係数は 0.990 であった。

レーザーコントローラレーザーユニット
プランジャーユニット

保護回路基盤

電源

プランジャー用

コントローラ
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図３－４９． セット状態のチップ

図３－５０．測定装置による光電流値と蛍光強度の関係

⑤センシングチップデバイス化技術のまとめ

センシングチップデバイスを試作し、小型計測機器システムを実現するために必要となる

センシング材料部等の構成最適化や作成法を検討し、指針として取りまとめることが課題

であった。

センサチップデバイスの試作を順次行って行き、光源、温調、液体ハンドリング、セル

構造等の完成度を高めていった。最終的なイメージとして想定されたマイクロチップ型セ

ンサカートリッジ（試薬等）を含む形で製品として完成させた。この装置構成では、液体

ハンドリングは、ポンプを使わずに単純な動作で、チップ内の埋包された液体試薬を順次

センサ電極上へ送液し、廃液機能もセンサ内に持たせた完全な使い捨て構造が実現できた。

レーザー照射用窓
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生体分子利用技術で得られたセンサ性能と合わせて、当初の目的に対し十分達成と考え

られる。
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３－１－３ 特許出願状況等

表３－２．特許・論文等件数

要素技術 論文数 論文の

被引用度数

特許等件数

（出願を含む）

高感度セラミックセンシング

材料の開発

７４ ２６４ １９*

生体分子固定技術の開発 ９ ２３ １

生体分子利用技術の開発 ４２ ６５３ １５

センシングチップデバイス化

技術の開発

０ ０ ２**

計 １２５ ９４０ ３５

*「センシングチップデバイス化技術の開発」との共同出願２件を含む

**「高感度セラミックセンシング材料の開発」との共同出願

表３－３．論文、投稿、発表、特許リスト

論文
Journal of the Ceramic Society of Japan 「Micropore Size Distribution of

Nanocrystal Assembled TiO2 Particles」
H19.1

Transactions of the Materials Research Society of Japan 「Self-supported

Zn5(CO3)2(OH)6 film formation at air-liquid interface」
H19.3

Journal of the Japan Society of Powder and Powder Metallurgy 「Control of

Crystal Growth of ZnO nanowhiskers in Aqueous Solution and Synthesis of

Transparent Nanoarrays」

H19.3

Journal of the Japan Society of Powder and Powder Metallurgy

「Low-Temperature Fabrication of Self-Assemblies ZnO nanowhiskers using

Aqueous Solution」

H19.3

Thin Solid Films 「Semi-circular shaped self-assembling crystalline ZnO

nanowhiskers fabricated using an aqueous solution」
H19.5

Key Engineering Materials 「Morphology Control of ZnO Particles in Liquid

Phase」
H19.8

Metals and Materials International 「Zinc Oxide Particles Connected by

Nano-sheets and their Heat Treatment」
H19.10

Proceeding of the 27th Electronic Division Meeintg of the Ceramics Society

of Japan 「Synthesis of Well-Aligned ZnO Nanowhisker Films using Aqueous

Solution for Use in Dye-Sensized Sensor」

H19.10

Journal of the Ceramic Society of Japan 「Nano TiO2 coating on SnO2: F

electrode in an aqueous solution」
H19.12

Journal of the Japan Society of Powder and Powder Metallurgy 「Aqueous

Solution Synthesis of Anatase TiO2 Particles」
H19.12

Chemistry of Materials 「Micropatterning of ZnO Nanoarrays by Forced H19.12
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Hydrolysis of UV-Derived Anhydrous Zinc Acetate」

Key Engineering Materials 「Influence of Synthesis Condition on N2

Adsorption Characteristics of Anatase TiO2 Particles prepared in an Aqueous

Solution」

H19.12

Crystal Growth & Design 「High c-axis oriented stand-alone ZnO

self-assembled film」
H20.1

Journal of Nanoscience and Nanotechnology 「Self-standing particle-binding

ZnO film」
H20.1

Journal of the Ceramic Society of Japan 「Synthesis of Highly Conductive

and Transparent ZnO Nanowhisker Films using Aqueous Solution」
H20.3

Journal of the Ceramic Society of Japan 「Synthesis of Nanocrystal Assembled

TiO2 Particles by Boric Acid Free Liquid Phase Crystal Deposition」
H20.3

Thin Solid Films 「Anatase TiO2 films crystallized on SnO2:F substrates in

an aqueous solution」
H20.3

Thin Solid Films 「Rapid growth of thick particulate film of crystalline

ZnO in an aqueous solution」
H20.3

Journal of Crystal Growth 「Selectively Dissolution– recrystallization of

ZnO Crystals at the Air-liquid Interface」
H20.5

Crystal Growth & Design 「Morphology Control of Zinc Oxide Particles at Low

Temperature」
H20.8

Crystal Growth & Design 「Nanocrystal Assembled TiO2 Particles Prepared from

Aqueous Solution」
H20.9

Journalof Colloid & Interface Science「In situ forced hydrolysis-assisted

fabrication and photo-induced electrical property in sensor of ZnO

nanoarrays」

H20.9

Key Engineering Materials 「ZnO nanoarrays film grown by

forced-hydrolysis-initiated- nucleation technique and its photo-induced

electrical property」

H20.10

Applied Surface Science 「Semi-circular shaped ZnO nanowhiskers assemblies

deposited using an aqueous solution」
H20.12

Chemistry of Materials 「Liquid Phase Patterning and Microstructure of

Anatase TiO2 Films on SnO2: F Substrates Using Super-Hydrophilic Surface」
H20.2

Journal of Nanotechnology and Nanoscience 「Iridescent Stand-Alone TiO2

Films Crystallized from Aqueous Solutions」
H21.1

Journal of Crystal Growth 「Acicular Crystal Assembled TiO2 Thin Films and

Their Deposition Mechanism」
H21.1

Journal of Crystal Growth 「Optical Properties and Dye Adsorption

Characteristics of Acicular Crystal Assembled TiO2 Thin Films」
H21.1

Journal of Nanoscience and Nanotechnology 「Self-Standing Particle-Binding

ZnO Film」
H21.1

Materials Science Forum 「Growth of Highly Orientated and Well-aligned ZnO

Nanowhiskers using Aqueous Solutions」
H21.1

Applied Surface Science 「Effects of polyethylenimine on morphology and

property of ZnO films grown in aqueous solution」
H21.3

Journal of Crystal Growth 「Low-temperature fabrication of ZnO nanoarray

films by forced hydrolysis of the anhydrous zinc acetate layer」
H21.3
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Journal of the Ceramic Society of Japan 「Synthesis and Phase Transformation

of TiO2 Nano-crystals in Aqueous Solutions」
H21.3

Key Engineering Materials 「Adsorption Property of Dye Molecule over

Semi-Crystalline Mesoporous Titania Films」
H21.3

Crystal Growth & Design 「Aqueous Synthesis of ZnO Rod Arrays for Molecular

Sensor」
H21.7

Ceramic Science & Engineerinig Proceedings 「Morphology Control of Metal

Oxides for Environmental Sensors」
H21.7

Journal of Nanoscience and Nanotechnology 「Optical and Adsorption

Properties of ZnO Nanotubes」
H21.7

Crystal Growth & Design 「Polyethylenimine-Guided Self-Twin Zinc Oxide

Nanoarrays Assemblies」
H21.8

Journal of the American Ceramic Society 「Fabrication of Blanket-Like

Assembled ZnO Nanowhiskers Using an Aqueous Solution」
H21.9

Chemistry–An Asian Journal 「Rapid fabrication of mesoporous titania film

with controlled macroporosity to improve photocatalytic property」
H21.9

Crystal Growth & Design 「Additive induced growth of ZnO nanotubes and

nanoflowers in aqueous solution」
H21.9

Crystal Growth& Design 「Synthesis, characterization, and photocatalytic

application of ZnO nanotubes from aqueous solution」
H21.9

Journal of Materrials Chemistry 「Triblock copolymer templated synthesis

of semi-crystalline mesoporous titania films in the aqueous system」
H21.10

Journal of Nanoscience and Nanotechnology 「Low-temperature Fabrication of

Bunch-shaped ZnO Nanowires Using an Sodium Hydroxide Aqueous Solution」
H21.10

Chemical Communications 「Formation of mesoporous oxide fibers in

polycarbonate confined spaces」
H21.10

Thin Solid Films 「Dye Adsorption Characteristics of Anatase TiO2 Film

Prepared in an Aqueous Solution」
H21.11

Thin Solid Films「Fabrication of ZnO nanowhiskers array film by

forced-hydrolysis-initiated-nucleation technique using various templates」
H21.11

Thin Solid Films「Low-temperature fabrication of porous and transparent ZnO

films with hybrid structure by self-hydrolysis method」
H21.11

Thin Solid Films「Control of crystal growth for ZnO nanowhisker films in

aqueous solution」
H21.11

Journal of Nanoscience and Nanotechnology 「Microstructure of High c-Axis

Oriented Stand-Alone ZnO Self-Assembled Film」
H22.1

Japanese Journal of Applied Physics 「Optical properties and N2 adsorption

characteristic of self-twin zinc oxide nanoarrays assemblies」
H22.1

Crystal Growth & Design 「Dissolution-recrystallization Induced

Hierarchical Structure in ZnO: Bunched Rose-like and Core-shell-like

Particles」

H22.2

Crystal Growth & Design 「Multineedle TiO2 Nanostructures, Self-Assembled

Surface Coatings, and Their Novel Properties」
H22.2

Langmuir 「Formation and Photocatalytic Application of ZnO Nanotubes Using

Aqueous Solution」
H22.2
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Journal of the American Ceramic Society「Facile Synthesis, Characterization

of ZnO Nanotubes and Nanoflowers in an Aqueous Solution」
H22.3

Polymers for Advanced Technologies 「Tin Oxide Coating on

Polytetrafluoroethylene Films in Aqueous Solutions」
H22.3

Journal of the American Ceramic Society 「Fabrication of Zn(OH)2/ZnO

nanosheet-ZnO nanoarray hybrid structured films by a dissolution-

recrystallization route」

H22.3

Crystal Growth & Design 「A Precise Chemical Approach to Room-temperature

Fabrication of Transparent 1D ZnO Films」
H22.5

Crystal Growth & Design 「Morphology evolution of In(OH)3 and In2O3 by

electrodeposition in aqueous solution」
H22.7

Journal of Materials Chemistry 「General synthesis of fibrous mesoporous

metal oxides in polycarbonate membrane」
H22.7

Journal of the American Ceramic Society 「Highly Enhanced Surface Area of

Tin Oxide Nanocrystals」
H22.8

Langmuir 「Micropatterning of ZnO nanoarrays by forced hydrolysis of

anhydrous zinc acetate」
H22.8

Langmuir 「Shape-Controlled Growth of In(OH)3/In2O3 Nanostructures by

Electrodeposition」
H22.9

Key Engineering Materials 「ZnO Nanoarrays Film Grown by Forced-Hydrolysis-

Initiated- Nucleation Technique and its Photo-Induced Electrical Property」
H22.10

Key Engineering Materials 「Rapid Low-temperature Synthesis of Porous ZnO

Nanoparticle Film by Self-hydrolysis Technique」
H22.10

Chemistry - A European Journal 「Condensation and Crystallinity Controlled

Synthesis of Titanium Oxide Films with Assessed Mesopores」
H22.10

Chemistry - A European Journal「Highly photoactive porous anatase films

derived by the deformation of 3-D mesostructures」
H23.3

Chemical Engineering Journal 「Fast Synthesis, Optical and Bio-sensor

Properties of SnO2 Nanostructures by Electrochemical Deposition」
H23.4

Journal of Materials Chemistry 「Dye-sensitized biosystem sensing using

macroporous semiconducting metal oxide films」
H23.5

Thin Solid Films 「High protein-adsorption characteristics of acicular

crystal assembled TiO2 films and their photoelectric effect」
H23.5

European Journal of Inorganic Chemistry 「Site-Selective Chemical Reaction

on Flexible Polymer Films for Tin Oxide Nanosheet Patterning」
H23.6

Physical Chemistry Chemical Physics「Connectivity of PS-b-PEO templated

spherical pores in titanium oxide films」
H23.8

Langmuir 「Ligand-Assisted Fabrication of Small Mesopores in

Semi-Crystalline Titanium Oxide Films for High Loading of Ru(II) Dyes」
H23.9

Physical Status Solid A 「Room-temperature synthesis and characterization

of porous CeO2 thin films」
H24.1

新聞等
化学工業日報(新聞)「環境センサー向け酸化チタン電極 ”液相法で高感度化”

高温処理が不要に」
H19.4

化学工業日報(新聞)「酸化物粒子 ”液相での形態制御実現”」 H19.9

産総研 HP プレスリリース「各種半導体酸化物のマクロポーラス化技術の開発」 H22.9
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日刊工業新聞「容易な作成技術開発 デバイス用電極材へ」 H22.9

化学工業日報(新聞)「透明多孔質膜 容易に形成 新型素子開発へ応用」 H22.9

つくばサイエンスニュース「半導体酸化物の透明な多孔質薄膜作る新技術を開

発」
H22.9

リサーチレター「科学の知識：各種半導体酸化物のマクロポーラス化技術を開発

－多孔質透明薄膜を一段階で簡便に成膜－」
H22.11

発表 Particles 2006「CONTROL OF CRYSTALLIZATION FOR MEDICAL APPLICATIONS H18.5

CIMTEC 2006 (11th International Conferences on Modern Materials and

Technologies)( "11th International Ceramics Congress" and of the "4th Forum

on New Materials")「Patterned deposition of ceramic films

H18.6

日本ゾル-ゲル学会第 4回討論会「メソポーラスフォスフォン酸アルミニウム薄

膜の合成」
H18.7

日本ゾル-ゲル学会第４回討論会「ZnO 微粒子の溶液合成および形態制御 H18.7

International Symposium on Zeolites and microporous Crystals (ZMPC) 2006

「Simple Removal of Oligomeric Surfactants and Triblock Copolymers from

Mesostructured Precursors of Ordered Mesoporous Aluminum

Organophosphonates」

H18.8

5th International Mesostructured Materials Symposium (IMMS 2006)「Synthesis

and characterization of a lamellar mesostructured calcium phosphate using

hexadecylamine as a structure-directing agent in the ethanol/water solvent

system」

H18.8

5th International Mesostructured Materials Symposium (IMMS 2006)「Synthesis

of transparent mesoporous aluminum organophosphonate films through triblock

copolymer templating」

H18.8

第 50 回粘土科学討論会「層状ケイ酸塩への非イオン性界面活性剤のインターカ

レーション」
H18.9

第 59 回コロイドおよび界面化学討論会「エタノール／水混合溶媒を用いたラメ

ラ構造を有するリン酸カルシウムメソ構造体の調製」
H18.9

第 59 回コロイドおよび界面化学討論会「酸化亜鉛粒子の形態制御と自己組織化

単分子膜を用いた２次元パターニング
H18.9

日本セラミックス協会 秋季シンポジウム「シリカ類似膜を用いたポリマーフィ

ルム上への銅薄膜パターン形成
H18.9

日本セラミックス協会 秋季シンポジウム「ZnO 結晶微粒子のモルフォロジー制

御による蛍光特性の向上と液相パターニング
H18.9

表面技術協会第 114 回講演大会「電子線カルシネーションによるメソポーラスシ

リカ薄膜の低温形成と微細構造化」
H18.10

セラミックス総合研究会「ZnO 粒子の液相形態制御 H18.10

The 6th Korea-Japan Symposium on Plasma and Thin Film Technology「iquid phase

patterning of ceramic thin films in an aqueous solution」
H18.10

第 26 回エレクトロセラミックス研究討論会「ZnO 粒子の液相形態制御」 H18.10

Asia Young Ceramist Conference in Tokai (AYCeCT)「Morphology Control of Zinc

Oxide Particles at Low Temperature」
H18.10

セラミックス技術分科会「酸化亜鉛粒子の水溶液合成と微構造制御 」 H18.11

第 22 回ゼオライト研究発表会「トリブロック共重合体存在下でのメソポーラス

ホスホン酸アルミニウム薄膜の合成」
H18.12
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第 17 回日本 MRS 学術シンポジウム「Strategic Morphology Design of ZnO

