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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網的指針」
（平成 17 年 3 月
29 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 17 年 4 月 1 日決定）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研究開発」プロジェクトは、
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、高感度・高選択・迅速・オンサイトに
計測できる低価格の携帯測定器を開発する目的で、（１）対象となる有機有害物質と生体分
子との結合の有無・量を電流信号に変換する高感度セラミックセンシング材料（微細構造
制御技術）、(2) 生体分子をセラミックス電極上へ固定する技術（表面修飾技術）、(3) 微
量有害有機物質を高選択に捕捉するための生体分子の適正化技術および(4) １枚のチップ
にマイクロ流路を備えたセンシングチップデバイス化技術の研究開発を行うため、平成 18
年度より実施しているものである。
今回の評価は、この「高感度環境センサ部材研究開発」の中間評価（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研究開発」プロジ
ェクト中間評価検討会（民谷
教授、幸野

大阪大学教授、水谷

オーム社編集長、八木

兵庫県立大学教授、末永

日本特殊陶業常務取締役

東北大学

の５名）として書類審査

により実施した。
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２１年１月
産業構造審議会
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高感度環境センサ部材研究開発プロジェクトの評価に係る省内関係者

【中間評価時】
（平成 20 年度）
製造産業局 ファインセラミックス室長 田端 祥久（事業担当室長）
産業技術環境局 産業技術政策課技術評価室長 長濱 裕二

【事前評価時】
（平成 17 年度）
製造産業局 ファインセラミックス室長
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中山

亨（事業担当室長）

高感度環境センサ部材研究開発プロジェクト評価（中間）
審 議 経 過
○技術説明と質疑（平成 20 年 9 月 1 日〜9 月 15 日）：メールによる書面審議
・プロジェクトの概要説明（資料案）
・要素技術の詳細説明
・質疑応答
○第１回中間評価検討会（平成 20 年 10 月 3 日〜11 月 25 日）：メールによる書
面審査
・評価の在り方および評価手順等について
・評価報告書の構成（案）、評価コメント、評点法について、
・プロジェクトの概要説明（事業成果および資料案）
・要素技術の詳細説明
・質疑応答
○第 2 回中間評価検討会（平成 20 年 12 月 18 日〜12 月 24 日）
：メールによる書
面審査
・評価報告書（案）、評点および対処方針について
○産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会（平成 21 年 1 月 28 日）
・評価報告書（案）について
審議の結果、原案のとおり了承された。
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中間評価報告書概要
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

経済産業省製造産業局ファインセラミックス室
産業技術環境局研究開発課

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。

（単位：千円）

予算額等
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

H18FY 予算額

H19FY 予算額

H20FY 予算額

総予算額

総執行額

（〜H20FY）

（見込み）

127,500

117,917

200,000

445,417

435,833

目標・指標及び成果・達成度
（１） 全体目標に達する成果・達成度
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とし
て、本技術開発は、高選択制かつ高感度が必要な環境センサとしての技術要素である、
化学的な相互作用による「分子認識機能」と、環境安定性に優れ導電性を有する無機
化合物（セラミックス）での「信号変換機能」をあわせて利用する新しい概念に基づ
く技術である。目的分子の固定化のために、電極となる酸化亜鉛、酸化スズ、酸化チ
タン等の多孔質酸化物電極の形成、膜厚制御および高比表面積の凹凸な電極を形成す
る技術を確立し、中間目標値である対象有機分子を固定する通路として 10- 1000nm の
寸法の孔を持つ電極形成が可能となった。さらに、有機色素を用いた信号検知機能の
検証として、赤外線レーザー励起により、信号強度比（S/N 比）3 以上で、数十 nA 以
上の光電流信号が検出可能であることを検証した。特に酸化亜鉛薄膜が電極として高
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い性能を示した。検出電流は膜厚依存性があり、膜厚が増加すると粒子界面の増加により
抵抗値が増加し、検出電流の低下することが確認されている。生体分子の固定化方法とし
て、ＤＮＡやタンパク質の選択的な物理吸着方法を開発した。直接的なＤＮＡの分布や量
の検出及び免疫評価により、生体分子の直接的な測定を行い、中間目標を十分達成可能な
分子固定化技術が開発できた。また、有害有機分子を選択的に検出する受容体分子として、
エストロゲン受容体、ダイオキシン受容体およびビスフェノール A 結合タンパク（２種類）
を開発した。相互作用するタンパク質での受容体結合分析においては、蛍光検出での中間
評価目標に匹敵する性能は確認できている。開発成果のデバイス化に向けて、マイクロ流
路を持つチップデバイスの設計に必要なプロトタイプ検出器の試作も着手し、検証用のシ
ステムが得られている。開発センシング部材としての光電流検出用セラミック電極、有害
分子固定・検出での有機色素、生体分子固定技術といった各要素技術については一定の成
果が得られており、論文や発表等も積極的に行われており、国内外の技術的評価も高い。
要素技術

目標・指標

成果

達成度

高感度セラミックセ

光を透過するセラミックス半導体材

光を透過する代表的なセラミック

100 %

ンシング材料の開発

料について、アンテナ素子の固定や有

ス半導体材料である酸化チタン、酸

達成

（信号変換用高比表

機有害物質との接触などを容易にす

化亜鉛、酸化スズについて、10 nm か

面積電極製造技術）

るために、これらの物質移動のための

ら 1000 nm の寸法範囲において十

通路寸法（気孔径等）が 50 nm から

分に均質である微細凹凸構造ある

500 nm の寸法範囲において十分に均

いは多孔質構造を制御する技術を

質である微細凹凸構造あるいは多孔

確立した。

質構造を制御する技術を確立する。
生体分子固定技術の

生体分子の選択的な固定化を可能に

生体分子の固定化方法を DNA に関し

100 %

開発

するアンカー物質などの選定を行う

ては、カップリング剤、タンパク質

達成

（分子認識機能とし

とともに、ノイズレベル抑制のための

に関しては、半導体の複合化により

ての有害物質の電極

ブロッキング剤を選定することによ

行った。有害有機物質濃度の測定は

への選択的固定化技

り、有害有機物質濃度 0.1 ng/ml に

行えていないが、測定タンパク質濃

術）

おいて電流値の SN 比 3 以上を達成す

度のモル換算では左記目標は達成

る。

可能である。

生体分子利用技術の

受容体または抗体等を利用したバイ

ダイオキシン、エストラジオールに

一部

開発

オアッセイ系を構築し、セラミックセ

関して、レセプター結合アッセイ系

（70 %

（分子認識機能とし

ンシング材料を用いて有害有機物質

を構築した。蛍光測定では左記目標

）達成

ての有害物質の光電

濃度に対する電気信号変化を確認す

を達成しているが、光電流測定では

（今年

流での有害物質の検

ることにより、1 桁以上の濃度範囲に

現在の系を改良する必要がある。

度中に

出技術）

おいて、相関係数 0.9 以上を得る。

達成見
込み）
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センシングチップデ

生体分子を利用した有機有害物質の

流路、光源など含めデバイス化評価

100 %

バイス化技術の開発

測定方法に基づき、マイクロ流路及び

に必要な周辺部までの試作までを

達成

センシング材料部の基本構成を設計

完了した。

する。

(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、成果についても中間目標を概ね達成しており、変更
は行っていない。
＜共通指標＞
論文数

論 文 の 特 許 等 件 特 許 権 ラ イ セ 取 得 ラ 国際標準
被 引 用 数 （ 出 願 の 実 施 ン ス 供 イ セ ン への寄与
度数

８０

１３０

を含む）

件数

２８

０

与数
０

ス料
０

０

評価概要
１． 事業の目的・政策的位置付けの妥当性
本研究は、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、高感度・高選択・迅
速・オンサイトに計測できる低価格の携帯測定器を開発する目的で、(1)対象となる有
機有害物質と生体分子との結合の有無・量を電流信号に変換する高感度セラミックセン
シング材料（微細構造制御技術）、(2) 生体分子をセラミックス電極上へ固定する技術
（表面修飾技術）、(3) 微量有害有機物質を高選択に捕捉するための生体分子の適正化
技術および(4) １枚のチップにマイクロ流路を備えたセンシングチップデバイス化技
術の研究開発を行うもので、国民・社会のニーズに合致し、事業の目的は非常に重要で、
政策的な位置付けは極めて明確である。我が国の産業技術力として、他国の追従を許さ
ない独自の先端的なキーテクノロジーとして、ナノレベルでの部材構造の制御と分子認
識特性ならびに感受特性の向上のための革新的な製造技術として、光の計測を不要とす
ることで、画期的な小型化を実現し、従来と比較して大幅な分析時間の短縮と専用の大
型機器を不要とする簡便なデバイスの作製を可能とする技術に着目したことは、技術的
な先進性があり、社会的にも大きな意義がある。また、対象技術は、民間企業のみでは
開発時間やコストがかかり問題解決が図れず、早急な技術の導入・普及のためには、国
の事業として実施する緊要性が極めて高い。当該技術を、試料採取、前処理技術と組合
せ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
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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。

２．研究開発の目標の妥当性
概ね具体的かつ明確に目標及び目標水準が設定されており、指標設定も目標とする有
害有機分子のバイオセンサでの分子認識や感度向上にて必要とされる既存の大型機器
が有する性能を基準としており、本事業では、それらの機能を迅速かつ高感度で感知可
能なマイクロデバイスの開発に向けた指標として適切である。環境負荷の低減、安全・
安心社会の実現に向け、小型・携帯型計測器に挿入可能な寸法のセンサ用部材として、
ダイオキシン類を選択的に感知し、光電流による高速感知といった新しいコンセプトに
もとづく試みである。さらに、試料抽出溶液濃度：0.001〜0.1ng/ml で、0.1nA 以上の
電流信号を有するマイクロデバイス作製に向けた基盤技術の開発は、市販されている大
型の分析機器に匹敵する目標であり、蛍光・発色・発光化学法および他の電気化学的手
法等と同様の信頼性、再現性を有し、且つ簡便でコンパクト化が可能であり、簡便かつ
高感度という点では他の方法では困難な、極めて高い目標設定である。中間目標として
設定している 0.1ng/ml においても、本機能を検証する上で十分目標設定が高いといえ
る。

３． 成果、目標の達成度の妥当性
本技術開発は、高選択制かつ高感度が必要な環境センサとしての技術要素として、化
学的な相互作用を精密に制御可能な有機化合物による「分子認識機能」と、環境安定性
に優れ電気半導性を有する無機化合物（セラミックス）での「信号変換機能」をあわせ
て利用する新しい概念に基づくものである。さらに、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と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。
セラミックの部材開発とそれを利用する生体分子の固定化技術の開発は、共通基盤技
術として重要であり、生体分子の固定化のために、酸化亜鉛、酸化スズ、酸化チタン等
の多孔質酸化物電極の形成および任意の膜厚に制御し、ウィスカーまたはナノシートが
集合した凹凸の電極を形成するプロセス技術を確立し、対象有機分子の通路として 10 1000nm の寸法の孔の形成することが可能となった。さらに、有機色素を用いた検知機能
の検証として、溶液中における赤外線レーザーでの励起により、S/N 比 3 以上で、いず
れの電極でも数十 nA 以上の光電流が検出可能であることを検証している。特に酸化亜
鉛薄膜が電極として高い性能を示している。
今後、デバイス化に向けたセラミック部材とセンシング有機分子とのマイクロ流路内
でのマッチング等を確認し、選択的分子の検出が可能であることを示すことが重要であ
り、複合機能の早急な検証が必要である。本研究開発成果における個別テーマにおける
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中間目標達成度は一部目標数値を達成していないが、現在の技術レベルから本年度中に
達成可能な見込みであるため、目標は概ね達成される見通しと考える。
一方、事業後半では固定化技術、利用技術等での重複検討を無くし、相互連携が可能
なテーマとしての効率化も含めて推進することが必要。

４． 事業化、波及効果についての妥当性
本テーマについては、本研究開発後も実施者において５年後の市場投入を目標にコス
ト削減や製品機能安定化のための研究開発が継続され、また、今回開発した成果を基に
JIS 規格等への提案を進める事が望ましい。

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
３年間の事業計画に基づきプロジェクトリーダーの指揮の下、適切でかつ効果的な研
究開発が実施されており、開発計画も、高感度環境センサでの性能向上や製品化に必要
な要素技術として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
発および③生体分子利用技術の開発にて設定目標を目指した開発を進めるとともに、研
究員やサンプルの交差を柔軟に行い、相互の研究成果でのすり合わせを密に行うことに
より連携した技術として中間評価では成果をあげている。さらに、①〜③での技術を用
いたデバイス試作・検証として④センシングチップデバイス化技術の開発も進めてお
り、その組みあわせについてはバランスのとれたものとなっている。また、開発に当た
っては、新しい検知技術として機能コンセプトとそのために必要な素材の構造制御によ
る性能向上といった、異種技術が融合した技術目標が高い開発なため、大学教授等の外
部有識者からなる推進員会を設置し、研究開発での技術的な意見を聴取し、計画に反映
させた点も評価できる。

６． 総合評価
本事業は、簡便かつ高感度で有害な有機物を迅速に検出可能な新しい環境センサを開
発するものであり、従来法では達成できなかった対象有機分子をマイクロ流路にて選択
的に捕まえて電極上へ固定化するセンシング分子の開発、およびＬＥＤ等の光により励
起された光電流を効果的に感受するためミクロな凹凸構造と導電性の両者を有する汎
用性の高いセンシング部材の開発である。これらの研究開発は、従来、十分感度の高い
測定法が無かったため、クリーニングや濃縮といった前プロセスでの工程が複雑で検出
時間や分析コストがかかっていたダイオキシン等の有害有機分子の検出を持ち運び可
能な小型のチップデバイスにて簡便に定量化可能な新規デバイスの創成につながる。実
際のチップデバイスを想定したマイクロ流路デバイスの試作も行い。中間目標レベルで
の要素技術の融合により、流通下での対象有機分子の検出が可能なことを検証してい
る。以上の現状成果による判断として、高感度センサとして必要な部材要素技術はおお
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むね順調に開発が進んでおり、今後、より高い性能へのレベルアップおよび実用的な条
件での検証へ早急に進むことが期待できる。以上の結果より、研究目標や開発計画にお
ける大きな問題は見られないが、より周辺の技術の進歩状況を見つつ最終目標ならび
に、短期間での開発成果の市場導入が可能とするよう問題点の整理と対策を効率よく行
う必要がある。

７．今後の研究開発の方向等に関する提言
各要素技術開発では妥当な成果が得られており、今後、更に高い最終目標の達成

○

に向けて、各要素技術の統合、実用性の検証を早急に実施し、各要素技術開発にフ
ィードバックして目標を設定し直すことにより開発が推進されることと期待しま
す。目標の安価なものに仕上げるには、製造工程からセンサ間のバラツキをどう抑える
かがキーポイントとなる。
○

本プロジェクトは素子開発に偏り、センサを含む測定システムの開発(センシングチ
ップデバイス化技術)に具体性が乏しく、本来的には必須の前処理システムの開発が行
われていない。一方で、
「生体分子固定化技術」および「生体分子利用技術」において
研究の方向の重複も認められる。これらを一本化して少なくとも測定システムの設計、
試作(センシングチップデバイス化技術)を強化するような方策を考えた方がよいと思
われる。さらにデバイス開発においても独自性の高い方法であることは認めるが、本方
法の特徴と欠点(電源の他に光源を必要とする等)を十分意識した上での研究開発の遂
行が必要と思われる。

○

ダイオキシンやエストラジオールを 1pg/ml レベルで検知するとする最終目標に
対して設定された中期目標値である 0.1ng/ml の感度に対する成果が見えておらず、
最終目標に至る技術的可能性がよく見えない。特に光電流を指標とするセンシング
原理が既存法に比べ優位に立つための今後のプロセスを明確にすべきであるので
は。

