
科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

１３９０１

若手研究(B)

2015～2014

ピペットの高機能化とマイクロ流体チップの組合せによるより任意な局所環境制御

Local Environmental Control by combination of functionalized micropipette and 
microfluidic chip

３０６０８８８１研究者番号：

野川　晃佑（Nogawa, Kousuke）

名古屋大学・高等研究院(工)・特任助教

研究期間：

２６８２００８４

平成 年 月 日現在２８   ５ ３０

円     3,000,000

研究成果の概要（和文）：　本研究課題では，バイオアクチュエータの特性解析などのために，高機能化したマイクロ
ピペットとマイクロ流体チップを組み合わせることで，より任意かつ動的な局所イオン／化学物質濃度変化を生成可能
な局所環境制御技術の開発を目的とした．結果として，フォトクロミック材料を用いた蓋構造の作り込みによるマイク
ロピペットの高機能化は実現には至らなかったが，World-to-chip interfaceを有するマイクロ流体チップとマイクロ
ピペットを用いた局所環境制御システムを改善することにより，μMオーダー以下の濃度分解能および百ミリ秒オーダ
ー以下の時間分解能を達成していることを示すことが出来た．

研究成果の概要（英文）： In this project, the purpose was developing improved local environmental control 
technique for characterization or control of bioactuators to generate more arbitrary and dynamic local 
ion/reagent concentration change by combination of functionalized micropipette and microfluidic chip. As 
results, although the functionalization of micropipette, installation of openable and closable lid 
structure made of photochromic material into the micropipette, was not achieved, it was shown that the 
improved local environmental control system using micropipette and microfluidic chip with World-to-chip 
interface has concentration resolution at uM or higher order and time resolution less than a hundred 
msec.
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１．研究開始当初の背景 
近年，マイクロロボットによるドラッグデ

リバリーシステムなどの革新的技術の開発
に向けて，バイオアクチュエータ駆動のマイ
クロ構造体が盛んに研究されている．特に有
べん毛細菌駆動のマイクロ構造体の従来研
究に着目すると，作製においては，ランダム
に付着させたり，付着する領域を限定するの
みであり，細菌の付着数・位置などを制御し
た上で作製してはいない．そこで，細菌駆動
マイクロ構造体の制御性を向上させるため
に，これまでに我々は，光ピンセットを用い
て単一の細菌をマイクロ構造体上にアセン
ブリする手法を開発した．そして，作製した
単一菌駆動マイクロ構造体の行動の定量的
解析により，単一菌駆動マイクロ構造体の運
動性が高く，その振る舞いは菌個体そのもの
の特性を強く反映したものであることを示
した． 
しかし，その一方で，細菌べん毛モータを

含め，バイオアクチュエータの特性は十分に
解析されているとは言えない．実際，べん毛
モータに関して言えば，その回転原理ですら
完全には解明されていない．べん毛モータの
回転を含め，バイオアクチュエータの詳細な
特性／原理が解明されれば，バイオアクチュ
エータ駆動のマイクロロボットはより効率
的・精密に制御することが可能になると期待
される．例えば，菌そのものの特性を強く反
映した単一菌駆動マイクロ構造体は，細菌の
元来有する特性である走化性などを利用し
て，より効率的・精密に制御することが可能
となると考えられる． 
そのため，バイオアクチュエータ，特にべ

ん毛モータの特性解析および制御に向けて，
動的に任意の局所イオン／化学物質濃度変
化を生成するために，我々はこれまでにナ
ノ・マイクロデュアルピペットを用いた局所
環境制御システムを開発した．しかしながら，
このシステムでは，拡散に起因するピペット
からのイオン／化学物質の漏れ出しを阻止
できず，またチャンバ内の溶液の置換が行わ
れていなかったため，時間の経過とともにチ
ャンバ内のイオン／化学物質濃度が上昇す
ることに伴う拡散速度の増大により，もう一
方のピペットを用いたフラッシングでは局
所的なイオン／化学物質濃度を完全にゼロ
にすることが出来なかった． 
 
２．研究の目的 
 マイクロ流体チップを用いることで，層流
境界面の操作により，離散的な濃度操作（用
意された異なる濃度の溶液間の切り替え）は
可能である．また，巧妙に設計された混合用
流路を用いることで，任意の濃度勾配を生成
することもできる．しかし，マイクロチップ
のみでは，任意の局所イオン／化学物質濃度
変化を動的に生成することは難しい． 
 一方で，溶液の置換，層流境界面の操作お
よびプローブ型デバイスの挿入を同時に可

