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資料5 技苑 「プロジェクト研究報告概要」

3次元ナノ・マイクロ構造の創成とバイオミメティクス・
医療への応用

資料1 内部評価資料 （中間）

資料2 外部評価資料 （中間）

資料3 外部評価資料 （最終）

資料4 内部評価資料 （最終）



2017 年 9 月 11 日 

「３次元ナノ・マイクロ構造の創成とバイオミメティクス・医療への応用」 

研究代表者 

先端科学技術推進機構 

システム理工学部・教授・青柳 誠司 殿

研究推進委員会 外部資金審査・評価部会長 

吉田 宗弘 

「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」に係る進捗状況評価（3年目）の結果について 

このたびご提出いただきました研究進捗状況報告書（学内評価用）につきまして、研究推進委員会の

専門部会である外部資金・審査評価部会において評価した結果について、下記のとおりご報告申し上げ

ます。 

つきましては、評価結果を踏まえ、来年 5 月末日締切の文部科学省への報告書作成に向けたとりま

とめをお願いするとともに、引き続き研究の適切な遂行に努めていただけますと幸いです。 

記 

＜総合評価点＞ ４．００ 

※総合評価点の凡例

４：優れた成果がみられた ３：成果がみられた ２：やや不十分であった １：成果があがらなかった

＜評価における主な意見＞ 

・生物の身体構造を詳細に検討し、これを模倣したデバイスを設計し、医療をはじめとするヒトの生活

に活用するという構想はきわめて独創的であり、評価できるものと判断する。成果もほぼ順調に蓄積

されており、今後の進展がおおいに期待できる。特に、侵襲の程度が低い、あるいは非侵襲性の医療

デバイスの開発は社会に資するものである。本学が採択を受けている私立大学研究ブランディング事

業（KU-SMART PROJECT）とも絡めて、医療に資する「ものづくり」が関西大学のブランドとして確立

しつつあることはきわめて喜ばしいところである。

・今後順次作製されるであろうデバイスの試用については、注射針のみ、動物やヒトでの評価計画を明

示されているが、他のデバイスについても、その有用性を検証する体制を加えられることを期待した

い。

・蚊の口を模した無痛針の研究に関しては、すでに評価も得られており、研究も順調に進展していると

判断できる。動物実験への適用も順調であると見受けられるが、量産化については依然課題が残って

おり、残りの期間での進展が期待される。一方で、それ以外のバイオミメティクスについては、進展

度にかなりの差が見られる。

・動物実験において痛みの評価という定量化の難しい課題に挑戦し一定の成果を得ているのは評価でき

るが、これを人体に適用する際に必要なステップについての検討を進めていただきたい。

以 上 
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外部資金審査・評価部会からの補足意見等 

2018 年 4 月 20 日 

「３次元ナノ・マイクロ構造の創成とバイオミメティクス・医療への応用」

研究代表者

先端科学技術推進機構

システム理工学部・教授・青柳 誠司 殿

研究推進委員会 外部資金審査・評価部会長

吉田 宗弘

研究代表者の先生におかれましては、ご多用中、種々ご協力をいただき、誠にありがとうご

ざいます。

この度、私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「研究進捗状況報告書」について、外部資金

審査・評価部会において、内容を拝見させていただきました結果、特に補足すべき事項は無い

と判断いたします。

つきましては、文部科学省への提出に向けた報告書の最終とりまとめをお願いいたします。

 なお、最終年度（５年目）に向けて、下記のとおり各委員からコメントがありましたので、ご報

告いたします。

記

【最終年度（５年目）に向けたコメント】 

・これまでやや成果の点で遅れをとっている印象があった医療応用グループにおける医療用デバ

イスの性能評価に関して、倒立型顕微鏡でマウスの皮膚の血管を可視化する手法を開発し、蚊

および開発した注射針が血液を吸い上げる様子を映像として取得したことは社会に対するアピ

ールとして大きな成果と考える。今後はこの成果を活字体で残されることを期待する。

・今後も映像を用いてよりわかりやすく成果を示す努力を継続されたい。

・多くの教員・学生が関わるプロジェクトにおいて、構成員間の意識の共有に留意している点は

評価できる。外部資金の獲得、研究成果の公表も順調である。

・蚊を模倣した無痛針については順調な進展が見られるが、プロジェクトとしてはそれ以外のバ

イオミメティクスにおいても残りの期間においての進展を期待する。

以 上
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◆ 外部評価委員

   産業技術総合研究所 エレクトロニクス・製造領域研究戦略部 上席イノベーションコーディネータ

   東海大学 工学部 精密工学科 教授

◆ 評価日　　2017年5月～6月

◆ 評価結果

[1] 評価

4

4

4-

[2] 評価

4+

4

4-

[3] 評価

4

4

4

評価

4

4

4

[評価記号について]

それぞれの評価項目の＜評価記号＞欄は下記の１～４を用いて記入されています

４ 設定された目的は十分達成され、期待以上の成果があがっている

３ 設定された目的は概ね達成され、期待通りの成果があがっている

２ 設定された目的はある程度達成されている

１ 設定された目的は十分には達成されていない

評価項目

研究プロジェク
トの進捗状況・
研究成果

　　　　「３次元ナノ・マイクロ構造の創成とバイオミメティクス・医療への応用 」

   千歳科学技術大学 総合光科学部　バイオ・マテリアル学科　教授

評価コメント

【本プロジェクトは、当初の計画に沿って着実に進展しているか？】

・下村　政嗣

・前田　龍太郎

・槌谷　和義

・プロジェクト前半期においても生物系、医学系の助言など連携が望まれる。項目に関するコメント

その他

・医学系研究者の寄与は、プロジェクト後半期に大きくなるものと思われるが、前半ステージにおいても細
胞培養系の結果などについての助言等があると、実験結果の解釈や成果のさらなる展開につながるものと
思われる。
・問題点らしいものは見当たらないが、3つのグループの関連性、特にグループ間連携とその目標とする成
果をアピールされると、さらなるプロジェクトの飛躍が見込まれると考える。また、大学院生の多くの学会発
表を行う場の提供がなされており、若手研究者の育成がなされていて良いが、ポストドクターの役割と育成
の状況が今後説明されるとさらに良い。
・基礎的な研究の産業化へのつながりを目指して今後やっていただきたい。特に知財戦略を意識して頂き
たい。

[総合評価]

・将来的に企画されるバイオミメティクスとナノ・マイクロ技術に身近に触れられる小中高生を対象とした研
究室見学会の運営も楽しみである。是非とも技術の社会還元を、特に、遠い将来の人材育成に活かしてい
ただきたいものである。
・注射針の産業化やナノインプリント技術の応用開拓に期待する。
・バイオミメティクスの医学分野における応用は意義が大きい。MEMS技術や3Dプリンティング等の微細加
工技術を統合化し、ソフトマテリアルも含めた多様な材料系においてプロセスの最適化ができれば、ナノ・マ
イクロテクノロジー分野にとっての波及効果が大きい。

・順調かつ着実に進展している。
・2年間という短期間に数多くの成果を出している。
・3次元ナノ・マイクロ構造の創成とバイオミメティクス・医療への応用を目的として、3つのグループ「ナノ・マ
イクロ加工G」、「医療応用G」、「バイオミメティクスG」に分担者が所属し、協力して、精力的に研究を推し進
められている。また、学外研究者らの協力を得て、着実に進められている印象もある。さらに、競争的外部
資金、企業との共同研究も獲得していることからも、計画に沿って着実に進展していることがうかがえる。

研究組織（研究
の実施体制）の
適切性

項目に関するコメント
・細胞培養の実験結果については、培養器材の表面構造、化学的性質についての影響が従前より数多く
研究されているので、深く考察願いたい。

・蚊を模倣した口針の構造を利用する特長的、独創的研究を着実に進めており、大いに評価される。
・蚊の口吻を模倣した医療用微細針は古くからその実現が望まれていたが、MEMS技術の進展によって本
研究プロジェクトにおいて達成されてようとしている点は特記すべきである。
・外部資金の獲得はもとより、マスコミ等に精力的に広報活動を外部発信していることも、プロジェクトの着
実な進展を物語っている。

【問題点・今後の課題】

【特に優れている点】

【期待される研究成果】

資料2. 外部評価（中間）
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◆ 外部評価委員

   西安交通大学 機械工程技術学院 教授／産業技術総合研究所 客員研究員

   東海大学 工学部 精密工学科 教授

◆ 評価日　　2019年5月～6月

◆ 評価結果

[1] 評価

4

4

4

[2] 評価

4+

4

4

[3] 評価

4

4

4

評価

4+

4

4

[評価記号について]

それぞれの評価項目の＜評価記号＞欄は下記の１～４を用いて記入されています

４ 設定された目的は十分達成され、期待以上の成果があがっている

３ 設定された目的は概ね達成され、期待通りの成果があがっている

２ 設定された目的はある程度達成されている

１ 設定された目的は十分には達成されていない

その他

・医学・生物系分野との連携、とりわけ生物学へのフィードバックは、新たな課題抽出をもたらすものと期待
される。
・基本的な知財の整理を行ったのちに、しかるべき民間企業との連携および産業界への貢献が期待され
る。
・問題点らしいものは見当たらない。中間審査での課題として「3つのグループの関連性、特にグループ間
連携とその目標とする成果」については、報告書に記載の通り、その飛躍が窺える。また、大学院生へ多く
の学会発表を行う場の提供がなされており、若手研究者の育成がなされていて良い。

[総合評価]
・X線マイクロCTなど三次元観察技術の普及を勘案すると、本研究の成果はバイオミメティクスをはじめナ
ノ・マイクロテクノロジー分野にとっての波及効果が大きい。
・微量血液採取等のさらなる深化と産業化が将来期待できる。
・外部資金として、多くの共同研究寄付もあることから、ぜひとも産業界への貢献を期待したい。さらに派生
型研究にも着手されていることからも、他の外部資金獲得の種まきの様子も期待できる。

・生物系、医学系研究者との連携も進み、順調かつ着実に進展している。
・マイクロナノ加工、医療、応用、バイオミメティクスと多岐にわたるテーマについて多くの成果を出してい
る。
・3次元ナノ・マイクロ構造の創成とバイオミメティクス・医療への応用を目的として、「バイオミメティックスに
適した加工技術の体系化」、「動物実験による低侵襲針の性能評価、携帯型ヘルスモニタリングシステム
の開発」、ハンド以外のバイオミメティックス応用検討」としてロードマップ中にて明確にし、どのテーマも学
外研究者らの協力を得て、着実に進められている。また、競争的外部資金、企業との共同研究も獲得して
いることからも、そのテーマの重要性が窺える。

