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Abstract 
To detect various kinds of saccharides with high sensitivity, mono-, di-, and nucleotide saccharides were 

detected using a phenylboronic acid (PBA)-coated gate field effect transistor. As a result of that, the gate voltage 
changed in response to sugar concentrations, and the affinity of PBA were different among some kinds of sugars 
at the higher concentration, although they were similar among them at the lower concentration. 
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1. はじめに 

糖は全ての生物における栄養、代謝そして免疫といった

生命活動において重要な役割を果たす物質である。例えば

グルコース、フルクトース、そしてガラクトースをはじめ

とした糖は体内での代謝経路の最終分解生成物となる。そ

れゆえ、体内の糖濃度を制御することは栄養学的な立場か

らも糖尿病のような診断医療においても重要である。さら

に、多様な糖が連なった多糖類は分子内および分子間シグ

ナル伝達や細胞認識において近年糖鎖工学の分野において

重要な役割を果たしていることが知られている。そして、

食品工学分野においても天然糖だけでなく、食の安全およ

び健康志向といった観点から人工甘味料が多く使用されて

きている。また、イノシン酸のような旨味成分の一種であ

るヌクレオチド糖の濃度は食品の品質と密接な関係がある

ことが明らかになっている。このような背景から、様々な

糖の高感度検出法が医療診断、食品工学、生化学分野にお

いて求められている。 
現在、グルコースセンサ、糖度計、K 値測定など従来の

サッカライドセンサは、酵素的、電気化学的、クロマトグ

ラフィーなどの手法を中心に開発が進んできた。その中で

も、酵素法によるグルコースセンサは最も代表的なもので

あり血液や尿中などの生体液中においても特異的に糖と結

合して検出できるという利点がある。しかしながら、グル

コースオキシダーゼの酸化還元反応においては中間体を必

要とすることや、酵素の安定性、そして感度限界といった

点に改良の余地がある。これらのことから、非酵素的なサ

ッカライドセンサの開発が分析技術として進んできた。 
その中で、フェニルボロン酸(phenylboronic acid, PBA)

およびその誘導体が酵素法サッカライドセンサに代わりバ

イオセンシングシステムに応用されてきた。PBA は可逆的
にサッカライドやポリオールと結合するため、その反応を

吸光法、蛍光、円偏光二色性、そして光学的手法により検

出可能である。PBAは図 1 に示したようにサッカライドの
ジオール結合を基に平衡が成り立っている。ホウ素原子は

電子を欠いた非イオン状態からジオール化合物とエステル

結合することでマイナス電荷を帯びた電子リッチな状態へ

と変化する。PBA とジオールの平衡反応を利用したグルコ
ース検出に関する報告は多く報告されており、グルコース

以外の糖の検出例も数件報告されている。Springsteen と
Wang(2002)は PBA と様々な糖との結合定数を、ジオール
基を有する蛍光色素 Arizarin Red Sとの基質競合による反
応系において求めた(1)。 
電界効果トランジスタ(field effect transistor, FET)を用

いたバイオセンサは非標識かつ迅速なイオンおよび生体分

子の電荷を定量的に検出することが可能である(2), (3)。FET
は生体分子の微量の電荷変化をゲート電極表面における電

圧変化として増幅させることから、高感度バイオセンサと

しての応用が期待されている。そこで本研究においては金

ゲート電極表面に 4-メルカプトフェニルボロン酸自己組織
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図 2 PBAゲート FET模式図(A) 
および様々な糖の化学構造(B)  

Fig. 2.  Schematic illustration of PBA gated FET 
structure for sugar recognition (A), and chemical structures 
of saccharides used in this study (B). 

 
図 3 金ゲート電極表面の AFM解析図 

(A) 金電極(B)MPBA-SAMを結合した金電極 
(上：表面の 2D凹凸マッピング。下：断面の凹凸高さ)  

Fig. 3.  AFM analysis of surface on Au gate electrode. 
(A) Au electrode (control). (B) MPBA-SAM/Au gate 
electrode. (upper: 2D mapping of Au electrode surface. 
below: cross section height of Au electrode.) 

 

図 1 PBAとジオールの平衡  
Fig. 1.  The equilibrium of interaction between PBA and 
diol compound. 

