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　まえがき

世の中の環境変化などに伴い，過去にはなかったさまざ

まな新しい問題がクローズアップされている。

（a）　地球規模の環境汚染問題
（b）　高齢化社会の到来による健康問題
これらの問題は決して国家レベルだけの問題ではなく，

各個人へのインパクトが大きい身近な問題となってきてい

る。

このような状況の中で，富士電機はグリーン（環境）&
セーフティ（安全・安心）をキーワードとして，MEMS
技術を応用した製品開発を行い，これらの問題解決に努め

ている。

本稿では上記に掲げた二つのキーワード（環境，安全・

安心）ごとに，われわれが直面している各種問題を解決す

るための富士電機で進めているMEMSの適用事例を紹介
する。

　環　境

2.1　微量有害物質計測用マイクロポンプ

近年，環境保全のために，環境中の微量物質の高感度・

迅速な計測が強く望まれている。反応場を微小化すること

によって，反応効率の向上，反応応答時間の大幅短縮が期
待できる。その取組みとして，小型チップ上に流路など

を形成し，分析用途に利用する，いわゆる µTAS（Micro 
Total Analysis Systems）または Lab-on-a-chipと称され

る研究が盛んに行われている。マイクロポンプなどの微量
搬送にかかわる要素技術は不可欠である。一例として，微
量有害物質の計測制御部材の開発事例

〈注 1〉

を述べる。分析用
途には，試料粘度や背圧などの外乱に強いポンプが必要で

ある。バルブを設けると外乱への耐性は向上するが，詰ま

りやすくバルブ動作の信頼性が劣化する。そこで本例では，

バルブを使わないディフューザ構造を用いた。シリコン基
板表面に等方エッチングにて溝を形成し，ITO（Indium 
Tin Oxide）膜付ガラスを陽極接合した後，圧電素子 PZT

（lead zirconium titanate）を貼り付けて製造した。圧電素
子にて流路を圧縮し，ディフューザ構造による流路抵抗を

利用して送液する機構となっている。図 1は，本チップに

供給用ポートを接続したマイクロポンプの外観である。本
マイクロポンプは駆動電圧 50Vで，流量 500 µL/min，最
大圧力 20 kPaが得られ，µTASへの適用が十分に可能な

性能である。

マイクロポンプは，単独での使用も可能であるが，チッ

プ上に集積化するとサイズ効果が得られる。ポンプを集積
化したモジュールの例として，ミキサ一体型マイクロポ

ンプ
〈注 2〉

の事例を紹介する。本モジュールの外観を図 2に示す
（1）

。 
これは，化学分析のプロセスの中でも一般的な送液・計
量・混合の三つの機能を，ワンチップ上に集積化したモ

ジュールであり，サイズはわずか親指ほどである。本機能
の実現には，一般に机 1台（600mm×500mm）ほどの面
積を占有する機材が必要であった。この部分が本モジュー

ルに置き換われば，約 1/500の面積縮小となり，分析装置
のポータブル化などへの展開が大きく期待できる。
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〈注 1〉 経産省地域新生コンソーシアム研究開発事業「安全・安心

な社会に役立つ計測制御機器用高度機能部材の開発」，タマ 

ティーエルオー株式会社からの再委託事業
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図1　マイクロポンプ外観

〈注 2〉 富士電機と首都大学東京システムデザイン研究科楊明教授と

の共同研究「シリコンマイクロ加工」
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2.2　オンサイト環境測定用インジェクタ

環境汚染低減のためには，汚染の分布をより詳細に測定
する必要がある。本研究では，オンサイト測定が可能なガ

スクロマトグラフィーを実現するプロジェクト
〈注 3〉

の中で開
発したインジェクタを紹介する。オンサイト化のためには，

供給ガスボンベも小型化して，ガス消費量を低減すること

が必須である。従来法（マイクロシリンジ）では，微量化
すると導入量の再現性が極端に悪くなる。そこで従来法に

代わる微量試料導入ツールとして，図 3に示すインジェク

タを開発した。

本インジェクタは，2.1節のマイクロポンプと同様のプ

ロセスにて製作したチップ［図 3（左）］に，試料供給用
のポートを接続し，さらにガスクロマトグラフィー注入口
に搭載するためのインタフェースを装備［図 3（右）］し