Particles in an Aqueous Solution」
H18.12

日本セラミックス協会東海支部学術研究発表会「セラミックスの液相パターニン

グ」
H18.12

The 7th International Conference on Nano-Molecular Electronics(ICNME2006)

「Deposition and Morphology Control of ZnO Crystals in an Aqueous Solution」
H18.12

The 7th International Conference on Nano-Molecular Electronics(ICNME2006)

「Low Temperature Liquid Phase Growth of Anatase TiO2 Thin Films」
H18.12

31st International Cocoa Beach Conference & Exposition on Advanced Ceramics

and Composites「Porous metal oxides fabricated by self-assembly processes」
H19.1

The international symposium on eco-materials processing and design 2007

(ISEPD2007)「Eco-materials Processing of Ceramics and Their Liquid Phase

Patterning」

H19.1

International Symposium on Interdisciplinary Science of Nanomaterials

「Morphology Control of Zinc Oxide Particles in an Aqueous Solution」
H19.1

BMMP-7 (7th International Symposium on Biomimethic Materilas Processing)

「Liquid Phase Patterning of Europium-doped Yttrium Oxide and Copper Thin

Films」

H19.1

第 1 回 GSC アジアオセアニア会議「Synthesis and morphology control of ZnO

crystals in an aqueous solution」
H19.3

日本化学会第 87 春季年会「ラメラ構造を有するリン酸マグネシウムメソ構造体

の合成」
H19.3

日本化学会第 87 春季年会「ラメラ構造のリン酸カルシウムメソ構造体への有機

基の導入」
H19.3

日本化学会第 87 春季年会「ジェミニ型界面活性剤を用いたリン酸カルシウムの

メソ構造制御」
H19.3

日本化学会第 87 春季年会「ラメラ構造を有するリン酸カルシウムメソ構造体の

形態制御」
H19.3

日本化学会第 87 春季年会「ホスホン酸アルミニウム薄膜のメソ構造制御」 H19.3

日本セラミックス協会２００７年年会サテライトプログラム「微粒子の自己組織

化配列制御と機能発現」
H19.3

日本セラミックス協会２００７年年会「高感度環境センサーに向けた多孔質アナ

ターゼ TiO2 電極の構造制御と性質」
H19.3

日本セラミックス協会２００７年年会「セラミックスの液相パターニング」 H19.3

14th International Symposium on Intercalation Compounds「Synthesis of

Layered Silicate-Polyoxyethylene Alkyl Ether Intercalation Compounds from

Kanemite」

H19.6

日本粉体粉末冶金協会春季大会「水溶液中における ZnO ウィスカーの結晶成長制

御と透明ナノアレイの合成」
H19.6

粉体粉末冶金協会平成 1９年度春季大会（第 99 回講演大会）「ZnO 結晶の液相形

態制御」
H19.6

粉体粉末冶金協会平成 1９年度春季大会（第 99 回講演大会）「FTO 基板上へのア

ナターゼ TiO2 膜の水溶液合成と形態制御」
H19.6

粉体粉末冶金協会平成 1９年度春季大会（第 99 回講演大会）「セラミックスの液

相結晶析出とパターニング」
H19.6
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日本ゾル-ゲル学会第５回討論会「多孔質 TiO2 結晶薄膜の水溶液合成 H19.7

IVC17「Rapid fabrication of silica thin films having well-ordered nanopores

by electron beam irradiation」
H19.7

15th International Zeolite Conference「Preparation of hierarchical

mesoporous/macroporous titania thin films」
H19.8

15th International Zeolite Conference「DESIGN OF THE SILICATE FRAMEWORK OF

ORDERED MESOPOROUS SILICA DERIVED FROM KANEMITE」
H19.8

第３９回ガラス部会夏季若手セミナー「自己組織化によるセラミックスおよびコ

ロイド結晶の液相微構造制御」」
H19.8

粉体工学会第 43 回夏期シンポジウム「自己組織化による基板上への微粒子パタ

ーニング」
H19.8

Particles2007「Self-assembly Patterning of Colloidal Photonic Crystals and

Visible-Light-Emitting Oxide Particles for Next Generation Optical Devices」
H19.8

XIVth International Sol-Gel Conference (Sol-Gel 2007)「Mesostructural

control of aluminum ethylenediphosphonate thin film by using triblock

copolymer」

H19.9

日本セラミックス協会第20回秋季シンポジウム「Preparation of hierarchically

mesoporous/macroporous titania thin films with semi-crystalline units」
H19.9

日本セラミックス協会第 20 回秋季シンポジウム「ヘキサデシルアミン／リン酸

カルシウムナノ複合体の合成」
H19.9

日本セラミックス協会第 20 回秋季シンポジウム「Growth of highly orientated

and well-aligned ZnO nanowhiskers using aqueous solution」
H19.9

日本セラミックス協会第 20 回秋季シンポジウム「液相における自己組織化微細

構造形成」
H19.9

日本セラミックス協会第 20 回秋季シンポジウム「酸化物異方性粒子の液相形態

制御」
H19.9

日本化学会第１回関東支部大会「単一層状ケイ酸塩マカタイトから誘導された規

則性メソポーラスシリカの調製」
H19.9

第 59 回コロイドおよび界面化学討論会「異方性酸化物粒子の液相形態制御」 H19.9

第 27 回エレクトロセラミックス研究討論会「結晶性メソポーラスチタニア薄膜

への色素分子の吸着特性」
H19.10

第 27 回エレクトロセラミックス研究討論会「Synthesis of Well-aligned ZnO

Nanowhisker Films using Aqueous Solution for Use in Dye-sensitized Sensor」
H19.10

第２７回エレクトロセラミックス研究討論会「TiO2 結晶の液相形態制御および色

素吸着特性」
H19.10

セラミックス総合研究会「TiO2 の液相形態制御と分子センサー多孔質電極への応

用」
H19.10

第 23 回ゼオライト研究発表会「層状ケイ酸塩から誘導されるメソポーラスシリ

カに関する研究」
H19.11

第 23 回ゼオライト研究発表会「有機分子集合体を用いたリン酸カルシウムのメ

ソ構造制御」
H19.11

第 23 回ゼオライト研究発表会「マクロ孔を含む結晶性メソポーラスチタニア薄

膜の合成」
H19.11

International Symposium on EcoTopia Science 2007「Synthesis of Layered

Silicate-Polyoxyethylene Alkyl Ether Intercalation Compounds from
H19.11
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Kanemite」

PacRim7 conference「Synthesis of Highly Conductive and Transparent ZnO

Nanowhisker Films using Aqueous Solution」
H19.11

PacRim7「Liquid Phase Morphology Control of Zinc Oxide Particles」 H19.11

PacRim7「Liquid Phase Patterning and Morphology Control of Ceramics」 H19.11

粉体粉末冶金協会秋季大会「多針体 ZnO 粒子および ZnO ナノシート集積自立膜の

液相形態制御」
H19.11

ナノレベルプロセス研究会「非シリカ系無機有機複合材料のメソ構造制御」 H19.12

第 18 回日本 MRS 学術シンポジウム「Influence of Growth Conditions on the

Morphology of Zinc Oxide Nanoarrays」
H19.12

第 18 回日本 MRS 学術シンポジウム「Liquid Phase Growth of Anatase TiO2 Thin

Films and Their Dye Adsorption Characteristics」
H19.12

第 18 回日本 MRS 学術シンポジウム「Stand-alone ZnO self-assembled film with

enhanced c-axis orientation」
H19.12

第 18 回日本 MRS 学術シンポジウム「Morphology Control of Anisotropic Oxide

Particles」
H19.12

BMMP-8(8th International Symposium on Biomimetic Materials Processing)

「Liquid Phase Morphology Control of ZnO」
H20.1

日本セラミックス協会基礎科学部会「Effects of Temperature and Concentration

on ZnO Nanowhisker Films Grown in Aqueous Solution」
H20.1

The international conference on advanced materials (ICAM 2008)「Liquid Phase

Patterning of Ceramic Thin Films using Self-assembled Mponolayer」
H20.2

日本化学会第 88 春季年会「メソポーラスシリカの骨格内周期構造保持と固定化

チタン種の触媒特性」
H20.3

日本化学会第 88 春季年会「アミノ酸／リン酸カルシウム複合体の合成および擬

似体液中でのアパタイト化」
H20.3

日本化学会第 88 春季年会(2008)「自己ナノ組織化～セラミックスおよびコロイ

ド結晶のパターニング・形態制御～」
H20.3

日本セラミックス協会 2008 年年会「Fabrication of semi-circular shaped ZnO

nanowhiskers assemblies using an aqueous solution」
H20.3

Nanoporous Materials V「Preparation of Mesostructured Titainum

Organophosphonate Films」
H20.5

Particles2008「Liquid phase morphology control of anisotropic oxide

particles」
H20.5

The 4th Asian Conference on Crystal Growth and Crystal Technology

「Selectively Dissolution-recrystallization of ZnO Crystals at the

Air-liquid Interface

H20.5

The 4th Asian Conference on Crystal Growth and Crystal Technology

「Hydrolysis-forced Low-temperature Fabrication of ZnO Nanoarray Films」
H20.5

The 4th Asian Conference on Crystal Growth and Crystal Technology (CGCT-4)

「Nano SnO2 crystal coating in aqueous solutions」
H20.5

The 4th Asian Conference on Crystal Growth and Crystal Technology (CGCT-4)

「Liquid phase morphology control of oxide particles」
H20.5

The 4th Asian Conference on Crystal Growth and Crystal Technology (CGCT-4)

「Aqueous solution synthesis of ZnO rod arrays for molecular sensors」
H20.5
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The 4th Asian Conference on Crystal Growth and Crystal Technology (CGCT-4)

「Liquid Phase Crystal Deposition of Nano crystal assembled TiO2.」
H20.5

10th International Conference on Ceramic Processing Science (ICCPS-10)

「Fabrication/Micropatterning of ZnO Nanoarrays Assisted by In-Situ Forced

Hydrolysis of Anhydrous Zinc Acetate」

H20.5

The 2nd Workshop on Anisotropic Science and Technology of Materials and

Devices (ASTMD-2)「Aqueous Synthesis of Anisotropic Metal Oxide Particles」
H20.6

日本ゾル-ゲル学会第６回討論会「結晶性メソポーラスチタニア薄膜の合成」 H20.7

日本ゾル-ゲル学会第６回討論会「水溶液から成長した ZnO 膜の形態と特性に対

するポリエチレンイミンの効果」
H20.7

日本ゾル-ゲル学会第６回討論会「異方性酸化物結晶粒子の液相合成」, H20.7

First Joint Seminar between Shaanxi University of Science & Technology and

Kochi University 「Low-temperature Fabrication of ZnO Nanoarrays」
H20.8

日本セラミックス協会第 21 回秋季シンポジウム 「ZnO nanoarrays film grown by

forced hydrolysis-initiated-nucleation technique」
H20.9

日本セラミックス協会第 21 回秋季シンポジウム「自己組織化 ZnO 膜」 H20.9

Sixth Asian Meeting on Electroceramics (AMEC-6) 「ZnO nanoarrays film grown

by forced-hydrolysis-initiated- nucleation technique and its photo-induced

electrical property」

H20.10

18th International Symposium on Fine Chemistry and Functional

Polymers(FCFP-XVIII) & 4th IUPAC International Symposium on Novel Materials

and their Synthesis (NMS-IV) 「Liquid Phase Patterning and Morphology

Control of Metal Oxides and Colloidal Crystals」

H20.10

セラミックス総合研究会「金属酸化物の液相形態制御」 H20.10

産業技術連携推進会議ナノテクノロジー・材料部会セラミックス分科会 第４３

回技術担当者会議「高感度環境センサ部材の開発」
H20.11

The 9th International Symposium on Ceramic Materials and Components for

Energy and Environmental Applications 「Liquid Phase Morphology Control of

Metal Oxides for Environmental Sensors」

H20.11

第 24 回ゼオライト研究発表会「チタニア薄膜へのマクロ孔の導入と光触媒特性」 H20.11

8th International Conference on Nano-Molecular Electronics (ICNME 2008)

「Control of crystal growth for ZnO nanowhisker films in aqueous solution」
H20.12

8th International Conference on Nano-Molecular Electronics (ICNME 2008)

「Low-temperature fabrication of porous and transparent ZnO films with

hybrid structure by self-hydrolysis method」

H20.12

8th International Conference on Nano-Molecular Electronics (ICNME 2008)

「Fabrication of ZnO nanoarrays film by

forced-hydrolysis-initiated-nucleation technique using various templates」

H20.12

8th International Conference on Nano-Molecular Electronics (ICNME 2008)

「Aqueous Synthesis of Anatase TiO2 Thin Films for Molecular Sensors」
H20.12

8th International Conference on Nano-Molecular Electronics (ICNME 2008)

「Microstructure Fabrication of TiO2 in an Aqueous Solutions」
H20.12

8th International Conference on Nano-Molecular Electronics (ICNME 2008)

「Crystal Growth Control of ZnO for Molecular Sensors」
H20.12

8th International Conference on Nano-Molecular Electronics (ICNME 2008) H20.12
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「Anisotropic Crystal Growth of Metal Oxide」

8th International Conference on Nano-Molecular Electronics (ICNME 2008)

「Microstructure Control of Metal Oxide in Solutions」
H20.12

IUMRS-ICA2008 「Synthesis of semi-crystalline mesoporous titania film

containing emulsion-induced macropores」
H20.12

JSPS A3Foresight Program Seminar 「Preparation of hierarchical porous

titania film applicable to adsorbent for biomolecule and photocatalyst」
H20.12

International Symposium on Eco-materials Processing and Design(ISEPD2009)

