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グラフェン表面を用いた生体分子
のセンシング

グラフェンは，蜂の巣のような六角
形の格子構造（六員環）に炭素原子が
配列した，二次元の層状結晶です．そ
の厚さは炭素原子 1 層分で，約 1 nm
です．物理的に大変強い材料で，熱伝
導，電子移動度も極めて高い物質です．
また化学的にも熱的にも非常に安定性
が高いなどの特長を持つことから，次
世代の電子材料をはじめとするさまざ
まな分野への応用が期待されている材
料です（1）．マンチェスター大学のA. Geim, 
K. Novoselov両教授により2004年に発
見され，2010年にノーベル物理学賞
が与えられました．最近は，当時困難
であった大量生産についても研究が進
展し，化学的気相成長法を中心に，数
10 cm角またはそれより大面積で，高
品質なグラフェンを大量合成する技術
が登場しています．

また，より手軽にグラフェン構造を
得る材料として，グラフェンを原料と
する酸化グラフェン（GO）が注目さ
れています．GOは，炭素の六員環の
間に酸素原子が結合し，部分的にグラ
フェン構造を「壊した」構造をしてい
ます．その構造は均一ではなく，グラ

フェンの六員環構造は，数nmサイズ
のドメインとして散在しています．ま
た，原料がグラファイト粉末であるた
め，サブミリメートル大のシート以上
に大面積化することが困難です．この
ため，グラフェンの高い電子移動度が
重要となる電子材料への応用には向い
ていませんが，光学特性を利用するデ
バイスや，分子とグラフェン構造との
相互作用を用いたセンシング材料とし
て，十分に使用することができます（2）．

グラフェン（またはGO）の表面で
は，表面に近接した分子との相互作用
に応じたエネルギー移動反応が生じま
す．例えば蛍光色素分子とグラフェン
が相互作用すると，蛍光分子の発光エ
ネルギーがグラフェンに移動し，蛍光
色素が発光しなくなります．このよう
なエネルギー移動反応を，生体分子の
反応と巧みに組み合わせることによ
り，生体分子の選択的な吸着などの目
に見えない現象を，光や電気などの測
定可能な物理量に置き換えることがで
きます．これにより，グラフェン表面
を用いたバイオセンサが実現します．

NTT物性科学基礎研究所では，グ
ラフェン表面を，アプタマという特殊
なDNA分子で機能化することにより，
ガンマーカなどの生体内で重要なタン

パク質を検出するバイオセンサ（アプ
タセンサ）を考案しました．このよう
に，生体分子で機能化した表面を，生
体分子インタフェースと呼ぶことにし
ます．手始めに，GOを用いて，この
生体分子インタフェースを構築し，セ
ンシング原理やオンチップ化を行いま
した．次いで生体分子インタフェース
のプラットフォームをGOからグラ
フェンに拡張して，より高性能なセン
サの実現を試みました．以下に，グラ
フェンまたはGO表面に構築した生体
分子インタフェースの構造と，センシ
ングの原理について紹介します．

グラフェンアプタセンサの構成と
センシング原理

グラフェンアプタセンサは，アプタ
マでグラフェン表面を機能化していま
す．アプタマは，特定の塩基配列から
成る 1 本鎖DNAで，特定のタンパク
質（標的物質）とだけ選択的に吸着す
るという分子認識機能があります．私
たちは，アプタマの一方の端に蛍光色
素を，逆側の端にピレンというグラ
フェンに強く吸着するためのリンカー
分子を，それぞれ結合しました．リン
カー分子とグラフェン（GOの場合は
グラフェン状構造のドメイン）との強

