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あらまし 波長 1.2 µm 以上の近赤外光を発する GaInAsP 半導体は，表面再結合が小さいため，フォトニッ
ク結晶ナノ共振器のような微細加工を施しても，容易に室温光励起レーザ発振を起こす．このようなナノレーザ
を溶液に浸漬すると，周囲環境に応じて発振特性が変化する．これを観測すれば，蛍光標識や発色基質を用いな
いバイオセンシングが可能になる．発振波長は周囲の屈折率を反映し，安定化機構がなくても 2.5 × 10−4 が読
み取れる．これは環境毒素のゲル化反応や細胞の挙動の観察に有効である．また発振強度は表面電荷を反映する．
水中で正負に帯電する電解質や，負に帯電する DNA を表面に堆積すると，発振強度が増減する．更に，あらか
じめ抗体などの受容体を表面に修飾し，抗原タンパク質などの目標分子をこれと特異結合させると，酵素結合免
疫反応法など従来の化学手法に比べて 2～3 桁低い濃度から発振波長シフトを起こす．このような極低濃度に対
する波長の振る舞いは，必ずしも屈折率変化には由来せず，抗原抗体反応での電荷移動と表面イオンの変化が関
与していると考えられる．このような高感度は，癌，アツルハイマー病といった重度疾病を早期発見するバイオ
マーカー検査に有用である．
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1. ま え が き

発振モードがおよそ 1 µm3 以下の領域に閉じ込めら

れるレーザを「ナノレーザ」と呼ぶ．近年，プラズモ

ニクス分野の活発化とともに，この言葉が頻繁に聞か

れるようになった．ただしもともとは，フォトニック

結晶（Photonic Crystal: PC）微小レーザに対して用

いられたものである．PCナノレーザでは，多次元的

なブラッグ反射によって発振モードが微小な領域（分

野では点欠陥と呼ばれる）に閉じ込められる．1987

年，Yablonovitchや Johnによりフォトニックバンド

ギャップと光局在の概念 [1], [2]が提唱され，これをも

とに 1994 年，Meade らがデバイスを構想 [3]，1999

年に Painterらが初の発振動作を実現した [4]．当初は

低温パルス発振であったが，すぐに室温発振が得られ，
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2007年には Nozakiらが室温連続動作を報告した [5]．

これらは全て光励起による実験であるが，2004 年に

Parkらが初の電流注入パルス発振を報告 [6]，2012年

にはMatsuoらが電流注入室温連続発振を実現してい

る [7]．

もともとこのような微小レーザは，自然放出過程が

通常のレーザとは大きく異なる点が注目され，共振

器量子電磁気学的な興味をもって研究された [8]．ま

た，電流注入室温連続発振の後には，光インターコネ

クション用の低消費電力光源としても期待されるよう

になった [9]．しかし電流注入デバイスは製作プロセ

スが複雑なことに加え，デバイスが小さすぎて十分な

光出力を得るのが難しいことから，実用化には時間が

かかりそうである．一方，これらとは別に，2003年，

Loncârらは，PCナノレーザのセンサ応用を提案，実

証した [10]．このナノレーザは，基本的に共振器が露

出されているので，ここに何らかの媒質が接触する

と，レーザモードのエバネッセント場が屈折率の変化

（通常は屈折率の上昇）を感じ，発振波長を変化させる

（長波長シフト）．そこで逆に発振波長をモニターすれ
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ば，媒質の接触が検知できるというわけである．この

ようなセンシングはナノレーザに限定されるものでは

なく，実際，シリコンフォトニクス技術などで製作さ

れるパッシブ共振器についても，センサ応用に関する

多くの報告がある [11]．原理は単純であるが，その単

純さゆえに，逆に様々な応用の可能性がある．また当

初はこのような屈折率変化の検知が唯一のセンシング

原理と思われたが，我々はナノレーザにおいて，表面

の静電的な特性が発振強度や波長シフトに反映するこ

とを見出した．すなわち，より高機能，高性能なセン

サとなる可能性も出てきた [12]．

本論文では，まず次章において，我々が開発してき

たナノレーザ技術を詳細にまとめる．次に 3.では，屈

折率の検知を原理とするセンシングの基礎特性とバイ

オセンシング例を示す．4.では静電的な特性を示す現

象，及びこれを用いたバイオセンシング例を示す．5.