○

実サンプルで目標を達成できることを早急に示して欲しい。周辺装置も含めた機
器構成を示して欲しい。更に詳細な市場調査を行って欲しい。

○

有機化合物、生体高分子の携帯型機器によるオンサイト計測を目標としたデバイ
スの創造という観点に立つと、十分な SN 比を確保できる光電流測定法が確立される
ことの意味は大きいかと思います。オンサイトという様々な環境化での測定を想定
すると、標識二次抗体を利用する場合には、計測値に影響を与える要因が増加する
可能性があると思います。そういった複雑な要因を排除できる可能性が光電流計測
技術には感じられます。したがってこの技術には、環境領域における有害物質の計
測にとどまらず、生物・医学領域を含めた応用可能性の高い技術として期待される
ところが大きいと思う。
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評点結果
（高感度環境センサ部材開発プロジェクト）
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

2.92

0.20

２．研究開発等の目標の妥当性

2.83

0.41

３．成果、目標の達成度の妥当性

2.42

0.20

４．事業化、波及効果についての妥当性

2.83

0.26

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

2.87

0.24

６．総合評価

2.77

0.20

平均点
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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

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 17 年 4 月 1 日改定、以下「評
価方針」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） 研究開発に対する経済的・社会的ニーズの反映
（２） より効率的・効果的な研究開発の実施
（３） 国民への施策・事業等の開示
（４） 資源の重点的・効率的配分への反映
（５） 研究開発機関の自己改革の促進等
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、
研究開発の目標の妥当性、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
選、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
とにした。
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ファインセラミック
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ス室が担当した。
３．評価対象
高感度環境センサ部材研究開発（実施期間：平成 18 年年度から平成 22 年度）を評価対
象として、研究開発実施者（ＴＯＴＯ株式会社、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（書類審議と審査）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 回評価委員会（書類審議）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 段階評価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
場合を除き、評価検討会内容について公開を原則とした。
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調査課において平成 19 年 6
月１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」の「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） 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） 事業の目的は妥当で、政策的な位置付けは明確か。
・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）
２． 研究開発等の目標の妥当性
（１） 研究開発の目標は適切かつ妥当か。
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・目標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、国際的標準の形成、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。
・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。
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・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。
・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。
・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。
（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

19

第２章

プロジェクトの概要
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第２章 プロジェクトの概要
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・携帯型計測器に挿入可能な寸法の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

目標・指標

（H22 年度 事後評価時点）

（H20 年度中間評価時点）

アンテナ素子の高密度固

光を透過するセラミック

設定理由・根拠等

・現在の据付型装置と同等の検

定、有害有機物質との接触、 半導体材料について、アン

出感度範囲。

感知のための光の受光が十

テナ素子の固定や有害有機

・現在の小型・携帯型計測器で

分行うことができる、比表

物質との接触などを容易に

検出可能な大きさの電流信号範

面積が投影面積の 50 倍以上

するために、気孔径が 50 nm

囲。

の微細凸凹構造あるいは多

から 500 nm の寸法範囲にお

・生体分子の大きさが 10nm 程

孔質構造を有するセラミッ

いて十分に均質である微細

度であることから計測する分子

ク半導体センシング材料を

凹凸構造あるいは多孔質構

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

造を制御する技術を確立す

術及びブロッキング技術を

る。生体分子の選択的な固

確立することにより、0.01

定を可能にするカップリン

〜0.001ng/ml の有機物質濃

グ剤又はアンカー物質の選

度において電流値の S/N 比 5

定を行うとともに、ノイズ

以上、かつ、繰り返し測定

レベル抑制のためのブロッ

精度が変動計数値で 10％以

キング剤を選定し、有害有

下を達成する。

機物質濃度 0.1ng/ml におい

測定対象と検出目標

間の大きさを規定

て電流値の SN 比 3 以上を達

ダイオキシン類

成する。生体分子を利用し

0.001ng/ml

た有害有機物質の測定方式

エストラジオール 0.001ng/ml

に基づき、マイクロ流路お

ビスフェノールＡ

よびセンシング材料部の基

0.001ng/ml

本構成を設計する。

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。

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、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、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
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
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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
細かな検討・最適化が必要である。
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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。
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。
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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

目標・指標

設定理由・根拠等

（事後評価時点）

（中間評価時点）

高感度セラミ

表面積が投影面積

50 nm から 500 nm の

中間目標：生体分子の大き

ックセンシン

の 50 倍以上の微細

寸法範囲において十

さが 10 nm 程度であることか

グ材料の開発

凹凸構造あるいは

分に均質である微細

ら、制御すべき寸法範囲は数

多孔質構造

凹凸構造あるいは多

10 nm から 500 nm と考えられ

孔質構造を制御する

るため．

技術を確立

最 終目標：事業 開始段階 で
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
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が必要であるため．
生体分子固定

0.001 ng/ml の有害

有害有機物質濃度

中間目標：光電流変動幅がシ

技術の開発

有機物質濃度にお

0.1 ng/ml において電

グナルに対して 10％で有意

いて電流値の SN 比

流値の SN 比 3 以上

差が認められるレベルである

5 以上、かつ、繰り

ため．

返し測定精度が CV

最終目標：測定値の変動係数

（変動係数）値で

（CV）が 10％未満に相当する

10%以下

レベルであるため．

生体分子利用

有害有機物質の 1 桁

有害有機物質濃度に

中間目標：定量分析が可能な

技術の開発

以上の濃度変化範

対する電気信号変化

バイオセンサとして必要最低

囲において、相関係

を確認することによ

限のレベルであるため．

数 0.9 以上を得る． り、1 桁以上の濃度範

最終目標：センシングシステ

囲において、相関係数

ムとしての事業全体の目標性

0.9 以上．

能であるため．

センシングチ

濃 度 範 囲 0.001 〜

生体分子を利用した

１枚のチップ内に必要生体分

ップデバイス

0.1ng/ml での測定

有害有機物質の測定

子，試薬類，マイクロ流路を

化技術の開発

を実証．センシング

方式に基づき、マイク

備えたセンシングチップデバ

材料部等の構成最

ロ流路およびセンシ

イスの構築が不可欠．

適化や作成法を検

ング材料部の基本構

討．

成を設計．
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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、酸化チタン薄膜で 10nm〜数 100 nm、酸化亜鉛薄膜で数 10nm 〜
1000nm、酸化スズ薄膜で数 10nm〜数 100nm 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、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。
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
セイを行い現状のセンサ感度把握を行った。有害有機物質濃度の測定は行えていないが、
測定タンパク質濃度のモル換算では中間目標を達成可能であると考えられた。
生体分子利用技術の開発では、ダイオキシン、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た。蛍光測定では中間目標を達成しているが、光電流測定では、
非特異吸着を低下させる必要があり、現在の系を、若干、改良する必要があることが示さ
れた。
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試作機の作成までを完了した。
これらにより、最終目標の達成が見込めるような、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。
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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）、酸化錫(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、溶液化学によるセラミックのメソ、ナノ〜マイクロ及びマクロポーラス膜
構造制御に必要な技術を確立することを目指した。具体的には、有機分子集合体を利用し
たメソポーラス酸化物薄膜の構造制御（内部構造制御）、液相析出法を利用した多孔質酸化
物薄膜の構造制御（粒子形態制御や微粒子化に伴う粒子間隙の構築）の双方のアプローチ
から、上記の半導体電極材料の多孔質構造化、凹凸構造化、高表面積化に関し検討を加え、
原料の適切な選定、反応条件、焼成条件の最適化などにより、50 nm から 500 nm の範囲を
含む広い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
技術の確立を図った。有機分子集合体を利用した構造制御としては、メソポーラス酸化チ
タン薄膜について、界面活性剤の種類、添加量、可溶化剤や高分子集合体の適用などを検
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。液相析出法を利用した構造制御としては、酸化亜鉛ナノウィスカー、ナ
ノシート配向膜について、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した。
これらの結果、気孔径や結晶粒子間隙を目標の寸法範囲に調節し、センシングに必要な色
素標識した生体材料の吸着量の増加のため、吸着量と孔径（粒子間隙）の関係を考察する
ことができ、さらに、センシング材料の選択、結晶性の向上、結晶粒サイズの最適化、結
晶粒界の制御による粒間結合の強化などにより、光電変換効率と光電流の伝導性を向上さ
せることができた。
ここでは、有機分子集合体を利用したメソ−マクロ孔酸化チタン薄膜、液相析出法を利
用したウィスカー、ロッド等からなる酸化亜鉛薄膜、シート等からなる酸化スズ薄膜、お
よび酸化チタン多孔質薄膜の構造制御について、成果を報告する。
①有機分子集合体を利用したメソ−マクロ孔酸化チタン薄膜の構造制御
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、界面活性剤など
の有機分子集合体を利用した構造制御技術の確立を図った。まず、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（C.-W. Wu et al., J. Am. Chem. Soc., 2006, 128, 4544.）を基に合成
条件を検討した。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。
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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
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）。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３−２）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。

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（焼成前）の TEM 像

図３−２．立方構造（Im-3m）を有する立方構造（Im-3m）を有するメソ−マクロ孔酸化チ
タン薄膜（400℃焼成後）の TEM 像
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体薄膜へと変化することが確
認された。焼成過程での酸化チタンメソ多孔体薄膜の構造変化を解釈すると図３−３のよ
うにまとめることができる。焼成過程でメソ構造を保持したまま骨格の結晶化を進行させ
ることは可能であるが、より高温では粒子成長によりメソ構造が保持されなくなる。ただ
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し、粒子成長する際にアナターゼ微結晶がメソ孔を取り囲む形で規則的に配列しているの
で、粒子成長によって規則配列したピラー構造へと変化したものと解釈できる。

図３−３．立方構造（Im-3m）を有する酸化チタンメソ多孔質薄膜の結晶化に伴う構造変化

図３−４．立方構造（Im-3m）のメソ−マクロ孔酸化チタン薄膜への色素標識した DNA 分子
の吸着実験結果
得られた薄膜を用いて色素標識した Cy5-ssDNA 分子の吸着実験を行った結果を図３−４
に示す。メソ構造体薄膜を焼成する温度を高くすると、色素標識した DNA 分子の吸着量が
増加する傾向が観察された。色素標識した DNA 分子は、非晶質の酸化チタン骨格よりも、
結晶化した酸化チタン骨格上へ強く吸着する性質があると考えられる。さらに、得られた
酸化チタン薄膜について光電流評価を行ったところ、色素濃度１μM 溶液、6 mW 低出力赤
色レーザー照射で、400℃焼成の試料で 9.7 ×10-8A、500℃焼成で 2.1 ×10-7A の光電流値が
得られ、濃度 0M 溶液を用いた光電流値をノイズ電流として SN 比を算出したところ、それ
ぞれ、SN 比 17 及び 18 が得られた。また、同じ条件で 120 mW 高出力赤色レーザー照射では、
400℃焼成で光電流値 3.5 ×10-6A SN 比 17、500℃焼成で光電流値 8.7×10-6A、SN 比 24 が得
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られた。
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３−５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３−５）。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。

図３−５．100 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
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３−６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 20〜30 倍程度であった。スピンコート
速度を遅くするなどして膜厚を増加できることが確認されており、投影面積の 50 倍程度の
薄膜を創成することは十分に可能であると考えられる。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した。
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図３−６．100 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
以上より、PS ビーズの凝集を抑制するために界面活性剤を導入して酸化チタン薄膜の合
成を行うと、十分に均質なマクロ孔を薄膜内部に大量に含む薄膜を得ることが可能であり、
マクロ空間の大量導入は色素標識した DNA 分子の吸着サイトを増加させる効果があること
を示すことができた。
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
液相析出法を利用し酸化亜鉛ウィスカーを FTO 基板上に生成させる方法について検討を
行った。これにより、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。
図３−７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。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
た。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。シード層をコー
トした基板を SOL II の水溶液中に浸漬させて、ウィスカーを形成させた。
図３−８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。
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図３−７．多孔質酸化亜鉛（ウィスカー）膜の作製プロセス

図３−８．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
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
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。
得られた酸化亜鉛ウィスカー膜の透過率評価を行ったところ、FTO 基板のみの場合と比べ
透過率の低下は見られず、センサ駆動の際の励起光の透過を抑制しないことが明らかとな
った。また、酸化亜鉛ウィスカーの TEM 観察によりウィスカーが酸化亜鉛単結晶であるこ
とが確認された（図３−９）。さらに、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。
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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。これらの
結果から、酸化亜鉛ウィスカー薄膜は電極として、弱い光源でも使用可能になるメリット
があると考えられた。これは上述したようにウィスカーが単結晶であり粒界が存在せず、
粒界による抵抗増加を回避できたことに起因していると考えられた。

図３−９．液相析出法により作製した酸化亜鉛ウィスカーの TEM 像
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３−１０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３−１０．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３−１１．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３−１１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３−１２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。また、クリプトン吸着により測定した厚さ 1.3 μm の酸化
亜鉛ウィスカー薄膜の比表面積は 11.1 m2 cm−3 となり、これは投影面積の 15 倍に相当した。
反応時間などの実験条件を調整することにより薄膜の厚みの増大が可能であることが確認
されているため、50 倍以上の微細凹凸構造を有する酸化亜鉛ウィスカー薄膜を開発は十分
に可能であると考えられる。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３−１３）。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
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極めて有効である。

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蛍光強度と光
電流値

図３−１３．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
次に、液相析出法によりアスペクト比の小さい酸化亜鉛ウィスカー（以下ロッドと呼ぶ）
薄膜の合成を行った。硝酸亜鉛およびエチレンジアミンを溶解した６０℃の水溶液中に、
FTO 基板を浸漬することにより、直径約 100-120nm、長さ 300-400nm、アスペクト比３−４
を有する六角柱状粒子の酸化亜鉛ロッドが得られ、それらは六角形の断面形状と６枚の側
面を有していた（図３−１４）。また、尖った先端を有しており、基板に対して、垂直±
20°で、直立して成長していた。10μm2 の基板面積内に、約 160 のロッドが形成しており、
ロッド間には、100-1000nm の空隙が存在していた。このロッドも酸化亜鉛の単結晶である
ことが確認された。
酸化亜鉛ロッド薄膜の、光電流評価を行ったところ、色素濃度１μM の溶液で 120 mW の
赤色レーザー照射では、7.37×10-6A の、6 mW の赤色レーザーでは 1.12×10-7A の光電流値
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が得られた。また、SN 比は前者で 29、後者では 53 という高い値が得られた。
酸化亜鉛ロッド薄膜は、アスペクト比が 3〜4 と小さいため、高い強度を有しており、流
水による衝撃においても破砕することがない。また、60℃の水溶液中で形成されているた
め、高温加熱処理が不要となるメリットに加え、FTO 基板との間にシード層を必要とせず、
直接、酸化亜鉛を形成しているため、シード層での抵抗増加、および可視光透過率低下が
なくなるというメリットがある。

図３−１４．FTO 基板上に形成した酸化亜鉛ロッド薄膜の SEM 像
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
液相析出法を利用し、酸化スズシート薄膜の合成を検討した。酸化スズは非特異吸着が
少なく、生体分子固定化に有利であるというメリットがある。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３−１６）。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。
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図３−１５．FTO 基板上に形成した酸化亜鉛シート薄膜の SEM 像

