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Abstract  

Proteins are inherently dynamic molecules that undergo structural fluctuations and dynamic interaction with 

other molecules over a wide range of timescales, from femtoseconds to milliseconds and longer. Protein motions 

often play an important biological role in the assembly of protein complexes, ligand binding and enzymatic 

reactions. Therefore, understanding the dynamic behavior of a protein is fundamental for gaining insights into its 

biological function. The atomic force microscope (AFM) is capable of directly visualizing unstained biological 

samples in liquids at nanometer resolution. Since the invention, biologists have hoped that its unique capability 

would allow seeing dynamic behavior of protein molecules at work. However, the imaging speed was limited to 

a time scale of several tens of seconds to minutes, and hence, it cannot trace the fast dynamic processes 

progressing with the sample. Over the past decade, various efforts have been directed toward increasing the 

imaging rate of AFM. The most advanced high-speed AFM can now capture images at 30-60 ms/frame over a 

scan range of ~250 nm with ~100 scan lines. Importantly, the tip-sample interaction force has been greatly 

reduced without sacrificing the imaging rate, so that weak dynamic interactions between biological 

macromolecules are not disturbed significantly. Here, we first overview the technological advances towards fast 

and low invasive imaging. Then, we demonstrate the application of high-speed AFM to the observation of 

dynamic processes of biomolecules, focusing on a light-driven proton pump, bacteriorhodopsin. 

 

Keywords: Atomic Force Microscopy, Protein, Dynamics, Bacteriorhodopsin 

 

1. はじめに 

タンパク質や核酸といった生体高分子は液中環境

下で、自己集合や構造変換といった様々な動的現象

を介してその生理的機能を発現している。従って、

生体分子が機能を発現するメカニズムに関する知見

を得るためには、一分子スケールでの構造あるいは

集合ダイナミクスを追跡できる顕微鏡技術が非常に

有効であると考えられる。原子間力顕微鏡(AFM)は

液中環境下でナノスケールの構造を可視化できる数

尐ないツールの一つであり、これまでにタンパク質、

有機分子膜、高分子などの様々な材料の表面構造解

析に適用され、ナノサイエンスの強力なツールであ

ることが示されてきた。しかしながら、通常の AFM

では１画像を得るのに分オーダーの時間が必要であ

り、動的過程はもちろん基板に強く吸着した試料し

か観察できなかった。 

プローブ顕微鏡は一般にラスター走査により画像

を取得するので、イメージング速度はX方向の走査

速度とY方向の走査線数で決まる。このため、強固

な試料系に対しては、音叉の振動を利用した試料ス
*Corresponding author. Address: 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, 
Tokyo 113-8656, Japan. Tel.: +81-3-123-4567; Fax: 
+81-3-123-4568. E-mail: author1@mbox.test.u-tokyo.ac.jp 
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Abstract  

To overcome several difficulties in construction of 3-dimensional (3D) complex tissues by conventional tissue 

engineering approaches, we have been addressing a challenging study of reconstruction of such 3D complex 

tissues using printing technologies. Then, we have developed a custom-made 3D bioprinter applying inkjet 

technique, in order to control cellular positions in 3D structures, directly. In our technique, inkjet head, which 

can be moved 3-dimentionally with programmed motion, ejects gel precursor into gel reactant solution, where 

inkjet droplets gel and fuse at once. This gelation technique has made it possible to fabricate 3D hydrogel 

structures through layer by layer fabrication approach by inkjet technique. As living cells and several 

biomaterials can be added into the gel precursor, 3D hydrogel structures containing such living materials can be 

fabricated, directly. To date, we have reported several 3D structures including sheets, tubes, 3D lattice and 3D 

honeycomb structures. We found this fabrication approach of 3D lamination printing has a good potential to 

construct 3D designed complex structure with multi-types of cells and matrices. For further development of such 

biofabrication technology, engineering of micro-fabrication technology and soft material technology will play 

big roles. And the process of incubation fabricated cell containing 3D structures to develop functional tissues is 

needed to be developed. We call this process ―bio-processing‖. We have just started to examine. It can be said 

that the ages of ―Bioprinting, Biofabrication and Bioprocessing‖ has come. 