グラフェン バイオセンサ 生体分子インタフェース

オンチップ型グラフェンアプタセンサ

NTT物性科学基礎研究所では，マイクロデバイス技術との融合により，
オンチップ型センサへの展開が可能となり，同一チップ上での複数タンパ
ク質の同時検出や定量分析に成功しました．本稿では，グラフェン表面を
特殊なDNA分子で機能化し， 1μL以下の微量サンプルをチップに滴下す
るだけで，ガンマーカなど生体内で重要なタンパク質を 1分以内に選択的
に検出するバイオセンサについて紹介します．
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い物理吸着により，グラフェン表面に
アプタマを固定することができます

（図 1 ）．グラフェンを，ガラスなどの
固体基板の表面にあらかじめ固定して
おくことで，固体表面に生体分子イン
タフェースを構築することができます．

1 本鎖DNAは，グラフェン表面に
よく吸着するという性質があるため，
アプタマはグラフェン表面に這いつく
ばるように吸着すると考えられます．
よって，アプタマの先端に修飾した蛍
光色素もまた，グラフェン表面の近く
に位置します．このような分子配置で
は，蛍光色素分子とグラフェンが相互
作用して，蛍光分子の発光エネルギー
がグラフェンに移動し，蛍光色素が発
光しなくなります（図 1（a））．ところが，
この系の中に，アプタマの標的物質が
存在するときは，アプタマの選択的な
吸着が，グラフェン表面への吸着より
も強いため，分子認識に伴ってアプタ
マがグラフェン表面から離れて，複合

体を形成します．このときアプタマの
先端に修飾した蛍光色素は，必然的に
グラフェン表面から離れます（図 1（b）．
蛍光分子の発光エネルギーがグラフェ
ンに移動する効率は，蛍光色素とグラ
フェンの間の距離に大きく依存するた
め，グラフェン表面から離れた蛍光分
子の発光が観測されるようになりま
す．この蛍光を応答信号として，標的
分子を検出することができます．以上
が，グラフェン表面に構築した生体分
子インタフェースを用いたセンシング
の原理です（3）．

アプタマ研究の進展により，種々の
タンパク質のほか，低分子やイオンを
標的物質とするDNAの塩基配列が多
数報告されています．アプタセンサの
一般的な特長として，アプタマを変更
するだけで検出対象分子の種類を拡張
することが可能です．このオンチップ
型グラフェンアプタセンサにおいて
も，アプタマを変更するだけで，さま

ざまなタンパク質の選択的な検出や濃
度依存性の定量的測定が可能です．こ
れまでに，前立腺腫瘍マーカである
PSA（Prostate Specific Antigen）検
出，血液凝固マーカであるトロンビン，
インフルエンザウイルスの表面上に存
在する抗原性糖タンパク質であるヘマ
グルチニンの検出が可能なことを確認
しています．

さらに，アプタマは化学的に安定で，
人工合成も容易なので，手軽な分子部
品として用いることができます．私た
ちは，常温 ・ 常圧の雰囲気化で 1 カ月
以上保存したアプタセンサが，作製直
後と同様に動作することを確認してい
ます．

マイクロ流路デバイスを用いた� �
定量と多成分同時センシング

グラフェン表面に構築した生体分子イ
ンタフェースは，固体表面上で動作する
ので，固体表面にマイクロ流路を備えた

蛍光色素
（グラフェン表面からの
距離に応じて強く光る）

標的物質
（アプタマと結合）

（b）　標的物質が存在するとき：蛍光発光

蛍光色素（グラフェン表面
近傍では発光しない）

アプタマ（標的物質の
選択認識，グラフェン
表面に吸着しやすい）

リンカー（グラフェンと
アプタマを結合）

グラフェン・酸化グラフェン
（蛍光クエンチャー）

（a）　標的物質が存在しないとき：無蛍光

図 1 　グラフェンアプタセンサの構成と動作原理
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ポリマーシート（PDMS: Polydimethyl-
siloxane）を密着 ・ 固定することで，
オンチップ型のマイクロセンサが実現
します．このオンチップ型センサは，
1 μL以下の微量サンプルをチップに
滴下するだけで，標的タンパク質を 1
分以内に検出することができます．検
出は，蛍光顕微鏡を用いて，流路内の
蛍光強度を測定します．PDMSの流
路形状は，フォトリソグラフィ技術を
応用して，自在にデザインすることが
できます．例えば顕微鏡の観察領域内
に複数の流路を構築して，同時に複数
の試料の反応を比較することが可能で
す．複数の流路の 1 つに，標的タンパ
ク質を含まない溶液（参照試料）を導
入することで，精確な定量分析ができ
ますし，標的タンパク質以外の妨害物
質を含む溶液を導入することで，分子
の選択性を確認することができます

