
1

液中計測可能な
高感度超微小質量計

筑波大学 システム情報系 知能機能工学域

教授 藪野 浩司

産業技術総合研究所 工学計測標準研究部門

主任研究員 山本 泰之

産業技術総合研究所 集積マイクロシステム研究センター

副研究センター長 松本 壮平



2

Benefit : マイクロレゾネータ（マイクロ・ナノセンシングにおける

基本デバイス）の高機能・高性能化を実現し、ナノバイオセン
シングなどの検出感度を飛躍的に高めます。

Difference：従来とは原理的に全く異なるレゾネータの発振法

の開発により、測定環境の粘性を完全に相殺することにより、
検出感度の飛躍的な向上を実現しました。

ASK：超微小質量計測から分子認識・分子相互作用・分子構
造変化などの計測へ展開します(産業界との連携を模索）。

ナノグラム以下の超微小質量を
対称とした質量計測
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最先端微細化技術非線形振動理論

筑波大・産総研のシナジー効果と今後

異分野の研究者が連携して飛躍的に
検出速度・感度が向上するマイクロ・ナノセンシング技術を構築

筑波大 産総研

ナノバイオセンシング分野をはじめ幅広く、微小質量計測分野へ応用展開

マイクロ連成レゾネータの作成・評価

さらなる検出速度向上への期待

Q値無限大のレゾネータを実現

さらなる検出感度向上への期待
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注目すべきナノスケール質量計測法として2015年に

アメリカ物理学協会から全世界に向けてプレスリリース
https://publishing.aip.org/publishing/journal-highlights/measuring-mass-molecules-nano-scale

Endo, D. , Yabuno, H., Higashino, K., Yamamoto, Y. and Matsumoto, S., Appl. Phys. Lett. 106, 
223105(2015).

未知の計測領域へ

全く新しい発想・原理による超微小質量計測法

(1)高粘性液中での微小質量計測を可能

(2)質量変化のリアルタイム計測が可能

(3)計測感度を格段に向上（従来法の100倍近い感度）

2つの新機軸
(新機軸1) レゾネータに対する新しい励振法を提案

(新機軸2) 新形状のレゾネータを提案
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微小質量計測の想定される用途
基本的な物理量の一つである質量の新しい計測法

(測定環境を選ばない超微小質量計測法の提案）

• 大気中の微小粒子の定量的計測

• 匂いや味覚の定量的測定

• 分子汚染リアルタイムモニタリング

• 免疫反応計測

• DNAプローブハイブリタイゼーションによる分子認識

• ＤＮＡ伸長反応の時間追跡

• 気水海面における核酸塩基対の形成挙動観察

• 受容たんぱく質への物質吸着検知 など

そのほか例えば

例えばナノバイオセンシング分野では

• 病原性微生物計測

• 酵素反応リアルタイムモニタリング

• ホルモン・抗体などの高分子計測

• 免疫反応
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従来技術とその問題点

マイクロレゾネータを利用した微小質量計測法はすでに広く
提案されているが、

• 高真空環境実現のための大掛かりな周辺装置が必要

（粘性環境中（液中環境）での計測は困難）

• 計測感度の向上が不可能

（実効スケールに対する計測感度の向上が不可能）

等の問題により、応用範囲の拡大、精度向上は足踏み状態

本報告はこの状況をブレークスルーする新手法の提案

(ナノバイオテクノロジー分野等への応用展開が拓ける）
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利点(1)高粘性液中での微小質量計測を可能

利点(2)質量変化のリアルタイム計測を可能

（実現手段）加振法：強制加振（従来） 非線形自励発振

(新機軸１：新励振法)

利点(3) 計測感度を格段に向上(およそ100倍）

（実現手段）レゾネータ：シングル（従来） ダブル

(新機軸２：レゾネータの新形状)

提案手法の特徴と実現手段（従来法と根本的に異なる）

筑波大学と産総研の共同研究により、計測原理の提案から
微細加工技術による装置の実現と評価までを総合的に研究
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１．提案する発振法(新機軸１）

