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＜研究内容・成果等の要約＞ 
 ナノ炭素材料は、その高い疎水性から種々の生体分子との相互作用が認められている。本研究では

その生体親和性に着目して、代表研究者が新たに確立した「パターン認識による液中成分識別法」に

おけるセンサの感応膜材料に応用可能なナノ炭素材料の創出を目指した。また、並行してナノ炭素材

料合成に重要な指針を得るために、ナノメカニカルセンサの吸脱着過程の速度論を定式化した。 
 液液界面を反応場とするナノ炭素材料合成法を用いて、多様なフラーレンナノ構造体を合成し、そ

の特性評価を行った。その中から、パターン認識による液中成分識別法に応用可能な材料の選定、セ

ンサ応答特性の評価を検討した。その中から、一部の材料が低分子からウイルスと同程度のnmサイ

ズの粒子に至るまで様々な生体分子の識別を可能とすることを見出した。また、ナノ炭素材料に限ら

ず、多様な材料のナノメカニカルセンサ応答特性を評価し、その一部を国際学術誌に報告するととも

に、国内外での学会発表として報告した。 
 また、センサ応答に重要となるナノメカニカルセンサの感応膜材料表面におけるガス分子の吸着・

脱着過程における速度論を定式化した。本理論式では、感応膜材料の粘弾性特性を含んだものであり、

感応膜材料の粘弾性特性の指針およびプローブガスとして有用なガス分子の選定の指針を得るに至

った。この結果の一部は、国際学術誌に報告するとともに、より一般化した理論式の論文執筆を進め

ている。 
 上記で得られた吸脱着理論式による合成指針に基づいて、現在、さらなる高機能性ナノ炭素材料の

創出を進めるとともに、パターン認識による液中成分識別法の生体分子認識の適用範囲の検討を進め

ており、今後、医療診断用センサ・デバイスへの展開を進める予定である。 
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＜研究の目的、経過、結果、考察（5000字程度、中間報告は2000字程度）＞ 
研究の目的 
 代表研究者は、これまでセンサ素子に塗布した固体表面にウイルスや生体物質などを吸着させ、塗

