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　最先端半導体チップ製造に代表されるトップダウンプロセスと、自律的な化

学反応を利用したボトムアッププロセスを融合し、これまでにない新規な機能

を有するナノ構造体システムを創製することを目的に、CREST研究領域「プロ

セスインテグレーションによる機能発現ナノシステムの創製」が平成20年に

発足しました。３回にわたるこれまでの募集で、16の研究チームが採択され、

各々の研究目標に向かって既に精力的な活動を進めています。本公開シンポ

ジウムは、２回目にあたる平成21年度に採択した６チームの研究代表者が

各々の研究成果を広く皆様にご紹介することを目的に開催するものです。

　上記のプロセス融合により、現在の半導体技術では到達不可能なナノス

ケールの微細構造、大面積で自由な形状の基板上へのナノ構造体の製造、有

機・生体材料と半導体などの無機材料の融合したハイブリッド機能材料など

が実現可能になります。また、今や神秘なベールを脱ぎつつある深遠な生命

現象に対し、ナノスケールからの探索を可能にしてくれます。これらの技術を

用いることで、新規な太陽電池、２次電池、さらには低環境負荷の電子回路が

提案されており、人類が直面する深刻な環境エネルギー問題の解決につなが

るグリーンイノベーションへの挑戦がなされています。またガンやアルツハイ

マー病などの深刻な疾患の細胞レベルのセンシングや幹細胞による再生医

療につながる基礎的知見の獲得を通じて、ライフイノベーションが引き起こさ

れようとしており、そこに向けた当研究領域の真摯な取組みを理解して頂けた

ら幸いです。

　ご多用中とは存じますが、是非、ご参加頂き、活発な意見交換をお願い申し

上げます。

ご挨拶

曽根 純一
研究総括
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はじめに

エレクトロニクスや材料の分野では数nm前後のナノテ

クが、数μm以上の空間ではマイクロチップに化学やバイ

オの実験装置を集積するマイクロ化学やMEMSの研究が

発展した。一方、数10ー数100nmの拡張ナノ空間はナノか

らマイクロへの過渡領域に位置するため様々な特異性が

予想される。しかし、拡張ナノ空間はトップダウンとボトム

アップ加工の境界領域に存在し、機械的機構による流体操

作や化学反応の制御が極めて困難である上、単一分子検

出などの極限技術が要求されるため、学術的に未開拓の

領域となっていた。

一方我々は、図１に示すようにマイクロ流路内において

様々な化学単位操作を実現し、これらを集積化回路の内部

集積部品に相当するものと捉えることでマイクロ化学のた

めの独自の方法論を構築した。その結果、様々な分析、合

成などを桁違いに微量化、高速化、高機能化し、化学やバ

イオ、医療等へ応用展開することに成功した。加えて、これ

らの研究で培ったトップダウン微細加工技術を更に発展さ

せることによって、拡張ナノ空間の様々な特異性を発見し

てきた。

以上を踏まえ、我々がこれまでに構築してきたトップダ

ウン加工とボトムアップ加工を融合し、集積化方法論を拡

張ナノ空間へ展開すれば特異輸送現象を活用した新機能

デバイスを創出できると着想した。具体的な研究項目とし

て、拡張ナノ基盤技術（研究項目１）、分析デバイスとして

単一細胞・単一分子分析デバイス（研究項目Ａー１）および 

スーパークロマトグラフィ（研究項目Ａー２）、エネルギーデ

バイスとして無電力冷却デバイス（研究項目Ｂー１）および

光燃料電池（研究項目Ｂー２）を開発する。本講演では、こ

れらの革新的デバイス開発の現状について報告する。

研究項目1：共通基盤技術の開発

拡張ナノ空間に化学的機能を付与するためには、ガラ

ス基板に拡張ナノ流路をトップダウン加工した後にボトム

アップ加工により機能性物質をパターニングし、もう一枚

の基板と接合する必要がある。しかし、これまで我々が用い

てきた熱融着による接合法は1080℃と非常に高温のプロ

セスであるため機能性物質が焼失するという問題があっ

た。そこで、図２に示す低温接合法を用いたデバイス作製

法を新たに開発することにより、トップダウンとボトムアッ

プの融合を実現した。

研究項目Ａ－１：単一細胞・単一分子分析システム

近年の細胞生物学的研究の進展に伴い発生・分化・発現

などの生命機能が単一細胞毎に異なることが指摘され、単

一細胞レベルの分析手法が要求されている。そこで本項目

では、細胞体積（pL）よりも極めて小さい拡張ナノ空間（fL-

aL）を活用し単一分子の捕捉と免疫分析を実現することを

目的とした。図３に示すように、サイズインターフェイスを

用いて単一細胞試料を無駄なく拡張ナノ流路に導入するこ

