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新会長挨拶 

化学とマイクロ・ナノシステム研究会会長 

産業技術総合研究所 バイオメディカル研究部門 

丹羽 修 
 

 本年４月より、初代会長の藤田博之先生（東京大学）

から数えて、７代目の本研究会会長に就任させて頂きま

した。 

 当研究会は、化学・生化学・バイオテクノロジー・医

学などの学問分野と電気・機械・情報・材料・化学工学

などの マイクロ・ナノシステムの融合を図ることにより、

新たな学術領域・技術分野を開拓し、それらを応用した

新規産業の創出を目的としております。本研究会が発足したのは、2000 年ですが、当時は、1994

年に隔年実施で始まった MicroTAS 国際会議が毎年実施されるようになった頃にあたり、産学双

方から期待され、着実に会員数が増加してきました。以来、各分野の相互理解や融合も着実に進

むと共に、年 2 回の研究会や表彰制度による若手の育成、産業界との連携など幅広い役割を果た

してきました。当初、本会の国際会議としてスタートした ISMM は、アジアの中心的な会議と

して 3 回目（6 月、台湾、新竹）を迎え発展を続けています。更に会誌は、関連分野の重要雑誌

である Lab on a Chip 誌の目次紹介が加わるなど、より有用な情報を提供できるようになってき

ております。 

 しかしながら、本分野の成熟や最近の国内の経済状態の悪化、加えて東日本大震災等、様々な

状況の変化により会員数が伸び悩んでいるなどの課題も出てきていると感じています。 

 一方、前会長の関先生（千葉大学）の任期中に、若手企画や交流会、若手優秀賞の設置など 多

くの新しい試みが提案され、その幾つかは今年から実施されようとしております。また 2012 年

は、6 年ぶりに国内で MicroTAS 国際会議（10 月、沖縄）が開催されます。この様な重要な時期

に会長を務めることに大きな責任を感じますが、重責につぶされない様、積極的に会員の皆様、

特に若手研究者の皆様の活性化に寄与する試みを支援していきたいと思います。また、今後 10

年は産業界との連携をさらに深め、本研究分野の産業分野への貢献を加速することは極めて重要

になると考えております。私自身、余りアイデアがあるとは思っておりませんが、2 年間、当研

究会の会員の皆様に役立つよう、精一杯考えて努力したいと思いますので、会員の皆様方のご支

援とご協力をよろしくお願い申し上げます。 
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光 MEMS 技術を用いて開発した超小型の血流量とその応用 

澤田 廉士、岩崎 渉 

九州大学 工学研究院 

 

Micro Wearable Blood Flow Sensor Developed by using Optical 

MEMS Technology and its Applications 

Renshi Sawada, Wataru Iwasaki 

Mechanical Engineering, Kyushu University 

 

Abstract 

Using micro-electero-mechanical systems (MEMS) technology, we have developed a micro integrated 

laser Doppler blood flow meter (MEMS blood flow sensor), microencoder composed of silicon cavity and 

laser diode chip and photodiode chips inside of the cavity, nano-imprinted rotary grating, micro 

displacement sensor with vertical cavity surface emitting laser and monolithic-integrated 

two-dimensionally distributed photodiodes, and micro-resolver consisting of high-aspect ratio 

print-patterned coils. We have achieved these micro sensors using bare chips of optical components and 

operational amps instead of conventional packaged components. As for the MEMS blood flow sensor, its 

applications are described in details. 
 
Keywords: wafer-level package, system-in-package, laser diode chip, micro blood flow sensor, micro 

displacement sensor, dehydration, drinking  

 

1. 緒言 

100 ミクロンのマイクロモータが動画で見せられ

一世を風靡した．一方，マイクロモータは駆動力が

小さいこともあり役に立たないなどと言われること

もあった．また，当初は，半導体の発展がかつて

アルカリ金属の汚染で一時停止したように，

MEMS においてもスティクション（構造体同士が

くっついてはなれない現象）が起こったり，また，

プルインや内部応力の課題があり MEMS の開発が

遅れたこともあった．しかし，まずは，光 MEMS

分野で MEMS が花開いた．光 MEMS はマイクロミ

ラーを動かすには大きな駆動力が必要ないことも

あり，DMD や GLV をはじめ市場へ展開をみせた．

MEMS は着実に応用も拡大し前進しているのも間

違いない．化学の観点からすれば、図１に示すよ

うなナノインプリントで作製したプラスティック

の MEMS アクチュエータは注目に値する． 

内製のセンサが多いが， PDA や PC 加速度セン

サと圧力センサに汎用製品への適用に成功してい

る会社もある．また，日本でも，OCT のように製

品化に成功し始めている． 自動車エアバック，盗難

防止制御，タイヤ回転方向検出など自動車搭載用，

ジョイスティック，傾斜検出などゲーム，PC，PDA，

LCD プロジェクタなど IA，加重制御，玩具ロボット，

総説・解説 

図１ ナノインプリントで作成したプラスティック製

MEMSアクチュエータ 
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管径方向分配現象の解明と機能発現  
藤永 慧 1, 塚越一彦*1,2 