 

Keywords: Bioprinting, Biofabrication, Bioprocessing, tissue engineering, inkjet 

 

 

1. はじめに 

医療の進歩は、新しい技術が生まれてそれが臨床に

導入されて一気に進む。例えば、レントゲンによる X

線の発見に始まり、CT スキャン、超音波診断装置、

MRI などの発明と導入により、診断技術は一気に進ん

だ。治療技術では、ペニシリンをはじめとする抗生物

質、さまざまな抗がん剤などの薬剤の発明と導入によ

り、内科治療は進歩してきた。最近では、これまで 1

週間近く熱が続いていたインフルエンザ感染症が抗

ウイルス剤の服用で翌日には熱が下がるという、つい

10 年前までのインフルエンザ臨床からは夢のような

時代になっている。外科治療では、外傷を縫合する外

科治療から、人工心肺の発明により心臓手術ができる

ようになり、また、移植医療や人工臓器の開発によっ

て、これまで助からなかった重症臓器不全患者も助け

*Corresponding author. Address:3190 Gofuku, Toyama, 
Toyama 930-8555, Japan. Tel/Fax.: +81-76-445-6884; 
E-mail: maknaka@eng.u-toyama.ac.jp 
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Dynamic Microarray with a Dielectrophoretic Function  
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Abstract  

This paper describes a method for the selective trapping of different kinds of microparticles in a 

microarray. By adding dielectrophoresis (DEP) function into a previously developed dynamic 

microarray device, we successfully change the flow stream of a particle by DEP force and control 

“trapping” or “bypassing” operations selectively. Using this device, we demonstrate trapping of 100 

μm-sized multi colored polystyrene (PS) particles in a microarray. This device will be useful in 

various types of microarray applications where the sorting or trapping of microparticles is needed. 

 

Keywords: Dynamic Microarray; Dielectorophoresis, Beads-based Microfluidic devices 

 

1. はじめに 

細胞研究や創薬スクリーニングにおいて, 細胞程

度の大きさの粒子を固定, アレイ化し, 継続的に観察

できる実験系が期待されている. これまでに, 筆者ら

のグループではマイクロ流体技術を用いて, 粒子を

トラップし, アレイ化するダイナミックマイクロア

レイを報告した [1-2]. このシステムは, トラップ流

とバイパス流の２層の流れを持つ流路からなり, 粒

子の中心がトラップ流に沿って流れる場合はトラッ

プスポットに粒子が捕捉され, バイパス流に沿う場

合は,トラップスポットに粒子は捕捉されずに通過す

る (Fig.1(a)). このデザインの場合, トラップ流とバ

イパス流の流量比は, 溶液の粘性や流速に依存せず, 

流路の長さや幅などによって幾何学的に決定される. 

すべての粒子がトラップ流に沿うように流路を設計

すれば[1], 効率的にアレイ化ができるため, 同種の

粒子を高速に配置する場合に用いられてきた. 一方

で, デザインの性質上, 異なる種類の粒子を任意の順

に並べ, アレイ化することができないという課題が

あった.すなわち, 個々の粒子を選別して, 選択的に

トラップ流やバイパス流に沿わせる機構がないため, 

任意の順でアレイ化することは難しかった． 

これまで粒子や細胞をハンドリングし, または, 選

別する方法として誘電泳動 (Dielectrophoresis; DEP) 

法は盛んに利用されている [3-11]. この方法では, 空

間内に不均一電場をかけることで, 粒子や溶液を分

極させ, 粒子が力を受ける.また, 粒子や溶液の性質

または周波数により , 電場勾配の大きい方向 

(positive-DEP; p-DEP) や小さい方向  (negative-DEP; 

n-DEP) に粒子は力を受ける.  

そこで本研究では, 従来のダイナミックマイクロ

アレイデバイスに誘電泳動の機能を追加し, 異なる

種類の粒子を選択的にトラップする手法を提案する. 

具体的には, n-DEP の性質を示すポリスチレン (PS) 

粒子を能動的にトラップ流またはバイパス流にシフ

トさせることで異種粒子を選択的にアレイ化する方

法を検討する.  