研究組織（研究
の実施体制）の
適切性

・蚊の口吻を模倣した医療用微細針の研究開発は、吸血メカニズムから生産プロセスにいたる総合的な視
野に基づく医工連携の優れたモデルケースであり、高く評価されるものである。
・蚊の針を模倣した針の開発は世界的にもユニークであり、また、今後の医療デバイス開発に大きなインパ
クトを持つ。
・蚊やタコ等の構造を利用する、特長的、独創的なテーマを掲げ、さらにMEMSモータ等、発展的なテーマ
設定を行い、着実に成果を上げている。さらに外部資金の獲得はもとより、マスコミ等に精力的に広報活動
を外部発信していることも、プロジェクトの着実な進展を物語っている。

【問題点・今後の課題】

【特に優れている点】

【期待される研究成果】

評価項目

研究プロジェク
トの進捗状況・
研究成果

　　　　「３次元ナノ・マイクロ構造の創成とバイオミメティクス・医療への応用 」

   千歳科学技術大学 総合光科学部　バイオ・マテリアル学科　教授

評価コメント

【本プロジェクトは、当初の計画に沿って着実に進展しているか？】

・下村　政嗣

・前田　龍太郎

・槌谷　和義

資料3. 外部評価（最終）
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プロジェクト番号：S1511031

- 4 -



2019 年９月 30 日

「3 次元ナノ・マイクロ構造の創成とバイオミメティクス・医療への応用」 

研究代表者

先端科学技術推進機構・システム理工学部

教授 青柳 誠司 殿

研究推進委員会 外部資金審査・評価部会長

吉田 宗弘 

「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」に係る最終評価（５年目）の結果について 

このたびご提出いただきました研究成果報告書（学内評価用）につきまして、研究推進委員会の専門

部会である外部資金・審査評価部会において評価した結果について、下記のとおりご報告申し上げます。 

つきましては、評価結果を踏まえ、来年 5 月末日締切の文部科学省への報告書作成に向けたとりま

とめをお願いするとともに、引き続き研究の適切な遂行に努めていただけますと幸いです。

記

＜総合評価点＞  ４．００  

※総合評価点の凡例

４：優れた成果がみられた ３：成果がみられた ２：やや不十分であった １：成果があがらなかった

＜評価における主な意見＞ 

・順調に研究が進行しており、多くの成果が得られたと判断できる。実用化に向けてのさらなる進展

が期待できる。

・報告書の若手研究者の育成に関する記述がやや具体性に欠ける。おそらく多くの大学院生が研究に

関わっているのであろうが、その部分が報告書からは読み取ることが難しかった。たとえば大学院

生の名前の入った論文が何本、あるいは修士の学位を得たものが何名、博士の学位を得たものが何

名、さらに関わった若手研究者の人数など、具体的な数字で示していただければ良かった。

・多くの教員・学生が関わるプロジェクトにおいて、構成員間の意識の共有に留意している点は高く

評価できる。外部資金の獲得、研究成果の公表も良好である。

・３年目の進捗状況報告で指摘された事項にも適切に対応し、本学を代表する研究として期待できる

プロジェクトとなっている。

・今後への期待として、ここまでプロジェクトが進展してきており、バイオミメティクス分野におい

て本学のプロジェクトがより認知されるよう、実用化まで達成していただきたい。

以 上 

資料4. 内部評価（最終）

法人番号：271014 
プロジェクト番号：S1511031
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― 87 ― ― 87 ―

１．はじめに

青柳誠司＊1

　近年、生物の有する様々な機能を工業に応用するバイ
オミメティクス技術が注目されている。本プロジェクト
はナノ・マイクロメートルスケールの 3次元微細構造の
形成技術とバイオミメティクス技術の融合による新学問
分野を確立すること、更に研究成果を医療デバイス開発
に応用することを目的とし、私立大学戦略的研究基盤形
成支援事業の支援により実施されている。本プロジェク
トの実施機関は平成 27年度から 31年度であり、本年は
その１年目にあたる。
　本プロジェクトで実施する研究は、3次元ナノ・マイ
クロ加工に関する基礎的な研究、微細加工を応用した医
療用デバイスに関する応用研究、バイオミメティクスに
関する応用研究の 3分野に大別される。本書では今年度
のこれらの研究分野における成果をそれぞれ報告する。

２． ３次元光造形法を援用した低侵襲性マイクロニード

ルの形成とその特性評価

青柳誠司、鈴木昌人＊2、福永健治＊3

２．１．３次元光造形法の概要

　3次元光造形法とは、光硬化性樹脂に選択的に光を透
過することにより 3次元的な自由度を有する構造を作製す
る手法のことである。本研究では、レーザー走査型の 3次
元光造であるPhotonic Professional GT（独国 Nanoscribe 
GmbH製，日本販売代理店 日本レーザー）を用いた。こ
の装置は光源としてフェムト秒レーザーを採用してお
り、2光子吸収の原理を援用して紫外線硬化樹脂を硬化
させる。硬化範囲は楕円球形状であり、その短軸、長軸
の最小値はそれぞれ約 200 nm、800 nmである。

２．２．蚊の口針を模擬したマイクロニードルの作製

　また、蚊の針の形状と機能を模擬し、かつ量産化を視
野にいれて構造を単純化したマイクロニードルを新たに
設計した。そのCADモデルをFig.3に示す。このマイク
ロニードルは、円錐状に先鋭化された 1本の中空マイク
ロニードルを長手方向に半割にした構造を有している。
先端以外の部分は樋形状になっており、内側の溝部分に
液体を流すことが可能である。先端側面には蚊の小顎と
同様の鋸歯状突起を付与した。この半割針単体では中空
構造になっていないため、比較的容易に形状を転写可能
であると期待される。また、2本の半割針を交互に前進
させることも可能である。このCADデータを基に作製
したマイクロニードルのSEM像をFig.4に示す。
　さらに、2本 1組に組み合わせた半割針を用いて穿刺
試験を実施した。その結果をFig.5に示す。本実験では
2本の針を前進させながら、（a）振動無し、（b）同相振動、

（c）交互振動を付与してそれぞれ対象に穿刺したが、そ
の中では交互振動を付与した場合に最も穿刺抵抗力が小
さくなった。この動作は蚊の口針の動きを模擬したもの
であり、これにより蚊の穿刺抵抗低減効果の模倣に成功
したと結論付けられる。

＊1　システム理工学部教授　工学博士

＊2　システム理工学部准教授　博士（工学）

＊3　化学生命工学部教授　水産学博士

３次元ナノ・マイクロ構造の創成とバイオミメティクス・
医療への応用

研究代表者：青柳　誠司
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Fig. 1． 蚊の上唇と小顎を模擬した低侵襲性マイクロニード
ルの3D-CAD
（a）先端前面図，（b）先端後面図，（c）先端側面図， 
（d）正面図，（e）背面図

(a) (b) (c) (e)

(d)
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　最後に、半割針を組み合わせた中空マイクロニードル
を人間の血液の液滴に挿入し、毛細管力による血液の吸

引実験を行った。その結果、吸引速度 25 nL/sでの血液
吸引に成功した。糖尿病の検査に必要な血液量は 0.3 μL
とされている。したがって、このマイクロニードルを用
いて採血した場合の所要時間は 12 sとなり、現実的な時
間で採血を終了させることが可能であると期待される。

３．レーザー加工法によるマイクロ微細構造の創生

新井𣳾彦＊4

３．１．はじめに

　MEMSの駆動源として古くは静電マイクロモーター
が想定され、一時期様々な研究機関で開発が進められて
きた。しかし、複雑な構造に加えて、電気的な配線がさ
らに複雑に求められるためにその微小化には限界が見ら
れた。また、シリコンプロセスに基づいたマイクロモー
ターには、一般的に軸受け機構が存在していないために、
モーターの軸は回転に伴い摩耗が進行し、数 10分ほど
回転すると軸が折れてしまうなどの問題が発生してい
る。これらの問題は、一般構造物のダウンサイジングの
考え方により微小構造物を製作しているところにある。
すなわち、MEMSに対する製作理念を明確にした上で
MEMSを捉えなければ機構として機能するシステムを
つくり上げることはできない。このことは、MEMSの
製作理念、素材などにとどまることなく、利用する物理
現象においても、一般構造物の常識にとらわれない現象の
利用も有効に機能する可能性があることを示唆している。
　本研究では、従来の静電モーターのような複雑な構造
ではなく光導波路をガラス基板上にフェムト秒レーザー
によって形成し、その導波路にレーザー光を誘導し、ロー
タを光放射圧によって回転させる原理に従ったMEMS
駆動源の開発にチャレンジしている。さらに、このチャ
レンジでは、光を潤滑剤とする光ベアリングの製作にも
取り組んでいる。
　現在までに、シリコンプロセスに基づくロータ製作を
行い、その回転軸の製作を完了している。しかし、一つ
のロータにより得られるトルクは、約 0.1 pNmであり、
構造物が微小であるとしても、実用上の駆動源としては、
より大きなトルクが求められる。本研究では、この問題
に対して、小さな蟻が集合することによって大きな物体
を自由に運搬しているように、微小なロータを多数集合
することにより、MEMS駆動に必要な動力の創生を提
案している。
　本研究では、初年次のテーマとして、⑴光駆動素子開
発の全体像の確立と、具体的に開発する技術として⑵シ
リコンプロセスに基づくロータの製作、並びに⑶ 3-Dプ
リンターを用いたロータの製作、さらに、⑷光ベアリン
＊4　システム理工学部教授　工学博士

Fig. 3． 蚊の上唇と小顎を統合した２本１組の半割状マイク
ロニードルの概略図
（a）全体像，（b）先端付近の拡大図

(a)

(b)

Fig. 2．蚊の上唇と小顎を模擬したマイクロニードルのSEM像
（a）全体像，（b）前端背面，（c）先端前面

(a) (b) (c)

Fig. 4．作製した半割状マイクロニードルのSEM像

(a) (b) (c)

Fig. 5． ２本１組の半割状マイクロニードルの穿刺実験におけ
る穿刺距離と穿刺抵抗の関係
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グに関する基礎実験を行った。それぞれの成果を以下に
示す。