とに成功し、研究項目１で開発したパターニング法を応用

して流路表面における分子捕捉操作の実証に成功した。

研究項目Ａ－２：スーパークロマトグラフィ

物質を分離・精製するクロマトグラフィは化学に不可欠

な手法であるが、従来の手法は図４に示すように粒子充填

構造に由来する分離性能の原理的限界が存在する。そこで

本項目では、分離に必要な粒子間隙の数100nm空間の

みを拡張ナノ流路に集積することで、分離効率の限界を突

破することを目的とした。これまで、拡張ナノ流路表面の濡

れ性を高度に制御する表面修飾法を確立し、クロマトグラ

フィで主に用いられる３つの分離モードを実現した。また、

分離効率が従来に比べ2桁向上していることを理論的に

検証し、我々の独自技術である微分干渉熱レンズ顕微鏡と

組み合わせることで本手法が非蛍光分子に対して適用で

きることも証明した。

研究項目Ｂ－１：無電力冷却デバイスの開発

LSIの発熱量の飛躍的増加に伴い、効率的な冷却デバイ

スが要求されている。そこで本項目では、図５に示すような

拡張ナノ空間内の蒸気圧低下による毛管凝縮の加速を利

用した、無電力ながら桁違いに高効率なヒートパイプの開

発を目的とした。これまでにナノピラー構造を用いて凝縮

を加速することに成功している。

北森 武彦 Takehiko Kitamori
東京大学大学院工学系研究科 教授

研究代表者

拡張ナノ空間の特異輸送現象を
活用した新機能デバイス
－分析デバイスとエネルギーデバイス－

図３　単一細胞・単一分子分析デバイスの構想

図４　スーパークロマトグラフィの構想

図５　拡張ナノヒートパイプの構想

研究項目Ｂ－２：光燃料電池の開発

近年モバイル向けの大容量エネルギー源としてマイクロ

燃料電池が注目されているが、既存の燃料電池は外部か

らの燃料供給を必要とするほかプロトン交換膜の機械的

強度が低いため耐久性の向上が課題となっている。そこで

本項目では、図６に示すような光触媒反応による燃料生成

と拡張ナノ空間の特異プロトン輸送を組み合わせた、光と

水のみで駆動する燃料電池の開発を目的とした。これまで

に拡張ナノ空間内のプロトン移動度がバルク値の約10倍

に上昇し、拡張ナノ流路が既存のプロトン交換膜よりも優

れていることを明らかにしたほか、研究項目１で開発した

触媒のパターニング法を用いて燃料生成デバイスを試作

し、安定して動作することを確認した。

おわりに

トップダウン加工とボトムアップ加工を融合した基盤技

術により、世界ではじめて拡張ナノ空間に化学機能を集積

化することに成功した。今後は、これらの単位操作を集積

化しデバイスとしての機能発現を目指していく。また、研究

項目Ａを単一細胞分析ステーションとして発展させ、バイ

オ・医学の研究者の利用を募るという構想も生まれた。こ

のような学際交流が拡張ナノ空間という領域における新た

な学術の創成に繋がると期待している。

図６　光燃料電池の構想

図２　低温接合法によるデバイス作製法

図１　マイクロ・拡張ナノ空間の位置づけ
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はじめに

脳の神経変性疾患は変異タンパク質が解明されつつあ

るが、いまだに、原因不明で明確な治療法も無いという状

況にある。その原因は、（1）変異タンパク質を特定できる

のが、患者が死亡してからで、かつその種類も多様である

こと、また、さらに、（2）発症後の神経変性までの経路が非

常に複雑多様であるため、対症療法として一つの経路を

ノックアウトしても防ぎきれず、治療効果がほとんど見ら

れないことにあると考える。

前者（1）に関しては、最近脚光を浴びているiPS技術に

ブレイクスルーが期待できる。患者にほとんど負荷のかか

らない体細胞を採取しiPS化の後、疾患に対応する神経

細胞に分化することにより、変異タンパク質の同定や、疾

患の状況の把握が出来る可能性がある。孤発性疾患の場

合、このようにして作成した細胞が疾患の状況をどの程

度表現しているかは今後の詳細な研究を待たなくてはな

らないが、私自身は（現段階では直感でしかないが）貴重

な情報が含まれているはずであると確信している。

一方、後者の問題（2）に関しては、家屋も、通信線も、電

力系統も、行政組織もずたずたになってしまう津波のよう

な細胞内の状況を思い浮かべる。即ち、発症してからでは

手遅れで、発症以前の段階で、即ち、津波が上陸する前の

段階で進行を防ぐ手だてが唯一の効果のある治療方法で

はないかと考える。

では、そのような手だてを見いだすための研究手法とし

てどのような装置あるいは技術を開発したら良いのか。

iPS細胞については、in vitro 神経細胞ネットワークは 

有力な系と考える。また、例えば、難病中の難病と言って