では超高感度タンパク質センシングについて述べ，そ

の原理が静電的な特性に由来する可能性について議論

する．

2. PCナノレーザ

ナノレーザに用いられる PC構造は，III-V族半導

体スラブが宙に浮いた構造（エアブリッジ構造）に円

形の空孔を三角格子状に周期配列させた「PCスラブ」

である．ここに一部の周期を変形させる「点欠陥」を

導入し，ナノ共振器として用いる．最初に利用された

点欠陥は，空孔を 1個取り除く H1型であったが，Q

値が低く，レーザ発振が困難であった．我々が採用し

たのは隣接する二つ（または四つ）の空孔の位置を外

側にわずかにずらしたH0型と呼ぶ点欠陥 [13]であり，

強い光の局在と 3 万以上のパッシブ Q 値（発振を起

こすのには十分）が得られる．実際は図 1 (a) に示す

ように，中央に更にナノスロットを追加する．こうす

ると図 1 (b)のように，スロットを横切るモード電界

が，大きな屈折率差によってスロット内で強度を高め

る．こうして半導体の外に局在するモード電界は，セ

ンシング応用において感度を高める効果がある．更に

センシングを溶液中で行うと，半導体の正の屈折率温

度係数を水の負の係数が打ち消すので，環境温度変化

に対する波長の安定化やスペクトルの狭幅化にとって

有効となる．

半導体材料としては，InP基板上にエピタキシャル

成長される波長 1.5～1.6 µmを発光する GaInAsP単

一量子井戸層を用いる．これは空孔が活性層を貫通

図 1 GaInAsP PCナノレーザ．(a)ナノスロット H0 共
振器の SEM写真．(b) (a)に対して計算されるモー
ド電界の平面分布（左）と点線部の断面分布（右）．
(c) 発振スペクトル（ナノスロットなし）．(d) H0

共振器に対して励起光を動かしたときの発光の様子．
中央が励起光と共振器が一致したとき．PC 全体が
光って見えるのはカメラの露光を上げたため．(e)

非対称共振器をもつデバイス全体の顕微鏡写真と拡
大 SEM 写真．点線部は孔直径が小さい．(f) (e) に
対して計算される発振光の遠視野像．(g) 1089 個の
共振器の高密度アレー集積の全体写真と拡大写真．
(h) (g) の発振光の近視野像

Fig. 1 GaInAsP photonic crystal nanolaser. (a)

Magnified SEM view of nanoslot H0 cavity.

(b) Modal electric field intensity calculated for

(a). Plane view (left) and cross-sectional view

(right) on the dotted line of the left. (c) Las-

ing spectrum without nanoslot. (d) Near field

pattern of emission. Laser emission looks to

expand over the photonic crystal slab due to

high exposure time of used camera. (e) To-

tal view (optical micrograph) and magnified

view (SEM) of one device with asymmetric

cavity. Holes inside white dotted lines are re-

duced in size. (f) Far-field pattern of laser

emission calculated for (e). (g) Optical mi-

crograph of dense array integration of 1089

nanolasers. (h) Near field pattern under laser

operation in (g).
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しても，他の半導体に比べて表面非発光再結合が小

さく，室温において高い内部量子効率を維持するため

である．製作では，電子ビーム描画と HI系誘導結合

プラズマエッチングを用いて，この GaInAsP層（総

厚 180 nm）に空孔（直径 2r = 220～240 nm，ピッチ

500 nm，シフト sx = 120 nm）とナノスロット（幅

wNS ≤ 50 nm）を同時形成し，HClウェットエッチン

グにより下部の InP基板をアンダーカットしてエアブ

リッジ構造を形成する．工数が少ないので，将来的に

は低コストな生産が期待され，そうすれば，一回限り

の使い捨てが許容されるであろう．これは，試料溶液

をナノレーザに直接接触させるバイオセンシングにお

いては特に重要な利点となる．

光励起では，波長 0.98 µm付近の励起光を 50倍の対

物レンズで直径 10 µm以下に絞って照射する．図 1 (c)

