可搬型生物剤・化学剤検知用バイオセンサの開発
実施予定期間：平成 23 年度～平成 27 年度

として、PCR 法を用いた検出が利用されている。炭疽菌も
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疽菌の確認が可能である。PCR 法以外にも、保護抗原に対
する ELISA 等による抗体検査も可能であるが、測定に数時

Ⅰ．概要

間かかる上、菌表面の抗原を認識するために、ヒトに対し
て弱毒性で市販されている Davis 株との区別が困難であ

生物剤・化学剤を用いたテロ事案発生時に、ファースト

り、擬陽性に関して大きな問題がある。PCR 法による炭疽

レスポンダーが迅速に現場へ駆けつけ適確な判断が出来

菌検知のプロトコールでは、炭疽菌特異的遺伝子をターゲ

る様、隊員が携帯できる小型軽量なシステムに、炭疽菌、

ットに、サーマルサイクルにより増幅後、ゲル電気泳動に

ボツリヌス毒素、リシン及などの生物剤や、サリン、VX

よりバンドを確認することで行われている。また、最近は

等の化学剤をそれぞれ検知可能なバイオセンサシステム

リアルタイム PCR 法を用いた蛍光検出によるキットも市

を開発する。超高速なセグメントフローPCR や、熱安定性

販化されており、蛍光強度変化から炭疽菌遺伝子の定量も

に優れ抗体に匹敵する特性を有する人工糖鎖を用いた局

可能となっている。PCR 法におけるサーマルサイクルでは

在表面プラズモン共鳴（LSPR）バイオセンサ、化学剤用酵

30 サイクルに 1 時間以上費やすため、培養法に比べて迅

素センサを搭載し、生物剤については、測定開始から結果

速ではあるが、現場検知には利用困難であった。そこで、

表示まで 15 分以内に大気中致死濃度を、また化学剤につ

提案者らは、PCR 法を微小流体デバイス化したセグメント

いては擬剤を用いて 5 分以内に大気中致死濃度の 1/100 の

フローPCR 法を開発し、40 サイクルのサーマルサイクルを

検知を実現する。

超高速化することで、電気化学検出や蛍光検出と組み合わ
せ約 5 分で炭疽菌遺伝子の検知を実現している。また感度

１．目標
生物剤・化学剤を用いたテロ事案発生時に、初動対応と

についても、滅菌処理済の炭疽菌を用いた場合、 PCR 試
料中に 10 cells から検出可能であることを確認しており、

して非特定物質による汚染が想定される現場において、生

また、炭疽菌芽胞の擬剤である Bacillus subtilis の芽胞

物剤と化学剤を同時に検知可能な可搬型のバイオセンサ

溶液についても、破砕処理後で 8 cells 程度から検出可能

システムを開発する。特に、警察や消防・自衛隊等のファ

であった。使用している PCR 用試薬キットの性能では、チ

ーストレスポンダーが迅速に現場へ駆けつけ、適確な判断

ューブ中で 3 cells から検出が確認されていることから、

が出来る様、隊員が携帯できる小型軽量なシステムに、炭

本提案では、流路内壁への吸着抑制などの検討により、遺

疽菌、ボツリヌス毒素などの生物剤や、サリン、VX 等の

伝子増幅効率の改善を図ることで感度の向上を図り、感度

化学剤をそれぞれ検知可能なバイオセンサを内蔵させる。

不足による擬陰性の可能性の低減を目指す。

目標とする装置は、部品の最適化によって A4 サイズ（最

b．ボツリヌス毒素高感度検出用バイオセンサの開発

長辺 30cm）のアタッシュケース程度までダウンサイジン

これまで提案者らは、リシンやコレラ毒素を高感度に迅

グを図るとともに、現場の環境から試料を吸引する大気回

速に検知する技術を開発してきた。リシンやコレラ毒素は、

収装置等を組み込んだ装置の開発を行う。ボツリヌス毒素

細胞表層の特定の糖鎖に結合して、中毒症状を示す。この

検知では、2 分間吸引の大気中致死濃度に対して、測定時

事実を利用して、提案者らが独自に開発した人工糖鎖を用

間 15 分以内での検出を目指す。サリン及び VX については、

い、LSPR 法と組み合わせて、わずか 8 分で 30 ng/ml のリ