図３−１６．FTO 基板上に形成した酸化亜鉛シート集積膜の SEM 像
この酸化スズシート薄膜においても、高温加熱処理が不要であり、FTO 基板との間にシー
ド層を必要とせず、直接、基板に形成しているため、シード層での抵抗増加、および可視
光透過率低下がなくなるというメリットがある。
④液相析出法を利用した酸化チタン多孔質薄膜の構造制御
液相からの結晶成長制御を用いることにより、FTO 基板上に色素吸着特性の高いアナター
ゼ酸化チタン多孔質電極層を形成した。合成には、フッカチタン酸アンモニウム
([NH4]2TiF6) (2.0096 g)およびホウ酸(1.86422 g)を溶解した 50℃の水溶液を用い、FTO
基板を所定時間浸漬することによって、基板表面に酸化チタン多孔質薄膜を形成した。得
られた薄膜の色素吸着特性および光電流特性を評価したところ、膜厚 760nm の薄膜におい
て、現在多用されている酸化チタン粒子である P25 を用いた多孔質薄膜の約３倍の吸着特
性（蛍光強度）を示したが、光電流特性に課題があった。本手法では、50℃という低温で
薄膜が形成されるため、導電性ポリマー基板の使用が可能であり、センサの低コスト化、
軽量化、フレキシブル化が期待できるメリットを有していた。
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⑤まとめ
有機分子集合体を利用したメソ−マクロ孔酸化チタン薄膜の多孔質構造制御、液相析出
法を利用した酸化亜鉛（ウィスカー等）薄膜、酸化スズ（シート等）薄膜の凹凸構造制御
等について検討した。
有機分子集合体を利用したメソ−マクロ孔酸化チタン薄膜では、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いずれも、50 nm 以上のマクロ孔を有する均質な微
細多孔質構造を制御する技術として有効であることが示された。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、膜厚に応じて、最終目標値である投影面積の 50 倍を
超える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、その場合優れた電気的特性を有することなどが示された。
メソ−マクロ孔階層構造を有する酸化チタン薄膜を合成することができたのは、これまで
にない成果である。
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においては、これまで 100 nm 程
度の間隔のウィスカー構造についての報告はあるものの、開発技術では、制御可能なウィ
スカーもしくはロッド間の空隙寸法範囲を数 10nm〜1000nm まで拡張することができた。ま
た、これまでセラミックスの結晶成長制御には高温加熱処理が必要であったのに対し、酸
化亜鉛の脱水処理を検討し全製膜プロセスを 100℃以下にすることに成功し、エネルギーコ
ストの低減や有機高分子基板への応用などを可能にした。これらの酸化亜鉛ウィスカー膜
は FTO 基板と同等以上の光透過特性とともに、極めて優れた光電流特性を示した。6 mW の
低出力赤色レーザーでも、顕著な光電流が検出され、また S/N 比は 50 以上の高い値が得ら
れた。これは、ウィスカーが単結晶であり、膜厚方向において粒界が存在せず、粒界によ
る抵抗増加を回避できたことに起因していると考えられた。さらに、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。
生体分子固定化に有利であるというメリットがある酸化スズについては、液相析出法を
利用し、シート状の結晶からなる薄膜合成を検討した。形成された酸化スズのシート状結
晶は厚さ 5 nm、長さ約 20〜200nm で、数 10nm〜数 100nm 程度の空間を得ることができた。
酸化スズのこのようなナノシートの合成や微細な結晶粒子の生成はこれまでにない成果で
ある。比較的良好な光電流特性を示すとともに、FTO 基板に直接形成しているため、シード
層での抵抗増加がない等の特長があった。
得られた、代表的な電極薄膜材料である酸化チタン、酸化亜鉛、酸化スズの作製法・空
間寸法、特性、特長等を表３−１にまとめて示す。制御可能な空間寸法（物質移動のため
の通路寸法）の範囲は酸化チタン薄膜で 10 nm〜数 100 nm、酸化亜鉛薄膜で数 10 nm 〜1000
nm、酸化スズ薄膜で数 10 nm〜数 100 nm であった。光電流特性を電流密度（見かけの電極
面積による）で表すと、レーザーの集光時のビーム照射領域がは 0.01 mm2（楕円 40μm×80
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μm より面積πab=0.01mm2）と見積もられるため、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化スズでそれ
ぞれ 2.1 x10-5 A/mm2、2.3 x10-4 A/mm2、1.4 x10-5 A/mm2 となる。さらに、光電変換効率は
それぞれ 0.7 %、7.6 %、0.5%と見積もられる（Gratzel らの光電変換式(J. Am. Chem. Soc.
1993, 115, 6382)による．波長 632 nm）。
実際のバイオセンサ開発では多数の条件下での適性試験が必要となるが、上記３種類の
材料については、これらの試験に必要な均質なサンプルを安定的に生産できる技術も確立
している。

表３−１

代表的な開発電極薄膜材料の特長、空間寸法等と目標寸法範囲との比較

44

（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３−１７．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
３−１７）。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
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。
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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３−１８）。

図３−１８．

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
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
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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３−１９）。

図３−１９．ＤＮＡのハイブリダイゼーションによるセンサ性能評価
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。
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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
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３−２０）。

図３−２０．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。現
在、この現象は、各種機器分析を駆使して詳細なメカニズムを検証中であるが、無機材料
の複合化により生体分子の固定化量を増加させ、かつ、光電流値も向上できたことは大き
な前進であると考えている。
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
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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−
２１）。
サンドウィッチ免疫アッセイでは、検出感度 10 ng/mL （Ｓ/Ｎ比

２．５）を達成し

た。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。

図３−２１．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。
＜EC tag 法＞
金属が配位可能なペプチド配列（最大で６アミノ酸）を設計し、固定化を行いたいペプ
チド、あるいはタンパク質へ導入し、
金属を配位させる。この導入した金属配位部位が EC tag
である。この分子を含む溶液中で、固定化を行いたい固相材料を電極として還元電解を行
うと、電解めっきを行うように分子を固定化することができる。この方法は、特にペプチ
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ドの固定化に適していると考え、アフィニティセンサのプローブペプチド固定化への適用
を検討中である。
EC tag 固定化用モデル分子およびプローブ分子の合成
現在、２種類のモデル分子（EC tag-PEG-FITC, EC tag-PEG-cy3）は分子設計および合成
が完了した。、環境ホルモン検知用プローブ分子（EC tag-co-activator peptide-cy3）は
分子設計が完了し、現在、合成中である（図３−２２）。
また、EC-tag により分子固定化を行うためには、固定化用の治具が必要となるため、電解
セル３種類を試作あるいは設計中である。

図３−２２．プローブ分子の合成
EC tag 法による固定化プロセスの検討
上記１で既に合成済みのモデル分子２種について、①金属配位条件、②固定化条件、③
各種基板（白金、ＦＴＯ基板等）への固定化検討、をそれぞれ行っている。ＦＴＯ基板へ
の固定化については、負電圧印加量に応じて蛍光値が増加し、正電圧印加及びイミダゾー
ルの存在下では固定化が認められないことから、ペプチド等の低分子固定化においては有
効である可能性が示された（図３−２３）。

図３−２３．ＦＴＯ基板への EC-tag の固定化
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＜HFB ドロップスタンプ法＞
ハイドロフォビン・タンパク質（HFB）が、気液界面で単分子吸着層を形成し、また HFB
は固相への吸着性に富んでいることに着目し、気液界面で形成した単分子層を固相表面に
スタンプし転写する分子層形成技術が HFB ドロップスタンプ法である（図３−２４）。固定
化方法として、high trough-put 化が可能で、分子量の大きなタンパク質でも制御した分子
層を形成しうる方法である。

図３−２４．液滴気水界面の単分子層形成〜ドロップスタンプ法〜

機能性タンパク質−HFB（キャリア分子）融合分子の気液界面における展開特性の評価
懸滴法および L 膜表面圧法により、構築した融合タンパク質分子の気液界面での特性を評
価した。その結果、HFB 単体分子と融合分子の混合系を用いることにより分子密度を調整し
単分子吸着層を形成できることを示した（図３−２５）。現在、ＦＴＯ基板への適用を詳細
検討中である。

図３−２５．MBP-HFBII 分子の挙動評価
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⑤

生体分子固定化技術のまとめ
中間目標である有害有機物質において、0.1 ng/mL において電流値の SN 比 3 以上を達

成する試験に関しては、現時点で進行中である。これは、｢生体分子利用技術の開発｣にお
いて、測定時の光電流値が小さい為、測定系に改良（特に固定分子の配向性の考慮と色素
標識の最適化）の余地があるからである。しかしながら、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３−２１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
できることになると考えられる。
実際のレセプター結合アッセイでは、ペプチドを固定化する必要もあり、EC-tag を用
いた固定化方法は、簡便かつ有効な手法であることが図３−２３から明らかである。さら
に抗体を用いた免疫アッセイでは、HFB-ProteinA の融合タンパク質の適用が有効である
と考えられる。有害有機物質の測定系においては、これらの固定化に関する要素技術を集
積し、比表面積の高い基板で実施することにより、現状の技術レベルから鑑みて、目標値
の達成は本年度内に十分に可能である。
半導体基板の光電気化学的特性を維持しつつ、生体分子の選択性を持つセンサ基板の開
発は、本研究課題（固定化技法の開発）に負うところが多く、これまでの研究開発の推進
で、プロジェクトは大きく進歩したと考えている。今後は、多孔質形状の基板へ本技術開
発で得た成果をフィードバックし、センサ系の確立を行う予定である。
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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３−２６）。

図３−２６．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。
①

水系電解質の開発
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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３−２７）
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図３−２７．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３−２８）

図３−２８．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
構成②
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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３−２９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。
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図３−２９．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３−３０に示
す。まず測定対象のエストロゲン（エストラジオール：E2）と ERαが結合し、ERαの構造
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が変化する。次に構造が変化した ERαと予め電極基板上に固定化されたコアクチベーター
（Steroid Receptor Coactivator-1 (SRC-1)）が結合する。この段階で E2、ERα、SRC-1
ペプチドの複合体が電極基板上に形成される。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
３−３０）。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。

図３−３０．エストロゲンセンサの測定原理
センサ部材となる ERαは、エストロゲンレセプター組換え体を Cy5 標識して用いた。
バッファー交換した ERαを Cy5 標識試薬とモル比 1:20 で混合し、4℃で 1 時間インキュ
ベート後、精製し、標識比 0.86 の Cy5 標識 ERαを得た。

図３−３１．Cy5 標識ＥＲαを用いたエストロゲン(E2)測定系
この Cy5 標識 ERαを用いてエストロゲン（E2）の測定を行った。まずストレプトアビジ
ンを電極上に固定化した後、ビオチン標識 SRC-1 を結合させ SRC-1 ペプチドを固定化した。
次に SRC-1 固定化電極上で E2、Cy5 標識 ERαの結合反応を行い、蛍光強度および光電流の
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測定を行った。結果を図３−３１に示す。
図３−３１より、光電流、蛍光強度ともに E2 濃度依存的な検出ができていない結果とな
った。蛍光強度の測定結果では Cy5 標識 ERα1500ng/ml を反応に用いた条件で弱い蛍光（約
7×104）が確認された。光電流計測にはこれよりも約 100 倍強い蛍光強度が必要であると考
えられ、現状 Cy5 標識 ERαを用いたセンサ系では光電流を測定することは困難であると考
えられる。この原因として、Cy5 標識によって ERαの活性が低下することが推察される。
従って、ERαを直接蛍光標識してセンサ部材として用いる検討はここで止め、次に ERα抗
体を用いてエストロゲンを測定する系の検討を行った。
蛍光標識抗体を用いたエストロゲンセンサ
ERαを蛍光標識した場合には電極基板上で ERαの反応が確認できなかったため、蛍光標
識抗体を用いてエストロゲン（E2）を測定する系の検討を行った。
初めに ERα抗体を蛍光標識し、センサ部材として用いる系を検討した。Cy5 標識 ERα同
様に、標識比 0.72 の Cy5 標識 ERα抗体を得た。次に SRC-1 固定化電極上で E2、ERαの結
合反応を行い、Cy5 標識 ERα抗体を用いて蛍光強度および光電流の測定を行った。結果、
Cy5 標識 ERα抗体でも E2 濃度依存的な検出シグナルを得ることは困難であった（データ不
掲載）。原因として Cy5 標識によって ERα抗体の ERα認識能が低下したことが考えられる。
そこで、ERα抗体に結合できる Cy5 標識二次抗体を用いたエストロゲンセンサの検討を行
った。
Cy5 標識二次抗体として Goat anti-Rabbit IgG, Cy5 conjugate を用いた。この Cy5 標識
二次抗体と ERα抗体との結合性は SPR にて確認できており、これを用いて E2 測定を行った。
前述の測定と同様に SRC-1 固定化電極上で E2、ERαの結合反応を行い、ERα抗体を結合さ
せた。この際、ERα抗体量をふり（10, 100, 1000ng/ml）、Cy5 標識二次抗体濃度を十分量
用いて蛍光強度および光電流の測定を行った。結果を図３−３２に示す。
蛍光強度および光電流値において E2 濃度依存的な検出が確認された。しかしながら光電
流値、S/N 比ともに低い値となった。今後この点の改善が必要であると考えられる。
蛍光標識抗体を用いたエストロゲンセンサで E2 濃度依存的な検出シグナルが得られてい
る。しかしながら光電流が低く、S/N 比の改善が必要である。上記の測定条件は未だ最適化
されていない条件であり、今後反応条件の最適化を進め、光電流値の向上および S/N 比の
改善を行う。
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図３−３２．Cy5 標識抗体を用いたエストロゲン(E2) 測定
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する。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、アッセイ系のさらなる高感度化を図る。
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、図３−３３に示すように遊離 BPA 添加によって選択的に回収量が減少するタンパク
質（●印）として 200 kDa 以上に 2 つのバンドが得られた。
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図３−３３．ＢＰＡ結合タンパク質の精製

HeLa 細胞でも全く同様の結果が得られた。その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。それらの組換えタンパク質や精製タンパク質を用いて、上
記と同様にアフィニティ精製すると、対照と比較して強く結合することから、現在、これら
BBP における BPA 結合ドメインを絞り込むと共に（図３−３４）、FLAG タッグを融合した BBP
あるいはその一部分を発現させた MCF7 細胞から、BPA/BBP 複合体に選択的に結合する因子
の探索と、BBP1 と BBP2 以外の新規 BPA 標的タンパク質の探索を行い、BPA の作用機構も解
析中である。
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図３−３４

ＢＰＡ結合タンパク質およびその欠失変異体によるＢＰＡ結合活性

また、本プロジェクトで開発しているセンサ基盤に適した融合タグの同定や、プローブの
蛍光標識法について検討し、高感度な BPA 検出システムの基盤を構築する予定である。

⑤

生体分子利用技術のまとめ

ダイオキシン、エストラジオールに関しては、レセプター結合によるセンサ系を構築し、
評価を試みた。蛍光値では、1 桁以上の濃度範囲において、相関係数 0.9 以上を得るこ
とができたが、光電流値に関しては未達であり、現在、研究を推進中である。これは色素
標識によるレセプター活性が低下すること、光電流値が小さいことが、主な要因として挙
げられる。しかしながら、「生体分子固定技術の研究開発」で示したように、化学量論的
には、測定対象物の目標濃度を化学量論的には達成しているので、基本的には、レセプタ
ーアッセイの場合も達成可能であると考えられる。
解決する手段としては、感度（光電流値の増加）に関しては、比表面積の大きな基板を
用い、DRE 配列、SRC-1 ペプチドの基板上の固定化密度を最適化すると共に、エストロゲ
ンセンサに関しては、レセプターを直接使用せずに、蛍光標識抗体を使用すること、また、
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固定化の際に、Ｃ−末端側をフリーにするような配向性を持たせた固定化を行うこと等、
現段階で光電流値が低い技術的要因が特定できており、かつ、対策も立てられているため、
現在の技術レベルから本年度中に達成可能（目標値は達成可能）であると考える。
（４）センシングチップデバイス化技術の開発
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３−３５に示す。

光源
作用極

上部部材

ガスケット

下部部材 溶液
導入部

溶液 対極
排出部

コンタクト
プローブ

図３−３５．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
めの検討を行った。
①

励起光源の小型化
本プロジェクトでのセンサシステムを構築することを目的に励起光源部分の小型化を検

討した。
小型センシングチップ評価装置における光源部を小型化するための励起光源の選択基準
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としては、標識生体分子中の色素を励起可能な波長及び強度を有すること。波長としては、
半導体由来のバックグラウンド電流を考慮し、極力長波長側であること。励起光源本体の
小型化が可能なこと。光源用の電源が小型化可能であること。光源部全体の試作が容易で
あること。光源部試作に必要な部材の入手が容易であること。が重要である。以上の選択
基準を考慮し、光源の小型化には半導体レーザー（ＬＤ）
、ＬＥＤの２種を検討し、光学系
部材及び電源部の試作、評価を行った。
ＬＥＤは部材自体が低価格であることは魅力的であったが、分散光を平行光にするため
の集光レンズが必要な事から、光学系が複雑化し、かつ、全体としての価格も上昇するた
め、以降の開発をＬＤに絞って行った。最終的に、ＬＤは価格・出力から Arima 社の
AlGanInP レーザーダイオード(ＡＤＬ−６６５０２)を選択した。本ＬＤは、波長 660 nm 出
力 50 mW であり、光源自体の価格も約 ￥10,000 と安価かつ高性能である。
このＬＤを駆動する安定化電源回路を設計・試作し、レーザーの出力安定試験を行った
結果、約 10 mW の出力に、点灯後 1 秒以内に達し、10 分間は安定な出力を維持できた。さ
らに、ＬＤ光源、ヒートシンクと絞りレンズ等を組み合わせた光学系ユニットを試作した
（図３−３６）。