報文 

*Corresponding author. Address: 4-6-1 Komaba, 

Meguro-ku, Tokyo 153-8505, Japan. Tel.: 
+81-3-5452-6650; Fax: +81-3-5452-6649. E-mail: 
takeuchi@iis.u-tokyo.ac.jp 
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1
Diagnostics Research Laboratories, Wako Pure Chemical Industries 

2
 Diagnostics Business Developments Department, Wako Pure Chemical Industries 

3
Mountain View R & D Center, Wako Pure Chemical Industries 

 

Abstract 

We have developed a fully automated microfluidic immunoassay system, μTASWako i30, by employing 

disposable plastic microfluidic chips and a new assay method called Liquid-phase Binding Assay - Electrokinetic 

Analyte Transport Assay (LBA-EATA).  The key assay components of this method are the fluorescent 

dye-labeled antibody for Laser-Induced Fluorescence (LIF) detection and the DNA-coupled antibody.  DNA is 

a highly negatively charged molecule; therefore, the DNA-coupled antibody and its immunocomplex migrate 

faster in electrophoresis.  The Immunocomplex is formed in the microfluidic channel by transporting the 

DNA-coupled antibody though the antigen containing sample zone of the microfluidic channels by ITP 

(isotachophoresis).  When the immunocomplex is formed, B/F separation is carried out simultaneously in the 

same channel segment because the lower migration speed of the free fluorescence-antibody prevents it’s stacking 

during ITP.  The immunocomplex is further concentrated by ITP into a narrow band and separated from noise 

constitutes by Capillary Gel Electrophoresis (CGE). This results in a sharper peak, higher assay sensitivity 

(Limit of Detection of 1.4 pM), and shorter assay time (total assay time TAT is 9 min) for the AFP-L3 assay.  

LCA -reactive AFP isoform, AFP-L3, a known tumor marker for hepatocellular carcinoma, is separated from 

non-LCA-reactive AFP molecule, AFP-L1, by Lectin affinity electrophoresis in the separation channel.  This 

fully automated immunoassay system provides good reproducibility (CV= 0.7～1.5%), and throughput is about 

25 tests/hour.  

 

Keywords: Lab-on-a-chip, microTAS, tumor marker, immunoassay 

 

1. はじめに 

 近年，数センチ角のガラスやプラスチック基板上に

作製された微細な流路上で，種々の反応や分離・分析

を行うマイクロトータルアナリシスシステム（μTAS）

の開発が盛んに行われている。すでに，DNA，RNA，

タンパク質を測定するシステムが開発され，実用化さ

れている。この技術は，サンプルや試薬の微量化，測

定時間の短縮，装置の小型化といった利点から，臨床

検査の分野でも注目を集めており，免疫分野への応用

が期待されている[1-4]。 

我々は，特にμTAS 上のキャピラリーゲル電気泳動

（CGE）が高い理論段数で分離分析できることに注目

した。これは，我々が Liquid-phase Binding Assay（LBA

法）[5]という抗原抗体反応を液相で行い，形成した免

疫複合体をカラムで分離する方法を開発しており，カ

ラム分離をμTAS 上の CGE に切り替えることで迅速

な新規免疫測定方法を開発できると考えたからである。 

一般的なイムノアッセイは，測定対象物に対する抗

体を固相化した素材（ビーズ，微粒子）により測定対

*Corresponding author. Address: 6-1, Takada-cho, 
Amagasaki, Hyogo 661-0963, Japan. 

Tel.: +81-6-6499-9109; Fax: +81-6-6499-1524. 
E-mail:kurosawa.tatsuo@wako-chem.co.jp 
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THINK HYBRID 

―東京大学生産技術研究所・竹内昌治研究室訪問― 

村上裕二（広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所） 

 

 