布してある固体材料の物理・化学特性を変化させ、その変化をセンサ応答として捉えることで医療診

断に応用可能な新たな評価手法の開発を進めてきている。化学センサ（化学センサ）は、センサ素子

に塗布してある感応膜の物理・化学特性に応じて変化する固気界面での相互作用により応答シグナル

を得ている点に着目して、代表研究者の逆転の発想から「気体をプローブに、固体（感応膜）を標的

（ターゲット）とする」ことで、機械学習を活用したパターン認識により固体材料を評価できる全く

新しい評価手法を確立している[1]。本手法の特筆すべきところは、原理的にありとあらゆる気体・蒸

気がプローブガスとして利用できるところにあり、プローブガス種を増やしていくことでパターン認

識による識別制度を顕著に向上させられるため、究極的にはほとんどすべての固体材料を評価できる

可能性を秘めている。代表研究者が独自に確立した固体材料評価法は、極めて微小な違いをも識別可

能であることから、液体試料中の成分を固体表面に固定化することで、固定化した成分の違いを本手

法で分析する新たな液体試料評価法へと展開している。具体的には、例えば、唾液などの液体試料中

のウイルスを感応膜表面に吸着させることで感応膜材料の物理・化学特性を変調させる。この変調し

た感応膜にプローブガスを暴露させることで得られる応答シグナルから、固定化したウイルスをパタ

ーン認識により同定・評価するという革新的な手法である。 
 この液体試料評価法の医療応用を目指す上では、感応膜として生体分子やウイルスなどを効率的に

固定化させることが重要であるとともに、プローブガスに対する化学センサの高い感度と化学選択性

を有している高機能性材料が求められる。そこで、本研究の目的は、上記の要請を兼ね備えた材料を

合成する指針を得るために、プローブガスと感応膜との固気界面における吸着・脱着速度論の定式化

すること、また、そこから高機能性感応膜材料の合成することにある。特に、生体親和性の高いナノ

炭素材料を液液界面を反応場としたナノ構造体合成により、新たな感応膜材料の探索を試みた。さら

に、得られた種々の材料を用いてパターン認識による液体試料評価法を用いた生体分子の識別可能性

について検討した。 
 
研究の結果と考察 
粘弾性挙動・吸脱着速度論を用いた応答シグナルの定式化 
 まず、高機能性感応膜材料合成の指針を得るべく、ナノメカニカルセンサにおけるガス分子の吸

着・脱着過程の速度論の定式化および感応膜材料の示す粘弾性挙動の理論化を行った[2]。 
 ナノメカニカルセンサの応答シグナルは、センサ素子に塗布してある感応膜材料の歪み𝜀に比例す

る。この歪み𝜀は、感応膜材料中に吸着したガス分子の濃度𝐶を用いて、次のように表される[3]： 

𝜀 = √1 + 𝐶𝑣𝑎
3 − 1 ≈ 1

3
𝐶𝑣𝑎,                                                                                                      (1) 

ここで、𝑣𝑎はガス分子の比容積を示す。この感応膜材料中に吸着したガス分子の濃度𝐶を速度論を用

いて定式化を進めた。具体的には、一次の吸着速度論を仮定して、拡散の時定数𝜏𝑠と気相中のガス分

子の濃度𝐶𝑔(𝑡)を用いて次の反応速度式が得られる： 
𝑑
𝑑𝑡

𝐶(𝑡) = 1
𝜏𝑠

[𝐾𝑝𝐶𝑔(𝑡) − 𝐶(𝑡)],                                                                                                   (2) 

ここで、𝐾𝑝は分配係数を示す。ナノメカニカルセンサの応答シグナル測定では、しばしば矩形波状の

ガス注入・パージサイクルを用いているため、ガス注入時の気相中のガス分子の濃度𝐶𝑔とすると、式

(2)で表される微分方程式を解くことにより、i回目のガス注入ステップおよび i回目のパージステッ

プの感応膜中のガス分子の濃度𝐶(𝑡)が次のように導き出される： 

𝐶(𝑡) =
⎩⎪
⎨
⎪⎧𝐾𝑝𝐶𝑔 [1 − ∑ (−1)𝑖𝑒−𝑡−𝑡𝑖

𝜏𝑠
2(𝑛−1)
𝑖=0 ] , 𝑡2(𝑛−1) ≤ 𝑡 < 𝑡2𝑛−1

−𝐾𝑝𝐶𝑔 ∑ (−1)𝑖𝑒−𝑡−𝑡𝑖
𝜏𝑠

2(𝑛−1)
𝑖=0

, 𝑡2𝑛−1 ≤ 𝑡 < 𝑡2𝑛

                                                (3) 
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 一方、感応膜材料として広く用いられているポリマー材料や金属ナノ粒子などは、しばしば粘弾性

特性を示す。そこで、簡単な粘弾性挙動のモデルとして三要素固体モデルから、以下のような関係式

が得られる[3]: 

𝜏𝑟𝐸𝑈
𝑑
𝑑𝑡

𝜀(𝑡) + 𝐸𝑅𝜀(𝑡) = 𝜏𝑟
𝑑
𝑑𝑡

𝜎(𝑡) + 𝜎(𝑡)                                                                                   (4) 

ここで、𝜏𝑟は、粘弾性緩和の時定数、𝐸𝑈、𝐸𝑅はそれぞれ瞬間弾性率、緩和弾性率を表す。式(1)およ

び式(3)を式(4)に代入し、微分方程式・漸化式を解くことでシグナル応答に関わる応力𝜎(𝑡)が次のよう

に得られる[2]： 

𝜎(𝑡) =
⎩⎪
⎨
⎪⎧−𝜎sat. + 𝜎sat.𝛼 ∑ (−𝑒−𝑡−𝑡𝑖

𝜏𝑠 )
2(𝑛−1)
𝑖=0

+ 𝜎sat.(1 − 𝛼) ∑ (−𝑒−𝑡−𝑡𝑖
𝜏𝑟 )

