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1．はじめに

ポストゲノム時代のバイオチップに期待されるの

は、テーラーメード医療や創薬開発を始め、食品産

業、環境産業、ヘルスケアなどの広範な産業への貢

献である。例えば、米国におけるバイオチップ製品

およびサービス需要は年率 20％で伸び、2008年に

は 21億ドルに達すると予測されている。創薬、疫

学研究、遺伝子発現プロファイリング、蛋白質解析

など用途は多岐にわたる。同時に、ナノテクノロ

ジーやMEMSに代表されるリソグラフィーや自己

組織化による微細化技術、ナノチューブ・ナノワイ

ヤーを用いた分子操作技術の開発など、ナノメー

ターサイズ、分子レベルを扱うことができる新たな

技術の動きが急速に展開しつつあり、バイオチップ

の基盤技術としてだけでなく既存の学問分野の枠を

超えて科学技術の融合が加速されている。特に、半

導体微細加工技術によるナノデバイス・エレクトロ

ニクス技術と遺伝子・タンパク質・細胞などのバイ

オ材料とを融合したナノバイオエレクトロニクスの

分野が形成され、今後のバイオチップ産業の基盤技

術の中心になると思われる。本稿では、上記技術の

中から近年注目されている研究内容をいくつか紹介

する。

2．MEMS技術による一分子計測

従来のタンパク質機能解析のほとんどの手法で

は、分子の集団としての振る舞いの平均化された値

を解析してきた。つまり、一分子の性質はこのよう

な平均化によって解析することは困難であった。し

かしながら、近年反応溶液を物理的に極小領域に閉

じ込めることで、一分子計測法を達成した例がいく

つか報告されている。例えば、通常の生化学実験で

の極小容積である 1 µLに酵素 1分子だけ封入した

場合、一分間にわずか 600個程度の反応生成物がそ
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の中で生成されるため濃度に置き換えると 1 fM