図３−３６

試作したＬＤ光源用ユニット
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②

試験用測定装置の設計試作
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
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る。
そこで、まずは生体分子固定化領域が 3mm 程度のより実用的な作用電極形状に合わせた
フローセル及び光源を設計試作した。設計図を図３−３７に示す。電極、フローセル、光
源の配置については、電極を縦置きする配置とした。すなわち、光源は鉛直方向ではなく、
水平方向に光束を発することになる。この配置により、作用電極は上方向から、スリット
に滑り込ませるような方法で装着することができる。使い勝手は前述した試作装置のよう
な作用電極を横置きする方式と比較し、改善することができた。なお、この検出機構では、
作用電極だけを交換して測定を行う構成とした。

図３−３７．センシングチップ部分の設計図
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③

センシングチップデバイス化技術開発のまとめ
励起光源として高出力ＬＤ光源を採用し、周辺ユニットの試作評価を行った。この光源

ユニットを使用することにより、装置のコンパクト化が可能となった。
あわせて、小型フローセルを使用した計測系の設計試作を行った。課題４の中間目標であ
る、“マイクロ流路及びセンシング材料部の基本構成を設計“
ると考えられる。
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をより早期に達成してい

【追加資料】
平成２０年１２月１７日
中間評価委員会終了後の事業者からの成果データ
中間目標の達成度

（進歩状況）

・ 高感度セラミックセンシング材料の開発（１００％達成）
・ 生体分子固定技術の開発（１００％達成）
・ 生体分子利用技術の開発（９０％達成

間接的な手法で数値目標の達成の見込みは得ら

れたものの、光電流でのセンシングについては未確認であった。 今回 レセプター結合
アッセイによって 0.1 ng/mL の数値目標に関しては達成できた。）
・ センシングチップデバイス化技術の開発（１００％達成）
事業成果において、本技術開発でのポイントでもある、受容体を利用して有害物質を選択
的に電極上に配置し、光電変換による信号によって直接的に高感度(0.1 ng/mL)で測定する
実験系について、事業原簿作成の段階で、本検証の遅れに関する委員からの指摘があり、
事業の成功については早急な確認が要求されていたが、今回、エストロゲンレセプターの
系を用いて 0.1 ng/mL のエストロゲン濃度での検証に成功した（下図参照）。
これまでの研究開発で、DNA、タンパク質の固定化方法が確立でき（生体分子固定化技
術の研究）、免疫アッセイ、レセプター結合アッセイ共に半導体基板上で測定手法を確立で
き、目標となる測定感度を達成できている（生体分子利用技術の研究）。
今期の残る課題としては、0.1 ng/mL の有害物質測定時に S/N 比 3 を達成すること及び
測定系のばらつき低減であるが、フッ素ドープ酸化スズ基板の比表面積を増加させること
で、光電流の絶対値が飛躍的に向上することを確認しており、この基板を用いた検証実験
を行う事で、中間目標は確実に達成できる見込みである。

○ERαの検出方法

○蛍光強度

DNA-SRC1ペプチドハイブリッド
のハイブリダイゼーションによる固定化
でSRC1ペプチドの固定化量増加に成功

1.3E+07

PJ目標値

80

ERα抗体

70

1.1E+07
光電流(nA)

蛍光標識抗体

蛍光強度（PMT600）

1.2E+07

固定化DNA

ERα

○光電流値

1.0E+07
9.0E+06
8.0E+06

60

50

7.0E+06
6.0E+06
0.01

40

0.10

1.00

E2濃度（ng/ml)

67

10.00

0.01

0.10

1.00

E2濃度（ng/ml)

10.00

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 特許等件 特 許 権 ラ イ セ 取 得 ラ 国 際 標
被 引 用 数（出願 の 実 施 ン ス 供 イ セ ン 準 へ の
度数

高感度セラミ

を含む）

件数

与数

ス料

寄与

３５

８

７

０

０

０

０

３

１２

１

０

０

０

０

４２

１１０

１５

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

８０

１３０

２８

０

０

０

０

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
計

表３−３．論文、投稿、発表、特許リスト
MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS「Water adsorption behavior of ordered
論文

mesoporous silicas modified with an organosilane composed of hydrophobic

H18.10

alkyl chain and hydrophilic polyethylene oxide groups」
MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS「Silica-based mesoporous material
derived from Ti containing layered polysilicate kanemite」

H18.10

STUDIES IN SURFACE SCIENCE AND CATALYSIS「Synthesis of a lamellar
mesostructured calcium phosphate using hexadecylamine as a

H18.12

structure-directing agent in the ethanol/water solvent system」
STUDIES IN SURFACE SCIENCE AND CATALYSIS「Synthesis of transparent
mesoporous aluminum organophosphonate films through triblock copolymer

H18.12

templating」
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY「Synthesis of ordered mesoporous aluminum
alkylenediphosphonates with integrated inorganic-organic hybrid

H19.3

frameworks」
STUDIES IN SURFACE SCIENCE AND CATALYSIS「Structural design in the silicate
framework of ordered mesoporous silica derived from kanemite」
CHEMISTRY LETTERS「Formation of Mesoporous Silica from a Layered
Polysilicate Makatite」
Transaction of the Materials Research Society of Japan「Self-supported

H19.3
H19.3
H19.3

Zn5(CO3)2(OH)6 film formation at air-liquid interface」
MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS「Simple Removal of Oligomeric
Surfactants and Triblock Copolymers from Mesostructured Precursors of

68

H19.4

Ordered Mesoporous Aluminum Organophosphonates」
Metals and Materials International「Zinc Oxide Particles Connected by

H19.5

Nano-sheets and their Heat Treatment」
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY「Mesostructural control of non-silica-based hybrid
mesoporous film composed of aluminum ethylenediphosphonate by using

H19.8

triblock copolymer and their TEM observation」
LANGMUIR「Intercalation of Poly(oxyethylene) Alkyl Ether into a Layered
Silicate Kanemite」

H19.10

Proceedings of International Symposium on EcoTopia Science 2007「Synthesis
of Layered Silicate-Polyoxyethylene Alkyl Ether Intercalation Compounds

H19.11

from Kanemite」
粉体および粉末冶金誌「Control of Crystal Growth of ZnO Nanowhiskers in

H19.12

Aqueous Solution and Synthesis of Transparent Nanoarrays 」
粉体および粉末冶金誌「Low-Temperature Fabrication of Semi-Circular Shaped

H19.12

ZnO Nanowhiskers Using an Aqueous Solution 」
Key Engineering Materials「Morphology Control of ZnO Particles in Liquid

H19.12

Phase」
Electrochimica Acta「Morphology control of ZnO crystalline particles in

H19.12

aqueous solution」
J. Ceram. Soc. Japan「Nano TiO2 Coating on SnO2: F Electrode in an Aqueous

H19.12

Solution」
J. Jpn. Soc. Powder Powder Metallurgy「Aqueous Solution Synthesis of Anatase

H19.12

TiO2 Particles」
J. Jpn. Soc. Powder Powder Metallurgy「Aqueous Solution Synthesis of Anatase

H19.12

TiO2 Particles」
J. Ceram. Soc. Japan「Synthesis of highly conductive and transparent ZnO

H20.3

nanowhisker films using aqueous solution 」
Chem. Mater.「Liquid-Phase Patterning and Microstructure of Anatase TiO2

H20.3

Films on SnO2:F Substrates Using Superhydrophilic Surface」
Thin Solid Films「Anatase TiO2 films crystallized on SnO2:F substrates in

H20.3

an aqueous solution」
J. Ceram. Soc. Japan「Micropore size distribution in nanocrystal assembled

H20.3

TiO2 particles」
J. Ceram. Soc. Japan「Synthesis of nanocrystal assembled TiO2 particles by

H20.3

boric acid free liquid phase crystal deposition」
Thin Solid Films 誌「Rapid growth of thick particulate film of crystalline

H20.3

ZnO in an aqueous solution」
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE「Synthesis of lamellar mesostructured calcium
phosphates using n-alkylamines as structure-directing agents in

H20.6

alcohol/water mixed solvent systems」
J. Shaanxi Univ. Sci. Technol.「Low-temperature Fabrication of ZnO

H20.6

Nanoarrays on SnO2:F Conductive Substrate using an Aqueous Solution 」
CHEMISTRY LETTERS「Aerosol-Assisted Rapid Synthesis of Well Dispersed and
Highly Doped Ti-Containing Mesoporous Silica Microspheres」
Langmuir「Micropatterning of ZnO Nanoarrays by Forced Hydrolysis of
Anhydrous Zinc Acetate 」
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H20.7
H20.7

Key Engineering Materials「Synthesis of Well-Aligned ZnO Nanowhisker Films
Using Aqueous Solution for Use in Dye-Sensitized

H21.1 予定

Sensor」

Applied Surface Science「 Semi-circular shaped ZnO nanowhiskers assemblies
deposited using an aqueous solution 」

H21.
accepted

日本ＭＲＳ「Influence of Growth Conditions on the Morphology of Zinc Oxide

H21.Inpress

Nanoarrays」
Journal of Colloid And Interface Science 「 In situ forced

H21.Inpress

hydrolysis-assisted fabrication and photo-induced electrical property in
sensor of ZnO nanoarrays 」
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”

H19.4

高温処理が不要に」
化学工業日報(新聞)「酸化物粒子
発表

”液相での形態制御実現”」

Particles 2006「CONTROL OF CRYSTALLIZATION FOR MEDICAL APPLICATIONS

H19.9
H18.5

CIMTEC 2006 (11th International Conferences on Modern Materials and
Technologies)( "11th International Ceramics Congress" and of the "4th Forum

H18.6

on New Materials")「Patterned deposition of ceramic films
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」
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
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

H18.8

Organophosphonates」
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

H18.8

system」
5th International Mesostructured Materials Symposium (IMMS 2006)「Synthesis
of transparent mesoporous aluminum organophosphonate films through triblock

H18.8

copolymer templating」
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」
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」
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
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
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
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」
セラミックス総合研究会「ZnO 粒子の液相形態制御
The 6th Korea-Japan Symposium on Plasma and Thin Film Technology「iquid phase
patterning of ceramic thin films in an aqueous solution」
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」
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H18.9
H18.9
H18.9
H18.9
H18.9
H18.10
H18.10
H18.10
H18.10

Asia Young Ceramist Conference in Tokai (AYCeCT)「Morphology Control of Zinc
Oxide Particles at Low Temperature」
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 」
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」
第 17 回日本 MRS 学術シンポジウム「Strategic Morphology Design of ZnO
Particles in an Aqueous Solution」
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」
The 7th International Conference on Nano-Molecular Electronics(ICNME2006)
「Deposition and Morphology Control of ZnO Crystals in an Aqueous Solution」
The 7th International Conference on Nano-Molecular Electronics(ICNME2006)
「Low Temperature Liquid Phase Growth of Anatase TiO2 Thin Films」
31st International Cocoa Beach Conference & Exposition on Advanced Ceramics
and Composites「Porous metal oxides fabricated by self-assembly processes」

H18.10
H18.11
H18.12
H18.12
H18.12
H18.12
H18.12
H19.1

The international symposium on eco-materials processing and design 2007
(ISEPD2007)「Eco-materials Processing of Ceramics and Their Liquid Phase

H19.1

Patterning」
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

H19.1

Films」
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」
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」
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」
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」
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」
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」
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」
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」
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
H19.3
H19.3
H19.3
H19.3
H19.3
H19.3
H19.3
H19.3

14th International Symposium on Intercalation Compounds「Synthesis of
Layered Silicate-Polyoxyethylene Alkyl Ether Intercalation Compounds from

H19.6

Kanemite」
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」
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」

71

H19.6
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」
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」
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
IVC17「Rapid fabrication of silica thin films having well-ordered nanopores
by electron beam irradiation」
15th International Zeolite Conference「Preparation of hierarchical
mesoporous/macroporous titania thin films」
15th International Zeolite Conference「DESIGN OF THE SILICATE FRAMEWORK OF
ORDERED MESOPOROUS SILICA DERIVED FROM KANEMITE」
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」」
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」
Particles2007「Self-assembly Patterning of Colloidal Photonic Crystals and
Visible-Light-Emitting Oxide Particles for Next Generation Optical Devices」

H19.6
H19.6
H19.7
H19.7
H19.8
H19.8
H19.8
H19.8
H19.8

XIVth International Sol-Gel Conference (Sol-Gel 2007)「Mesostructural
control of aluminum ethylenediphosphonate thin film by using triblock

H19.9

copolymer」
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」
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」
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」
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」
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」
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」
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」
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」
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」
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」
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」
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」
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」
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
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H19.9
H19.9
H19.9
H19.9
H19.9
H19.9
H19.9
H19.10
H19.10
H19.10
H19.10
H19.11
H19.11
H19.11

膜の合成」
International Symposium on EcoTopia Science 2007「Synthesis of Layered
Silicate-Polyoxyethylene Alkyl Ether Intercalation Compounds from

H19.11

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」
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」
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」
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」
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」
第 18 回日本 MRS 学術シンポジウム「Morphology Control of Anisotropic Oxide
Particles」
BMMP-8(8th International Symposium on Biomimetic Materials Processing)
「Liquid Phase Morphology Control of ZnO」
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」
The international conference on advanced materials (ICAM 2008)「Liquid Phase
Patterning of Ceramic Thin Films using Self-assembled Mponolayer」
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」
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」
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〜」
日本セラミックス協会「Fabrication of semi-circular shaped ZnO nanowhiskers
assemblies using an aqueous solution」
Nanoporous Materials V「Preparation of Mesostructured Titainum
Organophosphonate Films」
Particles2008「Liquid phase morphology control of anisotropic oxide
particles」

H19.11
H19.12
H19.12
H19.12
H19.12
H19.12
H20.1
H20.1
H20.2
H20.3
H20.3
H20.3
H20.3
H20.5
H20.5

The 4th Asian Conference on Crystal Growth and Crystal Technology
「Selectively Dissolution-recrystallization of ZnO Crystals at the

H20.5

Air-liquid Interface
The 4th Asian Conference on Crystal Growth and Crystal Technology
「Hydrolysis-forced Low-temperature Fabrication of ZnO Nanoarray Films」
The 4th Asian Conference on Crystal Growth and Crystal Technology (CGCT-4)
「Nano SnO2 crystal coating in aqueous solutions」
The 4th Asian Conference on Crystal Growth and Crystal Technology (CGCT-4)
「Liquid phase morphology control of oxide particles」
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H20.5
H20.5
H20.5

The 4th Asian Conference on Crystal Growth and Crystal Technology (CGCT-4)
「Aqueous solution synthesis of ZnO rod arrays for molecular sensors」
The 4th Asian Conference on Crystal Growth and Crystal Technology (CGCT-4)
「Liquid Phase Crystal Deposition of Nano crystal assembled TiO2.」

H20.5
H20.5

10th International Conference on Ceramic Processing Science (ICCPS-10)
「Fabrication/Micropatterning of ZnO Nanoarrays Assisted by In-Situ Forced

H20.5

Hydrolysis of Anhydrous Zinc Acetate」
The 2nd Workshop on Anisotropic Science and Technology of Materials and
Devices (ASTMD-2)「Aqueous Synthesis of Anisotropic Metal Oxide Particles」
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」
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」
特許

