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Ⅰ．プロジェクトの概要
■プログラム名：安全・安心な社会のための犯罪・テロ対策技術等を実用化するプログラム
■プロジェクト名：可搬型生物剤・化学剤検知用バイオセンサの開発
■テーマ：（テーマ２）初動対応のための生物剤・化学剤検知装置の開発
■責任機関名：大阪大学
■研究代表者名（役職）： 民谷 栄一(教授)
■実施期間：5 年間（技術開発期間：平成 23～25 年度、実証期間：平成 26-27 年度）
■実施経費： 405 百万円
1. プロジェクトの背景と目的、必要性
地下鉄サリン事件（1995 年）や米国炭疽菌郵送事件（2001 年）、2013 年の米国リシン郵送事件など化
学剤・生物剤を用いたテロは世界各地で顕在化し、このようなテロ事案に対して的確に対処することが求
められている。生物化学テロ発生時においては、汚染現場のテロ原因物質を特定することが不可欠であ
るが、これまでは現場試料を専門の捜査機関に持ち込み原因物質を特定してきた。しかし、一刻も早い
原因物質の究明は、初動隊員の生命保全、人命救助、汚染物質の除染等に極めて重要であり、又、被
害を最小限に抑えるため、現場でのテロ原因物質の迅速検知は、初動体制を円滑に進めるうえで欠かせ
ないものになっている。
このような状況の下、今日まで
国内外において、さまざまな生
物剤、化学剤を個別に測定する
装置が開発されてきた。しかし、
現行検知機は、個々の生物剤・
化学剤に対処するため、複数の
検知機を同時に用意する必要
があり、測定法も千差万別で、
危機的状況下にある現場で即
応的に混乱することなく検知機
を作動させることは容易ではな
い。又、これらの検知機は、大気
図１．装置システムの構想

中に噴霧された不審な試料を回

収する捕集ユニットを含んでいないため、現場でマニュアルで試料調製しなければならない。加えて、各
装置のメンテナンスコスト（検知機の維持、整備等）も大きい。現行機器のように、危険な現場で試料調製
を行ったり、操作性に欠ける検知機を作動させることは、生物化学剤の曝露時間を不用意に長くさせ、初
動隊員のリスクを増大させるため、捕集から検知までを全自動で 1 台の検知機で行う装置の開発が現場
のユーザーから待ち望まれている。
そこで、本プロジェクトでは、現場のニーズを反映したこれまでに開発されていない、１台の検知器で捕
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集から生物剤・化学剤の同時検知を実現する世界初の小型・軽量な検知器の開発を行うことを目的とし
た（図１）。検出対象には、過去にテロに使用された炭疽菌及びボツリヌス毒素（生物剤）、サリン及び VX
（化学剤）である。開発に当たっては、諮問委員等のユーザーに加え、バイオセンサの開発で世界をリー
ドする大学・研究機関、実剤を取り扱える研究機関、製品実用化の実績を有する企業が連携し一体となり、
テロ現場で実践的に使用可能な可搬型バイオセンサを開発し、我が国の安全･安心な社会の実現に寄
与するものである。
２．研究の全体像

３．ミッションステートメント
【技術開発期間終了時】
生物剤・化学剤を用いたテロ事案発生時に、初動対応と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システムを開発する。特に、警
察や消防・自衛隊等の初動措置隊が迅速に現場へ駆けつけ、適確な判断が出来る様、隊員が携帯でき
る小型軽量なシステムに、炭疽菌、ボツリヌス毒素、リシン及びその他の生物剤や、サリン、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させる。 装置本体は、部品の最適化によって最長辺 30cm
角程度までダウンサイジング化を図るとともに、現場の環境から試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行う。重量についても、大人がひとりで搬送できる 20kg 以下の実現を目指す。捕集
機能については、市販の BioCapture 相当（150L/min）の吸引量を想定する。また、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ップが内蔵され、以下に示す検知感度を目指す。
検知感度等の性能については、炭疽菌検知の場合、これまでに開発したセグメントフローPCR デバイ
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ス技術をもとに、流路内壁への吸着抑制などの検討により、遺伝子増幅効率の改善を図ることで感度の
向上を図り、感度不足による偽陰性の可能性を低減する。測定開始から結果表示まで 15 分以内に大気
中致死濃度以下で、10 cells/µl の炭疽菌遺伝子の検出を実現する。
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、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鎖を設計・合成し、高純度化・高密度固定化および非特異的吸着（偽陽性）抑制技
術について検討する。大気中致死濃度以下である目標感度 100 ng/ml の検出を 15 分以内で実現する
ことを目標とする。
一方、化学剤においては、コリンエステラーゼ酵素活性阻害法を用いたバイオセンサチップで、擬剤
（ダイアジノンオキソン）を使用した場合に、既に 0.01 ppm（0.01 µg/ml）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 VX の１分間吸引の大気中致死濃度が、それぞれ 150 mg/m3、0.1 mg/m3 であ
ることから、その 1/100 を目標感度として、測定時間 5 分以内に偽陰性は 0％で 1 µg/m3 以下での検出
下限を目指す。
【実証期間終了時】
チップデバイスを射出成形により大量生産し、ロット間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ついてフィールド試験による偽陽性や偽陰性の検証を実施し、堅牢性に優れた
装置に仕上げる。さらなるダウンサイジングも図り、A4 サイズのアタッシュケースまで小型化を目指す。重
量も最終的にはロボットへの搭載を想定した 15kg 以下を目標とする。
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
系などを必要とせず、装置構成としてはシンプルに実現できるため、ヘ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耐振・耐環境性能にも優れていると考えられる。また、リシン等の生物毒素検出用
の認識素子には、本技術の特徴の一つとして、可能な限り抗体ではなく極めて熱安定性に優れた糖鎖を
使用するため、長期の室温保存にも対応が可能である。すなわち、消耗品等の優れたライフサイクルコス
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。
４．研究計画
（１）全体計画
次の各研究開発要素１～4 について開発を行い、これらを統合することで、目的のバイオセンサを試作
開発する。
研究開発要素１：炭疽菌検出用バイオセンサの開発
技術開発期間の１年目では、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を目指し、
流路内壁への非特異吸着を防ぐための流路コーティング技術を開発する。また、現状では、炭疽菌検出
用リアルタイム PCR キットを利用しているものの、流路のエンドポイントにおける蛍光検出から含有遺伝子
量（菌数）の定量を行っている。しかしながら、本来のリアルタイム PCR 法のように、サーマルサイクル途中
の蛍光変化を計測していないため、厳密には定量性に問題がある。そこで、技術開発期間の 2 年目終了
までに、光学系の改良によりリアルタイム PCR が可能なユニットを開発し、感度及び定量性について検証
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する。技術開発期間の３年目では、その他の生物剤・化学剤検出用ユニットを統合したプロトタイプ装置
を用いて、炭疽菌芽胞の擬剤を用いて、大気捕集から検出までの分析時間について最適化する。
実証期間（2 年）においては、セグメントフローPCR 用微小流体デバイスを射出成形により大量生産し、
ロット間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する。また、ユ
ーザーの要望に対応した開発装置の改良を実施する。耐振動性や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ついてフィールド試験による偽陽性や偽陰性の検証を実施する。
研究開発要素２：ボツリヌス毒素高感度検出用バイオセンサの開発
本テーマでは、技術開発期間（3 年）において、まず、ボツリヌス毒素(C)と特異的に結合する糖鎖（ガン
グリオシド）の合成を行い、これらをチップに配列制御して高密度に固定化する技術を開発する。本研究
では、小型・軽量化が可能で高感度測定が期待される局在表面プラズモン共鳴（LSPR）を検出デバイス
に選択しているが、LSPR による高感度検知を達成するには、高密度に配列制御した糖鎖の固定化が必
須である。次に、開発したチップを用い、実剤を高感度に検知可能か検討する。目標とする検出感度は
100 ng/mL である。ボツリヌス毒素(A)については、検知リガンドに糖鎖、又は、抗体を選択し、これらを配
列制御してチップに高密度に固定化する技術を開発する。
次に、実証期間（2 年）においては、標的毒素以外のタンパク質を用いた偽陽性試験を実施し、開発し
た毒素検出用バイオセンサの特異性評価を行う。過去に犯罪やテロに用いられたリシンを対象毒素に選
び、リシンを検知するためのチップの開発を行う。開発した試作機について実剤評価試験を実施する。ボ
ツリヌス毒素重鎖（BTX/A/Hc）及びリシンを用いた実証試験を行い、大気中致死濃度（15 分曝露）にお
ける標的毒素を 15 分以内に全自動で検出可能か検証する。
研究開発要素３：化学剤検出用バイオセンサの開発
技術開発期間の１年目では、ダイアジノンオキソンを AChE 酵素活性阻害剤として、5 分以内で測定可
能なバイオチップを開発するための諸条件の検討を行う。サリン、VX の１分間吸引の大気中致死濃度か
ら 1 分間 150 L の現場環境から大気を 5mL の溶液にバブリングし、化学剤が全て溶液中に溶け込んだと
して試算すると、サリンでは 11.25µg/mL、VX では 0.45µg/mL となる。そこで、これらの条件に適合するよ
うにダイアジノンオキソン 0.01µg/mL を 5 分以内で測定可能な酵素量、酵素活性阻害時間などの検討を
行う。技術開発期間２年目は、１年目で得られた諸条件を元にバイオチップの仕様を決定し、バイオチッ
プの作製を行う。試作バイオチップで得られた結果を基に酵素量、酵素活性阻害時間などの諸条件をバ
イオチップ用に最適化し、現場環境から大気をバブリングした溶液を前処理することなく 5 分間で化学剤
の検出を可能とするためのバイオチップの設計、作製を行う。技術開発期間３年目は、その他の生物剤・
化学剤検出用ユニットを統合したプロトタイプ装置を用いて、化学剤の擬剤を用いて、大気捕集から検出
までの分析時間について検討し、最適化する。なお、サリンや VX 同様のコリンエステラーゼ阻害剤であ
る有機リン系農薬に対する既に達成した感度から、サリンについては致死濃度の 1/100 の目標濃度に対
しても十分検知可能であると考えられる。一方、VX については捕集効率及び酵素反応時間を最適化す
ることで目標感度の達成を目指す。
実証期間（2 年）においては、実剤（サリン、VX）を用いて、検出可能であるかの検討を行うと共に、射出
成形により化学剤検出用バイオチップを大量生産し、ロット間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する。サリン及び VX は、水に溶け込みやすくし吸着を軽減し回
収率をあげるためにバブリング方法を採用し、酵素量の調整、電極の検討などを行い５分間での化学剤
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の検出を実現化する。また耐振動性や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ついて
フィールド試験による偽陽性や偽陰性の検証を実施する。
研究開発要素４：可搬型生物剤・化学剤検知装置の開発
技術開発期間の１年目では、大気捕集機能および炭疽菌芽胞破砕機能の検討を行う。捕集について、
各剤の最適な溶解条件を調査し、バブリングあるいはフィルタリング、気液混合などとあわせ最適な捕集
方法および条件を検討する。例えば、捕集用ミストを噴霧して、目的物と気液混合し、その大気を捕集す
る。このとき容器中にマイクロサイクロンなどにより気液分離し、分離された液を各剤検知用チップに分配
送液して測定することを検討する。芽胞破砕機能について、最適な破砕条件を調査する。技術開発期間
の２年目では、得られた条件をもとに大気捕集機能ユニットおよび芽胞破砕機能ユニットの試作と性能検
証を行う。また、各剤の検知チップ要素技術に合わせた生物剤・化学剤検出用ユニットの仕様を検討し、
各ユニットを統合したプロトタイプ装置の設計を行う。技術開発期間の３年目では、設計に基づきプロトタ
イプを作製する。作製したプロトタイプ装置および各擬剤を用いて、大気捕集から検出までの分析時間に
ついて最適化する。
実証期間（2 年）においては、各剤の量産型検知チップと開発装置のバリデーションを実施する。また、
ユーザーの要望に対応した開発装置の改良を実施する。耐振動性や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ついてフィールド試験による偽陽性や偽陰性の検証を実施する。
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（２）年次計画
研究項目ごとの年次計画を以下の線表に示す。
研究計画表
研