に室温連続動作時の発振スペクトル，図 1 (d)に発光

近視野像の例を示す．1 mW以下の照射パワー（共振

器付近で吸収される実効励起パワーは 10 µW 以下）

で良好な単一モード発振を起こす．ただし GaInAsP

半導体は一般に熱抵抗が大きい．また光局在が強く，

実効的なデバイス面積が小さいので，熱抵抗が 105～

106 K/W と非常に大きい．そのため実効励起パワー

でのしきい値が 5 µWを超えると，連続動作は困難に

なる．溶液中の動作では熱抵抗が 1/10以下になるが，

それでも連続動作させると温度上昇によって溶液の対

流が起こり，励起や発振が揺らぐ．更にバイオセンシ

ングでは，わずかな熱でも生体試料に悪影響を与え

る恐れがある．これらの理由から，我々はパルス励起

（パルス幅 0.5 µs，繰り返し周波数 10 kHz）を用いて

いる．パルス発振では発振光の時間平均パワーが減少

し，測定時間が長くなる．この状況を改善するため，

発振光の放射パターンを受光光学系に向ける工夫を行

う．単なる H0共振器は構造の対称性が高く，それに

由来した特徴的な放射パターン（真上方向の放射が消

失し，斜め二方向に主な放射が起こる）が生じる．そ

こで，図 1 (e) のように空孔の大きさに非対称周期的

なわずかな変化を与え，構造の対称性を崩す．これに

より真上方向への放射が大幅に増大し，図 1 (f) に示

すように遠視野像の最大 90%の成分が 10◦ 以内の放

射角に入り，50倍の対物レンズで容易に受光できるよ

うになる [14]．

また溶液中で光励起を行うと，溶液中のイオンを

介してナノレーザ表面にエッチングや酸化が発生し，

これが発振波長をドリフトさせる．これを抑えるた

め，デバイスの露出表面を保護膜で覆う．本研究で

は膜厚制御とステップカバレッジに優れた原子層堆積

（Cambridge NanoTech, Savannah）を用い，厚さ約

3 nm の ZrO2 を堆積させた [15]．センシング応用で

はデバイスを長時間動作させることはあまり考えられ

ないが，仮に水中で数日間動作し続けても顕著な劣化

は起こらない．数時間の範囲であれば，波長揺らぎは

±20 pm以下である．ナノレーザを水中から空気中に

取り出し，再び水中に入れて測定する作業を繰り返す

と揺らぎは増えるが，それでも ±100 pm以下である

（以降，この値をナノレーザの波長揺らぎとする）．

ところで，点欠陥は PCスラブの中に自由に配置で

きるので，相互に結合しない距離（2.5 µm以上）離し

て複数の点欠陥を配置すればナノレーザアレーが構成

できる [16]．図 1 (g)は 1000個以上のナノレーザを集

積した様子であり，図 1 (h) のように発振強度には不

均一性が見られるものの，歩留まり 100%の発振が確

認されている．

3. 屈折率センシング

ナノレーザに媒質が接触すると，屈折率的な効果と

電気的な効果の二種類が生じることを我々は見いだし

ている．ただしパッシブ微小共振器なども含めて，一

般にフォトニックセンサで議論されるのは前者なので，

まずはこれを議論する．

ナノレーザのレーザモードのエバネセント場は，水

中では半導体の外側に約 120 nm浸み出す．この範囲

に生体分子など屈折率が高い媒質が重なれば，モー

ドの等価屈折率が上昇し，発振波長が長波長シフト

する．最も簡単な実験は，液体屈折率のモニタリング

である [10], [17]．図 2 (a)は測定の様子の一例である．

図 2 (b)はバイオセンシングの実験でしばしば用いら

れるリン酸緩衝液（phosphate buffered saline: PBS）

を様々な濃度に希釈し，市販の屈折率計で測定した屈

折率とナノレーザの波長シフトを示している．濃度に

対して屈折率も波長も線形に変化し，両者の対応か

らナノレーザの屈折率感度は 470 nm/RIU（RIU は

Refractive Index Unitの略．屈折率の単位．）と見積

もられる．最大の波長揺らぎ ±100 pmを考慮すると，

検出限界は 2 × 10−4 となる．安定化を図れば一桁程

度は揺らぎを抑制できるので，10−5 の計測は可能で

ある．

この特性をバイオセンシングに応用した例として，

エンドトキシンのセンシング結果を示す [18]．エンド
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図 2 ナノレーザによる液体センシング．(a) 測定の様子．
(b)屈折率計 Atago PAL-PIにより測定した様々な
濃度の PBS の屈折率と，それに浸漬したときのナ
ノレーザの波長シフト

Fig. 2 Liquid sensing. (a) Look of measuring

nanolaser chip. (b) Refractive index of PBS

of various concentrations, which is measured

by refractive index meter Atago PAL-PI, and

wavelength shift of nanolaser immersed into

the PBS.

