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的にはセルロースのファイバーでつくら

れたろ紙である。紙であれば、どこでも

安く手に入れることができ、軽くて持ち

運びもしやすく、郵送も可能なうえ、保

存性もよく、使用後には焼却・破棄でき

る。大掛かりな装置になれば、付随して

空調設備のある検査室や冷蔵庫などの冷

却装置も必要になるが、紙なら電源すら

いらない。フィールドワークの現場や医

療施設が整っていない発展途上国、緊急

時でも手軽に使えるのが大きな利点だ。

　「紙は、化学の世界では昔から使われ

てきた材料です。化学物質を固定し、毛

細管現象で溶液を移動させることができ

るため、例えばペーパークロマトグラ

フィーといって、ろ紙のこれらの性質を

利用して化学物質を分離する技術も確立

されています。

　小さな 1 枚の紙のチップにわずか 1 滴

のサンプルを垂らすだけでさまざまな検

査ができれば、試薬の使用量も少なくて

すみます。抗体・抗原反応を活用した

試薬などには高価なものもありますから、

チップ自体を小さくして、使う試薬をでき

るだけ減らすことも重要な課題なのです」。

1 台のプリンターで
チップ作製のすべてを行う
　実は紙をセンサーとして用いる手法

は、近年、多くの研究者が手がけ始めて

いるのだが、チッテリオさん達の独創性

は、チップをつくるプロセスにピエゾ方

式（印字ヘッドに電圧をかけると変形す

るピエゾ素子を使ってインクを押し出す

方式） のインクジェットプリンターを用

いることにある。

　「 十 数 年 前 か ら、 小 さ な チ ッ プ 上

に 微 小 な 流 路 や 反 応 室、 混 合 室 を 設

け、化学物質を分析するデバイス、い

　1 枚の紙のチップに 1 滴の唾液・尿などを垂らすだけで、色変化から健康状態がわ

かる。少量の川の水から汚染状況がわかる。─そんな手軽なセンシングチップの開

発が進んでいる。チップの作製に必要なのは、紙とインクジェットプリンター。既存

の技術と開発中の化学センシングインクなどを組み合わせることで、社会に役立つセ

ンサー開発に取り組むチッテリオさんの研究について話を聞いた。

今回登場するのは、インクジェットプリント技術を使って、
手軽なセンシングチップの開発、実用化を目指すチッテリオ，ダニエル准教授です。

研究紹介

付随設備も電源もいらない
紙のセンサーの魅力
　「私が手がけているのは、誰でもどこ

でも持ち運びができ、簡便な方法で測定

できる化学センサー・バイオセンサーの

開発です」と言うのは、チッテリオ，ダ

ニエル准教授だ。

　化学物質を検知する化学センサーに

は、身近なところでは pH（ピーエイチ）

を測るリトマス試験紙やガス漏れ探知

機などがある。また、バイオセンサーと

は酵素や抗体などのタンパク質を使う

ことでターゲットとなる物質を選択的

に認識するセンサーである。例えば、妊

娠検査キットがそれにあたる。チッテリ

オさんが目指すのは、リトマス試験紙の

色彩変化のように、人間が目で見て瞬時

に認識できるような簡便なセンシング

システムだという。

　「目指しているのは、とくに医療と環

境への活用です。たとえば、家に居なが

らにして、尿や唾液、血液から、タンパ

ク質や血糖、ヘモグロビンの状態を検査

し、健康管理や医療診断に用いたり、川

や湖などの水質を調べ、pH をはじめ、

重金属や鉛、カドミウム、亜硝酸イオン、

ヒ素、農薬などの汚染物質がないかどう

かを簡単にチェックしたりすることが

できるセンサーをつくりたいと考えて

います。そのために、すでに確立されて

いる汎用的な技術と新たな技術を組み

合わせることにより、誰にでも使いやす

く、実用的な仕組みが実現できればと

思っています」。

　そこでチッテリオさんがセンサーの

チップ基板に採用したのが「紙」、具体

手軽に使える医療・環境センシングチップ
これを使えば、わずかな体液（唾液、血液、尿など）で医療用の検査や、専門家でなくても排水や河川の水質検
査が安価で、迅速、簡単にできる。
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ラーフィルムなどの大きなものから、半