究

項

目

担当機関

１年度目

2 年度目

3 年度目

4 年度目

5 年度目

産 業 技 術 新規 流路 コー リ ア ル タ イ ム 開 発 し たバイ PCR 用微小 耐振動性や
総 合 研 究 テ ィ ン グ 技 術 PCR ユニットの オセンサ及び 流 体 デ バ イ 耐環境性能
炭疽菌検出用バイオセ
開発
所
の開発
リ ア ル タ イ ム ス の 量 産 化 検証
ンサの開発に関する研 大阪大学
PCR ユニ ット と 性 能 評 フィールド試
究
に よ り 芽 胞 擬 価、バリデー 験 に よ る 検
剤の検出
ション実施、 証
改良

研究開発要素①

産 業 技 術 ボツリヌス毒素 糖鎖高密度固 開発した検知 毒素検出用 試作機の
総 合 研 究 (C)認識糖鎖の 定 化 （ 高 感 度 チ ッ プ に よ る バ イ オ セ ン 実剤試験
ボツリヌス毒素高感度検
所
設計・合成と高 化）およびブロ ボ ツ リ ヌ ス 毒 サの特異性 評価
出用バイ オセン サの開 大阪大学 純度化
ッキング（偽 陽 素(C 型、A 型) 評価
発に関する研究
性 抑 制 ） 技 術 の検出
（リシン検知

研究開発要素②

の開発

チップの開
発）

岡 山 理 科 化学剤検知用 AChE 酵素活 化 学 剤 検 知 化学剤検知 耐振動性や
研究開発要素③
化学剤検出用バイオセ 大学
チ ッ プ の 酵 素 性阻害による 5 チップの設計 チ ッ プ の 量 耐環境性能
大阪大学
産 化 と 性 能 検証
ンサの開発に関する研
の選定。
分以内 での測 と 作 製 。 大 気
評 価 、 バ リフ ィ ー ル ド
究
定 条 件 の 検バ ブ リ ン グ 溶 デ ー シ ョ ン 試 験 に よ る
討 。 酵 素 、 基 液を用いた検 実施、改良 検証
質の保存法 の 知。
検討。

大阪大学 大気捕集原理 大 気 捕 集 ユ ニ プロトタイプ装 各剤の量産 耐振動性や
産 業 技 術 の確立
ットの構築と各 置を作製
型 検 知 チ ッ 耐環境性能
剤擬剤必要捕化学剤擬剤・ プ と 開 発 装 検証
統合シ ステム の 開発に 総 合 研 究
所
集能を達成
生物毒素擬剤 置 の バ リ デ フ ィ ー ル ド
関する研究と実証試験 岡 山 理 科
各 剤 検 知 チ ッ の要求検知感 ーション
試験による
大学
プ お よ び 統 合 度 ・ 時 間 の決
検証
科学警察
プ ロ ト タ イ プ の定
研究所
仕様設定
研究開発要素④
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５．実施体制
＜研究実施体制図＞
①炭疽菌検出用バイオセンサの開発に
関する研究

大阪大学

産総研

②ボツリヌス毒素高感度検出用バイオ
センサの開発

③化学剤検出用バイオセンサの開発

大阪大学

産総研

大阪大学

岡山理科大

（責任機関）
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とリアルタイム定量検
知技術の開発を行う。

ボツリヌス毒素(C)認識糖鎖の探索と、高感
度検知チップの開発を行う。

酵素活性阻害を利用した電気化学検出法を
利用した迅速化学剤検知用チップの開発を
行う。

生物剤遺伝子検知チップ部

生物剤毒素検知チップ部

化学剤検知チップ部

の提供

の提供

の提供

大阪大学

岡山理科大

産総研

科学警察研究所

捕集機能ユニットおよび各剤の検知ユニットを統合し、生
物剤・化学剤同時検知可能な可搬型全自動検知装置の開発
を行う。
パナソニック

大阪市立
環境科学研究所

コニカミノルタ

試作装置開発の協力

責任機関

検知技術の評価を依頼
参画機関
協力機 関

可搬型生物剤・化学剤検知用バイオセンサの開発 （プロトタイプ試作機）
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＜実施体制一覧＞
研 究 項 目

1.

統合システムの開発に関する研究と実証試

担当機関等

大阪大学大学院 工学研究科

験

研究担当者

◎民谷栄一(教
授)
斎藤真人（助教）
村橋瑞穂（研究
員）
池内智彦（研究
員）

警察庁科学警察研究所 法科

瀬戸康雄（部長）

学第三部
2.

炭疽菌検出用バイオセンサの開発に関する

研究

産業技術総合研究所 健康工

永井秀典(主任

学研究部門

研究員)
古谷 俊介（研究
員）
鳴石 奈穂子（契
約職員）
古谷 のぞみ（契
約職員）

3.

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

産業技術総合研究所 ナノ材

鵜沢浩隆(上級

料研究部門

主任研究員)
近藤里志（契約
職員）
知久和寛（契約
職員）
永塚健宏（契約
職員）
内田奈津子（契
約職員）

警察庁科学警察研究所 法科

瀬戸康雄（部長）

学第三部
４．化学剤検出用バイオセンサの開発に関する研

岡山理科大学工学部

究

◎ 研究代表者
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永谷尚紀（准教
授）

６．諮問委員会の委員構成及び開催状況
＜諮問委員会委員＞
内閣府 参事官補佐 森田淳子（平成 23 年 9 月～平成 25 年 9 月）
内閣府 行政実務研修員 鈴木俊之（平成 25 年 10 月～平成 27 年 3 月）
内閣府 上席政策調査員 津田健一郎（平成 27 年 4 月～平成 28 年 3 月）
内閣府 行政実務研修員 越石秀樹（平成 27 年 4 月～平成 28 年 3 月）
消防庁 参事官補佐 松永陽一（平成 23 年 9 月～平成 25 年 3 月）
消防庁 参事官補佐 小林信之（平成 25 年 4 月～平成 27 年 3 月）
消防庁 参事官補佐 新村満弘（平成 27 年 4 月～平成 28 年 3 月）
海上保安庁 業務係長 立石良介（平成 23 年 9 月～平成 24 年 3 月）
海上保安庁 業務係長 佐々木千寿（平成 24 年 4 月～平成 27 年 3 月）
海上保安庁 業務係長 西津弘雅（平成 27 年 4 月～平成 28 年 3 月）
防衛省 室長 武田仁己（平成 23 年 9 月～平成 25 年 9 月）
防衛省（現 防衛装備庁） 主任研究官 尾崎圭一（平成 25 年 10 月～平成 28 年 3 月）
東京医科歯科大学 教授 三林浩二（平成 23 年 12 月～平成 28 年 3 月）
コニカミノルタオプト株式会社 室長 奈良環（平成 23 年 9 月～平成 25 年 3 月）
コニカミノルタ株式会社 グループリーダー 高間正彰（平成 25 年 4 月～平成 28 年 3 月）
諮問委員会等の開催実績及び議題
(a) 諮問委員会
第一回（平成 23 年 11 月 28 日）、コニカミノルタ丸の内オフィス
議題： 当課題の概要説明と今後の予定、およびディスカッション
消防庁・海上保安庁・防衛省諮問委員へのユーザーニーズ調査
第二回（平成 24 年 3 月 23 日）、パナソニック品川シーサイドビル
議題： 各参画機関の進捗状況報告と今後の予定、およびディスカッション
第三回（平成 24 年 9 月 24 日）、大阪大学東京オフィス（田町）
議題： 各参画機関の進捗状況報告と今後の予定、およびディスカッション
第四回（平成 25 年 3 月 11 日）、大阪大学東京オフィス（田町）
議題： 各参画機関の進捗状況報告と今後の予定、およびディスカッション
第五回（平成 25 年 9 月 3 日）、コニカミノルタ丸の内オフィス
議題： 各参画機関の進捗状況報告と今後の予定、およびディスカッション
再審査のスケジュール等確認
第六回（平成 26 年 3 月 24 日）、コニカミノルタ丸の内オフィス
議題： 各参画機関の進捗状況報告と今後の予定、およびディスカッション
第七回（平成 26 年 10 月 7 日）、大阪大学東京オフィス（霞が関）
議題： 各参画機関の進捗状況報告と今後の予定、およびディスカッション
第八回（平成 27 年 3 月 31 日）、大阪大学東京オフィス（霞が関）
議題： 各参画機関の進捗状況報告と今後の予定、およびディスカッション
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第九回（平成 28 年 1 月 12 日）、大阪大学東京ブランチ（日本橋）
議題： 各参画機関の進捗状況報告と今後の予定、およびディスカッション
第十回（平成 28 年 3 月 23 日）、大阪大学東京ブランチ（日本橋）
議題： プロジェクト進捗状況報告、およびディスカッション
今後の予定事後評価のスケジュール等確認
(b) 運営会議
各参画機関および協力機関において、研究課題についての進捗報告、課題抽出・対策等の議論を
重ね、また率直な情報・意見交換を行い連携を密にすることで、研究課題の円滑な推進に努めた。
第一回（平成 23 年 11 月 28 日）、コニカミノルタ丸の内オフィス
第二回（平成 23 年 12 月 20 日）、大阪大学（吹田）
第三回（平成 24 年 3 月 23 日）、パナソニック品川シーサイドビル
第四回（平成 24 年 9 月 24 日）、大阪大学東京オフィス（田町）
第五回（平成 25 年 3 月 11 日）、大阪大学東京オフィス（田町）
第六回（平成 25 年 9 月 3 日）、コニカミノルタ丸の内オフィス
第七回（平成 26 年 3 月 24 日）、コニカミノルタ丸の内オフィス
第八回（平成 26 年 10 月 7 日）、大阪大学東京オフィス（霞が関）
第九回（平成 27 年 3 月 31 日）、大阪大学東京オフィス（霞が関）
第十回（平成 27 年 6 月 4 日）、科学警察研究所（柏）
第十一回（平成 28 年 1 月 12 日）、大阪大学東京ブランチ（日本橋）
第十二回（平成 28 年 3 月 23 日）、大阪大学東京ブランチ（日本橋）
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Ⅱ．経費
１．所要経費
(単位：百万円)
研 究 項 目

1.

炭疽菌検

出用バイオセン

担当機関等

研 究
担当者

国立研究開 永井 秀典

所要経費（補助対象経費）
Ｈ23

Ｈ24

Ｈ25

Ｈ26

Ｈ27

年度

年度

年度

年度

年度

合計

10.0

20.0

22.5

8.5

13.5

74.5

10.0

15.0

15.0

11.5

13.1

64.6

5.0

10.0

11.5

4.9

8.0

39.4

19.9

55.0

58.5

28.7

57.0

219.1

8.0

8.0

99.6

405.6

発法人 産

サの開発に関す 業技術総合
る研究

研究所

2.

