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調べたいＤＮＡを見つけると、蛍光の点

滅が遅くなり、一目見ただけで 1 分子の

ＤＮＡを見つけ出せたことがわかる 
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 概要および発表内容 
大阪大学産業科学研究所（産研）では、毎月の定例記者会見を実施しています。産研は文字どおり「産業に生か

す科学」を目的として、「材料」「情報」「生体」および「ナノテクノロジー」の領域において基礎から応用に至る広い分野
で研究・教育を推進し、産学連携への貢献を目指しています。記者会見では、最新の研究動向、成果、今後の発展
等について、分かりやすく情報を発信します。第78回の定例会見を以下のとおり実施しますので、ご参加ください。 

また、記者会見終了後に研究室見学を開催します。励起材料化学研究分野・バイオナノテクノロジー研究分野・ナ
ノ機能材料デバイス研究分野を見学頂く予定ですが、ご希望に応じてそれ以外の研究室も見学いただける場合もあり
ます（要調整、詳細後述）。 

【 開 催 日 時 】 12月18日（水） 14時00分から  

【 開 催 場 所 】 大阪大学 産業科学研究所 管理棟２階 大会議室 
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大阪大学産業科学研究所 国際シンポジウムのご紹介  

第23回大阪大学産業科学研究所国際シンポジウムを、第18回産業科学ナノテク
ノロジーセンター国際シンポジウムとの共催にて、2020年1月9、10日に淡路夢舞台
国際会議場において開催します。 

今年のシンポジウムのテーマは、「Scientific and Industrial Research for Space 
Age」とし、産研が推進している量子、情報、ビーム、材料、化学、生体、ナノテクの研
究を、近年、発展が著しい宇宙探査、地球外生命探査、宇宙開発、宇宙産業など、
産研にとって新しい研究領域へ、いかに応用・展開できるか？について国内外の著
名研究者のご講演とともに議論いたします。今回、基調講演には、「はやぶさ」に携わ
られたJAXAシニアフェロー川口淳一郎先生と、MITで極限環境における生物研究に
取り組むChristopher E. Carr（クリストファー・カー）教授をお招きしております。その
他、衛星材料や宇宙における人工知能の活用、タンパク質研究、疾病診断材料・技
術など多岐にわたる講演を予定しています。 

当該シンポジウムの周知と当日のご取材をよろしくお願いいたします。 
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【発表1】 ＤＮＡ、抗原の1分子検出に成功、バイオマーカーの 
1分子診断法としての実用化に大きく期待 

 

【概要】 
大阪大学産業科学研究所の川井清彦

准教授らの研究グループは、たった1本の
DNA、RNAを見つけ、調べる手法を開発し
ました。蛍光分子※1から放たれる蛍光を
観察する時に、1つの蛍光分子に注目する
と、光って見える時(ON)、消えて見える時
があり(OFF)、しばらく見ていると点滅して観
察 さ れ ま す 。 こ の 蛍 光 の 点 滅 現 象 は
blinkingと呼ばれ、確かに1分子を見ている
証拠でもあります。研究グループは調べた
いDNAを見つけたときに、この点滅の仕方
が変わるように蛍光分子の酸化剤、還元
剤との化学反応を巧みに操ることにより、
点滅を見てたった1分子のDNAを見つける
ことに成功しました（図1）。抗原―抗体反
応の1分子観測にも適応することもできまし
た。DNA、RNA、抗原などの診断に重要と
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図 1 

単分子計測と機械学習を用いた解析手

法の概念図 

なるごく微量の分子バイオマーカー（※2）を見つけ出すためには、これまではシグナ
ル増幅法（※3）が用いられてきましたが、調べるために必要な時間の短縮と、増幅に
かかってしまうコストの削減が課題でした。シグナル増幅を行わず、そのまま1分子を
見つけ出してしまうことにより、ごく短時間でコストを削減した分析・診断法へと発展す
ることが期待されます。 
 