も良いALS（筋萎縮側索硬化症）では、マウスモデルの系

ではあるが、発症以前、出生直後で、既にNaチャンネル電

流、活動電位発生頻度、および自然放出のシナプス電流に

異常（hyperexcitation）が見られることが報告されてい

ることから、神経細胞のイオンチャンネル電流を観測でき

るのは極めて有効な機能と考える。また、シナプス電流の

異常は、グルタミン酸受容体などの構造や機能と関連して

おり、その結果、Ca2+イオン過剰流入となって現れる。これ

らのことは、Ca2+イメージングや、エンドサイトーシスやエ

キソサイトーシスのイメージング、シナプス小胞の動きの

イメージングなどのイメージング機能の装備も非常に有

用と考える。また、神経細胞ネットワーク自体が驚くほど

不均一系で、実験結果を絶えず統計的視点で解析する必

要から、多点計測、すなわち、創薬応用も視野に入れたハ

イスループットスクリーニング機能も非常に重要であると

考えられる。

CREST研究をスタートしてほぼ3年を経過し、応用を明

確にして素子の多チャンネル化を考える段階で、我々の

開発中の素子が、たまたまこれらの要望にぴったりである

ことに気づいたというのが正直なところである。

現在、神経変性疾患の中でも発症後の症状が明瞭な

ALSに的を絞って、上記の機能を備えた多チャンネル素

子の開発を進めているところである。現状と今後の方針

について報告する。

めざす素子構造と技術課題

単一チャンネルのイオンチャンネルバイオセンサーに

ついては、基板製作技術開発、安定電極の開発、必ずしも

完璧とは言えないが、それなりの細胞トラップ技術と要

素技術開発を進め、現在、多点でのイオンチャンネル電流

計測、Ca2+イメージングを中心とするイメージング計測、

レーザーあるいは電気刺激による単一細胞刺激などの 

機能を有する図1に示す素子構造を念頭に実験を進めて

いる。

レーザー刺激の場合、特性の良い光受容体イオンチャ

ンネルとその神経細胞への導入方法を必要とするが、

チーム内の共同研究者である、石塚、深澤、木村らがチャ

ンネル開口時の電流が大きく、特性の平坦なキメラ分子

の開発と、発現効率の非常に高いレンチウイルスの探索

を終えた段階である（図2）。

イオンチャンネル電流計測とiPS細胞技術

ラットの大脳皮質や海馬の細胞を培養し、活動電位の

自然発生や自然放出シナプス電流の計測を試みた。電

流自体は観測できたが、細胞種が多種同時に存在するた

め、電流特性が播種のたびごとにばらつき、この場合も

ネットワークに規則性を与え、かつ多チャンネル計測が出

来るようにする必要がある。電流計測はALSの原因解明

や創薬応用において本研究で最重要視する計測である

が、最終目標としては、ヒトiPS細胞から運動ニューロンへ

の分化を効率よく行う技術開発の必要がある。iPS細胞技

術については、iPS細胞の培養技術を確立し、神経分化に

着手したところで、今後の最重要課題の一つである。

図３ 平坦基板上に形成したネットワーク。細胞密度を大きくすると均一に播
種するのが困難（左上）。微細貫通孔上にある細胞を電流刺激し、その細胞
とその付近の３種類の細胞1～４のCa2+を観測（右上）。さらにグルタミン
酸受容体のアンタゴニストであるAP5およびCNQXを混入し、観測した信
号がシナプス経由で伝搬したものであることを確認（右下）。

図４ 細胞の位置を固定し、かつ安定なネットワークを形成できるセル
ケージ（左上）。および製作を進めている神経細胞ネットワーク（右）。長
期間神経細胞ネットワークを安定に培養することができ、再現性のあ
る特性が得られることを期待。

図１　開発中の素子構造

技術課題として力を入れているのは、ネットワークの形

成である。例えば、プレーナーパッチクランプを利用した

単一細胞刺激と信号伝搬のCa2+イメージングによる観察

の結果を図3に示すが、まず、細胞播種についてみると、 

均一なネットワークを形成するのが難しく、播種密度にム

ラが出来やすく、プレーナーパッチクランプの微細貫通孔

の上に細胞を留めて、密度が均一な播種技術を開発する

必要がある。細胞の位置を固定して安定なネットワークを

形成する技術として、図4に示す柵（セルケージとよぶ）の

利用が有効であることを見出し、これを一計測点あたり、

25点、20チャンネルで合計500点に形成し細胞培養を行

う基板製作を進めている（図４）。

この場合、これらの点に、将来の一カ所一細胞も視野に

いれた播種技術の開発を考え、マイクロ流路による播種

装置の設計製作を進めている。

図２　チャンネルロドプシンをレンチウイルスを利用して神経細胞に
遺伝子導入
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はじめに