（フェムトモル）にしかならず、既存の検出方法で

は検出することは困難である。しかしながら、容積

1 fL（フェムトリットル）に封入した場合、600個

の反応生成物は 1 µMとなる。これは生化学的に十

分検出可能なレベルといえる。この概念に従って、

藤田らのグループは図 1に示すようなフェムトリッ

ターオーダーのチャンバーを作製し一分子計測を実

現した 1）。まず、プラズマイオンエッチング装置に

より異方性エッチングを行い、半径 1.1 µm、高さ

1.5 µmの円柱構造アレイをシリコンウェハ上に製

作した。次に、これを鋳型として PDMSシートを

作製すると、PDMSシートの表面にフェムトリッ

ターオーダーのチャンバーを規則正しく整列させる

ことが可能となった。このように作製されたフェム

トリッターチャンバーを用いることにより、β-

galactosidaseや F1-ATPaseの一分子酵素反応の測定

に成功し、超高感度計測を可能にするデバイスを実

現した。さらに、フェムトリッターチャンバーを用

いることで DNA一分子を可視化することができ高

感度な PCR検出系としても有用であることが実証

されている。

図１　フェムトリッター容積の反応チャンバー

2．バイオデバイス

（2）マイクロ・ナノ加工技術を用いたバイオエレクトロニクスデバイス



3．ナノ粒子・ナノポアを利用した電気的
遺伝子解析技術

ポストゲノム解析の時代に向け、今後は遺伝子情

報の解析、利用が大きな課題となり、そのための

様々な周辺技術が重要となってくる。なかでも小型

化を指向した DNAチップの開発にとっては多種機

能の集積化が必要であり、そのためにはミクロン、

あるいはナノサイズで分子を配置することができる

表面修飾や微細加工技術などのナノテクノロジーが

重要となる。最近では、このようなナノテクノロ

ジーをベースに、小型で感度に優れた電流や電位な

どの電気シグナルを計測する遺伝子解析技術の開発

が活発に行われている 2-4）。例えば、金表面に化学

吸着するチオール化合物の特性を活かして金電極や

金ナノ微粒子表面に DNAを修飾する方法や DNA

の分子サイズまでナノ構造制御したデバイスと電気

計測を組み合わせて DNAチップへ応用する例が多

く報告され、バイオ計測法の新規機能解析技術とし

て将来性が期待されている。

1996年以降、金ナノ微粒子-DNAコンジュゲート

を用いた DNAハイブリダイゼーション検出法が開

発されてきた。この方法では、ターゲットとなる

DNAと金ナノ微粒子上のプローブ DNAの二重鎖形

成を行わせることで金ナノ微粒子を凝集させ、色調

の変化で DNAハイブリダイゼーションの検出を行

う。さらに、最近では、この金ナノ微粒子-DNAコ

ンジュゲートを用いて、電極ギャップ間における電

気シグナル変化を測定することにより DNAハイブ

リダイゼーションを検出する方法が報告されてい

る。Parkら 3）によって提案された手法は、20 µm

の電極ギャップ間にターゲット DNAの配列の半分

と相補的に結合する配列をもった DNAを固定化し

た後、そのターゲット DNAの残りの半分の配列と

相補的に結合する DNAを固定化した金ナノ微粒子

を用いて、ターゲット DNAと同時に反応させると

金ナノ微粒子が基板電極間上に付着する。さらに、

還元反応により金ナノ微粒子表面に銀を沈着させて

DNAに結合した金ナノ微粒子の粒径を大きくし、

それを電極ギャップ間に敷き詰めることで電気シグ

ナルを得る方法である。この方法を用いると、完全

相補鎖となるターゲット DNAのみが電極ギャップ

間に金ナノ微粒子の付着を進行させることが可能で

ある。そのため、完全相補鎖となるターゲット

DNAと結合した金ナノ微粒子表面で銀の沈着を進

行させると電極ギャップ間での電気伝導性が向上

し、ターゲット DNAにおける一塩基の相違を電極

ギャップ間における電気抵抗の変化から十分に検出

可能となる。さらにこの方法の検出感度は、500 fM

という低濃度でもターゲット DNAを検出すること

に成功している。

また、微細加工技術を組み合わせた遺伝子解析技

術として、ナノポアによる DNA単一分子の検出法

が提案されている 4）。この方法では、αヘモリシン

分子を自己組織化により集合させ、絶縁性の脂質膜

にナノポアチャンネルを形成し、膜にバイアス電圧

を加えればピコアンペアレベルの微小イオン電流が

生じることから、半導体エレクトロニクスとして室

温で測定が可能である。単一の DNA分子が通過で

きる程度のナノポア内に一本鎖のオリゴヌクレオチ

ドを吸着させ、それと相補的な DNAがナノポア内

でハイブリダイゼーションすると、ナノポアが閉塞

されて通過イオン量が変化する。その結果、絶縁膜

を挟む電解質間のイオン電流の変化を捉えることで

DNA単一分子の検出が可能となる。このようにナ

ノポアを利用した DNA検出は、50 µ秒以下の高速

検出を可能にし、さらに、異なる単一分子の識別が

できるバイオセンサーとしても期待されている。

4．電界効果バイオセンシングデバイス

絶縁ゲート電界効果トランジスタのゲート絶縁膜

表面に生体関連物質を固定化し、生体分子との複合

体形成による電荷密度変化を電界効果トランジスタ

の電気的特性の変化として検出する 5-6）。生体関連

物質としては DNA、タンパク質など電荷を有する

分子、あるいは細胞の膜タンパク質が用いられる。

ゲート絶縁膜の厚さは通常 50-200 nmであり、ゲー

ト絶縁膜を挟んで電荷を持つ生体分子（溶液中）と

電子（シリコン中）が静電的に相互作用する。ゲー

ト絶縁膜表面の生体分子の電荷密度変化に応答して

シリコン表面（チャネル）の電子密度が変化するた

め、ドレイン電流変化あるいは閾値電圧の変化とし

て検出する。例えば、DNA分子は水溶液中でリン

酸イオンに起因する負の電荷を有している。このた

め、ゲート絶縁膜表面にオリゴヌクレオチドプロー
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ブを固定化して参照電極と共に溶液中に浸漬し、相