能にするマイクロ流体デバイスとして，
World-to-chip interface (WtCI)を有するマイク
ロチップが新井らによって提案されている．
また，上述の通り，我々はこれまでにナノ・
マイクロデュアルピペットを用いた局所環
境制御システムを開発した．これらを組み合
わせることにより，層流境界面の操作による
離散的(デジタル)な操作と，ピペットからの
溶液噴出を利用したイオン／化学物質を含
む溶液と含まない溶液の混合による連続的
(アナログ)な操作（正確には，混合ではなく，
溶液を吹き飛ばすこととそこへ(から)のイオ
ン／化学物質の拡散の相互作用によると思
われる）を組み合わせた，より任意かつ動的
に局所イオン／化学物質濃度を操作可能な
システムを構築できると考えられる． 
そこで，本研究課題では，より任意かつ動

的な局所イオン／化学物質濃度変化を生成
するために，ピペットと WtCI マイクロチッ
プを用いた局所環境制御システムの構築を
第一の目的とする． 
しかし，上記システムでは，層流境界面で

の拡散の影響で，境界がはっきりした状態で
操作を行うには数百 m/s の流速で溶液を流
す必要がある．また，拡散に起因するピペッ
トからのイオン／化学物質の漏れ出し，およ
びピペット先端部での濃度低下による局所
環境制御の応答性・安定性低下という問題は
残っているため，ピペットからは常に微量に
噴出を続けることによって濃度を保ち，環境
を保つために流れによってフラッシングす
る必要がある．このために，バイオアクチュ
エータの動きを観察することによって特性
解析を行う場合などには，大きな流体抵抗が
その妨げとなる．よって，ピペットに繰り返
し開閉可能な蓋構造を作り込むことで，イオ
ン／化学物質の漏れ出しおよびピペット先
端部での濃度低下を解決することを第二の
目的とする．この問題が解決されることで，
層流境界面切替を必要とせず，数十 m/s の
極低流速でのフラッシングのみでの任意な
局所環境制御を実現でき，バイオアクチュエ
ータの動きの観察に基づく解析などへも応
用可能になる． 
  
３．研究の方法 
(1)局所環境制御システムの改善と性能評価 
 実際には，提案に先んじて，基礎実験を行
えるレベルで，ピペットと WtCI を有するマ
イクロチップを用いた局所環境制御システ
ムを構築し，提案した第一段階目の局所環境
制御手法の基礎的な実行可能性として，ある
目的とする局所でのイオン／化学物質濃度
は，層流境界面の操作によって離散的に操作
可能であること，イオン／化学物質を含む流
れの層とマイクロピペットからのイオン／
化学物質を含まない溶液の噴出の相互作用
によって連続的に操作可能であること，を実
験的に実証した． 
 ただし，この時点での時間分解能はサブ秒



オーダーであり，ミリ秒～十ミリ秒オーダー
の時間分解能での局所環境制御を考えた場
合には課題が残る．マイクロチップへ導入す
る流体制御の観点で，応答性を高めるために，
市販のシリンジポンプではなく，より制御
性・応答性の良いものに変更する．また，ポ
ンプと WtCI マイクロチップを繋ぐチューブ
に関して，その接続方法・材質・長さ・径な
どを改善する． 
 上記の様な改善を行なった上で，性能を定
量的に評価する．その結果を基に，次節のマ
イクロピペットの高機能化と並行して，制御
の自動化などにより，実用できるレベルの局
所環境制御システムに向けて更なる改良を
行なう． 
 
(2)マイクロピペットの高機能化 
 局所環境制御システムの更なる高性能・汎
用化に向けて，局所環境制御システムの改良
作業と並行で，ピペットへの蓋構造の作り込
みによる高機能化に取り組む．その方法とし
ては，以下の 2手法を候補とした． 
 ①フォトクロミック材料を用いた手法：
“フォトクロミズム”（ある分子または化学
システムが二つの異なる安定な状態の間を
可逆的に往復し，その状態間の変換に光吸収
がかかわる現象）の利用により，光刺激によ
る可逆的な色の操作，イオンの放出・吸収，
熱吸収などが可能である．また，近年，フォ
トクロミック材料を用いて作製したマイク
ロ構造体に光刺激を与えることで，分子構造
変化により構造体自体を変形させ，アクチュ
エータとして用いることができる可能性を
示した研究報告がある．そこで，本研究では，
レーザリソグラフィーや2光子吸収光造形な
どの微細加工技術を用いて，フォトクロミッ
ク材料によるマイクロ構造体をピペット先
端にアセンブリし，光刺激によって可逆的に
開閉が可能な蓋構造を構築する．この様に光
制御可能な蓋構造を作製することで，マイク
ロチップ内の流れ制御，ピペットからの噴出
制御，ピペットの開閉制御をお互いに干渉す
ることなく独立に行うことができ，光刺激印
加から開閉までにかかる時間の評価に基づ
き同期して操作することも可能になる． 
 ②バイオレジストを用いた手法：“バイオ
レジスト”と呼ばれる温度に応答して可逆的
に収縮・膨潤し，フォトリソグラフィ技術を
用いたm オーダでのパターニングが可能な
材料がある．また，それを用いてマイクロ流
体チップ中にバルブ構造を作製した研究報
告がある．バイオレジストも，レーザリソグ
ラフィーや 2 光子吸収光造形などの微細加工
技術との互換性を持つと考えられるため，ピ
ペット先端にアセンブリすることが可能で
あり，通電加熱を用いたマイクロヒータや特
定波長の光を選択的に吸収・発熱する構造な
どを併せて作り込むことが出来れば，やはり
可逆的に開閉可能な蓋構造を作製可能であ
る．また，バイオレジストは，開閉操作のた