１．研究室立ち上げ以前  

 竹内昌治先生（写真１）は東京出身の甲府育ち。大

学で東京に出てきて産業機械工学科に進学。B4 から

MEMS 界の大御所、三浦・下山研究室に配属された。

ピカイチの授業をなさる三浦先生と魅力的な研究テー

マの下山先生にあこがれ、機械系ながら厳密には別学

科の研究室に無理を言って入り込んだらしい。そこで

のテーマは昆虫規範型ロボット。しかしそれまでの昆

虫に似せてロボットを作るアプローチから昆虫そのも

のを機械で制御するアプローチへの転換を卒論生なが

ら自ら提案し、了解をとり、本当に作ってみせた。名

前を呼ぶのもはばかられるので便宜上この昆虫を G

と呼ぼう。卒論では G の足 2 本をとってきてその足で

回路を引っ張りながらトコトコ歩き、遠目にはコオロ

ギに見えるハイブリッドアクチュエーターを開発した。

切り離した G の足が動き続けるのにも限度があるの

で修論、D 論では G に小さな回路を背負わせて個体制

御する方向に移し、見事ある程度の制御に成功。

MEMS の研究室なのに、研究室の MEMS 技術を学ん

だのは、ようやくこのインターフェースづくりになっ

てかららしい。この成果はロボローチと呼ばれ、フラ

ンスの雑誌１面を飾ったと見せていただいた（写真２）。

（とはいうものの、小心者の私には直視できないので

撮影後すぐにひっくり返させていただきました。すみ

ません。） 

一旦この研究は現在のテーマから外しているらしい

が、この発想は DARPA 系研究者らにより蛾やカブト

ムシに回路を埋め込んで無線制御する仕事に受け継が

れている。2009 年の Time 誌が選ぶ発明 50 選にその

カブトムシ（ISMM2009 最後の口頭発表だった佐藤博

士研究員の研究です）が入りましたよと伝えてみると

「続けていればなぁ」と笑って受け流した。 

学位取得後ポスドクを経て、公募で現職に着任。藤

田先生の学生指導を手伝いながら研究の基盤を整えて

いる途中、文科省の在外研究員の枠を得て留学。当初

から「アメリカに行きたかった」らしいが、選んだ先

は大御所中の大御所 GM Whitesides 先生のところ。

2004.3 月までの 10 カ月の有意義な研究の後、遠隔で

の学生指導には無理があると留学期間を切り上げて帰

国した。 

 

２．所属と予算 

 さて、外から見ると現在の所属もわかりにくい。恥

ずかしながら筆者は、藤田研の准教授なのだろうか、

何か違うようにも見えるけれど、と気になっていた。

生産研は教員の独立性が高く、研究の中身は各教員の

責任で動いている。あくまでも独立した研究室。しか

し教員間で協調した活動も活発で、装置の貸し借り、

μTAS2009 の最中に本号誌面計画のメールが流

れた。指名ではなかったものの「研究室訪問」の担

当は順番からいって私だ。関係者が揃っているうち

に一気に話をまとめようかと現地で30-40歳台の日

本人参加者に「読んでみたい訪問先」を個別に聞い

て回ってみたところ、だれに聞いても１，２件の候

補に挙げた訪問先が竹内研究室だった。選択肢とし

て当たり前すぎるし、ネタが豊富すぎて担当者とし

ては避けたかったのだが、聞けば聞くほど同じ答え

が返ってくるのでややあきらめて、その場で竹内先

生と訪問日を打ち合わせ、12 月 4 日午前のお時間

をいただくこととなった。 

ところがいつも 9時か 9時半には来るので当初予

定で 10 時に訪問としたのに、竹内先生から数日前

になって開始時刻変更要請があり開始時刻を遅ら

せることに。その後もいろいろ紆余曲折の末、10

時半から 12 時までの 1 時間半矢継ぎ早のインタビ

ュー。終了後、先生は講義に、私は栗林研究員の案

内による実験室見学となった。聞けば保育園に通う

お子様のご予定がらみとのこと。共稼ぎで、パパも

大変らしい。 

写真１ インタビューで説明中の竹内先生 

研究室訪問 
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共同実験室の運営のほか、LIMMS、CIRMM、NAMIS、

BEANS などの連携組織があり、シンポジウム開催や

予算どりなどで名前を連ねている。さらに竹内先生は

生産研という枠を飛び出して神奈川科学技術アカデミ

ー(KAST)のポストも併任(2009.4 から 4 年間)。すでに

終了した特定研究予算で野地先生らと膜タンパク質関

連研究を進めながら研究室を整備して、現在は KAST

予算の他、CREST や、農水のホルスタインを黒毛和

牛にするプロジェクトといった予算で動いている。 

 

３．THINK HYBRID 

 竹内研究室の発表を見たことがある人ならおそらく

目にした人も多いだろう「THINK HYBRID」（図３）

という言葉について聞いてみた。実は生産研着任後す

ぐにドメイン  (http://www.hybrid.iis.u-tokyo.ac.jp/)