トキシンはグラム陰性菌由来の毒素で，環境中に広く

分布する．水道水にも 1～10 EU/ml（EUはエンドト

キシンの個数の単位）の濃度が含まれるが，この範囲

なら飲んでも健康被害は起こらない．しかし同濃度の

エンドトキシンが体内の血液に直接混入すると，発熱

や敗血症を引き起こし，死に至ることもあるため，注

射液，透析液などの医薬剤では，厳重な管理が義務付

けられている（例えば透析液では，0.001 EU/ml以下

が必要とされる）．現在，エンドトキシン検査に主に

用いられるのは，カブトガニの血液から採集されるリ

ムルス試薬である．これはエンドトキシンと反応して

ゲル化するので，その様子を吸光度測定などで捉えれ

ば，エンドトキシンが定量できる．図 3はこのゲル化

を加熱滅菌したナノレーザで捉えた例である．エンド

トキシンがあってゲル化が起こると，図 3 (a)のように

スペクトルが長波長シフトし，ナノレーザ表面のゲル

が顕微鏡でも明瞭に確認される．また図 3 (b)のよう

に，ゲル化の開始と終了が波長シフトの立ち上がりと

飽和に現れている．エンドトキシン濃度と波長の立ち

上がり時間にはよい相関があり，0.2 nm以上のシフト

量があれば 98%以上の相関係数が得られる．図 3 (c)

は 0.3 nmのシフトに対して検量線を引いた例である．

0.001 EU/mlが 45分程度で検出できる．これは通常

の吸光度測定による検査時間の約半分であり，導波路

センサなど，他の微小フォトニックセンサと同等であ

る．一般にバルク溶液の吸光度測定より微小センサの

図 3 ナノレーザによるエンドトキシンとリムルス試薬の
ゲル化反応の測定．(a) エンドトキシンの有無によ
るリムルス反応後の発振スペクトルと表面状態（挿
入図）．(b) エンドトキシン濃度ごとの時間に対する
波長シフト．(c) 0.3 nm の波長シフトを与えるリム
ルス反応時間とエンドトキシン濃度の関係

Fig. 3 Observation of gelation in limulus amebocyte

lysate assay with endotoxin. (a) Spectra and

surface condition (inset) after the assay with

and without endotoxin. (b) Wavelength shift

with time for various endotoxin concentra-

tions. (c) Relation between assay time giv-

ing a wavelength shift of 0.3 nm and endotoxin

concentration.

方が，反応が局所化する分，検出が高速化する．ただ

しナノレーザは 0.0001 EU/mlという，他の方法では

困難な極低濃度も捉える．ナノレーザ表面は通常，溶

液中で負に帯電しており，更に強く負に帯電した電解

質を吸着させると高速化が促進される傾向がある．エ

ンドトキシンの活性部分は負に帯電することが知られ

ているので，ナノレーザへのエンドトキシンの直接吸
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図 4 ナノレーザアレーを利用した生細胞イメージング．
(a) HeLa 細胞を培養したデバイスの写真とイメー
ジングの概念．(b)二つの試料に対する細胞の光学顕
微鏡像と 21 × 21 ナノレーザアレーによるイメージ

Fig. 4 Living cell imaging using nanolaser array. (a)

Schematic with pictures of nanolasers with

HeLa cells cultured. (b) Optical micrograph

and acquired image using 21 × 21 nanolaser

array for two samples.