国立研究開 鵜沢 浩隆

ボツリヌス
毒素高感度

発法人 産

検出用バイ

業技術総合

オセンサの

研究所

開発
3． 化学剤検出 学校法人加 永谷 尚紀
用バイオセンサ

計学園 岡

の開発に関する

山理科大学

研究
４． 統合システ

国立大学法 民谷 栄一

ムの開発に関す

人大阪大学

る研究と実証試
験

警察庁科学 瀬戸 康雄
警察研究所

所 要 経 費
（合 計）

44.9

11

100

107.5

53.6

２．使用区分
（単位：百万円）
研究項目１
１．補助金

研究項目２

研究項目３

研究項目４

計

74.5

64.6

39.4

226.9

405.4

設備備品費

24.9

3.4

9.9

50.9

89.1

人件費

21.2

37.4

13.6

111.7

183.9

消耗品費

26.3

22.8

13.7

54.6

117.4

その他

2.0

1.0

2.2

9.7

14.9

合 計

74.5

64.6

39.4

226.9

405.4

0

0

0

0.2

0.2

74.5

64.6

39.4

227.1

405.6

２．自主経費
総 計

３．補助対象外

0

0

0

0

0

経費

【装置名：購入期日、購入金額、購入した備品で実施した研究項目】（H23～H27 年度）
①超小型 NC 微細加工機：2012 年 3 月，8 百万円，研究項目１
②卓上型 NC 加工機：2012 年 3 月、5 百万円、研究項目 4
③デジタルハイスピードカメラ：2012 年 9 月、10 百万円、研究項目 4
④小型可搬型生物・化学剤検知用バイオセンサ駆動装置：2014 年 2 月、12 百万円、研究項目 4
Ⅲ．実施結果・成果の概要
１． 目標達成度
【技術開発期間終了時】
研究開発要素①：炭疽菌検出用バイオセンサの開発
ミッションステートメントに記載の炭疽菌遺伝子検知における目標は、測定開始から結果表示まで
15 分以内に、大気中致死濃度以下としての 10 cells/µl の炭疽菌遺伝子の検出を実現することであ
る。それに対し、技術開発期間３年目半ばの８月時点において、高速なサーマルサイクルにより迅速
に PCR が可能なセグメントフローPCR デバイス技術を用いることで、炭疽菌芽胞の擬剤である枯草菌
芽胞を用いて、目標感度及び目標検出時間を達成した。
なお、公募に記載の生物剤に対する要求項目には、対象の判別までの時間は、生物剤は 15 分
以内であることが望ましく、検出限界は、生物剤の場合は人が 15 分間暴露した際の致死量（LD50）未
満であることが望ましいとある。本課題では、炭疽菌検出用バイオセンサのコア技術であるセグメントフ
ローPCR 法を改良し、流路内壁への吸着抑制のため新しいコーティング法を考案した結果、炭疽菌
芽胞の擬剤である枯草菌芽胞目標感度である 10 cells/µL のシグナル検出される時間が、12 分で可
能であることが確認された。責任機関である大阪大学にて検討した大気捕集時間は 1 分であることか
ら、大気捕集から検知までの時間を 15 分以内で達成した。
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研究開発要素②：ボツリヌス毒素高感度検出用バイオセンサの開発
検知リガンドに本プロジェクトで開発した人工糖鎖を用い、局在表面プラズモン共鳴（LSPR）を原理と
したバイオセンサにより、ボツリヌス毒素 A 型、B 型、C 型について 50 ng/mL～100 ng/mL の範囲で濃
度依存的に検出できた。検出感度は 50 ng/mL であり、いずれも 15 分以内に検出可能であった。ミッ
ションステートメント記載の目標感度（100 ng/mL）を上回る高感度化を達成し、検知時間は目標時間内
であった。検知対象とした毒素は、A 型、B 型、C 型であり、当初の計画（2 種類）を上回る 3 種類の型
のボツリヌス毒素の検出に成功した。なお、市販の検知器やキットでは、ボツリヌス毒素 C 型の検出に
対応していないが、本バイオセンサは、世界で唯一、A 型、B 型、C 型の 3 種類を検知できる。
研究開発要素③：化学剤検出用バイオセンサの開発に関する研究
捕集容器内に酵素を配置して１分間の大気捕集の時間を利用して酵素と化学剤の阻害反応を行
い、捕集の終了 10 秒前に基質となるアセチルチオコリン（ATCh）を投入することによって酵素溶液と
基質の混合を行うようになっている。酵素反応によって ATCh が分解する時間を２分として、その後に
微分パルスボルタンメトリー（DPV）にて、酵素反応による生成物チオコリンの電気化学測定を行い、結
果を表示させる手順となっており、５分以内の検出を可能にする設定とした。偽陰性に関しては、捕集
容器内に酵素を配置しない同様のユニットを設置し、同時に検出を行い比較することによって偽陰性
を 0%にすることを検討した。酵素活性阻害によって検出を行うため、酵素の失活によっても陽性となる
ため偽陰性の原因となるのは、基質である ATCh が保存中に分解している場合である。酵素を配置し
ていない比較用のユニットにて ATCh の分解が検出された場合は、検出が出来ていないとすることに
よって偽陰性は防げる。１µg/m3 の検出限界に関しては、ダイアジノンを用いて捕集、検出実験を行っ
たところ、ダイアジノンの場合は 1.0 µg まで検出可能であった。ダイアジノンを用いた検討の試算では、
試作中の捕集装置では、１µg/m3 のダイアジノンの大気を捕集した場合、0.338µg の捕集が可能である。
ダイアジノンとサリン、VX の毒性を文献 1)にて調査したところ、サリンで約 100 倍、VX で約 240 倍とあり、
毒性を考慮すると 0.338µg のサリン、VX の検出は可能でありミッションステートメントの検出限界を達成
している。実際には、水への溶解度などもダイアジノンとサリン、VX で異なるため実証試験にて実剤に
て検証する必要がある。
文献 1：Bajgar J. et al., Acta Medica, 2005, 48(1), 3-21

研究開発要素④：統合システムの開発に関する研究と実証試験
本課題の開発装置の要求事項として、現場の環境から試料を吸引する大気回収機能を有すること
にあり、捕集機能ユニットの開発が第一である。これには、大気中にミストを噴霧することで水と目的物
を接触混合させ、さらに気液混合体を捕集容器に吸引、容器内捕集室でサイクロンを発生させ気液
分離し、水中に溶け込んだ各剤は水とともに捕集室内に捕捉され、ガスは室外に放出される、という仕
組みを構築した。気液混合・分離技術の利点は、大量の大気を処理可能な点にあり、今回開発した捕
集ユニット性能としては、市販の BioCapture 相当（150L/min）の吸引量をはるかに超える 338 L/min
の吸引量を達成した。また、捕集時間を 1 分間と設定して各剤擬剤の捕集実験を行ったところ、致死
量相当の大気中濃度の各擬剤を捕集可能であることを確認した。また駆動電源も DC24V であること
から、バッテリー駆動可能であり、可搬型システムの構築にも適している。
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一方、捕集から検知までを連続して行うために、捕集ユニットから検知用バイオセンサに分配する機
能を付加し、各剤検知チップおよび検出部を接続した検知システムプロトタイプを試作した。各剤擬
剤を用いて評価試験を行ったところ、目標値 1 µg/m3 以下である 1.0 µg（致死量 1.2 mg の約
1/1000 倍量）の化学剤擬剤（DZO）およびボツリヌス毒素(A)（BTX/A）空間致死濃度 5.8µg/m3 の
1/30 倍に相当する 66.3 ng の生物毒素擬剤（RCA120）を捕集し、連続してそれぞれ化学剤検知バイオ
センサおよび生物毒素検知バイオセンサにて検知することに成功した。捕集開始から検知までの所
要時間も、化学剤擬剤で 4 分程度、毒素剤擬剤で 15 分であった。よって要求感度および時間内を達
成することができた。
【実証期間終了時】
研究開発要素①：炭疽菌検出用バイオセンサの開発
統合システムに最適化したセグメントフローPCR 用微小流体デバイスを射出成形により大量生産し、
ロット間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たところ、
炭疽菌擬剤に対して 5.3％のロット間誤差を確認し、長期保存性については室温保存では 4 ヶ月まで、
一方、冷蔵保存では１年間の試薬コーティングチップの保存性が確認された。また、セグメントフロー
PCR ではヒーターを使用するため周囲温度の影響を受けると考えられる。そこで、5〜40℃の範囲で正
常に擬剤を検知できるか検証したところ、5℃では溶液の粘性の増大により正常に送液されず検出で
きなかったが、15〜40℃の範囲では検知可能であることが確かめられた。
さらに、本研究にて開発した炭疽菌検出用バイオセンサのコア技術であるセグメントフローPCR 法と
大阪大学にて開発したエアロゾル捕集ユニットを統合したシステムにおいて、炭疽菌芽胞擬剤に対し
て捕集から検出までの一連の動作を全自動で行い、大気捕集から検出まで 15 分以内と、当初の計画
通りの成果を得た。検出感度についても目標とした 10 cells/µl を達成した。さらに統合システムの実証
試験として、擬剤ではなく炭疽菌の滅菌培養液を用いた場合に、擬剤同様 12 分で 8 cells/µl の炭疽
菌の検出を確認した。
また、前述の公募情報にはさらに、検知の際には、検出対象の同定が求められ、偽陰性は０％とな
ることが望ましいとある。そこで、炭疽菌遺伝子の検知の場合には、PCR を阻害する成分の混在による
偽陰性の可能性が考えられるため、有毒なサリンが混在したサンプルを用いて検討したところ、サリン
による PCR への阻害は確認されず、テロ事案を想定した際の大気中に共存が予想される他成分によ
る偽陰性はなく、測定信頼性のさらなる向上を達成した。
研究開発要素②：ボツリヌス毒素高感度検出用バイオセンサの開発
2003 年～2004 年の米国上院やホワイトハウスへのリシン郵送事件、2013 年 4 月のボストンマラソン
の爆弾テロ事件以降に起きた米国オバマ大統領宛てのリシン郵送テロなど、リシンを用いたテロが繰り
返し報道されている。本課題では、しばしば犯罪･テロに用いられるリシンの高感度検出についてはじ
めに検討した。本研究で開発したリシン検知チップを用い、ボツリヌス毒素と同様に局在表面プラズモ
ン共鳴（LSPR）を原理としたバイオセンサにより、リシン溶液を用いた実剤を 50 ng/mL～100 ng/mL の
範囲で濃度依存的に検出できた。検出感度は 50 ng/mL、分析時間は 15 分以内であり、当初の計画
通りの成果を得た（目標感度はボツリヌス毒素と同様に 100 ng/mL、目標分析時間は 15 分である） 。
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次に、標的毒素にボツリヌス毒素重鎖(BTX/A/Hc)を選択し、試作･開発した毒素検出用バイオセン
サの実証試験を行った。その結果、ボツリヌス毒素の大気中致死濃度（15 分曝露）における 1/10 相当
の標的毒素を 15 分以内に全自動で検出することに成功した。公募要領に記載の目標値の 10 倍以上
の高感度化を達成した。また、リシン大気中致死濃度（15 分曝露）における 1/3,000 の極微量のリシン
を 15 分以内に全自動で検出でき、目標値の 3,000 倍以上の高感度化を達成し、当初の計画を大きく
上回る成果を得た。また、特異性試験も実施し、検出した標的毒素(BTX/A/Hc)の 10 倍高濃度の牛
血清アルブミン（BSA）であっても偽陽性は検出されず、信頼性の高いことを証明した。
研究開発要素③：化学剤検出用バイオセンサの開発に関する研究
化学剤（サリン、VX）がアセチルコリンエステラーゼ（AChE）に結合することで酵素活性阻害を引き
起こす。基質代謝物のチオコリン量を電気化学的に測定することで、化学剤の有無を知ることができる。
電気化学としては微分パルスボルタンメトリー（DPV）を適用することと、至適な酵素・基質濃度を見出
し、高感度に測定できることを技術開発期間に得ている。この成果をもとに、独自の小型ポテンショス
タットの作製に加え、メンテナンス性を考慮したディスポーザブル仕様の化学剤検出用印刷型電極を
新たに設計試作し、同時に後述する捕集分配ユニットに一体化した仕様とした。捕集動作と連動して
基質を自動投入・混合し、捕集される化学剤と阻害反応を行った後、組み込み印刷電極にて測定す
る手法を開発した。一方で、酵素の長期保存性についても検討し、0.1M トレハロース、0.1% Tween20
を含んだ溶液で酵素を凍結乾燥および 4℃・乾燥状態にて、1 年間保存可能であることも見出した。こ
れらを用いて、科学警察研究所において、実剤の検出を行い、目標感度とする１分間吸引の大気中
致死濃度の 1/100 を上回る高感度な化学剤検知用バイオセンサを開発することができた。その結果、
サリン及び VX について、それぞれ致死濃度の 1/5,000,000（10ng サリン）および 1/1,000（10ng VX）
の検知を 5 分以内で達成した。
研究開発要素④：統合システムの開発に関する研究と実証試験
化学剤・生物剤を用いたテロは世界各地で顕在化し、このようなテロ事案に対して的確に対処する
ことが求められている。生物化学テロ発生時においてテロ原因物質を現場にて特定することが不可欠
であるが、現行は個々の生物剤・化学剤に対処するため複数の検知機を同時に用意せざるを得なく、
その扱いも煩雑である。本プロジェクトでは、１台の検知器で捕集から生物剤・化学剤の同時検知を実
現する世界初の小型・軽量な検知器の開発を行うことを目的としている。開発する検知装置の概略と
して、大気捕集機能部位、捕集溶液の各剤検知チップへの分配機能部位、各剤検知チップ検出部か
らなる構成とした。捕集ユニット性能としては、市販の BioCapture 相当（150L/min）の吸引量をはるか
に超える 338 L/min の吸引量を達成することができた。開発した捕集ユニットに、上記研究項目で開
発した各剤検知チップ要素技術を融合した統合システムを試作し、各剤検知評価試験を行ったところ、
目標値 1 µg/m3 以下である 10 ng（濃度換算 0.03 µg/m3 、大気中致死濃度 150 mg/m3 の約
1/5,000,000 倍濃度）のサリン、30 ng（濃度換算 0.1 µg/m3 、大気中致死濃度 0.1 mg/m3 の約
1/1,000 倍濃度）の VX、空間致死濃度 5.8µg/m3 の 1/10 倍に相当する 10 ng のボツリヌス毒素(A)
（BTX/A/Hc）、空間致死濃度以下に相当する 8cell の枯草菌芽胞擬剤を捕集し、連続してそれぞれ
の各剤検知バイオセンサにて検知することに成功した。捕集開始から検知までの所要時間も、化学剤
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実剤で 4 分程度、毒素剤で 15 分、生物剤擬剤で 15 分であった。よって装置性能としての要求感度お
よび時間内を達成することができた。さらに、部品の最適化をすすめ小型軽量（30cm×30cm×30cm、
12.8 ㎏）、バッテリー駆動（24V）を達成することができた。
２.プロジェクト全体としての成果
（１）全体成果
試作した開発物の主な仕様を以下に示す。
【開発した開発物の主な仕様】
･大きさ 30cm×30cm×30cm
･重さ