１分間吸引の大気中致死濃度の 1/100 を目標感度として、

シン実剤の検知に成功した。リシン以外のアルブミン、ピ

測定時間 5 分以内の検出を目指す。また、重量についても、

ーナッツレクチン（PNA）、小麦レクチン（WGA）など６種

実証期間までに、大人がひとりで搬送できる 20kg 以下を

類のタンパク質に対しては結合せず、本分析法は高い特異

実現し、最終的にはロボットへの搭載を想定した 15kg 以

性を有していることを実証した。また、コレラ毒素検知用

下を目標とする。

の糖鎖を用い、20 ng/ml のコレラ毒素実剤の検知にも成
功している。本提案では、これまでの実績を活用して、テ

２．技術的内容

ロへの使用が懸念されているボツリヌス毒素を検知対象

a．炭疽菌検出用バイオセンサの開発

に選び、当該毒素を致死量以下の検出感度で迅速に検知す

炭疽菌の確定検査には、培養法が利用されるが、検知に

る技術を開発する。すなわち、当該毒素と結合する認識素

早い場合でも 8 時間を要するため、近年では迅速な検査法

子の開発を行い、測定環境の影響を受け難い局在プラズモ

ン共鳴(LSPR)、または、電気化学検出を検知原理に用いた

も検証を行い、堅牢性に優れた実用性の高いシステムの構

毒素検知システムを開発する。本研究では、合成化学、ナ

築を目指す。

ノテクノロジー、センシング技術等の先端的技術を活用し
て、当該毒素の高感度・迅速検出について果敢に挑戦する。
c．化学剤検出用バイオセンサの開発

３．技術開発期間終了時の目標
生物剤・化学剤を用いたテロ事案発生時に、初動対応と

化学剤（サリン、VX ガス）によるアセチルコリンエス

して非特定物質による汚染が想定される現場において、生

テラーゼ（AChE）の酵素活性阻害を電気化学的に測定した

物剤と化学剤を同時に検知可能な可搬型のバイオセンサ

例はほとんどない。しかしながら、サリン、VX ガス同様

システムを開発する。特に、警察や消防・自衛隊等のファ

に AChE の酵素活性阻害を引き起こす、有機リン系の農薬

ーストレスポンダーが迅速に現場へ駆けつけ、適確な判断

を電気化学的測定した報告例は多数ある。使用する酵素の

が出来る様、隊員が携帯できる小型軽量なシステムに、炭

種類、数、電気化学による検出の方法は、様々である。我々

疽菌、ボツリヌス毒素、リシンなどの生物剤や、サリン、

は、スライドガラス上に PDMS（ポリジメチルシロキサン）

VX 等の化学剤をそれぞれ検知可能なバイオセンサを内蔵

で作製した流路中に酵素アセチルコリンエステラーゼ

させる。

（AChE）を配置して試料溶液を流しこみ、阻害反応を行っ

装置本体は、部品の最適化によって最長辺 30cm 角程度

た後に印刷電極にて測定する手法、すなわち、基質として

までダウンサイジングを図るとともに、現場の環境から試

アセチルチオコリン（ATCh）を用いて、生成するチオコリ

料を吸引する大気回収装置等を組み込んだ装置の開発を

ンを電気化学的に測定することによって 0.01ppm（0.01μ

行う。重量についても、大人がひとりで搬送できる 20kg

g/ml）のダイアジノンオキソンを 7 分間で検出することに

以下の実現を目指す。捕集機能については、市販の

成功している。本提案では、5 分以内での化学剤の検出を

BioCapture 相当（150L/min）の吸引量を想定する。また、

可能とするため酵素、電極、バイオチップの見直しを行い、

各剤検知に対応したディスポーザブルなバイオセンサチ

さらにメディエーター等を用いた他の電気化学検出法と

ップが内蔵され、以下に示す検知感度を目指す。

比較し、擬陽性なく化学剤の測定可能なバイオチップの開

検知感度等の性能については、炭疽菌検知の場合、これ

発を行う。

までに開発したセグメントフローPCR デバイス技術をもと

d．可搬型生物剤・化学剤検知装置の開発

に、流路内壁への吸着抑制などの検討により、遺伝子増幅

本課題に先立って、炭疽菌検知用セグメントフロー型

効率の改善を図ることで感度の向上を図り、感度不足によ

PCR と、リシン検知用 LSPR のためのシステム制御用ソフ