化合物半導体量子ドットレーザーは効率の良い低消費

電力レーザー素子として、また超高速光スイッチとして飛

躍的に高まる通信需要に応えユビキタス情報化社会を支

える技術として極めて重要であり、広く研究されてきた。

また量子ドット太陽電池は、60%以上の変換効率が期待

され、地球に優しい究極のグリーンテクノロジーとして注

目を集めている。しかし、３次元・均一・高密度・配置制御

サブ10nm量子ナノ構造を実現することは、現状のトップ

ダウンプロセスおよびボトムアッププロセスでは困難を

極めている。

そこで、本研究ではこれらの問題を解決するため、遺伝

子情報で複製できる金属複合体（バイオコンジュゲート）

を内包したタンパク質の自己組織化によるサブ10nmの

超均一加工マスク作製と、そのマスクを用いた中性粒子

ビームによるシリコンや化合物半導体の無欠陥エッチン

グ技術による高密度・均一・間隔制御・量子ナノ構造作製

により、従来の量子ドットレーザーより１桁以上高いレー

ザー光強度の量子ドットレーザーの実現、Shockley-

Queisser効率を上回る30%以上の変換効率を実現でき

る量子ドット太陽電池の実現を目指して研究を進めてい

る。

バイオテンプレート極限加工によるSi、GaAsの
高密度・均一量子ドット作製技術

図１に示すように鉄微粒子含有蛋白質であるフェリチ

ンあるいはリステリアフェリチンの表面に親水性、疎水

性、静電力を制御するペプチドを修飾することでシリコン、

ガリウムヒ素などの基板表面に蛋白質を自己組織的に配

置し、その蛋白質を熱処理で除去することで内包してい

た7nmあるいは4.5nm径で均一な鉄微粒子のみ残存さ

せることができる。この鉄微粒子をマスクに高効率Si量子

ドット太陽電池や量子ドットレーザーに使われる20nm

～6.4nm径で2～8nm厚のSiやGaAsの３次元量子ナノ

円盤アレイ構造を無欠陥で等間隔に均一に高密度に作製

することを試みている。

図２に３次元Si量子ナノ円盤構造作製プロセスと作製

された３次元Si量子ナノ円盤構造を示す。10nmの均一

で高密度な無欠陥量子ナノ円盤構造を中性粒子ビーム

で形成するために、まずテンプレートとして、タンパク質リ

ステリアフェリティンに内包された4.5nm径鉄微粒子を

タンパク質の自己組織化で規則正しく並ぶ性質を用いて

周期配置し、それをマスクにSi/SiC積層構造を無欠陥加

工する。高効率量子ドット太陽電池を実現するためには、

量子ドット間の波動関数が３次元的に結合してミニバン

ドが形成される３次元量子ドット超格子構造を形成する

ことが理想である。まず、最上層のSi表面に酸素中性粒子

ビームを用いて極薄 S i 酸化膜を低温で形成する。この酸

化膜は負の電位と高い親水性を持っており、親水性によ

りフェリティン溶液が酸化膜上に広がろうとする水平方向

の力と、負の電位によるフェリチンとの反発力とのバラン

スでフェリチンが酸化膜上を自由に動けるため、基板上

に最密充填配置される。熱処理で外周のフェリチンを除

去後、周期的に高密度に配置された均一な鉄微粒子をマ

スクに塩素・中性粒子ビームによるエッチングを行ない、

Si薄膜に無欠陥Siナノ円盤超格子構造を転写した。この

時、6.4nm径Siナノ円盤構造が均一で高い周期性を持

ち、面密度が1.4×1012cm-2の高密度で2nmの等間隔

に３次元配置した超格子構造を実現することができた。

一方、図3に3次元GaAs量子ナノ円盤構造作製フロー

と作製された３次元AlGaAs/GaAs/AlGaAs量子ナノ円

盤構造を示す。量子ドットレーザーでは、量子ドット間の波

動関数の結合を抑制してキャリアを量子ドット内に閉じ込

めることで強い発光強度を実現する。そのため、量子ドッ

ト間隔を10nm以上で配置する必要がある。タンパク質

フェリチン表面に分子量を制御したポリエチレングリコー

ルを付加するとともに溶媒のイオン種やイオン強度を制

御することで、フェリチン表面のデバイス長を制御してフェ

リチン間隔を30nm程度に配置することに成功した。フェ

リチンを除去後、高密度に配置された均一な7nm径鉄

微粒子をマスクに塩素中性粒子ビームによるエッチング

を行ない、AlGaAs/GaAs/AlGaAs量子井戸構造に均

一・無欠陥GaAsナノ円盤構造を約20nm間隔で転写する

ことに成功した。その後、原子状水素援用MBEを用いて
図 2　3 次元 Si 量子ナノ円盤構造作製プロセスと作製された３次元
Si 量子ナノ円盤構造

３次元AlGaAs/GaAs/AlGaAs量子ナノ円盤構造を平坦

に埋め込むことにも成功している。

高効率シリコン量子ドット太陽電池の開発

この無欠陥３次元Si量子ナノ円盤アレイ構造は直径と

厚さの２つのパラメータでサイズ制御でき、バンドギャップ

を1.3-2.2eVの間で高精度に広範囲に変化させることが

できる。また、2nm間隔で配置された4層Si量子ナノ円盤

構造と4層SiC中間層を組み合わせることで、入射太陽光

に対して垂直な量子ドット間ミニバンドが形成により吸収

効率が極めて高く、バンドギャップ以上の入射太陽光の約

50％程度を吸収できる（図４）。また、同時にキャリア導電

性も垂直方向のミニバンド形成により大幅に向上した（図

４）。このことは、初めて超高効率量子ドット太陽電池が実

現できる理想的な構造が作製できたことを示している。今

後、図５に示すシリコン量子ドット太陽電池の試作を行い

シリコンPN接合太陽電池を超える変換効率が実現する。

高効率ガリウムヒ素量子ドットレーザーの開発

　AlGaAs/GaAs/AlGaAs積層３次元量子ナノ円盤構

造におけるフォトルミネッセンス（PL）を図６に示す。加工

前の量子井戸構造のPLより高エネルギー側にシフトし、

GaAs量子ナノ円盤構造の直径と厚さを変化させることで

PLピーク波長を制御できることが観察され、世界で初め

てトップダウン加工したGaAs量子ドットの発光を確認し

た。更に、計算と実験の融合により量子準位と発光強度を

独立に高精度制御できるフレキシブルな構造であること

が分かった。今後、図７に示すマルチ積層構造を実現し、

超高効率量子ドットレーザーを実現する。

図３　3次元GaAs量子ナノ円盤構造作製フローと
作製された３次元AlGaAs/GaAs/AlGaAs量子ナノ円盤構造

図４　4層Si量子円盤アレイ構造とSiC中間層を組み合わせた構造の光吸収量
及び電気的導電性

図５　試作するシリコン量子ドット
太陽電池構造

図６　AlGaAs/GaAs/AlGaAs積層３次元量子ナノ円盤構造における
フォトルミネッセンス　

図７　試作する超高効率量
子ドットレーザー構造
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（フェリチン、リステリアフェリチン）

� �



(c)