12.8kg

･処理能力 サリン、VX は捕集から判定まで 5 分以内、炭疽菌、リシン、ボツリヌス毒素について 15 分程
度
･検知対象：サリン、VX、炭疽菌、リシン、ボツリヌス毒素
検出感度：サリン：大気中致死濃度（1 分曝露）の 1/5,000,000 程度
VX：大気中致死濃度（1 分曝露）の 1/1000 程度
炭疽菌：空間致死濃度（15 分曝露）の 1/10 程度
リシン：空間致死濃度（15 分曝露）の 1/3,000 程度
ボツリヌス毒素：空間致死濃度（15 分曝露）の 1/10 程度
･製品化の目処 鋭意検討中
･予定販売価格 1,200 万円～3,000 万円
･導入･運用コスト １検知当たり（使い捨てチップ等として）、合計３万円程度
（a） 技術開発期間
技術開発期間においては、各剤に対応した要素検知技術の開発を行った。すなわち、化学剤検知に
関しては、化学剤擬剤としてダイアジノンオキソン（DZO）を用いた評価を行い、致死量 1.2mg の 1/1000
のサリン擬剤を検知できた。この成果は、殺傷力の高い他の有害な有機リン系の検出にも応用可能であ
る。炭疽菌（Bacillus anthracis）の検出に関しては、高速なリアルタイム PCR ユニットを開発し、擬剤である
枯草菌（Bacillus subtilis）の芽胞標準溶液を用いて、15 分で 10 cells/µL の高速・高感度な検知性能を実
現した。ボツリヌス毒素の検出に関しては、抗体に比べて保存安定性に優れた糖鎖を用いた検知技術を
確立し、ボツリヌス毒素 A 型、B 型、C 型をそれぞれ 50ng/mL の検出感度で 15 分以内に検知できる技術
を開発できた。捕集・検知統合システムに関して、大容量の捕集機能と、捕集液の各剤検知チップへの
分配機構を開発し、化学剤および生物毒素擬剤の目標検知感度・時間を達成した。捕集ユニット性能と
しては、市販の BioCapture 相当（150L/min）の吸引量をはるかに超える 338 L/min の吸引量を達成する
とともに、要求感度相当の各剤擬剤捕集能を有することを確認した。
（b）実証期間
実証期間においては、上記の技術開発期間において開発した各検知技術および捕集部を統合した
バイオセンサを試作･開発した。すなわち、化学剤検知用電気化学検出、炭疽菌検出用高速リアルタイム
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PCR、生物毒素検出用局在表面プラズモン共鳴（LSPR）、および、吸引･捕集ユニットを１つの装置として
統合し、炭疽菌、ボツリヌス毒素、リシン、サリン、VX を用いた実剤評価試験を行った。開発した本装置は、
現場の大気から直接試料を吸引し、マニュアルによる試料の前処理を行うことなく、全自動でこれらの生
物化学剤の検知を行うことができる。以下に、開発した装置概要（仕様）、および、各剤を用いた検知性能
を示す。
【試作した開発物の主な仕様･性能】
・化学剤、生物剤、生物毒素を検出する各バイオセンサユニットについて、サリン、VX、ボツリヌス毒素、
リシン、炭疽菌擬剤を用いた性能評価を行い、致死量以下の検出に成功した。
・炭疽菌センサ用流路チップ射出成型モデルを開発した。ロット間誤差は 6％、また１年保存可能であるこ
とを確認した。
・量産可能な印刷型電極仕様の化学剤検知用センサチップを開発した。また測定用酵素活性も 1 年間の
長期保存可能であることを確認した。化学剤擬剤測定で CV 値（変動係数）は 9％であった。
・毒素剤検知センサチップの保存安定性については、約 15 ヶ月間安定であることを確認した。
・捕集から各剤検出まで自動で行うバイオセンサシステムの試作構築を行い、サリン、VX、リシン、ボツリヌ
ス毒素、炭疽菌擬剤についてミッションステートメント記載の目標感度を達成した。
・上記の成果をもとに、最終試作機を設計構築し、大きさ約 30cm×30cm×30cm、12.8kg と軽量小型であ
り、またバッテリー駆動とする仕様に収めることができた。
技術開発期間において開発した各検知･捕集技術、および、これらを統合した試作開発物の性能につ
いては、次の（2）研究項目毎の成果で具体的に述べる。
（2）研究項目毎の成果
研究項目１ 炭疽菌検出用バイオセンサの開発
・概要
炭疽菌の確定検査には、従来培養法が利用されるが、検知に早い場合でも 8 時間を要するため、近
年では迅速な検査法として、PCR 法を用いた検出が利用されている。炭疽菌は、特異的な遺伝子を保有
する株が強毒性を示すことが知られているため、これらを増幅ターゲットとした PCR 法により、炭疽菌の確
認が可能である。PCR 法では、サーマルサイクルにより標的遺伝子領域を指数関数的に増幅することが
でき、極めて高感度な検出に有効であるが、通常 30 サイクルのサーマルサイクルに 1 時間以上を費やす
ため、培養法に比べて迅速ではあるものの、現場検知には利用困難であった。
そこで本課題では、微小流体デバイス化によりサーマルサイクル過程を超高速化した炭疽菌検出用
バイオセンサの開発を行った。PCR の高速化には一定温度に加熱した複数のヒーター上を蛇行する様に
形成した微小流路を接触させ、ブラグ上の反応溶液を単に流すだけで繰り返し高速にサーマルサイクル
するセグメントフローPCR 法を用いた。セグメントフローPCR 法は産総研のオリジナル技術である（特許第
5717235 号）。技術開発期間においては、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
上を目指し、流路内壁への非特異吸着を防ぐための流路コーティング技術を開発した。また、大気捕集
ユニットと統合したプロトタイプ装置を用いて、炭疽菌芽胞の擬剤に対する大気捕集から検出までの分析
時間について検討した。
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実証期間においては、信頼性の高い分析を実現するため、分析バリデーションを実施し、使い捨てで
使用する射出成型製 PCR チップについて、ロット間による分析のばらつきや、高感度検出に不可欠な流
路コーティングの長期保存性に関しても検討した。また、セグメントフローPCR を用いた炭疽菌バイオセン
サの温度安定性についても検討した。開発した炭疽菌検出用バイオセンサについて、擬剤ではなく炭疽
菌を用いて、炭疽菌遺伝子の検出時間と感度の検証を行った。さらに、大気捕集サンプルに夾雑する他
の有害物質により PCR が阻害されず偽陰性とならないことを検証した。
・目標に対する成果
●炭疽菌検出用バイオセンサの開発
炭疽菌検出用バイオセンサに使用する PCR チップについて、まずは NC 微細加工機により作製し、高
速 PCR のために必要な流路デザインを最適化した。炭疽菌検出用バイオセンサは、極めて高感度な検
出が想定されるため、洗浄による繰り返しの使用は困難であり、そのためディスポーサブルな消耗品部分
は大量生産による供給が、信頼性の向上とランニングコストの低減に不可欠である。そこで、最適化した
デザインに基づき開発した射出成型製 PCR チップについて図２A に示す。本 PCR チップに炭疽菌（擬剤
については枯草菌）専用のコーティング試薬を流路内壁に処理し、炭疽菌擬剤である枯草菌遺伝子に対
するロット間による分析のばらつきを検討した（図２B）。遺伝子増幅の評価のため、光学系の改良を施し、
リアルタイム PCR としてサイクル毎に蛍光強度を追跡できるユニットを開発し増幅曲線を観察した。その結
果、40 サイクルのセグメントフローPCR におけるロット間によるばらつきは 5.3％であり、また製造時の汚染
によりネガティブコントロールから偽陽性が生じることもないことが確かめられた。
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図２ 射出成型により開発した PCR チップ（A）と、ロット間における流路コーティング後の再現性（B）
次に、流路コーティングを施した PCR チップの長期保存性について検討を行った。遮光して室温及び
冷蔵により保存した PCR チップについて１ヶ月ごとに性能を評価した結果を図３に示す。
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図３ 長期保存安定性の評価（A）測定データの変動、(B)データの不確かさの変動（SD）
図３から明らかな通り、室温保存では徐々に性能が劣化し、図３B の通り、５か月目以降日内変動も大
きくなった。一方、冷蔵保存においては、１年間ほぼ同等の性能を示したことから、室温では４ヶ月、冷蔵
では１年間保存出来ることが明らかとなった。
●Bacillus subtilis を用いた試作機の性能評価
統合システム試作機について、炭疽菌芽胞の擬剤（Bacillus subtilis 芽胞液）を用いた検証を行った。

Bacillus subtilis 芽胞液の希釈溶液を統合システム試作機のエアロゾル捕集ユニットに噴霧器で吸引させ
回収後、連続的に接続された炭疽菌検出用バイオセンサにより標的遺伝子の増幅を確認した（図４）。ポ
ジティブコントロールには炭疽菌検出用バイオセンサへダイレクトに 1000 cfu/µl の Bacillus subtilis 芽胞液
を導入した場合と、ネガティブコントロールには Bacillus subtilis 芽胞液を含まない PCR 溶液を用いて比
較した。図４に示す通り、噴霧した Bacillus subtilis 芽胞濃度に依存した増幅が確認され、導入した

Bacillus subtilis 芽胞数から算出された回収液濃度は、8〜800 cells/µl であることから増幅されたシグナル
も妥当であったと考えられる。また、分析に要した時間は、エアロゾル捕集から検出結果の取得まで 15 分
以内であった。これにより Bacillus subtilis 芽胞に対する検出は 8 cells/µl であり、目標とする分析時間以

蛍光強度

内に当初目標の感度を達成した。
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図４ 統合システム試作機を用いた炭疽菌擬剤の検出.青色のバーがエアロゾル捕集により回収され連続
的に検出された結果で、赤色のバーはコントロールとして、ダイレクトに炭疽菌検出用バイオセンサで測
定した場合の結果.
19

さらに、炭疽菌検出用バイオセンサの環境に対する堅牢性を評価するため、5〜40℃の周囲温度にお
ける遺伝子増幅を検証した。セグメントフローPCR では一定に加熱したヒーターを利用するため周囲温度
の影響を受ける可能性がある。そこで、加熱、冷却が可能な恒温槽を用いて、Bacillus subtilis 芽胞に対
する遺伝子増幅への環境温度の影響を評価した（図５）。
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図５ 周囲温度による炭疽菌検出用バイオセンサの遺伝子増幅への影響
5℃の環境では PCR 溶液の粘性が高まり、PCR チップから流路内部へ試料が導入されず分析不可能
であった。ただ 15〜40℃では正常に動作することが確認された。市販の一般的な PCR 用サーマルサイク
ラーにおいても使用環境は、15〜30℃（TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice）となっており、全く遜色ないこ
とが確認された。
●試作機による炭疽菌の検出
大阪市立環境科学研究所より炭疽菌の滅菌済み培養液を入手し、統合システム試作機による検出を
検討した。炭疽菌については噴霧実験を行うことが困難であるため、直接炭疽菌検出用バイオセンサへ
炭疽菌試料 1 µl を導入し、検出可能であるか確認した結果を図６に示す。

