
ポスドク研究員 ニキル・バーラ
Postdoctoral Scholar Nikhil Bhalla

高感度ナノチップとポータブルバイオセンサー機器
Highly Sensitive Nano Chips and Portable Biosensor Instrument 

沖縄科学技術大学院大学 マイクロ・バイオ・ナノ流体ユニット
Micro/Bio/Nanofluidics Unit



本研究グループの紹介
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主要な技術要素
Major focus:

• マイクロ流体技術
Microfluidics

沖縄科学技術大学院大学
Okinawa Institute of Science and Technology 
Okinawa, Japan

マイクロ・バイオ・ナノ流体ユニット
Micro/Bio/Nanofluidics Unit

流体力学，バイオテクノロジー
工学，化学，材料科学の融合領域

Biotechnology, Fluid Dynamics, Engineering, 
Chemistry, Material Science, …
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“プラズモン市場は、6億2820万ドル（2015)から13億万ドル（2025)へ成長の見込み” 
- Future Market Insight調査（2018）より

“The market of plasmonics will grow from US$628.2 million in 2015 to US$1.3 billion by the end of 2025.” - Future 
market insights, 2018

マーケットのニーズ Business Needs

1. ポータブルな装置 Portable instruments 
2. ポイント・オブ・ケア診断 Point of care diagnostics

3. 高感度、特異性、生体適合性のバイオチップSensitive, selective and biocompatible biochips

ナノプラズモンバイオチップをハイスループットで大きなサイズ・大量に製造する方法と、このバ
イオチップを使った手のひらサイズの測定器を開発
Currently, we have developed a high throughout, large scale nanoplasmonic biochip manufacturing process and a fist size
portable instrument to measure response from the biochips.

プラズモンの研究 － 金属ナノ構造の表面や界面で励起する表面プラズモンの現象を研究
Plasmonics studies phenomena associated with surface plasmons—which are excitations bound to surfaces and 
interfaces of metal nanostructures.

背景
Motivation



3

従来技術：LSPRチップ加工
Current technologies: LSPR chip fabrication

化学合成
Chemical synthesis

ナノ粒子リソグラフィ
Nanosphere lithography

従来技術の弱点 Limitations of current nanofabrication processes

• 手間がかかる
• 高いコスト
• 限られたスループット
• 生体適合性なし
• 長期保存不可
• 低いプラズモン感度

eビームリソグラフィ
e-beam lithography

Laborious
Costly
Limited throughput 
Bio-incompatible
Poor shelf life
Low plasmonic sensitivity 
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既存の測定器の弱点
Limitation of current instrumentation

• 部品を組み合わせてカスタム測定器を製作 (1)
Customized instrumentation developed 
using discrete components (1)

• 市販のLSPR機器 （取り扱いメーカーが少ない
NanoSPR, Lamdagen） (2) 
Few companies such as NanoSPR, 
Lamdagen have developed LSPR 
instrumentation (2) 

• 大きなベンチトップ型( ≥ 5-10 kg) 
Bulky ( ≥ 5-10 kg) and benchtop type

• 費用が高い (≥ 15,000 USD)
Cost inefficient (≥ 15,000 USD)

• ポイント・オブ・ケアへの応用困難
Not suitable for point of care 
applications

• ワイヤレス測定に非対応
Electronics not compatible for wireless 
read of the signals

従来技術：測定器
Current technologies: Instrumentation
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金のナノアイランド
Au nanoislands (NI)

ガラス基板
Glass substrates 金（Au）を蒸着

Deposit gold (Au) 
~ 4 nm

金膜をアニーリング
～3.5時間

Anneal Au film 
For ~ 3.5 hrs

金の膜
Au film 

(NM)

SF6で反応性イオンエッチング
Reactive ion 

etching  in SF6

Bhalla et al.  Advanced Biosystems 2 (4), 1700258 2018

本技術：ナノプラズモン・バイオチップの製作方法
Fabrication Process of Our Nanoplasmonic Biochip

金

ナノマッシュルーム

ガラス（SiO２）

柱状のナノ構造、マッシュルーム型によりLSPR感度が上がった
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プラズモン・ナノマッシュルーム・バイオチップ
Plasmonic nanomushroom biochips