紹介する。特に、有機ナノ材料の柔らかさ、生体親和性を

活かした新しいフレキシブル医療用デバイスの開発につ

いて紹介する。具体的には、有機トランジスタを高度に集

積化した圧力センサネットワークを細径カテーテル表面

に展開した次世代カテーテル（図参照）と、生体信号増幅

回路を搭載した高感度フレキシブル筋電計測システムに

ついて詳細に報告する。

謝辞

本研究は、JST/CREST、JST/ERATOの支援を受けて進

められた。

有機トランジスタは、有機半導体をチャネル層に用い

た電子スイッチで、有機ELなどに続いて実用化が期待さ

れている。有機トランジスタは、インクジェットなど低温プ

ロセスによってプラスティック基材上に容易に製造するこ

とができる。そのため、軽量・薄型性、可とう性、大面積性

に優れる。この特徴はシリコンなど無機半導体を中心とし

た既存のエレクトロニクスとは相補的であり、有機材料の

柔らかさなどを生かした次世代のユビキタス情報エレク

トロニクスへの期待が高まっている。特に、電子ペーパー

などフレキシブルディスプレイや曲がるシート型無線タグ

など一部の用途は企業における実用化フェーズの研究と

なった。さらに、電子人工皮膚や電子人工鼻など有機トラ

ンジスタの新応用も続々と報告されている［1-3］。

有機トランジスタの材料研究では、有機半導体の研究

が中心であり、活発な研究の結果、移動度、オンオフ比、大

気安定性などが著しく改善されている［4-8］。一方で、有

機トランジスタの性能を最大限に引き出すために、有機

半導体以外の材料にもより高度な特性が求められるよう

になってきた。特にプラスティックフィルムにダメージを与

えない低温プロセスで、高い絶縁特性と高い機械的フレ

キシビリティーが両立されたゲート絶縁膜を開発すること

は、有機トランジスタの高性能化、低電圧駆動において極

めて重要である。これに関連して、ナノ寸法の単分子が持

つ優れた電気的特性を利用して、エレクトロニクス素子

の高性能化、高機能化を行う分子エレクトロニクスの応

用研究が注目を集めている。

図（a） 　フレキシブル有機集積回路

分子個々においては優れた電気的・機械的性能を発現

させることは知られているが、これを大面積に展開させ

ると、不均一性により機能が維持できない。我々の研究グ

ループでは、ある種の自己組織化単分子は室温において

自己組織化現象により、均一かつ緻密に製膜され、大面

積に展開しても優れた機能発現を堅持できる性質を見出

し、この現象をフレキシブルかつ高性能な有機集積回路

の研究開発に用いてきた［9,10］。

その代表例が、トランジスタ構造において最も重要と

されるゲート絶縁膜に高い絶縁性を有する自己組織化単

分子膜を用いる研究である。実際に、ゲート絶縁膜に自

己組織化単分子膜（n-オクタデシルホスホン酸）を用い

た結果、100ミクロン以下の薄膜フィルム基材上に1～

3Vというシリコンに匹敵する低電圧駆動と、折り曲げ半

径0.1mm以下を持つ電気的性能と機械的性能を両立し

た有機トランジスタを実現した。さらにこれを応用したフ

ローティングゲート型メモリ、低消費電力の有機CMOSロ

ジック回路を実現してきた［11］。

本発表では、この大面積でも機能発現する自己組織化

単分子技術を用いて、世界最薄膜1.2ミクロンフィルム基

材上に高性能有機トランジスタ集積回路を作製したので

図（d）　医療用カテーテル表面に
フレキシブルセンサを展開したイン
テリジェントカテーテル

(a)

(b)

(d)