着が抑制され，ゲル化が促進されるような機構が考え

られる．いずれにせよ，一般に救急医療現場ではエン

ドトキシン検査に迅速さが特に求められるので，この

ような高速性は重要な利点となる．

もう一つ，周囲の屈折率変化を捉えるバイオセンシ

ングの例として，図 4のような細胞のイメージングを

示す [19]．前述のようにナノレーザはアレー集積が可

能なので，そのようなアレーの上に細胞を直接培養し，

その状態で個々のナノレーザの発振波長を追尾すれば，

細胞の挙動を屈折率変化の分布という形でイメージン

グできる．実際の実験では，図 1 (g)のような大規模な

ナノレーザアレーを用いた．ただし全体が 1 mm角以

上の面積となり，エアブリッジ構造を形成するには大

きすぎる．そこでマイクロ流路の製作でしばしば用い

られるジメチルポリシロキサン（dimethylpolysilox-

ane: PDMS）樹脂を介して PC スラブをガラス支持

基板に貼り付け，その後，InP基板を剥離した．ここ

では発振の容易さを優先してナノスロットは導入せ

ず，発振歩留まり 100%を得ている．ナノスロットが

ないこと，及び PCの裏面が貼り付けられていること

から，レーザモードのエバネセント場の浸み出しはナ

ノレーザの上面と孔内に限られ，そのため屈折率感度

は 100 nm/RIU に低下する．このようなアレーを形

成したチップをエタノールで滅菌，PBSで洗浄し，子

宮頸癌細胞 HeLaを含む培養液 DMEMに浸漬し，イ

ンキュベータ内で 24時間，培養した．この実験では，

ZrO2 被膜があると細胞が定着しない傾向が見られた

ため，被膜を省略した．培養液は pH = 7.4とほぼ中

性なので，前述のドリフトは大きな問題とはならない．

図 4 (b)は 21 × 21 = 441個のナノレーザで観察され

た HeLaの様子を光学顕微鏡像と比較している．両者

はよく対応している．前述のようにエバネッセント場

の浸み出しは 120 nmなので，この波長分布は細胞の

下部や足場，若しくは細胞外基質（マトリックス）を

反映していると思われる．ここでは屈折率変化以上の

情報を得ることが難しいが，ナノレーザ間の感度ばら

つきをキャリブレーションすれば 10−4 オーダーの屈

折率感度でイメージが取得できるので，顕微鏡では捉

えづらい試薬反応，蛍光標識が利用できない幹細胞な

どの観測に有効と期待される．

4. 電荷センシング

フォトニックセンサと同様に，蛍光標識不要の電子式

バイオセンサとしてイオン感応型電界効果トランジス

タ（Ion-Sensitive Field-Effect Transistor: IS-FET）

が研究されている [20]．一般に物質は各固有の等電点

（Iso-electric Point: pI）をもち，それに応じて中性付

近の溶液中では帯電する．生体分子も同様であり，帯電

した生体分子が IS-FETのゲート酸化膜に吸着すると

チャネル電流が変化する．これに似た現象がナノレー

ザでも起こることを我々は発見した [15]．単純な例は，

様々な pHの溶液にナノレーザを浸漬したとき，発振

強度が変化する現象である．これは必ずしもナノレー

ザ構造がなくても，図 5 (a)～(c) のように GaInAsP

自体の発光強度や発光寿命が pHにより変わる（大き

な pH では強度は低下，寿命は短縮する）[21]．また

図 5 (d)のように，半導体を p型に変えると，この特

性は逆になる．更に図 5 (e)のように ZrO2被膜を厚く

すると pH依存性は弱まり，発光強度全体が低下する．

一般に半導体は表面の酸乖離平衡により帯電するこ

とが知られ [22]，その強さや極性は pI と pH の関係

により変化し，これが図 6のように半導体内部の電子

のバンド形状に影響を与える．例えば n型半導体であ

れば，pH < pIの溶液中では表面が正に帯電する．こ

のとき，半導体は溶液のイオンから電子を取り込み，

正のイオンが半導体表面に集まって電気二重層を形成
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図 5 3 nm ZrO2 被膜 300 nm n−-GaInAsP バルク層を
様々な pH の溶液に浸漬したときのフォトルミネッ
センス（PL）特性．(a) PLスペクトル．(b) PLの
過渡応答．(c) pH に対する PL 強度と寿命．矢印
は (a) と (b) に対応．(d) バルク層を n-GaInAsP

や p-GaInAsP に変えたときの PL 強度変化．(e)

ZrO2 の厚さを変えたときの PL 強度変化．(c) と
(e) には同ウエハを使ったが，測定位置は異なる．
PL強度には位置によって ±30%の揺らぎがあった．
(d) は用いたウエハが異なる

Fig. 5 Photoluminescence (PL) characteristics of 3-

nm-ZrO2-coated 300-nm n−-GaInAsP epi-

layer in solutions with different pH. (a) PL

spectrum. (b) Temporal PL decay. (c) PL

intensity and lifetime with pH. Arrows cor-

respond to (a) and (b). (d) PL intensity

when the epilayer was changed to n-GaInAsP

or p-GaInAsP. (e) PL intensity characteristics

when ZrO2 thickness was changed. The same

wafer was used for (c) and (e) but measured

positions were different. PL intensity varies

by ±30% between different positions. Differ-

ent wafers were used for (d).