図６ 炭疽菌を用いた検出の検討
図６の通り、8 cells/µl において十分な増幅が確認された。それ以下の濃度では検出されず擬剤での
検証を感度は一致した。一方、一桁濃い培養液の原液においても一切増幅が確認されなかった。培養
20

液の原液では培地成分が多量に含まれており、極めて高い塩濃度であると考えられる。高濃度の塩強度
では一般に PCR が阻害されることが知られており、そのため検出されなかったと考えられる。ただし、図６
より 10 倍希釈されることで検出されたことから、実際にエアロゾル捕集により大気から回収する場合には、
捕集時に水によって希釈されるため、高濃度の培地のまま炭疽菌が噴霧されたとしても検出できるものと
期待される。
さらに、実際のテロ事案において、その他の有害物質が混在した場合に、PCR が阻害されないかを検
証した。特に、有機系の化学剤は PCR を阻害する懸念が高いことから、科学警察研究所において、サリ
ンを混入した条件で PCR が可能かどうか検討した。サリンのアセトン溶液を用いた結果を図７に示す。サリ
ンによってポジティブコントロールの強度は大きく変化せず、十分にネガティブコントロールとの差が見ら
れた。また、サリンの希釈に用いたアセトンによっても影響は見られなかった。ただし、1000 ng/µl のサリン
溶液を混在させたネガティブコントロールにおいて蛍光強度が増大しており、偽陽性として検知される可
能性が示唆された。これは、サリンにより蛍光性の TaqMan プローブが分解され、標的 DNA がなくとも蛍
光を発してしまったためと考えられる。

図７ サリン共存下での PCR への影響の検討
研究項目２ ボツリヌス毒素高感度検出用バイオセンサの開発
・概要
自然界で最も毒性が強いとされ、米国 CDC（Centers for Disease Control and Prevention）においてカテ
ゴリーA に分類されているボツリヌス毒素を検知対象に選び、当該毒素を高感度、かつ、迅速に検知する
技術の開発を行った。ボツリヌス毒素は、A 型～G 型までの 7 種類の型が存在する。本課題では、このう
ち、A 型～C 型を検知対象に選択した。現行の海外メーカー検知器や検知キットでは、C 型を検出できる
市販品が存在ないため、特に本課題では C 型も対象にした。
ボツリヌス神経毒素の研究は精力的に行われており、A 型毒素は神経細胞シナプス前膜に存在する
SV2 受容体に、B 型はシナプトタグミンに、C 型はガングリオシド（糖脂質）に結合することが知られている。
A 型、B 型は、ガングリオシドの存在下で受容体タンパクとの結合が増強されるので、ガングリオシドと受容
体タンパクはデュアルレセプターとして機能していると考えられている。技術開発期間においては、ボツリ
ヌス毒素の結合する共通のリガンドを探索するため、各種人工糖脂質を合成し各型に対する結合能につ
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いて検討した。その結果、A 型～C 型において、共通に結合する糖脂質を明らかとし、この人工糖脂質を
検知リガンドに用い、局在表面プラズモン共鳴（LSPR）を原理に用いたリアルタイム検知システムの開発
に取り組んだ。また、A 型については、抗体を使用した検知技術も検討した。その結果、糖鎖をリガンドと
して使用した検知チップを用いると、A 型、B 型、C 型ともに、50 ng/mL の検出感度で 15 分以内に標的
毒素を検出できた。抗体を固定化した検知チップでは、A 型について 100 ng/mL の感度で 15 分以内に
検出できた。いずれも、ミッションステートメントに記載の感度と同等（抗体）、もしくは、それを上回る高感
度化（糖鎖）が達成された。
次に、実証期間において、ボツリヌス毒素重鎖（BTX/A/Hc）を用いて、開発した毒素検出用バイオセ
ンサの実証試験を行った。その結果、ボツリヌス毒素の大気中致死濃度（15 分曝露）の 1/10 相当の標的
毒素を 15 分以内に全自動で検出することに成功した。また、ネガティブコントロールの牛血清アルブミン
（BSA）について、検出した最小濃度の毒素の 10 倍高濃度の BSA を本バイオセンサで全自動検出したと
ころ、BSA による偽陽性は認められず、標的毒素に対してのみ高い選択性を示すことを実証した。開発し
た毒素検出用バイオセンサにより、リシン大気中致死濃度（15 分曝露）における 1/3,000 の極微量のリシ
ンを 15 分以内に全自動で検出でき、他に類を見ない超高感度なバイオセンサであることを実証した。
・目標に対する成果
●ボツリヌス毒素検出用チップの開発
技術開発期間（3 年）において、ボツリヌス毒素と特異的に結合するリガンド糖鎖（ガングリオシド）の合
成を行い、合成した糖鎖を LSPR チップに固定化した。このようにして作製した毒素検出用チップを図８A
に示す。図８B は、合成糖鎖（赤い部分が毒素結合部位）を固定化した検知チップの模式図である。開発
したボツリヌス毒素検出用バイオセンサは、光源、検出用チップを装着するセルホルダー、検出器、送液
ポンプ、インジェクタ、廃液タンク、PC から構成される。
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図８．ボツリヌス毒素検出用バイオセンサの概要
（A）開発した毒素検出チップ、（B）糖鎖を固定化した検知チップの構造（模式図）
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●開発した毒素検知チップによる実剤の検出
本プロジェクトで開発した毒素検知チップを用い、実剤の毒素（A 型、B 型、C 型）について検出感度・
分析時間を検証した（図９）。図９A は、50 ng/mL～100 ng/mL の実剤 A～C を本バイオセンサに注入し
た時の検出レスポンス（A550-A720）を示す。いずれも、毒素濃度にほぼ比例した検出レスポンスが得られ
ており、50 ng/mL の感度で標的毒素 A～C を検出できた。本プロジェクトで開発した糖鎖を用いることで、
目標感度の 2 倍を上回る高感度化を達成した。標的検出毒素の 6 倍高濃度の牛血清アルブミン（BSA、
300 ng/mL、ネガティブコントロール）による非特異的吸着（偽陽性）は見られなかった(図９A)。これらの結
果より、本バイオセンサは、検出感度が高く信頼性の高い検出技術であることが示された。一方、抗体を
検知リガンドに用いた場合では、100 ng/mL の感度でボツリヌス毒素 A 型を検出できたが、糖鎖を用いた
方が高感度であった(50 ng/mL)。糖鎖、抗体のいずれも、ミッションを達成している。
2013 年 4 月に、米国において上院議員、オバマ大統領宛てに猛毒リシンを郵送する事件が起きたこと
から、リシン実剤についても検討した。その結果、50 ng/mL の検出感度で 15 分以内に標的毒素を検出
でき、高感度検出を実現した（図９B）。
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図９． LSPR による生物毒素実剤の検出
（A） ボツリヌス毒素(BTX) A～C の検出： a BTX/A 100 ng/mL, b BTX/A 50 ng/mL, c BTX/C
100 ng/mL, d BTX/B 100 ng/mL, e BTX/C 50 ng/mL, f BTX/B 50 ng/mL, g BSA 300 ng/mL。
(B) リシンの検出： a 100 ng/mL, b 50 ng/mL。いずれも 500 秒でインジェクト。
●ボツリヌス毒素 A 型重鎖を用いた試作機の性能評価
統合システム試作機について、ボツリヌス毒素 A 型重鎖(BTX/A/Hc)を用いた検証を行った。ボツリヌス
毒素の大気中致死濃度は、文献（S. S. Arnon, et al., J. Am. Med. Assoc., 2001, 285, 1059-1070. 及び
瀬戸康雄、分析化学、55, 891-906 (2006).）によると、15 分曝露した場合、5.8µg/m3 となる。この基準値を
もとに、大気中致死濃度（15 分曝露）相当～大気中致死濃度（15 分曝露）の 1/10 相当の各濃度の
BTX/A/Hc を用い、全自動で測定可能か検証した。その結果、図１０A に示すように、すべての濃度にお
いて、測定開始から 15 分で検出された。本統合システム試作機の検出下限は、大気中致死濃度（15 分
曝露）の 1/10 相当であり、公募要領に記載のミッションを 10 倍上回る高感度検知を達成した。一方、ネガ
ティブコントロールの牛血清アルブミン（BSA）は、検出した最小濃度の毒素（図１０A d）の 10 倍高濃度の
BSA であっても偽陽性は見られず、標的毒素を高選択的に検出することを実証した。
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図１０．試作開発したバイオセンサによる大気中の生物毒素の検出
（A）BTX/A/Hc の検出：a 大気中致死濃度（15 分曝露）相当、b 大気中致死濃度（15 分曝露）の
1/3 相当、 c 大気中致死濃度（15 分曝露）の 1/5 相当、 d 大気中致死濃度（15 分曝露）の 1/10
相当、e 大気中致死濃度（15 分曝露）の 1/10 に相当する BSA（ネガコン）、f 大気中致死濃度（15
分曝露）に相当する BSA（ネガコン）。いずれも 0 秒で開始。
（B）リシンの検出： a 大気中致死濃度（15 分曝露）の 1/1,000 相当、b 大気中致死濃度（15 分曝露）
の 1/3,000 相当、c サリン 15 ng/mL (溶液系データ)。
●リシン実剤を用いた試作機の性能評価
次に、本統合システム試作機について、リシンを用いた実剤評価試験を行った。リシンの場合、大気中
致死濃度は、先述の文献により 1.75mg/m3 と算出されるので、大気中致死濃度（15 分曝露）の 1/1,000
相当、および、大気中致死濃度（15 分曝露）の 1/3,000 相当の濃度のリシンを用い、全自動で測定可能
か検証した。その結果、図１０B に示すように、いずれの濃度のリシンも 15 分で全自動検出された。従って、
本装置は大気中致死濃度（15 分曝露）の 1/3,000 相当の極微量のリシンを検知でき、他に類を見ない高
感度で信頼性の高い統合システム試作機であることを実証した。本試作機は、化学剤によるテロ現場で
の使用も想定されるので、生物毒素検知部が化学剤を誤検出しないか検証した。化学剤にサリン溶液
(15ng/mL)を用いたところ偽陽性は認められず、LSPR を原理とした毒素検出ユニットについて高い選択
性を証明した（図１０B）。最後に、大阪大学構内で捕集した大気を用いてフィールド試験による偽陽性や
偽陰性の検証を実施したところ、偽陽性および偽陰性は認められず、信頼性の高い生物毒素検出用バ
イオセンサであることを実証した（図１１A）。また、チップの保存安定性試験を行い、15 か月間保存後のチ
ップであっても、問題なく使用できることを証明した（図１１B）。
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図１１．大阪大学構内における野外実験（A）と検知チップの安定性試験（B）
（A）a 大阪大学敷地内の空気を捕集した試料にリシン擬剤を 100ng/mL となるように添加したもの。
大気中にリシン擬剤の検知を妨害するものがないことを示す（偽陰性とはならないことの証明）。
b 大阪大学敷地内の空気を捕集した試料。大気中の浮遊物質による偽陽性はないことを証明。
チップはラクトースチップ。
（B） チップの保存安定性試験。a 1 か月、b 5 か月、c 7 か月、d 8 か月、e 9 か月、f 12 か月、g 15 か月。
ラクトースチップを使用、リシン擬剤（100 ng/mL）で評価した。
研究項目３ 化学剤検出用バイオセンサの開発に関する研究
・概要
化学剤（サリン、VX）によるアセチルコリンエステラーゼ（AChE）の酵素活性阻害を電気化学的に測定し
た例はほとんどない。しかしながら、サリン、VX 同様に AChE の酵素活性阻害を引き起こす、有機リン系
の農薬を電気化学的測定した報告例があり、これらをもとに使用する酵素の種類、数、電気化学による検
出の方法を検討した。基質としてアセチルチオコリン（ATCh）を用いて、AChE により生成するチオコリンを
電気化学的に測定する。高感度な微分パルスボルタンメトリー（DPV）が適することが分かった。また、独
自の小型ポテンショスタットの作製に加え、メンテナンス性を考慮したディスポーザブル仕様の化学剤検
出用印刷型電極を新たに設計試作し、同時に後述する捕集分配ユニットに一体化した仕様とした。試作
した捕集分注ユニット内に酵素アセチルコリンエステラーゼ（AChE）を配置した。捕集動作に連動して基
質を自動投入・混合し、捕集される化学剤と阻害反応を行った後、組み込み印刷電極にて測定する手法
を開発した。これを用いて、大気中噴霧された 2 ppm （2 µg/mL）の擬剤ダイアジノンオキソン（DZO）を 4
分間で検出することに成功している。この要素技術をもとに、科学警察研究所において、実剤のサリン及
び VX の検出を行い、目標感度とする１分間吸引の大気中致死濃度の 1/100 を上回る、1/5,000,000 （10
ng サリン）および 1/1,000 （30ng VX）の検知を達成し、高感度な化学剤検知用バイオセンサを開発する
ことができた。
・目標に対する成果
●酵素の選定と長期保存
化学剤の検出は化学剤による酵素アセチルコリンエステラーゼの活性阻害を電気化学的に検出する方
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法に基づいているため、化学剤による酵素活性の阻害効率は重要な項目である。また、酵素の由来によ
って阻害効率が異なることも明らかにされており、市販の電気ウナギ由来、ヒト由来の AChE を用いて擬剤
DZO に対する阻害効率の検証を行った。電気ウナギ由来、ヒト由来の AChE（0.1U/mL）溶液に等量の
1ppm の DZO を加えて対照と比較して AChE の活性阻害効率を検証したところ、電気ウナギ由来は 38.9%、
ヒト由来は 77.5%の活性阻害効率であった。この結果より、ヒト由来の AChE を化学剤検出用の酵素として
選定した。酵素の長期保存として 0.1M トレハロース、0.1% Tween20 を含んだ溶液で酵素を凍結乾燥した
後に 4℃にて乾燥状態で保存することによって酵素活性が維持でき、1 年間保存した酵素によって DZO
の測定を行ったところ CV 値 9%であった。
●印刷電極設計と試作
各剤検知用バイオセンサチップと捕集・分注機能部位は、コンタミネーション防止および使用操作性の
観点からディスポーザブルかつ一体仕様にすることが望ましい。化学剤検知用バイオセンサチップにつ
いてディスポーザブル使用に適した印刷型電極を用いるとともに、捕集・分注機能部位への組み込みに
よる一体化を検討した。リード線の伸長や抵抗値低減のため銀ペースト層の挿入、組込に合わせた基材
形状などを設計・作製を繰り返し、図１２に示すような化学剤検知用カーボン電極を試作した。その結果、
従来型よりも 1.8 倍に電流信号値を向上させることができた。さらに試作した電極を捕集分注ユニットに組
み込み一体化させた（図１３）。化学剤検知の評価は次項のとおり。