導体の基板といった小さなものの製造に

まで幅広く活用され、汎用性が高い技術

であることが魅力なのだという。

　「インクジェットのカートリッジに試

薬を入れ、それを紙に吹き付けて印刷し

てチップをつくります。そこにスポイト

で血液や尿などのサンプルを垂らすと反

応が起こる。それだけではなく、私達

はチップ上の流路のパターンもインク

ジェットプリンターで描きます。１台の

プリンターでチップの作製プロセスをす

べて実現できれば、よりコストを抑える

ことができますからね」。　

鍵はセンシングインクと
チップの流路設計
　紙のチップの作製工程の中でもとくに

難しいのが、多様な機能をもつセンシン

グインクの開発である。それには、化学

でつくる新しい機能性ナノ粒子材料の開

発が不可欠である。

　「プリンターのノズルでは吐出できる

液体の粘度や粒子の大きさには制限があ

るうえ、水に溶かしたサンプルが流れて

しまうことなく検査領域にちゃんと固定

され、均一で再現性のある色変化を起こ

すようにしなければなりません。そこで、

インクにポリマーを使うなどして、サン

プルの紙への吸着を促すといった工夫が

必要なのです。まだまだ化学的・物理的

な課題はありますが、将来的には家にあ

る普通のプリンターですべてがつくれる

ようなシステムが開発できたらいいです

ね」。

　もう１つ、チッテリオさんが腐心して

いるのが、紙の基板の上に描く 500μm

ほどの流路のパターン設計だ。

　「ポリスチレンという疎水性の高いポ

リマー溶液につけて乾かしたろ紙に、ポ

リスチレンを溶かす有機溶媒のトルエン

をインク代わりにして、パターンを印刷

して流路をつくります。つまり流路の部

分だけが親水性になるわけですね。その

上から、化学センシングインクを印刷し、

チップをつくる。パターンをうまく設計

できれば、１枚の紙にいくつもの検査項

目を入れることが可能になります」。

　現在、トルエンよりもさらに環境にや

さしい材料を用いてパターンを描く方法

も研究中で、数年内の実用化に向け、研

究を加速している。

� （取材・構成　田井中麻都佳）

わ ゆ る Micro-TAS(Micro-Total Analysis 

Systems) の研究が盛んになってきまし

た。それらのチップとして、これまでは

ガラスやプラスチックなどが用いられて

きましたが、2007 年にハーバード大学

のホワイトサイド教授が、より安く簡便

な方法として初めて、紙のチップを提案

したのです」。

　紙から連想して、その作製において

チッテリオさん達が目をつけたのが、思

いのままの量の液滴を吹きつけることが

できるインクジェットプリンターだった。

いまやインクジェットプリンターは、紙

への印刷だけでなく、ディスプレイのカ

医療・環境センシングチップの作製法
チップは以下のような３つの工程で作製する。まず、ろ紙をポリマー（ポリスチレン）にひたし、コーティングして疎水性にする（1）。次に、インクジェットプリンターで
有機溶媒（トルエン）を吐出して流路を作る（2）。するとトルエンが当たった部分のポリマーが溶かされて、親水性の流路ができる。その後、インクジェットプリンターで
センシングインク（検査試薬）を流路の先端の検査領域に印刷する（3）。

誰でもどこでも使えるシステム
センシングチップを作製するときに、サルモネラ菌や除草剤（アトラジン、シマジン）の成分など調べたいもの
のセンシングインク（検査試薬）を印刷しておけば、注入口にサンプルを１滴たらすだけでそれぞれの場所で反
応が起こり、いくつかの項目が同時に測定できる（図 A）。このセンシングチップは、目視での判定だけでなく、
スキャナーを使えば定量的な分析もできる。パソコンと組み合わせてこれらをシステム化すれば、簡単に持ち運
びできる画期的なセンシングシステムが構築できる（図 B）。
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図A プリンターで作製された水質検査チップ
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による分析
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図B パソコンと色分析ソフト


