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ライフアシスト技術を支えるデバイス研究

マイクロTASとマイクロフルイ
ディクスの機能と特長

健康診断などで採血したサンプルか
ら成分の濃度を測定する化学分析は，
化学反応操作を決まった順番で行うこ
とが重要です．通常これらの操作は試
験管やピペットなどの器具を多数使っ
て行われます．このような操作を，回
路のような構造を持つ液体流路を使っ
た制御（フルイディクス）に置き換え，
究極的には化学実験室をチップに置き
換えることを目指している技術がマイ
クロTAS（Total Analysis Systems）
です（１）（図₁）．別名では，言葉どおり
にLab on a chipとも呼ばれています．

化学分析は，分注，混合，反応，液
体の移動，計測など個別の操作により
実現されています．それぞれを別々の
ツールや機器で行うと人手や時間がか
かり，サンプルの体積が小さくなるほ
ど操作が困難になるなどの問題があり
ました．そこで，このような実験操作
をフルイディクスに置き換え，さらに
フルイディクス自体を微小化したマイ
クロフルイディクスを用いることで，
化学実験操作の自動化と微量サンプル
の扱いが容易になります．抵抗やトラ
ンジスタなどの電子回路の部品が半導

体加工技術によってシリコンの基板に
形成され集積されるように，マイクロ
フルイディクスは，液体を操作する部
品をガラスやプラスティックの平面基
板にMEMS（Micro Electro Me chan-
i cal Systems）加工技術を用いて形成
します．その部品はマイクロメートル
スケールの液体が流れる溝を基本とす
る構造であるため，非常に小さな体積
の液体の化学反応を取り扱うことがで
きます．この特長から採血した血液の
分析のように貴重で微量なサンプルを
取り扱うのに適しています．

近年，分注は十字型パターンで，反

応や混合はY字型パターンで，濾過は
剣山構造を内蔵したフルイディクスで
実現するなど，さまざまな機能のマイ
クロフルイディクスが開発されてきて
います．これらの機能単位のフルイ
ディクスは平面構造なので，これを組
み合わせて統合集積することによって
目的とする化学反応や分析を一貫して
行うデバイスを構築できます．例えば，
DNA検査で必要なDNAの濃度を高め
る複雑な反応操作を行うマイクロフル
イディクスが実現されています（2）．

MEMS加工技術ではフォトリソグ
ラフィを使って構造をつくるので設計
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図 1 　マイクロTASによる化学分析のデバイス化と統合集積化
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フルイディクスを用いた生体分子センサ

日々の健康管理に有益な生体分子情報を取得する技術として，マイクロ
TAS（Total Analysis Systems）が期待されています．現状ではもっぱら検
査機関の大型分析装置で行われている化学分析を，誰でも簡単に測定する
ことを可能にする技術です．この技術の中核が液体を扱うデバイスである
マイクロフルイディクス（マイクロ流体制御）です．本稿では，簡単に使
えるマイクロフルイディクスを用いて生体分子の測定操作を簡素化し，
ユーザが自ら測定できるマイクロTAS技術を紹介します．
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どおりに微細なフルイディクスを作製
できます．特にマイクロフルイディク
スでは，液体を封じ込め，中の流れの
様子を確認する必要があるため，透明
なポリマー材料を鋳型に流し込んで作
製する方法が一般的です（図₂）．こ
の方法により開発効率が向上し，鋳型
を繰り返し使用することによって同じ
デバイスを多数作製することができま
す．マイクロフルイディクスでは断面
が１0～１00μmのサイズの流路が用い
られますが，サイズを小さくしていく
とフルイディクス内部の体積が小さく
なり，わずかな液体でも反応させるの
に有利です．また一般に面積は長さの
2 乗に比例しますが，体積は長さの 3
乗に比例します．そのためフルイディ
クスはサイズが小さくなるほど体積に
対する内部の面積の比が大きくなり，
フルイディクス内部の液体は接触する
壁の影響を強く受けるようになりま
す．例えば，細いストローほど飲み物
が自然に吸い上げられるように，サイ
ズが小さいほど表面張力の効果が大き
くなります．

また，化学反応では通常混ぜること
が必要で撹拌操作が重要ですが，マイ
クロフルイディクスを用いると，流路
内の分子の拡散による混合が支配的に
なり，撹拌しなくても安定した混合と
反応を実現できます．さらに流路の内
面に触媒を配置して，流路内の分子と
触媒が高効率に接触することを利用し
た反応制御が可能です（１）．

生体分子計測

マイクロTASで大きく期待される

のは医療分野での生体分子計測です．
現在，健康診断や人間ドックでは，採
血や採尿でサンプルを集め，その成分
を分析して健康状態を判定していま
す．集められたサンプルは病院内の検
査部門や専門の検査機関に送られ，専
門の担当者が専用の大型検査装置を用
いて検査しています．検査装置では，
サンプルを検査用試薬と混ぜて反応さ
せ，その化学反応による光学的な変化

（色の変化，発光強度など）から，成
分の濃度を計測しています．また，サ
ンプルを次々と自動的に反応させるた
めに，液体を輸送するポンプ，ピペッ
トなどの機械装置を用いています．大
型装置を使うと精度の高い分析を行え
ますが，被験者が結果を知るまでには
サンプルの輸送も含めて日数がかか
り，測定コストも高いため頻繁に測定
することはできません．