図（b）　螺旋型フレキシブル圧力センサと
（c）回路図

ナノフレキシブルシステムの
バイオ医療応用
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はじめに

金属、セラミックス、プラスチックなどの基材に高度な

表面改質を施し、高機能性材料が開発されている。ポリ

マー（高分子）鎖の一端を材料表面に固定する高分子グラ

フト法は、接着性、潤滑性、ぬれ性、特定物質の吸着特性

などを制御しうる有効な表面改質法である。生成するグラ

フトポリマー鎖は、表面密度に応じて、糸まり状から延伸

した形態をとり、ポリマーブラシ（ナノブラシ）と称される。

我々は、リビングラジカル重合法の適用をブレークスルー

として、飛躍的な高密度化を達成し、新しいナノブラシ表面

（図1）の構築に成功した1,2。

新しいナノブラシの魅力

この新しいナノブラシ「濃厚ポリマーブラシ」は高伸張・

配向構造を有し、従来の「準希薄ポリマーブラシ」とは大

きく異なる、独自で斬新な性質－濃厚ブラシ効果；例え

ば、高弾性、極低摩擦特性、明確なサイズ排除効果－を発

現すること、さらには、この特性ゆえに、濃厚ブラシを付与

したナノ微粒子やナノロッドが自己組織化により高次構

造（コロイド結晶や液晶）を形成すること（図2）を見出し

た。本プロジェクトでは、この高次構造形成能と濃厚ブラ

シ独自の機能を活かして、格段に優れたナノシステムの

創製と高機能デバイス応用を目指している。

高潤滑デバイス応用

近年、バイオ系ナノ材料として、セルロースナノファイ

バー（CNF）が大きな注目を集めており、優れた力学特

性を有する不織布（多孔質シート）に成形することができ

る（図3参照）。我々は、不織布シートのまま、その内部まで

（均一に）CNF表面に、濃厚ブラシを付与することに成功

した。見方を変えれば、ナノファイバーを基材として、濃厚

ブラシの3次元積層化を実現できたといえる。濃厚ブラシ

付与CNFシートの表面摩擦特性を評価したところ（良溶

媒中）、未処理シートと比較して、摩擦係数は2桁程度も低

下し、期待どおり、濃厚ブラシ効果が発現することが判明

した（高強度と高潤滑性を両立した新しい高潤滑デバイ

ス）。この濃厚ブラシ付与CNFシートには、濃厚ブラシ効

果に由来して、生体適合性や高イオン伝導性などの機能

も期待される。

バイオデバイス応用

バイオセンサーなどの医療デバイスにおいて、特に、蛋

白質の非特異的吸着により連鎖的な免疫反応が誘起さ

れ、表面変性によるデバイスの機能不全が問題となる。

我々は、親水性濃厚ブラシが、この非特異的蛋白吸着と

それに続く細胞接着を効果的に抑制しうることを実証 

した3。これを基盤として、新たな相互作用を組み込むこと

で、より高度な機能の発現が可能となる。これまでに、電

解紡糸ナノファイバーの表面に荷電濃厚ブラシを付与す

ることに成功し、これが新規な細胞足場材料となることを

見出した。具体的には、図4に示すように、角膜実質細胞

が、短繊維化した機能性ナノファイバーを巻き込む形で細

胞凝集体を形成し、内部まで細胞が生着した大きな三次

元組織体が形成した。この結果は、新規再生足場材料や

バイオリアクターキャリアの可能性を示唆する。

エネルギーデバイス応用

現在のリチウムイオン電池の多くは、有機溶媒を含む

電解液を用いており、液漏れによる発火などの危険性を

完全には排除できないことに加え、（セル当りの駆動電圧

を高められる）バイポーラ型電池の実用化を困難にして

いる。我々は、難燃性とイオン伝導性を有するイオン液体

に着目して、イオン液体型濃厚ブラシを有する複合微粒子

（PSiP）を合成し、少量のイオン液体の添加により、PSiP

が三次元規則配列した固体膜の作製に成功した。この階

層構造化された固体電解質膜は、ナノブラシ層がイオン

伝導チャンネルを形成することにより、高いイオン伝導性

と積層バイポーラ電池設計を可能にする機械強度と保液

性を有することが明らかとなった。実際に、この固体電解

質を用いてバイポーラ型積層高電圧リチウムイオン電池

の駆動に成功した（6V⇔3V充放電、50サイクル充放電

効率98%）4。このシステムは、安全性に加えて、ウェットプ

ロセスによる薄膜積層型バイポーラ電池の実用化を拓く

ものと期待される。

今後の展開

本プロジェクトのもう一つの柱として、簡便性、汎用性、

制御性に優れる精密重合法、さらには、これを用いた機

能性ナノブラシ合成法を研究・開発している5。これによ

り、ナノブラシの設計範囲（機能性の付与）が大幅に広

がっており、ナノブラシの新しいサイエンスの追究ととも

に、実用的にも有用な階層化ナノシステムの構築に向け

て、メンバー一同、さらに研究を加速していきたいと考え

ている。
図1　新しいナノブラシ（濃厚ポリマーブラシ）の模式図

図２　濃厚ブラシ効果によるナノパーツ階層構造化

図４　機能性ナノファイバー／細胞の三次元凝集体
（by 物質・材料研究機構グループ）

図３　濃厚ポリマーブラシ付与CNFシート

図５　微粒子積層型固体電解質膜を利用したリチウムイオン電池
（by 鶴岡高専グループ）

ナノブラシ技術が生み出す
新しいバイオ・エネルギーデバイス

辻井 敬亘 Yoshinobu Tsujii
京都大学化学研究所 教授

研究代表者

[1]  Y. Tsujii, et. Al., Adv. Polymer Sci. 197, 1 (2006).
[2]  A. Nomura, et al., Macromolecules, 44, 5013 (2011); 
Polym Chem., 3, 148 (2012); J. Polym. Sci. Part A: Polym. 
Chem., 49, 5284 (2011).
[3]  C. Yoshikawa et al., Chem. Letters 39, 142-143 (2010); 
Materials letter, 83, 140-143 (2012).
[4]  T. Sato, et al., Adv. Mater., 23, 4868–4872 (2011).
[5] S. Yamago, et al., Encyclopedia of Radicals in Chemistry, 
Biology & Materials, C. Chatgilialoglu, et al., Eds, John Wiley 
& Sons Ltd, Chichester, UK, 1931-1964 (2012).
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はじめに

