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電気化学センサ・バイオ燃料電池による
ウェアラブルバイオセンシング技術
Wearable Biosensing Technology Using Electrochemical Sensors and Biofuel Cells

四反田 功 辻村清也

汗，尿，涙，唾液などの体液を用いた非侵襲的なウェアラブルバイオセンシングの研究が注目を集めている．将来的に
ウェアラブルバイオセンシング技術は，日常時の健康状態の管理や遠隔医療診断において十分な情報を提供できる．ま
た，ウェアラブルバイオセンシングの新たな電源として，バイオ燃料電池技術が大きな関心を集めている．本稿では，酵
素を電極触媒として用いた電気化学バイオセンサ，バイオ燃料電池及び自己駆動式バイオセンシングシステムについて概
説する．
キーワード：電気化学センサ，バイオセンサ，バイオ燃料電池，ウェアラブルデバイス

1．は じ め に

世界はいま，少子高齢化や地方の過疎化，環境問題，
エネルギー供給問題などの都市課題に直面している．こ
うした都市課題に対して，今まさに IoT（Internet of
Things），ロボット，人工知能（AI），ビッグデータと
いった技術開発を行うことにより課題解決に取り組んで
いる最中である．IoT 技術の導入により，インターネッ
ト経由でセンサと通信機能をもった‘もの’をつなげる
ことによって様々なデータを伝達することが可能にな
る．
このなかで，セルフヘルスケアや遠隔医療への応用に
向け，IoT を利用した介護医療用バイオセンシング技術
の開発に注目が集まっている．特に採血を行わない非侵
襲的な汗，尿，涙，唾液などの体液を用いたウェアラブ
ルバイオセンシングの研究が数多く進められてい
る(1)～(3)．ウェアラブルバイオセンシングとは，バイオ

センサ（詳細は後述）を直接肌に身に着けて，体内もし
くは体表面の生理活性物質を測定することをいう．将来
的にウェアラブルバイオセンシング技術は，日常時の健
康状態の管理や遠隔医療診断において十分な情報を提供
できると期待されている．一方で，この課題に取り組む
ときに常に課題となるのは，ウェアラブルバイオセンシ
ングシステムの電源の安定的な確保である．システムを
ありとあらゆるシチュエーションで使おうとする場合，
その周りに常に電源があるとは限らない．ウェアラブル
バイオセンシングシステムの開発においては，安全性や
製造コストとともに，新たな電源について検討する必要
がある．その新たな電源として，バイオ燃料電池
（BFC : Biofuel cell）が注目されている．
BFC は，生体触媒を電極触媒として使用する発電デ

バイスである（図 1）．BFC の生体触媒として酵素（酸
化還元酵素）を用いた場合は酵素型 BFC，微生物を用
いた場合は微生物型燃料電池と呼ばれている．本稿で
は，特に断りのない限り BFC は酵素型 BFC を指す．
詳細は後述するが，BFC を用いることで自己駆動式
ウェアラブルバイオセンシングシステムを作ることがで
きる．自己駆動式デバイスとは，体液中の有機化合物
（例えば汗中の乳酸や尿中の糖）を BFC の触媒である
酵素と反応させて電力を取り出し，この電力値と有機化
合物濃度の相関性から，体液中の有機化合物濃度を測定
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可能なものであり，電源とセンサの両方を兼ね備えてい
るものをいう．
筆者らは最近，バイオ燃料電池を搭載した自己駆動式
のウェアラブルバイオセンシングシステムを開発してき
た．本稿では，バイオセンサ及びバイオ燃料電池につい
ての基本概要を説明した後に，最近開発した自己駆動式
ウェアラブルバイオセンシングシステムについて紹介し
たい．

2．バイオセンサについて

2.1 バイオセンサの概論
バイオセンサは酵素などの生体関連物質と電気化学デ

バイスやエレクトロニクスデバイスを組み合わせたもの
であり，生体関連物質が持つ分子識別機能を利用して特
定の化学物質を選択的に計測するセンサである．筆者ら
が開発しているバイオセンサは電気化学センサに分類さ
れ，酸化還元反応（化学反応のうち，反応物から生成物
が生ずる過程において，原子やイオンあるいは化合物間
で電子の授受がある反応）を利用して対象物の酸化／還
元状態を電気信号に変換するセンサである．酵素は生体
内反応を円滑に進める触媒として機能しており，ある特