【レゾネーターを用いた質量測定の基本原理】

レゾネーターに測定試料を付加したときの

レゾネーターの振動特性の変化を検出し

質量計測を行う

レゾネーターの振動特性（振幅、周波数…）の何に注目するか？

通常：レゾネータの固有周波数(変動）に注目

（新機軸２では別の特性に注目）
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B. Ilic et al, J. Appl. Phys. 95 (2004)

レゾネーター（マイクロカンチレバー）

付加質量

付加質量 レゾネーターの固有周波数変化を生じる

固有周波数変化の計測精度 質量計測の精度を決定

固有周波数検出の方法が質量計測の精度を左右する
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発振法(従来法）

(a)粘性が小さい
（真空環境など）

(b) 粘性が大きい
（液中環境、超微細レゾネータなど）

Q値：大

固有周波数シフト：Df

Q値：小または存在しない

固有周波数シフトDf : ?

レゾネーターシステム

（自身の特性+測定環境（粘性））

Input: P sin 2pf t Output: a sin (2pf t+f)

高粘性環境下では共振不可能：固有周波数計測不可能
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発振法(提案法：新機軸１）

フィードバックにより粘性力を相殺

高粘性環境下でも共振(自励発振）：固有周波数計測可能

Q値：無限大を実現固有周波数

液中環境を疑似真空状態にできる

レゾネーターシステム

ポジティブ速度フィードバック：ＧＬ

非線形フィードバック：ＧＮ

レゾネーターを
非線形自励発振
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２．新形状のレゾネーター(新機軸２）

付加質量
500mm

試作した新形状レゾネーター（連成型ダブルカンチレバー）

連成型ダブルカンチレバー

(各カンチレバーの剛性：k)
オーバーハングの剛性

(モード連成を誘発: kc）
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B. Ilic et al, J. Appl. Phys. 95 (2004)
シングルカンチレバー（従来法）

ダブルカンチレバー（新方式）

質量付加による固有振動数の変動を
検出し微小質量計測

質量付加による固有モードの変動を
検出し微小質量計測

レゾネーターの固有モード特性に注目

レゾネータ―の固有振動数に注目
(前述）

レゾネータの固有モードに注目

固有振動数から固有モードへ
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二つのカンチレバーが互いにモード連成している様子

ダブルカンチレバー型レゾネーターの固有モード
(実験動画）

片側のカンチレバーに計測質量を付加し二つのカンチ
レバーの振動モード（振幅比）の変化から質量計測

提案する計測法
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質量検出感度（従来法との比較）

計測質量（付加質量）Δmを

検出感度：

ダブルカンチレバーのモード(振幅比）の変化cから測定

検出感度：

検出感度は向上できない

モード連成効果 を下げれば理論上
検出感度はいくらでも向上

シングルカンチレバーの固有周波数変動Δωから測定

従来法：

提案法（新形状のレゾネーター）：

モード連成効果：
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ダブルカンチレバーのモード(振幅比）の変化cから測定

検出感度：

モード連成効果 を下げれば理論上
検出感度はいくらでも向上

提案法（新形状のレゾネーター）：

カンチレバーの振幅比 ・質量なしのとき１：１
・質量付加時に１：１から１：ｃへずれる

モード連成効果 を下げればｃを大きくできる

Spletzer et al., Appl. Phys. Lett. 88, 254102 (2006)
Yabuno et al., Appl. Phys. Lett. 103, 063104 (2013).

数学的な証明は
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液中環境でも疑似的真空環境を実現できる
新機軸１（新発振法）を利用可能

新発振法(新機軸１）により新形状のレゾネータ(新機
軸２）を共振させて、質量検出を行う

装置全体図

深堀エッチング加工技術による
ダブルマイクロカンチレバーと測定質量

測定環境の粘性に左右されない高精度な振幅比計測法
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３．実証データの紹介

問題点：
粘性環境中ではスプリアスが
多く固有周波数の測定不可能

固有周波数で発振するた
め固有周波数の測定容易

強制加振 自励発振

新発振法(新機軸１）の有効性の検証

従来法の発振法による液中実験結果 新発振法による液中実験結果
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空気中での質量測定結果

既知の質量を持つマイクロビーズの
質量測定結果

横軸：公称値、縦軸：実験値
（傾き1の直線上に実験プロットが乗
れば正確な測定ができたことになる）

×は実験結果

エラーバーはマイクロビーズの公称値
の標準偏差による

1855pgの微小質量を最大誤差4.9%で計測

Endo, D.  Yabuno, H., Higashino, K.,  
Yamamoto, Y.  and Matsumoto, S.,
Appl. Phys. Lett, 106, 223105 (2015).