【用語解説】 
※1 蛍光分子 

光をあてると、あてた光とは別の色で光る分子。蛍光ペンにも使われている。 
 
※2 分子バイオマーカー 

見つけ出したり、その量を調べたりすることにより病気の診断ができる、血液や尿な
どに含まれるDNAやタンパク質など。 
 
※3 シグナル増幅法 

ごく微量の対象分子を見つけると、化学反応や酵素反応が繰り返し起こり、対象分
子があることの証拠を増やして見つけやすくする方法。DNAを見つけるためにはPCR、
抗原抗体反応ではELSIAが知られる。 
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【発表２】 AIを用いて高精度の単一分子識別を実現  
-新規生体分子検出技術へ応用の期待- 

 

【概要】 

大阪大学産業科学研究所の小本祐貴助教、谷口正輝教授の研究グループは、機
械学習を用いて単分子計測での識別精度を飛躍的に向上させることに世界で初め
て成功しました。単分子計測はナノテクノロジー技術（※1）を駆使して作製された金
属ナノギャップ（※2）間の単一の分子の電気抵抗を計測する手法です。単分子計測
は、単一分子を直接検出できるためにDNAなどの幅広い生体分子の新規計測手法
として期待されています。 
しかし、これまで単分子計測は、平均的な電気抵抗のみが求められるのが一般的で
した。平均的な電気抵抗のみがわかるために複数の分子の識別能が低いことが生体
分子識別技術の実現への課題でした。 
小本祐貴助教、谷口正輝教授らの研究グ
ループは、機械学習（※３）を単分子計測の
解析に適用することにより、単一分子由来の
シグナルを高精度に識別することに取り組ん
でいます。本研究では従来のヒストグラム作
成による平均的な電気抵抗を求めず、機械
学習により溶液中の目的のDNA分子由来の
シグナルのみを抽出した後に、単一分子シグ
ナルを直接機械学習により分類することによ
り、電気抵抗が近く判別することが難しいシグ
ナルの高精度な識別を実現しました。機械
学習適用による単分子識別能の向上及び目
的シグナル抽出の実現により、DNA修飾塩基
の検出やタンパク質を構成するアミノ酸や神
経伝達物質などの幅広い生体分子の新規
検出技術実現への応用が期待されます。 

今回の研究室見学では実験装置の見学を行います。 
 

【用語解説】 
※1 ナノテクノロジー技術  

ナノメートル(1 nm = 10-9 m)スケールの構造を作製するための技術。本研究では
ナノメートル単位の微細な金属細線を描画するために、電子線を照射し微細な型を
形成する電子線リソグラフィー技術などを用いている。 

 



                         
  

 
図１ 

指の屈伸運動による大きな電気抵抗変化を観測 
 

 
※2 ナノギャップ  

1 nmスケールのギャップ。代表的な単分子計測手法のMechanically Controllable 
Break Junction(MCBJ)法では、金属細線が描画された弾性基板を押し曲げて、金属
細線を破断させて形成する。 

 
※3 機械学習  

与えられた学習データから分類や回帰のためのルールを導くための計算手法
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【発表３】 フレキシブルひずみセンサの感度を200倍に！ 
インフラ管理・微弱生体信号検知の実用化に大きく前進！ 
 

 現在産業に使われているフレキシブルひずみセンサの感度を示すゲージ率は２
です。本発明はゲージ率４００と世界最高性能の高感度性を持つフレキシブル
ひずみセンサの開発に成功しました。 

 今回発明したひずみ応答性に敏感な単結晶セラミック極薄膜をフレキシブル
シート上へ転写する技術は、世界でもほとんど進んでいませんでした。この転写
技術の構築がキーとなり世界最高性能のフレキシブルひずみセンサ開発に繋が
りました。 

 超高感度ひずみセンサは、従来測定が困難であったマイクロひずみ（１ｍの棒が
0.000001ｍの伸縮）の検出が可能となり、インフラ、ヘルスケア、医療など応用
範囲が拡がります。 

 

