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(57)【要約】
【課題】電極を構成する導電性基材表面に、特定のスペーサーを介して電子伝達メディエ
ータを共有結合することによって、高電流密度が得られ、且つ、安定した電極性能を発現
する電子伝達メディエータ修飾酵素電極及びこれを備える生物燃料電池を提供する。
【解決手段】外部回路に接続された導電性基材と、該導電性基材との間で電子伝達が可能
な酸化還元酵素と、前記導電性基材と前記酸化還元酵素との間の電子伝達を媒介可能な電
子伝達メディエータと、を備える電子伝達メディエータ修飾酵素電極であって、前記電子
伝達メディエータが、少なくとも直鎖構造を含むスペーサーを介して、前記導電性基材表
面に共有結合していることを特徴とする、電子伝達メディエータ修飾酵素電極及びこれを
備える生物燃料電池。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部回路に接続された導電性基材と、該導電性基材との間で電子伝達が可能な酸化還元
酵素と、前記導電性基材と前記酸化還元酵素との間の電子伝達を媒介可能な電子伝達メデ
ィエータと、を備える電子伝達メディエータ修飾酵素電極であって、
　前記電子伝達メディエータが、少なくとも直鎖構造を含むスペーサーを介して、前記導
電性基材表面に共有結合していることを特徴とする、電子伝達メディエータ修飾酵素電極
。
【請求項２】
　前記電子伝達メディエータがオスミウム錯体である、請求項１に記載の電子伝達メディ
エータ修飾酵素電極。
【請求項３】
　基質酸化型酵素電極である、請求項１又は２に記載の電子伝達メディエータ修飾酵素電
極。
【請求項４】
　前記導電性基材表面に、前記スペーサーの直鎖構造の末端が共有結合している、請求項
１乃至３のいずれかに記載の電子伝達メディエータ修飾酵素電極。
【請求項５】
　前記スペーサーの直鎖構造が直鎖状炭素鎖を含む、請求項１乃至４のいずれかに記載の
電子伝達メディエータ修飾酵素電極。
【請求項６】
　前記スペーサーの直鎖構造が両末端にアミノ基を有するジアミンであり、該ジアミンの
一方の末端のアミノ残基を介して、前記導電性基材表面に該スペーサーの直鎖構造が共有
結合している、請求項１乃至５のいずれかに記載の電子伝達メディエータ修飾酵素電極。
【請求項７】
　前記スペーサーの鎖長が、少なくとも８Å以上である、請求項１乃至６のいずれかに記
載の電子伝達メディエータ修飾酵素電極。
【請求項８】
　前記スペーサーの直鎖状炭素鎖の炭素数が、少なくとも２以上である、請求項５乃至７
のいずれかに記載の電子伝達メディエータ修飾酵素電極。
【請求項９】
　前記酸化還元酵素として、ピロロキノリンキノン依存性グルコースデヒドロゲナーゼ（
ＰＱＱ－ＧＤＨ）を備え、前記スペーサーの鎖長が１１Å以上である、請求項１乃至８の
いずれかに記載の電子伝達メディエータ修飾酵素電極。
【請求項１０】
　前記酸化還元酵素として、ピロロキノリンキノン依存性グルコースデヒドロゲナーゼ（
ＰＱＱ－ＧＤＨ）を備え、前記スペーサーの直鎖状炭素鎖の炭素数が４以上である、請求
項５乃至９のいずれかに記載の電子伝達メディエータ修飾酵素電極。
【請求項１１】
　前記酸化還元酵素として、ピロロキノリンキノン依存性グルコースデヒドロゲナーゼ（
ＰＱＱ－ＧＤＨ）を備え、前記スペーサーの直鎖状炭素鎖の炭素数が１０以下である、請
求項５乃至１０のいずれかに記載の電子伝達メディエータ修飾酵素電極。
【請求項１２】
　前記酸化還元酵素として、フラビンアデニンジヌクレオチド依存性グルコースオキシダ
ーゼ（ＦＡＤ－ＧＯＤ）を備え、前記スペーサーの鎖長が１１Å以上である、請求項１乃
至１１のいずれかに記載の電子伝達メディエータ修飾酵素電極。
【請求項１３】
　前記酸化還元酵素として、フラビンアデニンジヌクレオチド依存性グルコースオキシダ
ーゼ（ＦＡＤ－ＧＯＤ）を備え、前記スペーサーの直鎖状炭素鎖の炭素数が４以上である
、請求項５乃至１２のいずれかに記載の電子伝達メディエータ修飾酵素電極。
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【請求項１４】
　前記酸化還元酵素として、フラビンアデニンジヌクレオチド依存性グルコースオキシダ
ーゼ（ＦＡＤ－ＧＯＤ）を備え、前記スペーサーの直鎖状炭素鎖の炭素数が１０以下であ
る、請求項５乃至１３のいずれかに記載の電子伝達メディエータ修飾酵素電極。
【請求項１５】
　請求項１乃至１４のいずれかに記載の電子伝達メディエータ修飾酵素電極を備えること
を特徴とする、生物燃料電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子伝達メディエータを備えた電子伝達メディエータ修飾酵素電極及びこれ
を備える生物燃料電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
　酵素は、その高い基質特異性から種々の物質の存在量を測定する分析、例えば、酵素セ
ンサー等に利用されている。酵素を利用した酵素センサーとしては、例えば、分析の対象
である対象物質（基質）と酵素（酸化還元酵素）との酸化還元反応により生じる電流を測
定し、対象物質の定量を行うセンサーがある。具体的には、グルコースを酸化する酵素と
グルコースとの間における酸化還元反応に伴って発生する電流が、グルコース濃度に比例
することを利用したグルコースセンサーがある。
　さらに、最近では、白金等の金属触媒に代わる燃料電池用新規触媒としても、酵素の研
