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グラフェン研究最前線

酸化グラフェンとは

酸化グラフェンは，構造はグラフェ

ンと類似していますが，その作製方法

や電子的な性質には大きな違いがあり

ます．まず酸化グラフェンとグラフェ

ンの類似点，差異点について見てみま

しょう．図１にグラフェン，および酸

化グラフェンの構造を模式的に示しま

した．グラフェンではすべて二重結合

（sp2結合）によって構成された炭素の

６員環（ベンゼン環）が整然と配列し

ていますが，酸化グラフェンではその

結合の多くが切断されて，酸素と結合

した単結合（sp3結合）を構成します．

酸化された部位では，炭素間の結合も

単結合となり，電気を流すために不可

欠な動ける電子（π電子）が失われま

す．このため，酸化グラフェンは絶縁

体となります．本特集のこれまでの記

事で，グラフェンの電導特性を観察対

象にした研究を紹介してきましたので，

これは両物質の大きな違いとなります．

酸化グラフェンの作製方法は，グラ

フェンとは全く異なります．酸化グラ

フェンは，グラファイトを原料に，化

学合成によって一度に大量に作製する

ことができます（1）．得られた酸化グラ

フェンは，グラフェンとは対照的に，

水によく分散します．これは，水分子

と親和性の高い水酸基（－OH）が酸

化グラフェンの表面に多数存在するた

めです．合成した酸化グラフェンは，

１枚の厚さが１～1.5 nm，大きさが１

辺１～100 μmのシート状の構造であ

ることが，原子間力顕微鏡観察によっ

て確かめられています（2）,（3）．酸化グラ

フェンは，分子のスケールと比較する

とかなり巨大な物質といえます．これ

が沈殿せずに水中に浮かんでいられる

ことは，科学的な視点でみても驚くべ

きことです．なお，酸化グラフェンは

水に溶けているわけではありません．

したがって，長い時間の後にはより大

きなものは沈殿することもあります．ま

た，水分散液を遠心分離すれば，酸化

グラフェンは容易に沈殿します．

生体分子を検出する仕組み

酸化グラフェンの特長の１つに，発

光のクエンチ効率が非常に高いことが

挙げられます（4）．すなわち，酸化グラ

フェンの表面近傍に色素などの発光性

分子がある場合，この分子の発光エネ

ルギーを効率的に吸収し，光らせなく

する性質（クエンチ）があるのです．

ただし，酸化グラフェン表面と色素と

の距離が開くと，クエンチ効率は急激

に落ち，発光が観察されるようになり

ます．本稿で紹介するバイオセンシン

グには，この性質が極めて重要となり

ます．私たちは検出のための仕組み

を，固体基板表面に固定した酸化グ

ラフェンの表面に，化学反応を用いて

構築しています（5）．以下にその方法と

検出原理を説明します．

酸化グラフェン表面を用いたバイオセンシング

本稿では，酸化グラフェンの表面にタンパク質を選択的に検出する機能を
付加する研究について紹介します．NTT研究所では酸化グラフェンを固体表
面に固定して利用することで，これまで解明されていなかった表面反応につ
いての知見を得るとともに，オンチップバイオセンサへの展開を可能にしま
した．本手法はタンパク質のみならず，ほかの生体分子にも応用可能で，酸
化グラフェンがバイオセンシングの汎用的なプラットフォームとして利用で
きることを示しています．
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図１　グラフェンと酸化グラフェンの構造の模式図 
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まずは酸化グラフェンの固体表面へ