ている。導入量を低減するために，シリコンに形成する

溝の最細部の寸法を調整した。当箇所の幅 0.04mm，深さ

0.02mm，長さ 0.15mmとしたインジェクタを用いること

により，導入量 0.1 nL，再現性 RSD1.4%を実現した
（2）

。こ

のレベルの再現性を従来法で確保するには 1µLが限界で

あったため，従来法と同等の再現性を維持しつつ 1/10,000
の微量化を達成したといえる。これによりガス消費量を最
大で 1/10,000に削減できる見通しを得た。現在は，実用
化に向けて，試料入替えの簡便化などに取り組んでいる。

　安全・安心

3.1　唾液による健康度診断チップ

本節では，唾液を採取するだけで，簡便・安価に健康
度を検査できるシステムの開発の事例

〈注 4〉

を述べる。本事例は，

メンタルヘルスにおけるうつ病防止に代表されるように，

発症前に病気を未然防止するという考え方を基盤としてい

る。本装置では唾液を分析することによって，迅速かつ簡
単にストレス状態が計測できる。図 4に本システムの構成
と外観を示す。

本システムの測定では，酵素免疫測定法を用いている。

これは既存の方法は測定に数時間を要するため，測定部を

微小チップ化することで迅速化した。

微小チップのチャネル内壁には，ストレス状態や細胞老
化度などの指標となる特定物質に特異的に反応する物質を

吸着させてあり，特定物質の濃度に応じて蛍光発色する機
構となっている。チャネル部材は，吸着処理の容易性など

を勘案して，PDMS（ポリジメチルシロキサン）樹脂とし

た。PDMS樹脂はテンプレートが一つあれば，それを鋳
型として実験室レベルでの製作が容易な材料である。テ

ンプレートは，チャネル該当部を凸型とする必要があるが，

凸部以外の面の平面度が求められる。そこで基板材料の

研磨面を生かすために，製作には以下の方法を用いた。ガ

ラス基板上にフォトレジスト材料 SU-8（日本化薬株式会
社）をスピンコートした後，ベーク・パターンニング・再
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〈注 3〉 文科省先端計測分析技術・機器開発事業「オンサイト環境測

定用マイクロガスクロマトシステム」，首都大学東京からの

再委託事業 〈注 4〉 経産省地域新生コンソーシアム研究開発事業「MEMS技術

を利用した高速・高機能な健康度検査システムの開発」，タ

マティーエルオー株式会社からの再委託事業
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図2　マイクロポンプ集積化モジュールの外観

図3　オンサイト環境計測用インジェクタ
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図4　健康度診断システム
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ベークを経て製作した。本テンプレートを鋳型にして凹型
PDMSシートを作り，ガラス板の上に貼り付け，検査チッ