取得を済ませるくらい「ハイブリッド」は最初からの

重要キーワードらしい。確かに卒論テーマがそもそも

ハイブリッドだ。帰国後研究室ウェブサイトを作ると

きにしっかりしたロゴを作ろうという話になり、でき

あがったロゴだそうだ。ただ、今の日本で単にハイブ

リッドというとトヨタのプリウスが連想されてしまう

ので、機械系の教員が掲げる看板としてちょっと紛ら

わしい状態になっているのが気がかりらしい。 

 

４．学生の教育 

 いやらしい言い方をすれば、融合領域に浸るとどっ

ちつかずの器用貧乏で、広くて浅い、結局使い物にな

らない何でも屋になりかねない。「いや、基礎は大切で

すよ」と切り返してきた。機械系学生には機械系らし

く四力（よんりき；機械力学・熱力学・流体力学・材

料力学）をきちっと勉強させることは重視しているら

しい。学生に与えた課題を解決させていき、締め切り

を守らせることで学生を縛る。ご当人の意識では学生

に対して厳しいらしい。この、厳しい、の意味は、聞

いて回った状況から判断すると、おそらく怖いという

意味ではなく、要求水準が高いという意味のようだ。

挫折にめげない課題解決能力の高い人材を育成したい。

そのために忙しい中でも学生との対話時間は十分とっ

ていくのが基本方針。そういった教育を通じて「人生

観がギアチェンジすればいい」というのが理想だそう

だ。学生自身よって発明、発見し、ディスカッション

を通じてよりよいものにしていく。 

たとえば東大の機械で熱流体の大御所、笠木・鈴木

研究室から来た学生の Tan くんには、まずこの分野の

重要テーマ、アレイ化についてあるべき形を語った。

すると彼は流体力学の知識を活かして配置という現象

自体が配置のための流れをとめるスイッチとなる方式

を考案し、協議、検討の末、今でいうところの Dynamic 

Microarray ができあがった。こういう成果の源泉につ

いて、おれがおれがという研究者が多い中、遠慮なく

学生を持ち上げるおおらかさが竹内先生にはある。 

 

５．体系化へ 

 μTAS2009 を見ると、液滴や細胞研究が大流行。竹

内研究室はその領域を牽引するポジションにあり、多

くの口頭発表、複数のポスター賞受賞などにその勢い

が見られる。他グループの発表を見ると、一端、流路

中のある構造までたどり着いた液滴や細胞によって流

れが変えられて、その後いくつかのステップが誘起さ

れるというアイデアが複数のグループから提案されて

きた。外部からは連続流のみの取り扱いでよく、１種

類の構造材料でできあがった流路形状の特徴だけで受

 
写真２ 竹内先生が学生時代に開発した昆虫とのハイ

ブリッドアクチュエーターが表紙を飾ったフランス

の雑誌。諸事情により、写真は cheminas 編集側でモ

ザイク処理しました。 

 
図３ 研究室ロゴ 
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動的に複雑な流れを形成できる。最終的な生産や利用

時に有効な手法だ。言いようによっては Dynamic 

Microarray の発展形だろう。「今はつまみ食い的な研

究で役に立たないように見えるかもしれないが、将来

的には学問として体系化していきたい。それについて

は楽観視している。」とのこと。確かに、世の中がそち

らに向いて動き始めているようにも見える。 

 

６．時間の使い方 

 さて、多くの肩書きを持ち、いろいろな予算に責任

を果たしているところからすれば、ずいぶん多忙なは

ず。朝、お子さんを保育園に送ってから出勤。昼間は

ほとんど人と会う時間に割き、夜に書き物を進めるの

で帰り時間はまちまち、という研究生活。趣味は子育

て程度になってしまっているが、それでも近くに住む

親の協力があってなんとか成り立っている状況らしい。

それでも学生とは週 1 のミーティングを欠かさない。 

そのミーティングスペースが特徴的だ。教員部屋の

半分がを使って、そこに大画面テレビがあり、それを

スクリーンとしてディスカッションを進める（写真４）。

「部屋が明るいから、学生が寝ないんですよ。」なるほ

ど。合理的。尐し離れた KAST とはさらにテレビ会議

システムを組んで活用中のご様子。 

 