３．２．ロータの製作

３．２．１．シリコンプロセスに基づくロータ

　Fig.6（a）にシリコンプロセスに基づき製作したロータ
を示す。現在、6方向からファイバーでレーザーを照射し、
回転トルクの取り出し実験を行っている。

３．２．２．3-Dプリンターに基づくロータ

　Fig.6（b）に 3-Dプリンターに基づき製作したロータを
示す。図 1に示すロータの構造・設計をベースに作製し
たもので、シリコンプロセスよりも遥かに容易に複雑な
構造物の作製が可能であることが分かった。

Fig. 6．（a）シリコンプロセスで作製した光モーター
（b）3Dプリンタを用いて作製した光モーター

(a) (b)

Rotor

RotorAxis
Axis

50μm50μm

３．３．光ベアリング

　これまでの研究成果より、光放射圧による力は、100 
mWでも 0.5 nN程度と微小であることより、軸を支える
ためには微小な力を大きな力に相当するような現象を利
用しなければならない。本研究では、軸とロータを共振
させた状態で、軸を支える力の創出を想定している。そ
のためにパルス光による共振実験をマイクロカンチレ
バーにおいて実施した。その結果（24 kHzで共振）を
Fig.7に示す。また、ベアリング特性を調べるために上
部より円錐状のミラーにレーザー光を照射し、ラジアル
方向に反射した光により発生する光放射圧を用いて、

ロータを壁面より遊離させる機構を提案している。今後、
この回転体（ロータ）の回転時に発生する摩擦トルクの
変化を検出することにより、回転特性を評価する。その
ための機構を 3-DプリンターでFig.8に示すように製作
した。

４． 非線形PPG信号モデルによるアルコール摂取検知

の検討

大村泰久＊5

４．１．はじめに

　日本の高齢化率が高まる中、健康状態のモニタリング
の重要度が高くなっている。生体情報の非侵襲的なモニ
タリングは、感度、分解能、再現性について従来の侵襲
的なモニタリングに比べて一般的に劣っているが、非侵
襲的なモニタリングは生体情報の解析の観点から有用で
あることに変わりはない。本研究では、血脈波信号を光
学的手法で非侵襲的に取り出し、そこから得られる生体
情報を解析する手段を検討してきた 1-3）。
　これまでの手法ではその多くが、光学的血脈波信号

（Photoplethysmogram, PPG）を簡単にするため線形信
号として近似して解析した 1）。この場合、PPG信号の持
つ重要な情報を見逃している可能性があるため、我々は
本質的に非線形の信号源であるPPG信号の非線形性を考
慮して解析することを試みた。この解析を通じて、非線
形解析ならではの情報を得ることができたので、主要な
結果を紹介する 4）。

＊5　システム理工学部教授　工学博士Fig. 7．マイクロカンチレバーの共振特性
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４．２．非線形信号モデル

　Hamiltonの原理とHilbertスペクトル解析手法に基づい
て、PPG信号の非線形信号モデルとして次式を提案した。

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )tftftftftftftftfPPG 1021210 ++++=

( ) ( ) ( ) ( ) ( )tftftftftf 21020 ++
 (1)

　ここでf0（t）は心拍の基本周波数スペクトルに対応す
る。f1（t）とf2（t）は第二高調波などを生むための信号限
スペクトルとしている。このモデルによって、Fig.10に
示すような多様なスペクトル群を構成することができる。

Fig. 10．非線形信号モデルによって生成されるスペクトル群

４．３．実験結果との比較

　PPG信号のピックアップと増幅回路系をFig.11に示
す。増幅回路後の信号はFFT処理を行ってスペクトル
表示に変換する 4）。この実験系とPPG信号モデル式（1）
を用いて、実際の信号をスペクトル解析した結果と比較
した。Fig.12にその例を示す。主要なスペクトルの特徴

（心拍基本波、その第二高調波、第三高調波、及び呼気
由来の低周波成分）をほぼ再現できていることいえる。
ここでは詳述しないが、式（1）の進行成分を抽出するこ
とによって、飲酒固有の情報意を引き出すことに成功し
ており、飲酒検知のアルゴリズムを構成するうえで有効
な情報処理手段となることが期待される。

５． 無電解・電解めっきを用いたナノマイクロ構造の形成 

―Si貫通電極形成技術

新宮原正三＊6

　Si貫通電極（Through Si Via：TSV）は三次元LSIに
おいて、積層されたSiチップを電気的に接合する重要な
技術の一つである。将来的には直径が 2 μm 以下、アス
ペクト比が 10以上のTSVが期待されている。Cu拡散バ
リア膜、Cuシード層、電解Cuめっき埋め込みのすべて
の工程を湿式処理で行うオールウエットプロセスは低コ
ストかつ高性能であり、今後期待される技術である。し
かし、バリア・シード層の密着性が不十分という課題が
ある。そこで本研究ではバリア膜上へのCu無電解めっ
き膜形成において、新たに酸性浴置換めっきを検討する
こととした。
　Cu-TSVの作製工程をFig.13に示す。溶媒をトルエンと
して 1.0 wt％の 3-aminopropyl-triethoxysilane （APTES）
を添加したシランカップリング溶液にSiO2 基板を浸漬
することでオルガノシランのSelf-assembled monolayer

（SAM）を形成する。その後、触媒として粒径 4 nmの
Pdナノ粒子をSAM上に凝集することなく吸着させた。

Fig. 13．オールウェットCu-TSV作製プロセス

　無電解CoWBめっきはPdナノ粒子触媒を用いて行っ
た。pH調整は水酸化テトラメチルアンモニウム（TMAH）
＊6　システム理工学部教授　工学博士

Fig. 11．信号ピックアップと増幅器
（a）回路図，（b）信号ピックアップの概要
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Fig. 12． 飲酒後のPPG信号スペクトルとモデル関数による再現
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を用いた。無電解バリア層の形成後、酸性浴Cu置換めっ
きを行った。Cu置換めっき浴の主な成分は硫酸銅 5水
和物であり、pHは1.5/2.5/3.5の範囲で変え、室温にて行っ
た。続いて、添加剤を添加してめっきを行った。
　Fig.14に無電解CoWBめっき膜の表面および断面SEM
画像を示す。表面SEM画像からCoWBめっき膜は粒径
50-100 nm程度の多結晶組織からなる連続膜になってい
ることがわかる。断面からは柱状構造であり、多結晶構
造であることが見て取れる。また、EDSによる組成分析
の結果、Co：W＝96：4であった。Bに関しては検出限
度以下であった。

Fig. 14．オールウェットCu-TSV作製プロセス

　密着強度をスタッドプルテストにより評価した。無電
解CoWBめっき膜のみの密着強度は 20 MPaであった。還
元剤を用いた無電解Cu/CoWBめっき膜は密着強度が非
常に悪いが、置換めっきCu/CoWB膜は 50 MPa以上であ
り、置換めっきによって高密着強度のCu膜の形成に成功
した。この高密着性は、置換反応によって下地のCoWB
膜と上部のCu膜が金属結合したためと推測される。
　CoWB無電解バリア膜、及び置換Cuめっきシード層
を用いて、その後に電解Cuめっきによるボトムアップ
堆積により形成したTSVの断面SEM像をFig.15に示す。
TSV内部にはボイドはなく、また本サンプルはCMPに
も耐える高密着性を示し、実用性に優れていることが示
された。
　SiO2 基板上にてPdナノ粒子を触媒として形成した無
電解めっきCoWB膜上への、高密着性Cu置換めっき膜の
形成に成功した。このCu置換めっき膜は膜厚 60 nm程

度であったが、電解めっきのためのシード層として十分
な膜厚と考えられる。また酸性浴Cu置換めっき膜の密
着強度は、CMP工程にも十分耐え得るものである。本
技術は高アスペクトCu-TSVのオールウェット形成を実
現可能とする重要な要素技術となることが期待される。

６．ナノインプリント法による微細構造の創成

山口智実＊7

６．１．はじめに

　本研究は、単結晶ダイヤモンドが鉄・ニッケル等の金
属と接触した際、ダイヤモンドの炭素が金属中へ拡散す
る現象を利用することにより、ダイヤモンド表面への微
細パターン形成技術の開発を目的とする。平成27年度は、
研究の基礎段階として次の 2つ―（i）単結晶ダイヤモン
ドと純鉄との圧接における炭素拡散MD（Molecular 
Dynamics）モデルの構築、（ii）ニッケルとの加熱圧接に
よる単結晶ダイヤモンドへのパターン形成技術の検討―
の課題に取り組んだ。

６．２．純鉄との圧接における炭素拡散MDモデルの構築

　計算条件をTable1に示す。荷重の値は後に検証実験
ができる値に設定した。純鉄の構造にはjohnsonポテン
シャル、ダイヤモンド構造にはtersoffポテンシャルを用
いた。ただし、ダイヤモンド中の炭素原子を解離させて
拡散させるために、周囲の鉄原子の数に応じて、斥力の
みのborn-mayerポテンシャルに切り替える方法をとっ
ている。

Table 1．シミュレーション条件
Each direction of model ［100］ ［010］ ［001］

Periodic boundary 
conditions off off off

Model size ［nm］ 10.03 6.139 10.03
Total number of atoms 32244

1 step time ［fs］ 1

Total step time ［ns］ 1

Temperature ［K］ 800

Pressure ［N/μm2］ 0.01

　Fig.16に計算結果を示す。条件（a）と（b）を比較すると
両条件とも鉄とダイヤモンドの接触により、ポテンシャ
ル関数がborn-mayerに切り替わり、ダイヤモンドの炭素
原子が解離することで、鉄中に拡散していることが確認
できた。また、鉄中へ侵入する炭素の割合は増加してお
り、さらに、モデル外へ流出する炭素の割合も増加して
いることがわかる。これは圧力を加えることで炭素原子
が鉄中へ押し込まれたことと、押し込みによりあふれた
炭素が増加したことが原因と考えられる。本モデルでの
＊7　システム理工学部教授　工学博士

Fig. 15． オールウエットプロセスで形成したTSV（3μmΦ、
深さ30μm）の断面SEM像
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拡散係数は、一般に知られている値に比べ 104倍と非常
に大きくなっている。これは接触面の炭素が急激に解離
することで鉄中で飽和状態になり、鉄の構造が崩れ炭素
が動きやすくなってしまったことが原因と考えられる。