出願 No.2007-146232

ZnO ウィスカー膜及びその作製方法

出願 No.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

H20.6
H20.7
H20.7
H19.5
H19.7

出願 No.2007-180261 Zn5(CO3)2(OH)6 結晶自立膜及びその作製方法

H19.7

出願 No.2007-215015

H19.8

多孔質 ZnO 粒子結合自立膜及びその作製方法

出願 No.2007-268415 ZnO ロッドアレイ及びその作製方法

H19.10

出願 No.2007-005050 ZnO ウィスカー膜、ZnO ウィスカー膜形成のためのシード

H20.1

層及びそれらの作製方法
出願 No.2007-005051 ZnO シード層、ZnO ウィスカーパターン及びそれらの作製

H20.1

方法
論文

Cellular biosensing: Chemical and genetic approaches, Analytica Chimica
Molecular Immobilization on a Metal Surface through Electrochemical
Reaction. J. Adv. Sci., 18(1-2) 39-40 (2006)
Smart Immobilization of oligopeptides through Electrochemical deposition
onto surface, Analytica Chimica Acta, 26;604 (1):76-80 (2007)

新聞等

H18.10

Acta, 568, 211-216 (2006)

春山哲也（分担）九工大世界トップ技術 Vol.1、国立大学法人九州工業大学編、
西日本新聞社刊（福岡）2006.6.14
T. Haruyama (分担), NanoBioTechnology; BioInspired Devices and Materials

H18.12
H19.8
H18.6
H19.7

of the Future, Eds. by Oded Shoseyov, Ilan Levy, NJ. USA, Humana Press, July
2007
春山哲也、曾根崎修司（分担）九工大世界トップ技術 Vol.2、国立大学法人九州

H20.4

工業大学編、西日本新聞社刊（福岡）2008.4.4
春山哲也（分担）先進化学センサ、電気化学会化学センサ研究会編、ティー・ア
イ・シー出版（京都）2008.6.10
発表

電解還元反応を利用した機能性ペプチドの電極基板表面への固定化、第 21 回生

H20.6
H18.9

体機能関連化学部会、第 9 回バイオテクノロジー部会、第 9 回生命化学研究会合
同シンポジウム、2006.9.28-30、京都大学
生体分子情報インターフェースの創成、応用物理学会ＭＥＢ研究会、2006.6.23、

H18.6

佐賀武雄温泉（招待講演）
分子による情報変換界面の設計と構築、第６７回応用物理学会 「ナノテクノロ
ジーを活用した次世代生命工学」。2006.8.29、立命館大学（京都）招待講演
Electrochemical Immobilization of Functional Peptide through
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H18.8
H18.10

Electrochemical Process, NanoBio Tokyo2006 International Symposium,
2006.10.4-7, The Tokyo UniversityThe 4th Sweden-Japan Workshop on
Bio-Nanotechnology., 2006.11.13-14, National Institute for Materials
Science. Tsukuba, Japan（招待講演）
The 4th Sweden-Japan Workshop on Bio-Nanotechnology., 2006.11.13-14,

H18.11

National Institute for Materials Science. Tsukuba, Japan（招待講演）
質を測るセンサ〜「定質」という考え方による安全と安心、バイオシンポジウム
（都市エリア産学官連携促進事業実施委員会主催）、2007.1.12-13、国際ファミ

H19.1

リープラザ（米子市）（特別講演）
Electrochemical Reversible Immobilization of Protein Molecules through

H19.1

Genetical Introduced Tag and its Application for Two-step Purification
Process, SCM-3, 2007.1.31-2.2 (Amsterdam, The Netherlands)
定質というコンセプトとセンサ技術〜安全･安心への取組み、シンポジウム安

H19.2

全・安心を見守るセンサ技術と定質という考え方、2007.2.27、化学会館（東京）
（基調講演）
HTA を目指した電気化学発光に基づく高感度アフィニティセンシング、第 2 回バ
イオナノテクフォーラムシンポジウム・第 17 回インテリジェント材料・システ

H19.3

ムシンポジウム、2007.3.4、（化学会館・東京）
ヒスチジンクラスターにより基板導入可能な基質の設計合成、日本化学会
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H19.3

春季大会、2007.3.25-28（関西大学・大阪）
電気化学反応を利用した電極表面への機能性ペプチド固定化、電気化学会第 74

H19.3

回大会、2007 年 3 月 29-31 日（東京理科大学理工学部・千葉)
HTA を目指した電気化学発光に基づく高感度アフィニティセンシング，日本化学
会

バイオテクノロジー部会シンポジウム，2007.9.5-6、早稲田大学、東京

PEG-ペプチドフュージョン分子の電解還元固定化、電気化学第 75 回大会、2007
年 3 月 29-31 日(山梨大学・山梨)
金属配位末端を有するオリゴペプチドの電解還元による固定化、電気化学秋季大

H19.3
H19.9
H19.9

会、2007 年 9 月 19-20 日(東京工業大学大岡山キャンパス・東京)
Homogeneous affinity sensor using an electrogenerated chemiluminescence,

H19.10

YABEC 2007 20-22 October 2007, Soul, Korea.
Molecular commonality detection using a nano structured artificial-enzyme
membrane for in situ one-stop bio-surveillance. 1st Asian Biomaterials
Congress (1st ABMC). 6-8 December 2007, Epochal Tsukuba International

H19.11

Congress Center, Tsukuba, Japan
Hiroaki Sakamoto, Shinya Ikeno, Tamaki Kato, Norikazu Nishino, and Tetsuya

H19.12

Haruyama, Reversible Peptide Immobilization through Electrochemical
Deposit Process, 7th East Asian Conference on Chemical Sensors, 2007.12.3-5
(Hotel Novotel Clarke QuaySingapore Singapore)
春山哲也、タンパク質から人工酵素まで〜分子による情報変換を行う界面の創成

H20.2

〜、愛媛大学物質生命工学専攻応用化学コースミニシンポジウム、2008.2.1、愛
媛大学、松山
淺川雅、田原申也、中道桃佳、池野慎也、Markus Linder、竹原健司、春山哲也、
ハイ ドロフォビンをキャリア分子とした液滴スタンプ 法による分子層形成制
御、第２回バ イオナノテクフォーラムシンポジウム、2008 年 3 月 4 日 （化学会
館・東京）
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H20.3

軸丸真名、林田寿子、坂元博昭、加藤珠樹、春山哲也・西野憲和、ヒスチジンク

H20.3

ラスターにより基板導入されたプロテアーゼ基質の評価、日本化学会第88回大
会、2008年3月26-30日（立教大学・東京）
特許

粒子の電気化学的固定化法（特願 2006-304671）2006.11.10

２００６．１０

“Detection of magnetically labeled DNA using pseudomorphic
論文

AlGaAs/InGaAs/GaAs heterostructure micro-Hall biosensor”, J. Appl. Phys.,

H18.

99, 08P103 (2006).
“P-TEFb-mediated phosphorylation of the hSpt5 C-terminal repeats is

H18.3

critical to processive transcription elongation”, Mol. Cell, 21, 227-237
(2006).
“TFII-I down-regulates a subset of estrogen-responsive genes through its

H18.4

interaction with an initiator element and estrogen receptor alpha”, Genes
Cells. 11, 373-381 (2006).
“Magnetic carriers of iron nanoparticles coated with a functional polymer
for high throughput bio-screening”, J. Appl. Phys., 99, 08H103 (2006).
“Heating ability of magnetite nanobeads with various sizes for magnetic

H18.5
H18.5

hyperthermia at 120 kHz, a noninvasive frequency”, J. Appl. Phys., 99,
08H102 (2006).
“The VP2/VP3 minor capsid ptotein of SV40 promotes the in vitro assembly

H18.7

of the major capsid protein VP1 into particles”, J. Biol. Chem., 281,
10164-10173 (2006).
“Affinity

Identification

of

・ -Opioid

Receptors

Using

Latex

Nanoparticles”, Bioorg. Med. Chem. Lett., 16, 158-161 (2006).

H18.10

”Systemic Distribution and Tissue Localizations of Human

H18.10

17beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 12”, J. Steroid Biochem. Mol.

Biol., 99, 174-181 (2006).
“Hepatitsi Delta Virus”, Landes Bioscience and Springer Science + Business

H18.10

Media, Inc. (2006).
Dual role DSIF- and NELF-mediated transcriptional pausing in regulating
immediate-early ezpression of junB gene”, Mol. Cell. Biol., 16, 6094-6104

H18.11

(2006).
“Direct Detection of Redox Reactions of Sulfur-containing Compounds on

H18.11

Ferrite Nanoparticle (FP) Surface”, Chem. Lett., 35, 974-975 (2006).
“Porphyrins accumulate in mitochondria via 2-oxoglutarate carrier”, J.

H18.11

Biol. Chem., 281, 31729-31735 (2006).
“A new mechanism of methotrexate action revealed by target screening with
affinity beads”, Mol. Pharmacol., 70, 1832-1839 (2006).
“Knock-down of 25-kDa subunit of cleavage factor Im in HeLa cells alters

H18.12
H18.12

alternative polyadenylation within 3ʼ UTRs”, Nucleic Acids Res., 34,
6264-6271 (2006).
“Polymer particles as the carrier for affinity purification”, Konbunshi

H19.1

Ronbunshu, 64, 9-20 (2007)
“hnRNP-U enhance the expression of specific genes by stabilizing mRNA”,

FEBS Lett., 581, 1-7 (2007).
“Adeno-associated virus site-specific integration is regulated by
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H19.1
H19.2

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).
“Preparation of size controlled (30-100 nm) magnetite nanoparticles for
biomedical applications”, J. Magn. Magn. Mater., 310, 2408-2410 (2007).

H19.2
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”,

H19.3

J. Virol., 81, 3778-3785 (2007).
“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

H19.5

(2007).
“NELF interacts with CBC and participates in 3ʼ-end processing of
replication-dependent histone mRNAs”, Mol. Cell, 26, 349-365 (2007).
“RNA polymerase II bypasses 8-oxoguanine in the presence of transcription
elongation factor TFIIS”, DNA Repair, 6, 841-851 (2007).
“Differential regulation of NF-kappaB by elongation factors is determined
by core promoter type”, Mol. Cell. Biol., 27, 5246-5259 (2007).
“DSIF contributes to transcriptional
activators by

preventing

pausing

activation

by

H19.7
H19.8
H19.10

DNA-binding

during transcription

elongation”,

H19.10

Nucleic Acids, Res., 35, 4064-4075 (2007).
“Hepatitis

delta

antigen

to

the

clamp

of

RNA

polymerase

II

and affects transcriptional fidelity”, Genes Cells, 12, 863-875 (2007).
“Evidence that SV40 VP1-DNA interactions contribute to the assembly of
40-nm spherical viral particles”, Genes Cells, 12, 1267-1279 (2007).

H19.11
H19.11

“The Enteropathogenic E.coli effector EspB facilitates microvillus
effacing and antiphagocytosis by inhibiting myosin function”, Cell Host

H19.12

& Microbe, 2, 383-392 (2007).
“Drosophila Blimp-1 is a transient transcriptional respressor that
controls timing of the ecdysone-induced developmenatal pathway”, Mol.

H19.12

Cell. Biol., 27, 8739-8747 (2007).
“A peptide derived from tenascin-C induces beta1 integrin activation
through syndecan-4”, J. Biol. Chem., 282, 34929-34937 (2007).
“Isolation of XAB2 complex involved in pre-mRNA splicing, transcription
and transcription-coupled repair”, J. Biol. Chem., 283, 940-950 (2008).

H19.12
H20.1

“Engineering of SV40-based nano-capsules for delivery of heterologous
proteins as fusions with minor capsid proteins VP2/3”, J. Biotechnol., 134,

H20.2

181-192 (2008).
A new mechanism of 6-((2-(dimethylamino)ethyl)amino)-3hydroxy-7H-indeno(2,1-c)quinolin-7-one dihydrochloride (TAS-103) action
discovered by target screening with drug-immobilized affinity beads”, Mol.

H20.2

Pharmacol., 73, 987-994 (2008).
“Development of novel magnetic nano-carriers for high-performance affinity
purification”, Colloid Surf. B: Biointerf., 64, 162-169 (2008).
“Atrazine binds to F1F0-ATP synthase and inhibits mitochondrial function
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H20.3
H20.3

in sperm”, Biochem. Biophys. Res. Commun., 366, 66-72 (2008).
“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,

H20.4

07A317 (2008).
“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.,

H20.4

36, 4327-4336 (2008).
“Presentation of functional foreign peptides on the surface of SV40
virus-like particles”, J. Biotechnol., 135, 385-392, (2008).
PLoS One, in press (2008).

H20.7

“SV40 vectors carrying minimal sequence of viral origin with exchangeable
capsids”, Virology, in press (2008).
新聞等

信濃毎日新聞

「多摩川精機

日刊工業新聞

「東工大

医療関連分野に進出

」

ＤＮＡを保護・収納するたんぱく質

信州日報

合成過程の一

H19.5

「バイオ装置に参入

多摩川精機、東工大と連携」

H19.10

「社員の研究成果を発表

多摩川精機技術フォーラム」

H19.12

蔵前工業会１００周年記念
発表

H20.8
H18.9

端解明
日本経済新聞

H20.5

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

Ｈ１８．４

の開発と応用−」
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

Ｈ１８．５

Nanobeads
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

H18.5

年５月１７日
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

H18.6

成１８年６月２９日
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

H18.7

と応用−」平成１８年７月１４日
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」

H19.5

平成１９年５月３１日
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
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H19.8

Mechanism of eukaryotic transcription
「 Elongation control through dynamic phosphorylation of the C-terminal

H19.8

repetitive motif of SPT5」2007.8.29-2007.9.2
Mechanism of eukaryotic transcription
「 Disruption of zebrafish mematopoiesis by knockdown of transcription

H19.8

elongation factor SPT5」2007.8.29-2007.9.2
Mechanism of eukaryotic transcription
「 Regulation of Glucocorticoid-responsive Gene Expression by HEXIMI 」

H19.8

2007.8.29-2007.9.2
Mechanism of eukaryotic transcription
「 NELF Interacts with CBC and Participates in 3'-end processing of

H19.8

replication-dependent histone」2007.8.29-2007.9.2
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

H19.10

断と治療」平成１９年１０月３０日
5th Anniversary Congress of International Drug Discovery Science and
Technology (IDDST)-2007

H19.11

「Development of Functional Magnetic Nanobeads for Drug Screening」2007.11.9
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

H19.11

magnetic nanobeads」2007.11.22
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

H19.12

ーの開発」平成１９年１２月５日
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

H19.12

２月１２日
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」

H19.12

平成１９年１２月１２日
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

H19.12

２月１２日
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

H19.12

９年１２月１２日
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

H19.12

elongation factor SPT5」平成１９年１２月１２日
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
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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「PAX 転写遺

伝子群の転写調節相互作用」

H19.12

平成１９年１２月１２日
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」

H19.12

平成１９年１２月１２日
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
第３０回日本分子生物学会・第８０回日本生化学会大会

H19.12

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」

H19.12

平成１９年１２月１２日
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」

H19.12

平成１９年１２月１２日
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」

H19.12

平成１９年１２月２１日
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」

H20.2

平成２０年２月１日
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」

H20.2

平成２０年２月５日
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

H20.3

平成２０年３月７日
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」

H20.3

平成２０年３月２１日
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 」

H20.5

2008.5.4-2008.5.8
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

H20.5

成２０年５月１９日
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」

H20.5

平成２０年５月１９日
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

H20.5

５月２０日
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
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H20.6

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」

H20.6

平成２０年６月２４日
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

H20.8

日
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
“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
“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
“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
“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
“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
“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
“表面被膜無機物粒子の製造方法”、特願 2007-194233
、“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

H18.7
H18.7
H18.8
H18.10
H18.11
H18.12
H18.12
H19.2
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