図１２．設計作製した組込み化学剤検知用印刷型電極

図１３．捕集分注ユニットへの組込み
●印刷電極を用いた DZO、サリン、VX の諸条件検討、検量特性評価について
酵素活性阻害を利用した化学剤検知用バイオセンサの開発に際して、擬剤として有機リン系農薬のダ
イアジノンオキソン（DZO）を選択し、上記試作した印刷電極を用いて要求時間 5 分以内の計測が可能な
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諸条件検討を行い、AChE および ATCh 濃度、反応時間の最適化させた。電気化学計測も微分パルスボ
ルタンメトリー（DPV）にて計測することとし、その結果、DZO 濃度 100 ng ～ 10 µg/mL（DZO 5 ng ～
0.5 µg） の範囲で良好な検量特性を得た。一方、文献１によれば、サリンは DZO の約 100 倍、VX は 240
倍の毒性を示すとされることから、より高感度な検出が期待される。これは、DZO と比較して、サリン及び
VX が酵素アセチルコリンエステラーゼに対して低い結合定数（高い結合親和性）、高い阻害反応速度定
数を有するためである。同様の条件でサリンおよび VX の検量特性を調べたところ、期待されるとおり、サ
リン濃度 0.3 ng ～ 100 ng/mL（15 pg ～ 5 ng）、VX 0.3 ng ～ 30 ng/mL（15 pg ～ 1.5 ng）の範囲で
検出することができた（図１４）。これにより開発した化学剤検知用バイオセンサを用いて、化学剤実剤の
検出が可能であることを実証するとともに、従来にない高感度な検知が可能であることが示された。

図１４ 化学剤電気化学計測結果
●化学剤実剤を用いた試作機の評価
ミッションステートメントである測定時間５分以内について、図１５の手順で化学剤検出を試作機にて行
った。

図１５．化学剤検出手順
ネブライザを用いて化学剤を大気中に噴霧した環境下において、化学剤検知用バイオセンサを組み込
んだ大気捕集・分注ユニットを用いて捕集計測動作を行った。このとき、あらかじめ酵素 ACｈE を捕集容
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器内に配置し、１分間の大気捕集の時間を利用して酵素と化学剤の阻害反応を行い、捕集の終了 10 秒
前に基質となるアセチルチオコリン（ATCh）を投入することによって酵素溶液と基質の混合を行うようにな
っている。酵素反応によって ATCh が分解する時間を２分として、その後に微分パルスボルタンメトリー
（DPV）にて、酵素反応による生成物チオコリンの電気化学測定を行う手順となっている。DZO、サリン、
VX を用いて捕集、検出実験を行ったところ、1.0 µg DZO、10 ng サリン、30 ng VX を検出可能であった（図
１６および１７）。一方、捕集・計測された対象物およびその噴霧量および捕集溶液に含まれる捕集量につ
いて確認評価するため、大量注入ガスクロマトグラフ質量分析計（アイスティサイエンス製大量注入装置、
アジレントテクノロジー製 7890GC・5977MSD）による計測も並行して行い、化学剤検知用バイオセンサに
よる結果と比較検証した。捕集後の３セルの回収液をあわせ、酢酸エチル 2ml で抽出（VX に対してはトリ
ス溶液で弱アルカリ性とした）し、ドライアイス/アセトンで脱水後、その 50 µl を装置に注入して、サリン及
び VX のピーク面積値を求め、検量線から濃度を求めた。その結果、捕集された物質がサリンであることを
証明することができた。なおサリン 1000 ng 噴霧時の化学剤の回収率は、試作装置 13.1 % 、GCMS 計
測 5.6 % 、VX 1000 ng 噴霧時の化学剤の回収率は、試作装置 2.6 % 、GCMS 計測 12.1 %となった。

図１６ 化学剤噴霧試験（検知範囲）

図１７ 化学剤噴霧試験（検知精度）

また、本試作機は他剤によるテロ現場での使用も想定される。化学剤検知用センサーが他剤を誤検出
しないか検証した。リシン擬剤 RCA120 溶液(100 ng～10 µg/mL)を用いたところ偽陽性は認められず、酵素
活性阻害を利用した化学剤検知ユニットについて高い選択性を証明した。加えて、大阪大学構内で捕集
した大気を用いてフィールド試験による偽陽性や偽陰性の検証を実施したところ、偽陽性および偽陰性
は認められず、信頼性の高い化学剤検出用バイオセンサであることを実証した。
研究項目４ 統合システムの開発に関する研究と実証試験
・概要
開発する検知装置の概略として、大気捕集機能部位、捕集溶液の各剤検知チップへの分配機能部位、
各剤検知チップ検出部からなる構成とした。本課題の開発装置の要求事項として、現場の環境から試料
を吸引する大気捕集機能を有することにあり、捕集機能ユニットの開発が第一である。大容量の大気を吸
引しつつ、後の検知用チップでのバイオセンシングにおいて反応系が水溶液であることから、大気中試
料の水系への溶かし込みが肝要である。これには大気中にミストを噴霧して、大気中試料と混合し、その
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気液混合物を大気捕集する。このとき捕集容器中にてサイクロンを発生させ気液分離によって水中に溶
け込んだ各剤は水とともに捕集室内に捕捉され、ガスは室外に放出される、という仕組みを構築した。気
液混合・分離技術の利点は、大量の大気を処理可能な点にあり、今回開発した捕集ユニット性能としては、
市販の BioCapture 相当（150L/min）の吸引量をはるかに超える 338 L/min の吸引量を達成した。
上記研究項目で開発した各剤検知チップ要素技術および捕集ユニットを組み込まれた統合システムを
設計・試作した。各剤を用いて捕集から検知まで連続した評価試験を行ったところ、目標値 1 µg/m3 以下
である 10 ng（濃度換算 0.03 µg/m3、大気中致死濃度 150 mg/m3 の約 1/5,000,000 倍濃度）のサリン、
30 ng（濃度換算 0.1 µg/m3、大気中致死濃度 0.1 mg/m3 の約 1/1,000 倍濃度）の VX、空間致死濃度
5.8µg/m3 の 1/10 倍に相当する 10 ng のボツリヌス毒素(A)（BTX/A/Hc）、空間致死濃度以下に相当する
8cell の枯草菌芽胞擬剤を捕集し、連続してそれぞれの各剤検知バイオセンサにて検知することに成功し
た。捕集開始から検知までの所要時間も、化学剤実剤で 4 分程度、毒素剤で 15 分、生物剤擬剤で 15
分であった。よって装置性能としての要求感度および時間内を達成することができた。さらに、部品の最
適化をすすめ小型軽量（30cm×30cm×30cm、12.8 ㎏）、バッテリー駆動（24V）を達成することができた。
・目標に対する成果
● 捕集ユニットの開発について
捕集方法の概略として次の流れを想定し
た（図１８）。無数の微小液滴（捕集用ミスト）
を大気中に噴霧して、大気中目的物と接触
させ、気液混合する。混合物を捕集容器内
に吸引する。このとき容器内にマイクロサイク
ロンを発生させ、液滴は遠心力で容器内壁
に接触し底部に落下し、大気は容器外に排
出される。つまり吸引した気液混合体が、捕
集容器内で気液分離され、目的物が溶け込
んだ溶液のみが容器内に捕集される。