る擬陰性の可能性を低減する。測定開始から結果表示まで

トウェアを専用に開発し、タッチパネル型 PC にて全ての

15 分以内に大気中致死濃度以下で、10 cells/µl の炭疽菌

コントロール可能な、可搬型の小型リアルタイム検知シス

遺伝子の検出を実現する。

テムを実現している。
これらの成果をもとに、非特定物質による汚染が想定さ

ボツリヌス毒素検知においても、これまでに開発した高
感度・高選択性のリシン検知用 LSPR チップ技術をもとに、

れる現場において、初動対応に適した生物剤・化学剤同時

リシン同様タンパク質系の生物毒であるボツリヌス毒素

検知可能な可搬型全自動検知装置の開発に取り組む。各剤

への応用を図る。ボツリヌス毒素特異的結合能を有する糖

を想定した捕集サンプリングがなされた後、各検知チップ

鎖を設計・合成し、高純度化・高密度固定化および非特異

へ分配される。化学剤サリン・VX ガスは酵素検知チップ

的吸着（擬陽性）抑制技術について検討する。大気中致死

により、生物毒ボツリヌス毒素は LSPR 検知チップにより

濃度以下である目標感度 100 ng/ml の検出を 15 分以内で

検知する。生物剤炭疽菌は、芽胞破砕処理され、セグメン

実現することを目標とする。

トフローPCR により検知される。これらの性能仕様を満た

一方、化学剤においては、コリンエステラーゼ酵素活性

すため、エアロゾル捕集機能、芽胞試料破砕機構、チップ

阻害法を用いたバイオセンサチップで、擬剤（ダイアジノ

デバイス駆動用制御盤、小型分光器あるいは小型電気化学

ンオキソン）
を使用した場合に、既に 0.01 ppm
（0.01 µg/ml）

測定器が組み込まれ、さらに捕集から検知までの操作およ

の感度を達成している。この要素技術をもとに、サリン及

び装置駆動を全自動化するソフトウェアを開発する。また

び VX の１分間吸引の大気中致死濃度が、それぞれ 150

部品の最適化によって A4 サイズ（最長辺 30cm）のアタッ

mg/m3、0.1 mg/m3 であることから、その 1/100 を目標感度

シュケース程度まで外寸のダウンサイジングを図る。また、

として、測定時間 5 分以内に擬陰性は 0％で 1 µg/m3 以下

重量についても、大人がひとりで搬送できる 20kg 以下を

での検出下限を目指す。

実現し、最終的にはロボットへの搭載を想定した 15kg 以
下を目標とする。また大気中ダストなどの影響による作動

４．実証期間終了時の目標

率を検証し、誤報率低減に向けた仕様とセンサ感度の増強

チップデバイスを射出成形により大量生産し、ロット間

とのバランスの最適化を行う。耐振・耐環境性能について

誤差や試薬の長期保存性の検証など、測定系や開発装置の

バリデーションを実施し、最適化する。また、耐振動性や

とせず、装置構成としてはシンプルに実現できるため、ヘ

耐環境性能に関する検証や、開発したプロトタイプ装置に

リコプターや車載などを想定した際に実用上重要となる

ついてフィールド試験による擬陽性や擬陰性の検証を実

耐振・耐環境性能にも優れていると考えられる。また、ボ

施し、堅牢性に優れた装置に仕上げる。さらなるダウンサ

ツリヌス毒素等の生物毒素検出用の認識素子には、本技術

イジングも図り、A4 サイズのアタッシュケースまで小型

の特徴の一つとして、可能な限り抗体ではなくより熱安定

化を目指す。重量も最終的にはロボットへの搭載を想定し

性に優れた糖鎖を使用するため、長期の室温保存にも対応

た 15kg 以下を目標とする。

が可能である。すなわち、消耗品等の優れたライフサイク

以上の目標性能は、テーマ設定を満たしており、さらに、
既に開発した各バイオセンサは、複雑な光学系などを必要

ルコストも期待され、他の追随を許さない極めて実用性の
高いシステムを構築できるものと期待される。

５．実施体制

６．各年度の計画と実績
a.平成 23 年度（技術開発期間１年目）
(1)計画

開発
炭疽菌検知用セグメントフローPCR 法を用いたバ
イオセンサについて、流路デザインを最適化すると