する．電子のバンドは平坦になり，励起により導入さ

れた少数キャリアである正孔は半導体内に均一に分布

する．これに対して pH > pI の溶液中では，フェル

ミ準位と溶液イオンの酸化還元電位が平衡状態を形成

するまで半導体は溶液のイオンに電子を奪われる．表

面には負のイオンが集まって電気二重層が，バンドに

はショットキー障壁が形成され，励起された正孔は表

面近傍に局在する．これは半導体の均一な発光再結合

を低下させ，同時に表面非発光再結合を促進するた

め，結果として発光強度が減少，発光寿命が短縮する．

図 6 半導体のフェルミ準位と溶液のイオンの酸化還元
電位の平衡状態が作るバンドの概念．(a)，(b) は
n 型半導体，(c)，(d) は p 型半導体．(a)，(c) は
pH < pI．(b)，(d) は pH > pI

Fig. 6 Schematic of band formed by equilibrium be-

tween Fermi energy in semiconductor and re-

dox potential of ions in solution. (a), (b) n-

type semiconductor, (c), (d) p-type semicon-

ductor. (a), (c) pH < pI. (b), (d) pH > pI.

GaInAsPの pIは酸側にあるので，中性付近の溶液中

では一般にショットキー障壁が形成される．このよう

な特性は p型半導体では逆になるため，図 5 (d)のよ

うな振る舞いになる．また ZrO2 を厚くすると電子が

トンネルできなくなり，溶液との相互作用が減少する．

半導体の表面準位にフェルミ準位が固定され，表面再

結合が促進される．

このような特性は，表面を意図的に帯電させると更

に顕著になる [15]．ナノレーザ表面に正に帯電する自己

組織単分子膜である 3-アミノプロピルトリエトキシシ

ラン（(3-aminopropyl)triethoxysilane: APTES）を

形成して PDMS流路の中に設置し，そこに水中で負

に帯電する高分子電解質であるポリスチレンスルホン

酸（polystyrene sulfonate: PSS）と正に帯電するポ

リ塩酸アリルアミン（polyallylamine hydrochloride:

PAH）を導入して交互吸着させたときの発振波長と

発振強度の変化を図 7 (a) に示す．このような電解質

は水より屈折率が高く，吸着を繰り返すと波長は単調

に長波長シフトする．一方，発振強度は，電解質の帯

電の極性に応じて増減する（負の帯電では減少し，正

の帯電では増加する）．つまりここでは光学的な特性

と電気的な特性を別々に，同時にセンシングしている

ことになる．バイオセンシングにおいてこのような

特性は，デオキシリボ核酸（deoxyribonucleic acid:

DNA）の検査に有効である．検査対象のターゲット
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図 7 帯電媒質の吸着による発振波長と強度の変化．(a)

高分子電解質の交互吸着．(b) プローブ/ターゲット
DNA 吸着

Fig. 7 Variation in lasing wavelength and inten-

sity for the adsorption of charged media.

(a) Alternate adsorption of charged poly-

electrolytes. (b) Adsorption of probe and tar-

get DNAs.