図１８．捕集方法の概略

図１８の原理検証を兼ねて、吸入口と排気口部位の最適な形状を検証した。図１９（A）に示すような吸
入口と排気口部位の位置関係（それぞれ上部・中部・底部）になるようガラス製捕集容器を作製し、ミスト
発生器にオムロン製 NE-U07（噴霧能 1.0 mL/min）、吸引機にコンプレッサー（日東工器製 Linicon
LV-435A）を用いて、捕集可能な液量の評価を行った。その結果、図１９（B）に示すように、タイプ４－B に
おいて、捕集液量のばらつきが小さく、液量も十分なことから、また後述する容器成型加工性から同形状
を採用することとした。なお、捕集液量は捕集時間に比例することも確認した。
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図１９．捕集容器形状と捕集可能な溶液量
捕集ユニットの設計・作製を行った。開発する検知装置は、酵素活性阻害を利用した電気化学測定法
による化学剤、糖鎖固定化 LSPR チップを利用した分光測定法による生物毒素剤、PCR 遺伝子増幅によ
る生物菌剤をそれぞれ異なる溶液条件で検知するため、各剤別に捕集を行う必要があった。そのため、
ユニット内に上述の容器を 4 つ備える仕様とした。また、加工性や量産性、ディスポーザブルを考慮し、切
削・射出成型加工などに適した形状で、材質も PMMA（アクリル）樹脂とした。設計した捕集容器ユニットを
図２０に示す。捕集容器については、図２０（A）左に示すパーツから構成される。これを積層して W80×
D80×H82mm のサイズとなる。図２０（A）右は捕集容器断面を示す。大気の流れとして、上部の吸引口か
ら入り、４つの各捕集室に分岐し、サイクロンを発生させ、捕集室中央の管に流れ、捕集容器底部の口か
ら出て行く。各捕集室サイズは直径 25mm×深さ 40mm の円柱形である。実際の駆動としては、図２０B の
ように捕集容器底部の口に吸引モーターを接続して、モーターから吸引することで捕集室内が陰圧にな
る。そのため、捕集容器上部の穴から気液混合大気が呼び込まれ、各捕集室内でサイクロン発生とともに、
気液分離される仕組みである。ミスト発生器については、超音波霧化ユニットおよび DC ファンモーターを
用いた。外形 5cm×5.3 ㎝×16 ㎝のアクリル製容器とし、底部に超音波振動子を配置、背部に DC ファン
モーターを配置した（図２０（C））。10mL 純水を満たし超音波振動子を駆動させミストを発生させると同時
に、DC ファンモーターを駆動させ発生したミストを排出する。DC ファンモーター面と排出口のサイズを調
整しミスト供給量を調整可能とした。
一方、捕集のための吸引の駆動源となるモーターについて、大容量の大気吸引が可能で、かつ可搬型
装置とするためにバッテリー駆動可能なモーターである必要がある。これを満たすものとして、日立製三
相ブラシレス DC モーター（CV-XG20、DC24V 駆動）を採用することとした。図２０（D）に試作した捕集ユ
ニットを示す。動作確認を行ったところ、図２０（E）に示すように生成したミストを吸引している様子がわかる。
また大気吸引量 338L/min、捕集液量 726µL の動作能力を達成した。大気吸引量に関しては、一般的な
捕集器として知られている Biocapture650 の吸引量 200L/min を超える結果となった。
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(A)
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(D)
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図２０．試作した捕集ユニット
(A)捕集容器構成、(B)捕集ユニット概略、(C)設計した捕集ユニット、
(D)試作した捕集ユニット、（E）ミスト噴霧と捕集の様子
●分注ユニットについて
捕集容器に収集された溶液を各剤検知用バイオセンサへ送液する必要があり、また反応に要する試薬
の充填、必要に応じた捕集溶液の希釈等を行う必要がある。そのため、これら捕集溶液配分、反応試薬
注入機能等をもたせた分注ユニットを設計・試作した（図２１）。化学剤検知用には基質保持室（φ8 ㎜
×h20 ㎜）、化学剤検知用センサ印刷電極を組み込んだ反応液計測室（φ8 ㎜×h30 ㎜）を備える。毒素
剤検知用に LSPR 計測用ランニングバッファー溶液保持・送液室（φ14 ㎜×h35 ㎜）、捕集液希釈・送液
室（φ14 ㎜×h35 ㎜）を備える。また、生物剤検知用に反応試薬保持・混合・送液室（φ14 ㎜×h35 ㎜）を
備える。
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図２１．分注ユニットの設計（左）と試作（右）
●統合システムの試作開発について
開発した捕集・分注ユニットおよび各剤検知用バイオセンサを連動させ、捕集から検知に至るプロセス
を自動化する必要がある。そのため、各種溶液の移送には、エアポンプがシリコンチューブを介して接続
され、また、チューブに対しソレノイドによる圧接・解放を連動させバルブとして機能させた。各室、吸引エ
アポンプ、エア供給ポンプ、チューブの接続、およびソレノイドバルブの配置関係を図２２に示す。また設
計・試作した捕集分注ユニットを図２３に示す。

図２２．捕集と分注の仕組み
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図２３．捕集分注ユニットの設計と試作
動作フローとして、化学剤検知に際しては、捕集動作開始したのち、50 秒経過時に基質溶液室から化
学剤検知用捕集室に接続されソレノイドバルブにより閉じているチューブを開放し、捕集時に捕集室内が
陰圧になっていることを利用して捕集容器内に移送・注入される。このとき、捕集時のサイクロン動作に伴
い捕集液と基質液が混合され、10 秒後捕集動作を停止する。1１0 秒間の酵素活性（阻害）反応を行う。
反応系側室は吸引エアポンプが接続されており、ソレノイドバルブが開放されることで、反応計測室内が
陰圧になり、化学剤検知用捕集室から化学剤検知用センサ電極を配置した反応計測室へ移送・計測さ
れる。
毒素剤検知に際しては、装置駆動開始とともにベースライン用ランニングバッファーを毒素剤検知用セ
ンサチップへ送液を開始する。このときエアー供給ポンプによりランニングバッファー溶液保持送液室内
を陽圧にし、接続されている入出口のチューブにソレノイドバルブ開閉を連動させ、ランニングバッファー
を 5 分間送液する。捕集は化学剤同様に 1 分間行ったのち、捕集室と捕集液希釈・送液室間に接続され
ているチューブのソレノイドバルブおよび捕集液希釈・送液室と吸引ポンプ間に接続されているチューブ
のソレノイドバルブを開放し、捕集溶液を捕集液希釈・送液室に移送する。このときバブリングによって捕
集液と保持されていた希釈液とを混合させる。動作開始から 5 分後にランニングバッファーから捕集試料
希釈液に送液を切り替え、計測を行う。
生物剤遺伝子検知に際しては、1 分間の捕集動作の後、他と同様に捕集液を捕集室から反応試薬保
持・混合・送液室間に移送する。このときエアーの吹き付けによって捕集液と試薬を混合させた後、スライ
ダーによって反応液を分取して遺伝子検知用バイオセンサに送液し、計測を行う。
一方、装置小型軽量化のために電源供給、吸引モーター制御、ソレノイド・ファン等の各部材制御を行
うための制御回路基板を作製した。これら各部材を統合し、捕集から検知までを連続かつバッテリー駆動
可能な試作統合システムを作製した。各剤を用いて捕集から検知までの評価試験を行った結果詳細に
ついては、上記の各研究項目において述べたとおりである。その概略をまとめると、目標値 1 µg/m3 以下
である 10 ng（濃度換算 0.03 µg/m3、大気中致死濃度 150 mg/m3 の約 1/5,000,000 倍濃度）のサリン、
30 ng（濃度換算 0.1 µg/m3、大気中致死濃度 0.1 mg/m3 の約 1/1,000 倍濃度）の VX、空間致死濃度
5.8µg/m3 の 1/10 倍に相当する 10 ng のボツリヌス毒素(A)（BTX/A/Hc）、空間致死濃度以下に相当する
8cell の枯草菌芽胞擬剤を捕集し、連続してそれぞれの各剤検知バイオセンサにて検知することに成功し
33

た。捕集開始から検知までの所要時間も、化学剤実剤で 4 分程度、毒素剤で 15 分、生物剤擬剤で 15
分であった。よって装置性能としての要求感度および時間内を達成することができた。
また、さらに部品の最適化をすすめ、試作統合システムの最終仕様として小型軽量（30cm×30cm×
30cm、12.8 ㎏）と同時に、バッテリー（24V）による制御駆動を達成することができた。耐性試験として、20
時間の振動（100 shake/min）を負荷しても、部品の欠落などなく動作することを確認でき、堅牢性も持つ
ことができている。操作インターフェースについても、タブレット操作による始動と表示とする簡易明瞭な仕
様となっている（図２４）。