「Growth of Highly Orientated and Well-aligned ZnO Nanowhiskers using

Aqueous Solutions」

H21.1

第 47 回セラミックス基礎科学討論会「水溶液法による酸化亜鉛ナノアレイマイ

クロパターンの作製」
H21.1

日本セラミックス協会２００９年年会「Effects of polyethylenimine on

morphology and property of ZnO films grown in aqueous solutions」
H21.3

, 8th Pacific Rim Conference on Ceramic and Glass Technology 「Effects of

polyethylenimine on morphology and property of ZnO films grown in aqueous

solutions」

H21.5

産業技術総合研究所中部センター研究発表会「メソポーラスアナターゼ薄膜のマ

クロ多孔性制御に関する研究」
H21.6

産業技術総合研究所中部センター研究発表会「金属酸化物の液相形態制御と高感

度環境センサへの応用」
H21.6

International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT

2009) 「Self-assembly of Metal Oxides」
H21.6

日本ゾル-ゲル学会第７回討論会「亜鉛塩の In-situ 加水分解による酸化亜鉛ナ

ノアレイの構造制御」
H21.7

日本ゾル-ゲル学会第７回討論会「Fabrication of ZnO hexagonal nanotubes by

sol-gel/CBD method」
H21.7

15th International Sol-Gel Conference, Sol-Gel 2009 「Photocatalytic

property of mesoporous anatase film with controlled macroporosity」
H21.8

China International Conference on High-Performance Ceramics (CICC)

「Self-assembly and Liquid Phase Morphology Control of Ceramics」
H21.8

3rd Workshop on Smart Materials & Structures 「Smart Patterning and Smart

Morphology Control of Metal Oxides and Colloidal Crystals」
H21.8

日本セラミックス協会第 22 回秋季シンポジウム 「Fabrication of blanket-like

ZnO nanowhisker assembly using an aqueous solution」
H21.9

日本セラミックス協会第 22 回秋季シンポジウム 「Adsorption properties of

cytochrome C on ZnO nanotubes and nanoflowers」
H21.9

第２回「固体材料合成および評価技術の新展開」ワークショップ 「金属酸化物

の液相形態制御」
H21.9

第 62 回コロイドおよび界面化学討論会 「金属酸化物表界面微細構造の自己組織

化形成」
H21.9

第 62 回コロイドおよび界面化学討論会 「高比表面積を有する針状二酸化チタン

結晶集積粒子の合成」
H21.9

第 29 回エレクトロセラミックス研究討論会「ガラス基板上における酢酸塩水和

物の自己加水分解を利用した透明酸化亜鉛膜の形成」
H21.10
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第 29 回エレクトロセラミックス研究討論会「Synthesis and Optical Properties

of ZnO Nanotubes by Selective Etching Process」
H21.10

International Symposium on Engineering Neo-Biomimetics 「Bio-inspired

Processing of Metal Oxide Nano-structures」
H21.10

IUPAC 5th International Symposium on Novel Materials and their Synthesis

(NMS-V) & 19th International Symposium on Fine Chemistry and Functional

Polymers (FCFP-XIX) 「Bio-inspired Morphology Control of Metal Oxides For

Dye-sensitized Molecular Sensor」

H21.10

セラミックス総合研究会「酸化スズ表面コーティングおよび ZnO ロッドアレイの

液相合成と環境センサーへの応用」
H21.10

22nd International Microprocesses and Nanotechnology Conference

「Optical properties and N2 adsorption characteristic of self-twin zinc

oxide nanoarrays assemblies」

H21.11

第 40 回中部化学関係学協会支部連合協議会秋季大会 「水溶液プロセスによる金

属酸化物材料プロセッシング」
H21.11

表面技術協会関東支部講演会 「表界面における金属酸化物ナノ構造形成」 H21.11

International Symposium on Advanced Nano-Materials 「Bio-inspired

Processing of Metal Oxide Nano-structures」
H21.11

第３回産総研ナノテクノロジー・材料・製造分野研究交流会 「高感度環境セン

サの開発-ナノ構造を有する酸化物電極の水溶液プロセスと特性」
H21.11

3rd World Congress of Gene 「Novel Dye-sensitized Molecular Sensors

Consisted of Dye and Metal Oxide Nanostructures」
H21.12

IEEE International NanoElectronics Conference (INEC) 2010 「Optical and

adsorption Properties of ZnO nanotubes prepared from aqueous solution」
H22.1

IEEE International NanoElectronics Conference (INEC) 2010

「Low-temperature Fabrication of Bunch-shaped ZnO Nanowires Using an Sodium

Hydroxide Aqueous Solution」

H22.1

第 48 回セラミックス基礎科学討論会 「水溶液プロセスによる c軸配向二層集積

酸化亜鉛膜の作製」
H22.1

34th International Conference and Exposition on Advanced Ceramics and

Composites 「Metal Oxide Nanoelectrodes for Environmental Sensors」
H22.1

34th International Conference and Exposition on Advanced Ceramics and

Composites 「Self-assembly of Metal Oxides」
H22.1

日本セラミックス協会２０１０年会「電解析出法による In(OH)3 ナノ/マイクロ

構造体の形態制御」
H22.3

日本セラミックス協会２０１０年会 「Fabrication of Zn(OH)2/ZnO Nanosheet-

ZnO Nanoarray Hybrid Structured Films by a Dissolution-Recrystallization

Route」

H22.3

Terasaki Symposium 「Condensation and Crystallinity Controlled Synthesis

of Titanium Oxide Films Showing Effective Photocatalytic Property」
H22.5

12th International Conference on Modern Materials and Technologies (CIMTEC

2010)「Liquid phase morphology control of metal oxides in aqueous solutions」
H22.6

Thin Films 2010 「Morphology Control of Metal Oxide Nano-structures in

Aqueous Solution”, Yoshitake Masuda」
H22.7

2nd International Solvothermal & Hydrothermal Association Conference

(ISHA2010) 「Morphology Control of Metal Oxide Nano-structures in Aqueous
H22.7
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Solution」

16th International Zeolite Conference joint with 7th International

Mesostructured Materials Symposium (IZC-IMMS 2010) 「Mesoporous Titanium

Oxide Films with Crystallinity-Controlled Frameworks Related to

Photocatalytic Property」

H22.7

16th International Zeolite Conference joint with 7th International

Mesostructured Materials Symposium (IZC-IMMS 2010) 「Fabrication of

transparent nanoporous titania films using surfactants with chelating

ability」

H22.7

日本ゾル-ゲル学会第 8回討論会 「配位能を有する界面活性剤を利用したナノポ

ーラスチタニア薄膜の合成」
H22.7

2010 年度セラミックス総合研究会 「多針体 TiO2 粒子の合成及び SnO2 集積体に

よるポリマーフィルムコーティング」
H22.9

3rd International Conference on Multi-Functional Materials and Structures

(MFMS 2010) 「Morphology Control, Micro-patterning and Self-assembly of

Metal Oxide Nano-strutures in Aqueous Solutions」

H22.9

International Conference on Nanoscopic Colloid and Surface Science

「Adsorption of Cytochrome c over Macroporous Semiconducting Oxide Films」
H22.9

3rd International Congress on Ceramics 「Morphology Control of Metal Oxide

Nanostructures by Electrochemical Deposition」
H22.11

he 27th Korea-Japan International Seminar on Ceramics 「Crystallinity and

Porosity Control of Titanium Oxide Films」
H22.11

第 26 回ゼオライト研究発表会 「酸化チタン骨格の結晶性と多孔性の制御技術の

提案」
H22.12

Pacifichem 2010「Semiconductors with ourtsized pores applicable to

dye-sensitive devices」
H22.12

11th International Symposium on Biomimetic Materials Processing (BMMP-11)

「Bio-inspired Morphology Control of TiO2 Structures and Tin Oxide Sheets」
H23.1

MRS 2011 Spring Meeting 「Organics-Enhanced Properties of Semiconducting

Oxide Nano-to-Microstructures」
H23.5

2011 年中部センター研究発表会 「生体分子を融合した半導体酸化物電極のデバ

イス応用への期待」
H23.6

MS&T'11 「Environmentally Friendly Tin Oxide Coating Through Aqueous

Solution Process」
H23.10

ICTF2012 「Evolution of Nanostructures in Metal Oxide Tin Films via Aqueous

Solution」
H23.11

第 27 回ゼオライト研究発表会「PS-b-PEO の凝集体由来の球状マクロ孔を含有す

る遷移金属酸化物薄膜」
H23.12

日本化学会第 92 春季年会 「小さなメソ孔を有する多孔質チタニア薄膜の合成と

骨格の結晶化」
H24.3

第 11 回名古屋駅前イノベションハブ技術シーズ発表会 「生体分子と半導体酸化

物電極からなる機能性デバイスへの期待」
H24.3

特許

特願 2006-263562 「酸化亜鉛粒子ならびに酸化亜鉛粒子膜及びそれらの作製方

法」 (特許番号：第 4803443、国際出願番号 PCT/JP2007/068727、米国特許公開

番号 US 2010/0028254 A1、米国特許出願番号 US 12/442,615)

H18.6
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特願2007-001141「高c軸配向高比表面積ZnO結晶自立膜及びその作製方法」(特

許番号：第 4665175)
H19.1

特願 2007-100949 「ナノ針状アナターゼ TiO2 結晶集積粒子と多孔質アナターゼ

TiO2 結晶膜及びそれらの作製方法」 (特開 2008-254983)
H19.4

特願 2007-146232 「ZnO ウィスカー膜及びその作製方法」 (特開 2008-297168、

米国特許出願番号 US 12/129,099)
H19.5

特願 2007-180260 「超親水性／疎水性パターン化表面、アナターゼ TiO2 結晶パ

ターン及びそれらの作製方法」 (特開 2009-13038)
H19.7

特願 2007-180261 「Zn5(CO3)2(OH)6 結晶自立膜及びその作製方法」 H19.7

特願 2007-186306 「エピタキシャルナノ TiO2 粒子コーティング及びその作製方

法」 (特開 2009-023854)
H19.7

特願 2007-215015 「多孔質 ZnO 粒子結合自立膜及びその作製方法」 H19.8

特願 2007-240236 「ナノ結晶集積 TiO2 及びその作製方法」 (特開 2009-67655) H19.9

特願 2007-268415 「ZnO ロッドアレイ及びその作製方法」 H19.10

特願 2008-005050 「ZnO ウィスカー膜、ZnO ウィスカー膜形成のためのシード層
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“Polymer particles as the carrier for affinity purification”, Konbunshi

Ronbunshu, 64, 9-20 (2007)
H19.1

“hnRNP-U enhance the expression of specific genes by stabilizing mRNA”,

FEBS Lett., 581, 1-7 (2007).
H19.1

“Adeno-associated virus site-specific integration is regulated by H19.2
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TRP-185”, J. Virol., 81, 1990-2001 (2007)

“Identification of a chemical substance that is immobilized to ferrite

nanoparticles (FP)”, Colloid Surf. B: Biointerf., 54, 249-253 (2007).
H19.2

“Preparation of size controlled (30-100 nm) magnetite nanoparticles for

biomedical applications”, J. Magn. Magn. Mater., 310, 2408-2410 (2007).
H19.2

“Minor capsid proteins of SV40 are dispensable for nucleocapsid assembly

and cell entry, but are required for nuclear entry of the viral genome”,

J. Virol., 81, 3778-3785 (2007).

H19.3

“Mutational analysis of the carboxyl-terminal region of the SV40 major

capsid protein VP1”, J. Biochem., 141, 279-286 (2007).
H19.4

“High efficiency Hall effect micro-biosensor platform for detection of

magnetically labeled biomolecules”, Biosens. Bioelectron., 22, 2115-2120

(2007).

H19.5

“NELF interacts with CBC and participates in 3’-end processing of

replication-dependent histone mRNAs”, Mol. Cell, 26, 349-365 (2007).
H19.7

“RNA polymerase II bypasses 8-oxoguanine in the presence of transcription

elongation factor TFIIS”, DNA Repair, 6, 841-851 (2007).
H19.8

“Differential regulation of NF-kappaB by elongation factors is determined

by core promoter type”, Mol. Cell. Biol., 27, 5246-5259 (2007).
H19.10

“DSIF contributes to transcriptional activation by DNA-binding

activators by preventing pausing during transcription elongation”,

Nucleic Acids, Res., 35, 4064-4075 (2007).

H19.10

“Hepatitis delta antigen to the clamp of RNA polymerase II

and affects transcriptional fidelity”, Genes Cells, 12, 863-875 (2007).
H19.11

“Evidence that SV40 VP1-DNA interactions contribute to the assembly of

40-nm spherical viral particles”, Genes Cells, 12, 1267-1279 (2007).
H19.11

“The Enteropathogenic E.coli effector EspB facilitates microvillus

effacing and antiphagocytosis by inhibiting myosin function”, Cell Host

& Microbe, 2, 383-392 (2007).

H19.12

“Drosophila Blimp-1 is a transient transcriptional respressor that

controls timing of the ecdysone-induced developmenatal pathway”, Mol.

Cell. Biol., 27, 8739-8747 (2007).

H19.12

“A peptide derived from tenascin-C induces beta1 integrin activation

through syndecan-4”, J. Biol. Chem., 282, 34929-34937 (2007).
H19.12

“Isolation of XAB2 complex involved in pre-mRNA splicing, transcription

and transcription-coupled repair”, J. Biol. Chem., 283, 940-950 (2008).
H20.1

“Engineering of SV40-based nano-capsules for delivery of heterologous

proteins as fusions with minor capsid proteins VP2/3”, J. Biotechnol., 134,

181-192 (2008).

H20.2

A new mechanism of 6-((2-(dimethylamino)ethyl)amino)-3-

hydroxy-7H-indeno(2,1-c)quinolin-7-one dihydrochloride (TAS-103) action

discovered by target screening with drug-immobilized affinity beads”, Mol.

Pharmacol., 73, 987-994 (2008).

H20.2

“Development of novel magnetic nano-carriers for high-performance affinity

purification”, Colloid Surf. B: Biointerf., 64, 162-169 (2008).
H20.3
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“Atrazine binds to F1F0-ATP synthase and inhibits mitochondrial function

in sperm”, Biochem. Biophys. Res. Commun., 366, 66-72 (2008).
H20.3

“Development of a chemical screening system using aqueorin-fused

protein”, Biochem. Biophys. Res. Commun., 368, 600-605 (2008).
H20.3

“Hundred-nanometer sized biomagnetic beads with large magnetization using

ferrite nanoparticles grown by hydrothermal process”, J. Appl. Phys., 103,

07A317 (2008).

H20.4

“A new APE1/Ref-1-dependent pathway leading to reduction of NF-B and

AP-1, and activation of their DNA-binding activity”, Nucleic Acid Res.,

36, 4327-4336 (2008).