1同志社大学工学研究科,2同志社大学管径方向分配現象研究センター 
 

Tube Radial Distribution Phenomenon and Its Application 
Satoshi Fujinaga and Tsukagoshi Kazuhiko  

1
Applied Chemistry, Graduate School of Engineering, Doshisha University, Kyotanabe, Kyoto 

610-0321, Japan 
2
Tube Radial Distribution Phenomenon Research Center, Doshisha University, Kyotanabe, Kyoto 

610-0321, Japan 
 

Abstract  

Our group has reported on a specific microfluidic behavior of the solvents, that is, tube radial distribution of 

mixed solvents in a microspace. We call it “tube radial distribution phenomenon” (TRDP). For example, 

when the ternary mixed homogeneous solution of water–hydrophilic/hydrophobic organic solvents is 

delivered into a microspace, such as a microchannel or a capillary tube, the solvent molecules are radially 

distributed in the microspace, generating inner and outer phases. The TRDP was examined through 

fluorescence photographs, construction of the phase diagram, and elution behavior of solutes in a capillary 

tube. The TRDP creates a kinetic liquid-liquid interface in a microspace. A capillary chromatography system 

where the outer phase functions as a pseudo-stationary phase under laminar flow conditions has also been 

developed based on the TRDP. This is called “tube radial distribution chromatography” (TRDC). Otherwise, 

we have investigated extraction, mixing procedure, and chemical reaction on the basis of the TRDP. They are 

called “tube radial distribution extraction” (TRDE), “tube radial distribution mixing” (TRDM), and “tube 

radial distribution reaction” (TRDR), respectively. The concepts and experimental data regarding TRDP and 

TRDC were mainly described in this manuscript.  
    
Keywords: Tube radial distribution phenomenon (TRDP); tube radial distribution chromatography (TRDC); 

microscope; microfluidic behavior of solvents  

 

1. 緒言 

 マイクロ流体の挙動は 19 世紀から研究されてき

た。特に、電気浸透流と層流が細管内の流れに関す

る基本となり、マイクロチップやキャピラリーチュ

ーブのマイクロ流路を始めとするマイクロ空間にお

いて物理的、流体力学的に有用な溶媒の挙動を発生

させることが可能となった。電気浸透流は 1809 年に

Reuss によって報告され [1]、20 世紀には電気浸透流

を利用することによって、capillary electrophoresis [2]、

micellar electrokinetic chromatography [3]、 capillary 

electrochromatography [4]が開発された。また、1839

年に Hargen が[5]、1841 年に Poiseullie[6]がそれぞれ

管路抵抗の実験を通して層流を見いだし、報告した。

次いで Reynolds が乱流について研究し、層流と乱流

の研究に対して無次元数（レイノルズ数）を導入し

た[7]。20 世紀には、層流を利用して hydrodynamic 

chromatography [8] 、 wide-bore hydrodynamic 

chromatography [9]、field flow fraction chromatography 

[10] 等の開発に繋がった。 

 我々の研究室ではマイクロ空間における水-親水

性/疎水性有機溶媒の三成分混合キャリア溶液が、キ

ャピラリーの管径方向に分配する現象を報告した

[11-15]。この現象を管径方向分配現象（Tube Radial 

Distribution Phenomenon：TRDP）と呼んでいる。こ

の現象は、三成分混合溶液をマイクロ空間に送液す

ると溶媒分子が管径方向に分配して、中央付近と壁

面付近にそれぞれの層、すなわち、inner phase と outer 

phase、を形成するというものである。 

更に、TRDP が発生している層流条件下において、

outer phase を疑似固定相として機能させることでキ

ャピラリークロマトグラフィーのシステムを構築し

た。我々はこのクロマトグラフィーを管径方向分配

ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー （ tube radial distribution 

chromatography：TRDC）と呼んでいる[16-18]。この

他にも TRDP に基づいて管径方向分配反応（tube 

radial distribution reaction：TRDR）[19][20]、管径方向

分配抽出（tube radial distribution extraction：TRDE） 

[21][22]、管径方向分配混合（tube radial distribution 
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受賞題目「マイクロ化学システムを用いるプロセッシング技術の開発」 

 