高感度セラミッ

光を透過するセラミックス半導

光を透過する代表的なセラ

クセンシング材

体材料について、アンテナ素子

ミックス半導体材料である

料の開発

の固定や有機有害物質との接触

酸化チタン、酸化亜鉛、酸化

などを容易にするために、これ

スズについて、10 nm から

らの物質移動のための通路寸法

1000 nm の寸法範囲において

（気孔径等）が 50 nm から 500

十分に均質である微細凹凸

nm の寸法範囲において十分に

構造あるいは多孔質構造を

均質である微細凹凸構造あるい

制御する技術を確立した。

達成度
100 % 達成

は多孔質構造を制御する技術を
確立する。
生体分子固定技

生体分子の選択的な固定化を可

生体分子の固定化方法を DNA 100 % 達成

術の開発

能にするアンカー物質などの選

に関しては、カップリング

定を行うとともに、ノイズレベ

剤、タンパク質に関しては、

ル抑制のためのブロッキング剤

半導体の複合化により行っ

を選定することにより、有害有

た。有害有機物質濃度の測定

機物質濃度 0.1 ng/ml において は行えていないが、測定タン
電流値の SN 比 3 以上を達成す

パク質濃度のモル換算では

る。

左記目標は達成可能である。

生体分子利用技

受容体または抗体等を利用した

ダイオキシン、エストラジオ 一部（70 %）

術の開発

バイオアッセイ系を構築し、セ

ールに関して、レセプター結

ラミックセンシング材料を用い

合アッセイ系を構築した。蛍

て有害有機物質濃度に対する電

光測定では左記目標を達成

気信号変化を確認することによ

しているが、光電流測定では

り、1 桁以上の濃度範囲におい

現在の系を改良する必要が

て、相関係数 0.9 以上を得る。

ある。

センシングチッ

生体分子を利用した有機有害物

流路、光源など含めデバイス 100 % 達成

プデバイス化技

質の測定方法に基づき、マイク

化評価に必要な周辺部まで

術の開発

ロ流路及びセンシング材料部の

の試作までを完了した。

基本構成を設計する。
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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
有機分子集合体を利用した微細多孔質構造制御、液相析出法を利用した微細凹凸構造制
御により、制御可能な空間寸法（物質移動のための通路寸法）の範囲は酸化チタン薄膜で
10nm〜数 100 nm（膜厚に依存）、酸化亜鉛薄膜で数 10nm 〜1000nm、酸化スズ薄膜で数 10nm
〜数 100nm であり、中間目標は十分に達成したと考えられる。最終目標（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）については、酸化チタン薄膜に関しては、現状、表面積が投影面積の 20〜
30 倍であり、スピンコートなどの条件により膜厚を増大させる方法については目途を得て
いるため、達成は十分に可能であると考えられる。また、酸化亜鉛薄膜に関しては、現状、
投影面積の 15 倍程度であるが、これも反応時間などの実験条件により膜厚を増大させる方
法については目途を得ているため、達成は十分に可能であると考えられる。
全体最終目標（0.001 ng/ml 濃度での有意な電気信号）に対する本要素技術の最終目標（表
面積が投影面積の 50 倍以上）の妥当性については、現状では従来の平坦な電極基板でも 0.1
ng/ml 濃度の測定は可能となっており、最終目標の達成には 100 倍の高感度化が必要である
が、蛍光色素標識の改良により 2 倍以上（数倍〜数 10 倍）の高感度化が可能であるため（以
下の要素技術（３）参照）、基板の 50 倍以上の高表面積化で全体最終目標の達成が可能で
あると考えられる。
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
導体の複合化により行った。有害有機物質濃度の測定は行えていないが、測定タンパク質
濃度のモル換算では左記目標は達成可能であると考えられる。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、検討を推進する予定である。また、有機有害物質の測定は、
生体分子利用技術側の進捗上、本中間評価に間に合わなかったが、中間目標の濃度と化学
量論的に相当する高分子（タンパク質）の測定では、通常の平坦な電極基盤で達成できて
いる。最終目標の達成には、100 倍の高感度化が必要であるが、基盤の高比表面積化による
高感度化（上述）と蛍光色素標識の改良による数十倍の高感度化（蛍光色素担持マイクロ
スフェアや量子ドットによる標識）により最終目標の感度は達成可能であると考えられる。
現在、要素技術を集約し、研究開発を推進中であり、早期に最終目標感度を達成したいと
考えている。
要素技術（３）生体分子利用技術の開発
ダイオキシン、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た。蛍
光測定では左記目標を達成しているが、光電流測定を上手く行う為には、現在の系を改良
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する必要があると考えられる。本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。これは、
単純にキット化可能な測定系（市販キット及び試薬等）を本方式に適用するには、容易で
はないことを示している。要素技術（２）で得られている生体分子固定化方法により、最
適な生体分子密度を保ちながら、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られる。また、今後は、より簡便に系が構築で
きる競合法も検討し目標を達成する方針で進める。
要素技術（４）センシングチップデバイス化技術の開発
流路、光源など含めデバイス化評価に必要な周辺部までの試作までを完了した。標識色
素、光源、流路など測定システムの根幹となる部分は決定したため、今後は簡便な実セン
サ系（タンパク質の免疫アッセイ系）としての評価を行い、性能を見極めた上で、環境セ
ンシングシステムへの検証へ繋げる予定である。
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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。
使用する生体分子の生産技術については、分子種によって難易度が異なってくるので、
ケースバイケースで対応する必要がある。抗体に関してはハイブリドーマ細胞による一般
的なモノクローナル抗体生産系や組換え抗体生産系がそのまま利用できるので、使用する
抗体・分子種さえ決定できれば、量産化への障壁はほとんどないと考えてよい。
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
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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。
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

微細凹凸構造・多孔質構造制御技術
生産技術開発

２．生体分子固定技術の
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

３．生体分子利用技術の
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

４．センシングチップデ
バイス化技術の開発

マイクロ流路・電極部基
本構成検討

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

デバイス試作・
実用化検討

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。
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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。
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
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製作所）
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。
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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東陶機器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て
いる。
「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
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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る。
「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ダイオキシン受容体やエストラジオール（エストロジェン）受
容体のバイオセンシングへの適切な利用方法を開発する。
「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る。
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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
プロジェクトリーダー
ＴＯＴＯ株式会社総合研
究所
主席研究員

曾根崎

修

司
独立行政法人産業技術総合研究
所

ＴＯＴＯ株式会社

推進委員会

・研究実施場所：
総合研究所小倉研究部（小倉）

・研究実施場所：
中部センター（名古屋）

研究者派遣

・研究項目：
①高感度セラミックセンシン

サンプル供試

グ材料の開発

・研究項目：
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

再委託
国立大学法人九州工業大学（北九州市）
②生体分子固定技術の開発
国立大学法人東京工業大学（横浜市）
③生体分子利用技術の開発
株式会社堀場製作所（京都府）
②生体分子固定技術の開発
④センシングチップデバイス化技術の開発

推進委員会における登録委員

氏名

所属・役職

委員

桑原

誠

国立大学法人九州大学大学院総合理工学研究院

委員

高田

雅介

国立大学法人長岡科学技術大学電気系

委員

近藤

昭彦

国立大学法人神戸大学工学部応用化学科

教授

委員

上田

宏

国立大学法人東京大学大学院工学研究科

助教授
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教授

教授

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
年度

平成

１８

高感度セラミック

１９

２０

（単位：百万円）
２１

２２

合計

43

35

60

40

25

203

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

00

12

23

25

30

90

センシング材料
生体分子電極固定
技術

デバイス化技術
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、78報の国際誌への論文発表ならびに28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、中間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
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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
野経済研究所

矢

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。
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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【用語集】
液相析出法（LPD）：
金属塩（TiO2 の場合はフッ化チタン酸アンモニウム）を原料として、溶液（液相）中に
おける化学反応を利用し、結晶を析出する方法。低温において、微細・均質な合成が
可能。
ウィスカー：
棒状、ひげ状に成長した結晶。アスペクト比（長辺と短辺の比。円柱状の場合は直径と
長さの比）が非常に大きいのが特徴。
メソ孔：
直径 2‒50 nm の細孔。
マクロ孔：
直径 50 nm 以上の細孔
トリブロック共重合体：
複数の異なる単独高分子成分を部分構成成分（ブロック）とする直鎖高分子からなる
共重合体。
クリプトン吸着：
気相吸着により比表面積を測定する方法。吸着分子としてクリプトンを用いる。微小な
試料でも測定できる。
可溶化剤：
界面活性剤水溶液など、水に溶けにくい物質をミセルへの取り込みにより溶かす作用
ができるもの。
ミセル：
界面活性剤など両親媒性物質が、水に溶けて、親水基を外に親油基を内にむけて会
合した構造。
アナターゼ：
酸化チタンの結晶構造の一つ（正方晶系、低温型）。他の結晶構造として、正方晶系、
高温型のルチルおよび、斜方晶系のブルッカイトがある。
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光電流：
物質が光を吸収することにより生成された光電子の運動による電流。
エマルジョン：
乳濁液。液体中に液体粒子がコロイド粒子あるいはそれより粗大な粒子として分散し
て乳状をなす分散系。
FTO：
スズを主原料としたフッ素ドープ酸化スズの略。透明性、導電性を有する。シリコン太
陽電池の透明電極などに用いられている。
スピンコート：
半導体製造工程におけるウェーハへのレジストの塗布などに用い
割れているコーティング技術。ウェーハなどの基材を回転させること
により薄くかつより広範囲に均一な薄膜の塗布が可能。
シード層：
結晶化を促すための物質層。
抗体：
異物（通常、細菌やウイルスなどの外来病原体や人為的な注射などで体内に入るタン
パク質など｛抗原｝）の刺激により体内で免疫反応が起こる。その結果、異物（抗原）を
認識・排除するために体内に作られるタンパク質。抗原と特異的に結合する。
抗原：
免疫系が認識して反応を惹起する因子。抗体は抗原に結合し、最終的に複雑な免疫
系により、生体内から除去される。
モノクローナル抗体：
単一の抗体を産生する細胞により作られる抗体。モノクローナル抗体は
抗 原 中
一つのエピトープを認識し、結合する。
通常、抗体を産生する細胞と骨髄腫細胞（がん細胞）を融合させた融合細胞（ハイブリ
ドーマ）を用いて生産する。
エピトープ：
抗原の一部で、抗体と特異的に結合する特定構造単位（抗原決定基）。分子量は
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1000 程度である。
転写調整因子：
遺伝子発現の過程で、DNA から RNA へ情報が転写される際に必要なタンパク質性の
因子。RNA 合成酵素以外のもの。転写反応あるいは転写開始反応を正あるいは負に
調節する。
レセプター又は受容体：
生体中のリガンドに対する結合タンパク質の総称
リガンド：
低分子の物質で、生体に何らかの作用（レセプターに結合する）を持つものの総称
HFB:
ハイドロフォビンというカビ由来のタンパク質、非常に疎水性が高い。
ペプチド：
アミノ酸が数個（20 個未満）連結したもの。 これより連結数が多いとタンパク質にな
る。
EC-tag：
電気化学的に固定化が可能なペプチド、２価金属イオンのキレート作用を持つ。
Rho：
ローダミン、蛍光色素の一種（緑色）
StreptAvidin または SA：
ストレプトアビジン、タンパク質の一種でビオチンと強く結合する。
EPO：
エリスロポエチン、タンパク質の一種
Bio：
ビオチン、ビタミンの一種、ストレプトアビジンと強く結合する。
SRC-1 ペプチド：
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エストロゲンレセプターが結合するペプチド
E2：
エストロゲン、リガンドの１種で環境ホルモンである。
ER：
エストロゲンレセプターの略称、
DRE 配列：
ダイオキシンレセプターが結合する DNA 配列
AhR：
ダイオキシンレセプター
Arnt：
ダイオキシンレセプター補因子、AhR は単独では、DRE 配列に結合できないが、
Arnt が共存した場合、ダイオキシンの存在下で結合するようになる。
BPA：
ビスフェノールＡ
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評価

第３章

評価

１．事業の目的・政策的位置付けの妥当性
【評価検討会評価】
本研究は、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、高感度・高選択・迅速・
オンサイトに計測できる低価格の携帯測定器を開発する目的で、(1) 対象となる有機有害
物質と生体分子との結合の有無・量を電流信号に変換する高感度セラミックセンシング材
料（微細構造制御技術）
、(2) 生体分子をセラミックス電極上へ固定する技術（表面修飾技
術）、(3) 微量有害有機物質を高選択に捕捉するための生体分子の適正化技術および(4) １
枚のチップにマイクロ流路を備えたセンシングチップデバイス化技術の研究開発を行うも
ので、国民・社会のニーズに合致し、事業の目的は非常に重要で、政策的な位置付けは極
めて明確である。我が国の産業技術力として、他国の追従を許さない独自の先端的なキー
テクノロジーとして、ナノレベルでの部材構造の制御と分子認識特性ならびに感受特性の
向上のための革新的な製造技術として、光の計測を不要とすることで、画期的な小型化を
実現し、従来と比較して大幅な分析時間の短縮と専用の大型機器を不要とする簡便なデバ
イスの作製を可能とする技術に着目したことは、技術的な先進性があり、社会的にも大き
な意義がある。また、対象技術は、民間企業のみでは開発時間やコストがかかり問題解決
が図れず、早急な技術の導入・普及のためには、国の事業として実施する緊要性が極めて
高い。当該技術を、試料採取、前処理技術と組合せ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) 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。
【評価委員コメント欄】
○現時点では，本プロジェクトで開発されている手法が主流となるかに関しては不確定要
素が多い。しかし，安全・安心社会の実現のための重要な技術となる可能性がある。この
種の開発リスクを抱えた新しい試みには，国の支援が必要と考えられる。
○国民の安全・安心、国土の環境保全の一翼を担う必要技術であり事業である。民間企
業にとって、幅広い基礎技術と開発に求められる難しさの割に市場性において、いまひと
つのところがあり、緊要性が高いため国が関与するに値する事業である。
○環境ホルモン等のオンサイト測定が謳われているが、「標準液を計れるマイクロ・高感度
センサ」が実現しても、環境のオンサイト測定には必ずしもつながらない。底質、煤煙、
トランス油等の試料の採取、前処理をオンサイトで行う装置が無ければ、オンサイト測定

103

は困難であり、試料採取、前処理技術と組合せたオンサイト測定技術との組合せを検討す
べきである。
【推進課評価】
量産化が容易かつ独自のコンセプトによるマイクロセンサデバイスの開発として、国民の
安全・安心社会の実現のため、国が推進する科学技術政策として重要であり、かつ、先端
技術を早急にデバイス化し、社会導入を実現化するためには、開発に関わる機能や材料技
術等、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）が必要であり、
その基盤技術の開発では民間のみでは問題解決が図れず、国の事業として実施する緊要性
が極めて高い。
(2)事業目的は妥当で、政策的位置付け明確か。
【評価委員コメント欄】
○ここで提案された技術を確立するためには、産学官を含めた幅広い取り組みが必要であ
る。また、世界的に見て研究開発の進展が速い分野でもあるので、公的支援により迅速か
つ効率的に開発を進めることが望ましい。
○経済産業省のナノテクノロジー・部材研究開発プログラムに記載されている通り、政

策的位置付けは明確である。
【推進課評価】
事業の目的は非常に重要で、政策的な位置付け（上位施策等における位置付け）は極め
て明確である。本事業でのキーテクノロジーを応用するセンシングデバイスの研究開発は
世界にも例がなく、技術的な先進性がある。さらに、ナノレベルでの材料構造の制御技術
と分子選択性や固定化技術の向上に不可欠な化学的な技術が産学連携でのすり合わせのも
とに効果的に推進されている。
本研究開発の必要性については、素材技術と成形加工技術の融合による新たな展開を進
める、経済産業省のナノテクノロジー・部材研究開発プログラムに記載されている他、新
産業創造戦略（２００４年５月策定）に位置づけられている。
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２．研究開発等の目標の妥当性
【評価検討会評価】
概ね具体的かつ明確に目標及び目標水準が設定されており、指標設定も目標とする有害
有機分子のバイオセンサでの分子認識や感度向上にて必要とされる既存の大型機器が有
する性能を基準としており、本事業では、それらの機能を迅速かつ高感度で感知可能なマ
イクロデバイスの開発に向けた指標として適切である。環境負荷の低減、安全・安心社会
の実現に向け、小型・携帯型計測器に挿入可能な寸法のセンサ用部材として、ダイオキシ
ン類を選択的に感知し、光電流による高速感知といった新しいコンセプトに基づく試みで
ある。さらに、試料抽出溶液濃度：0.001〜0.1ng/ml で、0.1nA 以上の電流信号を有する
マイクロデバイス作製に向けた基盤技術の開発は、市販されている大型の分析機器に匹敵
する目標であり、蛍光・発色・発光化学法および他の電気化学的手法等と同様の信頼性、
再現性を有し、且つ簡便でコンパクト化が可能であり、簡便かつ高感度という点では他の
方法では困難な、極めて高い目標設定である。中間目標として設定している 0.1ng/ml に
おいても、本機能を検証する上で十分目標設定が高いといえる。