H20.4

“Presentation of functional foreign peptides on the surface of SV40

virus-like particles”, J. Biotechnol., 135, 385-392, (2008).
H20.5

“SV40 vectors carrying minimal sequence of viral origin with exchangeable

capsids”, Virology, 379, 110-117 (2008).
H20.8

新聞等 信濃毎日新聞 「多摩川精機 医療関連分野に進出 」 H18.9

日刊工業新聞 「東工大 ＤＮＡを保護収納するたんぱく質 合成過程の一

端解明
H19.5

日本経済新聞 「バイオ装置に参入 多摩川精機、東工大と連携」 H19.10

信州日報 「社員の研究成果を発表 多摩川精機技術フォーラム」 H19.12

発表

蔵前工業会１００周年記念 第１９回関西蔵前講演会

「ナノテクノロジ－とバイオテクノロジ－の融合 －高機能性ナノ磁性ビ－ズ

の開発と応用－」

H18.4

日本ケミカルバイオロジー研究会 第１回年会

「Analysis of Mitochondrial Accumulation of Porphyrins Using Affinity

Nanobeads

H18.5

第５回国際バイオエキスポ

大学国公立研究所による研究結果発表フォーラム

「創薬を目指した機能性ナノ磁性ビーズによるスクリーニング系開発」平成１８

年５月１７日

H18.5

首都圏バイオゲノムベンチャーネットワークフォーラム

「創薬を目指したスクリーニング系の開発～ナノ磁性微粒子の構築と応用～」平

成１８年６月２９日

H18.6

生物産業創出推進拠点第１３回研究会

独創的基盤科学技術から健康産業と快適空間の創出

「ナノテクノロジ－とバイオテクノロジ－の融合 －機能性ナノ微粒子の開発

と応用－」平成１８年７月１４日

H18.7

２１世紀 COE プログラム慶應義塾大学大学院生命科学分野

「システム生物学による生命機能の理解と制御」

平成１８年９月２０日

H18.9

第５６回高分子学会年次大会

「アフィニティ精製用担体としての高分子微粒子」

平成１９年５月３１日

H19.5

第２８回日本炎症再生医学会

「アフィニティ精製用担体としての高分子微粒子」

平成１９年８月２日

H19.8
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Mechanism of eukaryotic transcription

「Elongation control through dynamic phosphorylation of the C-terminal

repetitive motif of SPT5」2007.8.29-2007.9.2

H19.8

Mechanism of eukaryotic transcription

「Disruption of zebrafish mematopoiesis by knockdown of transcription

elongation factor SPT5」2007.8.29-2007.9.2

H19.8

Mechanism of eukaryotic transcription

「Regulation of Glucocorticoid-responsive Gene Expression by HEXIMI」

2007.8.29-2007.9.2

H19.8

Mechanism of eukaryotic transcription

「 NELF Interacts with CBC and Participates in 3'-end processing of

replication-dependent histone」2007.8.29-2007.9.2

H19.8

Mechanism of eukaryotic transcription

「 Identification of two Protein Factors involved in DSIF-Mediated

elongation activation」2007.8.29-2007.9.2
H19.8

日本磁気学会第１５６回研究会

第２２回ナノバイオ磁気工学専門研究会「医用磁性ナノビーズを用いたガンの診

断と治療」平成１９年１０月３０日

H19.10

5th Anniversary Congress of International Drug Discovery Science and

Technology (IDDST)-2007

「Development of Functional Magnetic Nanobeads for Drug Screening」2007.11.9

H19.11

理研シンポジウム「第６回ナノフォトニクスシンポジウム」

新奇機能性マテリアルとナノフォトニクス「Development of highly functional

magnetic nanobeads」2007.11.22

H19.11

ナノバイオテクノロジーが拓くイノベーションの世界

「独創的ホール検出システムと磁性ナノビーズを用いた超高感度バイオセンサ

ーの開発」平成１９年１２月５日

H19.12

第３０回日本分子生物学会・第８０回日本生化学会大会 合同大会

「Transcription factor NELF participate in RNA processing」平成１９年１

２月１２日

H19.12

第３０回日本分子生物学会・第８０回日本生化学会大会 合同大会「転写伸長因

子による多面的な遺伝子発現制御」

平成１９年１２月１２日

H19.12

第３０回日本分子生物学会・第８０回日本生化学会大会 合同大会

「ヘム合成に関わるヘム前駆体のミトコンドリア集積機構の解析」平成１９年１

２月１２日

H19.12

第３０回日本分子生物学会・第８０回日本生化学会大会 合同大会

「転写因子 DSIF とともに転写伸長を促進するコファクターの機能解析」平成１

９年１２月１２日

H19.12

第３０回日本分子生物学会・第８０回日本生化学会大会 合同大会

「Disruption of zebrafish mematopoiesis by knockdown of transcription

elongation factor SPT5」平成１９年１２月１２日

H19.12

第３０回日本分子生物学会・第８０回日本生化学会大会 合同大会

「HEXIM1 によるグルココルチコイド応答性遺伝子発現の抑制」平成１９年１２月

１２日

H19.12
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第３０回日本分子生物学会・第８０回日本生化学会大会 合同大会「PAX 転写遺

伝子群の転写調節相互作用」

平成１９年１２月１２日

H19.12

第３０回日本分子生物学会・第８０回日本生化学会大会 合同大会「ロイシンに

よる mTOR 経路活性化機構の解析」

平成１９年１２月１２日

H19.12

第３０回日本分子生物学会・第８０回日本生化学会大会 合同大会「ヘム刺激に

よる赤血球分化における細胞防御機構の解析」平成１９年１２月１２日
H19.12

第３０回日本分子生物学会・第８０回日本生化学会大会 合同大会「精神遅滞関

連因子 CRBN は DDB1 と共に新規 E3 ユビキチンリガーゼ複合体を形成する」

平成１９年１２月１２日

H19.12

第３０回日本分子生物学会・第８０回日本生化学会大会 合同大会「遺伝子導入

用ナノカプセルの構築」

平成１９年１２月１２日

H19.12

第５回多摩川技術フォーラム 2007

「フェライトが拓く新たなバイオ・医療の世界」

平成１９年１２月２１日

H19.12

生命融合科学教育セミナー

「機能性ナノ粒子が拓く新たなバイオ・医療の世界」

平成２０年２月１日

H20.2

第１回「情報と細胞機能」研究会

「転写伸長因子による多面的な遺伝子制御」

平成２０年２月５日

H20.2

特定領域「バイオ操作」第５回公開シンポジウム

磁性ナノビーズの医療・バイオへの応用

平成２０年３月７日

H20.3

第３回東工大統合研究院・ソリューション研究国際シンポジウム「医療バイオ分

野における課題とソリューション」

平成２０年３月２１日

H20.3

第６回ＭＧプロジェクトセミナー「高機能性ナノ磁性微粒子が拓く新たな医療・

バイオの世界」平成２０年４月２４日
H20.4

The INTERMAG 2008

「 Magnetic-Entasis Biorecognition Platform: Self Assembly of Magnetic

Nanoparticles for Detection of Magnetically Labeled Biomolecules 」

2008.5.4-2008.5.8

H20.5

日本ケミカルバイオロジー研究会 第３回年会

「発光タンパク質イクオリンを用いた化合物スクリーニングシステムの開発」平

成２０年５月１９日

H20.5

日本ケミカルバイオロジー研究会 第３回年会

「HSP27 を介したヘム毒性に対する生体防御機構」

平成２０年５月１９日

H20.5

日本ケミカルバイオロジー研究会 第３回年会

「ヘム生合成に関わるヘム前駆体のミトコンドリア集積機構の解析」平成２０年

５月２０日

H20.5

岐阜薬科大学大学院特別講演

「高機能性ナノ磁性ビ－ズが拓く新たな医療･バイオの世界」平成２０年６月１
H20.6
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３日

第７１回彩都バイオサイエンスセミナー

「機能性ナノ磁性粒子を利用したスクリーニングシステム」

平成２０年６月２４日

H20.6

第５回次世代医療システム産業化フォーラム２００８

「高機能性ナノ磁性微粒子が拓く新たな医療・バイオの世界」平成２０年８月７

日

H20.8

特許
“自己免疫疾患の予防及び／又は治療剤の有効成分の同定方法”、特願

2006-50851、特開 2007-228808
H18.7

“ウイルス粒子様構造体およびそれを含有する製剤”、特願 2006-102351、

PCT/JP07/56945、WO/2007/116808
H18.7

“薬剤スクリ－ニングのための複合体”、特願 2006-125348、PCT/JP07/58582、

WO/2007/125822
H18.8

“アデノ随伴ウイルスの ITR をもつ DNA のヒト第 19 番染色体への組込み部位の

制御方法”、特願 2006-263018、特開 2008-79539
H18.10

“抗腫瘍剤に対する腫瘍細胞の感受性増強剤”、特願 2006-274257、特開

2008-110972
H18.11

“ウイルス感染阻害薬のスクリ－ニング法及びビスフォスフォネ－トを含む感

染阻害薬”、特願 2006-311865、特開 2008-125391
H18.12

“蛍光機能具備磁性ポリマ－粒子とその製造方法”、特願 2006-313493、特開

2008-127454
H18.12

“表面被膜無機物粒子の製造方法”、特願 2007-194233 H19.2

、“フェライト微粒子の製造方法、フェライト微粒子、及びフェライト微粒子の

製造装置”、特願 2007-224744
H19.3

“低沸点化合物内包中空微粒子“、特願 2007-234572 H19.4

“フェライト中空微粒子の製造方法”、特願 2007-234573 H19.4

“物理量検出装置”、特願 2007-280739 H19.5

“被覆磁性微粒子を用いたバイオセンシング方法及び該方法に用いるバイオセ

ンシング方法及びセンシング装置”、特願 2007-311860
H19.7

“ポリマ－被膜無機物微粒子とその製造方法”、特願 2007-313073 H19.9

“球状フェライトナノ粒子及びその製造方法”、特願 2007-340903 H19.12
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３－２ 目標の達成度

表３－３．目標に対する成果・達成度の一覧表

要素技術 目標・指標 成果 達成度

高感度セラミッ

クセンシング材

料の開発

表面積が投影面積の50倍以上の

微細凹凸構造あるいは多孔質構

造において十分に均質である微

細凹凸構造あるいは多孔質構造

を制御する技術を確立する。

液相析出法を利用して作製

した酸化亜鉛ウィスカー薄

膜について、表面積が投影面

積の 75 倍の微細凹凸構造が

得られている。

達成

生体分子固定技

術の開発

0.001 ng/mlの有害有機物質濃度

において電流値の SN 比 5以上、

かつ、繰り返し測定精度が CV（変

動係数）値で 10%以下

エストラジオールに関して、

レセプター結合アッセイ系

を構築し、0.001 ng/mL を達

成 S/N比は 2.37であったが

危険率 1%で有害有機物質の

判定は可能

一部達成

生体分子利用技

術の開発

有害有機物質の 1桁以上の濃度

変化範囲において、相関係数 0.9

以上を得る．

2桁の濃度範囲において相関

係数 0.965 を達成。

達成

センシングチッ

プデバイス化技

術の開発

濃度範囲 0.001～0.1ng/ml での

測定を実証．センシング材料部

等の構成最適化や作成法を検

討．

１枚のチップ内に必要生体

分子，試薬類，マイクロ流路

を備えたセンシングチップ

デバイスの構築を行い、相当

濃度範囲での実証を行った。

達成

要素技術（１）：高感度セラミックセンシング材料の開発

有機化合物を利用して作製した酸化チタン薄膜について、表面積が投影面積の 20～30 倍

の多孔質構造が得られているのに加え、液相析出法を利用して作製した酸化亜鉛ウィスカ

ー薄膜については、表面積が投影面積の 75倍の微細凹凸構造が得られている。特に後者は

目標値である 50 倍をはるかに超えるものであり、最終達成目標を達成している。

要素技術（２）生体分子固定技術の開発

生体分子の固定化方法を DNA に関しては、カップリング剤、タンパク質に関しては、半
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導体の複合化により行った。エストラジオールを測定対象とし最終目標を達成した。

生体分子（ＤＮＡ及びタンパク質）の固定化及び対象物の測定（ＤＮＡやタンパク質）

に関しては、簡便で再現性よい固定化方法及びセンサ系が提出できたと考えられる。これ

らは新規な測定システムとして、環境センサとは別に、事業的（遺伝子検査及びＰＯＣＴ

機器）な展開が可能である為、検討を推進した。

要素技術（３）生体分子利用技術の開発

センサの測定方式により信号（光電流）を得るのには、最適な生体分子の密度（基板面

積あたりのＤＮＡ・タンパク質等の量）が存在し、生体分子の固定化量をやみくもに増加

しても感度に繋がらないことが明らかになった。要素技術（１）で得られる比表面積が大

きな基板を用いて慎重に対応していく事が望ましいと考え、電極部材とバイオアッセイ系

の改良により目標数値を達成した。

要素技術（４）センシングチップデバイス化技術の開発

センサチップデバイスの試作を順次行って行き、光源、温調、液体ハンドリング、セル構

造等の完成度を高めていった。最終的なイメージとして想定されたマイクロチップ型セン

サカートリッジ（試薬等）を含む形で製品として完成させた。この装置構成では、液体ハ

ンドリングは、ポンプを使わずに単純な動作で、チップ内の埋包された液体試薬を順次セ

ンサ電極上へ送液し、廃液機能もセンサ内に持たせた完全な使い捨て構造が実現できた。
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４．事業化、波及効果について

４－１ 事業化の見通し

○事業化については妥当か。

・事業化の見通し(事業化に向けてのシナリオ、事業化に関する問題点及び解決方策の明

確化等)は立っているか。

環境に対する社会的関心の高まりと共に、環境ビジネスは右肩上がりに成長を続けてお

り、環境負荷削減のために環境モニタリングの必要性は益々高く、規制の実施により市場

の拡大が予想されている。「ナノバイオマシン創製のための技術及び市場性に関する調査研

究」（機械システム振興協会：バイオインダストリー協会）、「環境ＩＴビジネス総覧 2003」

（矢野経済研究所）及び「平成 17年度防衛装備の高度化に貢献するナノテク技術とその民

生利用に関する調査報告書」（日本機械工業連合会：三菱総合研究所）等によれば、2015 年

の環境センサ市場は1000億円前後と予想される。さらに遺伝子検査市場では2015年に1000

億との予測がなされており（個別化医療・予防時代における遺伝子検査・診断ビジネス展

望 株式会社シード・プランニング 2006 年）、約 1000 億である現行のＰＯＣＴ市場を鑑み

ると、非常に大きな市場形成がなされると考えられる。特許庁でも 2010 年のバイオセンサ

市場全体の規模を 3100 億円と予想しており（特許庁「ポスト・ゲノム関連技術－蛋白質レ

ベルでの解析とIT活用－に関する特許出願技術動向調査」平成14年 4月）、総額として3000

億を超える市場において、本技術は実用化され、普及していくものと思われる。

ちなみに、環境センサ市場では、本技術に基づく装置の販売台数が 5000 台程度（1台 100

万円）まで累積すると仮定すると、この状態で、1 台あたり年に 500 個のセンサチップ（1

ヶ 3000 円）を使用すると、売上高は 75億円となる。装置の売上を年に平均して 1000 台と

仮定すると、装置の売上は年に 10億円となる。この合計の８５億円程度が本技術による年

間売上となると考えられる。

本技術をライセンスした場合、売上の 5～10%がロイヤリティーとして期待される（4～8

億円）。

ナノメーターレベルで微細凹凸構造・多孔質構造が制御されたセラミックス材料を電極

として実用化するためには、その機能・特性とともにプロセスの量産性やコストなどが重

要な課題となるが、ゾル-ゲル法などの溶液化学を利用したセラミック膜の合成技術は、歴

史的にもガラス窓の反射防止膜などに応用され、最近では車のフロントガラスの防曇を目

的としたコーティングにも利用されている。また、複雑形状のガラスやその他の基材の表

面を酸化チタン光触媒でコーティングした製品も数多く市場化されている。このように、

溶液化学に基づくセラミックス膜の合成方法は、原料やプロセスを選択することにより量

産性やコストなどの課題を克服し、実用化された実績がある。本事業では、平成 21～22 年
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度において、原料とする有機金属化合物などや、鋳型として使用する有機ポリマー及び有