平成 23 年度奨励賞をいただいて 
宮崎 真佐也 

（独）産業技術総合研究所 生産計測技術研究センター 

 
この度、平成 23 年度奨励賞を受賞させていただき

ました。非常に光栄に思いますと共に、今後はこの賞

に恥じないようマイクロ・ナノシステム関連の研究を

進めて参る所存です。また受賞にあたり、推薦いただ

きました脇田先生、ならびに前田先生はじめ産総研九

州センターのグループ員の皆様、技術研修生として日

夜研究に励んでくれた学生諸氏、丹羽会長をはじめ学

会執行部の先生方、そして研究会でご議論いただきま

した諸先生方に御礼申し上げます。せっかく紙面をい

ただけましたので、25 回研究会の講演では私共の不手

際から発表時間を圧縮したために概要しか話せなか

った受賞対象となった研究について、経緯や背景を含

めてこれまでを振り返ると共に、今後の展望について

少し述べさせていただきます。 

小職がマイクロ化学関連の研究に着手いたしまし

たのは、ちょうど産総研の前身の工技院九州工業技術

研究所に入所した際に、当時の清水所長の下で前田先

生が独法化後の九州での新しい研究の柱としてマイ

クロ化学プロセスの研究を始めるべくグループを立

ち上げられ、中村さんと共にそこに参画してからです。

入所が平成 12 年ですので、ちょうど干支が一回りし

たことになり、学部 4 年生の研究室配属から工技院入

所前まで携わっておりましたタンパク質・ペプチドを

対象としたケミカルバイオロジー的研究よりもいつ

の間にかこの分野に携わった期間のほうが長くなっ

ております。今回受賞対象となりました研究成果のほ

とんどは前田先生のチームに在籍しておりました時

期のものです。 

当初マイクロ化学の研究を九州センターで始める

と言っても、元々九州工業技術研究所は焼き物や石炭

など材料の研究が主体だったため、マイクロ化学プロ

セス研究向けの設備は所内にはほとんどありません

でした。技術的には、当時九大工学部で先駆的にマイ

クロリアクターの研究を進められていた諸岡先生・草

壁先生・外輪先生に大変お世話になり、いろいろとご

指導いただきました。また、立ち上げ当初は前田先

生・中村さんと小職の３名しかおらず、人手不足だっ

たのですが、近畿大学の藤井先生・河済先生・菅野先

生に卒業研究の学生を技術研修生として派遣してい

ただき何とかやっていけました。非常にありがたく思

っております。 

このような環境で、前田先生がお持ちだったファナ

ック社のマイクロドリルを用いた切削加工で流路を

作製し、これに加熱圧着で蓋を接合する方法で何とか

デバイス作製ができるようになり、ようやく研究をで

きるようになりました。研究に着手した当時は PMMA

のデバイスしか作製できなかったので、必然的に水溶

液系での反応をせざるを得ませんでした。小職の元々

の研究分野からして、細胞を流すか酵素反応かで、ま

ずはコストのかからない酵素反応をチョイスしてマ

イクロリアクター内に流通させて反応挙動解析を行

いました。今から思うと稚拙なこの結果を第 2 回の研

究会で発表させていただいたのが本会でのデビュー

でした。 

その後、北森先生の NEDO のプロジェクトへ参画さ

せていただいたり、経産省の地域コンソーシアムなど

様々な外部資金が獲得できるようになってきたので、

徐々に設備も整って様々なデバイスの作製が可能と

なり、研究の幅も広がっていきました。酵素反応につ

いては、初期の流通式ではコストが見合わないため、

流路内に酵素を固定化したマイクロリアクターの開

発を行いました。その途上で問題となったのが酵素の

固定化方法です。当初はガラス基板にシランカップリ

ング剤を用いてゾル－ゲル法で固定化していました

が、再現性に難があったのと、有機合成に使うために

は有機溶媒中のような酵素にとっては過酷な環境で

も反応ができるよう化学的な安定性を高める必要が

あったため、新たな固定化法を開発することにしまし

た。そこで開発したのが酵素分子間を架橋した凝集体

を流路表面に膜状に形成する固定化方法です。この方

平成 23 年度ケミナス奨励賞 
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法は流路内にシース流を形成し、外側に酵素、内側に