【概要】 
大阪大学産業科学研究

所の神吉輝夫准教授、遠
藤史也氏（基礎工学研究科
博士前期課程）はイタリア 
ジ ェ ノ バ 大 学 、 Daniele 
Marré（ダニエレ マレー）教
授 及 び CNR 所 属 の Luca 
Pellegrino（ルカ ペリグリー
ノ）博士、Nicola Manca（二コ
ラ マンカ）博士との共同研
究で世界最大のゲージ率
（ひずみの感度）４００以上を
示すフレキシブルひずみセ
ンサの開発に成功しました。
現在産業用途ではNi合金製のフレキシブルひずみセンサが多く使われており、ゲージ
率が２で一般的であまり大きくなく、信号増幅・ノイズ低減技術の進歩によって、高感
度化が達成されてきました。 

本フレキシブルセンサでは、信号増幅なしで微小ひずみの検知が可能になることか
ら、回路の小型化・省エネ化が可能になります。また、今後の研究の継続で、従来で
は難しかったマイクロひずみ（１ｍの棒が0.000001ｍの伸縮）の検出が可能となり、近
い将来、脈波やわずかな筋肉の動き、建物や橋などの微小経時変化を簡便な装置
で高精度に測定可能になると期待されます。 

本研究では、ひずみに敏感なセラミックス薄膜の単結晶化、基板からの剥離技
術、フレキシブルシート上への転写の３つすべての技術を確立することによって【研究
成果、Applied Physics Express 11, 085503 (2018)に掲載】、成し遂げました。 

当日は、指のわずかな屈伸を検出する実演を行う予定です。 
 

【研究の詳細】 
フレキシブルひずみセンサを用いてマイクロひずみを検知するためには、信号増

幅・ノイズ低減技術の進歩ではなく、ゲージ率を向上させた材料開発の課題がありま
した。 

神吉輝夫准教授、遠藤史也氏はイタリア ジェノバ大学、Daniele Marré教授及び



CNR所属のLuca Pellegrino博士、Nicola Manca博士との共同研究では、わずかなひ
ずみで大きく抵抗が変化する二酸化バナジウムというセラミックス材料に注目して、超
高感度なフレキシブルひずみセンサの開発を行ってきました。結晶方向でひずみの
高感度化が変化することから、二酸化バナジウムの単結晶化をおこない、さらに、基
板からの剥離技術、フレキシブルシート上への転写の３つすべての技術を確立するこ
とによって、今回の成果が得られました。 

【本研究成果が社会に与える影響（本研究成果の意義）】 
本研究成果では、信号増幅なしで微小ひずみの検知が可能になることから、回路

の小型化・省エネ化が可能になります。また、今後の研究の継続で、従来では難し
かったマイクロひずみ（１ｍの棒が0.000001ｍの伸縮）の検出が可能となり、近い将
来、脈波やわずかな筋肉の動き、建物や橋などの微小経時変化を簡便な装置で高
精度に測定可能になると期待されます。 

【研究者のコメント】 
ひずみゲージ率の高感度化のポイントは、VO2材料の単結晶化であり、一番苦労

した点でもありました。 
フレキシブルシート上へのセラミック転写技術の応用範囲は広く、高温超伝導体や

磁性体にも展開でき、基礎研究・応用研究の方法が一変する手法でもあります。今
後様々なセラミック材料のフレキシブルシート上への応用展開を期待しております。 

【特記事項】 
本研究成果の技術構築については、2018年7月13日に日本学術論文誌

「Applied Physics Express 11, 085503 (2018)」（オンライン）に掲載されています。 
タイトル：“Formation of single-crystal VO2 thin films on MgO(110) substrates

using ultrathin TiO2 buffer layers” 
著者名：Yoshiyuki Higuchi, Teruo Kanki and Hidekazu Tanaka 

なお、本研究は、JSPS二国間交流事業（日―伊）の研究の一環として、ジェノバ大
学、Damiele Marré教授及びCNR所属のLuca Pellegrino博士、Nicola Manca博士の
協力を得て行われました。 