定の分子を識別する「基質特異性」，特定の反応のみを
選択的に進める「反応選択性」を有している（図 2）．
酵素反応と電極反応を結び付けた酵素電極反応（例え
ば，図 2のように電子を基質から受け取った酵素が，更
に電極に電子を受け渡す反応）は，糖類，アルコール
類，有機酸，アミン類あるいは酸素といった生体関連物
質の電気化学反応を非常に穏和な条件下で生じさせるこ
とができる．図 2 に示すように，電極では基質（グル
コース）が酵素（GOD）によって酸化されて生成物
（グルコノラクトン）になる．還元された酵素が電極上
で直接的に再酸化されれば，再び基質と反応することが
できる．この反応系を直接電子移動（DET）型酵素触
媒電極反応という(4), (5)．DET 型酵素反応は限られた酵
素と電極の組合せで起こることが知られている．図 3
に，酵素と電極との電子伝達機構を示した．基質と反応
した電子は酵素内を分子内電子移動し，界面電子移動反
応によって電極に受け渡される．
一方で，酵素分子内の電気化学反応に寄与する活性中

心は絶縁体のたん白質の殻や糖鎖に覆われているので，
電極との間での直接電子移動が行われない場合も多い．
この場合，低分子酸化還元分子を電子伝達物質（メディ
エータ，電極と酵素の間で電子をやりとりする化学物質
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図 1 バイオ燃料電池（BFC）の動作原理 例えば，アノードには触媒としてグルコースオキシダーゼ（GOD），
カソードにはビリルビンオキシダーゼ（BOD）を固定化する．アノードではグルコース（糖）が酸化され，カソー
ドでは酸素が還元される．これにより外部に電流が流れる．アノードでは酵素から電子を電極に直接伝達できない
ため，電子伝達物質（図中のOxと Red）が用いられる（詳細は後述）．

図 2 バイオセンサの動作原理 触媒としてグルコースオキシダーゼ（GOD）を固定す
ると，グルコース（糖）が選択的に酸化される．電流値と濃度の間に相関性があると，
選択的にグルコースを測ることができる．



のことを指す）として用いる．これをメディエータ型
（MET 型）酵素触媒電極反応と呼ぶ．バイオセンサは，
現在は日常的に自己の血糖値を監視する必要がある糖尿
病患者の自己血糖管理用の使い捨てセンサ（自己血糖測
定器）として利用されることが多い．

2.2 ウェアラブルバイオセンサに用いられる電極材
料について

DET 型の酵素反応においては，酸化還元部位が電極
近傍に存在しないと電子授受の速度が非常に遅くなる
（図 4(a)）．このため，酵素の配向性（どのような向き
で固定するか）が得られる電流密度に大きく影響する．
平らな電極を用いた場合，酵素の吸着状態によっては酵
素の持つ酸化還元部位と電極との距離が大きくなってし
まい，電子移動が起こりにくくなる．そのためなるべく
距離を小さくし，効率的に電子の移動を起こしやすくす
る必要がある．このための手段として，酵素と電極が点
接触するのではなく，図 4(b)のように多孔質炭素の細
孔に酵素が収まり，酵素と電極間の接触面積が大きくな
るように，酵素のサイズに合わせたメソ孔を形成するこ
とで高感度化が期待できる．
MET 型の反応では，平板電極を用いた場合に数層の

酵素層は反応することができDET反応よりも高い電流
値を得ることができるが，多くの場合，固定化されたメ
ディエータ間の電子移動反応が遅いために，酵素と電極
間の電子移動距離が短くなるように電極構造を制御する
ことが望ましい．このように，DET，METにかかわら
ず電極を多孔質かつ構造をナノレベルで制御することに
より酵素利用効率及び得られる電流値は向上する．
これまでに様々なナノ構造炭素材料や多孔質炭素材料