７．研究テーマ 

 研究テーマについて伺った。Dynamic Microarray

は先ほどのとおりで、別途進めている細胞、ゲルビー

ズ、リポソームなどとあわせて創薬ツールなどにつな

げていきたいとのこと。脂質膜ネタについては、生研

に同期で来た野地先生（東工大で F1-ATPase という

膜タンパク質について研究していた。現、阪大産研教

授）と何かやろうということで膜デバイスを作るよう

になったらしい。単に膜を作るところから始め、最近

は膜タンパク質を入れて多尐の機能を確認できるとこ

ろまで到達。シンポジウムや国際会議で優秀発表賞を

とったり、Anal. Chem.誌の表紙を飾ったりと、注目

度は高い。KASTでの研究テーマとして今後とも推進。

現在でも野地研とは「膜張りまっせ」なる勉強会を共

催して交流を継続中。 

膜技術はいつか人工細胞につなげたいらしい。細胞

については創薬に向けた世間にありがちなテーマより

も、生命理解に向けたボトムアップ的、あるは機能を

そぎ落としたものに興味があるらしく、あるいは自律

的に動くマイクロマシンとして MEMS の部品に仕上

げたいという興味。機械屋に扱いづらい細胞を、扱い

ようのある部品に組み上げるという発想で見れば、ゲ

ルビーズネタや細胞人形、折り紙ネタが何を目指して

いるのかわかりやすいだろう。ここで CM。｢細胞を創

る｣研究会(http://jscsr.org/)の副会長を務める竹内先

生。次回の年次研究会を生研で開催。芸術家や生命倫

理を考える人など、構成メンバーが大変広範囲なこと

が特徴。とりあえず入会は無料！詳しくは web で。 

さて、よその研究会はさておき Cheminas との今後

の関わりについて聞いてみた。20 回研究会＠金沢はい

らっしゃらなかったですよね。μTAS2009 直後という

日程が厳しかったらしい。THINK HYBRID、異分野

融合を掲げる竹内先生にとって、化学や生物の話を聞

ける貴重で刺激的な場なので、今後とも Cheminas で

も発表していきたいというお話だった。ただ、まだ知

名度が低いし、メンバーが固定されてしまうのは幅広

い出会いを求める意味ではおもしろみに欠けるので、

もう尐し幅広く人やネタが集まればなぁという感想も

お持ちのご様子。 

 

８．研究環境 

 研究室を見学させていただいた。こぢんまりとした

スペースに学生・研究生の居室を中心に、先生の部屋、

加工部屋（写真５）、計測部屋（写真６）などがつなが

っている。大きな予算が終了する程度には歴史がある

はずなのに、使ってない装置が場所を占拠という事態

がほとんどない。顕微鏡の数がやたら多い。パリレン

蒸着装置、マスクレス露光装置、光造形装置あたりが

目玉装置で、これらの装置が実際よく活用されている

のは普段の発表からわかる。別フロアに藤田研、藤井

研らと共同使用の実験室があり、そこにも顕微鏡が並

んでいた。このほか、別建物に BEANS プロジェクト

の実験室があり、KAST にも研究スペースがある。 

研究室メンバーの方にもお話を伺った。インタビュ

 
写真４ ミーティングスペースで大画面テレビを使っ

て細胞の部品化を説明してくれている様子。 
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ーした話はおおよそ本当のことのようだ。大型予算を

動かしている研究室の若者と話を始めるとボスの悪口

大会になることが多いのだが、そういう話にはならな

い。むしろ何人かはベタ褒めするくらいだ。 

９．雑感 お会いすると日頃から明るい。偉ぶること

なく話を進めてくれる。プレゼンには意外なおもしろ

みを加えてある。前向きでアイデアが豊富だ。学生時

代からの友人に聞くと、性格がいいから共同研究なん

かの進め方がうまいんだろうね、という評価。インタ

ビューの間、産業への落としどころが見えにくいなど

の自嘲気味なコメントが何度か出てきたが、いくつか

のテーマでは、ずいぶんと産業と結びつきそうなとこ

ろまで持って行ってある。テーマがつまみ食い的とい

うものの、幅広いテーマがシナジー効果を出しながら、

無駄がないというよりむしろ効果的に進められている。

そういえば奥様とは高校時代から付き合っていたとか。

信じた道を突き進み、確実に成し遂げる姿勢がそんな

ところにも現れている。 

こんな分野なのだから、基準や枠組みは後からつい

てくればいいだけかもしれない。これからもポスター

が枠からはみ出る程度でなく、竹内先生流に一般人の

予想を超えた斜め上からの展開をこの研究会にもこの

研究分野にも仕掛けてきてくれそうだ。 

 