補的 DNAを溶液中に導入するとハイブリダイゼー

ションによりゲート上で二本鎖 DNA が形成され

る。これによりゲート上で負の電荷密度が増加し、

nチャネルトランジスタの場合はドレイン電流の減

少、または閾値電圧の正方向へのシフトとしてハイ

ブリダイゼーションを検出することができる。この

原理に基づいてハイブリダイゼーションだけでな

く、二本鎖 DNAのみに特異的に吸着するインター

カレーションやポリメラーゼによる DNA伸長反応

を検出できることが実証され、さらにこれらの

DNA分子認識反応を利用することにより、一塩基

多型（Single Nucleotide Polymorphism; SNP）5）や

DNAの塩基配列を解析する DNAシーケンシング 6）

の可能性が見出されている。

5．安全・安心社会のためのバイオチップ

近年、HIV、SARS、鳥インフルエンザ、エボラ

出血熱をはじめとして、新興感染症が出現しており、

これらの対策が急がれている。また、抗生物質が効

かない耐性菌の増加や生物化学兵器を用いたテロの

可能性、さらに、窒素酸化物、硫化水素など環境中

の有害物質による健康への影響、病原性大腸菌 O-

157などの微生物による食の汚染など、身近な環境

において人々の生活を脅かす要因が増えている。こ

れらの背景のもと、より安全・安心な社会の実現に

向けて社会的関心が高まっている。

上記の感染症、バイオテロリズム、食の汚染、有

害物質による健康被害などを未然に防ぎ、緊急時に

迅速に対応するためには、フィールドに持ち運び可

能な簡易型の検査システムの開発が必要である。半

導体微細加工技術を用いたバイオ・化学センシング

システムは小型化、反応工程の集積化、簡易化など

が可能であり、必要とされる場所（現場）での検査

を可能にする技術としてさまざまな応用が開発され

ている。

微生物やウイルスの検出・解析には核酸増幅技術

（Polymerase Chain Reaction, PCR）が用いられてい

る。PCRの迅速化、簡易化を図るため、半導体技術

を用いたサーマルサイクル用チップが開発されてい

る 7）。PCRの迅速化のためには高い熱伝導率を持っ

た材料で小さい熱容量の反応容器を製作する必要が

ある。シリコンは熱伝導率が 3.2から 150 WM-1K-1

と高く、MEMS技術により微細加工や薄膜ヒータ

の集積化が可能であり、サーマルサイクル用チップ

に適している。KOH溶液を用いた異方性エッチン

グにより、厚さ 1 mmのシリコン基板の中に反応

チャンバーを入れる深さ 850 µmの溝を形成した。

次にボロンをドーピングしたポリシリコン薄膜をシ

リコン基板上にパターン形成してヒータを作製し、

Au/Tiのコンタクト電極を形成した。上記の基板を

2つ用いて、溝が形成された面をポリイミドととも

に張り合わせて筒状の反応チャンバーとした。溝は

異方性エッチングで形成されたので筒状チャンバー

の断面は六角形となっている。テフロンコーティン

グした熱電対を基板表面に熱伝導性の優れたエポキ

シ樹脂で固定し、金のコンタクト電極にリード線を

取り付けた。この反応チャンバーの中に内径 1 mm、

長さ 2 cm のポリプロピレンチューブを挿入し、

この中で PCR 反応を行わせた。ポリプロピレン

チューブ内の有効試料体積は約 20 µLである。この

PCRチップを用いたサーマルサイクルでは、昇温

スピードは約 10℃/sec、降温スピードは約 2.5℃

/secであり、解離（96℃）、アニーリング（55℃）、

伸長反応（72℃）の 1サイクルに要する時間は約

30 秒である。このデバイスを用いてサルモネラ

DNAの増幅・電気泳動の連続動作を検討したとこ

ろ、PCRから電気泳動のピーク検出まで 45分以内

で行うことができた。標準試料のピークと比較し、

目的の塩基長（159塩基）の DNAが増幅されてい

ることが確認できた。本デバイスは従来の核酸増幅、

電気泳動装置に比べて迅速化、小型化、簡便化など

の特徴があり分子生物学研究や医療などに分野に応

用することができる。

一方、バクテリアの濃縮、精製及び核酸検出まで

を一貫して行う検査デバイスが開発されている。バ

クテリアの核酸を検出するためには通常、①バクテ

リアの捕捉→②微小溶液中への分注→③細胞壁溶解

→④核酸の捕捉・精製→⑤核酸検出のステップで行

われている。半導体微細加工技術を用いて上記プロ

セスをガラスチップ上に集積化した。細胞（バクテ

リア）の捕捉には誘電泳動（Dielectrophoresis, DEP）

を用いた。くし型電極を用いて非対称電界を生成し、

1 kHzの電場を印加することにより細胞を捕捉・移

動させた。捕捉時間は 10分であった。細胞壁の溶
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解はグアニジン（GuSCN）のようなカオトロピッ