機化合物などを適切に選択することにより量産性、コスト等の課題を検討する。さらに、

表面の所定の微細凹凸構造・多孔質構造や材料本来の半導体特性を損なわないように、鋳

型の形成、蒸発・乾燥、前駆体形成、焼成などの一連のプロセスを最適化、簡略化するこ

とにより、本手法による高感度セラミックセンシング材料の実用化を図る。

本研究開発成果による携帯可能で安価な環境モニタリング装置実用化に必要なチップデ

バイス生産プロセスは、現段階では種々の試作に対応した受託事業が数多くの企業で展開

されており、これらの企業が共通して保有する半導体製造プロセス技術の高さから考えて、

平成 23 年時点では量産技術も十分に成熟していると考えられる。したがって、本研究開発

の成果として得られたセンサチップデバイスの設計指標に基づいた製品開発と量産化に向

けての障壁はほとんどないと考えられる。

むしろ、製品の品質保証に関わる安定性試験などに時間を要すると考えられる。具体的

には、センサチップ内に充填した試薬・溶液類の長期安定性（１年以上は必須であろう）

を確保する方法が課題として考えられる。臨床検査のキットなどではろ紙に含浸させて乾

燥した状態の抗体蛋白質などを長期一定品質に保つことは一般的な技術であるので、この

ような技術の応用によって生体分子の長期安定性を確保する必要がある。

４－２ 波及効果

○波及効果は妥当か。

・成果に基づいた波及効果を生じたか、期待できるか。

・当初想定していなかった波及効果を生じたか、期待できるか。

当該技術の原理は、他の生体反応を利用するバイオセンサ等にも広く応用することが可

能であり、体液（血液・尿・唾液）中の生体成分検出等も可能である。小型でオンサイト

検査が可能な臨床検査機器は POCT（Point Of Care Testing）機器と呼ばれ、従来の大型装

置による臨床検査を置き換えていくと予想されている。我が国の臨床検査機器・試薬市場

は 2004 年に約 3600 億円であり、すでに 1000 億円程度が POCT 機器と考えられているが、

今後も 5%程度の成長が見込まれている。また、血糖、妊娠診断、排卵検査、尿検査など消

費者自身が行う検査機器試薬市場が臨床検査市場の成長（4%）を支えると予想されている

（矢野経済研究所｢臨床検査市場の展望と戦略 2005 年版｣）。

このような臨床検査市場において、本技術に基づく装置の販売台数は 5000 台程度まで累

積すると仮定すると、1日 1台あたり 20 回の検査を行い（1検査 1000 円）、年稼働日を 200

日とした場合、センサチップ年間総売上は 200 億円となる。

なお、臨床検査市場では装置価格は消耗品に上乗せされる一種のリース制度が一般的で

あるので、装置価格の売上は無視して考える。
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本技術をライセンスした場合、売上の 5～10%がロイヤリティーとして期待される（10～

20 億円）。

本プロジェクトの研究開発成果は遺伝子診断用 DNA チップにも応用可能である。薬の効

き目や副作用の個人差をあらかじめ把握して個人毎に最適な投薬を行うオーダーメード医

療の発展が見込まれており、これまでは研究用途であった DNA チップが臨床診断の現場で

使われるようになると予想されている。このような場合に本プロジェクトで採用する電流

検出型 DNA チップは安価で小型化が容易であるため、有望な技術と考えられている。診断

用 DNA チップの市場規模は 2010 年に 1000 億円程度（日本経済産業新聞、2005.12.3）と予

想されていた。

現在ＴＯＴＯでは、本プロジェクトで完成した技術を基に、新興国向けの感染症遺伝子

診断システムを臨床診断用医療機器メーカーと共同開発に着手しており、将来的に該分野

で上市を見こんだ開発体制を構築を行っている。

更に、ファインセラミックスはその特異な機能により我が国の基幹産業で多くの部材に

使用されているが、世界的な競争が激化する中、微細形状・構造の制御技術のさらなる高

度化が求められており、これによりナノフィルター、マイクロアクチュエーター、色素増

感型太陽電池などの次世代部材における新機能の発現や機能の飛躍的向上が可能となり、

将来のファインセラミックス産業の大きな市場規模拡大が期待されている。本事業におい

て開発される、高感度化のためのセラミックス電極の微細凹凸構造・多孔質構造表面形状

をナノメートルレベルで制御する技術は、これらの微細形状・構造の制御技術の一角に繋

がるものであり、例えば、開発成果の一つであるメソ－マクロ孔階層構造を有する酸化チ

タン薄膜は、色素増感型太陽電池の電極としての応用も検討されている。
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５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等

５－１．研究開発計画

本プロジェクトで目指す高感度環境センサは、従来高感度とされてきたものの装置が大

型で高額である蛍光検出や発光検出ではなく、安価な電流計による電流検出でセンシング

を可能にするものである。

このセンサの特徴は、従来のバイオアッセイで用いられていた蛍光色素などの標識を利

用しながらも、励起された蛍光を検出するのではなく、光励起された色素から発生する電

子を捉え、電流値として検出する点にある。バイオアッセイでは標識した色素の量に比例

した蛍光強度を測定対象物質濃度に換算する方法がとられるが、本センサでは電流値を測

定対象物質濃度に換算する。高価で大型な蛍光検出機構に比べて、電流計は本来小型、低

コストなものであり、携帯可能で安価なセンサ機器に適した検出機構である。

更に、光励起により発生する電子をセラミック電極を用いて電圧印加を必要とせずに電

流（光電流）として検知できる特徴も有しており、酸化還元電流を検出する従来の電気化

学センサ機構よりも更に簡単な構造でセンシングが行える。

このセンサを実現するためには、１）生体分子を高密度で固定化でき、標識色素の光励

起によって発生する電子を効率良く伝達できる性質を兼ね備えたセラミック電極の開発

（①「高感度セラミックセンシング材料の開発」）、２）セラミック電極上に安定的に生体

分子を固定化し、非特異的な吸着によるノイズ電流を防ぐ技術の開発（②「生体分子固定

技術の開発」）、３）環境ホルモンなどの有害有機物を特異的に認識・結合できる生体分子

を本技術によるセンサに応用する技術の開発（③「生体分子利用技術の開発」）、更に４）

携帯可能な小型装置とするために電極、流路など測定に必要な要素を一枚のチップ上に装

備する技術の開発（④「センシングチップデバイス化技術の開発」）を、緊密な連携の下で

効果的に推進している。

・事業の目標を達成するために本計画は適切であり、想定された課題へ、材料開発と固

定化・センシングの要素技術を順調に開発できている。さらに、デバイス設計に不可

欠な部材と機能の最適化等に関して参画機関が効率よく連携して推進する事により、

効果的に先端的なデバイス開発の基盤技術の検証が短期間でできた、以上のことによ

り、本事業の計画は妥当である。

・本事業の採択にあたり、外部委員による基本計画の事前評価委員会および基本計画策

定WG(NEDO主催の委員会)を開催し、外部意見を取り入れて修正し、NEDO POST２によ

り幅広く本事業への意見募集を行い、公募により事業実施でのポテンシャルのある機

関を募集し、審査委員会（経済産業省主催）により選定、採択した。本事業における

採択スケジュール等は概ね妥当であった。

・公募により、本事業実施に必要な研究開発能力やポテンシャルのある機関を外部有識
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者の意見を踏まえて公平に選定した。よって、選別過程は適切であった。

・採択された実施者は、本事業を実施するにあたり妥当であった。

表５－１．研究開発計画

実施項目／年度 １８ １９ ２０ ２１ ２２

１．高感度セラミックセ

ンシング材料の開発

２．生体分子固定技術の

開発

３．生体分子利用技術の

開発

４．センシングチップデ

バイス化技術の開発

①高感度セラミックセンシング材料の開発（実施機関：独立行政法人 産業技術総合研究

所）

１８年度～２１年度においては、酸化チタン（TiO2）、酸化亜鉛（ZnO）、酸化錫(SnO2)な

どの半導体酸化物について、有機金属化合物等を原料とした加水分解反応や重縮合反応な

どにおける、微細多孔質構造や凹凸構造の骨格形成の挙動を把握し、50 nm から 500 nm の

寸法範囲において十分に均質である微細凹凸構造あるいは多孔質構造を制御することので

きる技術の確立を目指す。

２１年度～２２年度においては、これらの制御技術をさらに追求し、表面積が投影面積

の 50倍以上の微細凹凸構造あるいは多孔質構造を得るとともに、セラミック電極の製造プ

ロセスを安全性、低環境負荷性、効率、コスト等の観点から最適化し、センシング材料と

して目標測定感度を達成できるセラミック電極の生産技術の確立を目指す。

微細凹凸構造・多孔質構造制御技術

生産技術開発

生体分子固定化技術、ブロッキング技術

生産技術開発

バイオアッセイ・最適フォーマット技術

生産技術開発

マイクロ流路・電極部基
本構成検討

デバイス試作・
実用化検討



93

②生体分子固定技術の開発（実施機関：ＴＯＴＯ株式会社、国立大学法人九州工業大学、

株式会社堀場製作所）

平成１８年度から平成２０年度においては、受容体蛋白質および抗体蛋白質のセラミッ

ク電極固定化に利用できる反応物質（カップリング剤やタグ分子）のスクリーニングを行

い、受容体蛋白質及び抗体蛋白質のセラミック電極への固定化に必要な基礎的技術基板を

確立する。シランカップリング・物理吸着を用いた固定化、及び分子タグによる生体分子

の固定化の基礎的検討を行い、生体分子担持セラミック電極基板の基本的なスペックを提

出する。以上の基礎的研究成果を踏まえ、生体分子の選択的な固定化を可能にする固定化

方法をセラミック電極に対して行い、最適な組み合わせを提出する。ノイズレベル抑制の

ための手法を選定することにより、測定対象物濃度 0.1 ng/mlにおいて電流値の SN比３以

上を達成する。

平成２１年から２２年度は、センシング電極材料とのすり合わせを十分に行い、最終目

標感度達成に必要な、各生体分子（ＤＮＡ、ペプチド、タンパク質）の固定化方法及び固

定化量をセンサ基板に合わせた最適化を行い、0.001 ng/mlの有害有機物質濃度において電

流値の SN比 5以上、かつ、繰り返し測定精度がＣＶ（変動係数）値で１０％以下を達成す

る。

③生体分子利用技術の開発（実施機関：ＴＯＴＯ株式会社、国立大学法人東京工業大学）

平成１８年度から２０年度は、受容体を用いたセンシングのモデル実験系と、エストロ

ジェン受容体を用いたセンサ構築を行い、これらのセンシング系構築の課題などを明らか

にする。

研究開発項目②生体分子固定技術の開発成果を基に、エストロゲン測定系及びダイオキ

シン測定系におけるプローブ生体分子（ＳＲＣ－１ペプチド及びＤＲＥオリゴヌクレオチ

ド）の固定化を行い、実際のアッセイを行い、これらのセンシング系構築にあたっての課

題の明確化を行った上で、セラミックセンシング材料を用いて有害有機物質濃度に対する

信号変化を確認することにより、１桁以上の濃度範囲において、相関係数 0.9以上を得る。

また、ビスフェノールＡを高新和性かつ選択的に分子認識する生体レセプターを同定す

る。更に、ビスフェノールＡ存在下でのみ、該生体レセプターに結合する生体補因子のス

クリーニングを行う。

平成２１年度から平成２２年度では、生体分子固定技術の開発により得られた固定化方

法を各電極において最適化し、最終目標感度達成に必要な生体分子の色素標識比、タンパ

ク質濃度等の諸条件を決定し、研究開発項目①及び②の成果と組み合わせ、0.001 ng/mlの

有害有機物質濃度で有意な電気信号の発生（電流の場合 0.1nA 以上）を達成するとともに、

0.1～0.001 ng/ml の有害有機物質の濃度範囲において、濃度に対する電流値の回帰直線の

相関係数 0.9 以上を達成する。
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④センシングチップデバイス化技術の開発（実施機関：ＴＯＴＯ株式会社、株式会社堀場