架橋剤を流通させることによりチューブ状の架橋凝

集体を形成する方法です。 

この方法で作製したマイクロリアクターは優れた

熱安定性と有機溶媒への耐性が向上することがわか

りました。この固定化方法では、酵素分子表面にアミ

ノ基が存在することが必須ですが、後にポリリジンな

どカチオン性ポリマーを共存させることで様々な酵

素に適用可能な方法として改良しました。この方法に

よりアシラーゼを固定化したマイクロリアクターを

用いて連続光学分割デバイスを作製し、様々な光学活

性化合物を分割することにも成功しています。現在は

某企業とこの酵素固定化方法の更なる改良に向けた

共同研究を行っております。 

これら酵素反応の他に、有機合成的な研究もいくつ

か行いました。最初は元々のバックグラウンドを生か

してペプチド関連化合物類の合成を行っておりまし

た。その後、山下さんが九大工学部・高木研から新人

として入所され、DNA が流路内でせん断により伸びる

と言うことを見いだされました。このことと、マイク

ロミキサーの設計がかなり進んで高速で溶液を混合

させることが可能になってきたことを踏まえ、マクロ

スケールの反応では制御が困難だった高分子重合に、

マイクロミキサーを装着したマイクロリアクターを

用いれば、得られる分子量のばらつきをより制御でき

るのではないかと考えました。そして、アミノ酸 N-

無水物の重合反応をモデルとして行ったところ、予想

通り分子量のばらつきを押さえて重合させることが

可能でした。この結果はそれなりにインパクトを与え、

RSC の Chemistry World などに紹介されています。こ

の高分子合成はその後ポリペプチドの合成へと発展

しました。前述の酵素固定化方法の開発や上記の高分

子重合など、NEDO プロジェクト時代の研究には本田

健さん（現：山口大・医）達が大いに貢献してくれま

した。 

NEDO プロジェクト終了後は前田先生が技術移転ベ

ンチャー（ナノシステムソリューションズ→NS マテ

リアルズ）を立ち上げられ、その関連の開発を行いつ

つ、個人研究としてタンパク質化学のツール開発をプ

ロセス化学的な視点から行いました。まず、酵素の架

橋重合による固定化方法を用いて作製したプロテア

ーゼ固定化リアクターを用いて、プロテオミクス解析

のネックである酵素消化の効率化を行いました。我々

の固定化方法の利点である熱安定性の高さを生かし、

高温で酵素反応を行うことにより、従来は一晩以上要

していた加水分解反応を 30 分以内でより効率よく行

うことが可能である事を示しました。また、高温で反

応を行うため、従来では困難だったジスルフィド結合

がかかったままのタンパク質をそのまま加水分解し、

質量分析することでジスルフィド結合のパターンを

簡便に分析する方法や異なる酵素固定化マイクロリ

アクターをタンデムに連結することによる翻訳後修

飾等の解析技術も確立しました。これらタンパク質化

学のツール開発については山口浩さん（現：東海大・

阿蘇）達が協力してくれました。 

最近ではタンパク質の立体構造解析のネックとな

っている結晶化を題材として、その核発生・成長過程

の分析と制御を行ってきました。まず、流路内で形成

させ液滴中でタンパク質を結晶化させると、その液滴

のサイズを変化させることにより、得られる結晶数が

異なることを見いだしました。さらに、分子量の異な

るタンパク質数種の結晶化試験から、その結晶数がタ

ンパク質分子の拡散により異なる事を見いだしまし

た。これらを踏まえて、Fick の拡散理論により液滴中

に一個の結晶を析出させる方法を見いだしています。

これら結晶成長に関する研究に加え、核発生の制御を

行うべく研究を進めています。これらタンパク質の結

晶化に関する研究については、現在九大総理工 D2 の

真栄城正寿君が精力的に研究を進めてくれています。 

以上の研究をはじめ、紙面の関係で割愛したいくつ

かの研究は小職がこれまで前田先生のチームで行っ

てきたものです。現在はこれらの研究をさらに発展さ

せると共に、独立して新たなチームを率い、地域産業

へ貢献するべく新たな研究に着手しております。この

地域産業への貢献を目的として研究を企画するとい

うことは、国の研究機関である産総研の地域センター

の命題であると共に、大学とは大きく異なる部分です。

九州地区はこれまでは半導体と自動車が基幹産業で

経産省（九州経産局）も積極的に応援していましたが、

経済の減速と共に、これら以外の基幹産業も振興させ

ようと言うことで、従来から九州の基幹産業である農

畜産関連の産業への貢献を行う、いわゆる農商工連携

を唱えています。産総研九州センターとしても当該分

野への貢献を求められており、私共としては、農畜産

業の中でも九州が全国の 4 割を占める肉牛生産に貢献

すべく、マイクロ化学をツールとした生産現場での計

測技術関連の研究開発に着手しております。先日の 25

回研究会でも卵子のハンドリングデバイスの初期の

成果に関する発表を行っておりますが、今後はさらに

この分野で新たなデバイス・技術の開発を進めて本研

究会での発表を増やしていきたいと思います。 

以上、受賞内容の研究を中心に、これまで 12 年間

を振り返りましたが、前田先生はじめ多くの方々に支

えられてきたことを認識し、改めて感謝いたします。

今後は微力ながらも本研究会に貢献できるよう研究

開発に精進する所存です。 



 