（表面及び内部に数 nm から数百 nm の孔を有する炭素
材料のことをいう）が酵素触媒酸化反応に適用されてき

た(4), (6), (7)が，生体埋込や生体に張り付けるウェアラブ
ル用途を考えると，炭素材料が生体へ及ぼす悪影響など
も考慮しなければならない．そこで，筆者らは，生体親
和性に優れ，かつ酵素触媒電極反応に適した多孔質炭素
材料の開発を進めてきた．
細孔サイズが制御可能な多孔質炭素材料として，筆者
らは東洋炭素から発売されている酸化マグネシウム
（MgO）を鋳型とする多孔質炭素（CNovel(注1)，以下
MgOC）を酵素電極に利用することを検討してき
た(8)～(11)．MgOC は一般に図 5 に示す方法で調製され
る．鋳型である結晶子サイズの整ったMgOと炭素前駆
体となるポリビニルアルコールを混合し，不活性ガス雰
囲気下で加熱し，炭素化する．これを希硫酸で洗浄する
ことで，鋳型のMgO が溶解し，細孔が形成される．細
孔間には連結孔が形成され，炭素材料の内側にある
MgO も洗い流されて，最終的なMgOC にはMgO は残
らない．MgOC の利点は，①安定した生産性とその低
い製造コスト，②鋳型であるMgOは炭素化において熱
的にも化学的にも安定である，③鋳型となるMgOの結
晶子サイズを制御することで細孔サイズが調整できる，
④鋳型の除去にはふっ酸のような強力な酸を利用しな
い，⑤回収した鋳型は再利用できる，という点である．
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図 3 直接電子移動型酵素触媒反応の反応模式図 基質との反
応に寄与する電子は分子内電子移動，界面電子移動過程によって
電極に伝わる．

図 4 多孔質炭素電極を用いた DET 型酵素反応の高効率化
DET 型酵素反応では(a)のように平板電極を用いると酵素が吸着
する向きによって電子移動が起こりづらい場合がある．(b)のよ
うに酵素サイズに適した細孔を持つ多孔質炭素で酵素を内包する
ことで電子移動が効率的に起こる．

(注 1) CNovel は商標．



工業的スケールで生産されている唯一の細孔サイズ制御
型の多孔質炭素材料である．

2.3 ウェアラブル乳酸バイオセンサについて
筆者らは，上述したMgOC を印刷し，乳酸酸化酵素
を固定化したウェアラブル乳酸バイオセンサを開発して
きた(10)．作製した酵素を修飾した電極と，生体適合性
の高い素材を用いたマイクロ流体デバイスを組み合わせ
ることで，汗中乳酸濃度を連続的にモニタリングでき
る．
ジョギングなど強度の軽い運動においては，体内では

細胞質における解糖系（グルコースを消費してエネル
ギーを生産）で生じたピルビン酸がミトコンドリアに入
り，そこでクエン酸回路・電子伝達系で酸素を消費しな
がら比較的遅い速度でエネルギー生産が行われる（有酸
素運動）．一方，400 メートル走など運動強度の高い状

態では，迅速にエネルギー生産を行う必要から主に速度
の大きな解糖系のみでエネルギー生産が行われる（無酸
素運動）．解糖系で生じたピルビン酸は無酸素運動下に
おいては乳酸に変換され，結果として多量の乳酸が生産
されて血中乳酸濃度が上昇することが知られている．そ
のためアスリートのトレーニング管理の目的で，運動前
後の血液を採取して乳酸濃度を測定し，有酸素運動と無
酸素運動の境となる乳酸性しきい値（無酸素性作業しき
い値）を測定して効果的なトレーニングプログラムを設
計することなどが行われている．また，血液中の乳酸濃
度と汗中の乳酸濃度の相関が最近知られるようになり，
汗を用いた非侵襲的な乳酸濃度測定の試みについても，
報告されてきた(12), (13)．
非侵襲的な乳酸濃度の測定のためには，長時間の装着

でも皮膚に刺激が少なく，かつ汗を測定部に効率的に集
め，更には運動の妨げにならない小形・軽量デバイスが
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図 6 長期間乳酸を安定に測定するためのウェアラブル乳酸バイオセンサ 乳酸酸化酵素を共有結合によって
MgO鋳型炭素内に固定した電気化学センサとなっている．メディエータは 1,2-ナフトキノンを用いた．