 
写真５ デバイス製作用エリアのほぼ全景。それほど

多くの装置があるのではない。 

 
写真６ 計測部屋の一例。どこも何かがついた顕微

鏡が並んでいる。 
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ISMM2009 及び第 20 回化学とマイクロ・ナノシステム研究会（金沢） 

鈴木正康*、高村 禅** 

*富山大学、**北陸先端科学技術大学院大学 

 

2009 年 11 月 7 日（土）から 11 月 9 日（月）

まで、金沢市の金沢エクセルホテル東急と石川四

高記念交流館において International Symposium on 

Microchemistry and Microsystems (ISMM2009)と第

20 回化学とマイクロ・ナノシステム研究会(20th 

Cheminas)が、JAIST Nanotech- nology Symposium 

2009 (NT2009)との共催で行われた。北陸地区で

は初めての開催である。理事の先生方にご相談す

るうちに、―本会設立 10 周年なので Micro TAS 

2009 と続けて外国の方をたくさんお呼びして盛

大にやったらどうか‖ということになり例年より

一ヶ月ほど早い開催となった。しかし結果的には、

会期を早めたことで好天に恵まれ（晩秋から初冬

の北陸は荒天である）、急に進んだ紅葉と冬の味

覚も解禁されたばかりというこれ以上ない絶好

のタイミングで皆様をお迎えできたことは大変

良かった。本会会員がほとんどいない北陸での開

催ということで参加者数が懸念されたが、合計参

加者 257 名と非常に盛況であった。発表の方もポ

スター発表 123 件といつもと変わらぬ多数の申

し込みを頂き、招待講演 17 件と併せて大変充実

した 3 日間となった。 

ISMM2009 は７日午後から始まり、大塚会長の

開会挨拶の後、University of North Carolina の

J.M.Ramsey 先生に‖Structural analysis of individual 

DNA molecules using nanofluidic devices‖と題する

大変示唆に富んだ特別講演をいただいた。 

引き続いて、一般招待講演が行われた。今回は

10 周年記念ということで 15 名（基調講演の 2 名

を含む）の海外研究者をお招きした。短い準備期

間でこれだけすばらしい先生方をお迎えするこ

とができ、ご尽力いただいた ISMM2009 プログ

ラム委員の先生方、演者をご推薦いただいた理事

の先生方に深く感謝いたします。紙数の関係でお

名前しか挙げられないが、Korea 大学の S.-H.Lee

先生、Dalian Institute of Chemical Physics の B.Lin

先生、National Tsing Hua University の F.-G.Tseng

先生、Nanyang Technological University の A.-Q.Liu

先 生 、 Huazhong University of Science and 

Technology の B.-F.Liu 先生、Sogang University の

K.-S.Yun 先生の 6 名にご講演いただいた。いずれ

もアジアを代表する第一線の先生方ばかりで質

疑を含めて 20 分と言う短い時間で豊富な研究成

果をお話いただくことになり申し訳なかった。 

その後、会場をホテルから歩いて５分ほどの石

川四高記念交流館に移し、ポスターセッションが

行われた。旧制四高の重厚なレンガ造りの建物の

中で行われたポスター発表はいつもとはまた違

った雰囲気を味わっていただけたと思う。ISMM

の 24 件に、共催の NT2009 の 20 件を加え、大変

活発な議論が終了時刻まで続いた。 

 翌日も朝早くから一般招待講演が行われた。

Seoul National University の S.Kwon 先生、K.-Y.Suh

先生、T.D.Chung 先生、Auburn University の

J.W.Hong 先生、KAIST の J.-K.Park 先生、Hanyang 

University の S.Song 先生、UC Berkley の H.Sato

先生の 7 名に最新の研究成果を伺った。 

午後からは 20th Cheminas が始まり、オープニ