プを製作した。本ガラステンプレートの外観を図 5（a），断
面を図 5（b）に示す。本テンプレートを鋳型として作成した

診断チップの外観を，図 6に示す。本チップの使用により，

従来比 1/100の反応時間を実現した。現在は，検査チップ

の交換性など，操作簡易化の促進を図っている。

3.2　インクジェットを応用したストレス検査

3.1節では，チップを用いた閉鎖系微小流路を使用する

技術を紹介したが，本節では，液溜（だ）まりをオープン

な系として利用する技術
〈注 5〉

を紹介する。前者はフロー処理が

容易という利点がある一方で，流路内への気泡混入やコネ

クタ部のデッドボリュームといった，閉鎖系に特有の課題
を持っており，高い精度を得るためには特段の注意を払う

必要がある。スクリーニングのような簡便性重視の用途に

は有用だが，精度重視の用途には適さない。

本研究では，これらの課題を解決するために，基板上
に滴下した液溜まりをオープンな反応槽として用い，こ

の液溜り内で全プロセスを完結させた。オープンな系で

は，微小流路が不要なため気泡詰まりの心配がなく，コ

ネクタも不要である。また，液溜りを微量化すれば，反応
効率向上，試薬量削減効果が期待できる。そこで，インク

ジェット技術を利用することで，微量な液溜り形成を実現
した。本研究では，45個の液溜りを配列できる基板を製
作した

（3）

。これは言わば，小さな 45個の試験管を並べたこ

とになり，45個の反応相があることになる。反応相間で

のコンタミネーション防止のために，各液溜りの周囲に突
起状の堤防を設け，ディンプル形状にした。ディンプル内
径は 0.5mm，ディンプル堤防は 0.1mmである。具体的に

は，基板上にドーナツ状の凸部を設け，その内側を液溜り

相とした。基板は，材料に PDMS樹脂を使用し，テンプ

レートを鋳型として製作した。基板の凸型の堤防部は，テ

ンプレートでは凹型となる。テンプレートには，鋳型で

ある堤防部の凹部以外の面の平面度が求められる。そこ

で，3.1節のガラステンプレートとは別の方式にて製作し

た。すなわち，材料にシリコン基板を用い，酸化膜形成後，

レジスト塗布，酸化膜パターンニング，ICP（Inductively 
Coupled Plasma）エッチングにて堤防部を凹型に形成し

た。図 7に，テンプレートの凹部の断面を示す。本テンプ

レートを鋳型にして作成したディンプルの形状を図 8に示
す。本ディンプルを用いて，ストレス指標物質である唾
液中の IgA（Human Immunoglobulin A）の測定を行っ

た。IgAを含有する試料液と希釈液を個別にインクジェッ

トに詰め，反応相としたディンプル内に液滴状に噴き付け

た。試料液と希釈液の合計は 50滴（17 nL）とし，液滴数
の比率を調整することで希釈濃度を可変させた。本ディン
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〈注 5〉 富士電機と首都大学東京都市環境科学研究科内山一美教授と

の共同研究「マイクロ分析化学に関する基礎研究」
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図5　ガラステンプレート

図6　診断チップ外観
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プル内にて，IgAに特異的に反応する試薬を用いて酵素免
疫測定を行い，図 9に示す IgA検量線を得た。直線性は

相関係数 R2＝0.969であり，本方式の有用性を示す結果と

いえる。これにより従来に比べ，反応時間 1/10，試薬量
1/1,000が実現した。

現在は感度を向上させるために，マイクロビーズ集合体
上でのオープン反応を利用して，反応表面積を増やすこと

に取り組んでいる
（4）

。図 は，インクジェットを用いてマイ

クロビーズ入り溶液を基板上に吹き付けて作製した規則配
列マイクロビーズ集合体である。このビーズ上で酵素免疫
測定を行えば，試薬量を少量に抑制したまま，飛躍的に感
度を向上できるはずである。インクジェットは，ねらった

箇所に再現性よく液体を吹き付けることができるため，マ

イクロビーズ集合体の形成に非常に有用である。インク

ジェットの動作原理は印刷分野では既存の技術である。応
用次第ではストレス検査にとどまらず，健康検査や生化学
分析のあり方を変革する技術として，今後の展開が期待で

きる。

　あとがき

これまで述べてきたように富士電機は社会貢献のために

さまざまなMEMS応用製品の開発に取り組んでいる。こ

れらの実例紹介から分かるように，MEMS技術は非常
に応用範囲が広く，かつ将来性の高い分野である。この

MEMS技術をさらに高度化させて，特徴ある新製品の創
出を積極的に進めていく。

また，われわれの住んでいる社会・環境を考えたときに，

環境および安全・安心のキーワードは引き続き重要なキー

ワードであり続けると予想され，富士電機はこれらの分野
でますます貢献を図っていく所存である。
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図9　ストレス指標物質 IgA検量線
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