図２４．試作統合システムの最終仕様
（３）研究成果の発表状況
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（ⅰ）特許出願
①特願 2011-197313、「核酸増幅方法」、２011.9.9、出願人：産業技術総合研究所理事長、発明者：永
井秀典、渕脇雄介
②PCT/JP2012/056079、「核酸増幅方法」、2012.3.9、出願人：産業技術総合研究所理事長、発明者：
永井秀典、渕脇雄介
③特願 2014-015617、「マイクロ波照射による、高感度に毒素等を検出するための糖鎖チップの作製
方法」、2014.1.30、出願人：産業技術総合研究所理事長、発明者：鵜沢浩隆、近藤里志、永塚健宏
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（ⅱ）原著論文（査読付き）
①Takehiro Nagatsuka, Hirotaka Uzawa, Keita Sato, Satoshi Kondo, Masayuki Izumi,Kenji Yokoyama,
Isaac Ohsawa, Yasuo Seto, Paola Neri, Hiroshi Mori, Yoshihiro Nishida, Masato Saito, Eiichi Tamiya:
「 Localized Surface Plasmon Resonance Detection of Biological Toxins Using Cell Surface
Oligosaccharides on Glyco Chips」, ACS Appl. Mater. Interfaces, 5, 4173-4180 (2013) 【国外誌】
②Shunsuke Furutani, Nahoko Naruishi, Masato Saito, Eiichi Tamiya, Yusuke Fuchiwaki, and Hidenori
Nagai：「Rapid and Highly Sensitive Detection by a Real-time Polymerase Chain Reaction Using a
Chip Coated with Its Reagents」, Anal. Sci, 30, 569-574 (2014) 【国外誌】
③Yusuke Fuchiwaki and Hidenori Nagai：「Study of a liquid plug-flow thermal cycling technique using a
temperature gradient-based actuator」, SENSORS, 14, 20233-20244 (2014) 【国外誌】
④Hidenori Nagai and Yusuke Fuchiwaki：「Portable Microfluidic System for Rapid Genetic Testing」,
Electronics and Communications in Japan, 98, 1-6 (2015) 【国内誌】
⑤Shunsuke Furutani, Nahoko Naruishi, Yoshihisa Hagihara, and Hidenori Nagai：「Development of an
On-site Rapid Real-time Polymerase Chain Reaction System and the Characterization of Suitable
DNA Polymerases for TaqMan Probe Technology」, Anal. Bioanal. Chem., in press. 【国外誌】
（ⅲ）口頭発表
招待講演
①永塚健宏、鵜沢浩隆、近藤里志、田中大輝、西田芳弘、斉藤真人、民谷栄一、瀬戸康雄：「グライ
コリピッドチップを用いた細菌性神経毒素のアフィニティー解析」、横浜、GE Life Sciences Day
2013、2013.7.3、【国内会議、依頼】
②Masato Saito、Eiichi Tamiya：「Biochip Device Technology for Safety and Security」、Chicago、
Pittcon2014, March 4th, 2014 【国際会議、依頼】
応募講演
審査のある講演会
①H. Uzawa, T. Nagatsuka, S. Kondo, K. Yokoyama, I. Ohsawa, Y. Seto, Y. Nishida, M. Saito, E.
Tamiya：「Label-free and Highly Sensitive LSPR Detection of the Biological Toxin Ricin」, Tsukuba,
2012 Tsukuba Nanotechnology Symposium (TNS’12), 2012.7.27、【国際会議】
②M. Saito, M. Murahashi, Y. Kiriyama, Y. Inoue, K. Yamanaka, N. Nagatani, S. Kondo, H. Uzawa, E.
Tamiya：「Development of the onsite examination-oriented air sampling and biosensing device for
environment contamination agent」, Australia, Biosensors 2014, 2014.5.30、【国際会議】
③H. Uzawa, T. Nagatsuka, S. Kondo, K. Yokoyama, Y. Seto, Y. Nishida, M. Saito, E. Tamiya：
「Label-free Detection of Biological Toxins using Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR)」,
Third International Conference in Advanced Manufacturing for Multifunctional Miniaturised
Devices (ICAM3D-2014), 2014.8.27、 【国際会議】
④内田奈津子、鵜沢浩隆、田中大輝、永谷尚紀、斎藤真人、民谷栄一、西田芳弘：「コレラ毒素の
作用機序を模倣した毒素検出用リポソーム」、第 34 回日本糖質学会年会、2015.8.2、【国内会議】
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審査のない講演会
①鵜沢浩隆、永塚健宏、近藤里志、知久和寛、田中大輝、瀬戸康雄、斎藤真人、民谷栄一：「可搬
型生物剤･化学剤検知用バイオセンサの開発」、自己組織化ナノ材料の過去、現在、未来を考え
るシンポジウム、2013.3.1、【国内会議】
②荻堂裕, 牛島ひろみ、山中啓一郎、井上裕毅、斎藤真人、民谷栄一、宮原敏郎、永谷尚紀：「電
気化学測定を用いた残留農薬検出」、仙台、電気化学会第 80 回大会、2013.3.31、【国内会議】
③永塚健宏、鵜沢浩隆、近藤里志、横山憲二、瀬戸康雄、森裕志、西田芳弘、斎藤真人、民谷栄
一： 「グライコチップを用いた生物毒素検出のための局在表面プラズモン共鳴」、第 7 回バイオ関
連化学シンポジウム、2013.9.27、【国内会議】
④井上裕毅、齋藤真人、村橋瑞穂、永谷尚紀、民谷栄一：「オンサイト検知型有機リン系化学剤検
出システムの開発」、電気化学会第 81 回大会、2014.3.29、【国内会議】
⑤口頭講演ならびにポスター展示：「可搬型生物剤・化学剤検知用バイオセンサの開発」、防衛技
術シンポジウム 2013、ホテルグランドヒル市ヶ谷、2013.10.29-30、【国内会議】
⑥井上裕毅、齋藤真人、村橋瑞穂、永谷尚紀、民谷栄一：「電気化学バイオセンサーを用いた自動
オンサイト型有機リン系化学剤検出装置の開発」、第 8 回バイオ関連化学シンポジウム ,
2014.09.11、【国内会議】
⑦斉藤 真人、村橋 瑞穂、永谷 尚紀、民谷 栄一：「印刷型電極を利用した化学剤捕集検知システ
ムの開発」、電気化学会第 82 回大会, 2015.03.15、【国内会議】
⑧近藤里志、鵜沢浩隆、内田奈津子、永塚健宏、瀬戸康雄、斎藤真人、民谷栄一、西田芳弘：「マ
イクロ波照射によるリシン現場検知用ラクトースチップの開発」、第 34 回日本糖質学会年会、
2015.8.2、【国内会議】
⑨内田奈津子、鵜沢浩隆、永谷尚紀、斎藤真人、民谷栄一：「生体作用機序を利用した毒素の新規
電気化学的検出法」、第 9 回バイオ関連化学シンポジウム、2015.9.11、【国内会議】
⑩村橋瑞穂、斉藤真人、名児耶友樹、大類保彦、永谷尚紀、瀬戸康雄、民谷栄一：「印刷電極を使
用した可搬型化学剤捕集検知システムの開発」、電気化学会第 83 回大会、2016.3.31、【国内会
議】
（ⅳ）その他の主な情報発信（一般公開のセミナー、展示会、著書、Ｗｅｂ等）
①パネル展示：「可搬型生物剤・化学剤検知用バイオセンサの開発」、テロ対策特殊装備展‘12（ＳＥＥ
ＣＡＴ）、東京ビックサイト、2012.10.17-19
②パネル展示：「可搬型生物剤・化学剤検知用バイオセンサの開発」、産総研オープンラボ 2012、つく
ば市、2012.10.25-26
③パネル展示：「可搬型生物剤・化学剤検知用バイオセンサの開発」、平成 24 年度九州・沖縄産業技
術オープンデー、鳥栖市、2012.11.29
④パネル展示：「可搬型生物剤・化学剤検知用バイオセンサの開発」、テロ対策特殊装備展‘13（ＳＥＥ
ＣＡＴ）、東京ビックサイト、2013.10.2-4
⑤日本経済新聞記事、科学技術１４面、２０１４年６月１７日付
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⑥パネル展示：「可搬型生物剤・化学剤検知用バイオセンサの開発」、テロ対策特殊装備展‘14（ＳＥＥ
ＣＡＴ）、東京ビックサイト、2014.10.15-17
⑦日経産業新聞記事、８面、２０１５年９月２９日付
⑧試作品ならびにパネル展示：「可搬型生物剤・化学剤検知用バイオセンサの開発」、テロ対策特殊
装備展‘15（ＳＥＥＣＡＴ）、東京ビックサイト、2015.10.14-16
⑨報道ステーション、2013 年 04 月 19 日
⑩グッド！モーニング、2015 年 12 月 1 日
⑪ワイド！スクランブル、2015 年 12 月 1 日
（４）国民との科学・技術対話
東京ビックサイトにて開催されたテロ対策特殊装備展（2012、2013、2014、2015 年）、つくばにおいて開
催された産総研オープンラボ（2012 年）、鳥栖において開催された九州・沖縄産業技術オープンデー
（2012 年）、市ヶ谷にて開催された防衛技術シンポジウム 2013 に参加し、本研究に関する成果や技術に
ついて講演、ポスター発表および試作品展示を行い、成果の公表に努めた。
３．研究計画・実施体制
（１）研究計画の妥当性
（ⅰ）当初計画の見直し・変更の有無と経緯・理由
当初の計画通りに進捗しており、計画の見直しはない。
（ⅱ） 再審査コメントへの対応
再審査コメントとそれに対する対応は次のとおりである。
再審査コメント１：一部の実剤での検証が終了しておらず、早期に確認することが期待される。
回答 1： 実証期間において、サリン、VX、炭疽菌（死滅菌）を用いた実剤評価試験を行い、本試
作機にてこれらの実剤を検出できることを実証した。いずれも目標値を達成している。
再審査コメント 2：フィールドでの妨害環境に対応可能な実用性を高める「実証試験」が必要であ
る。
回答 2： フィールド試験として大阪大学構内において採取した大気を用いて、開発した試作機で
偽陽性試験を行ったところ、大気中浮遊物による偽陽性はなかった。また、採取した大気
試料に擬剤を混入して偽陰性試験を行ったが、大気中の浮遊物により妨害されることなく
目標物を確実に検出できた。
再審査コメント 3：社会実装を進めるためには、早期に現場使用を視野に入れた可搬性等を検証す
ることも必要であり、 さらに、協力機関の企業と連携の下に、社会実装に向けたコストの見
通しをつけることが期待される。
回答 3： 最終の開発物の大きさは、30cm×30cm×30cm、重量 12.8kg であり、現行の 30kg 以下を
満たす小型･軽量な可搬型装置を開発できた。協力機関の企業と連携の下、実用化にお
ける販売コストについても協議･検討し、販売台数にもよるが、導入･運用コストは、１検知当
たり（使い捨てチップ等として）、合計３万円程度と見込まれている。これには、化学剤、生
物剤、生物毒素の計 5 剤の検知を含んでいる。なお、市販の検知キットでは、1 剤当たり、2
万円前後（例えば、ボツリヌス毒素）である。
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（ⅲ）外的要因の変化（制度の変更、市場の変化、競合者との関係の変化等）の有無とその変化に対
する対応
制度の変更はなく、市場変化については、2020 年の東京オリンピックを控えて、需要があると見込ん
でいたが、現状では、特段、大きな変化はない。競合者（競合する装置の販売等を含む）については、
ネットや文献で競合相手を定期的に検索･調査しているが、本試作開発物と同等の装置は見当たらな
い。本開発物のような 1 台の装置で化学剤、生物剤、生物毒素を捕集から測定まで全自動で行える装
置はなく、唯一無二である。化学剤については、科学警察研究所において評価したところ、本システム
が圧倒的に高感度であることが証明された。
（２）実施体制の妥当性
代表機関大阪大学がプロジェクトの総括を行うとともに、各参画機関における進捗について常にチェ
ックすることで、スムーズな連携が取れた。実剤評価試験については、科学警察研究所を参画機関にす
ることで、順調に計画を進めることができた。また、科学警察研究所を参画機関にするにあたり、文科省担
当者と密なコンタクトを取ることで、本課題を遂行できた。諮問委員会で頂いた多くのコメントは、各機関が
持ち帰り、次回の諮問委員会でその成果を発表するなど、ユーザー官庁の意見を尊重した運営を行っ
た。
４．事業化に向けた取組の継続性・発展性
（１）実証期間終了後の事業化に向けた取組
短期的な視点では、ユーザー官庁に試作機を貸出し、使用・操作して頂くなど、ユーザー側の自己調
達資金をベースに評価頂き、事業継続のための体制を整備できればと考える。中期的には、ユーザー側
評価より情報を得ることで、さらなる試作装置の改良化を試みるため、ユーザー官庁の資金、もしくは、競
争的資金をもとに事業化に向けた取り組みを目指したい。特に、第５期科学技術基本計画において、「国
及び国民の安全・安心の確保と豊かで質の高い生活の実現」や「国家安全保障上の諸課題への対応」が
求められており、犯罪･テロ対策に係るバイオセンシング技術の開発、実用化はより一層重要性を増すも
のと思われる。
一方、企業側からは、使用される現場シーンがより具体的になることが開発・実装への課題ではないか
との意見もある。そのため試作装置のさらなる改善にはユーザーとの協同的な取り組みが効率的と思わ
れる。これらの点を鑑みてユーザー官庁のひとつである防衛装備庁にもヒアリングを行いユーザーニーズ
抽出をおこなうなど、引き続き装置良化を進める体制を維持している。また実剤の維持管理には相応の
費用がかかるため、ユーザー官庁が実剤を保有しない場合には、実剤を取り扱える機関への資金配分を
考慮する必要があると思われる。
（２）社会・経済・科学技術的波及効果
本プロジェクトで開発した統合システムは、我が国の安全で安心な社会を実現する上で必要不可欠な
技術であり、実現すれば、多くの生命・財産を守ることができる。それゆえ、国民の社会生活に大きく貢献
できる。犯罪・テロ対策や我が国の安全保障に関わる技術であり、市場の拡大や販路拡大による経済効
果は必ずしも大きいとは言えないが、国民に安心感を与えるので、他の経済効果を後押しする効果は十
分にあると考えられる。PCR 装置については、感染症関連の診断、検査に有用であり起業化された。本
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課題で得られた技術は、実用上重要であるだけでなく、学術的にも分子レベルでの解明がなされており、
基盤研究としてのクオリティーも高い。
Ⅳ 自己評価
１．目標達成度
開発した統合システムは、大気中の有害物を自動で捕集し、電気化学検出、リアルタイム PCR、局
在表面プラズモン共鳴の各バイオセンサに送液することで、サリン、VX は捕集から判定まで 5 分以
内、炭疽菌、リシン、ボツリヌス毒素について 15 分で、各剤を自動で判定することができる。いずれの
剤も公募要領に記載のミッションを満たす検出感度、分析時間を達成しており、一部の剤について
は、世界最高レベルの感度を誇っている。大きさは、30cm×30cm×30cm で重量は 12.8kg であり、こ
のような小型･軽量で、かつ、各剤を検知するセンシング装置は見当たらない。総じて、目標達成度
は高く、世界初の可搬型バイオセンサの開発に成功したと自負している。
２．プロジェクト全体としての成果
化学剤、生物剤、生物毒素を１つの装置で、自動で捕集から検出まで行う統合システムの開発例は
なく前人未到なプロジェクトであったが、本プロジェクトではこれを見事に完成させた。公募ミッション
の感度、検出時間はクリアしており、また、フィールド試験における実用性を高めた実証試験（偽陽
性、偽陰性試験）も実施しており、装置信頼性も高く、世界に誇れる技術を達成した。ユーザー官庁
での利用を期待したい。
３．研究計画・実施体制
本プロジェクトでは、1 台の開発装置で、化学剤、生物剤、生物毒素を捕集から検出まで全自動で
行う果敢なテーマに取り組んだが、これは、次のような研究体制があってはじめて達成できた。セン
シング技術と実用化研究で世界の中核をなす大阪大学が責任機関となり、電気化学検出で実績の
ある岡山理科大学、世界に誇れるセグメントフローPCR の開発実績のある産業技術総合研究所、生
物毒素検知研究で世界をリードする産業技術総合研究所、および、我が国で数少ない実剤取り扱
い機関のひとつで生物化学剤研究で実績と権威のある科学警察研究所を参画機関とし、これまで
にない研究機関の分担･連携を押し進めることでミッションを達成した。装置開発のパイオニアである
コニカミノルタ、パナソニックに協力機関として参画頂き、産学官連携のもと、諮問委員会でユーザー
官庁の生の声を反映させながら研究を展開した。研究計画については、責任機関の大阪大学が運
営会議を定期的に実施することで、各機関の進捗状況を把握し、適切なアドバイスの下に遂行し
た。
４．事業化に向けた取組の継続性・発展性
従来に報告例のない、化学剤、生物剤、生物毒素を一斉現場分析可能で、マニュアルによる前処
理を必要としない、全自動型バイオセンサの開発に成功したが、開発の歴史は浅く、事業化につい
ては緒に就いたに過ぎない。今後も、民間企業の活力を活用した事業化に向けた取り組みを継続
するとともに、更なる高感度化、剤の種類の追加や、除染のし易いユーザーフレンドリーな装置改良
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にも取り組みたい。第５期科学技術基本計画において、感染症やテロ対策の必要性が謳われており、
これらの脅威に対して機動的な対処が必要であること、加えて、我が国においては持続的な科学技
術イノベーションの創出が重要であることから、本プロジェクトの実績を今後更に発展させることで、
社会に貢献できると考えている。
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