･質量：Δm = 1855 pg

付加質量（測定対象）

･ポリスチレンマイクロビーズ

･密度：1.05 g/cm3

･粒径：15 μm ･標準偏差：1.5 μm
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従来法との比較（まとめ）
従来法

真空装置 高精度計測には不可欠 不要
液中観察 基本的に不可能 容易

液中観察における精度 ＮＡ 高精度
リアルアイム計測 可能 可能（より高速）

計測感度
（測定器出力の変化率）

/(測定質量変化率）
１/2程度(*１)(*2) １/2程度(*１) 数十倍以上(*3)

計測感度の向上 不可能(*4) 不可能(*4) 可能(*5)

ピコg以下の
超微小質量計測

レゾネータの超微細化が
必要(*6)

レゾネータの超微細化が
必要(*6)

レゾネータの超微細化は
必ずしも必要ない(*7)

提案法（新しい発振法を使って連成ダブルカンチレバーを励振）
新しい発振法（新機軸１）

非線形自励発振
新形状のレゾネータ（新機軸２）

連成ダブルカンチレバー
カンチレバーの数：シングル
励振法：主として強制加振

備考
(*1) カンチレバー型レゾネータを用いた場合：｛(固有周波数変化量）/(基本固有周波数）｝/{(測定付加質量/レゾネータの質量)}≒-1/2

(*2)  QCM(水晶振動子マイクロバランス法）：上記の値は≒１０-4  で感度は極めて低い
(*3)  連成ダブルカンチレバー：連成効果を弱くすればするほど計測感度は理論上高くできる（現状では40倍の計測感度を実験で確認済み）
(*4)  カンチレバー型レゾネータは固有周波数と質量との関係から感度約1/2で固定、ＱＣＭの感度も水晶の密度と剛性率により上記の値に
固定
(*5)  ダブルカンチレバーの連成効果をさらに弱くすることにより、理論上感度はいくらでも増加可能
(*6)  超微小質量の計測にはレゾネータの微細化による軽量化が必要、ＱＣＭの場合は超微小質量計測は不可能
(*7)  (*5)で述べたように高感度化が可能であるので、超微細化によるレゾネータの軽量化は必ずしも必要ではない

参考: 従来法に比べて提案手法の製作コストの増加は1万円以下である（基本的にレゾネータを変換するだけでよく、シン
グルカンチレバーが数千円であり、ダブルカンチレバーはその倍の価格で製作可能ため）
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４．応用例

先天的染色体異常の診断，細胞の癌化の早期発見 etc

ＤＮＡ修飾

たとえば：ＤＮＡ解析

：チオール基修飾1本鎖ＤＮＡ ：2本鎖ＤＮＡ

S-Au結合 DNA同士の結合

質量はすべての物質の基本量であるので、幅広い応用が考えられる
と思います。各方面の企業の型に幅広い応用・用途にお使いいただけ
ればと考えています。
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５．今後の方向性（産学連携）

• カンチレバーの変位計測の簡便化
• 測定試料に応じた微小質量吸着法の検討
• ユーザビリティーの向上

計測法の有利性に関する、理論的な検証と
研究室レベルでの実験的な検証は完了

製品化に向けて

産学連携

• 質量計測を基礎とする物性計測装置として、幅広
い分野で製品化されることを望んでいます
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お問い合わせ先

筑波大学大学

国際産学連携本部

産学連携リサーチ・アドミニストレーター

竹内 洋生

ＴＥＬ０２９－８５９－１４９７

ＦＡＸ０２９－８５９－１６９３

e-mail takeuchi.yosei.fb@un.tsukuba.ac.jp