めの熱が環境・解析対象に影響を与える危険
性の一方で，膨潤時には柔軟であることが報
告されているため，硬い構造体に比べより隙
間無く蓋として機能する期待がある． 
 
４．研究成果 
(1)局所環境制御システムの改善と性能評価 
 ３(1)節で述べた通りに．市販のシリンジ
ポンプではなく，より制御性・応答性の良い
ものに変更し，ポンプと WtCI マイクロチッ
プを繋ぐチューブに関して，その接続方法・
材質・長さ・径などを改善した上で，マイク
ロピペットと WtCI を有するマイクロチップ
を用いた局所環境制御システムの性能を評
価した． 
 まず，マイクロピペットからの噴出と流路
中を流れる溶液の相互作用による濃度変化
を評価した．純水を流路中に 250 m/s の固定
流速で流した状態で，マイクロピペットに満
たした 100 M のローダミン B 蛍光溶液を空
気圧により噴出した際の，マイクロピペット
先端直前部での圧力‐濃度関係を図 1 に示す．
図に示す通り，平均±1.07 M の標準偏差を
有するものの，局所試薬濃度を操作できてい
ることが示された．マイクロピペット中に満
たす溶液の濃度，および流路中を流す純水の
流速を調整することにより，より高い分解能
で制御し得るため，少なくともM 以下のオ
ーダーで制御可能なことが示された． 
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図 1 (a)実験の顕微鏡画像，(b)領域（ピクセル）
b における印加空気圧‐局所試薬濃度関係 
 
 次に，同じ溶液濃度，流速条件下において，
マイクロピペットへの印加空気圧を 0 kPa か
ら 40 kPa まで，10 秒ごとに 5 kPa 刻みで増加
させた際の振る舞いを観察した．その際の，
測定部の位置と，実験結果を図 2 に示す．図
に示す通り，印加圧力の変化に対して，局所
試薬濃度がステップ状に変化し，その応答時



間は百ミリ秒オーダー以下であることが示
された． 
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図 2 マイクロピペットへの印加空気圧を変
化させた際の局所試薬濃度変化 
 
(2)マイクロピペットの高機能化 
 候補とした 2手法のうち，バイオレジスト
については，ゲル系の材料であるため，イオ
ン等の漏れが懸念される．そこで，フォトク
ロミック材料の検討を進めた．フォトクロミ
ック材料は，可逆的な動きは達成されている
ものの，大きな構造変化と微細加工技術の両
立は確立されていないため，ジアリールエテ
ン系フォトクロミック材料，アゾベンゼン系
フォトクロミック材料など，構造変化をおこ
す様々なフォトクロミック材料について検
討を重ねた． 
 しかしながら，マイクロピペット先端に任
意形状かつ構造変化を発生させることので
きるフォトクロミック構造体を造り込む微
細加工技術を確立するには至らなかった． 
 
５．主な発表論文等 
 
〔学会発表〕（計 2 件） 
① Kousuke Nogawa, and Fumihito Arai, 

“Development of Local Environmental Control 
System by Combination of Microfluidic Chip 
and Pipette”, 2014 IEEE International 
Conference on Robotics and Automation, 2014
年 6 月 4 日, Hong Kong Convention and 
Exhibition Centre 

②野川晃佑，新井史人，“単一細胞解析のた
めのオンチップ局所環境制御システムの
構築”, ロボティクス・メカトロニクス講演
会 2014, 2014年 5月 28日, 富山市総合体育
館 

 
６．研究組織 
(1)研究代表者 
 野川 晃佑（NOGAWA, Kousuke） 

名古屋大学・高等研究院・特任助教 
 研究者番号：３０６０８８８１ 
 