化膜(MPBA-SAM)を金/チオール結合により形成し、それを
糖認識素子としてフェニルボロン酸ゲート FET(PBA-FET)
を作製した(図 2A)。それを用いて単糖、二糖、そしてヌク
レオチド糖といった様々な種類および構造の異なる糖に対

する基本特性を明らかにすることを目的とした(図 2B)。 
 

 

2. フェニルボロン酸ゲート電界効果トランジス
タの基本特性 

〈2･1〉 金ゲート電極表面への PBA-SAM 形成 金ゲー
ト電極上に糖認識素子であるフェニルボロン酸を形成する

ため、1 mM MPBA/エタノール溶液に金電極を一晩浸漬さ
せた。浸漬後の金電極をエタノールと水で洗浄後、

PBA-SAMの評価を水接触角測定、そして AFMを用いて行
った。まず、金電極表面の水接触角を測定したところ、金

のみの接触角が86.5 ± 1.1 ˚であったのに対して、PBA-SAM
形成後は 54.8 ± 0.6 ˚に変化しており、PBA-SAM処理によ
り金電極表面が親水化していることが明らかとなった。次

に、AFMにより、金電極表面上に形成した PBA-SAM膜の
厚みを測定した。コントロールに用いた金表面のAFM像(図

3A)と比較して、MPBA-SAMを結合した金表面は 2Dマッ
ピングにおいて凹凸がみられた (図 3B)。さらに、横断面の
高さを図 3 下に示したが、金が±3Å 程度であったのに対し
て、MPBA-SAM/金の表面高さは±10Å程度と凹凸が大きく
なっていることが明らかとなった。さらに、ピークの間隔

も金表面とは異なっていた。水接触角および AFMの解析結
果より、金電極表面に PBA-SAM 膜が高密度に形成されて

いることが明らかとなり、これを糖認識素子として FETに
おけるゲート電極として用いて様々な糖のアフィニティを

ゲート表面電位変化として確かめた。 
〈2･2〉 フェニルボロン酸ゲート電界効果トランジスタ

の様々な糖に対する基本特性  金表面にチオールとの化

学的な結合により形成した PBA-SAM をゲート電極に用い

て図 2Aのような FETバイオセンサを作製した。PBA-SAM
ゲートFETバイオセンサを用いてPBS緩衝液(pH 7.4)中で
のPBAと糖のジオール結合についてゲート表面電位の経時
変化を測定した。本研究においては単糖としてグルコース、

ガラクトース、フルクトース、そしてマンノースを、二糖

として、スクロースおよびラクトースを、そしてヌクレオ

チド糖としてリボースおよび 2-デオキシリボースをそれぞ
れ糖濃度 50 µMから 40 mMまで段階的に増加させるよう
滴下していき、FET におけるゲート表面電位 VG変化をリ

アルタイムモニタリングにより観察した。図 4 にグルコー
スおよびフルクトースの糖濃度を段階的増加させて滴下し

たときのゲート表面電位変化を示した。どちらの糖におい

ても 50 µMから 20 mMの濃度範囲において糖添加ごとに
～10 mV程度の負方向へのゲート電圧変化が観察された。
これは、糖濃度の増加によってフェニルボロン酸と単糖の

ジオールがエステル結合によってホウ素原子が負電荷を帯

び (図 1 における状態 1 から状態 4)、ゲートチャネルにお
ける電子が減少し、ドレイン電流一定下でのゲート電圧 VG

が低下したことによるものと考えられた。また、40 mM以
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図 4 糖濃度に応じた FETゲート表面電位変化の 
リアルタイムモニタリング 

(黒色：グルコース。灰色：フルクトース。)  
Fig. 4.  Real-time monitoring of FET gate surface 
potential changes by addition of each concentration of 
saccharides. (black: glucose, grey: fructose) 

 
表 1 ゲート表面電位変化量と糖濃度のアフィニティ近似

直線の傾きおよび相関関数 
Table 1.  Slope and correlation coefficient (R2) 

based on approximate formula for potential 
response in the range of lower or higher sugar 

concentrations. 
Sugar concentration range of approximate 

formula 

50 uM-2 mM 2 mM-20 mM saccharide 

Slope 
value 

R2 
Slope 
value 

R2 

Glucose 8.38 0.993 8.51 0.997 
Galactose 8.00 0.970 10.58 0.998 
Fructose 7.58 0.970 22.43 0.984 
Mannose 6.41 0.982 20.65 0.983 
Sucrose 7.77 0.965 26.23 0.984 
Lactose 9.33 0.971 41.93 0.967 
Ribose 7.55 0.989 20.65 0.991 