図 5 MgO鋳型炭素の製造スキーム MgOを鋳型として用いることで酵素反応に適した細孔を有する多孔質
炭素を調製できる．



求められていた．
そこで，MgOC に着目した新たな乳酸バイオセンサ

を作製した(14)（図 6）．乳酸バイオセンサに用いられる
乳酸酸化酵素（LOx）は MET 型の酵素である．このた
め，酵素とメディエータをMgOC に長期的に安定に固
定する必要がある．そこで，グリシジル基を持つポリ
マーを MgOC の表面でグラフト重合させたグラフト
MgOC（GMgOC）を作製し，共有結合により LOx を固
定化した（図 6）．
レドックスメディエータとして 1,2-ナフトキノンを

選択した．1,2-ナフトキノンは，多孔質炭素表面に吸
着固定し(9)，更に，固定化された LOx のために系外へ
の溶出も抑えることができる．
作製した三電極式乳酸センサ及び生体適合性の高いポ

リジメチルシロキサン（PDMS）を用いたマイクロ流体
デバイスそれぞれの設計・作製を行い，電気化学的測定
による評価を行った．乳酸濃度が 10 mM（M=mol
dm－3）までは乳酸濃度にほぼ比例した応答電流の増加
を示し，最大検出可能濃度は 50 mMであった．一般的
に有酸素運動時の汗中乳酸濃度は 4～25 mM，無酸素運
動時は 50～100 mM と報告されていることから，本研
究で開発したバイオセンサは有酸素運動と無酸素運動の
間での変化を検出するという目的を十分果たせる機能を
有する．

3．バイオ燃料電池について

3.1 バイオ燃料電池の動作原理
酵素触媒電極反応において，外部から電極電位を制御

して流れる電流値を測定するのがバイオセンサである．
一方で，バイオ燃料電池（BFC）では，酵素触媒電極
反応が自発的に進行するように両極で進行する電極反応
を組み合わせると，酵素触媒電極反応で生じる電流（電
力）を利用して発電し，外部の機器を駆動させることが
できる．
BFC はアノード（負極）側では糖やアルコールなど

の酸化反応，カソード（正極）側では酸素のなどの酸化
剤の還元反応が進むことで電池として駆動する．BFC
は，生体環境に近い温和な条件（中性付近の pH，常
温，大気圧）で，安定かつ安全な高エネルギー密度のエ
ネルギーキャリヤである有機物（特に糖，有機酸，アル
コール）から発電できるという利点がある．
BFC をウェアラブルデバイスの電源として使用する

利点は，比較的低コストで高い出力密度が得られること
である．酵素の高い基質選択性のおかげで，燃料に酸化
剤が共存していても発電効率は低下せず，BFC はア
ノードとカソードの燃料の間にセパレータがなくても発
電することができる．このため，酵素と電極から成るシ
ンプルな構造の BFC を製造することができる．BFC

は，環境負荷の低い部材で構成することができ，製造か
ら廃棄までのトータルコストは，従来のポータブル発電
機や蓄電装置に比べて低く抑えられる．酵素はたん白質
であるため，バイオエンジニアリングにより大量生産が
可能であり，レアメタルのように資源的な制約を受けな
い．
BFC は，前述したとおりに環境発電技術として非常

に有望視されており，IoT デバイスやセンサネットワー
ク向けの電源として期待されている．燃料として安定で
安全かつ高エネルギー密度なエネルギーキャリヤである
糖類（有機物）を用いた発電によって，センサの電源交
換・充電が不要になり，必要に応じて燃料を供給するだ
けで永続的に駆動させることも可能になると期待され
る．例えば，角砂糖（約 4 g）の燃焼のエネルギーは単
4乾電池 6本分のエネルギーに匹敵する．
アノードの酵素について，例えば，グルコースの 2電

子酸化を触媒する酵素としてグルコースオキシダーゼや
グルコース脱水素酵素，乳酸の酸化には乳酸酸化酵素が
用いられている．一方で，カソードに用いられる酸素還
元酵素としては，マルチ銅オキシダーゼ（MCO : Multi
Copper Oxidase）が一般に用いられ，例えば，ラッ
カーゼ，ビリルビンオキシダーゼ（BOD : Bilirubin Oxi-
dase）などがある．表 1に，バイオ燃料電池に用いられ
るアノードの燃料と反応例を示す．これにカソードとし
て酸素還元（0.81 V vs. SHE）を組み合わせた場合，熱
力学に基づく理論上の起電力は，グルコース/O2 の
BFC の場合，約 1.2 V となる．しかし，実際の BFC の
起電力は約 0.6～0.9 V で，これは主に，電極と反応す
る酸化還元種（酵素やレドックスメディエータ）の酸化
還元電位やその電極反応速度の影響を受けている．