18 化学とマイクロ・ナノシステム 第 11 巻 第 2 号 2012 年 10 月 

受賞題目「マイクロ多層流の流体力学的解析と応用」 
 

若手優秀賞をいただいて 
青田 新 

電力中央研究所 環境科学研究所 バイオテクノロジー領域 
 

このたび、第 1 回の化学とマイクロ・ナノシステム

研究会若手優秀賞を頂き、大変光栄です。これを励み

に研究に邁進したいと思います。第 25 回研究会では、

研究の概要を講演させていただいたので、本稿ではこ

れまでの研究の経緯などを振り返りたいと思います。 

大学 3 年生の時、研究室説明会で、久本先生から液

液界面が縦方向に形成するマイクロ二相流の話を聞い

て、興味を持ったことを覚えています。修士課程より

北森研に所属し、マイクロ多相流の流体力学的解析と

いうテーマをいただきました。当時、1 つ上の野中先

輩が、マイクロチャネルを親水/疎水表面にパターニン

グしたマイクロ化学チップを使用しており、野中チッ

プと名付けていました。野中先輩から「水と油を反対

に流してみない？」と言われ、野中チップで運良くマ

イクロ向流ができたことが研究テーマになりました。

野中チップは、ネジ穴を設けた 2 枚のガラス基板の 1

枚を全面疎水表面にして、2 枚をネジ止めする方法で

作製していました（図 1）。溶液漏れを防ぐため、手の

感覚を頼りにネジを締め付けるのですが、油断をする

と割れてしまいます。学生時代の 5 年間で数十枚は割

ったかと思います。そのため、熱融着後にパターニン

グする方法も模索していました。気液二相流を液体窒

素で凍らせ、気相部分のみを疎水修飾する方法や、全

面疎水修飾した後に水酸化ナトリウム水溶液と油のマ

イクロ二相流を形成して、部分的に親水処理する方法

などを試しましたが、うまくいきませんでした。同期

の学生の岩山君が毛管力を利用した部分修飾法を開発

して岩山チップと名付け、マイクロ向流の物理的形成

メカニズムの解明に取り組みました。 

博士課程を修了して、KAST および IMT にてマイク

ロ血漿分離チップやマイクロアンモニアガスモニター

の開発などに取り組んでいました。ガスモニターでは、

マイクロ平行気液二相流を利用したアンモニア抽出を

想定していました。高流量比で気液を流すと、一見は

平行二相流ができているのですが、気相出口から溶液

が排出する問題がでました。あらゆる安定相分離を試

しましたが、失敗の連続でした。そこで、流れを良く

観察してみますと、どうも液膜が形成するということ

がわかり、液膜を利用した抽出と多孔質膜を利用した

相分離に変更し、プロトタイプを作製するに至りまし

た。 

北森先生の下での研究が 8 年間続き、他の研究室を

経験したくなり、2010 年に電力中央研究所に異動しま

した。電中研では、新エネルギーやヒートポンプ、ス

マートグリッド、生物多様性、石炭灰・排水分析など、

幅広い研究が行われています。環境科学研究所には、

微細加工の装置がないので、東北大学の末永先生に装

置をお借りしてマイクロ化学チップを作製しています。

電中研にはマイクロの専門家がもう 1 人いるだけで、

学生もいないため、自分で考え、自分で実験しながら

研究を進めています。自分の考えのみで研究を進める

ことに不安がありましたが、何とか成果を出せつつあ

ります。今後は発電所を見学する機会もあるので、楽

しみにしているところです。 

振り返ってみると、マイクロ化学チップの研究を始

めてもう 10 年経ちました。東京大学の北森先生や火原

先生、電中研の大村リーダー、東北大学の末永先生を

はじめ、多くの先生や先輩、学生の皆様に支えられて

いることを改めて実感しました。心より感謝を申し上

げます。これからも叱咤激励を宜しくお願いいたしま

す。 

 

若手優秀賞 

 
図 1 親水/疎水表面にパターニングしたマイ

クロ化学チップ（野中チップ） 
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受賞題目「ナノフォトニクスを駆使した 