製作所 株式会社トラストメディカル）

平成１９年度から平成２０年度では、有害有機物質の測定方式に基づき、研究開発項目

③生体分子利用技術の開発成果を基に、マイクロ流路及びセンシング材料部基本構成の設

計を行う。現状の小面積電極（直径 3 ミリ程度）に高効率に光を集光でき、また十分な光

量で光照射できる光源の検討を行う。 安価で均質かつ、入手が容易であるレーザー、レ

ーザーダイオード及びＬＥＤを選択し、光電流検出方式における受容性をコスト面、品質

面、開発期間面から判断し、スペックを決定する。

また、電極とセル部分に焦点をあてた基本構造の試作及び評価を行う。電極の取りまわ

しが容易であり、溶液漏れの可能性を極力低減させたプロトタイプを幾つか考案の上、部

分試作・評価を推進し、センシング材料部の基本構成を設計試作及び評価を行い、基本構

成をまとめる。

平成２１年度から平成２２年度では、送液・制御機構の設計を行い、マイクロチップデバ

イスでの測定プロセス（試料混合、洗浄、電流検出）実現に必要な構成要素の選定を進め、

センシングチップデバイスを試作し、ダイオキシン類の濃度範囲 0.001～0.1ng/ml での測

定を実証する。また、小型計測機器システムを実現するために必要となるセンシング材料

部等の構成最適化や作成法を検討し、指針として取りまとめる。



95

５－２ 研究開発実施者の実施体制・運営

○研究開発実施者の実施体制・運営は、プロジェクトリーダーの元、参画機関での技術

委員会および外部有識者を交えた推進委員会を年に数回、適宜開催し、事業実施での問

題や課題を調整し、適切かつ妥当な運営を進めている。

・実施テーマに関する研究開発能力を有し、柔軟な連携により開発目標を達成に向け、

適切な研究開発チーム構成での実施体制になっている。

・全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、プロジェクト運営を把握し、十

分に活躍できる環境が整備されている。

・目標達成及び効率的実施のために必要な、実施者間の連携／競争が十分に行われる体

制となっている。

・成果の利用主体に対して、成果を普及し関与を求める取組を積極的に実施している。

本研究開発は、公募による選定審査手続きを経て、ＴＯＴＯ株式会社、独立行政法人 産

業技術総合研究所が経済産業省からの委託を受けて実施した。また、再委託先として九州

大、東京工業大学、堀場製作所が参加した。

また、研究開発の実施に当たっては、研究開発を統括するためのプロジェクトリーダー

（曾根崎修司 TOTO 株式会社 総合研究所）を設置するとともに、外部有識者からの指導

及びプロジェクト実施における協力のため、桑原誠九州大学教授他３名からなる推進委員

会を設置し、計９回の推進委員会を行った。

産業技術総合研究所は本技術開発のキーとなる高感度セラミックセンシング材料の開発

を担当するため、集中研的な研究機関として位置づけ、セラミックセンシング材料技術と

生体分子固定技術のすり合わせのためにＴＯＴＯ株式会社等より研究者を派遣している。

また、開発したセラミックス電極部材の色素標識した DNA 分子の吸着実験、標識色素から

の光電流測定などのために産業技術総合研究所はＴＯＴＯ株式会社にサンプルを供試した。

「高感度セラミックセンシング材料の開発」を担当する産業技術総合研究所（先進製造

プロセス研究部門）では多孔質材料を含むセラミックスの微細構造制御とそれによる物理

的特性、機械的特性、電磁気的特性等の特性・機能の発現に関し、多くの優れた研究開発

実績があり、それらの成果は世界的に著名な学会誌に多くの研究論文として発表されてい

る他、数多くの特許を取得している。特に「高感度セラミックセンシング材料の開発」の

開発対象である、50 nm から 500 nm の寸法範囲における微細凹凸構造あるいは多孔質構

造制御技術に関しては、チタンイソプロポキシド（チタンアルコキシド）のゾルゲル反応

とポリエチレングリコールの相互作用を利用して、数 nm から数 100nm の径の気孔を有す

る、膜厚が数 100nm から 1µm 程度の多孔質酸化チタン膜を作成するためのプロセス技術

を開発してきた実績がある。さらに、研究開発に関連する装置も多く所有しており、「高感

度セラミックセンシング材料の開発」を担当する研究所として好適であった。
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「生体分子固定技術の開発・生体分子利用技術の開発・センシングチップデバイス化技

術の開発」を担当するＴＯＴＯ株式会社は在宅尿糖検査装置を上市しており、バイオセン

サ製品事業化の実績がある。また、同社総合研究所小倉研究部バイオ研究グループでは、

バイオセンシング研究の実績として表面プラズモン共鳴法（SPR）による蛋白質センシン

グなどがある。また、バイオセンシングに用いる生体分子研究としては、抗体分子をバイ

オセンサに適した特性にするための遺伝学的改変研究の実績があり、本事業で行う受容体

蛋白質を用いたバイオセンサ技術研究推進のための基盤技術を有している。以上の実績よ

り、ＴＯＴＯ株式会社はバイオセンシングに直結するバイオ研究、装置化研究から事業化

に至るすべての局面における実績を有しており、さらにその事業化検討を行う組織として

好適である。

「生体分子固定技術の開発」の再委託先である九州工業大学（春山哲也教授）は受容体

を用いたセンシングシステムを研究しており、すでに技術蓄積があるため、本提案の色素

増感型センシングシステムで受容体を用いるモデル系としての検討に即座に活用できる。

さらに、センサ電極への蛋白質、ペプチドなどの生体分子固定化技術も豊富に有している。

「生体分子利用技術の開発」の再委託先である東京工業大学（半田宏教授）は、本技術

に必要な生体分子、特に受容体をについて豊富な基礎知見・基盤技術を有している。たと

えば、環境ホルモン類受容体の生体内での相互作用についての知見が豊富であり、このよ

うな生体分子の挙動はセンシングシステム構築にも重要な情報となる。これらの知見に基

づき、本技術で必要となるビスフェノールＡ受容体のバイオセンシングへの適切な利用方

法を開発した。

「センシングチップデバイス化技術」等の再委託先である株式会社堀場製作所及び株式

会社トラストメディカルは、携帯可能なモニタリング装置実現のために必須なセンサチッ

プデバイス化技術に関し、検査装置への応用や微量の流体制御技術開発などに実績があり、

本提案で開発するセンシング機構を装備したセンサチップデバイス開発について基盤技術

を有している。また、同社は環境・医療などの分野に対して、すでに幅広い事業を行って

おり、本研究開発の出口となる製品の普及の点でも貢献が期待できた。
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図５－２．「高感度環境センサ部材開発事業」研究開発実施体制
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５－３ 資金配分

○資金配分は、事業を円滑に推進するための研究設備や人件費、資材費等、概ね妥当で

あった。

・資金の過不足はなかった。

・研究計画に基づき、効果的かつ有効的に資金配分を重点的に行い、それによる成果も

得られており、資金の内部配分は妥当であった。

表５－３．資金度配分 （単位：百万円）

年度 平成 １８ １９ ２０ ２１ ２２ 合計

高感度セラミック

センシング材料

43 35 60 40 25 203

生体分子電極固定

技術

40 43 75 50 55 263

生体分子利用技術 36 28 42 35 40 181

センシングチップ

デバイス化技術

00 12 23 25 30 90

合計 119 118 200 150 150 737

５－４ 費用対効果

○極微量でも環境・生体に影響を及ぼす環境ホルモンなどの有害有機物質を超高感度・

安価・迅速、かつオンサイトで計測する新しいモニタリングシステムが構築され、環境

負荷の低減と安全・安心社会の実現に資するとともに、2015年において1000億円程度の

市場創出効果が期待される。さらに、臨床検査用センサや遺伝子検査装置等のバイオセ

ンサ等にも広く応用でき、2015年には1500億以上の市場が形成されると見込まれている

以上のことからも、費用対効果等は妥当である。

・研究開発成果として、125報の国際誌への論文発表ならびに35件の特許出願がされてお

り、投入された資源量に見合った成果があがっており、事後評価での開発成果として、

その費用対効果は十分に期待できる。

極微量でも環境・生体に影響を及ぼす環境ホルモンなどの有害有機物質を超高感度・安

価・迅速、かつオンサイトで計測する新しいモニタリングシステムが構築され、環境負荷

の低減と安全・安心社会の実現に資するとともに、上述したように 2015 年において 1000

億円程度の市場創出効果が期待される。さらに、臨床検査用センサや遺伝子検査装置等の



99

バイオセンサ等にも広く応用でき、2015 年には 1500 億以上の市場が形成されると見込まれ

ている。本事業の総事業費 7.5 億円に対し、本センサ部材を利用した環境モニタリングシ

ステムの構築により、上記の新規市場が創出できると見込まれ、費用対効果は極めて大き

いものと考えられる。

５－５ 変化への対応

○バイオセンサ開発での研究開発動向は、社会的な必要性より、周辺技術においても技

術的な進歩が速いが、設定した目標値は現状でも達成が求められている値であり、独創

的かつ先端的な技術シーズを達成するため、その中間目標に向けた部材および機能の基

盤技術の開発は順調に進められている。現状の成果においても社会ニーズにより技術展

開が可能な柔軟性を維持しており、種々の動向変化への対応は妥当であった。

本提案で研究開発を行っているシステムは、環境分野以外への用途展開も十分考えられ

るが、市場動向調査により、製品の受容性は、研究開発起案段階よりも、格段に高まって

いると考えられる。

まず、免疫学的測定を行うＰＯＣＴ市場の調査からは、ＰＯＣＴ製品のうち、免疫学的

測定を主とするラテレルフロー検査薬の売上げは 2005 年に 18 億 8000 万ドル（米国）で

あり、この市場は年率平均 8 % の生長率が見込まれており、特に感染症の検査においては

大きな成長が予測されている。本プロジェクトで開発中のセンサは、上述のように、プロ

ーブ分子を変更するだけで、このような遺伝子検査の市場にも対応できる

国内では政策状況の変化があり、2008 年 4 月の診療報酬改定では、「検査の迅速性 24 時

間対応等について重点的な評価」を行うものとし、「外来迅速検体検査加算」において、最

大 5 倍の保険点数が算定できることとなった。「外来迅速検査加算」はすなわち、ＰＯＣＴ

検査に対応するものであり、その所要時間は概ね 60 分未満となっている。 ＰＯＣＴの検

体あたりのコストは、検査室での検査に比べ、安価ではないが、迅速診断が医療コストを

減少させるという役割を担っており、入院期間の短縮、合併症の減少、死亡率の減少とい

った可能性を持つ。このような、医療における政策的な変化は、ＰＯＣＴ検査の重要性が

認知されてきたことを示すものである（ポイント・オブ・ケア検査市場の展望と戦略 矢

野経済研究所 2008）。
また、遺伝子検査の市場を鑑みると、臨床現場でのＤＮＡセンサによる診断は、1 品目が、

米国、ヨーロッパでは発売されているが、臨床現場で普及してくるのは 2010 年頃から、が

ん診断チップを中心に使用が始まり、2013 年辺りから本格化すると予測されている（出典：

2006 年版 ファーマコゲノミクス・ニュートリゲノミクス時代の DNA チップ市場の展望

シードプランニング）。さらに、保険収載を目指した臨床検査以外にも、健康管理などを目

的とした遺伝子検査も普及し始めている。新規検査を保険収載するには有効性の証明のた
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めの臨床試験など長期間と多額の投資が必要になり、かつ検査に対する保険点数内で利益

を得るためには原価低減が必要になる。 しかし、健康管理など自由診療分野では検査項

目や検査価格も自由に設定でき、流通経路もクリニックやエステなど広範となり、臨床検

査に比べ参入障壁が低い。既に国内においても数社が健康管理分野における遺伝子検査を

提供しつつある。

さらに、国内では、2008 年 4 月より「特定検診・特定保健指導」が始まり、40 歳から

74 歳までの健康診断が義務化された。 特定検診による市場規模拡大効果は、1,000 ～
2,000 億円といわれているが、そのうちの検体検査分野（検査試薬・機器等の材料）は既

存の臨床検査薬の約 1 割程度と推定されている。しかし、医療費抑制策と少子高齢化が進

む中で、検体数の伸び悩み傾向も強まっていた臨床検査業界としては、特定検診による受

診者数の増加はそのまま検体数の増加につながる。このような社会現象や政策レベルでの

健康管理意識の高まりを捉え、「特定検診」という政府の政策的市場効果にとどまらない相

乗効果に期待感があるものと考えられる。セルフメディケーションや OTC 検査など、消費

財感覚でとらえる健康管理・健康関連商品への市場拡大効果の本格化への流れがおきつつ

ある。

また、このような検査装置の潜在的需要として挙げられるのが感染症の遺伝子診断であ

る。特に新興国においては年間１００万人以上が感染症を原因とした疾病で死亡しており、

診断・予防に力を入れることがＷＨＯの指針として打ち出されており、本ＰＪの成果もそ

れに則った事業モデルの構築を進めている。

以上のように、臨床現場におけるＰＯＣＴ検査、臨床現場におけるＤＮＡ検査、さらに、

家庭向けの検査といった新しい市場が立ち上がりつつあり、これらの市場に対し、本プロ

ジェクトで研究開発中のセンサシステムは、セラミック上に担持されるプローブ分子（生

体分子）を変更するだけで対応可能であり、その市場受容性は非常に高いと考えられる。

本プロジェクトの成果を早期に市場投入するため、今後は、これらの別市場を十分見据え

た研究開発に向けた対応を行っていく必要があると考えられる。
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第３章 評価

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性

・環境中や人体中の微量物質モニタリング技術は社会ニーズが大きく、安全・安心社会

の実現のため重要な技術である。一方、材料からトータルシステムまでには多様な連

携が不可欠なため、国が行う事業として非常に重要な課題である。

・生体分子によるセンシングと電子伝達機能を有する新素材セラミックスによる情報変

換取得・伝達は、それぞれ日本が世界をリードしている技術分野である。それらの技

術の複合化は単独機関では容易ではなく、国の事業として推進することにより、これ

らの分野の新たな発展に資する意義がある。

・本開発で達成された高感度のセンシング方法を基に、ＰＯＣＴ(Point Of Care

Testing)機器開発を強力に展開すれば、医療への貢献が大いに期待される。

・また、何を診断すべきかニーズを把握している厚労省や医師の積極的な指導・関与が

不可欠であり、今後はこれらとの情報交換も進めるべきである。

【肯定的意見】

・環境中や人体中の微量物質モニタリングは社会ニーズが大きく、国が行う事業として

非常に重要な課題である。

・生体分子によるセンシングと電子機能セラミックスによる情報変換・伝達は、それぞ

れ日本が世界をリードしている技術分野である。それらの技術の複合化は単独機関で

は容易ではなく、国の事業として推進することにより、これらの分野の新たな発展に

資する意義がある。

・極微量有害有機物質を超高感度・安価・迅速・小型化にするため、電気信号に変換す

るセラミック電極からなる環境のセンサの開発、確立には意義があり妥当である。

・安全・安心社会の実現のため重要な技術であり、材料からシステムまで多様な連携が

不可欠なため国の事業として重要である。

・本開発プロジェクトの発足当時から比べ、ダイオキシンはごみの仕分けや焼却高温化

で相当改善された一方、我々の周りには、新材料の導入によりホルモン分泌撹乱など

新たな問題が発生し、安全・安心社会の実現のために、オンサイトでの安価で携帯測

定器開発は国にとり政策的な位置づけは明確である。その構築に向け、S/N 比を大幅

に向上させるため光透過性セラミック半導体の表面を多孔質化して表面積を拡大し、

特異的認識機能を有する生体分子を用い、電流測定で計測する技術は独創的である。

本機器の技術は、在宅医療や緊急時、過疎地などでの疾病診断などを可能にする POCT

装置の技術開発にも展開でき、世界中で開発が激化している本分野にいて、我が国で

の開発を大いに促進する契機となる。
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【問題点・改善すべき点】