DNAが参照用のどのプローブ DNAと同じ型をもつ

かは，例えば両者が二本鎖を形成したときに生じる蛍

光標識からの発光などを通じて調べられている．蛍光

標識を用いないフォトニックセンサでは，波長の分光

測定などから調べられる．ここで DNA（特に二本鎖

の形成）はリン酸基などに由来して，水中で強く負に

帯電する．この状況をナノレーザ上で起こせば，蛍光

標識も分光測定も必要なく，発振強度のみから簡単に

検査を行うことができる．図 7 (b)はそのような特性

の例である．ここでも PDMS流路の中にナノレーザ

を設置し，KCl塩溶液に分散させたプローブ用の一本

鎖 DNA（12 mer，2 µM）を導入，修飾した．これに

より波長は長波長化し，発振強度は低下した．次にこ

れと二本鎖を形成する相補的な一本鎖 DNA（12 mer

（merは塩基配列数の単位），10 µM（Mはmol/L，濃

度の単位））をターゲット DNA として導入したとこ

ろ，波長は更に長波長化し，発振強度は更に大きく低

下した．波長と発振強度はよく対応しており，発振強

度によるセンシングが可能なことを示している．

5. 超高感度センシング

DNAの場合，微量であってもポリメラーゼ連鎖反

応を繰り返せば同じ DNA を複製，増量できるので，

高感度センシングに対する要求は少ない．一方，タン

パク質には同様の増量法がないため，微量を捉えるに

は高感度が必要になる．特定の疾病の目印となるタン

パク質（バイオマーカー）のセンシングは，健康診断

や治療に大きなインパクトをもつ．ただし一般に，血

液などの試料には目標タンパク質以外の多くの夾雑物

が含まれ（血液なら濃度 1 mM 以上のアルブミンな

ど），それらが桁違いに微量な目標タンパク質の検出

を妨げる．一般に特定のタンパク質の選択検出には抗

原抗体反応が用いられる．あらかじめセンサ表面に目

標タンパク質の抗体を修飾し，抗原抗体反応によって

目標タンパク質のみを捉える．ただし大量の夾雑物が

あると，それがファンデルワールス力や静電的相互作

用による物理吸着を引き起こし，大きなノイズとなる．

このような非選択的吸着を抑制し，目標タンパク質の

みをいかに捉えるかがタンパク質検出の重要な課題と

なる．吸着の強さは親和定数 KA で表され，物理吸

着の KA～105 M−1 に対して，抗原抗体反応は 108～

1011 M−1 と 3～6桁大きい．しかし目標タンパク質の

濃度は一般に nM～サブ pMであり，アルブミンに比

べると 6～10桁も微量である．そのため選択検出には，

より高性能な抗体を探してKA を向上させるか，物理

吸着を更に抑える工夫が必要となる．前者は抗体の発

見という偶然性に依存するので，容易ではない．後者

は，例えば界面活性剤による物理吸着の抑制，抗体間

に別のタンパク質を意図的に吸着させることによる物

理吸着のブロッキングなどがある．

現在，タンパク質の検査には化学的手法である酵

素結合免疫反応法（Enzyme-Linked Immuno-Solvent

Assay：ELISA）が広く用いられている [23]．ここでは

高コストな発色基質が用いられ，作業も多い．作業を

自動化した装置は高価である．これに比べフォトニッ

クセンサは，安価で発色基質が不要という点が利点

といわれる．ただし少なくとも ELISAの性能を凌駕

しないと，実用は難しい．例えば代表的な癌マーカー

である前立腺特異抗原（Prostate Specific Antigen:

PSA）は，0.3 pM という低濃度まで ELISA で検出

できる．しかし屈折率センシングを原理とする多くの

フォトニックセンサの検出限界はせいぜいサブ nMで
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あり，これでは ELISAの代替にならない．また物理