高感度バイオ分析デバイス開発に関する研究」 
 

ナノと光の融合によるバイオ分析デバイスのイノベーション 
遠藤 達郎 

大阪府立大学大学院 工学研究科 物質・化学系専攻 応用化学分野 
 

 このたびは若手優秀賞を賜り、大変光栄に存じます。

研究会の皆様に心より厚く御礼を申し上げます。誠に

恐縮とは存じますが、この機会に当該研究ついて紹介

させていただきます。 

生体内の機能維持に重要な役割を果たす DNA やタ

ンパク質の結合・解離等相互作用を検出・分析するこ

とは、生命現象の理解のほか、将来の医療や創薬への

応用につながります。しかし、既存の分析技術・装置

は蛍光物質や酵素を標識する操作が必要であり、煩雑

な操作・長い分析時間を要するという問題がありまし

た。これらの背景から、非標識にて簡便かつ高感度に

相互作用の分析が可能な技術・分析デバイスが求めら

れています。 

これらの問題を解決するために、私は、「ナノ」と「光」

の融合領域である「ナノフォトニクス」を駆使した新

規高感度バイオ分析デバイスの開発を行いました。ナ

ノメートルサイズの構造は、バルク状態とは異なる光

学特性を示すことが知られています。その光学特性は、

周囲の屈折率変化に対して鋭敏に変化を示すことから、

生体分子間相互作用によって生じる屈折率変化を高感

度に検出可能となることが期待できます。 

ナノフォトニクスを駆使したバイオ分析デバイス開

発に関するこれまでの研究成果概要は以下の通りです。

1) 局在表面プラズモン共鳴を利用したバイオ分析デ

バイスの開発 

 金や銀など貴金属ナノ構造が局在表面プラズモン共

鳴(Localized surface plasmon resonance: LSPR)を検出原

理として用いたバイオ分析デバイスの開発を行いまし

た。LSPR は金や銀などの貴金属ナノ構造より観察さ

れる光学現象であり、特異的な吸収帯が可視領域中に

観察できる。本研究では LSPR 励起に、コア・シェル

型ナノ構造基板を考案し、貴金属ナノ粒子よりも高い

効率で LSPR 励起を可能としたほか、腫瘍壊死因子

(Tumor necrosis factor: TNF)に関与する DNA の高感度

検出（検出限界：1 pM）を実現しました。 

また、LSPR を利用し、多項目同時分析が可能なバ

イオチップ開発を行いました。本バイオチップは、ス

クリーニング用途および多種類の健康診断項目の検

出・定量も可能なデバイス応用が期待できます。 

2) ナノインプリント型フォトニック結晶を用いたバ

イオ分析デバイスの開発 

 誘電体ナノ周期構造を有する「フォトニック結晶

（Photonic crystal: PhC）」より観察される特定波長光反

射特性を利用したバイオ分析デバイスの開発を行いま

した。そして、ナノインプリントリソグラフィーを用

いた光デバイス作製技術「プリンタブルフォトニクス」

を提案し、バイオ分析デバイス応用を行いました。プ

リンタブルフォトニクスは、電子線描画装置や集束イ

オンビームのように高額かつ大型の装置を使用して作

製する光デバイスよりも再現良く大面積に作製するこ

とが可能な技術として幅広い分野への応用が考えられ

ます。 

開発したバイオ分析デバイスは、高感度に疾病マー

カー分子の検出・定量が可能であり、市販の検査キッ

トよりも高い感度を有していることを明らかにするこ

とができました。 

 この栄誉を糧に、今後とも独創的な研究に全力を尽

くす所存です。今回受賞対象となった研究は、私一人

でできるのではなく、民谷栄一先生や久本秀明先生な

どご指導・ご協力いただきました先生方はじめ諸先輩

や同僚、友人、研究室学生の多大な協力と支援があっ

てはじめて成り立つものです。深く感謝し、御礼申し

上げます。 

 



 

20 化学とマイクロ・ナノシステム 第 11 巻 第 2 号 2012 年 10 月 

 

受賞題目「マイクロフルイディクスを利用した 

連続的バイオ分離プロセスの開発」 
 

山田 真澄 

千葉大学大学院工学研究科 
 

 第 25 回研究会（崇城大学）での受賞講演において発

表した内容と重なりますが，今回受賞対象となった研

究につきまして，本稿にて再度簡単に紹介します。 

 私がマイクロ流路に関する研究を始めた当時（１０

年ほど前）は，微小な流路に細胞や粒子を導入するこ

とは，閉塞を生じさせやすいため，一般的にはある意

味タブーとなっていたように思います。一方，私が所

属した研究室（東大工学部・関研（当時））では，水溶

液が自発的に２相に分離する「水性 2 相水溶液」とい

う系に着目し，２相の平行な流れを流路内に形成する

ことで，タンパク質等の分子や細胞などの粒子を親和

性の違いによって連続的に分離精製する，という研究

を行っていました。この系では，小さな分子は拡散に

よって界面に到達し，アフィニティーの差によって分

配・濃縮され，個別の出口から回収されます。しかし，

比較的大きな存在である細胞（当時は主に植物細胞を

用いていました）を流路内に導入すると，細胞は層流

に従って流れていくだけで，２相の界面にはほとんど

接触しません。そこで，流路の途中に一か所細い部分

（ピンチ部）を設けたところ，細胞を界面に効率的に

接触させることができ，その分離効率を高めることが

できました１。 

 しかしそれでも，大きい細胞は物理的に界面に接触

しやすいのですが，小さい細胞は相変わらず界面には

接触しません。一体どうやって解決すれば良いのだろ

う・・と考えていたところ，逆に，大きさによって細

胞を連続的に分離できるのではないか，と思いつき，

ピンチド・フロー・フラクショネーション（PFF）と

いう手法を提案しました。これは，粒子を大きさによ

って分離するための有名な手法であるフィールド・フ

ロー・フラクショネーションをもじって名付けたもの

ですが，幸運にも，非常に簡単な実験操作で細胞や粒

子を正確にサイズ分離できることを実証できました２。

それ以降，PFF 法の分離効率を高めるための工夫や，

その操作性を向上するための新規手法（たとえば水力

学的フィルトレーション（HDF）など）の開発などを

行ってきましたが３，４，それらは基本的には PFF 法の

概念を少しずつ発展させたものです。 

 PFF・HDF に関する研究で学位を取得した後，東京

女子医科大学において実際の医学応用を目指した細胞

選抜用流路の開発５を行い，また細胞を短時間化学処

理するシステム６などの開発を行いました。またその

後，MIT の J. Han 先生のグループに滞在し，より小さ

な「粒子」である生体高分子（タンパク質等）を大き

さによって連続的に分離するナノ流路システムの開発

にも携わりました７。千葉大学に赴任した現在も引き

続き，主に細胞を対象とし，連続的に分離・選抜を行

うための流路システムの開発を行っています。 

 最後に，このような栄誉ある賞を受賞できましたの

も，現千葉大学教授・関先生をはじめ，これまでにご

指導いただきました多くの先生方，ならびに一緒に研

究に取り組んだ先輩・同輩・後輩・学生の皆さまのお

力添えのおかげです。この場をお借りして重ねて御礼

申し上げます。 
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第 25 回化学とマイクロ・ナノシステム研究会（熊本） 

前田英明 

産業技術総合研究所九州センター 

 