の固定です．実はこれは難しい技術で

はなく，酸化グラフェンの薄い水分散

液を用意し，親水性処理したシリコン

酸化膜つきのシリコンウエハなどの表

面に塗布して得ることができます．そ

の密度は分散液の濃度や塗布条件に

より変化させることが可能で，この実

験では比較的大きなサイズの酸化グラ

フェンが，まばらに固定された試料を

用いました．

酸化グラフェンの表面には，化学反

応によって生体分子検出のための機能

が付加できます（図２）．酸化グラフェ

ンの一部には，グラフェン構造を維持

した領域（sp2ドメイン）が点在しま

す．sp2ドメインには，ベンゼン環４個

が連結した構造のピレンと呼ばれる分

子が強く吸着されることが知られてい

ます．そこで，ピレンの一部に反応性

部位を結合した分子（ピレンリンカー）

を用意し，まず酸化グラフェン表面の

グラフェン構造部分にこれを吸着させ

ます．

次にこの反応性部位にDNAを化学

反応により結合させます．DNAは４

つの塩基からなり，二重らせん構造を

とることは，皆さんご存じかもしれま

せん．ここで使うDNAはアプタマと呼

ばれる，４つの塩基が特別な配列を

持った単一鎖のDNAです．アプタマは

特定のタンパク質と選択的に複合構造

を形成する配列です．本稿では，血液

凝固に関連するトロンビンというタン

パク質と選択的に立体構造を形成す

る，トロンビンアプタマを用いました．

ちなみにトロンビンは怪我などで流血

が生じた際に速やかに体内で生産され，

血を固めてかさぶたをつくる作業を開

始するためのタンパク質です．平常時

には血液中には存在しません．そんな

ことがあったら，血管梗塞の原因となっ

てしまいます．

ここで用いているトロンビンアプタマ

はDNA単一鎖です．その塩基配列は，

図２に示したとおりです．化学反応に

使うアプタマは，片側（５’側）はピ

レン分子と化学結合を形成できるアミ

ノ基，もう一方の側（３’側）には検

出に用いる色素分子が結合したもので

す．思いどおりのDNA配列を合成し，

両末端にさまざまな分子を結合させる

ことは，今日のバイオエンジニアリン

グでは容易なことであり，この分子も

委託合成により購入が可能です．

化学反応により酸化グラフェン表面

に構築した分子全体は，大気中でも液

中でも全体が酸化グラフェンの表面に

吸着しています．したがって色素分子

は酸化グラフェンの表面近傍にあり，

前述した原理により，発光はほとんど

観察されません．通常，生体分子は液

中で機能を発現します．そこで水中に

おかれた初期状態に，トロンビンを添

加した場合を考えます．図２右に示す

ように，トロンビンアプタマはトロンビ

ンを認識し，３次元的な複合構造を

形成します．このとき，アプタマ先端

に結合した色素分子は，強制的に酸化

グラフェン表面から引き離され，間隔

が開きます．これによって，初期状態

では消光していた色素からの発光を観

察することが可能になります．トロン

ビン添加前後における色素－酸化グラ

フェン間距離の増加はわずかですが，

発光の回復は距離の増加に極めて敏感

に反応します．この原理により，緑色

発光が観察されればトロンビンの存在

を確認できることになります．

酸化グラフェン表面での現象を追

跡する

次に，作製した表面を使って実際に

トロンビンを検出した実験結果につい

て説明します．図３にトロンビンの投

入前後の酸化グラフェンの発光顕微鏡

像を示します．トロンビン添加前には

全体的に暗かった領域が，トロンビン

添加後には緑色に光ることが分かりま

す．これは前述したDNAの端に結合

した色素の発光です．このように前節

で述べた原理が機能し，緑色の発光に

よって目的のタンパク質分子を検出す

ることに成功しました．さらにトロン

ビン添加前後の発光強度の時間変化

をとると，検出時には発光強度が４倍

程度になることが分かりました．発光

顕微鏡像からも明らかなように，これ

は検出に十分な発光の増大となります．

ここで示した検出原理は，ほかの研

究機関からの報告がありましたが，そ

れらは水中に分散した状態の酸化グラ

フェンによる実験にとどまっていまし

た（6）．あらかじめ固体表面に固定した

酸化グラフェン単一片を用いたバイオ
図２　表面修飾した酸化グラフェンのトロンビン添加前後の立体構造 
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センシングはNTTが世界初です（5）．固