用途に応じたバイオチップの
カスタム製作可能

The nanomushrooms fabrication on  a substrate can 
be engineered in a customized manner to develop 

application specific biochip

500 nm

マッシュルーム型の
金属絶縁ナノ構造

Metal insulator mushroom like nanostructures

A. スライドガラス型 Glass slide                        C. マルチウェル型 Multi-welled biochip 
B. マルチプレックス型 Multiplexed biochip          D. マイクロ流路型 Microfluidic biochip

A B C D

本技術：ナノプラズモン・バイオチップの製作方法
Fabrication Process of Our Nanoplasmonic Biochip
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Detection of IgG (LOD~66zM) using microcontact printed antibodies

Fibroblast cells

Bacterial Biofilms

タンパク結合アッセイ
Protein binding assays

Prokaryotic cell assays DNA assays
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Au

indicates polymerase 
movement along template

addition of 
polymerase and 

dNTP
addition of primer

Bhalla et al.  ACS Applied Materials & Interfaces 10 (1), 219-226 2018
Bhalla et al.  Advanced Biosystems 2 (4), 1700258 2018
Funari et al. ACS sensors 3 (8), 1499-1509 2018

ナノマッシュルーム・バイオチップの用途例
Applications of NM biochips 

原核細胞アッセイ
Prokaryotic cell assays
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Bhalla et al.  ACS Applied Materials & Interfaces 10 (1), 219-226 2018
Bhalla et al.  Advanced Biosystems 2 (4), 1700258 2018
Funari et al. ACS sensors 3 (8), 1499-1509 2018

ナノプラズモン・バイオチップの用途例
Applications of nanoplasmonic biochips

用途
APPLICATION

方法・検体例
EXAMPLE METHOD OR MATERIAL

タンパク結合アッセイ
Protein binding assays

ミクロ接触プリントの抗体を使ったIgG 
(LOD~66zM)の検出

Detection of IgG (LOD~66zM) using 
microcontact printed antibodies

原核細胞アッセイ
Prokaryotic cell assays

細菌性バイオフィルム
Bacterial Biofilms

真核細胞アッセイ
Eukaryotic cell assays

線維芽細胞
Fibroblast cells

DNAアッセイ
DNA assays

ポリメラーゼとdNTPの追加、
テンプレートに沿ってポリメラーゼが移動
Addition of primer, polymerase and dNTP
polymerase movement along template
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ナノプラズモン測定器
Nanoplasmonic Instrumentation
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装置コスト Cost of Instrument ~250 USD

バイオチップコスト Cost of Biochips ~ 1 USD

装置重量 Weight of Instrument 50 g

装置寸法 Size of Instrument
length×width×height

~5×5×5 (cm3)

バイオチップ安定性（環境ノイズ、湿度、温度）
Biochip stability (against environmental 

noise, humidity, temperature)

安定化まで１分以内（即時測定）High stability of chips 
with less than 1 min required for stability 

(instant measurement of analyte)

バイオチップ感度 Biochip sensitivity 80 nm/RIU
LOD: 100 zM

ワイヤレス機能 Wireless Functionalities
(Wifi, bluetooth)

有り
Yes

リモート操作 Remote control 有り（データベース管理システム有）
Yes (with database management system)

用途 Applications バイオアッセイ（細胞やバクテリアの長期バイオアッセイ）
化学分析

Bioassays (including long term cells and bacteria 
bioassays)

Chemical analysis

バイオチップと測定器の特徴
Features of Our Biochip/Instrument technology

(チップ1枚当たり Per Chip)
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分子結合測定 General binding studies

抗原ー抗体反応 Antibody-antigen interactions

免疫測定 Immunoassays

ポイント・オブ・ケア診断 Point of care diagnostics

水質評価 Water quality assessment

環境モニタリング機器 Environment monitoring devices

医療外来機器 Medical ambulatory devices

リアルタイム分析 Real-time analysis

インターネットセンサー技術（IoT）Internet of sensing 
technologies (IoT)

事業化・用途例
Commercial Opportunities



発明の名称 ：ナノプラズモン機器、材料、方法およびシステムインテグレーション

原題「Nanoplasmonic Instrumentation, Materials, Method and System  

Integration」
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出願人 ：沖縄科学技術大学院大学（単独）
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特許
Patent



沖縄科学技術大学院大学（OIST）

技術移転セクション

TEL     ： 098-966-8937

FAX ： 098-982-3424

E-mail   :  tls@oist.jp    .
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お問い合わせ先
Contact