3.2 印刷型バイオ燃料電池
筆者らは紙やプラスチックフィルムシートなどのフレ
キシブルな基板上にスクリーン印刷で BFC を形成する
試みを行ってきた．図 7 は，これまでに報告した紙製
BFC（単セル）の基本設計を示したものである(11)．
紙の基板上にまずリード部としてカーボンを印刷す
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表 1 バイオ燃料電池に用いられる基質と種々の特性
基質
（燃料） 反応電子数 生成物 電極電位

（V vs. SHE）
グルコース 2 グルコン酸 －0.36

24 CO2（TCA Cycle） －0.43
CH3CH2OH 2 CH3CHO －0.2

4 CH3COO－ －0.4
12 CO2 －0.5

CH3OH 2 HCHO －0.2
4 HCOO－ －0.36
6 CO2 －0.4

乳酸 2 ピルビン酸 －0.19



る．カソードの紙の基板上には，穴の開いた導電性の
リード部分が印刷されている．このリード部の上に，多
孔質カーボン層（詳細は後述）を印刷する．更に，紙を
適切な大きさに切りとった後に，酵素やメディエータを
修飾することで，紙製 BFC を作ることができる．この
紙製 BFC に燃料を含む電解液を滴下すると，燃料を含
む電解質溶液は，多孔質のアノードとカソードに浸透
し，輸送される．また，紙基板には，はっ水加工がされ
ており，カソードでは三相界面を形成し，紙が溶液に浸
漬されていたとしても，紙を通じて気相からの酸素の供
給を効率的に行うことができる．
紙はウェアラブル BFC，特に使い捨てタイプの BFC

に適した基板である．紙は安価で軽く，取扱いが容易で
保存安定性が高く，使用後は焼却して廃棄することがで
きる．また，紙はセルロースなどで構成されているた
め，生体との親和性が高い．紙に燃料を含む溶液を浸透
させることで，毛細管現象を利用して，ポンプや外部供
給源を必要とせずに，燃料を電極表面へ運ぶこともでき
る．現在，この紙製 BFC は燃料にグルコースを用いる
場合，数百 µW cm－2 を超える出力を得ることができ
る．筆者らは最近この紙製 BFC を用いることで，尿糖
から発電し，かつ尿糖値を測定可能なウェアラブルバイ
オセンシングシステムを開発してきた(15)．

4．バイオ燃料電池を用いた自己駆動式
ウェアラブルセンシングシステム

4.1 糖から発電するおむつセンシングシステム
尿糖とは，尿中に糖が検出される症状を指す．例え

ば，食後高血糖という症状では，食事をした直後のみ急
激に血糖値が上昇し，時間の経過とともに正常な数値に
戻る．このため，通常の空腹時血液検査では異常値を検
出することができず，糖尿病が水面下で進行し，症状を
自覚できる頃には重症化していることもある．尿糖を検
出し，濃度を随時かつ簡易的にモニタリングできるセン
シングデバイスがあれば，糖尿病の早期発見や予防につ

ながる．そこで筆者らは，糖尿病患者の尿糖を検出する
ために，おむつに組み込むことのできる（=ウェアラブ
ルな）紙ベースの自己発電式グルコースバイオセンサシ
ステムを開発した(15)（図 8）．BFC の出力電力がグル
コース濃度に依存するように設計することで，BFC の
出力電力の値からグルコース濃度を知ることができる．
この場合，BFC は，電源とセンサの両方の機能を持ち
合わせている．
図 7のような構造の紙基板グルコースバイオ燃料電池
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図 8 自己駆動式おむつセンシングシステム おむつに紙のバ
イオ燃料電池が搭載されており，尿によって発電する．発電間隔
が尿糖値と相関性があるため，無線伝送によって発電間隔を測る
ことで尿糖値の測定が可能となる．