一方，日々の変化の追跡が重要な血
液成分の検査や医療費の抑制，個人で
健康状態を管理する要求の高まりに対

応するため，検査を低コストで，スマー
トフォン程度の小型な装置やウェアラ
ブルデバイスでも可能にすることがマ
イクロTASに期待されています．多
くの人のデータを高頻度で取得すれ
ば，ゆっくり進行し気付きにくい成人
病の回避や，個人 ・ 体調ごとに異なる
最適な治療方法や予防手段が選択でき
るようになるでしょう．

前述のようにマイクロTAS技術の
発展により，大型検査装置のさまざま
な部品が小型化されてきました．とこ
ろが，マイクロフルイディクスは小さ
くつくることができますが，マイクロ
フルイディクスに液体を送り込むポン
プや検出装置は，依然マイクロフルイ
ディクスとは別に機器を用意する必要
があることがほとんどで，パーソナル
ユースの測定とはまだ乖離がある技術
になっています．そこでNTT研究所
では，デバイス自体に送液を行うポン
プを集積し，サンプル液によって自動
的に測定手順を進めることができるデ

図 2 　マイクロフルイディクスの構造と特長
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バイスを開発しました．

自己送液機能

マイクロフルイディクスでは表面張
力が大きく作用します．これを利用し
てポンプ機能（自己送液機能）を持つ
マイクロフルイディクスを開発しまし
た（3）．このデバイスはプラスティック
基板と，多数の貫通穴（キャピラリー
アレイ）を空けたプラスティック板を，
流れのパターンに切り抜いた流路シー
トを介して接着したシンプルな構造で
す（図₃）．サンプルを投入するサン
プルホルダに続いて，生体分子を検出
する抗体を配置した抗体反応流路，そ
れに続いてキャピラリーアレイがつな
がっています．フルイディクス内面は，
液体との親和性が高くなるように処理
されています．

このデバイスは次のように動作しま
す（図₄（a））．まず，サンプルホルダ
に液体の検査試薬を投入します．検査
試薬は抗体反応流路の入り口部分から
表面張力によって抗体反応流路を進行
していきます．サンプルホルダに加え
る検査試薬の体積を抗体反応流路の体
積と同じに設定しておくと，抗体反応
流路を埋めた時点で液体の先頭と後尾
の表面張力がバランスされ，液の移動
が停止します．このように外部からの
操作や制御を行うことなく，フルイ
ディクス単体で検査試薬の流入と停止
を行うことができます．ここでさらに，
サンプルホルダに液体のサンプルを加
えると，表面張力のバランスが崩れ，
サンプルの先頭は抗体反応流路の出口
を超えて，キャピラリーアレイの入り

口に達します．抗体反応流路を進行し
てきたサンプルは， １ 個 １ 個のキャピ
ラリーの下部に到達します．次にキャ
ピラリーの表面張力でキャピラリーの
内部に吸い上げられたサンプルは，先
のサンプルホルダ部分のサンプルを

次々に吸引し，抗体反応流路部分に継
続的に供給します（図 4（b））．これに
より抗体反応流路では，流路に配置さ
れた抗体とサンプル中の検出対象分子
が効率良く反応します．流れたサンプ
ルは最終的にはキャピラリーの中にと

図 3 　自己送液型マイクロ流路チップ
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どまるので，チップの外に漏れ出る可
能性を低くすることができます．

このデバイスはNTT研究所で開発
し た 小 型 のSPR（Surface Plasmon 
Res o nance）装置＊,（4）と組み合わせて
使用します．SPR装置は，基板表面
で起こる分子の吸着反応を屈折率変化
として高感度に検出することができま
す．基板表面に複数種の抗体を配置す
ると，図５のように １ 回のサンプル投
入で，抗体に特異的に結合する分子，
すなわち抗原がサンプル中に存在する
かどうかを判定するチップをつくるこ
とができます．図 ５ で用いたチップで
は最大 ９ 個の抗体を流路に配置してそ
れらの抗原の有無を同時に判定できま
す．このようなチップは，食品中のバ
クテリアの判別などに役立つと考えら
れます．本SPR装置では画像処理技
術によりサンプル投入の自動検出や，
流れがつまっていないかなどを確認し
ながら測定することができます．セン
サの動作状況を自動認識する機能は，
マイクロTASを使ってエンドユーザ
が正しい測定結果を得るために重要で
す．このような技術要素を単純な構成
で実現しました．

今後の展開

現場での化学分析検査が望まれてい
る分野，例えば，酪農，ヘルスケア，
医療への適用を目指して，自己送液
機能の高度化やSPR装置部の小型化

など，パーソナル携帯端末での化学分
析の実現に向けた研究開発を進めてい
きます．パーソナルな化学分析情報を
手軽に収集できるようになることで，
これらの情報が蓄積されたデータベー
スを活用した，例えば，高度な危険回
避や，医療費削減などを実現する新た
なサービス創造につながると考えてい
ます．
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図 5 　自己送液型マイクロ流路チップとSPR装置による抗原の検出
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＊	SPR装置：分子1層の屈折率の違いを測定でき
る検査装置です．抗体と生体分子の結合による
屈折率の上昇から，生体分子を検出センサとし
て使われます．
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測定は高度でも，単純な機構と装置で実
現するよう開発を進めています．
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