・環境の汚染の安価・迅速・携帯性の計測機器があることに越したことは無いが、昨年

の未曽有な東日本大震災と共に原発事故が発生して以来、大部分の国民は、被災地、

河川、山林、食物の放射能汚染を憂いており、特に、食物資源汚染の低価格、迅速、

高感度・高信頼性の放射能計測の確立が喫緊の課題となっている。それ故、今、環境

センサ機器が上市されても人々の関心を受け入れられるとは考えづらい。一方、本開

発で達成された高感度のセンシング方法を基に、POCT機器開発に強力に展開すれば、

国民の医療への貢献が大いに期待される。その際、大量生産の大きな市場創出はそう

期待できず、規模の大きくない企業が参入することになり、やはり国の支援は必要で

あり、重要なことは、何を診断するのかのニーズを把握している厚労省や医師の積極

的な指導・関与が不可欠である。

・特にダイオキシンは当時猛毒性として騒がれたが、現時点では毒性の評価が大きく変

わってきている。環境センサとしてのニーズの予想は、当時と異なってきており事業

化が難しくなっている。

・従来技術の改良または応用的要素が強く、国の事業として妥当かは疑問が残る。

・今回の事業が、そのアウトプットを環境センシングから医療分野への応用へと軸足を

シフトさせたように、その事業がスタートした時の社会的トレンドやニーズは、その

事業が終了する数年後には変化してしまうことが起こり得る。本事業において様々な

技術的成果がもたらされているが、それでもそのアウトプットの検討は十分ではなか

ったように思う。
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２．研究開発等の目標の妥当性

【小型迅速かつ高感度でオンサイト計測を可能とする環境センサの部材開発を評価す

る】

・事業の全体目標と共に各要素技術の個別目標も設定されており、水準も概ね妥当であ

る。目標達成度を測定・判断するための指標も適切に設定されている。

・超微量で生体に影響を与える可能性があると考えられる環境物質が携帯型のセンサ

で簡易に計測できるという技術は、研究開発の目標としては十分に適当である。

【肯定的意見】

・研究開発の目標は具体的かつ明確に設定されており、適切である。

・指標も概ね適切である。

・事業の全体目標と共に、各要素技術の個別目標も設定されており、水準も概ね妥当で

ある。

・ダイオキシン、エストラジオ―ル及びビスフェノール Aについて、現行の据付型装置

と比べ、0.001ng/mL の濃度で同レベルの直流電流換算で 0.1nA の電気信号を検出す

る分析器を開発するというハードルの高い目標を達成するため、極微量有機物質をセ

ラミックス電極に分子認識部位を坦持し、これによる分子結合量を電気信号で計測す

る開発は適切かつ妥当である。この検出の要は、有機物質を高い信号(S)で得る手段

として、セラミックセンシング材料の表面の微細凹凸構造や多孔質構造を創製し、分

子認識のために生体物質を活用することであり、その結果、有害有機物質の１桁以上

の濃度範囲で相関係数 0.9 以上得る指標を設定していることは妥当である。

・高感度セラミックセンシング技術、生体分子の固定化技術、利用技術およびセンシン

グデバイス化技術の開発に対し、数値目標が明確であり指標が適切に設定されており

妥当である。

・環境ホルモンなど、超微量で生体に影響を与える可能性があると考えられる環境物質

が携帯型のセンサで簡易に計測できる、という技術は研究開発の目標としては十分に

適切だと思う。

・また、要素技術である「高感度セラミックセンシング材料の開発」「生体分子固定技

術の開発」「生体分子利用技術の開発」「センシングチップデバイス化技術の開発」に

それぞれ設定された技術目標も妥当であると思う。

・目標達成度を測定・判断するための指標も適切に設定されていると思う。

【問題点・改善すべき点】

・本開発では、被測定有機物質は、しかるべき方法で高純度化されたものを用いてと思

われる。一方、高 S/N 比で検出するためには、信号(S)の向上のみならず、ノイズ(N)
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を極力低減すべきであり、そのためには、夾雑タンパクなどの非特異吸着の他、被測

定物質が極めて高レベルで精製前処理されたものを入力しなければならない。小型・

携帯機器を目標にするなら、その精製器も本目標に合わせる必要がある。そのための

前処理が本プロジェクトの開始前に NEDO プロジェクトにより固相抽出法を用いた装

置が完成していると 3 月 29 日開催の評価検討会で述べられたが、その装置規模、精

製純度、特定または全ての物質への対応性など不明であり、精製装置とのマッチング

が重要である。
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３．成果、目標の達成度の妥当性

・セラミックス材料を始めとする各要素技術開発では、広汎かつ目標を上回る成果が得

られている。例えば、フレキシブルなポリマーフィルム上に設けたセラミック薄膜電

極、タグ分子による新規固定化法、ビスフェノールＡ結合タンパク質の生化学的役割

解明など、応用範囲の広い技術が得られている。特に高感度セラミックスセンシング

材料の開発では、将来的に光触媒、色素増感型太陽電池など、他の分野でも有用な部

材開発につながるような成果が見込まれる。

・各要素技術の目標を満足するとともに、論文発表や特許出願も十分に行われている。

・センシングデバイスにおいても、ポンプを使用せずワンチップ内で処理できるように

したのは小型化への成果である。

・今後の装置改善に向け問題抽出ができ、実用化が加速されることが期待される。

・対象物質をエストラジオールに絞って開発を進めた方針は適切であり、目標達成に有

効であった。他の対象物質についても課題と今後の可能性を明らかにしておけば、将

来の展開により有効な成果となるであろう。

【肯定的意見】

・各要素技術では、セラミックス材料開発では広汎かつ目標を上回る成果が得られてお

り、他の要素技術もほぼ目標に達する成果が得られている。

・フレキシブルなポリマーフィルム上に設けたセラミック薄膜電極、タグ分子による新

規固定化法、ビスフェノールＡ結合タンパク質の生化学的役割解明など、設定目標以

外にも将来的に波及効果の大きな技術が得られている。

・論文・特許等の成果も十分にあり、プロトタイプの作製も達成している。

・各要素技の目標を満足するとともに、論文発表や特許出願も十分に行われており、妥

当な成果が得られたと評価する。

・セラミックス表面へ生体分子の固定化面積の増大化に対し、PS ユニットを用いた種々

の酸化物半導体表面のマクロ多孔質化、高アスペクト比 ZnO ウイスカーの 100℃以下

の低温形成に成功し、表面積が投影面積の 50 倍以上を達成したことは評価される。

特に、多孔質酸化錫膜の水溶液からの結晶成長により、表面にシート状結晶が集積し

た膜の形成を発見し、粒界が無いため電気抵抗が低減し、その上に固定化した DNA か

ら高い電流値が得られると共に、非特異吸着の抑制が見出されことは遺伝子関係検査

装置への展開が期待される。この材料の導電性ポリマーへのパターン化コートはフレ

キシブル性など有用性が高い。更に、タンパク質の固定化に対しては、ZnO 表面への

高い物理吸性を見い出し、ZnO/FTO構造で高S/N比を得た。エトラジオール検出では、

そのレセプターの ERαとエストラゲンとの結合体を蛍光標識し、SnFZH 電極で高い電

流値を得た。センシング測定装置に関しては、レーザ光照射・検出系、恒温系、プラ

ンジャーを収納した計測器と、溶液と試薬がブリスターパックに納入された使い捨て
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可能なチップからなるプロット機が開発され、開発された測定手順に従い比較的短時

間で計測が達成されたことは今後の装置改善に向け問題抽出ができ、実用化が加速さ

れることが期待される。

・透光性高感度セラミック電極の開発では、目標設定以上の成果が出ている。また、液

相析出法という低温合成で、多種類の電極が完成されており他分野への波及効果が考

えられる。

・センシングデバイスにおいても、ポンプを使用せずワンチップ内で処理できるように

したのは小型化への成果と言える。

・「高感度セラミックセンシング材料の開発」「生体分子利用技術の開発」では多くの論

文が発表されている。特に「高感度セラミックセンシング材料の開発」での成果は、

本事業の目標を超えて光触媒、色素増感型太陽電池など他の分野でも有用な部材開発

につながることが確認されているとの報告があり、素晴らしい成果だと思った。

・また、ビスフェノールＡの生体内での作用因子を同定・作用メカニズムを明らかにし

たこと、エストラジオールについてのレセプター結合アッセイ系を構築したことも素

晴らしい成果だと思った。

【問題点・改善すべき点】

・対象物質をエストラジオールに絞って開発を進めた方針は適切であり、目標達成に有

効であった。他の対象物質についても課題と今後の可能性を明らかにしておけば、将

来の展開により有効な成果となるであろう。

・セラミックスとその固定化面積拡大化に対して、100℃以下での形成できたことは評

価されるが、低温形成故に、凹凸を含む半導体表面状態と分子認識物質の固定化が長

期間安定に保持されるのかは今後の検討に待たねばならない。これは、測定用の溶液

と試薬に関しても云える。検査装置はかなり規模が大きく見え、またオンサイトの野

外やベッドサイトに使用するには、電源入力後、全ての作業を短時間で正確に測定す

るハンドヘルド型では、電池のみが望ましく、更なる努力が必要である。また、事業

化を目指しているのであるから、装置関係の特許は本研究開始前に十分出していると

考えられるが、本期間中の特許件数がそう多くないとの感じを受けた。

・生体分子の固定化及び利用技術の開発では、測定範囲、Ｓ／Ｎ比で概ね達成されたが

当初の目標よりダウンしている（エストラジオールに限定されている）。

・当初の目標であったダイオキシン類、ビスフェノールＡ検出にあたり、ビスフェノー

ルＡの新しい知見は得られたが、検出範囲、精度の実証がされていない。

・個々の目標値である測定の精度については十分に達成されているものの、全体の目標

である「所定の有害有機物質について、安価で小型・携帯型のセンサ部材の開発」に

ついては十分とはいえないと感じた。この目標から想像されるアウトプットは、現場
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で測定して、その現場で結果を得ることのできるデバイスと考えるのが妥当であるか

と思う。しかし、①現場で採取した溶液等をそのまま使うことができず、前処理が必

要であること（その前処理作業については、小型化携帯型の対象となっていないこと）、

②また、センシングチップには多くの工夫がなされているものの、測定器の小型化が

十分になされていないなど、「全体の目標」に対しては、十分達成したとはいえない

と思う。
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４．事業化、波及効果についての妥当性

・開発された要素技術は、環境センサ以外にも様々なバイオセンサや臨床検査機器、Ｐ

ＯＣＴ市場等さらには色素増感型太陽電池、センサ電極等への応用の波及効果が期待

できる。

・要素技術の集積により目標とする機能のセンシングチップデバイスが試作されてお

り、製品開発と量産化への見通しが立てられている。

・微細凹凸構造・多孔質構造制御技術については、色素増感型太陽電池電極やマイクロ

アクチュエータ等のセラミックス次世代部材として、波及効果も大きく新たな事業に

展開できる可能性が大きい。

・当該事業では小型センサの事業化を念頭に置きつつも、小型センサといった最終製品

製作ではなく、センサを小型にするためのデバイス製造技術開発を目的としたもの。

信頼性の保障が重要であり、今後はその対策を明確化することが望まれる。

・システムとしての完成度は更なる熟成が必要であり、市場性の再検討を十分にするこ

とが望まれる。

・開発品は、小型・迅速・携帯性を目指す。このため、微量な検体で計測することにな

るが、検体採取の際、その検体の中に被測定物質が正確且つ十分な量で含有されてい

ない場合があるため、検体採取の方法にも言及することが望まれる。

【肯定的意見】

・環境センサ、遺伝子検査には大きな市場があり、製品事業化の需要は大きい。

・要素技術の集積により目標とする特性のセンシングチップデバイスが試作されており、

製品開発と量産化への見通しが立てられている。

・開発された要素技術は、様々なバイオセンサや臨床検査機器への展開が可能である。

また、セラミックス材料の構造制御技術はエネルギー変換・貯蔵の分野においても重

要な技術であり、今後、多方面への展開と波及が期待できる。

・ＰＯＣＴ市場等への波及効果が期待できる点が評価できる。

・臨床機器メーカと事業化検討中とのことで、一つの成果が得られたといえる。

・高感度セラミック電極の開発は、色素増感型太陽電池、センサ電極等への応用の波及

効果が予想され妥当である。

・セラミック基板、センシング方法、プロット機の稼働と測定の実証は終了している。

また、環境計測のみならず POCT 分野の市場も大いに期待される。セラミックの多孔

質やナノシート集積化構造と特異的吸着をする分子認識、及び光電流との組み合わせ

は、他のバイオセンサに適用される波及効果が期待される。

・この事業を通じて開発された微細凹凸構造・多孔質構造制御技術については、色素増

感型太陽電池電極やマイクロアクチュエータ等のセラミックス次世代部材として、波

及効果も大きく新たな事業に展開できる可能性は大きいのではないか。大変期待して
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いる。また、エストラジオールについてのレセプター結合アッセイ系についても、何

らかの形で事業展開へとつなげることできるように思える。

【問題点・改善すべき点】

・実環境で使用する製品では、類似の応答を示す他成分に対する選択性、妨害成分の影

響除去を含めた特性信頼性の保障が重要であり、これからの事業化ではそれに関する

課題と対策を明確化して進めることが望まれる。

・システムの完成度を上げるためには更なる技術の熟成が必要と思われる。。

・環境センサとしての事業化は、近い将来を考えても市場規模は過大評価であり期待し

過ぎである。

・環境といってもダイオキシンなど一時期騒がれた問題は現在そう注目されていなく、

新材料からの有害ガス・物質の検査も製造元で解決しなければならないが、それには

高感度ガスクロなど種々の確立された他の検査法が豊富にある。本開発品は、小型・

迅速・携帯性が重要であり、従って有害物質や病状などを計測するためには微量な検

体を用いることになるが、検体採取の際、その検体に被測定物質が正確な量で含有さ

れているかの確認が重要である。

・高純度検体が必要とされるが、前述の前処理との具体的連携も示されていない。その

上、使用前のセンサの検査は不可であり、従って、センサは 100%の歩留まりで生産

しなればならない。もしＰＯＣＴ装置でのセンサが不良で正しくない値が示されず、

人体に関して重篤な事態が生じると訴訟が起こる。

・サンドウィッチアッセイにおいては洗浄工程が必要であるが、凹凸な表面故に完全に

洗浄されていないと誤った測定結果が出る。更に、溶液や試薬は現状では長期間の保

存性は確証されていなく、その確立が求められる。今まで、検査装置も多くで開発さ

れてきたが、実用化されたものは数少ない。理由は、従来の多量の検体を用いた検査

結果に信頼を置いていることにある。

・開発者の発表では、環境センサ、遺伝子検査装置、POCT 検査装置をそれぞれ 2015 年、

2012 年、2013 年に上市を目指しているが、信頼性確立などの現状を鑑みると、かな

り難しいと考えられる。まずは市場価値のある製品に選択を行い、その開発に全力を

集中されることを望む。

・今後の事業化目標として「高感度環境センサ」のほかに「遺伝子検査装置」「ＰＯＣ

Ｔ検査装置」が挙げられているが、本事業の成果が既存の遺伝子検査技術や POCT 技

術に比して、ユーザにとってどのような新たなメリットが提案できるのか、十分な検

討が必要だと感じた。

・本事業のように社会ニーズに変化があったとの判断がある場合、国としても十分話し

合い、技術の新たな応用先の検討をすべきではないかと感じた。



- 111 - 
 

５．研究開発マネジメント・体制・資金・費用対効果等の妥当性

・要素技術開発からチップデバイス開発まで、明確な目標と適切で効果的な研究開発計

画・最適な開発組織の下に実施されている。

・資金の過不足はなく配分は妥当と考えられ、多様な技術開発成果や多くの学術的成果

も含めると、大きな費用対効果がある。

・事業推進途中で、社会ニーズに変化があったとの判断がある場合、国としても柔軟に

対応し、技術の新たな応用先の検討をすることが望まれる。

・各要素技術の目標について、全体目標を変えない範囲で開発の進展及び新たな知見を

踏まえた変更の検討も必要である。

・本事業の目標は環境センサ部材の開発であるが、将来的な製品化も見据えているので

あれば極微量検体の正確・高信頼な検査の確立が不可欠であり、上市には膨大な金・

人・時間を必要とすることから、「センシングチップデバイス化」項目は初年度から

開発を開始し、前処理装置、小型化・携帯測定装置、チップの長期信頼性、薬液の長

期安定保存法などの信頼性確立については、十分な時間を割いて研究がなされるべき

であった。

【肯定的意見】

・要素技術開発からチップデバイス開発まで、明確な目標と適切で効果的な研究開発計

画の下に実施された。

・実施体制・運用ともに問題なく、適切である。

・資金の過不足はなく配分は妥当と考えられるが、多様な技術開発成果や多くの学術的

成果も含めると、大きな費用対効果があると考えられる。

・各要素技術について、最適な実施者を選定すると共に、資金配分も開発フェーズに依

り適切に変化させており、適切なマネジメントであったと判断する。

・再委託の協力も得られ、実施者の連携もうまく取れ事業の目的は概ね達成され妥当で

あった。

・資金の配分は妥当であり、資金不足は無かったと思われる。

・研究開発計画は、5年間で当初目標を概ね達成した点から妥当と判断する。

・実施体制・運営は、在宅尿糖検査装置開発に実績がある曽根崎氏をリーダとして、セ

ラミック基板開発を担当した産総研、及び TOTO の小倉研の生体分子固定化研究とそ

の基礎開発を再委託した九大と東工大、及びチップと計測装置開発をトラストメディ

カルと堀場製作所に委託し、それぞれの得意分野を連携・統合しており、最適な開発

組織と評価する。また、昨今の少子高齢化や医療費抑制など社会変化を鑑み、当初の

環境センサから POCT などの医療診断装置への参入を目指しており、適切な対応と考

える。

・本事業が企業及び大学機関の協力体制のなかで実施され、外部有識者が参加した推進
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委員会が年 2回開催で進められていたことは妥当だったと思う。