図 7 紙を用いたフレキシブルバイオ燃料電池 はっ水した和紙にカーボ
ンインクでリード（配線）部を印刷する．その後，多孔質炭素部にMgO鋳
型炭素を用いたインクを印刷し，酵素とメディエータを固定化する．



の多孔質炭素部に，GMgOC を用いて，アノードにはグ
ルコース脱水素酵素と Azure A（アズール A，メディ
エータ）を固定化した．カソードには BOD を固定し
た．
様々なグルコース濃度の溶液を反応させることで，電

池の出力密度とグルコース濃度の相関性を評価した．そ
の結果，グルコース濃度の増加に伴い，出力密度も増加
する線形相関があることが分かった．デバイスは，バイ
オ燃料電池と無線発信機から構成されており，グルコー
スを検出すると，バイオ燃料電池が発電し，無線発信機
内のキャパシタに蓄電され，電波を発信する機構を有す
る．発信された電波を外部機器で受信することにより，
その応答間隔を確認できる．応答間隔と周波数には逆数
の関係があり，無線発信機から送られる電波の周波数を
グルコース濃度に換算することが可能である．
尿にグルコースが含まれていない場合でも，あらかじ

め糖と電解質を仕込み，乾燥させた紙製 BFC を用いる
ことで，濡れるだけで発電することができる(16)．この
タイプの紙製 BFC と無線通信機をおむつに装着するこ
とで排尿のタイミングを知ることができる．
本センシングシステムは，患者や介護者の精神的・肉

体的ストレスを軽減することができるため，家庭や高齢
者施設，病院などでの活用が期待されている．

4.2 汗から発電する絆創膏型センサ
筆者らは汗の乳酸から発電し，乳酸値を測る自己駆動

式乳酸センシングシステムについても検証してきた(17)．
スクリーン印刷型 BFC の利点の一つは，電圧が必要な
場合は複数のセルを直列に，電流が必要な場合は並列に
接続することで，用途に応じて出力を調整できることで

ある．そのため，一つのセルから得られる出力が小さく
ても，セルを直列・並列に接続することで，必要な電力
を取り出すことが可能となる．そのために，BFC 単セ
ルでは 0.6～0.9 V の起電力であっても，直列に複数の
セルを配列した BFC システムを印刷することで，市販
の活動量計や体温計などのデバイスを動作させるのに十
分な動作電圧を昇圧回路なしに得ることができる．ま
た，出力電流の向上は，電極の表面積を増やすことで達
成できる．
筆者らは，6 個のセルを直列に，6 個のセルを並列に

配置した 6×6 アレー形の乳酸 BFC を印刷して搭載し
た自己駆動式ウェアラブル乳酸センサデバイスを開発し
た（図 9）．
効率的な燃料供給システムを備えた BFC アレーは，

100 mM の乳酸溶液を用いた場合に，開放電圧が約
3.4 V，最大出力が 4.3 mW と，ブースタ回路を必要と
せずに Bluetooth Low Energy の無線通信機器を駆動し
てワイヤレス伝送を行うことができる．また，コイン型
リチウム電池で駆動する活動量計（消費カロリーをモニ
タリングする健康状態管理デバイス）なども駆動させる
ことが可能である．
また，BFC の出力密度は，通常の汗中の乳酸濃度範

囲をカバーする 2.5～25 mMの範囲で，乳酸濃度に比例
して増加する．このため発汗している状況下の運動中に
おける乳酸を容易に連続モニタリングできる．このア
レー形 BFC は，スポーツ選手の生理状態のモニタリン
グや熱中症予防のための自己駆動式ウェアラブルモニタ
リングツールとしての利用が期待されている．
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図 9 ウェアラブル乳酸電池による乳酸モニタリングと活動量計駆動の様子 乳酸を用いてスマートフォンで乳酸値
をモニタリングしながら，活動量計を駆動させることができる．



5．お わ り に

本稿では，酵素電極反応，電気化学バイオセンサ，バ
イオ燃料電池の概要と，体液を利用した自己駆動式ウェ
アラブルセンシングシステムについて解説した．近年の
目覚ましい技術革新により，BFC は高出力密度化，小
形化，フレキシブル化が進んでいる．今後，様々な電子
機器の性能向上と低消費電力化が更に進むことで，
BFC が搭載された新たなヘルスケア機器，情報通信機
器，IoT 機器が生まれることが期待される．
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