【評価委員コメント欄】
○現時点では妥当である。
○検知対象物質、検知目標濃度等の明確な目標が、大型機器の性能を基準に設定されて

おり、適切かつ妥当である。
○化学増幅･電気化学測定等の方法で 0.01ng/ml 以下の検出下限を達成している例が散見さ
れる。従って「世界的にも極めて挑戦的」と言うのは如何か？また、このような他の高感
度･簡易な測定方法との優劣の比較が必要である。

【推進課評価】
非常に具体的かつ明確に中間評価時点で達成すべき水準が設定されており、指標設定も
極めて適切である。
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３．成果、目標の達成度の妥当性
【評価検討会評価】
本技術開発は、高選択制かつ高感度が必要な環境センサとしての技術要素として、化学
的な相互作用を精密に制御可能な有機化合物による「分子認識機能」と、環境安定性に優
れ電気半導性を有する無機化合物（セラミックス）での「信号変換機能」をあわせて利用
する新しい概念に基づくものである。さらに、バイオ分野とセラミックスという素材分野
との水平連携と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。
セラミックスの部材開発とそれを利用する生体分子の固定化技術の開発は、共通基盤技
術として重要であり、生体分子の固定化のために、酸化亜鉛、酸化スズ、酸化チタン等の
多孔質酸化物電極の形成および任意の膜厚に制御し、ウィスカーまたはナノシートが集合
した凹凸の電極を形成するプロセス技術を確立し、対象有機分子の通路として 10 1000nm の寸法の孔の形成することが可能となった。さらに、有機色素を用いた検知機能
の検証として、溶液中における赤外線レーザーでの励起により、S/N 比 3 以上で、いずれ
の電極でも数十 nA 以上の光電流が検出可能であることを検証している。特に酸化亜鉛薄
膜が電極として高い性能を示している。
今後、デバイス化に向けたセラミック部材とセンシング有機分子とのマイクロ流路内
でのマッチング等を確認し、選択的分子の検出が可能であることを示すことが重要であ
り、複合機能の早急な検証が必要である。本研究開発成果における個別テーマにおける中
間目標達成度は一部目標数値を達成していないが、現在の技術レベルから本年度中に達成
可能な見込みであるため、目標は概ね達成される見通しと考える。
一方、事業後半では固定化技術、利用技術等での重複検討を無くし、相互連携が可能な
テーマとしての効率化も含めて推進することが必要。

（１） 成果は妥当か。
【評価委員コメント欄】
○個々の要素技術開発では、従来にない新たな知見も得られ、妥当な成果が得られてい

る。
○目標濃度（0.1ng/ml）の濃度での測定が可能ことを示す明確なデータが無い（タンパク
質の計測濃度から、有害物質の検出濃度を推定している）
。これで目標を１００％達成して
いると断言することは疑問。その他に関しては、現時点では妥当である。
○ナノ構造を有する光半導体の光電流測定という方法自体は面白いことは確かである。但
し、他の方法(化学増幅と電気化学測定あるいは表面プラズモンセンサ)との組み合わせ、
競合免疫測定と表面プラズモンセンサとの組み合わせ等の方法と比べて「何が、どう優れ
ているのか」のデータがない。また、生体分子固定化技術でのシランカプラーの使用およ
び吸着法は極めてポピュラーな方法で、国のプロジェクトとして特に独立した項目を立て
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て推進すべきものとは考え難い。

○ダイオキシン、エストロゲンの蛍光検出においては、目標値に対して十分有意な結果が
得られているかと思いました。光電流測定においては、目標に比べ十分な SN 比が達成され
ていないものの、携帯型機器によるオンサイト計測を目標とした産業デバイス技術の創造
という観点に立つと、本測定法による生体高分子の計測技術は、環境領域における有害物
質の計測にとどまらず、生物・医学領域を含めた応用可能性の高い技術と成り得ると思い
ます。目標達成が望まれる技術です。有機物質の光電流測定法が確立されることの意味は
大きいかと思います。
【推進課評価】
生体分子の固定化のために、酸化亜鉛、酸化スズ、酸化チタン等の多孔質酸化物電極の
形成および任意の膜厚に制御し、ウイスカーまたはナノシートが集合した凹凸の電極を形
成するプロセス技術を確立し、対象有機分子の通路として１ 0 - 1000nm の寸法の孔の形成
することが可能となった。さらに、有機色素を用いた検知機能の検証として、溶液中にお
ける赤外線レーザーでの励起により、S/N 比 3 以上で、いずれの電極でも数十 nA 以上の光
電流が検出可能であることを検証している。特に酸化亜鉛薄膜が電極として高い性能を示
している。しかしながら、検出電流には膜厚依存性があり、膜厚が増加すると粒子界面の
増加により抵抗値が増加し、検出電流の低下が確認されている。生体分子の固定化方法と
して、ＤＮＡの場合はシランカップリング処理、タンパク質の場合は半導体の複合化によ
る選択的な物理吸着方法を開発した。直接的なＤＮＡハイブリダイゼーション及び免疫ア
ッセイにより、生体分子の直接的な測定を行い、中間目標を十分達成可能な分子固定化技
術が開発できた。また、有害有機分子を選択的に検出するレセプター分子として、エスト
ロゲンレセプター、ダイオキシンレセプターおよびビスフェノール A 結合タンパク（２種
類）を開発し、相互作用するタンパク質でのレセプター結合アッセイにおいては、蛍光検
出での中間評価目標に匹敵する性能は確認できている。デバイス化に向けて重要な技術と
して、マイクロ流路を持つチップデバイスの設計において必要なプロトタイプ検出器の試
作も着手し検証システムが得られていることは評価できる。開発センシング部材としての
光電流検出用セラミック電極、有害分子固定・検出での有機色素、生体分子固定技術とい
った各要素技術については一定の成果が得られており、論文や発表等も積極的に行われて
おり、国内外の技術的評価も高い。
（２）目標の達成度は妥当か。
【評価委員コメント欄】
○0.1ng/ml の感度に達しておらず、
（この感度でも最終目標にはほど遠い）100%達成とはい
えない。
○論文などの成果が本研究の目的と内容に直接合致しているか疑問あり。
○有害物質を 0.1ng/mL（SN 比 3 以上）で検出する、という目標は１００％達成できていな
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い。また、｢センシングデバイス化技術の開発｣では周辺機器も含めどの程度達成したのか
は、資料を見ても判断できない。他に関しては、現時点では妥当である。
○個々の要素技術開発では、従来にない新たな知見も得られ、妥当な成果が得られてい

る。一方、生体分子固定技術では目標となる有害有機物の測定が行えていない点、生体
分子利用技術では光電流測定で光電流値が低く目標に達していない点等はあるが、その
要因と改良手段の方向性は把握しており、中間目標としては概ね達成された。
【推進課評価】
高感度セラミックセンシング材料の開発においては、ナノ構造で凹凸を制御した半導体
電極では、目標値を超える 10-1000nm のレベルの凸凹を有する酸化亜鉛等の導電性セラミ
ックス電極の形成と 10-7A レベルの高い電流検出が可能となる成果が得られており、本プロ
ジェクトの電極部材としては、中間目標値を十分達成している。
生体分子固定技術開発では、現状、平板透明半導体薄膜電極を用いた場合、センサ性能
としては目標となる有害有機物質濃度（0.1 ng/mL）とモル換算で同等のタンパク質(1 nM =
10 ng/mL) が測定できており、S/N 比の点から鑑みても十分目標値は達成している。
生体分子利用技術の開発では、受容体を利用したバイオアッセイ系を構築し、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信号強度を蛍光検出で確認し、モル
換算では目標濃度（0.1ng/ml）の濃度での測定が可能であり、その相関係数も 0.9 以上で
ある事が確認できている。また、ビスフェノールＡに結合する新たなタンパク質を 2 種同
定できた。ビスフェノールＡの生体への関与が現在も不明な為、その反応メカニズムも含
め、学術的価値が非常に高いと考えられる。
一方、生体固定化技術の目標値レベルでの定量性は確認できているものの、有害有機物
質（ダイオキシン、エストロゲン）の光電流測定では、最終的なデバイスに必要な光電流
値が想定の１／５と低いため、0.1 ng/mL において電流値の SN 比 3 以上を達成する試験
が行えておらず早急な確認が必要である。しかしながら、問題となる分子の配向性、固定
化密度、等の要因は特定できており、改良が可能なため、年度内での目標値の達成は可能
であると思われる。
事業の成功のためには、早急にこれらの確認を行う必要があるが各要素の成果としては
学術的にも産業デバイス技術としても高いレベルのものと評価する。
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４．事業化、波及効果についての妥当性
【評価検討会評価】
本テーマについては、本研究開発後も実施者において５年後の市場投入を目標にコスト
削減や製品機能安定化のための研究開発が継続され、また、今回開発した成果を基に JIS
規格等への提案を進める事が望ましい。
（１）事業化については妥当か。
【評価委員コメント欄】
○オンサイト測定システムの実用化のためには、冒頭に記載のように環境試料の採取、前
処理、センシングに至るシステムの開発が必要である。本プロジェクトではセンサデバイ
スの研究計画は明瞭だが、センサの周辺システム(送液、表示、記録その他)のデザイン、
仕様は不明瞭であり、前処理は範疇外と言うことでは実用化がおぼつかないのではない
か？。
○基礎的な評価技術の成果から期待感は大きいが、もう少し具体的なデータまたは成果に
基づいたもので市場性の波及効果を評価したい。
○この市場予測および波及効果はやや疑問。過大評価していないか。
○超高感度・安価・迅速なオンサイト計測デバイスの可能性を拓くための技術的な挑戦と
しては高く評価できるものであり、環境測定分野での波及効果が見込まれる技術だと思い
ます。5 年後の市場投入の可能性を是非、実現していただきたいと思いますが、まず、2 種
ある測定方法のうちどちらを採用し、商品化へと繋げるかの確定が重要となるかと思いま
す。臨床医療応用のためには、安定的な計測技術の確立とともに、さまざまなハードルが
存在するため、一足飛びな期待値を表明するのは難しい段階にあるのではないかとも思い
ました。
【推進課評価】
本テーマについては、本研究開発後も実施者において５年後の市場投入を目標にコスト
削減のための研究開発が継続されている。マイクロチップデバイスの開発では、テーマ①、
②での基盤技術の開発検証も概ね順調に進んでおり、目的とする電極構造形成プロセスお
よび分子認識のための技術が確立すれば、チップデバイスへの導入は早急に可能と考えら
れる。さらに、検証用のマイクロ流路を有する検出デバイスの設計・試作も進められてい
るので、開発されたセラミック半導体電極構造の制御プロセスを利用し、中間目標で得ら
れた検証成果をもとに、各要素の複合化および機能向上を順調に進めることにより、製品
化ならびに事業化への見通しは十分ある。
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（２）波及効果は妥当か。
【評価委員コメント欄】
○今後、各要素技術の統合・改良を行うことにより、低濃度感度の向上、光電流測定の電
流地向上が達成され、事業化への見通しは十分にある。本技術の要素技術は広く波及効果
が期待できる。
○最終目標達成の道筋が見えていない段階では事業化に関して評価することは難しいが、
計画通り研究開発が進展すれば、事業化の可能性はある。さまざまな技術開発がなされて
おり、現時点の結果では、波及効果が大きいとは断言できない。しかし、可能性は否定し
ない。
○前処理を考えないのならむしろ血液あるいは尿を試料とする臨床システムへの利用の方
が考えやすい。更にセンサチップのコストも相対的に高くても済む。
。
○セラミックの半導体特性を生かす光電流を指標とするセンシング特性が既存法と比較し
て優位性が明確でなく、有害物質をバイオセンシングすると波及効果がみえない。
○「独創的な結合分子の固定と高感度検出が可能」な半導体製造技術の確立は、高く評価
できるものだと思います。ただ、マイクロ流路チップデバイスの作り込みについては、計
測方法の確立が十分なされていない現状では、安価・高効率のための検討が十分できる段
階にはないのではと思う。
【推進課評価】
本高感度環境センサ部材技術は、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 億円以上の市場が形成
されると見込まれている。以上のことからも、波及性はあり。本技術は、環境ホルモンの
分析分野のみならず、臨床医療等のデバイスとしても応用されることが期待できる。本研
究開発は、高感度のセンシングを可能とする多孔質セラミック半導体電極の製造技術とそ
の形態制御技術を可能にし、マイクロ流路チップデバイスへの作り込みも容易な技術が開
発されているので、それらを応用する多種のセンシングデバイスや次世代機能デバイスへ
の応用が期待できる。さらに、開発が進められている特定有機分子の検知メカニズムにお
いても、従来にない独創的な結合分子の固定と高感度検出が可能である。そのため、コン
パクトなシステムにて、光を利用し直接的に光電流として電気信号での定量化が可能なた
め、センシングが必要な有害有機分子に対する結合分子等の適応分子種類を広げることに
より、臨床医療等に重要なタンパク質やホルモン等の生体分子の測定応用展開でも注目さ
れている。以上の事から本研究開発での要素技術は種々の波及効果が期待できる。

110

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
【評価検討会評価】
３年間の事業計画に基づきプロジェクトリーダーの指揮の下、適切でかつ効果的な研究
開発が実施されており、開発計画も、高感度環境センサでの性能向上や製品化に必要な要
素技術として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およ
び③生体分子利用技術の開発にて設定目標を目指した開発を進めるとともに、研究員やサ
ンプルの交差を柔軟に行い、相互の研究成果でのすり合わせを密に行うことにより連携し
た技術として中間評価では成果をあげている。さらに、①〜③での技術を用いたデバイス
試作・検証として④センシングチップデバイス化技術の開発も進めており、その組みあわ
せについてはバランスのとれたものとなっている。また、開発に当たっては、新しい検知
技術として機能コンセプトとそのために必要な素材の構造制御による性能向上といった、
異種技術が融合した技術目標が高い開発なため、大学教授等の外部有識者からなる推進員
会を設置し、研究開発での技術的な意見を聴取し、計画に反映させた点も評価できる。

【評価委員コメント欄】
○高感度環境センサ部材開発に必要な要素技術の適切な切り分けを行い、各要素技術に

対し適切な外部有識者の協力を得て、それらの統合を図っており、また要素技術開発か
らデバイス開発まで、明確な目標を設定し推進を行っており、妥当である。
○妥当である。ただし、本プロジェクトを成功させるために、実施者のより一層の努力を
求める。
○本プロジェクトは素子開発に偏り、センサを含む測定システムの開発(センシングチップ
デバイス化技術)に若干、具体性が乏しく、本来的には必須の前処理システムの開発が行わ
れていない。一方で、「生体分子固定化技術」および「生体分子利用技術」において研究の
方向が類似している点も認められる。これらについて一層の差別化を図るともに、「生体分
子固定化技術」の成果の一層の展開が望まれる。
（１） 研究開発計画は適切かつ妥当か。
【推進課評価】
研究開発計画は、適切である。
環境ホルモン等の有害有機分子を選択的に固定化し、光励起により生じる光電流を高感
度に検知する性能を検証し、コンパクトなマイクロデバイス内に作り込む必要がある。さ
らに従来にある大型の分析機器に匹敵する性能をつくり込む事を開発目標とし、そのため
に不可欠なセラミック半導体電極の構造や伝導性等の機能を向上させるプロセス技術、目
的分子を選択的に固定化し定量化のための電気信号へ変換する機能、さらに目的分子の選
択制を向上させる分子設計技術、ならびに開発技術を融合しデバイスとして高速高感度検
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出を可能とするデバイス技術を並列して進める事により、要素技術から試作・検証技術に
向けた研究計画となっているので、実用に向けた効率的な研究計画となっている。
（２） 研究開発実施者の実施体制・運営は適切かつ妥当か。
【推進課評価】
５年間の事業計画に基づき、中間評価までの３年間プロジェクトリーダーの指揮の下、
要素技術から試作検証技術までバランスよく、適切かつ効果的な研究開発が実施された。
開発に当たっては、外部有識者の意見を聞き社会動向や技術の動きを解析しながら、事業
を推進している点は評価できる。さらに各テーマでの研究員の交差を積極的に進め、研究
開発テーマ間の密な連携を進めている事も評価できる。一方、「生体分子固定化技術」およ
び「生体分子利用技術」において研究の方向の重複も認められる。これらを効率化して少
なくとも測定システムの設計、試作(センシングチップデバイス化技術)を強化するような
方策を考えた方がよい。
（３） 資金配分は妥当か。
【推進課評価】
研究計画に基づき、各開発テーマでの開発段階に応じ重点化しており、資金配分は極め
て妥当である。
（４） 費用対効果等
【推進課評価】
開発されるセンサデバイスは、最終目標を目指して順調な開発が進めば、従来にない小
型かつ低コストのセンシングデバイスとして市場形成が期待できる。さらに、それぞれの
チップデバイスは作製が用意で大量生産も可能なため、事業終了後の短期間の検討により、
早急に製品化が見込まれる。よって、本事業に投入された資源量に対して、より大きな効
果が得られる見込みがある。
（５） 変化への対応は妥当か。
【推進課評価】
本研究開発関連分野は社会的にも注目されており、技術競争も激しい分野であるが、従
来の開発の延長では目的とする検出機能を満足する技術が開発されていない。一方、本研
究開発では、従来にない検出機能を提唱しその性能向上のためのセラミック電極部材およ
び機能分子の開発を進めているが、それらの開発においては最新の研究開発状況の変化を
的確に把握し、研究開発に取り入れて高性能化を検討している。さらに、適応分野におい
ても社会状況をふまえて技術展開が可能となるように柔軟な対応を進めている。
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6.