0 ［ns］

(b)0.01 N/µm2　1 ［ns］(a)0 N/µm2　1 ［ns］

Fig. 16．シミュレーション結果

６．３． ニッケルとの加熱圧接によるパターン形成技術

の検討

ステンレス試料上にニッケルメッキを施し、そこに凹
部幅：970 μm、凸部幅：530 μm、深さ：110 μmの溝パ
ターンを切削成形し、その部分を単結晶ダイヤモンド試
料と、真空度：8.3 Pa、接触圧力：1.2×1011 Pa、温度：
823 K、時間：12 hの条件で加熱接触実験を行い、ニッ
ケルによるパターン転写の可能性について検証した。

実験後、両試料は強固に接着していたので、強制的に
剝がした後の両試料の表面をFig.17に示す。ダイヤモン
ド表面には多くのニッケルが付着していたが、ニッケル
側に形成した溝パターンの転写痕を見つけることはでき

なかった。今回、ニッケルメッキを使用したことで、ダ
イヤモンドから炭素を解離させる前にニッケル自身の結
晶化が優先して行われたのではないかと推察できる。
　今回の実験で、パターン転写の検証実験の手法は確立
できたが、転写材料としてニッケルの有効性に問題があ
ることが判明したので、今後、ダイヤモンドに対する炭
素解離能力とパターン形状の形成性とを併せ持つ別の金
属材料の選定が必要と考えられる。

７．クマゼミの羽が持つ機能性ナノ表面とその模倣

伊藤健＊8

７．１．はじめに

マイクロ・ナノ構造の視点で生物を見てみると、昆虫
を代表として様々な優れた機能を持っていることが明ら
かにされてきた。このような生物が持つ機能を人工的に
再現し、有効活用しようとする研究をバイオミメティク
スやバイオミミクリと呼び、世界的に研究が行われてい
る。セミやトンボなどの昆虫の羽には無数のナノメート
ルオーダーの寸法を持つ柱（ピラー）構造が存在している。
これらの構造は、自己組織化により形成された非常に特
有の構造である。ナノピラー構造は、ロータス効果によ
る撥水性を示すほか、光に対する無反射構造としても知
られている。また、この構造が摩擦を低減することが明
らかとなったほか、抗菌性があることが明らかにされた6）。
本研究ではこのような優れた特性を有するナノ構造をシ
リコン基板を用いて人工的に模倣し、抗菌性を有する素
材の作製を試みた。

７．２．実験

クマゼミ（学名：cryptotympana facialis）は学内で
採取した。その羽の観察には走査型電子顕微鏡 （SEM） 
を用いた。Fig.18に観察結果を示す。一面にピラー構造
が形成されていることがわかる。3匹の羽からランダム
に高さ、幅、ピッチを計測したところ、それらの平均値
は 229 nm、 148 nm、 196 nmであった。この寸法を目標
とし、ボトムアップ技術により人工的にナノピラー構造
を再現した。プロセスは以下の通りである。シリコン基
板上にポリスチレン球を配置させ、アッシングにより所
定のサイズまでポリスチレン球の直径を短くする。次に
金を蒸着し、この金を介してメタルアシストエッチング
を行うことで、ポリスチレン球の乗っていない部分だけ
選択的にエッチングすることが可能である。最後に金及
びポリスチレン球を除去しナノピラー構造を作製した。
作製したナノピラーをSEMにて観察したところ、Fig.19
に示すように高さ 200 nm、 幅 180 nmとセミの羽の持つ
＊8　システム理工学部准教授　博士（工学）

(a)ニッケル試料表面 (b)ダイヤモンド試料表面

(c)ダイヤモンド試料表面（拡大）

Fig. 17．加熱接触実験後の各試料表面
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ナノ構造とほぼ一致する寸法を模倣することに成功し
た。このような作製法でナノピラーの幅、高さを変化さ
せたサンプルを 3種類作製し、JIS Z2801に準拠した抗
菌性評価を行った。結果をTable2に示す。どのサンプ
ルにおいても初期生菌数濃度（3.9×104 CFU/mL）に
対して大幅な生菌数濃度の減少が確認され抗菌作用が認
められた。

Fig. 18．クマゼミの羽（写真とSEM像）

Fig. 19． セミの羽の構造を人工的に再現したナノピラーの断
面SEM像

Table 2．構造的特徴と抗菌性評価

Sample 幅
［nm］

高さ
［nm］

生菌数濃度
［CFU/mL］

A 140 294 ＜ 1
B 137 529 ＜ 1
C 119 725 ＜ 1

７．３．今後の展望

ナノピラーの幅、高さ、ピッチなどを様々に変化させ
てその抗菌効果を最適化する。また、本研究で作製した
ナノ形状を大量生産できる技術を構築し、構造的な特徴
だけで機能を発揮する従来にない機能性材料の創製を目
指す。

８． プラズモニクスによるタンパク質修飾金クラスター

のバイオセンサ応用の試み

稲田貢＊9

８．１．はじめに

　粒径が数nmから数百nm程度の大きさの金ナノ粒子の
光吸収スペクトルには、波長 520 nm付近の可視光領域
に局所表面プラズモン共鳴（Localized Surface Plasmon 
Resonance, LSPR）による大きな吸収スペクトルが観測

されることが知られている。また、このLSPRにより、
金ナノ粒子の表面では入射光の電場強度に対して数桁程
度大きな強度の振動電場が発生することが知られてい
る。近年、金ナノ粒子のLSPRによる電場増強効果を各
種センサーやデバイスに応用する研究が盛んに行われて
いる 5）。一方、金ナノクラスターは金原子が数個から数
十個集まった極めて小さな物質（粒子）である。そのた
め、金クラスターの電子構造は自由電子を有する金属的
なものではなく、分子に近い不連続な準位を形成してい
ると考えられる。タンパク質などの生体親和性分子で表
面を就職した金ナノ粒子および金クラスターはバイオセ
ンサとしての働きが期待できる。この金ナノ粒子／金ク
ラスター複合センサーを実現、あるいは高感度化するた
めには、ナノ粒子－クラスター間距離をnmオーダーで
精密に制御することが重要である。このような観点から、
本研究では単分子交換吸着（Layer by layer, LBL）法を用
いて、1層の膜厚が 2.5 nmのPoly sodium 4-styrensulfonate

（PSS）-Poly dial lyldimethylammonium chloride
（PDADMAC） 膜をスペーサーとして金ナノ粒子と金ク
ラスターの間に挟み、両者の間隔（スペーサー膜厚）と
金クラスターの発光強度の依存性を調べた。

８．２．実験

　本研究では、石英基板上に「金ナノ粒子/PSS-PDADMAC
スペーサー／金クラスター」構造を持つ試料を作製した。
金ナノ粒子は石英基板上に 10 nmの金薄膜を真空蒸着装
置にて堆積したのち、赤外線加熱炉で 500℃、1時間熱
処理して作製した。電子顕微鏡観察から求めた金ナノ粒
子の平均粒径は 50 nmであった。この金ナノ粒子の光吸
収スペクトルには 2.38 eV （520 nm） 付近にLSPRによる
吸収ピークが見られた。PSS-PDADMACスペーサーは
LBL法を用いて金ナノ粒子上に 1層あたりの膜厚が 2.5
nmになるように調製、成膜した。さらにこのPSS-
PDADMACスペーサー上に金クラスターをキャスティ
ング法により堆積した。本研究で用いた金クラスターは
ヒト血清アルブミン （HSA） で修飾（保護）したHSA-
Au25 クラスターである。HAS-Au25 クラスターは塩化金
酸溶液にHSAを還元剤として加えて加熱攪拌により調
製した。この方法では金原子 13個からなる「コア」と、
このコアを囲むように 12個のチオールに保護された金
原子からなる「セミリング」を合わせた計 25個の金原
子を含むAu25 クラスターが生成されることが報告され
ている 6）。上記のような「金ナノ粒子／PSS-PDADMAC
スペーサー／金クラスター」構造において、スペーサー
層数を 1.5層（膜厚 3.6 nm）から 6.5層（15.6 nm）まで
変化させた試料を作製した。試料の発光強度は金ナノ粒
子のLSPRの吸収波長に近い 2.33 eV （532 nm）を励起光＊9　システム理工学部准教授　博士（工学）
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とするフォトルミネッセンス（PL）測定により評価した。

８．３．実験結果と考察

　Fig.20に水に分散した溶液中でのHSA-Au25 クラス
ターおよび修飾保護分子であるHSA水溶液のPLスペク
トルを示す。これよりHSA-Au25 クラスターが 1.9 eV

（650 nm）付近の赤色領域に蛍光のピークを持つことが
わかる。また、このPLスペクトルが高エネルギー側に裾
を引いているのは保護分子であるHSAの発光のためで
あることがわかる。また、発光スペクトルの 1.7 eV付近
に小さな発光が見られるが、これはHSA-Au25 クラス
ターのPLスペクトルがコアからの発光（1.7 eV）とセミ
リングからの発光（1.9 eV）の重ね合わせのためである。
Fig.21に「金ナノ粒子/PSS-PDADMACスペーサー/金
クラスター」構造試料おける発光強度のナノ粒子-クラ
スター間距離（スペーサー層膜厚）依存性を示す。この
図における縦軸は試料の発光強度は金ナノ粒子が存在し
ない状態でのHSA-Au25 クラスターの発光強度を 1とし
たときの相対強度である。ナノ粒子-クラスター間隔が
10 nm程度になるまでは、間隔が小さくなるにつれて発
光強度は大きくなっていることがわかる。HSA-Au25 ク
ラスターのコアおよびセミリングの発光に対するフォト
ルミネッセンス励起 （PLE） スペクトルのピークがそれ
ぞれ 2.3 eVおよび 2.4 eVであったことから、この間隔
の減少による発光強度の増大は、金ナノ粒子のLSPRに
よる増強電場の効果と考えられる。一方、間隔が 10 nm

よりも小さい領域では発光強度は間隔が小さくなるにつ
れて減少した。これはHSA-Au25 クラスターから金ナノ
粒子への共鳴エネルギー移動 （resonant energy transfer, 
RET） の結果であると考えられる。つまり、この試料か
らの発光はナノ粒子-クラスター間の距離に依存し、そ
の強度はLSPRによる効果と非輻射RETによる効果の競
合の結果である可能性が指摘できる。この仮定を検証す
べくLSPRによる増強電場強度のナノ粒子表面からの距
離依存性と、HSA-Au25 クラスターから金ナノ粒子への
RET割合の距離依存性から発光強度の距離依存性をプ
ロットしたものがFig.22である。ただし、RETはフェ
ルスター型であると仮定した。その結果から、HSA-
Au25 クラスターの発光強度がLSPRによる電場増強効果
とRET現象との競合によって変化し、ナノ粒子-クラス
ター間隔が 7 nmのときに発光強度が最も大きくなるこ
とがわかる。この結果は実験結果とよく一致している。
以上の結果から、金ナノ粒子／金クラスター複合構造に
よる金クラスターの発光現象を利用したバイオセンサを
開発する際には、金ナノ粒子のLSPRによる増強電場を
効率よく利用して金クラスターの発光させるために、両
者間の距離が 10 nm程度となるように設計すれば良いこ
とがわかった。

