
1

応募書類
概要スライドB

生命科学×フォトニクス
～集積分光分野の創出 チップ型顕微円二色性分散計の開発～

TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY

雨宮 智宏

東京工業大学 科学技術創成研究院 未来産業技術研究所
東京工業大学 工学院電気電子系



2

The Global Chiral Chemicals Market size is estimated to be USD 57.79 billion in 2019

and is predicted to reach USD 150.64 billion by 2030 with a CAGR of 9.1% from 2020-2030.

https://www.nextmsc.com/report/chiral-chemicals-market

光学活性医薬品市場 Confidential



3

申請課題の背景： 光学異性体の分析技術

原理 感度 試薬反応

クロマトグラフィー
（間接法）

ジアステレオマーを介した
クロマトグラフィーによる分離分析

◎ 必要

クロマトグラフィー
（直接法）

複合体を形成させた
クロマトグラフィーによる分離分析

○ 必要

光学分散測定法 空間光学による円二色性・旋光性の測定 △ 不必要

本研究提案
トポロジカルフォトニクスによる

円偏光一方向伝搬性を用いたチップ内分析
◎ 不必要

Confidential
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円二色性（Circular Dichroism: CD） 旋光分散（Optical Rotatory Dispersion: ORD）

蛍光円二色性検出計（Circular dichroism luminescence）

蛍光発光における円偏光非対称性を計測したもの

円二色性分散計（Circular dichroism spectrometer）

左右円偏光に対する光吸収の非対称性を計測したもの

申請課題の背景： 円二色性と旋光分散

上記二つのうち、円二色性はタンパク質の代表的なキラル構造であるa-ヘリックス構造など
生体分子の構造解析のための強力な研究ツールとして、その有効性が確立している

https://www.jasco.co.jp/jpn/technique/internet-seminar/cdord/cd1.html

Confidential
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蛍光円二色性検出計

円二色性分散計
＜デメリット＞

 比較的多量の試料が必要である

 生組織や細胞などの不均質で光透過性の低い
試料，すなわち光散乱性の強い試料に対しては
測定精度が保証されない

 細胞や組織内の局所領域の解析や，空間分布
の解析は困難である

＜デメリット＞

 光励起により分子の蛍光のキラリティーを直接計測
するが，感度が悪い

申請課題の背景： 実用化されている円二色性分散計

トポロジカルフォトニクスを用いて
上記デメリットをすべてクリアした

顕微円二色性分散計を開発・実用化する

©日本分光

©日本分光

Confidential
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研究開発の目標とイノベーションインパクト Confidential

従来の円二色分散計 トポロジカルフォトニクスチップを内蔵した
顕微円二色分散計

[第1目標] シリコンフォトニクスをベースとしたトポロジカルフォトニクスチップを用いて、円二色性の高感度計測を行う
[第2目標] 実現したチップに光ファイバを実装し、顕微鏡ベースの装置内に組み込むことで、プロトタイプ機の試作を行う

実用サイド： 感度が高くシンプルで簡便な装置の提供
基礎研究サイド： トポロジカルフォトニクスに関する世界初の実用化

従来の円二色性分散計

©日本分光

光集積回路を用いた円二色性分散計

雨宮智宏, 胡暁, 河村賢一他
円二色性計測装置、円二色性計測方法およびプログラム
特願2021-163323

注：イメージ図

トポロジカルフォトニクスの特徴である円偏光一方向性を活かすことで、円二色性検出部をチップ化する
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技術シーズの内容と研究成果： トポロジカルフォトニクスチップ

感度に関して
 円偏光選択性（RCP/LCP）： >30dB
 検出強度限界： -70 ～ -80dBm

Confidential

右円偏光（RCP）
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左円偏光（LCP）

トポロジカルフォトニクスにおいては
円偏光の回転方向によって伝搬方向が一意に決定される

円偏光一方向性の特徴が表れる

H. Kagami, T. Amemiya et al., Optics Letters 47, 2190 (2022).

H. Kagami, T. Amemiya et al., Optics Express 29, 32755 (2021). 雨宮智宏, 各務響, 胡暁. 特願2021-14576 (東工大、物材機構).



8

研究開発の計画： トポロジカルフォトニクスチップの開発

経路を切り替えることで同一チップで二つのモードに対応

計測器まで全てをチップ＆ファイバ内で構成することで感度が向上

Confidential

円二色性分散計モード

2種類のトポロジカル伝送路における
透過スペクトルの差を測定する

A

A

B

Si waveguide

Topological photonics region

Silicon photonics chip
PM

BLS : Broadband light source

1x2 : 1x2 splitter

PM : Power monitor

BLS

1x2

Optical fiber

Optical fiber

Optical fiber

Optical fiber

蛍光円二色性検出計モード

上から励起光を照射して蛍光発光の円偏光割合を
左右のトポロジカル伝送路から取り出す

A

A

B

Si waveguide

Topological photonics region

Silicon photonics chip
PM
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研究開発の計画： チップを内蔵した装置開発

注：完成イメージ図

雨宮智宏, 胡暁, 河村賢一他
円二色性計測装置、円二色性計測方法およびプログラム
特願2021-163323 (東工大、物材機構、東京インスツルメンツ)

＜1. 上部顕微鏡＞

 励起光源と照明ユニット

 チップへの入射光学系の設計

＜3. 特殊ステージマウント＞

 トポロジカルチップに合わせた
特殊マウント台

 x, y, z自動ステージ

＜4. 計測機器＞

 近赤外波長可変光源

 近赤外パワーモニタ

 分光光度計

 経路切り替えユニット

＜5. 制御ソフトウェア＞

 制御用PC

 円二色性測定ソフトウェア

 ステージ制御ソフトウェア

＜6. 外観部＞

 製品化を見据えたカバーデザイン

＜2. 内臓チップ＞

 トポロジカルチップのデザイン
と試作

 ファイバ実装

Confidential

東工大で作製から評価まで行う
個別機材を組み合わせて構築する
外注
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産学共同研究の体制構築に向けた活動方針 Confidential

文科省先端マテリアルリサーチインフラの東工大ハブ拠点
試作デバイスの作製・評価体制は構築済

光学装置開発・実用化で強固な連携体制を構築済

（本研究に関しても既に共同特許出願済、実施許諾済）

他プロジェクトで強い連携体制

（現在までに300mmウェハプロセスを何度も依頼）

光学チップの量産体制を構築