（図 ₂（a））．また，濃度が異なる標的
タンパク質を含む溶液を用いて，蛍光
強度の濃度依存性を比較して検量線を

作製することもできます（4）（図 2（b））．
このマイクロ流路の優れた特長とし

て，流路入口に液体を滴下するだけで，
毛管現象で流路内に液体を送液するこ
とができます．ポンプなどの周辺装置
が不要ですので，貴重な試料について
も，流路体積分の液体があれば分析が
可能です．蛍光を観測しながら，流路
の入口から，異なる試料を順次導入し
ていけば，試料中の標的分子の濃度に
応じた蛍光強度の時間変化を追跡する
リアルタイムな測定が可能となりま
す．また，グラフェン表面のアプタマ
は，送液によって脱離することはない
ので，純水を導入して流路内を水洗し
た後，別の試料を導入して，繰り返し
センサを使用することができます．

次に私たちは，同一ガラス基板上に，
トロンビンおよびPSAを標的分子と
する 2 種類の異なるアプタマを用い
て，GO表面をライン状にパターン化
して修飾しました．このパターンと垂
直に， 2 本のマイクロ流路を形成した

PDMSを搭載して， 2 × 3 マルチ流
路リニアアレイセンサを構築しました

（図 ₃（a））． 2 本の流路にそれぞれト
ロンビンおよびPSAを含む溶液を導
入したときの蛍光応答を調べると，標
的分子とアプタマの組合せが合致した
パターン上のみで蛍光が明るく発光し
ました（4）（図 3（b））．

固体表面で動作する生体分子インタ
フェースを用いることで，このように，
1 つのチップの上に複数の異なる種
類のタンパク質を同時に検出するとい
う，ハイスループットな分析を実現す
ることができます．

分子設計によるアプタセンサの�
高感度化

アプタマの魅力的な特長の 1 つに，
その分子認識機能を損なうことなく，
自由自在な分子設計による機能化が可
能であることがあります．私たちは，
蛍光分子の発光エネルギーがグラフェ
ンに移動する効率は，蛍光色素とグラ
フェンの間の距離に依存して大きく変
化することを利用して，アプタセンサ
の感度を飛躍的に向上させるプローブ
分子の戦略的な設計を行いました．ア
プタマの分子認識をする塩基配列と蛍
光色素の間に，ポリチミンという分子
認識と無関係な塩基配列から成る 1
本鎖DNAをスペーサとして導入しま
す（図 ₄（a））．この分子プローブを用
いることで，分子認識時のグラフェン
－色素間距離を拡大させることができ

蛍光強度（任意単位）

100100 μm
500 μm

純水

20 μg/mL

30 μg/mL

50 μg/mL

100 μg/mL

（b）　濃度依存性

蛍光強度（任意単位）

100100 μm500 μm

純水

アルブミン50 μg/mL

PSA 100 μg/mL

（a）　分子選択性

図 ₂ 　PSA検出における分子選択性と濃度依存性
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ますので，スペーサ長に応じてセンサ
の高感度化が図れることが分かりまし
た（₅）,（₆）．