ク塩を用いた。くし型電極による捕捉・濃縮工程に

より約 160倍の濃縮率が得られ、捕捉効率は 100％

であった。核酸の検出には目的核酸の塩基配列に特

異的なMolecular Beaconによる蛍光検出を用いた。

90％応答時間は 20分であった。細胞数の検出限界

は 25個であり、バクテリアの捕捉から核酸に特異

的な応答が得られるまでに要する時間は 30 分で

あった。本デバイスは小型・迅速・可搬型の検査シ

ステムの実現に有効である。

一方、人工嗅覚を用いて工業排気の中の毒性物質

の検出技術が開発されている。毒性物質との分子間

相互作用として、酸－塩基、π－π複合体、ド

ナー・アクセプター、水素結合、ダイポールーダイ

ポール、van der Waals力などを用い、これらの相互

作用を行う材料を基板上にアレイ化して、さまざま

な化学物質に対する各材料の応答をパターン認識に

より調べた。化学物質との相互作用を行わせる材料

として、Lewis Acid Dyes（Metal Porphirin）, Bronsted

Acid/Base Dyes, Dye with large dipoleなどの化学応

答性色素を用いた。上記色素の濃度を変化させて基

板上に形成し、化学物質に対する応答の色調を変化

させた。6× 6=36個のアレイを作製し、32個の揮

発性有機化合物（Volatile Organic Compounds, VOC）

に対する応答を調べた。上記センサアレイの色調変

化情報応答パターンを測定し、ライブラリーに保存

されている 1000個のパターンと比較照合して目的

化学物質を解析する。解析には主成分分析などの多

変量解析を用いた。このセンサ特性は SO2及び NH3

に対する応答時間はともに 2分、感度は 100ppbで

あった。ガスクロマトグラフ／質量分析（GC/MS）

の感度は前処理として濃縮を行わないと 500ppbで

あるので、濃縮なしの GC/MSより高感度である。

金属ポルフィリンを化学物質感応材料とした場合、

分子内金属と化学物質との相互作用が強いため、下

記のように化学物質の種類により相互作用の強さ

（感度）が異なる。

・ppbレベルの検出可：アミン、カルボン酸、フォ

スフィン

・ppmレベルの検出可：チオール、アルデヒド

・100ppmレベルの検出可：アルコール、エステル

・100ppm以上：アレン（arenas）、アルケン（alkenes）

また、基板材料及び使用した色素はすべて疎水性

であり、200 ppmから 2000 ppmの濃度範囲では水

蒸気の妨害は受けなかった。水蒸気の影響を受けな

い特性は他の高分子あるいは酸化物材料では見られ

ず、本センサの特長である。本センサアレイを用い

て 560サンプルについて評価したところ、エラー率

は 5/560＝ 0.89％であり、false negativeは 0であっ

た。本センサアレイはディスポーザブルであり、

フィールドでの使用に有効である。

6．在宅健康診断ヘルスケアチップ

元気で毎日を送るためには予防が重要との観点か

ら、在宅で採取した微量の血液から抽出した血漿成

分中の複数の健康マーカを測定するヘルスケアチッ

プを開発している。その実用化のため 2004年 9月

に NMS認定ベンチャー「㈱アドビック」を設立し

た。

まず、在宅で誰にも痛みを感じなく採血できるこ

とが重要と考え、無痛針を開発した。外径 0.15 mm

のステンレス製管を用い、まず細管化時に生じた粗

い内壁を超平滑化し、先端の 3面を 10度に研磨し、

最後に電解研磨を施し作製した。平滑な管内壁のた

め、針が血管に到達すれば自らの血圧により採血が

可能になった。針を確実に血管に導くために、体内

を透過しやすい赤外光を穿刺部位に照射し、赤外カ

メラで得られた血管像からその位置を確認して穿刺

する。このとき針の電位を測ると、血管に到達時に

針の電位が変化し、針が血管に到達したことが確認

できる。従って、自らの腕は見ず、ディスプレイを

見ながら採血することが可能になった 8）。

この採血アセンブリを図 2に示す電気化学バイオ

センサが集積されたチップに装着する。これを回転

させたときに生じる遠心力で血液をバイオセンサに

導くと共に、血球と血漿の分離を行い、最終的には

血漿のみがバイオセンサを覆うように分画される。

現在、この血漿中の pH、Na+、K+イオン、尿素窒

素（BUN）、グルコースが測定可能であり、さらな

る安定性、信頼性の向上に尽力している。

更に、血漿と試薬を混合したときの吸光度の変化

から対象とするマーカ濃度を求める比色式のチップ

も試作した（図 3）。本チップでは、血球分離のみ

ならず、血漿及び 2種類の試薬の秤量、これらのミ

キシングが全て遠心力で行なわれる。肝機能診断項



目に加え、総コレステロール、中性脂肪、HDLコ

レステロールの項目が測定可能です。一連のこれら

の電気化学法と比色法の両方のヘルスケアチップの

使用で生活習慣病の予防に役立つ。実際、我々の一

人が健康診断で高脂血症と診断され、処方された薬

を投与して中性脂肪値の変化を本機構の医師の承認

を得て本チップで調べ、値を知ることと食事の改善

などを通じて治癒過程を自分で診断できることは有

用と考えられる。
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図 3 3項目測定用比色法チップ

図 2 電気化学測定診断チップ