（a）セグメントフローPCR 法における炭疽菌遺伝子

ともに、射出成形によるバイオセンサの大量生産を

検出の感度向上、および流路コーティング技術の

行った。また流路に対するタンパク等を利用したコ

開発

ーティング技術を新たに開発し、遺伝子試料の非特

（b）ボツリヌス毒素(C)認識糖鎖の設計・合成と高
純度化
（c）AChE 酵素活性阻害剤ダイアジノンオキソン 5
分以内での測定条件の検討
（d）大気捕集機能および炭疽菌芽胞破砕機能の検討
(2)実績

異吸着を抑制し、高い増幅効率を実現した。
（b）ボツリヌス毒素(C)認識糖鎖の設計・合成と高
純度化
ボツリヌス毒素と特異的に結合し、また、センサ
基板に固定化できるよう、還元末端側にアンカーを
導入した糖鎖を設計した。これをケモエンザイム法

（a）セグメントフローPCR 法における炭疽菌遺伝子

により合成し、工程ごとにゲルろ過や逆相カラム等

検出の感度向上、および流路コーティング技術の

を用いて精製を行うことで目的の糖鎖を高純度に得

ることができた。

性剤を含んだ溶液で化学剤検知チップに用いる酵素

（c）AChE 酵素活性阻害剤ダイアジノンオキソン 5

を凍結乾燥することで室温にて 3 ヶ月酵素活性が維

分以内での測定条件の検討
擬剤（ダイアジノンオキソン）を用いて化学剤検

持できることを実証した。擬剤（ダイアジノンオキ
ソン）雰囲気下の大気を吸引し、大気バブリング溶

出用センサに使用する酵素としてヒト由来のアセチ

液での検出を行い、5 分以内での検出が可能であった。

ルコリンエステラーゼが最適であると決定した。電

（d）捕集および芽胞破砕機能ユニットの試作と性

気化学測定により、0.02U の酵素量に対して 1.1ng

能検証、各剤の検知チップユニットの仕様検討、

（3.8pmol）のダイアジノンオキソンが検出可能であ

統合プロトタイプ装置の設計

ることを確認し、５分以内の測定条件を算出した。

4 つの捕集容器を備える樹脂性捕集容器を設計・作

（d）大気捕集機能および炭疽菌芽胞破砕機能の検討

製し、
24V バッテリー駆動にて、大気吸引量 338L/min、

捕集機能ユニットの基礎的検討を行い、1 分間の作

捕集液量 726µL の動作能力を達成した。擬剤の捕集

動条件で 948µL の溶液量を回収することが可能であ

と致死濃度相当以下のダイアジノンオキソン、リシ

ることがわかった。また、モデル菌、モデルガス剤

ン凝集素 RCA120 を測定可能であることを確認した。

のサンプリングも可能であることを確認した。また

統合システムの捕集プロセス制御プログラム案を作

開発する各剤検知チップ、捕集機能ユニットとバイ

製・試作し、捕集動作および電気化学測定までを連

オセンサシステムとの統合にかかる仕様の検討を行

続的に行えることを確認した。また、芽胞破砕機能

い、各部間の接続や駆動部材などの仕様を設定した。

ユニットに関して、擬剤である枯草菌芽胞について
インキュベーションによる熱的破砕効果により検知

b.平成 24 年度（技術開発期間２年目）

できる可能性を見出した。

(1)計画
（a）リアルタイム PCR ユニットの開発、および感度
及び定量性の検証
（b）糖鎖高密度固定化（高感度化）およびブロッキ
ング（擬陽性抑制）技術の開発
（c）化学剤検知チップの設計と作製、および大気バ
ブリング溶液を用いた検知検討とチップ改良
（d）捕集および芽胞破砕機能ユニットの試作と性能
検証、各剤の検知チップユニットの仕様検討、統
合プロトタイプ装置の設計
(2)実績
（a）リアルタイム PCR ユニットの開発、および感度
及び定量性の検証
炭疽菌特有の毒性関連遺伝子を迅速に検知する技
術として、これまでの流路のエンドポイントにおけ
る蛍光検出から光学系を改良し、リアルタイム PCR
が可能な光学ユニットを新たに開発した。これによ
り、さらなる迅速性と高感度を実現した。
（b）糖鎖高密度固定化（高感度化）およびブロッキ
ング（擬陽性抑制）技術の開発
マイクロ波を用いた糖鎖の固定化技術を開発し、
従来の SAM 法と比べ毒素検出レスポンスが約 4 倍向