同一ガラス基板上に，長さが異なる
1 本鎖DNA（ポリチミンの塩基数T = 
0 , 10, 20）をスペーサとして導入し
た 3 種類のトロンビンアプタマを用
いて，GO表面をライン状にパターン
化して修飾したのち，マイクロ流路を
搭載して，リニアアレイセンサを構築
しました．検出用，参照用流路に
PSA溶液および超純水を導入した後，
蛍光測定を行いました．検出用流路の
蛍光強度は，長いスペーサを用いるほ
ど強くなり，T = 20の場合に，T = 0
の ₆ 倍程度の強い発光が観測されま
した（図 4（b））．設計したプローブの
うち，もっとも高感度化効果が高かっ
たプローブを用いて，凝固反応中の血
中濃度レベル（ 1 nM）のトロンビン
検出限界を達成しました（₅）．

グラフェンプラットフォームへの
展開

私たちは，生体分子インタフェース
のプラットフォームをGOからグラ
フェンに拡張して，より高性能なセン
サの実現を試みました（₇）．リンカー分
子が強く相互作用する六員環構造が，
GOは約30%程度なのに対して，グラ
フェンは100%に近くなりますので，
アプタマを機能化する密度を向上させ
ることができます．GOとグラフェン
では，その電子構造も大きく異なりま

すので，エネルギー移動の効率も異な
ると考えられます．

酸化膜付きシリコン基板上に転写し
た市販の単層グラフェンの表面を，
PSAを標的分子とするアプタマを用
いて機能化し，図 1 と同様の生体分子
インタフェースを構築しました．光学
顕微鏡像（図 ₅（a））から，100 μm ×

100 μm以上の大面積において，グラ
フェンがほぼ基板全面を覆っているこ
とが確認できます．標的分子となる
PSAを含む溶液を添加した場合の蛍
光強度の変化を観測すると，PSAの
濃度が 0 のときは蛍光は観測されま
せんが（図 ₅（b）A），添加後は速やか
に蛍光が観察されました（図 ₅（b）B）．

（b）　検出時の蛍光イメージ

500 μm

トロンビン

PSA試
料
溶
液

PSA
アプタマ
-緑色蛍光

トロンビン
アプタマ
-赤色蛍光

参照
領域

アプタマパターン

（a）　リニアアレイセンサのレイアウト

図 ₃ 　 ₂ × ₃ マルチ流路リニアアレイセンサによるPSAとトロンビンの同時検出

500 μm

純水

トロンビン

T20T10T 0

（b）　スペーサの長さによる蛍光強度の比較

蛍光色素
アプタマ

DNAスペーサ

（a）　分子プローブのデザイン

図 ₄ 　DNAスペーサの導入によるアプタセンサの高感度化
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引き続き純水を添加して，段階的に
PSA濃度を低くすると，蛍光強度は
これに応じて減少しました（図 ₅（b）C
～E）．観測領域中で各段階での蛍光
強度の平均値を算出して，PSA濃度
と時間変化に対応させてプロットする
と，PSA濃度による蛍光強度の依存
性が分かります（図 ₅（c））．以上から，
プラットフォームをGOからグラフェ
ンに拡張した場合も，アプタセンサが
動作することを確認しました．さらに，
マイクロ流路を形成したPDMSを搭
載したオンチップ型のセンサについて
も，GOと同様に動作することを確認
しました．

同じPSAの濃度や測定条件を用い
て，グラフェンおよびGOをプラット
フォームに用いた場合に得られる蛍光

強度を比較すると，グラフェンのほう
がGOよりも数倍程度に高くなること
が分かりました．よって，グラフェン
をプラットフォームに用いることで，
センサを高感度化できることが分かり
ました．今後は，この高感度化のメカ
ニズムについて，詳しく解明していく
予定です．
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上野  祐子

グラフェンは，生体分子インタフェース
のプラットフォームとして，非常に魅力的
な材料です．本研究を通じて，材料化学，
分析化学などの学術分野への貢献と，マイ
クロバイオセンサの応用展開を図りたいと
思っています．
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図 ₅ 　グラフェンアプタセンサを用いたPSAの検出