2-deoxyribose 6.25 0.990 41.06 0.964 

 
 

上の高濃度になるとどちらの糖においても正方向へのゲー

ト電位変化が観察された。これは、フェニルボロン酸とジ

オール結合する基質である糖濃度が高くなることでフェニ

ルボロン酸とジオール結合の平衡が移動し(図 1 における状
態 4 から状態 1 もしくは状態 3)、負電荷を帯びたホウ素原
子が減少することにより、ドレイン電流一定下においてゲ

ート電圧が上昇したものであると推測された。フェニルボ

ロン酸と糖の反応において糖基質濃度が高くなることによ

る同様の現象はこれまでに確認されている(4)。 

また、FETバイオセンサのゲート電極における表面ポテン
シャル電位よりチャージを帯びたイオンの電荷数を求める

ことができる。グルコース分子と PBA-金電極のインタラク
ションをじかに電気信号に変換できると仮定し、PBA 分子
とグルコース分子の結合による表面ポテンシャル電位変化

をΔVFET、ΔQglu-PBAをデキストラン膜の単位面積当たりの電

荷、Ci を単位面積当たりのゲート電極のキャパシタンスと

すると、(1)の式が成り立つ。 
ΔVFET = ΔQglu-PBA/Ci        (1) 
PBA とグルコースの結合によるゲート電位変化を 10 

mV(ΔVFET = 10 mV)、FETのキャパシタンス Ci = 4.3x10-4 
F/m2 とすると、金電極上のグルコース-PBA 結合後の電荷
増分は 3.5x10-7 C/m2と算出され、これよりグルコース-PBA
のジオール結合数は 5.6x108 charges/cm2と計算できる。 
次に、それぞれの種類の糖に対して、糖濃度とゲート電

極変化量を測定し、濃度依存性を解析した。糖の基質は、

単糖として、グルコース、そしてグルコースのエピマーで

あるガラクトース、フルクトース、マンノースを用いた。

ま た 、 二 糖 と し て ス ク ロ ー ス

(β-fructofuranosyl-(2→1)-α-glucopyranoside)およびラクトー
ス(β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucopyranoside)を、そしてヌ
クレオチド糖として五炭糖であるリボースおよび 2-デオキ
シリボースを用いてゲート電位変化量の経時変化を求め、

50 µM から 20 mMの糖濃度に対するゲート表面電位変化
量の片対数プロットを取り、決定関数 R2が最大となるよう

に直線近似した。表 1 に各糖の近似直線の傾きと決定関数
R2を示した。その結果、糖濃度 2 mMを境に近似直線の傾
きは大きく異なった。各々の糖において 50 µM から 2 mM
までは近似直線の傾きは 6.41-8.38 と似通った値を示した
のに対して、2から 20 mMにおいては明らかな差異が認め
られた。 
まず本実験において供した 4種類の単糖について比較し

てみると、50 µMから 2 mMにおいてはほぼ同様の傾きを
示した。一方、グルコースおよびガラクトースのアフィニ

ティは 2 mM よりも高濃度になってもほとんど変化はなか
ったのに対して、フルクトースおよびマンノースのアフィ

ニティは 2 mMを境に 2 mMまでの傾きと比較して約 3倍
程度上昇した。このことは、単糖の種類によって糖濃度 2 
mM以上の範囲において金ゲート電極界面に存在する PBA
とのアフィニティが糖の構造によって異なることを示唆す

るものと考えられた。これまでの報告において、グルコー

スよりもフルクトースのPBAとのアフィニティが高い理由
として 1, 2-cis-ジオール構造を有するフルクトースの方が
ピラノース環に垂直な方向に結合する水素原子による立体