体表面への固定化により，これまでは

直接観察が不可能だった酸化グラフェ

ン表面で起こっている分子レベルの現

象の追跡や，マイクロ流路を備えたオ

ンチップ素子への展開が可能になり

ます．

図３で用いた共焦点発光顕微鏡は，

焦点の合っている表面での緑色発光の

みを検出します．したがって図３の発

光は，トロンビンが酸化グラフェン表

面に存在するトロンビンアプタマと複

合構造を形成したことに由来するとい

えます．ただし，どれくらいの量のト

ロンビンがどれくらいの密度で酸化グ

ラフェン表面で複合構造を形成してい

るかは，発光強度だけでは知ることが

できません．そこで私たちは，原子間

力顕微鏡を併用することにより，酸化

グラフェン表面のトロンビン吸着量を

評価しました．これは，水中に分散し

た酸化グラフェンでは決して測定でき

ない実験です．加えて，同一の酸化グ

ラフェン単一片を対象に，発光顕微鏡

および原子間力顕微鏡観察の併用に

よって，実験証拠を確固たるものにし

ています．

図４にトロンビン検出前後の原子間

力顕微鏡像を示します．原子間力顕

微鏡像が図３の発光像でみられる形と

一致していることから，同一の酸化グ

ラフェン片を観察していることが分

かります．酸化グラフェンの平均膜厚

はトロンビン検出前後で1.7 nmから

3.6 nmに変化し，明らかな膜厚の増

加（2.9 nm）が確認されました．膜

厚の増加はトロンビンの吸着を意味し

ています．トロンビンの大きさは直径

約５ nmですが，平均膜厚の増加量が

この値に及ばないのは表面吸着密度が

100％でないことに由来します．また，

原子間力顕微鏡観察は大気中で行っ

ているため，乾燥によるトロンビンの

変形などの影響が出た可能性もありま

す．もう１つ重要なことは，酸化グラ

フェンのない表面には，トロンビンの

吸着が観察されなかったことです．ト

ロンビンのようなタンパク質は，さまざ

まな表面に吸着することが知られてい

ます．私たちの実験で，トロンビンが

酸化グラフェン表面には吸着し，それ

以外の表面（親水性のシリコン酸化膜

表面です）には吸着しない，という選

択性は，原子間力顕微鏡により初め

て明確に示されたわけです．

マイクロ流路デバイスの搭載

私たちの研究では酸化グラフェンを

固体表面に固定して利用することが差

異化技術となります．これによってマ

イクロ流路デバイスの搭載やオンチッ

プバイオセンサ化が可能になります．そ

のもっとも簡単な例として，二流路の

マイクロチャネルを搭載したトロンビン

センサを図５に示します（7）．

実際にセンサをつくるには，図３で

示した単一の酸化グラフェンを用いる

よりも，固体表面全体を酸化グラフェ

ンで覆うほうが，高感度化が期待でき

ます．そこで私たちは，酸化グラフェ

ンの水分散液へ超音波照射を行い１辺

が１μm以下になるように破砕し，こ

れを適切な条件で固体表面に塗布し

て，酸化グラフェン被覆率が70％以上

の固体表面を用意しました．この上か

ら，図５に示す樹脂製の二流路のマイ

クロチャネルを固定しました．

二流路のうち，流路１にトロンビン，

流路２に水を導入した後に測定した発

図３　酸化グラフェン単一片のトロンビン添加前後の発光顕微鏡像 
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図４　酸化グラフェン単一片のトロンビン添加前後の原子間力顕微鏡像 
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光顕微鏡像を図５（b）に示します．流

路１では，流路全体が一様に緑色に

発光していることが分かります．繰り

返しになりますが，これは固体表面に

固定された酸化グラフェン上の色素か

らの発光です．これに対し，トロンビ

ンが存在しない流路２では，緑色発光

はノイズレベルです．

なお，同一基板上に２つの異なる状

況を実現したことで，両者の比較が容

易，かつ正確に行えることも，マイク

ロ流路を搭載した優位点となります．

なぜならば，精度の高い比較手法は，

高感度化へ向けた分子設計の最適化

や，タンパク質の選択性の評価といっ

た基礎データの取得には不可欠な実験

技術となるからです．

今後の展望

本稿では，トロンビンを例に，酸化

グラフェンを用いた選択的タンパク質

検出について，主に基本原理を中心に

述べました．本研究は，NTT物性科

学基礎研究所における材料研究と，

NTTマイクロシステムインテグレー

ション研究所が有するマイクロ流路技

術との融合により，独自性と優位性を

発揮できています．

本技術の今後の展望について，最後

に簡単に示します．本手法はDNAア

プタマの配列を変更することによって，

さまざまな生体分子の検出に応用する

ことができます．すでに私たちは癌

マーカに対するアプタマを用いて同様

のセンサを構築し，その動作を確認し

ています．また，酸化グラフェン表面

に構築した分子の構造を変えることに

よって，センサの高感度化が可能にな

ります．こちらもすでに，分子設計の

工夫により，トロンビン検出感度が２

桁以上向上することを確認しています．

さらにいえば，酸化グラフェン表面に

異なるアプタマのパターンを作製して

おくことも可能です．これらの技術が

融合すれば，極微量試料で多種類の

生体分子の同時検出を可能にする，

オンチップ型バイオセンサの実現につ

ながります．
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図５　樹脂製マイクロ流路搭載後のデバイスとトロンビン検出時の発光像 
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