【問題点・改善すべき点】

・各要素技術の目標については、全体目標を変えない範囲で開発の進展及び新たな知見

を踏まえて変えてもよかったのではないかと感じる。

・費用対効果については、社会情勢等周囲の状況変化を鑑みるとこの環境センサの開発

が将来の社会的ニーズに大きく寄与するのか波及効果があるか疑問が残る。

・費用対効果に関し、プローブ分子を変えるだけで、種々の疾病の医療に対応できると

述べられているが、その考え自体は費用対効果点で優れている。しかし、それぞれの

検査機器に極微量検体の正確・高信頼な検査の確立が不可欠であり、上市には膨大な

金・人・時間を必要とする。この点に関し、「センシングチップデバイス化」項目は

初年度から開発を開始すべきであったし前処理装置、小型化・携帯測定装置、チップ

の長期信頼性、薬液の長期安定保存法などの信頼性確立に格段の配慮が払われるべき

で、他の要素開発と比べ、資金配分はかなり少ないと思われる。

・「社会経済情勢等周囲の状況変化に柔軟に対応しているか」という点については、ア

ウトプットの軸足をシフトした点からも「柔軟に対応した」とも言えるが、それに対

して、リサーチが十分であるようには思えなかった。「微量サンプル」の中から「超

微量分子」を「高感度」にセンスすることを目標に開発された技術が、医療のどの分

野で本当に必要とされているかの検討が何よりも必要なると思う。
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６．総合評価

・適切な目標設定の下で実施され、開発された様々な要素技術は今後の波及効果が大き

い。

・事業の目的であった直接高感度に電気信号に変換するセラミック電極からなる環境セ

ンサの開発は概ね達成された。

・環境有害物質のオンサイトでの携帯・高感度センシングシステムが、光透過性半導体

セラミックス基板の表面積の種々の拡大法を開発し、高 S/N 比化を図り、特異的認識

機能を有する生体分子を用い、電流測定で計測する技術を完成させ、更にセンシング

チップと計測装置の開発により、当初目標を達成した。

・成果として得られた技術において波及効果は考えられるが、社会需要性の変化もあり

事業化については近い将来を考えても予想と異なる。

・開発の経過でニーズの変化はやむを得ないが、その際、市場性を十分調査した上で、

「何をターゲットにして創るか」が重要である。

・環境検査、遺伝子検査、POCT の装置については、今後、市場ニーズにマッチした商

品としてどこまで改良改善できるかが鍵である。

【肯定的意見】

・生体分子とセラミックスに役割分担させ、それらの機能を複合化することにより、極

微量有害物質を高感度・オンサイトで計測する環境センサの部材・チップデバイスの

開発に成功している。適切な目標設定の下で実施され、開発された様々な要素技術は

今後の波及効果が大きい。

・安全安心社会のために必要な技術を適切な研究体制で実施し、波及効果なども期待で

きる成果を得た。

・事業の目的であった直接高感度に電気信号に変換するセラミック電極からなる環境セ

ンサの開発は概ね達成された。

・環境有害物質のオンサイトでの携帯・高感度センシングシステムが、光透過性半導体

セラミックス基板の表面積の種々の拡大法を開発し、高 S/N 比化を図り、特異的認識

機能を有する生体分子を用い、電流測定で計測する技術を完成させ、更にセンシング

チップと計測装置の開発によって、当初目標を達成した。特に、表面積の拡大で、酸

化 Sn 膜の低温結晶成長で表面にシート状膜の集積化形成を発見し、低電気抵抗によ

る光電流増加と非特異吸着の抑制が見出されことは評価される。

・本事業を通じて「高感度セラミックセンシング材料の開発」といった他分野へも貢献

する材料開発がなされたことは、素晴らしい成果であったと思う。また、ビスフェノ

ールＡの生体内での作用因子を同定し、その作用メカニズムが発見し、エストラジオ

ールについてのレセプター結合アッセイ系を構築したのも波及効果として素晴らし

い成果であると思う。
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【問題点・改善すべき点】

・目標は達成しているものの、事業化シナリオの作成には、更なる技術の熟成が必要と

思われる。

・成果から得られた技術において波及効果は考えられるが、事業化については近い将来

を考えても予想と異なる。

・当初のセンサ部材の開発としては成功したと評価されるが、本開発の出口としての検

査機器の事業化は上市を目前にし、解決すべき課題は少なくは無い。

・センサ物質を換えるだけで種々の診断を可能にする装置群を揃えとしているが、装置

の簡易性、携帯性のみならず、生体分子坦持センサ部と薬液の長期保存性が確立した

と言えず、商品としての完成を急がねばならない。開発の経過でニーズの変化はやむ

を得ないが、その際、市場性を十分調査した上で、「何をターゲットにして創るか」

が重要である。

・当初の目標「ダイオキシンをはじめとする極微量有害有機物質を超高感度・高選択・

安価・迅速に計測する環境センサを開発する」に基づいて、様々な波及効果のある素

晴らしい技術が開発されてきた。しかし、「センサの事業化」を視野に入れた開発と

いう点では、環境検査、遺伝子検査、POCT の装置のいずれの形としても十分といえ

るまでは達成していないと思う。今後は、市場ニーズにマッチした商品としてどこま

で改良改善できるかが鍵となると思う。



- 115 - 
 

７．今後の研究開発の方向等に関する提言

○本プロジェクトは、異なる領域の技術を統合して高感度環境センサを構築するもので

あり、単独の研究機関や企業では実施が難しい。国がこのような事業を進めることは、

各要素技術の発展に留まらず、新たな事業分野への展開を促進すると考えられる。今

後も異材料・異分野の融合を促進するようなプロジェクト実施を進めるべきである。

○事業開始段階で、数年後に得られるプロジェクト成果が事業化に繫がるか予測するの

は非常に難しい。従って開発プロジェクトは、既存技術の応用、利用でなくその波及

効果が期待できるような基礎的な発見・発掘に重点を置いた開発をするべきではない

か。

○事業化を進める一方で、事業化を念頭に置いた新技術の標準化も重要である。

○研究開発レベルでは環境センサとしての目標精度は達成しているものの、市場展開の

点では技術的に検討の余地が残る。特にセンシングは信頼性が命であり、過酷なスク

リーニングテストによる信頼性の向上が重要である。

○事業成果を、より社会的に有効に活用するためには、研究開発マネジメントグループ

にビジネストレンドに精通した方を加えるなどの工夫が必要である。

【各委員の提言】

・本プロジェクトは、セラミックス、生体分子、センサデバイスという異なる領域

の技術を統合して高感度環境センサを構築するものであり、単独・少数の研究機

関や企業では実施が難しいものである。このような開発課題を国の事業として進

めることは、各要素技術の発展に留まらず、新たな事業分野への展開を促進する

と考えられる。今後も異材料・異分野の融合を促進するようなプロジェクト実施

を進めて頂きたい。

・事業を政策的に位置付ける場合、事業開始当時の社会環境のニーズとその将来を

考えて行うわけだが、開発プロジェクトが完了した頃、本当にそれが事業化に繫

がるか予測するのは非常に難しい。従って、開発プロジェクトとしては、既存技

術の応用、利用でなくその波及効果が期待できるような基礎的な発見・発掘に重

点を置いた開発が良いのではないか。市場のニーズがあり事業化できそうなもの

は、こうしたプロジェクトで行わなくても、企業単独で十分開発できる。

・早急にシステムの完成度を上げ、事業化されることを期待する。また、新技術の

事業化に向け、標準化への対応も重要と思われる。

・本事業は、多くの素晴らしい要素技術の開発があり、当該目標である環境センサ

としての精度も十分達成しているものの、市場への展開という点では技術的に検

討の余地が残る結果となったと思う。中でも今後の研究開発の方向性として「小

型化・携帯化」への対応として、オンサイト完結型を目指すことが重要になると

思う。また、「遺伝子検査、POCT」への対応という点では、このセンサの特徴が十

分活かせるマーケットを探しだすことが重要であるように感じた。また、技術成
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果物の社会的な位置づけに関しては、研究開発マネジメントのグループに、ビジ

ネストレンドに詳しい、あるいは評価の得意な人物を推進委員会等に加えるなど

して、検討していくという方法もあるのではないだろうか。

・POCT 装置は、マイクロ TAS や LoC(Lab-on-a-Chip)研究の出口として、現在、世界

中で鋭意開発され、近隣諸国も大変力を注いでいる分野である。しかし、多くの

研究・開発が報告されているにも関わらず商用化なったものは、十年以上も以前

に販売された米Abbott社の「i-STAT」以外ほとんど無いといっても過言ではない。

理由の一つは、やはり信頼性であると思う。例えば、現行の自動血液検査装置で

は、近年、採血量が以前と比べて減ったとはいえ、それでも相当な量の血液が採

取される。しかし、それが良いのであり、検体量が多いほど信頼性が高い。特に、

ホルモンやサイトカイン、がんマーカなどはその濃度が血液中で極端に少なく、

検査には多くの血液を必要とする。

・この度開発された検出手法は高い特異認識度を有する生体分子を用いており、手

法として優れていると認識している。これをベースに的を得た POCT 機を開発でき

れば、他とは一線を画したものとして期待される。その際、繰り返すが「何をタ

ーゲットにするか」である。

・センシングは信頼性が命であり、携帯性でベッドサイドや在宅診断を目指すなら、

扱う素人にとって簡易な操作が必要である。検出ターゲットが決まれば、検出装

置の開発立案時に簡易性、ヘルドハンド、安価、電池で動く低電力性、ロバスト

性などに新規な発想を駆使して欲しい。その要求項目で何度も強調するセンシン

グ高信頼性に対しては、いつでも使えるように生体分子坦持センサ部と薬液の経

時変化の無い長期保存性が不可欠である。そのため、製品化にたいしては、全て

の項目に対して過酷なスクリーニングテストが必要であり、測定チップには検査

液は流すことは不可であり、テストには光学的手法などの非破壊法の確立を急が

なければならない。検査項目が多いほど信頼性は低下するので、項目は少なくて

も正確な検査が大切である。一方、少し不正確でも、DNA チップのように網羅的検

査も病状の発見の手掛かりになる。

・資料中で、開発途上国への展開が述べられていたが、利益を得ると云うのでなく、

我が国の開発途上国への支援貢献という点で開発すべきで、その際は、安価また

無料で、電池さえも使わない診断機器を開発しなければならない。
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第４章 評点法による評点結果
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第４章 評点法による評点結果

「高感度環境センサ部材開発プロジェクト」に係るプロジェクト評価の実施に併

せて、以下に基づき、本評価検討会委員による「評点法による評価」を実施した。

その結果は「３．評点結果」のとおりである。

１．趣 旨

評点法による評価については、産業技術審議会評価部会の下で平成 11 年度に評

価を行った研究開発事業（39 プロジェクト）について「試行」を行い、本格的導入

の是非について評価部会において検討を行ってきたところである。その結果、第 9

回評価部会（平成 12 年 5 月 12 日開催）において、評価手法としての評点法につい

て、

(1)数値での提示は評価結果の全体的傾向の把握に有効である、

(2)個々のプロジェクト毎に評価者は異なっても相対評価はある程度可能である、

との判断がなされ、これを受けて今後のプロジェクト評価において評点法による評

価を行っていくことが確認されている。

また、平成 21 年 3 月 31 日に改定された「経済産業省技術評価指針」においても、

プロジェクト評価の実施に当たって、評点法の活用による評価の定量化を行うこと

が規定されている。

これらを踏まえ、プロジェクトの中間・事後評価においては、

(1)評価結果をできる限りわかりやすく提示すること、

(2)プロジェクト間の相対評価がある程度可能となるようにすること、

を目的として、評価委員全員による評点法による評価を実施することとする。

本評点法は、各評価委員の概括的な判断に基づき点数による評価を行うもので、

評価報告書を取りまとめる際の議論の参考に供するとともに、それ自体評価報告書

を補足する資料とする。また、評点法は研究開発制度評価にも活用する。

２．評価方法

・各項目ごとに４段階（Ａ(優)、Ｂ(良)、Ｃ(可)、Ｄ(不可)<ａ，ｂ，ｃ，ｄも同

様>）で評価する。

・４段階はそれぞれ、Ａ(ａ)＝３点、Ｂ(ｂ)＝２点、Ｃ(ｃ)＝１点、Ｄ(ｄ)＝０

点に該当する。

・評価シートの記入に際しては、評価シートの《判定基準》に示された基準を参

照し、該当と思われる段階に○を付ける。

・大項目（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ）及び小項目（ａ，ｂ，ｃ，ｄ）は、それぞれ別に評

点を付ける。

・総合評価は、各項目の評点とは別に、プロジェクト全体に総合点を付ける。
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評 価 項 目 平 均 点 標準偏差

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性 2.40 0.55

２．研究開発等の目標の妥当性 2.60 0.55

３．成果、目標の達成度の妥当性 2.20 0.45

４．事業化、波及効果についての妥当性 1.60 0.55

５．研究開発ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･体制･資金･費用対効果等の妥当性 2.40 0.55

６．総合評価 2.40 0.55

評点法による評点結果

（高感度環境センサ部材開発プロジェクト）
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３．評点結果