細胞や組織の挙動を理解する上で、細胞外微小環境が

大きな役割を果たすことが指摘されて久しいが、従来の

実験手法では、細胞を取り巻く微小環境を精密に設計・ 

制御することが困難であった。これに対して、マイクロ流

体デバイスを用いれば、微小スケール流れの特徴である

層流を利用するなどして、精密な液性条件制御が可能で

ある。

本プロジェクトでは、マイクロ流体デバイスの内部に人

工バイオ界面を組み込むことより、細胞外微小環境にお

ける液性及び流れの条件と、細胞の接着条件とを統合的

に設計・制御できるシステムを作ることを目標に掲げてい

る。人工バイオ界面とは、特定の細胞に対して「緩い」結合

能を有する人工ペプチドが固相化された界面のことであ

り、これを用いることにより、液性条件のみならず、細胞の

接着条件をも制御できる可能性がある。

本講演では、これらの新たなデバイス技術を駆使して、

多能性幹細胞の分化制御を行った事例を報告し、この技

術の応用可能性について論じたい。

どのような制御が行えるか

一般にマイクロ流体技術を用いると、図１に示すような

微小空間における培養条件の制御を行うことができる。

たとえば、培養液の送液系を制御すれば、複数の液性因

子の濃度を時系列的に変化させることが可能である。ま

た、マイクロ構造を用いて、細胞の空間配置をある程度保

ちながら培養を進めることもできる。一方、前述のように

微小スケール流れの特徴である層流を利用すれば、空間

特異的に特定の液性因子を作用させる、といったこともで

きそうである。もちろん、層流パターンで送液する培養液

の異なるストリームに、それぞれ異なる種類の人工ペプチ

ドを含有させておけば、図２に示すように、部位特異的に

ペプチドを固相化することができる。これによって、デバイ

スの底面に対する細胞の接着条件を空間的に規定するこ

とも可能である。

細胞分化制御デバイス

本プロジェクトでは、このようなデバイス内の微小環境

制御手法を用い、多能性幹細胞の分化制御を行うことを

目的として、細胞分化制御デバイスの設計・製作を進め

ている。その中の代表的な例として、接着状態の多能性

幹細胞の分化制御を行う２層構造のデバイスの写真を 

図３に示す。

このデバイスでは、上層流路に細胞を播種し、下層流路

入口から異なる組成の培養液を導入することによって層

流を形成する。膜を介して培養液に含まれる因子類が細

胞に作用し、層流パターンに対応した細胞の応答を観察

することができる［1］。

図１　マイクロ流体アプローチによる培養条件の制御

図２　人工バイオ界面のデバイスへの導入

図３　細胞分化制御デバイス（２層接着状態）

図４　デバイスによる多能性幹細胞の分化制御 .（A）層流パターン .（B）対応する分化パターン

多能性幹細胞の分化制御を
目指すデバイス技術

藤井 輝夫 Teruo Fujii
東京大学生産技術研究所 教授

研究代表者

iPS細胞の分化制御の例

実際にマウスiPS細胞の分化制御を行った例を図4に

示す。このiPS細胞は未分化マーカーであるNanogのレ

ポーターとしてGFPが組み込まれたものであり、未分化

状態では蛍光を発するが分化状態になると蛍光が消失す

るものである。図4Bの蛍光パターンから、２種類の層流

パターンA及びBに対応して、それぞれ流路の右サイド及

び中央部分の蛍光強度が強く、未分化に保たれているこ

とがわかる。これら蛍光強度の強い部分は、いずれも未分

化維持因子であるLIFを含む培養液が導入されている部

分に対応している。

おわりに

iPS細胞やES細胞等の多能性幹細胞については、基礎

研究のみならず、その応用研究が急ピッチで進められよう

としている。その一方で、従来の手法では、細胞が有する

自己組織能力そのものを引き出すことに主眼が置かれて

おり、外部からこれを制御しようとするアプローチは少な

い。本手法を用いた研究を通じ、今後の多能性幹細胞の

応用展開に資することができれば幸いである。

参考文献
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研究代表者・研究課題一覧CREST「プロセスインテグレーションによる機能発現ナノシステムの創製」研究領域

イオンイメージセンサ技術を利用した医療生体ナノシステム構築
澤田 和明 / 豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 電気・電子情報工学系 教授

　本研究では２つのステップの研究を行います。第１のステップは「イオンイメージセンサの医療・生化学分析システムへの展開」です。生体関連
物質の動きをリアルタイムで画像化し、細胞レベルでの医療用診断システムを構築します。第２のステップはイオンイメージセンサを元に「細胞な
どの自己組織化を利用した電子細胞集積回路研究」を行います。細胞ネットワークの柔軟性を用いた“電子細胞集積回路”の構築を目指します。 

平成 20 年度採択

生体超分子援用フロンティアプロセスによる高機能化ナノシステム
浦岡 行治 / 奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 教授

　生体超分子は、サイズ均一性、自己組織化能力など優れた特性を有しています。DNA情報に基づいて形成された様々な生体超分子に、自己
組織化機能を持たせるための分子設計を施し、半導体などの基板上に一次元、二次元、三次元に配列したナノ構造物を形成して機能を発現さ
せます。さらに、自己組織化の素過程を徹底的に解明すると同時に、このコンセプトに基づく様々な高度情報素子（スイッチング素子、メモリ、バ
イオセンサー、MEMS質量センサー）への応用を検討します。 

電気化学的な異種材料ナノ集積化技術の開拓とバイオデバイス応用
西澤 松彦 / 東北大学 大学院工学研究科 教授

　タンパク質や細胞の接着、有機・無機材料の析出、などの界面における組織化現象をナノスケールで誘発する技術を創出し、マイクロ構造体

へのバイオ・分子機能の搭載を可能にします。そして、この異種融合プロセスを駆使するバイオ-有機-無機複合集積によって、筋肉細胞と電子デ
バイスが導電性高分子で接続されたハイブリッド細胞チップや、酵素反応で駆動するスイッチ素子などの開発に挑戦します。 

自己組織プロセスにより創製された機能性・複合 CNT 素子による柔らかいナノ MEMS デバイス
畠 賢治 / 産業技術総合研究所 ナノチューブ応用研究センター 上席研究員 兼スーパーグロース CNT チーム長

　カーボンナノチューブ（CNT）MEMSデバイス産業を実現するための、デバイス基盤製造技術と、異材料とのインテグレーション技術を開発し

ます。ボトムアップの技法と微細加工技術を組み合わせて、CNTの位置・形状を自由自在に制御しながら集積化させ、異材料とインテグレーショ
ンさせ、デザインされた機能を有するCNT素子・ナノ（MEMS）デバイスを創製します。 

自己組織化グラファイトシート上エレクトロニクスの開発
藤岡 洋 / 東京大学 生産技術研究所 教授

　本研究は、高い熱伝導特性・電気伝導性、原子レベルでの平坦性などの優れた特徴を持つ安価で柔軟な大面積フィルムである自己組織化グ
ラファイトシート（ボトムアップ）基板上に、トップダウン技術の粋を集めた半導体エレクトロニクスを融合し、高輝度発光素子、高速電子素子、太
陽電池やこれらを組み合わせた新機能フレキシブル大面積半導体素子システムを低価格で実現することを目的とします。 

機能化ナノ構造ゲートバイオトランジスタの創製
宮原 裕二 / 東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 教授

　本研究では生体材料／機能性分子／半導体からなる複合ゲート構造を構築し、異種材料間における界面ナノ構造を制御することにより、生体
分子認識及び細胞機能の発現過程を非標識・非侵襲で電気信号に変換するバイオトランジスタを創製します。バイオトランジスタの動作原理の
研究を通して、臨床研究や創薬分野に新たな検査・解析ツールを提供するとともに、バイオテクノロジーとエレクトロニクスを融合する新たな領
域の開拓を目指します。 

光神経電子集積回路開発と機能解析・応用
宇理須 恒雄 / 名古屋大学革新ナノバイオデバイス研究センター 特任教授

　研究代表者はシナプス後膜に流れる電流を正確に測定できる培養型イオンチャネルバイオセンサーの開発に初めて成功しました。本研究で
は、神経細胞ネットワークを本センサー内に形成し、レーザー光で活動電位を制御して記憶や学習特性を測定できるようにします。さらにナノ加
工技術を駆使してセンサーを多チャンネル化し、脳高次機能の解明や神経変性疾患の診断・創薬に有用なスクリーニング素子を開発します。 