９．タコの吸盤を模倣した吸着グリッパ

高橋智一＊10

　産業やインフラストラクチャーの形成では労働者数の
減少や作業の効率化から人の代わりにロボットが作業す
ることが求められている。特に産業分野では製品の変転
が激しく、それらの部品も一様ではない。しかし、自動
化された部品の搬送や組立には吸着パッドによる真空吸
着が用いられているが、ロボットハンドはその部品専用
となる。そのため専用ハンドの開発コストを要する。また、
製造ラインに流れる部品が変われば、製造を止めてハン
ドを交換する時間が必要となる。さらに、過去の製品も
＊10　システム理工学部准教授　博士（工学）

Fig. 22． HSA-Au25クラスター発光強度のナノ粒子‒クラスター
間距離依存性(実線)
■は、クラスターからナノ粒子への共鳴エネルギー移動の割
合。▲は、LSPRによる電場強度。

Fig. 21． HSA-Au25クラスター発光強度のナノ粒子‒クラスター
間距離依存性

　　　　 縦軸はHSA-Au25クラスター単独での発光強度を1と
したときの相対発光強度

Fig. 20． HSA-Au25ナノクラスターおよびHSA溶液の発光ス
ペクトル
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製造を続けることがあるため、使用頻度の低いハンドも
保管する場所が必要となる。これらのコストを省くため、
多様な部品を把持可能な汎用ハンドが求められている。
　そこで本研究では、タコの柔軟な把持能力に注目して、
その吸盤を模倣したグリッパを開発している。タコは柔
軟かつ発生力の高い筋肉を巧みに動かし、腕や吸盤に
よって餌などを把持することができる。吸盤には漏斗と
吸盤の筋肉がある。まず漏斗を広げて対象物に密着する。
その後、吸盤の筋肉を収縮して密閉された空間の圧力を
下げ、吸着するとされている。このようなタコの吸着法
を模倣したグリッパは報告されているが、いずれも密閉
後に膜を変形させて空間を膨張させ、ボイル・シャルル
の法則によって空間の圧力を下げている。我々もグリッ
パ内部を負圧にすることで空気圧差を生み吸着するハン
ドを提案した。我々のグリッパは剛性の高い物体を把持
でき、金属やガラスなどを用いる工業分野では本研究室
のグリッパが適していると考えられる。
　本年度はタコの吸着原理と吸盤構造を模倣したグリッ
パをそれぞれ試作して、吸着性能を評価した。吸着原理
を模倣したグリッパは産業分野への応用を目標としてお
り、その汎用性を評価した。吸盤構造を模倣したグリッ
パは、タコがもつ特有の形状がグリッパの柔軟性に与え
る影響を評価するために試作した。まず吸着原理を模倣
した半球状の吸着グリッパは、把持できる対象物の寸法
に制限はあるが、ある範囲の寸法を有する平面、曲面、
段差や溝をもつ金属を把持できることがわかった。今後
はグリッパの構造（吸盤の配置やグリッパの形状と寸法）
と把持できる対象物の範囲が予想もしくは実験的に示す
予定である。また、現在は人の手によってグリッパを押
し付けている。これにより無意識に対象とグリッパの最
適な押付動作を行っている可能性がある。これをロボッ
トなどで行い、吸着に必要な把持動作を明らかにする。
同様に今回の実験では対象の重心周辺に吸着している。

高度な制御を用いずに把持することが目的であるから、
把持可能な位置の重心からのずれを評価する予定である。
　次に、タコのもつ特有の構造を模倣することで概ねグ
リッパの形状追従性の向上が見られた。今後は模倣でき
ていない構造をもつグリッパの作製、および全ての構造
を含めたグリッパの作製方法を開発して構造のもつ優位
性を明らかにする。またタコの吸盤形状だけでなく、機
械的な物性値などを考慮することも有用であると考えら
れる。
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１．はじめに

青柳誠司＊1

　本プロジェクトはナノ・マイクロメートルスケールの
３次元微細構造の形成技術とバイオミメティクス技術の
融合による新学問分野の確立すること、および研究成果
を医療デバイスおよびメカトロニクス・ロボティクス関
連のデバイスの開発に応用することを目的とし、私立大
学戦略的研究基盤形成支援事業の支援により実施されて
いる。本プロジェクトの実施期間は 2015年度から 2019

年度であり、本年度はその２年目にあたる。
　プロジェクトは 12名の研究者で遂行されており、ナ
ノ・マイクロ加工グループ（青柳、新宮原、新井、山口）、
医療応用グループ（福永、大村、稲田、髙澤、歌）、バ
イオミメティクスグループ（伊藤、鈴木、高橋）の３つ
のグループに大きく分かれている。現状では、各研究者
がそれぞれの専門分野において研究成果をあげている
が、プロジェクトの残りの３年において個々の成果をま
ずはグループ毎に、その後プロジェクト全体で横断的に
まとめていきたい。
　以下に、プロジェクトの進捗状況を概観して述べる。
生体模倣グループの研究として、蚊の口器を模倣した無
痛針の研究が進められており、実用化が近いと思われ
る1）。フェムト秒レーザー加工により、医療用材料とし
て一般的なステンレス製の針の開発に成功している2,3）。
既に動物実験による注射針の穿刺性能、採血性能の評価
に着手している。動物実験の専門家である学内の福永の
みでなく、学外の富山大学歌とも共同で研究を進めてい
る。特に痛みを伝達する神経の活動電位を測定し、その
データから電気生理学的な検討により針の痛みの程度を
定量的に評価する手法を提案し、その成果は新聞にも取
り上げられた4,5）。今後人間による臨床実験も視野に入る
が、群馬大学の髙澤と共同でその準備を進めているとこ
ろであり、プロジェクトの最終年度にはスタートさせた

いと希望している。
タコの吸盤を模倣したロボット用グリッパについて

も、既に複数の企業との共同研究が進行しており、実用
化がすぐそこに来ているものと考える。NEDO等の外部
資金獲得にもつながっている。成果の一部としてロボッ
ト学会誌に 2報の論文が掲載され6,7）、その有用性の学術
的な裏付けもなされている。この他、バイオミメティク
スの研究として蝉の羽を模倣した細菌を寄せ付けない表
面構造の検討を行っているが 8,9）、これを応用した抗菌
シートの実用化も将来的に視野に入ると思われる。

一方、ナノ・マイクロ加工グループにおいては、電解
メッキ・無電解メッキを用いて新規な微細構造が作製さ
れ10）、ナノインプリントによるダイヤモンドへの微細パ
ターン形成に関する新規な基礎研究が遂行されている。
もちろん、無痛針、ロボットグリッパ、抗菌シートの生
体模倣デバイスの開発においても、超精密3D光造形、フェ
ムト秒レーザー加工、MEMS（Micro Electro Mechanical
Systems）加工が最大限に活用されており、その一環と
しての加工条件の最適化の研究も行われている。
　３次元ナノ・マイクロ加工、MEMS加工法を用いて、
医療応用グループでは、光学的血脈波信号を利用したア
ルコールセンサ11）、金ナノ粒子を用いたバイオセンサ12）

の開発が進められている。前記した無痛針も医療デバイ
スである。

バイオミメティクス・医療への応用ではないが、３次
元ナノ・加工を応用したデバイスの開発研究も本プロ
ジェクトで遂行している。例えば、基礎的・将来的な研
究として電磁エネルギーを用いた現行の回転モーターと
は異なり、光エネルギーで駆動される微細なアクチュ
エータの研究開発が進められている13）。また、環境中に
存在するが活用されていない、僅かな振動エネルギーを
有効に電気エネルギーに変換するエナジーハーベスティ
ングデバイスの研究開発も行っている14）。これについて
は企業との共同研究を経て、商用デバイスに発展させる
ことを検討している段階である。＊1　システム理工学部教授　工学博士

３次元ナノ・マイクロ構造の創成とバイオミメティクス・
医療への応用

研究代表者：青柳　誠司
研究分担者：新井　𣳾彦・大村　泰久・新宮原　正三・福永　健治・ 
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　本報告書では、プロジェクトの上記の各テーマにおけ
る本年度の研究開発成果を次章以降で各担当者がより具
体的に記すことにする。

２． フェムト秒レーザー加工を援用した蚊の口器を模倣

したステンレス製注射針の作製とその特性評価

青柳誠司、鈴木昌人＊2、福永健治＊3

２．1．はじめに

　筆者らは、低侵襲性の無痛針を実現するために蚊の口
針を模倣したマイクロニードルを開発してきた。任意の
３次元構造をナノスケールの精度で作製可能な光造形装
置であるナノスクライブ（Nanoscribe GmbH, Germany, 
日本販売代理店：日本レーザー、分解能 0.2 µm）を用
いることで、蚊の口針を完全に模倣したアクリル系光硬
化樹脂製のマイクロニードルを作製することに成功して
いる。しかし、光造形法では一本の針を作製するのに時
間とコストがかかり、使い捨てを目的とした採血針の作
製方法として適切でない。このため、これを原型として
金属や生分解性プラスチックへ転写する必要があり、現
在それに関する電鋳、射出成形技術の開発研究を行って
いる。この方法とは別に、強度および生体適合性の観点
で優れているステンレスを材料として、市販の細径パイ
プおよび箔状の板を直接加工する針の作製法が考えられ
る。本年度は、フェムト秒レーザー加工を援用すること
により、このテーマに取り組んだ。

２．２．マイクロニードルの作製

（1）上唇を模倣した中空針の作製

サイバーレーザー社製のフェムト秒レーザー装置
IFRIT RevDを用いて、外径 50 µm、内径 20 µmの極微
細ステンレスパイプ（大場機工（株））を加工することで
中空マイクロニードルを作製することを試みた。パラ
メータを振りながら加工を行い、加工結果を観察するこ
とを繰り返した。その結果、滑らかな割断面が得られる
最適条件として、レーザーの波長 390 nm（第２高調波）、
レーザーの投入パワー0.3mw、走査速度 0.1mmを得た。
（2）小顎を模倣したギザギザ形状の針の作製