事後総括 

 2012 年 5 月 17 日（木）、18 日（金）の二日間、熊本県熊

本市の崇城大学本館において、第 25 回化学とマイクロ・

ナノシステム研究会（25th CHEMINAS）が開催されました。

この研究会が九州地区で開催されるのはこれで 4 回目と

なりますが、これまでは全て福岡市で開催されておりまし

た。今回初めて福岡地区以外での開催となりました。今回

は招待講演 5件（若手セッションを含む）、ポスター発表 81

件、企業展示 5件、研究会参加者はのべ 150人でした。 

 今回の研究会では初の試みとして研究会初日の午前中

に「若手企画セッション」を開催しました。これは、学生や

ポスドク等の若手研究者（概ね 35歳以下）が独自に企画・

立案したセッションで、1件の招待講演と 5件のオーラルプ

レゼンテーションが行われました。招待講演者の森勇介先

生（大阪大学大学院工学研究科電気電子情報工学専攻

教授）には「異分野連携による新しいタンパク質結晶化技

術の研究開発とベンチャー創成 ～心理学的アプローチ

によるプロジェクト活性化～」というタイトルで講演いただき

ました。単に新技術の研究開発に留まらず、それを基盤に

したベンチャー企業の設立と運営に言及され、その中で

プロジェクトの推進やベンチャー設立に関して、個々のメ

ンバーに対する心理学的なアプローチの効用についてお

話し頂きました。 

 午後からは開会の挨拶に引き続き、平成 23 年度

CHEMINAS 奨励賞受賞者である産業技術総合研究所・

宮崎真佐也先生により「マイクロ化学システムを用いるプロ

セッシング技術の開発」という演題で受賞記念講演をして

頂きました。次に、農業・食品産業技術総合研究機構の

高橋昌志先生に「ウシ初期胚の体外発生効率の向上と非

侵襲的な初期胚の品質評価技術への展望」という演題で

1 件目の基調講演をして頂きました。その後、フラッシュプ

レゼンテーションとポスター発表が行われ、活発な討論が

行われました。2 件目の基調講演は九州大学の澤田廉士

先生に行って頂き、MEMS 技術を用いた種々のデバイス

開発をご紹介頂きました 。初日最後の講演は、

CHEMINAS開催が節目の第 25回に当たることから、東京

大学の北森武彦先生に「研究室面々の挑戦」という演題

で行って頂きました。周知のごとく、北森先生は我が国に

おけるマイクロリアクター研究を草創期から牽引されてきた

第一人者ですが、これまでの経緯や今後の展望までを御

苦労話を交えて拝聴することができ極めて有意義でした。 

 

 2日目も好天に恵まれ、午前 8時 40分よりフラッシュプレ

ゼンテーションが行われました。その後に、今回から始ま

った若手優秀賞 3 件の受賞講演を開催しました。千葉大

学の山田真澄先生による「マイクロフルイディスクを利用し

た連続的バイオ分離プロセスの開発」、電力中央研究所

の青田新先生による「マイクロ多相流の流体力学的解析と

応用」、そして大阪府立大学の遠藤達郎先生による「ナノ

フォトニクスを駆使した高感度バイオ分析デバイス開発に

関する研究」の 3 件が若手優秀賞として選定され、各先生

に受賞講演を行って頂きました。引き続き、最後の基調講

演として同志社大学の塚越一彦先生により「管径方向分

配現象の解明と機能発現」という演題で講演して頂きまし

た。昼食後にポスター発表が行われ、活発な議論が行わ

れました。 

 ポスター発表終了後に、ポスター賞のアワードセレモニ

ーが行われました。安川智之先生（兵庫県立大学）を審査

委員長とする先生方の厳正な審査のもと、3 回のポスター

セッションから各 2名づつ計 6名が選ばれ、丹羽会長から

ポスター賞が授与されました。 

 

ポスター賞受賞者 

1P08 「誘電泳動を利用した迅速な免疫アッセイの初期微

粒子濃度依存性」 

 古谷美紗、安川智之、水谷文雄 

( 兵庫県立大学大学院物質理学研究科 、

JST-CREST) 

1P15 「微細血管組織構築に向けた血管平滑筋細胞のマ

イクロ空間内培養法の開発」 

 山下忠紘、田中陽、馬渡和真、北森武彦 

(東京大学大学院工学系研究科、理化学研究所) 

2P05 「LVSEP-マイクロチップ電気泳動－質量分析用デ

バイスの開発」 

 桶谷満美、川井隆之、末吉健志、北川文彦、大塚

浩二 

(京都大学大学院工学研究科、弘前大学大学院理

工学研究科) 

2P12 「マイクロ燃料電池のための水素・酸素生成デバイス

の開発」 

 梶田康仁、Yuriy Pihosh、馬渡和真、北森武彦 

(東京大学大学院工学系研究科、JST-CREST) 
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3P18 「グルコースを燃料とする高出力・高効率なバイオ発

電デバイスの開発」 

 吉野修平、大藤琢矢、山田健郎、三宅丈雄、畠賢

治、西澤松彦 

(東北大学工学研究科、産業技術総合研究所、

JST-CREST) 

3P23 「マイクロ流路内非平衡液滴を利用した多重膜複合

型リポソームの生成」 

 水野雅啓、小西見季、山田真澄、豊田太郎、関 実

(千葉大学大学院工学研究科、東京大学大学院総

合文化研究科) 

 