拡張ナノ空間特異性を利用した革新的機能デバイスの創成
北森 武彦 / 東京大学 大学院工学系研究科 教授

　数１０－数１００ｎｍの「拡張ナノ空間」は界面領域のみで形成される特異空間であり、流体物性や化学特性に特異性が発現することを研究代
表者らは見いだしました。また、この特異性を活用するとマイクロ・ナノ科学と技術に新展開が期待できることを示してきました。本研究では「拡張ナ
ノ空間」の特異性を活用した新しいデバイス工学に焦点を絞り、化学、バイオ、エネルギーなどに貢献する新機能次世代ナノデバイスを実現します。 

バイオテンプレート極限加工による３次元量子構造の制御と新機能発現
寒川 誠二 / 東北大学 流体科学研究所 教授

　超低損傷中性粒子ビームエッチングと、球穀状たんぱく質を用いた高密度ナノテンプレート配置技術を組み合わせることで、超高効率量子
ドットレーザーおよび超高効率量子ドット太陽電池を実現します。また、シリコンおよび化合物半導体２次元量子ドットアレイ構造における電子
輸送現象の解析から、量子サイズ効果、ミニバンド形成効果、励起子多重生成効果を明らかにして、量子構造の制御手法を明らかにします。 

大面積ナノシステムのインタフェース応用
染谷 隆夫 / 東京大学 大学院工学系研究科 教授

　本研究では、分子の自己組織化と印刷プロセスの制御性を究極まで高めることによって、ナノ機能をメートル寸法の大面積システムに応用す
る新手法（ナノ印刷）を確立します。ナノ印刷を駆使して、プラスティックやゴムのシート上に多様なナノ機能を集積化した大面積ナノシステムを
実現します。モノの表面をこのシートで包み込んで電子化することによって、環境に溶け込み人間を支援するインタフェースとして活用し、その
有用性を実証します。 

濃厚ポリマーブラシの階層化による新規ナノシステムの創製
辻井 敬亘 / 京都大学 化学研究所 教授

　本研究では、研究代表者らが世界に先駆けて実現した「濃厚ポリマーブラシ」という新しい分子組織体が従来のものとは大きく異なる、魅力ある
特性を発現することに着眼し、その階層構造化による新しいナノシステムを創製するとともに、その活用により、従来技術では困難であった全固体
型マイクロ・リチウムイオン電池（オンボードバッテリデバイス）と眼内設置高感度センサ（ウエアラブルセンサデバイス）の開発を目指します。 

マイクロ・ナノ統合アプローチによる細胞・組織 Showcase の構築
藤井 輝夫 / 東京大学 生産技術研究所 教授

　マイクロ流体デバイスに人工バイオ界面を組み込むことにより、液性条件と接着条件とを統合的に操作可能な細胞・組織Showcaseシステ
ムを構築します。このシステムをＥＳ細胞やｉＰＳ細胞の分化過程ならびに血中循環腫瘍細胞の浸潤・転移過程に適用し、これらの過程にお
ける細胞外微小環境の効果を明らかにすることを通して、多能性細胞の応用研究やがんの診断・治療に資するマイクロ・ナノ機能統合デバイス
を実現します。

スピン流による熱・電気・動力ナノインテグレーションの創出
齊藤 英治 / 東北大学 金属材料研究所 教授

　スピントロニクスとナノマシニング技術の融合により、電気・熱・動力の間の量子力学的な変換を実現する新しいテクノロジー体系を構築しま
す。ナノスケールでは電子の自転の流れ「スピン流」を介した電子や原子核間の多様な相互作用が存在することが明らかになっています。これら
の相互作用をナノスケールで融合させることで、量子力学の原理で駆動する発電や動力駆動、熱エネルギー変換を実現させます。 

新金属ナノ粒子の創成を目指したメタロシステムの確立
山元 公寿 / 東京工業大学 資源化学研究所 教授

　本研究では、我々独自の金属精密集積法を駆使し、金属元素の原子数や配合比を精密かつ自在に制御して、従来に無い精密なサブナノサイ
ズの金属、半導体、酸化物、多元素合金などの新しい金属微粒子、いわゆる量子サイズの「新金属ナノ粒子」を組み上げるメタロシステムを世界
にさきがけ創成します。 

生体分子１分子デジタル計数デバイスの開発
野地 博行 / 東京大学 大学院工学研究科 教授

　本研究では、超微小溶液チャンバーやナノブラウン振動子計測技術を活用し、1個のウィルス粒子や1分子の各種疾病マーカー分子を簡便に検
出する「生体分子1分子デジタル計数法」を確立します。これらの計測法をCMOSイメージングチップ技術と統合することで、携帯可能で安価な検
出システムも開発します。これによって各疾病の超早期段階における検出や、インフルエンザなどのパンデミックの水際阻止などを可能にします。 

エレクトロクロミック型カラー電子ペーパー
樋口 昌芳 / 物質・材料研究機構 先端的共通技術部門 高分子材料ユニット 電子機能材料グループ グループリーダー

　省エネルギーと省資源に寄与する次世代ディスプレイの実現を目的として、ＲＧＢと無色を表現できる革新的エレクトロクロミック（電気で色
が変わる）材料の創製と、それを用いたカラー電子ペーパーの開発を行います。エレクトロクロミック機能を示す新物質である有機／金属ハイブ
リッドポリマーの電子・光物性を解明し、未踏の学問領域を開拓するとともに、プロセスインテグレーションによるデバイス製造へと連続的に研
究を展開します。 

研究領域ホームページ　http://www.nanosystem.jst.go.jp/
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