膜厚 30 μmのステンレス薄膜（（株）ニラコ）を加工し、
蚊の小顎を模倣した先端がギザギザ形状のマイクロニー
ドルを作製することを試みた。手順を図１に示す。ステ
ンレス薄膜上に、レーザービームを図１（a）に示す経路
で走査することで、鋸刃状突起を有するマイクロニード
ルを切り抜く。直径 1.2 µmのビームで、歯丈 7 µm、ピッ
チ 20 µmの鋸刃状突起を実現できた。

　切り抜かれたマイクロニードルを、長手方向を軸とし
て 90 °回転させ、鋸刃形状を上に来るように設置し、
図１（b）のように先端角度が 15 °になるように加工した。
レーザー加工を上面と側面で２度行うことで、針先端を
３次元的に先鋭化することに成功した。
（3）蚊の口針との比較

作製したステンレスマイクロニードルと蚊の口唇との
比較を図２に示す。図２（a）は、蚊の口唇を観察した
SEM像である。１対の小顎と中央の上唇で構成されて
いる。図２（b）に作製した蚊の口唇を模したマイクロ
ニードルの模式図と、各マイクロニードルのSEM像を
示す。中央に先端角度 15 °の中空マイクロニードルを設
置し、その両側に蚊の小顎を模した鋸刃形状のマイクロ
ニードルを設置した。蚊の上唇と小顎が模倣されている
ことがわかる。

２．３．穿刺性能、血液吸引性能の評価

　図２（b）のように作製された１対の鋸歯状ステンレス
マイクロニードルと中空マイクロニードルを組み合わせ

＊2　システム理工学部准教授　博士（工学）

＊3　化学生命工学部教授　水産学博士

図２．（a）蚊の口唇を観察したSEM像
（b） 作製した蚊の口唇を模したマイクロニードルの模

式図とSEM像

（a）

（b）

図１． ステンレス板からの作製 
（a）歯状突起を有するマイクロニードルの切り抜き 
（b）先端の尖鋭化

（a） ステンレス板
（厚み30 µm）

マイクロニードルの輪郭 レーザービームのスキャン軌跡

15°

この部分に沿って加工する。

70 µm

30 µm

（b） 7 µm
20 µm

15°
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て穿刺試験を行った。穿刺対象は人間の皮膚と同様のヤ
ング率 0.4MPaを有する人工皮膚として、シリコーンゴ
ムの一種であるPDMS（polydimethylsiloxane）を用いた。

本実験では、①３本の針を振動させずに穿刺する、②
蚊の穿刺動作を模倣した交互振動を行いながら穿刺す
る、の各２条件について穿刺抵抗力の時間推移を測定し
た。振動の振幅は 50 µm、周波数は 10 Hzである。
　人工皮膚の後面に設置したロードセルで測定された
ロードカーブを図３に示す。蚊と同様に針に振動を加え
ることで、抵抗力が 40％減少することが判明した。

ステンレスマイクロニードル先端を人血の液滴に浸漬
し、吸引実験を行った。吸引ユニットより、ガラス管に
-13 psiの陰圧をかけ血液を吸引した（図４）。吸引され
た血液量は2.8 µlで、吸引に要した時間は20秒であった。
これより採血の用途としての可能性を確認することが出
来た。

２．４．動物実験

　現在、実験動物（ヌードマウス）を使用し、針の穿刺
性能、血液吸引性能の評価に着手している。それと並行
して蚊の実際の動物への穿刺と血管からの吸血の様子の
観察も行っている。
　また、動物実験による針の痛みの評価方法を提案した。
具体的には、１）フォンフライフィラメント（細い棒）
でラット足底に刺激を与え、生じた反応を、０点：反応
なし、１点：足をずらす、２点：足を上げる、３点：足
を舐める、としてスコア化する。これよりフィラメント
の番手（ターゲットフォース）と反射行動とを対応づけ
る（行動学的解析）。２）脊髄後角表層細胞からin vivo
細胞外記録を行い、フォンフライフィラメント刺激によ
り誘起された発火頻度を解析する。これよりフィラメン
トの番手と発火頻度とを対応づける（電気生理学的解

析）。３）開発した無痛針とコントロールとしての市販
針を麻酔下ラットの足底に穿刺し、この際誘起される脊
髄後角表層細胞の発火から１）、２）の結果を用いて、針
穿刺の痛みが反射反応を生じさせないほど小さい、足を
ずらしたり足を上げたりする程度の痛みである、足を舐
めるほど痛い、等の評価を行う。
　本年度は上記提案手法のうち、１）の行動学的解析を
関西大学の動物実験施設内で、２）の電気生理学的解析
を富山大学の動物実験施設内で実施した。フィラメント
の番手が上がるほど反射行動のスコアが増加すること、
脊髄後角表層細胞の発火頻度が増加することを確認でき
た。針を用いた上記３）についても早急に実施する予定
である。

３．蛇腹構造を有する吸着グリッパとそのアレイ化

高橋智一＊4

３．１．はじめに

　物流業界では個人顧客が多品種の商品を少量購入す
る。商品のピッキング作業は人が行っているが、就労人
口の減少や作業効率の向上のためロボットによる自動化
が期待されている。自動化に必要な技術として、形状や
姿勢が一様でない物体を把持可能な汎用ロボットハンド
が重要視されている。
　筆者は、汎用性の高いロボットハンドの実現に向け、
タコを模倣した真空吸着グリッパを開発している。タコ
は、多自由度の腕と柔軟な吸盤で複雑な形状をした生物
を捕獲できるが、これを模倣したグリッパを用いれば、
上述の課題を解決できる。タコの吸盤は漏斗構造を押し
付けて密閉空間を形成したのち、吸盤内部の水を移動し
て負圧を生成する。筆者はこれを模倣したグリッパを開
発して、様々な形状をした対象物を把持できることを確
認した。しかし、対象物の重心以外の箇所を把持すると
対象物が傾き、グリッパから対象物を引き剥がすような
モーメントが生じるため剥離しやすかった。これを解決
するため、本年度は図５に示す蛇腹構造を有するグリッ
パを開発した。さらにこれを複数用いてグリッパアレイ
にし、把持成功率を確かめた。

図３．穿刺距離に対する穿刺抵抗力変化の推移

図４．血液吸引後のガラス管

ステンレス
マイクロニードル 吸引された

血液

アラルダイト

＊4　システム理工学部准教授　博士（工学）

図５．蛇腹構造を有するグリッパの提案

（a） （b）
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３．２．原理と構造

　図６に示す通り、シリコーンゴム製吸盤を押し付けて
密閉空間を形成し、吸盤内にある薄膜を変位させ密閉空
間を膨張させて負圧を発生させた。グリッパ内部を負圧
にすれば薄膜は変位する。この吸盤構造に加えて形状追
従性を向上させるためゴム袋に粒子を充填した構造を用
いた。グリッパ内部が大気圧の場合、ゴム袋は外力に従っ
て柔軟に変形できる。次にグリッパ内部を負圧にすると
差圧によりゴム袋は収縮して粒子間に摩擦が生じるの
で、ゴム袋の剛性が増大する。この現象をジャミング転
移効果と呼ぶ。これにより、吸着前は柔軟で対象物に追
従でき、吸着後はその形状を維持できる。

３．３．グリッパの作製

　図７にグリッパの作製手順を示す。蛇腹構造を有する
カップ状エラストマはシリコーンゴム（KE-1308、信越
化学工業株式会社）であり、図８の金型を用いて成形し
た。剥離剤として金型にテフロン系被膜を形成した。
KE-1308の主剤と硬化剤を標準の比率で混合後、型に
注入した。加熱して硬化後、ゴムを離型した。離型後、
綿布製フィルタをカップ内部に接着した。これは、吸盤

となる膜の変形する空間を形成するためである。ガラス
ビーズ（直径 0.7～1.0mm）をカップ内部に充填した。
最後にグリッパを冶具に固定した。作製したグリッパを
図９に示す。

３．４．把持試験

モーメントと剥離の関係を調べるため、図 10に示す
実験装置を用いた。平板の把持位置に対する把持成功率
を調べた。グリッパはプレス機に固定し、対象物に押し
付ける。押付力はロードセルで測定した。なお、今回は
８Nとした。対象物はアルミニウム製の平板（100×30
×5mm、40 g）である。試行回数は 10回とした。成功
の条件は吸着して持ち上げ後 10秒間、姿勢を維持でき
たこととした。

　図 11に把持位置と把持成功率の関係を示す。蛇腹構
造がないグリッパでは、重心と把持位置の距離が 15mm
以下では成功率が 100％であった。それに対して、蛇腹
構造を有するグリッパでは、重心からの距離が 33mm
以下であれば成功率が 100％であった。このことから蛇
腹構造があると吸着後のモーメントが生じても吸着を維
持できることがわかる。成功率 100％を維持できる最大
モーメントを算出すると、蛇腹構造の有無でそれぞれ
10.6mN・m、5.9mN・mであった。蛇腹構造があると 1.8

図６．本研究で提案するグリッパの吸着原理

図９．作製した蛇腹構造を有するグリッパ

図10．吸着実験装置

図８．作製に使用した金型

図７．蛇腹構造を有するグリッパの作製手順

図11．把持位置と把持成功率の関係
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倍のモーメントが生じても吸着を維持できる。
　重心以外の位置を吸着すると対象物は傾くが、その
モーメントで対象物を吸盤からめくり取るような力が生
じる。吸着後のグリッパはジャミング転移効果により剛
性が増大するので、蛇腹構造がないとモーメントでグ
リッパは変形できず対象物との間に剥離しようとする力
が働く。これに対して、蛇腹構造があるとグリッパ内部
の剛性が増大しても構造が柔軟であるためモーメントに
よって変形できる。このため吸着面に働くめくり取るよ
うな力が減少する。
　次に、蛇腹構造を有するグリッパアレイ（図 12）を
用いて曲面や段差を有する対象物への吸着試験を行っ
た。実験方法と実験装置は単一のグリッパの場合と同様
である。なお押付力は 15 Nである。対象物は、図 13に
示す２種類である。図 14に把持成功率を示す。グリッ

パに蛇腹構造がないと 13mm以上の段差では把持成功
率が低下するが、蛇腹構造があると 30mmまで成功率
が 100％であった。円筒の対象物の場合、双方のグリッ
パで 40mm以下の曲率半径の対象物を把持できる。
50mmの曲率半径の対象物は双方とも把持成功率が低下
するが、蛇腹構造があると全く把持できなかった。これ
は、グリッパを対象物に押し付ける力が足りず密着が不
十分であったためである。押付力を 25Nにすると、把持
成功率が 100％となった。