c.平成 25 年度（技術開発期間３年目）
(1)計画
（a）ボツリヌス毒素(A)検知チップの開発
（b）生物剤・化学剤検出用ユニットの統合、および
試作ユニットの性能評価
（d）プロトタイプ装置の作製および性能評価
d.平成 26 年度（実証期間１年目）
(1)計画
（a）PCR 用微小流体デバイスの量産化と性能評価、
バリデーション実施、改良
（b）リシン検知用糖鎖の合成とチップ作製、LSPR
チップの保存安定性評価、および試作機を用いた
特異性評価
（c）化学剤検知チップの量産化と性能評価、バリデ
ーション実施、改良
（d）各剤の量産型検知チップと開発装置のバリデー
ション
e.平成 27 年度（実証期間２年目）
(1)計画
（a）試作機を用いた実剤評価と装置調整および改
良

上した検知チップの開発に成功した。未修飾リポ酸

（b）耐振動性や耐環境性能に関する検証、および

及び TEG-リポ酸を用い、糖鎖固定化チップに対する

フィールド試験による擬陽性や擬陰性の検証

ブロッキングを検討したところ、未修飾リポ酸にお
いて顕著なブロッキング効果があることを実証した。
（c）化学剤検知チップの設計と作製、および大気バ
ブリング溶液を用いた検知検討とチップ改良
ショ糖またはトレハロース溶液に非イオン性界面

７．年次計画

取組内容

１年度目

a. 炭疽菌検出用バイ

セグメントフロ
ーPCR 法におけ
る炭疽菌遺伝子
検出の感度向上
流路コーティン
グ技術の開発

オセンサの開発に関す
る研究

b. ボツ リヌス毒 素高
感度検出用バイオセン
サの開発に関する研究

c. 化学 剤検出用 バイ
オセンサの開発に関す
る研究

d. 統合 システム の開
発に関する研究と実証
試験

２年度目

リアルタイム
PCR ユニットの
開発
感度及び定量性
の検証

３年度目

生物剤・化学剤
検出用ユニット
の統合
試作ユニットの
性能評価

４年度目

５年度目

PCR 用微小流体
デバイスの量産
化と性能評価、
バリデーション
実施、改良

耐振動性や耐環
境性能検証
フィールド試験
による検証

ボツリヌス毒素
(C) 認 識 糖 鎖 の
設計・合成と高
純度化

糖鎖高密度固定
化（高感度化）
およびブロッキ
ング（擬陽性抑
制）技術の開発

実剤および試作
ユニットを用い
た性能評価
ボツリヌス毒素
(A) 検 知 チ ッ プ
の開発

試作機を用いた
特異性評価
LSPR チ ッ プ の
保存安定性評価
リシン検知用糖
鎖の合成とチッ
プ作製

試作機を用いた
実剤評価と装置
調整および改良

AChE 酵 素 活 性
阻害剤ダイアジ
ノンオキソン 5
分以内での測定
条件の検討

化学剤検知チッ
プの設計と作製
大気バブリング
溶液を用いた検
知検討とチップ
改良

生物剤・化学剤
検出用ユニット
の統合
試作ユニットを
用いた性能評価

化学剤検知チッ
プの量産化と性
能評価、バリデ
ーション実施、
改良

耐振動性や耐環
境性能検証
フィールド試験
による検証

大気捕集機能お
よび炭疽菌芽胞
破砕機能の検討

捕集および芽胞
破砕機能ユニッ
トの試作と性能
検証
各剤の検知チッ
プユニットの仕
様検討
統合プロトタイ
プ装置の設計

プロトタイプ装
置の作製および
性能評価

各剤の量産型検
知チップと開発
装置のバリデー
ション

耐振動性や耐環
境性能検証
フィールド試験
による検証