ングセレモニーの後、次期 ISMM 開催地である

Hong Kong University of Science and Technology の

I.-M.Hsing 先 生 に ‖Nanotechnology and 

electrochemistry for the development of bioanalytical 

microsystem‖と題して特別講演をいただいた。な

おこの特別講演は ISMM2009 と 20th Cheminas の

合同プログラムとして行われた。講演に加え、

ISMM2010 の案内があった。 

引き続いて 10 周年特別企画として、本会設立

にご尽力いただいた、東京大学の藤田博之先生、

北森武彦先生、早稲田大学の庄子習一先生、名古

屋大学の馬場嘉信先生から本会設立時の経緯な

どをお話しいただいた。古くからの会員には懐か

しく、学生会員には本会への関心が高まる良い機

会となったのではないかと思う。また最後に本会

の運営に当初からご尽力いただいている事務局

の藤貫様と小川様に感謝の気持ちを込めて記念

品をお贈りした。 

 フラッシュプレゼンテーションの後、会場を石

川四高記念交流館に移し 20th Cheminas 前半のポ

スターセッションが行われた。 

 最終日は特別講演 2 件で幕を開けた。金沢大学

の内橋貴之先生には「高速 AFM イメージング技

術で視る生体分子の機能動態」と題してタンパク

学会報告 
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質のダイナミックな動きを見せていただき、富山

大学の中村真人先生には「プリンティング技術に

よる生体組織の再構築へのチャレンジ」と題して

細胞のインクジェットプリンティング技術を紹

介いただいた。いずれも最新の研究成果に参加者

の関心も高く熱心な議論が行われた。 

 そしてフラッシュプレゼンテーションのあと、

石川四高記念交流館で後半のポスターセッショ

ンが行われた。 

 最後はホテルでアワードセレモニーが行われ、

20th Cheminas の優秀ポスター賞が審査委員長の

広島大学・村上裕二先生より発表され、千葉大

院・菅谷沙里氏、東北大院・猪股直生氏、東京電

機大・宮下三佳氏、東北大院・横井丈誌氏の 4

氏が受賞された。最後に 21st Cheminas の案内が

実行委員長の東京大学・高井まどか先生よりあり、

再会を期して会は終了した。 

 

懇親会 

懇親会は、8 日の 18～20 時まで金沢エクセル

ホテル東急で行われた。海外からお呼びした招待

講演者の先生方にも多数ご参加いただけたこと

もあり大変国際色豊かな会となった。会長挨拶の

後、北陸先端大の佐々木伸太郎先生、石川県から

村上清史先生のスピーチ、庄子習一先生に乾杯の

音頭をいただいた。今回は 10 周年記念大会と言

うことで、日本舞踊も披露された。美しい舞をご

披露いただいた宗家藤間流藤間勘孔（小杉優佳さ

ん）は現地実行委員会事務局の小杉さんのお嬢様

で、英語でご挨拶までいただき会場は大いに盛り

上がった。引き続き海外のゲストからもスピーチ

いただいた後、21st Cheminas について実行委員

長の東京大学・高井先生から会場、日程などを紹

介いただいた。終盤、ISMM2009 と NT2009 の優

秀ポスター賞の発表もあり、東京大学の A. 

Smirnova 氏、北陸先端大の S.Yajima 氏がそれぞ

れ受賞された。最後に北森先生から閉めの言葉を

いただいた。料理の方も、カニや新鮮な魚、金沢

の伝統料理に加え、寿司や麺、地酒のコーナーも

あり、時間いっぱいまで歓談が続いた。 

 

最後に、開催にあたり、直前の御願いにも関わ

らず、国内外から参加していただき、ご講演をい

ただいた 17 名の先生方に感謝いたします。また

実施にあたっては大塚会長をはじめ、事務局の藤

貫様、小川様には多くのご支援・ご協力をいただ

きました。また北陸先端科学技術大学院大学、石

川県、金沢市から多大なご援助をいただきました

ことを心から感謝いたします。さらに未曽有の厳

しい経済状況の中、15 の企業様から色々な形で

ご協力いただき厚く御礼申し上げます。最後に、

会場の準備、会場係としてご尽力いただいた実行

委員会のスタッフ、研究室の学生の皆様に感謝し

ます。 
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