４．セミの翅が持つナノ構造の模倣と抗菌性評価

伊藤健＊5

４．１．はじめに

マイクロ・ナノ構造の視点で生物を見てみると、昆虫
を代表として様々な優れた機能を持っていることが明ら
かにされてきた。セミやトンボなどの昆虫の翅には無数
のナノメートルオーダーの寸法を持つ柱（ピラー）構造
が存在している。これらの構造は、自己組織化により形
成された非常に特有な構造である。ナノピラー構造は、
ロータス効果による撥水性を示すほか、光に対する無反
射構造としても知られている。さらに近年、この構造が
持つ物理的な特性が殺菌作用を示すことが報告された。
殺菌のメカニズムは、ナノ構造により細菌の細胞膜を引
き裂くことであると推測されている。現在、一般的に使
われている抗菌剤は化学的作用によるものである。抗菌
作用を示すAgイオンなどの素材は、殺菌性や持続性に
課題があった。しかし、セミの翅が持つ抗菌作用はナノ
表面構造によるものなので持続性があり、さらに最大で
45万個/cm2minという高い殺菌力を持つと報告されて
いる。我々は、このような優れた特性を有するナノ構造
を模倣するため、Si基板を用いて低コストで均一なナノ
構造を作製することを試みた結果、セミの翅が持つナノ
構造の模倣に成功した。今回、Si基板の表面の状態やナ
ノ構造の大きさが抗菌性に及ぼす影響を評価した結果に
ついて報告する。

４．２．サンプル作製

　模倣するセミの翅は、クマゼミ（学名：cryptotympana 
facialis）とし、サンプルは学内で採取した。その翅を走
査型電子顕微鏡（SEM）を用いて観察した結果、ナノ
ピラー構造の高さ、幅、ピッチの平均値は 229 nm、
148 nm、196 nmであった。
　この寸法を目標とし、メタルアシストエッチング法を
利用したSiナノワイヤの作製を行った。工程を図 15に
示すと共に以下に説明する。Si基板（100）に直径 200 nm
＊5　システム理工学部准教授　博士（工学）

図12．作製した蛇腹構造を有するグリッパアレイ

図13．吸着試験に用いた対象物

（a） （b）

図14．対象物と把持成功率の関係

（a）

（b）
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のポリスチレン球をスピンコート法を用いて塗布・配列
させ、酸素プラズマを用いてアッシングすることで粒子
径を制御する。その後、スパッタリング法を用いて金を
およそ 30 nm堆積させる。金を触媒とし、15％のフッ化
水素酸を用いてSiのエッチングを行った。最後に金及び
ポリスチレン球を除去し、翅を模倣したサンプルを得た。
　本研究ではピッチは 200 nmに固定し、エッチング条
件を変更してナノピラーの高さ（h）と半径（d）を変化さ
せた。また、サンプル表面は自然酸化膜のある状態（SiO2）
と自然酸化膜を除去した状態（Si）の２つを準備した。

４．３．抗菌性評価

　抗菌性評価は、JIS Z2801に準拠して行った。試験菌
株は大腸菌（NBR3972）とし、4.2節で作製したサンプ
ルに大腸菌を含む試料を滴下（0.3mL）し、被覆フィル
ムを被せたのち、35℃にて 24時間培養した。培養後、
サンプル表面を 9.7mLの滅菌生理食塩水で洗浄し、その
洗浄液を大腸菌群微生物検出培地シートに展開し培養を
行い、菌数をカウントし試験後の生菌数濃度を算出した。

４．４．結果

　抗菌性評価を行う際に、リファレンスとしてナノ構造
の無いSi基板（自然酸化膜あり、なし）についても評価
を行った。図 16に、ナノピラー構造の高さ×半径（＝
h×d nm2）に対する生菌数比をプロットした。生菌数
比とは、接種直後の生菌数濃度に対する試験終了後の生
菌数濃度の比で表し、その数値が小さいほど抗菌性が高
いことを示す。また、10-5は検出限界を示す。結果から、

基板表面にナノ構造が無い場合には自然酸化膜の有無に
かかわらず抗菌性を示さないことが確認された。また、
表面がSiの場合にはナノピラー構造の大きさに依存せず
に優れた抗菌性を示すのに対し、SiO2 の場合には高さ
×半径の大きさが大きくなるに従って抗菌性が増すこと
がわかった。Si表面の場合には疎水性であり、SiO2 の場
合は親水性であることから、親水性、疎水性が抗菌力に
何らかの作用をもたらすことを示唆している。

４．５．今後の展望

　本研究により、Siナノピラーの表面状態や構造の大き
さが抗菌性に影響を与えることが新たにわかった。今後
は、ナノ構造への化学修飾などにより表面物理状態と抗
菌性の関係について明らかにしていきたい。

５． 無電解・電解めっきによるナノ・マイクロ構造形成

と評価

新宮原正三＊6

５．１．CuSnナノツリーの電解めっき形成技術

　Cu-Snナノツリーは、CuSn合金が互いに直交して分岐
する樹枝状の形状となったナノスケールの構造体である。
ナノツリーは形状が高度に入り組んだ樹枝状であるので、
高い比表面積持っており高感度な化学（ガス）センサー
材料として期待される。今回は、電解めっきによって枝
が直交した三次元構造を自己組織的に形成するメカニズ
ムの解明に向けて、添加剤PEGの効果について調べた。
　めっき液に添加剤としてPEG（分子量 1000）を 50 ppm
添加して、回転ディスク電極に一定電位（－0.6V）を印
加すると、基板に垂直方向にツリーの幹が生え、さらに
幹に対して枝が垂直方向に分岐するナノツリーが形成さ
れた（図 17参照）。PEG添加なしではナノツリーは形成
されず、また、PEG1000を 500 ppm添加の場合は膜成長

図15．Si基板を用いたナノワイヤの作製法

＊6　システム理工学部教授　理学博士

図16．ナノ構造の大きさ及び表面状態が抗菌性に及ぼす影響
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が強く抑止され、やはりナノツリーは形成されなかった。
　PEG分子量が 600と小さい場合には枝の分岐が明瞭に
現れず、また、4000と大きい場合には膜成長がやや抑止
され、ナノツリー形成も認められなかった。これらの実
験結果により、ナノツリーが形成しやすい最適条件は
PEG分子量1000、濃度50 ppm程度であることが分かった。

５．２．合金バリアメタル膜の無電解めっき形成と評価

　３次元実装TSV技術においては、無電解めっきによ
るCu拡散バリア膜及びCuシード層形成技術の実現に大
きな期待が寄せられている。この技術により大幅な製造
コストの削減が可能となり、３次元実装技術の広範な普
及が加速するからである。そこで我々は、ナノ粒子Pd
触媒、無電解CoWB合金めっき、酸性浴Cu置換めっき
の検討を行った。
　TSV内部へ無電解CoWBめっきを行ったところ、カ
ヴァレッジ比を算出した結果、0.64（64％）という数値と
なった。カヴァレッジ比＝（底部の膜厚）／（上部の膜厚）
で表せる（図 18参照）。さらに、CoWB膜上に酸性浴

（pH3.5）にてCu置換めっきを行ったところ、密着性が
良好なCu連続膜が堆積された（図 19参照）。置換Cuシー
ド層が上部から底部まで連続膜として析出していること
が確認され、さらに、高密着Cu置換めっきを用いたCu
シード層のアスペクト比 10のTSV内部への均一な膜堆
積に成功した。

６．ナノインプリント法による微細構造の創成

山口智実＊7

６．１．はじめに

　本研究は、単結晶ダイヤモンドが鉄・ニッケル等の金
属と接触した際、ダイヤモンドの炭素が金属中へ拡散す
る現象を利用することにより、ダイヤモンド表面へ微細
パターンを形成する技術の開発を目的とする。2016年
度は、微小単結晶ダイヤモンドのパターン形成特性の基
礎として、ⅰ）単結晶ダイヤモンドの微小変形・破壊に
関するMD（Molecular Dynamics）モデルの構築と、前
年度のニッケルとの加圧圧接の結果を受けて、ⅱ）純鉄
との加熱圧接による単結晶ダイヤモンドへのパターン形
成技術の検討、の二つの課題に取り組んだ。

６．２．単結晶ダイヤモンド変形・破壊MDモデルの構築

　図 20に（001）面からみた破壊過程を示す。白い部分
はクラックが伸展している部分であり、クラック伸展直
前を 0 psとしている。単結晶ダイヤモンドの劈開面は

（111）であるが、この図を見ると、クラック（劈開面）
がそちらの方向に伸びていることがわかる。すなわち、
本モデルは単結晶ダイヤモンドの微小バルクモデルとし
ては妥当と考えられるので、今後の加熱圧接過程におけ
るダイヤモンドの変形・破壊のシミュレーションモデル
として有効であることが確認できた。

＊7　システム理工学部教授　工学博士

図17．CuSnナノツリー形状のPEG添加量依存性

図18． TSV内部に形成した無電解CoWBめっき膜の断面SEM
画像

図19．CoWB膜上への置換Cuシード層形成後の断面SEM画像

図20．クラック進展のシミュレーション結果

［010］
0.35 ps

［100］
0.69 ps 0.89 ps
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６．３．純鉄との加熱圧接によるパターン形成技術の検討

　前年度に行ったメッキニッケルと同様に、10mm×
10mmの純鉄試料上に、図 21に示すような凹部幅：
970 μm、凸部幅：530 μm、深さ：110 μmの溝パターン
を切削成形し、その部分を単結晶ダイヤモンド試料と、
真空度：8.3 Pa、接触圧力：98 Pa、温度：823 K、時間：
12 hの条件で加熱接触実験を行い、純鉄によるパターン
転写の可能性について検証した。

　図 22に、実験後ダイヤモンド表面に変化のあった箇
所（図 21参照）のレーザー顕微鏡画像を示す。溝パター
ンの転写は見受けられなかったが、図 21で示した変形箇
所A、Bにおいては、図 22に示すように、加熱後に非常
に細かい溝のように変形した部分が確認できた。変形箇
所Aの変形部分全体の大きさは、長軸方向に約 650 µm、
短軸方向に約 100 µmであった。
　一方、変形箇所Bにおいては、散発的に長さ約 50 µm
程度の微細溝が見受けられた。また、見受けられた溝の
深さを測定したところ、変形箇所Aでは約 0.09 µm、変
形箇所Bでは約 0.2 µmであり、微少ながらもダイヤモン
ドが除去されていることがわかった。