懇親会 

 初日午後 6時半より、崇城大学内の食堂会館 2Fにて行

われました。53 名の方に参加を頂きました。今回も前回、

前々回と同様、若手交流会とは別に開催されましたが、ベ

テランから若手まで多数参加頂き、研究者の交流の場とし

て大変有意義な機会となりました。 

 

若手交流会 

前回、前々回と同様、主に学生・ポスドクを対象とした若

手交流会を大学内食堂会館 1Fにて開催しました。前回と

同様、一人 1000円の参加費を頂きました。合計 49名に参

加頂きましたが、普段はあまり交流のない若手同士でも大

変盛り上がり、親交を深める良い機会であったとのことでし

た。 

 

 最後に、第 25 回化学とマイクロ・ナノシステム研究会

の開催にあたり、お忙しい中ご講演を頂きました先生方に

感謝申し上げます。また開催にあたって CHEMINAS 理事

会ならびに事務局の方々には多くのご支援を賜りました。

この場を借りて厚く御礼申し上げます。さらに会場を提供

下さった崇城大学の関係各位の皆様に心から御礼申し上

げます。最後に、本研究会の実施・運営にご協力して頂き

ました産業技術総合研究所九州センターの関係各位の皆

様に感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受け付け風景 

ポスター会場の様子 

講演会場（大ホール）の様子 

懇親会 
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, 清水 久史 1

, 風間 佑斗 2
, 福山 真央 2

, 真栄城 正寿 3
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吉野 修平 4
, 菅谷 紗里 5

, 内藤 豊裕 6
, 佐久間 臣耶 6

, 川井 隆之 7
 

1東京大学工学系研究科, 
2東京大学生産技術研究所, 

3九州大学総合理工学府,  
4東北大学工学研究科, 

5千葉大学工学研究科, 
6名古屋大学工学研究科, 

7産業技術総合研究所  

 

1. 若手研究者企画の経緯 

  第 24 回化学とマイクロ･ナノシステム研究会 

(cheminas) 理事会において, 若手研究者の積極的な学

会運営参加を支援する新企画が決定された。この決定

に基づき, 2011/11/17 の cheminas 若手交流会に参加し

ていた若手研究者 6 名 (D1~D3 の博士後期課程学生) 

で若手ワーキンググループ (WG) を結成し, 若手研

究者企画の立案を開始した。 

 

2. 企画立案の過程 

  若手研究者達がより積極的に研究を行うきっかけを

作ることを目標とし, 若手 WG 内で意見を募り, 全体

協議での修正を経て以下 4 案を策定した。①若手 WG

選出の講師による依頼講演, ②査読付き若手口頭発表, 

③若手交流会におけるポスター発表, ④参加学生の意

見を反映した賞の創設。これら 4 案を理事会, 実行委

員に付託し, 審議を受けた結果①, ②案が承認され, 

実行フェーズへと移行した。 

 

3. 企画実行の過程 

  ①案については若手 WG が推薦した森勇介教授 (大

阪大学 工学研究科) に講演を依頼し, 了承を頂いた。

また②案については実行委員会と cheminas 事務局の

協力の下, ポスター発表申込者へ口頭発表の募集を行

ったところ, 10 件の要旨が応募された。千葉大学の関

実教授, 大阪府立大学の久本秀明教授の指導の下で作

成した査読基準 (ノベルティーの有無, 実験データの

完成度) に従って 9 人の若手査読委員が採点を行い, 

その平均点の上位 5 位の発表を口頭発表に採択した。 

 

4. 当日の様子 

  依頼講演, 若手口頭発表から構成される若手研究者

企画セッションは 5/17 午前中に開催され, 非常に多く

の参加者が訪れた。 

  若手口頭発表では, 5 人の優秀な若手研究者により

最先端の研究成果が発表され, 活発な質疑応答が為さ

れた。参加者からは, 「口頭発表の形式で興味深い発

表を詳しく聞けて良かった」など数々の好意的な反応

が寄せられた。 

  森教授による依頼講演では, 「異分野連携による新

しいタンパク質結晶化技術の研究開発とベンチャー創

成 ~心理学的アプローチによるプロジェクト活性化

~」というタイトルで, 様々な挑戦的取り組みを紹介し

て頂いた。参加者からは特に, 「トラウマを解消する

心理学的なカウンセリングを是非受けてみたい」とい

う感想・要望が数多く寄せられた。 

  以上のように本若手研究者企画セッションは大盛況

で終了し, 本会議の活性化にも少なからず貢献できた

と考えられる。 

 

5. 謝辞 

  本企画の立案に際し, 様々なご意見・ご指導を賜り

ました千葉大学の関実先生, 大阪府立大学の久本秀明

先生, 京都大学の大塚浩二先生をはじめ, 理事会の先

生方に御礼申し上げます。また企画遂行にあたり, 多

大な労力を厭わずご援助下さいました産業技術総合研

究所の前田英明先生, 宮崎真佐也先生をはじめとする

実行委員の皆様 , 本企画を支援して下さいました

cheminas 事務局の皆様, および関係者の皆様へ厚く御

礼申し上げます。 