2(𝑛−1)
𝑖=0

, 𝑡2(𝑛−1) ≤ 𝑡 < 𝑡2𝑛−1

𝜎sat.𝛼 ∑ (−𝑒−𝑡−𝑡𝑖
𝜏𝑠 )

2𝑛−1
𝑖=0

+ 𝜎sat.(1 − 𝛼) ∑ (−𝑒−𝑡−𝑡𝑖
𝜏𝑟 )

2𝑛−1
𝑖=0

, 𝑡2𝑛−1 ≤ 𝑡 < 𝑡2𝑛

 

(5) 
ここで、𝜎sat.は飽和状態の応力を示す。 
 実際に、ナノメカニカルセンサの一種である膜形表面応力センサ（Membrane-type Surface stress 
Sensor; MSS）の応答シグナルと式(5)をフィッティングすると、よい一致を示した(Fig. 1)。また、シグ

ナル強度に関する係数𝜎sat.を単純に濃度比率をかけることで、異なる濃度の応答シグナルを示すこと

も明らかにした[2]。さらに、従来のモデル[3]では、平衡状態に至った応答シグナルを用いないとフィ

ッティングができなかったのに対して、本研究で導出したモデルでは、短時間かつ平衡状態に達する

前のシグナルからでも、高い精度でのフィッティングが可能となった[2]。 
 本研究で導出した理論モデルから、粘弾性挙動を示す三要素(𝜏𝑟, 𝐸𝑈 , 𝐸𝑅)と吸脱着における時定数

𝜏𝑠および分配係数𝐾𝑝をもとにした高機能性材料合成の指針を得るに至った。 
 

 
Fig. 1. MSSシグナル応答のフィッティング結果。詳細は文献[2]を参照。 

 



                                                             No.５ 
液液界面を反応場とするナノ炭素材料の創出 
 上記理論式[2]およびナノメカニカルセンサ応答シグナルにおける物理特性関係式[4]から、硬い材

料が高い感度を示すことが明らかとなったことから、ナノ炭素材料、特に、フラーレンを用いたナノ

構造体の創出を検討した。これまで、研究代表者らは液液界面を反応場として、多様なフラーレンナ

ノ構造体を報告してきた[5–7]。この液液界面析出法の富溶媒・貧溶媒の組み合わせ、析出温度の検討

等を進めることで、新たなナノ構造体を創出した。また、それらの特異なガス応答挙動を明らかにす

るとともに、生体分子との吸着挙動についても顕著な違いを見出すに至った。尚、本研究内容は学術

誌等に未発表のため、詳細に関しては割愛する。 
 
パターン認識による液体試料識別法による生体分子の識別 
 これまで合成してきた各種材料を塗布したナノメカニカルセンサを用いて、液中成分の固定化、さ

らには、固定化した成分のパターン認識による識別を進めた。その結果、尿検査・血液検査項目にあ

るクレアチニンの濃度依存的な吸着挙動、主成分分析による濃度依存的な識別、血中タンパク質の一

種の識別、さらには、ウイルスサイズのナノ粒子の大きさ依存的な識別に成功した（論文執筆中）。

尚、本研究も特許出願準備中かつ論文執筆中であることから、本報告書への詳細の記載は割愛する。 
 本研究から得られた結果は、これまで特定の成分を単一の手法によりそれぞれ検査してきた血液検

査や尿検査とは異なり、低分子からナノ粒子に至る幅広い大きさの生体分子を同一の手法により識別

可能なものであり、今後、新たな医療診断用センサ・デバイスとしての応用が期待されている。 
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