総合評価

【評価検討会評価】
本事業は、簡便かつ高感度で有害な有機物を迅速に検出可能な新しい環境センサを開
発するものであり、従来法では達成できなかった対象有機分子をマイクロ流路にて選択
的に捕まえて電極上へ固定化するセンシング分子の開発、およびＬＥＤ等の光により励
起された光電流を効果的に感受するためミクロな凹凸構造と導電性の両者を有する汎用
性の高いセンシング部材の開発である。これらの研究開発は、従来、十分感度の高い測
定法が無かったため、クリーニングや濃縮といった前プロセスでの工程が複雑で検出時
間や分析コストがかかっていたダイオキシン等の有害有機分子の検出を、持ち運び可能
な小型のチップデバイスにて簡便に定量化可能な新規デバイスの創成につながる。実際
のチップデバイスを想定したマイクロ流路デバイスの試作も行い、中間目標レベルでの
要素技術の融合により、流通下での対象有機分子の検出が可能なことを検証している。
現状成果による判断として、高感度センサとして必要な部材要素技術はおおむね順調
に開発が進んでおり、今後、より高い性能へのレベルアップおよび実用的な条件での検
証へ早急に進むことが期待できる。以上の結果より、研究目標や開発計画における大き
な問題は見られないが、より周辺の技術の進歩状況を見つつ最終目標ならびに、短期間
での開発成果の市場導入が可能とするよう問題点の整理と対策を効率よく行う必要があ
る。
【評価委員コメント欄】
○本プロジェクトは素子開発に偏り、センサを含む測定システムの開発(センシングチッ
プデバイス化技術)に具体性が乏しく、本来的には必須の前処理システムの開発が行われて
いない。一方で、「生体分子固定化技術」および「生体分子利用技術」において研究の方向
の重複も認められる。これらを一本化して少なくとも測定システムの設計、試作(センシン
グチップデバイス化技術)を強化するような方策を考えた方がよいと思われる。研究を効率
的に推進するためには、例えば、光電変換効率が高く、非特異吸着が少ない半導体がベス
トの材料であると判断されたら、その材料に合った固定化法を検討するといったトップダ
ウンの方策が必要となる。しかるに半導体は半導体で開発し、固定化では吸着しやすい材
料を求めているようなやり方では効率よく進んでいるとは言い難い。この意味でもサブテ
ーマ数の減少が有効であろう。
○得られているセンシング特性から見る以上は、必ずしも高い評価はできない。
○｢光感応色素での光電流検出機能の向上や模擬分子での 0.1ng/ml レベルの検出が可能な
事を確認できた｣を明確に示す実験的根拠が見当たらない。この表現は｢0.1ng/ml 相当検出
が可能な事が推定できた｣くらいが妥当であると思われる。「レベル」と「相当」では意味
が若干異なる。
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【推進課評価】
本事業は，安心・安全な社会の実現に向け，導入・普及が容易な高感度センサデバイス
の開発のための部材開発といった重要なミッションがあり，国民の生活を脅かす微量の有
害有機物や疾病関連有機物の存在を早期に発見することにより、重大な被害をもたらすリ
スク回避や｢疾病関連有機物の発見｣「医療費の低減」といった早期治療による医療費等の
低減にも直結する。これら技術の達成においては、センシングのための有機・無機の異種
材料技術の融合と実用的かつ先端的な技術の組みあわせが不可欠であり、民間企業のみで
は研究開発の遂行が不可能であり目標を達成するためには国が関与する意義がある。また、
セラミックスの電極基板の微細構造を作製する部材開発を早急に進めるとともに、対象と
なる有機分子を固定化する技術との融合を縦断的に進め、さらにマイクロ流路での連続検
出やＳ/Ｎ比向上技術といった計測技術も効果的に融合深化させ検証を行う必要があるため、
開発実施体制として、プロジェクトリーダー主導のもと、研究員の最適配置や連携を積極
的に進め、必要不可欠な資源を有効に活用する開発が進んでいる。大型機器と同等の検出
性能をポータブルな機器で可能という市場導入に不可欠な必要な最終目標に向け、設定し
た検知電極の構造制御として分子の大きさにマッチする 50-数 100nm レベルの孔の配列を任
意に形成可能な技術を開発し、従来のスパッタ法で形成する半導体セラミック電極に比べ
て高い検知感度を持つ部材を開発している。さらに、個々の技術としては、光感応色素で
の光電流検出機能の向上の見通しや、模擬分子で 0.1ng/ml 相当の検出が可能な事を確認で
きた。一方、光電流を指標とするセンシング原理の実証については中間目標値を達成する
見込みは得ているが、具体的なデータが出ていない。今年度中での実証データの取得と目
標値の達成確認を早急に行うべきである。生体分子の機能化として、対象となるダイオキ
シン等の分子を捕まえて半導体電極に固定化可能な新規分子の開発にも成功している。
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７．今後の研究開発の方向等に関する提言
【評価委員コメント欄】
○

各要素技術開発では妥当な成果が得られており、今後、更に高い最終目標の達成に向
けて、各要素技術の統合、実用性の検証を早急に実施し、各要素技術開発にフィードバ
ックして目標を設定し直すことにより、開発が推進されることと期待します。目標の安
価なものに仕上げるには、製造工程からセンサ間のバラツキをどう抑えるかがキーポイ
ントとなると思われる。

○

本プロジェクトは素子開発に偏り、センサを含む測定システムの開発(センシングチ
ップデバイス化技術)に具体性が乏しく、本来的には必須の前処理システムの開発が行
われていない。一方で、
「生体分子固定化技術」および「生体分子利用技術」において
研究の方向の重複も認められる。これらを一本化して少なくとも測定システムの設計、
試作(センシングチップデバイス化技術)を強化するような方策を考えた方がよいと思
われる。さらにデバイス開発においても独自性の高い方法であることは認めるが、本方
法の特徴と欠点(電源の他に光源を必要とする等)を十分意識した上での研究開発の遂
行が必要と思われる。

○ ダイオキシンやエストラジオールを 1pg/ml レベルで検知するとする最終目標に対し
て設定された中期目標値である 0.1ng/ml の感度に対する成果が見えておらず、最終目
標に至る技術的可能性がよく見えない。特に光電流を指標とするセンシング原理が既存
法に比べ優位に立つための今後のプロセスを明確にすべきであるのではないかと思う。
○

実サンプルで目標を達成できることを早急に示して欲しい。周辺装置も含めた機器構
成を示して欲しい。更に詳細な市場調査を行って欲しい。

○

有機化合物、生体高分子の携帯型機器によるオンサイト計測を目標としたデバイスの
創造という観点に立つと、十分な SN 比を確保できる光電流測定法が確立されることの
意味は大きいかと思います。オンサイトという様々な環境化での測定を想定すると、標
識二次抗体を利用する場合には、計測値に影響を与える要因が増加する可能性があると
思います。そういった複雑な要因を排除できる可能性が光電流計測技術には感じられま
す。したがってこの技術には、環境領域における有害物質の計測にとどまらず、生物・
医学領域を含めた応用可能性の高い技術として期待されるところが大きいと思う。
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８．個別要素技術について
【評価委員コメント欄】
（１）高感度セラミックセンシング材料の開発
○この技術が本研究の独自性のより所になっているのは間違いない。興味ある技術である
が、他の手法との欠点、利点の比較をより明確な形で提示し、最終目標が本法でクリアで
きることの論拠をより明確な形で示して欲しい。他の方法のサーベイを十分行い比較検討
を行いながら長所を生かす工夫をしないと、ユニークな素子は出来たが利用されない、と
言うことに成りかねない。
○この種のバイオセンサで実検体を扱う際には洗浄工程が必要となる。ここで開発してい
る材料は、表面積の増加という観点では高感度化に寄与すると思われるが、洗浄には極め
て不利な構造となっている。
○各種の材料・各種の手法で目標を達成しており、また最終目標（表面積が投影面積の５
０倍以上）に対しても既に目処が立っている様であり、良好。
（２）生体分子固定化技術
○現時点では、独自性のある技術の利用が全くなされていない。成果も十分とは言い難い。
生体分子の利用技術とは本来的にも研究内容が重複するところが大きいと思われるので、
これらの統合を視野に入れるべきと考える。
○すでにレセプター系を利用したバイオセンサは数多く報告されている。色素を利用した
光電流検出型のバイオセンサのメリットはどのように考えるか。
○有害有機物質濃度 0.1ng/ml における電流 SN 比３以上の測定が、未着手の様であるが、
最終目標 0.001ng/ml は更に 2 桁高い値で、現状とギャップが有ると思われるが、達成見込
み・開発の方策について、説明が望ましい。
（３）センシングチップデバイス技術の開発
○ほとんどセンサとセルとの開発の域を出ていない。全体のシステム構成、仕様の具体化
が急務である。
○デバイス化はまだ進んでいないとの印象を受けるが、それほどの微細化は必要としない
ので、デバイス化自体はそれほど困難ではないであろう。それより、送液用ポンプ、効率
的な洗浄工程などを考慮に入れたデバイス設計が必要であろう。
○測定値の「定量性」に関して、目標課題の「感度相関係数 0.9 以上」と共に、個々のセ
ンサの「感度バラツキ」も大きな課題か？と懸念しますが、いかがでしょうか？その場合
には、個々のセンサで「検量線を引く事」を想定されていますか？（コストへのインパク
トも懸念されますが）。

116

第４章 評点法による評点結果
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第４章

評価法による評点結果

「高感度環境センサ部材技術開発」に係るプロジェクト評価の実施に併せて、以下に基
づき、本評価検討委員会による「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、本格的に導入の是非につい
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価法について、
（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的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 17 年 4 月 1 日に改訂された「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）

評価結果をできるだけわかりやすく提示すること、

（２）

プロジェクト間の相対的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、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、評価結果
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、評点結果は分野別評価、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《判断基準》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）

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

2.92

0.20

２．研究開発等の目標の妥当性

2.83

0.41

３．成果、目標の達成度の妥当性

2.42

0.20

４．事業化、波及効果についての妥当性

2.83

0.26

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

2.87

0.24

６．総合評価

2.77

0.20

平均点
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「高感度環境センサ部材開発」プロジェクト評価（中間）
今後の研究開発の方向等に関する提言に対する対処方針
提 言

対 処 方 針

○ 各要素技術開発では妥当な成果が得られており、 ○ 最終目標の達成に向けて、要素技術の統合やフィードバック等を経
今後、更に高い最終目標の達成に向けて、各要素技
て、本技術に関する社会の動向等を見据えて設定目標のクリアにとど
術の統合、実用性の検証を早急に実施し、各要素技
まらずより高い技術成果を狙う方針である。また、成果目標の達成にお
術開発にフィードバックして目標を設定し直すことに
いてバラツキを含めた製造工程等を意識した開発も進める方針。
より開発が推進されることと期待します。目標の安価
なものに仕上げるには、製造工程からセンサ間のバ
ラツキをどう抑えるかがキーポイントとなる。
○ 本プロジェクトは素子開発に偏り、センサを含む測 ○ 既存技術の組合せを含めた前処理システムについての検討を行うと
定システムの開発(センシングチップデバイス化技術)
ともに、「生体分子固定化技術」ならびに「生体分子利用技術」での相
に具体性が乏しく、本来的には必須の前処理システ
互検証としての重複を無くし効果的に連携を測り融合を進める方針。ま
ムの開発が行われていない。一方で、「生体分子固
た、デバイス試作・検証において、デバイスとしての技術的な欠点等を
定化技術」および「生体分子利用技術」において研究
抽出し、本技術の特徴を生かした開発を進める。
の方向の重複も認められる。これらを一本化して少な
くとも測定システムの設計、試作(センシングチップデ
バイス化技術)を強化するような方策を考えた方がよ
いと思われる。さらにデバイス開発においても独自性
の高い方法であることは認めるが、本方法の特徴と

1

欠点(電源の他に光源を必要とする等)を十分意識し
た上での研究開発の遂行が必要と思われる。
○ ダイオキシンやエストラジオールを 1pg/ml レベルで ○ 最終目標での成果達成を目指し、ダイオキシンやエストラジオール等
検知するとする最終目標に対して設定された中期目
の目的物質での光電流での検出レベルの検証を早急に行い、目標値
標値である 0.1ng/ml の感度に対する成果が見えてお
の達成と他手法と比較した優位性を明確化する。
らず、最終目標に至る技術的可能性がよく見えない。
特に光電流を指標とするセンシング原理が既存法に
比べ優位に立つための今後のプロセスを明確にすべ
きであるのでは。
○ 実サンプルで目標を達成できることを早急に示して
欲しい。周辺装置も含めた機器構成を示して欲しい。
更に詳細な市場調査を行って欲しい。

○ 同上。
○ 周辺装置を含めた機器構成の最適化や市場調査を含めた各種分野
への適応性検証も行う方針。

○ 有機化合物，生体高分子の携帯型機器によるオン ○ 同上。
サイト計測を目標としたデバイスの創造という観点に ○ 本技術の目標値の達成を目指すとともに、成果を用いる生物・医学領
立つと、十分な SN 比確保できる光電流測定法が確
域を含めた多種のセンシングデバイスや環境領域における次世代機
立されることの意味は大きいかと思います。オンサイ
能デバイス等へ応用可能性についても視野に入れた開発を進める方
トという様々な環境化での測定を想定すると，標識二
針。
次抗体を利用する場合には，計測値に影響を与える
要因が増加する可能性があると思います。そういった
複雑な要因を排除できる可能性が光電流計測技術
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には感じられます。したがってこの技術には、環境領
域における有害物質の計測にとどまらず、生物・医学
領域を含めた応用可能性の高い技術として期待され
るところが大きいと思います。是非、実現のほど宜しく
お願い申し上げます。
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