吸着が増える濃度 10～100 nMと近いので，抗原抗体

反応の効果が相対的に小さくなり，選択検出が難しく

なる．

一方，ナノレーザは，従来のフォトニックセンサに

は見られない超高感度を示す．タンパク質センシン

グでは，ナノレーザにあらかじめ APTES を修飾し，

更に架橋反応を起こす固定材のグルタルアルデヒド

（glutaraldehyde: GA）を修飾した．ここに三種類の

タンパク質を吸着，センシングする実験を行った [24]～

[26]．一つ目は汎用タンパク質である牛血清アルブミ

ン（bovine serum albumin: BSA）で，GA上にその

まま化学吸着（KA～107 M−1）させた．二つ目も汎用

タンパク質のストレプトアビジン（streptavidin: SA）

であり，これと強固な特異結合（KA～1015 M−1）を

示すビタミンの一種のビオチンを GA上に修飾し，そ

こに SAを導入，吸着させた．三つめは PSAであり，

抗 PSA 抗体を GA 上に修飾し，PSA と抗原抗体反

応（KA～108 M−1）させた．いずれのタンパク質もピ

ペッティングで様々な濃度に純水希釈したが，PSAに

ついては 0.3 pM まで ELISA により濃度を確認，誤

差を補正し，それ以下の濃度は希釈の繰り返しから推

定した．いずれも溶液に 1 hほど浸漬し，純水でリン

スしてから純水中で波長測定した．低濃度領域でのセ

ンシング特性の例を図 8に示す．それぞれKA の違い

を反映した限界濃度から波長シフトが見られた．いず

れも試行毎，若しくはデバイス間で多少の揺らぎがあ

るため，精密な値を議論するのは難しいが，定性的に

は再現性があり，最も KA が低い BSAの化学吸着で

はサブ pMから，SA-ビオチン特異結合はサブ aMか

ら，PSA は 10～100 fM から有意なシフトが現れた．

また，界面活性剤であるエタノールアミンを 1 M導入

して過剰な疎水性を抑制したときには，1 fMからの大

きなシフトも確認された．これらは屈折率センシング

から予想される 10 nM 以上の領域より桁違いに低濃

度である．ちなみに，SA検出では，ビオチン修飾を

なくすと，上のような極低濃度での波長シフトは現れ

ない．PSA検出では，抗 PSA抗体の代わりにマウス

抗体を修飾すると，波長シフトは大幅に減少する．更

に，不純物として BSAをこれらの試料溶液に導入す

ると，BSA 濃度がそれぞれ 1013 倍と 1010 倍まで高

くしても，SAや PSAを選択検出にも成功した（これ

らの実験では，BSAの非特異吸着を抑制するために，

それぞれ Tween 20，エタノールアミンといった界面

図 8 三種類のタンパク質の濃度に対するナノレーザの波
長シフト．灰色領域は検出系の揺らぎレベル

Fig. 8 Wavelength shift of nanolaser for concentra-

tion of three kinds of proteins. Gray zone in-

dicates fluctuation of detection.

活性剤も導入した）．

表 1 は様々なラベルフリーバイオセンサについて，

文献で報告されているタンパク質のKA と検出限界濃

度 CDLをまとめ，ナノレーザセンサと性能を比較した

ものである [12]．基本的に大きなKA の吸着では CDL

が低下すると考え，(KACDL)−1 を Figure-of-Merit

（FOM）と定義した．大きな FOM は局在表面プラ

ズモン共鳴（Localized surface plasmon resonance:

LSPR），マイクロトロイダル共振器，PCナノレーザ，

シリコンナノワイヤー FETで見られる．ただしナノ

レーザ以外の三つについては系統的なデータや不純物

が混入した試料に対するセンシング例に乏しく，結果

が不安定といわれている．これに対してナノレーザは

多数のデバイスを用いた系統的な測定が容易である．

上記の PSAの結果は，異なる日の 6回の試行，それ

ぞれ 10～25個のナノレーザの波長シフトに対して統

計的に確認されている [26]．

上のようなナノレーザの超高感度の要因はまだ明ら

かではないが，特異吸着が関与することは明らかであ

る．また，ナノレーザ表面をプラズマ処理で強制的に

帯電させると大きなシフトが生じたり，図 5 (e)と同様

に ZrO2 を厚くすると感度が失われたりするなど，電

荷センシングと同様の現象が見られている [27]．つま

りタンパク質が表面電荷を変えること，並びに電荷が
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表 1 文献に見られるラベルフリーのフォトニックバイオ
センサとエレクトロニクスバイオセンサの性能比較

Table 1 Comparison of performance between label-

free photonic and electronic biosensors,

which are seen in literatures.

波長シフトを引き起こす機構があることが考えられる．

6. む す び

GaInAsP半導体 PCナノレーザの製作と発振特性

をまとめ，更に屈折率センサと電荷センサという二つ

の側面でのバイオセンシング特性や実例を示した．こ

のナノレーザは製作が容易で，使い捨てセンサシップ

となる可能性があるほか，高感度センシングや大規模

集積による並列センシング，統計的なデータ取得など

が可能である．また電荷に対する感応性があり，屈折

率との二項目同時検出や，屈折率では分析できない物

性の検知が可能である．最後に示した超高感度タンパ

ク質センシングもこの電荷感応性が関与している可能

性が高く，機構が更に明らかになれば，高性能化や高

機能化，安定化が加速するものと期待している．
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