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【基本構想】
化学センサーは、その構造中に巧みに工夫された微小の反応場や反応系などを持ち、ここでの特異的
反応を利用して目的とする化学物質を選択的に計測することができる便利な分析ツールであり、目的物
質を分離することなく簡便に定量することができる。化学センサーを利用すれば、単に目的とする特定
化学物質の直接測定のみならず、生体での計測や連続した計測が可能である。しかし、化学センサーの
種類は未だ少なく、環境計測や医療計測を中心に社会の多様化や様々なニーズに対応した種々の化学物
質を測定するためのセンサー開発が切望されている。本事業では、”センシング機能を有する新規分子の
創製とそれらを利用した高性能光化学センサーの構築”というコンセプトに基づき、特定の化学物質や化
学環境に感応して光学特性が鋭敏に変化する各種センシング分子材料の創製、及びそれらを利用したセ
ンシングデバイスやシステムの実用化を目的とした研究を推進している。
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平成 14 年度の研究目的

光学顕微鏡用の光ファイバープローブの作製技術を利用

プロジェクト 4 年目となる平成 14 年度は、図 1 に示
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センサーの開発を行う。また SPR 現象と機能性情報色素
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用性が高まると期待されている。そこで、機能性変色色
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に応答するイオンオプトードの開発を行う。
さらに、ニューラルネットワーク解析手法を用いた多
成分同時定量モデルを構築することにより、単体のセン
サーでは測定不可能であった複数のイオン種を同時定量
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の役割や薬剤としての作用などを解析する。

2． 平成 14 年度の研究成果
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(1) 表面プラズモン共鳴(SPR)を用いたセンシングデバイ
図 5 スマートケミカルセンサーシステム

ス及びシステム
近接場光学顕微鏡用の光ファイバープローブの作製技
術を利用することにより、図 2 に示すようなマイクロメ

良好な直線関係が成立した。また図 3 に示すような SPR

ーター寸法にまで微細化した SPR センサーを開発し、マ

現象を画像として観測できる二次元イメージング SPR セ

イクロ流路を流れる有機溶媒の屈折率変化を測定した。

ンサーの開発を行い、Windows 上で簡単に操作をするこ

その結果、溶媒の屈折率と SPR シグナルとの間には、

とができ、光学系の配置を全自動でセッティングするこ
とが出来た。さらに、感度の面においても、10µm の分解
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能を達成することに成功し、酵素反応を観測することに
も成功した。また、図 4 に示すような光導波路の特徴と
SPR 現象を組み合わせた光導波路型 SPR センサーを設計
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図 2 超微細化 SPR センサーとマイクロフロー検出系
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(2) 新規センシング材料研究
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以上のように本事業では、分子自身が機能を持つ化学
み合わせた化合物(KMG-101)を設計・合成し、その特性
を評価した。その結果、図 6 に示すように KMG-101 はマ
グネシウムイオンと錯形成したときのみ、蛍光スペクト
ルに顕著な変化が観察された。さらに神経類似細胞(PC-12
細胞)に投与したところ、KMG-101 は細胞内に均一に分
散し、マグネシウムイオンの動態が一部明らかとなった。
加えて、土壌汚染やアルツハイマー疾患との関連があ
ると指摘されているアルミニウムに高感度な蛍光プロー
ブの開発にも成功した。
(ii)アダクティブ MS プローブ
LC/MS は化学、生物学を始めとした様々な分野で頻繁

センシング分子の開発、及びそれらを利用したセンサー
デバイスの開発まで幅広く研究し、図 8 のようなニーズ
に適合して、様々な化学物質を巧みにしかも簡便に測定
できる化学センサー、バイオケミカルセンサーの開発を
進めている。
ダイレクトアナリシス
●In Vivo センシング
●ノンラベルアナリシス
●オンライン・
インラインアナリシス
●スクリーニングテスティング
●ポイントオブケアー
テスティング
●その場分析（ In situ
）

に利用されている汎用性の高い分析機器である。LC/MS
高いイオン化効率が挙げられる。通常行われる手法とし
て、液体クロマトグラフィーの移動層に酸性物質あるい
は無機塩を添加する方法が用いられているが、使用する

ダウンサイジング
インストルメンテーション

● イメージングアナリシス
● 動態情報（生体、細胞）
センシング
● 短期・長期モニタリング
● バイオマーカー測定

●微小センシングデバイス
●微小分析機器
●パーソナルセンシング
●集積化デバイス 、モジュール
●マルチマイクロチップ
●1 分子検出

HARDWARE

ソ
フトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
ニューラルネットワーク
ケモメトリー
デジタルカラーアナリシス
ダイナミック解析
マルチ解析
インターネットワーク解析

INSTRUMENTATION

ダイナミックセンシング

SOFTWARE

において高感度検出を行うための必要条件として試料の

D OWN SIZING

D YNAMIC SENSING

D IRECT ANALYSIS

進化型ハードウェア

スマートケミカルセンサー

ハ
ードウェア
ハードウェア
ハードウェア
高機能センシング
選択性分子／デバイス
マルチマイクロデバイス
界面機能デバイス

インターネットワークセンシング

移動層との組み合わせによっては感度が低下したり、装
置の汚染を引き起こことが知られている。そこで図 7 の
ように、あらかじめ電荷(4 級アミン)を有するラベル化試

図 8 化学センサー・センシングシステム開発研究の展開
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(iii)アダクティブ反応プローブ
シックハウス症候群の原因物質であるホルムアルデヒ
ドのみと反応し、発色する分析試薬を設計・合成した。
また、開発した試薬を利用して、ホルムアルデヒドモニ
タを開発した。その結果、厚生労働省の定める室内濃度
指針値である 0.08ppm レベルを約 5 分で計測することが
出来るハンディーなセンサーが完成した。このセンサー
は、ベンゼン、トルエンなどの妨害物質の影響を受ける
ことなく、正確にホルムアルデヒド濃度を検出すること