　前年度のニッケルとの加熱圧接では、凝着が起こった
もののダイヤモンドの除去は見られなかったので、今回
の結果を踏まえて、今後は純鉄による加熱圧接でのパ
ターン転写を試みることとする。より明瞭な転写が行え
る条件を明らかにするために、今後は基礎データ取得の
ため接触面積がより小さいパターンを純鉄上に形成し、
加熱温度、接触圧力、接触時間等のパラメータを変化さ
せることで、最適な転写条件を見い出していく。

７． PPG信号の相関解析によるアルコール摂取検知率

の向上

大村泰久＊8

　日本の高齢化率が高まる中、健康状態のモニタリング
の重要度が高くなっている。生体情報の非侵襲的なモニ
タリングは、感度、分解能、再現性について従来の侵襲
的なモニタリングに比べて一般的に劣っているが、非侵
襲的なモニタリングは生体情報の解析の観点から有用で
あることに変わりはない。本研究では、血脈波信号を光
学的手法で非侵襲的に取り出し、そこから得られる生体
情報を解析する手段を検討してきた。
　これまでの検討で、光学的血脈波（Photoplethysmogram, 
PPG）信号の非線形性に注目して信号解析を進め、飲酒
時、運動時のスペクトルの特徴を明らかにすることがで
きた。しかし、非線形信号処理は数学的な手続きが複雑
化する傾向があり、処理時間の短縮化が求められる応用
には適さない。そこで、PPG信号の相関解析を試み、相
関関数の示すスペクトルを用いて飲酒および運動後の特
徴の特定化を進めた（図 23参照）。

　従来からのゾーン解析に加えて、新たに相関解析から
得られたスペクトルによるゾーン解析を行った。その結
果、報告者等による従来法と新たな手法によるゾーン解
析を組み合わせることにより、アルコール摂取検知率を
80％代まで高めることに成功した（図 24参照）。
　実際の応用やその他の分野への拡張を想定すると、回
路に採用する半導体デバイスの低消費電力化が不可欠で
あることも明らかにした。

図21．接触箇所概略図

変形箇所B

ダイヤモンド

変形箇所A

純鉄

図22．加熱圧接後のダイヤモンド表面

（a）変形箇所A （b）変形箇所B

50 µm 50 µm

＊8　システム理工学部教授　工学博士

図23．PPG信号の従来解析と相関解析の組み合わせ

従来の解析 相関解析

スペクトル解析,
X（ω）

PPG 源信号, x（t） PPG 信号の微分,
dx（t）/dt

自己相関関数の
計算, ACF（τ）

スペクトル解析,
XACF（ω）

ゾーン解析：
C-SIRZ ゾーン解析：

手法の組み合わせにより、アルコール摂取検知率が
飛躍的に改善
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８． 生体親和性分子で保護されたAuクラスターの磁気

特性

稲田貢＊9

８．１．はじめに

　粒径を数nm程度にまで小さくした金（Au）ナノ粒子
は、通常の金とは異なる特異な光学的、磁気的に特性を
示す。例えば光学的には局所表面プラズモン共鳴による
電場増強効果が、磁気的には強磁性的に磁気偏極が発現
することが報告されている。このような特性は太陽電池
などの環境適応型エネルギーデバイスやバイオセンシン
グ、イメージング、交流磁場を利用したハイパーサーミ
ア治療への応用が期待され、多くの研究が行われている。

本年度、我々のグループではこのようなAuナノ粒子
をバイオセンサのプローブ材料として応用すべく、その
光学的、磁気的基礎物性の解明に関する研究を行った。
その中で、ここではナノ粒子よりもさらに粒径の小さな
Auクラスター粒子（以下、Auクラスターと呼ぶ）の磁
気特性について得られた成果を報告する。粒径が数nm
のAuナノ粒子が示す磁性は超常磁性であり、その磁気
モーメントの成分には磁荷が温度に依存しない「伝導電
子によるパウリ常磁性によるもの」と、「ナノ粒子から
保護分子への電子移動によるもの」が提案されている。
しかし、構成原子数が数千個から数万個程度のナノ粒子
では反磁性のバルク的性質との競合のため、磁気偏極の
本質を解明することは難しい。一方、本研究で作成・使
用したAuクラスターは金原子がわずか数個から数十個
と極めて少数の原子で構成されており、その大きさがサ
ブナノメートルと非常に小さく、ほぼすべての金原子が
表面に露呈している。そのため電子構造は離散化してお
り、もはや金属ではなく分子と表現してよく、金属の金

のような伝導電子は存在しない。そのため、本試料を用
いることで本質的に表面の金原子に由来する磁気特性に
ついての知見が得られると期待できる。

８．２．試料の作成と磁気特性の測定

　本研究では、試料としてヒスチジンや人血清アルブミ
ンなどの生体親和性分子やN,N-ジメチルホルムアミド

（DMF）などの分子で保護・修飾されたAuクラスター
分散溶液を作成した。このようなAuクラスターは修飾
分子溶液を還元剤として塩化金酸（HAuCl4）を還元す
ることで作成した。質量分析の結果から、ヒスチジン修
飾Auクラスターは主に 10個、アルブミン修飾Auクラ
スターは主に 25個、そしてDMF修飾Auクラスターは
主に５個、８個、13個の金原子からなるAuクラスター
が作成されていることがわかった。なお、作成したAu
クラスターはいずれも極めて安定で、溶媒を蒸発させた
後、再び溶液に戻してもその光学的・磁気的性質に変化
はなかった。
　試料の磁気的性質は、SQUID（Quantum Design製）
を用いて測定した。また、試料中の金の質量はアルブミ
ンの場合を除き、SQUIDに用いた試料をTG（Thermo
Gravimetry）測定することで求めた。

８．３．考察と今後のバイオセンサへの展開

　図25にAuクラスターの典型的な磁化特性として、4.2K
におけるDMF修飾Auクラスターの印加磁場-磁化特性
を示す。磁化曲線は立ち上がりの早いランジュバン関数
に従うものであった。また、磁化曲線は原点を通り、磁
場の掃引によるヒステリシスは見られなかった。このこ
とからDMF修飾AuクラスターはAuナノ粒子と同様に、
超常磁性を示すことが分かった。加えて、磁化の温度依
存性からはナノ粒子で見られた温度に依存しないパウリ
常磁性成分は見られなかった。このような磁気特性は、
修飾分子がヒスチジンやアルブミンの場合でも同様で
あった。Auクラスターには伝導電子は存在しないと考

＊9　システム理工学部教授　博士（材料科学）

図24． 別途定める数式ARp2, ARp3の間の関係 
（破線内に飲酒後のデータが集中している）
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図25．4.2 KにおけるAuクラスターの磁化特性
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えられるので、この結果により、ナノ粒子で見られた温
度に依存しない磁気モーメントは伝導電子によるパウリ
常磁性成分であることが明らかとなった。
　また、TG測定時の加熱後に残った物質がすべて金だと
仮定して、金原子一つあたりの磁気モーメントの大きさを
求めると、DMF修飾Auクラスターの場合 3.3×10-4 µB、
ヒスチジン修飾Auクラスターの場合 7.8×10-4 µBであっ
た。これらの値は、構成金原子数 212個で粒径がおよそ
２nmのPAAHC（poly allyl amine hydro chloride）修飾
Auナノ粒子の値（1.9×10-3 µB）よりも小さかった。当初、
表面金原子と修飾分子との相互作用に起因する磁気モー
メント（5dホールによるもの）は金原子と吸着原子（分
子）との間の電子親和力の大きさによって決定されると
考えていたが、上記の結果はそれほど単純ではなく、
Auクラスターの構成原子数やその幾何学的構造も重要
な要因であることを示唆するものと考えられる。いずれ
にせよ、現段階ではAuクラスターの磁気モーメントの
起源とその定量的な評価には至っておらず、センサー材
料として用いる際に重要となる「より大きな磁気モーメ
ントを有するための条件」については今後の課題である。
次年度は、引き続きAuクラスターの磁気モーメントの
起源を探りつつ、バイオセンサへの応用に向け、Hall素
子やMEMS素子への実装に関する研究を進めていく。

９．三次元造形法による光アクチュエータの開発

新井𣳾彦＊10

９．１．はじめに

　光学現象を用いたマイクロアクチュエータの研究で
は、光放射圧を用いた光ピンセットに代表されるように、
数多くの取組みが近年報告されている。一般に、光放射
圧を用いた従来の取組みでは、作業空間上に光を誘導す
るための対物レンズを中心とした大掛かりな光学系が設
置されている。このような従来の光放射圧の利用法とは
異なり、本研究では図 26に示すようにアクチュエータ
を二次元配置し、空間的に効率よく動力を取り出すこと

のできるシステムの開発を目指している。その実現のた
めに動力を生み出すローターを二次元配置し、また、二
次元に張り巡らされた光導波路から照射される光によっ
て、ローターを回転させ、力を抽出することのできる機
構の開発を目指している。
　本研究では、光アクチュエータの駆動部となるマイク
ロローターを、三次元光造形装置（ナノスクライブ）を用
いて製作する。歯車列を用いて複数のローターからの動
力を集積する機構を作製する。光アクチュエータの動力
発生原理は、図 26に示すようにマイクロローターの周囲
に光を照射するための光ファイバを設置するところにあ
る。ファイバから照射されるレーザー光がローターの刃の
部分に到達すると、光放射圧と呼ばれる力が生じ、回転
軸と作用点を結ぶ腕の長さを乗じたトルクが発生する。

９．２．ローターの製作と回転の確認

　昨年度は、プロトタイプのローターを作製した。図 27

に示すように六枚葉のものと八枚葉のもので、サポート
によって支えられている。直径は 100 µmである。本年
度は、レーザー光によってローターが回転するのかにつ
いて確認した。図 28に示すように、製作したローター
に二方向からレーザー光を照射してローターの回転を確
認した。放射圧の同定結果に基づくと 12.5 fNmのトル
クが発生していることが確認された。

９．３．集積技術の開発

　現在取り出すことのできるトルクは、極めて小さい。
解決策として、トルクの集約をはかるための歯車列の製
作を計画している。その準備段階として、三次元造形装＊10　システム理工学部教授　工学博士

図27．光アクチュエーターの概念図

図28．レーザー光によるローターの回転

図26．光造形により作製したローター
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置を用いて図 29に示す三段の歯車列を作製した。現在、
その歯車としての機能・特性を検討している。
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