障害を受けることなくジオール結合が可能になることが述

べられている(4)。フルクトース炭素の 1 位と 2 位、マンノ
ース炭素の2位と3位が cis-ジオール構造をとっていること
から、二つの単糖が 2 mM以上の濃度範囲において PBAと
の高いアフィニティを示した要因の一つと考えられた。図 5
に MPBA、β-グルコース、そしてβ-マンノースの立体構造
および各ヒドロキシル基間の距離を示した。グルコースと

マンノースの構造の差異は C2 炭素におけるヒドロキシル
基の立体配置のみであるが、1, 2-cis-ジオールの距離は 1, 
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図 5  MPBAと単糖の 3次元構造図 

((A): MPBA, (B):グルコース, (C): マンノース)  
Fig. 5.  3D structures of MPBA and mono-saccharides. 
((A): MPBA, (B): glucose, (C): mannose) 

3-cis-ジオール の距離と比較して、PBA の二つのヒドロキ
シル基の距離により近いことがわかる。また、C1に位置す
るアノマー炭素もPBAとのアフィニティに大きく影響する
と考えられた。水溶液中においてグルコースおよびガラク

トースは C1 位のヒドロキシル基は主にβ型を取るため、

C1-C3 においてシス体を形成する構造が大部分を占め、残
りがα型として 1, 2- cisジオール構造をとる。一方で、マン
ノースはα型でもβ型でも C2-C3 において cis ジオール構造
を有し、加えて水溶液中で一部β型を取ることによって

C1-C2においても cisジオール構造が形成される。また、フ
ルクトースはC1-C2において1, 2-cisジオール構造がケトー
スとして存在し、また、水溶液中において大部分はβ-フルク
トピラノースで一部がβ-フルクトフラノースという平衡状
態にある。いずれの構造にしても PBAはフルクトースの 1, 
2-cis-ジオールと優先的に結合すると推測された。これらの
ことがフルクトースおよびマンノースがグルコースおよび

ガラクトースと比較して高いPBAとのアフィニティを示し
た要因であると考えられた。 

次に、二糖としてスクロースおよびラクトースの PBA
に対するアフィニティを解析した。二糖においても50 µM-2 
mM でのアフィニティはスクロースが 7.77、ラクトースが
9.33 であったのに対して、2 mM 以上の高濃度においては
26.2 および 41.9 であった。ラクトースの PBA とのアフィ
ニティがスクロースよりも大きかった理由として、ラクト

ース分子のグルコースユニットは、反応性の高いアルデヒ

ド炭素である C1 炭素がガラクトースとのグリコシド結合
に関与せず、還元末端として残っていることで C2炭素とジ
オール構造を形成できることが一つの要因であると考えら

れた。 
最後にヌクレオチド糖としてリボースと 2-デオキシリ

ボースの PBAに対するアフィニティを解析した。ヌクレオ
チド糖も同様に 50 µM～2 mMまではリボースが 7.55、デ
オキシリボースが 6.25と似通った値をとったのに対して、
2 mM以上になるとアフィニティはどちらも大きくなり、リ
ボースが 20.6、デオキシリボースが 41.1であった。2-デオ
キシリボースはリボースと比較して C2 位のヒドロキシル
基を欠いているにもかかわらず高濃度においてアフィニテ

ィが高い結果を示した。これは 2-デオキシリボースは水溶
液中において 2-デオキシリボピラノース構造を主な異性体
として存在することが明らかとなっており、C3 と C4 位に
おいてシス体を形成するためPBAと結合しやすい構造にな
っていると考えられた。以上の結果から、本研究における

PBA-FET を用いて単糖、二糖のように、DNA、RNA、そ
して ATPのようなヌクレオチド物質も高感度に検出できる
可能性が示唆された。 
以上の結果より、本研究において用いた PBA-FETにより、
様々な種類の糖を 50 µM～という高感度に検出することが
できた。これは、既存のグルコースセンサと比較しても最

も低濃度で検出できた例に匹敵するものであり、機能膜を

ゲート表面に修飾するなど新規デバイスとしての可能性が

示唆された。また、この PBA-FET は様々な種類の糖を糖
の種類に関わらず電気化学的に高感度に検出できることか

ら、多種多様な糖が連なる糖鎖に関する研究に役立つと思

われる。よって、今後 PBA-FET が微生物センサや糖鎖セ
ンサとして医薬への応用につながっていくものと考える。 
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