究開発が進められている。酵素と基質との酸化還元反応に伴い発生する電流を利用した酵
素電極は、酵素センサーや燃料電池の他にも広範囲な分野においてその利用が期待されて
いる。
【０００３】
　一般的に、酸化還元酵素は導電性基材より構成される電極表面で直接的に酸化還元され
にくいため、酸化還元酵素と電極間の電子伝達を媒介する電子伝達メディエータを用いる
ことによって電極反応の効率化が行われている。電子伝達メディエータは、基質を酸化し
た酸化還元酵素から受け取った電子を電極へ輸送、又は、電極から受け取った電子を、基
質を還元する酸化還元酵素へ輸送するものである。酵素－電子伝達メディエータ－電極間
のスムーズな電子輸送によって、酵素電極の電流値が増加し、充分な電流を取り出すこと
が可能な生物燃料電池が得られる。
【０００４】
　酵素電極において、電子伝達メディエータは、使用目的や研究目的等に応じて、電解液
中に混合、分散したり、或いは、電極（導電性基材）表面に固定することができるが、電
解液中に分散させた場合、酸化還元酵素－電子伝達メディエータ間の電子伝達、電子伝達
メディエータ－電極間の電子伝達において、電子伝達メディエータの拡散が律速となるた
め充分な電流密度が得られにくい。従って、電極性能や、電極構成の簡易化等の点から、
電子伝達メディエータは電極表面に固定化される傾向がある。
【０００５】
　電子伝達メディエータを電極（導電性基材）表面に固定化する方法としては、例えば、
（１）導電性基材上で電子伝達メディエータを有機高分子材料とともに固化し、有機高分
子材料により形成されるポア内に電子伝達メディエータを保持させることにより固定化す
る方法や、（２）有機高分子材料等の官能基と電子伝達メディエータの官能基とを共有結
合させ、この電子伝達メディエータを結合した有機高分子材料を導電性基材上で固化する
ことにより固定化する方法、（３）有機高分子材料と電子伝達メディエータとの間に共有
結合を形成する架橋試薬を用いて有機高分子材料と電子伝達メディエータとを共有結合さ
せ、この電子伝達メディエータを結合した有機高分子材料を導電性基材上で固化すること
により固定化する方法、等が挙げられる。
【０００６】
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　具体的には、例えば、特許文献１には、光ファイバーの端面上に形成された突起上に被
着された金属層から成る電極上に、金属錯体が結合した特定のポリピロール系レドックス
ポリマーと酸化還元酵素との混合物の被膜が被着されて成る酵素電極が記載されている。
特許文献１の酵素電極の具体的な製造方法としては、光ファイバーの端面上の突起上に金
属層が形成された光ファイバー電極を電極に用いて、レドックスポリマーを構成するモノ
マーと酸化還元酵素との混合物中で電解重合を行う方法が記載されている。
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－８４１８３号公報
【特許文献２】特開２００５－８３８７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　電子伝達メディエータを電極である導電性基材上に固定化することによって、酵素電極
より得られる電流密度は向上する。これは、電子伝達メディエータと電極である導電性基
材とが近接した状態となることによって、電子伝達メディエータと電極間の電子移動速度
が向上したためと考えられる。
【０００９】
　しかしながら、上記のような電子伝達メディエータの固定化方法において、電子伝達メ
ディエータを導電性基材表面に固定化するための有機高分子材料等は、導電性基材表面に
弱い物理吸着力で吸着しているため、時間の経過に伴う物理吸着力の低下と共に脱離して
しまう傾向があった。その結果、電極である導電性基材と電子伝達メディエータとが近接
した状態が維持できず、電子移動速度の向上効果が低下し、電流密度が低くなってしまう
。すなわち、上記のような従来の電子伝達メディエータ固定化方法では、長期間にわたっ
て安定した電流を得ることが困難であった。
【００１０】
　特許文献２には、液不透過性を有する炭素基材と、該炭素基材に、該炭素基材の表面に
存在する反応性残基を介し、金属層又は高分子層を介さずに固定された生体由来分子また
は生体分子とを具備するバイオセンサが記載されている。特許文献２の技術は、酵素や抗
体、電子メディエータ、糖タンパク、細胞、微生物等の生体由来分子または生体分子を金
属層や高分子層を介さずに炭素基材に固定したバイオセンサを提供することを目的とした
ものであり、生体由来分子や生体分子を塩化シアヌルなどの低分子量の結合分子を介して
、または吸着により直接、炭素基材に固定するものである。
　特許文献２のバイオセンサにおいて、生体由来分子又は生体分子を炭素基材に固定する
結合分子（低分子量）の構造等は特に限定されておらず、電子伝達メディエータを炭素基
材に固定する場合の前記結合分子による酵素－電子伝達メディエータ間の電子伝達性や電
子伝達メディエータ－電極間の電子伝達性について全く考慮されていない。
【００１１】
　本発明は上記実情を鑑みて成し遂げられたものであり、電極を構成する導電性基材表面
に、特定のスペーサーを介して電子伝達メディエータを共有結合することによって、高電
流密度が得られ、且つ、安定した電極性能を発現する電子伝達メディエータ修飾酵素電極
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の電子伝達メディエータ修飾酵素電極は、外部回路に接続された導電性基材と、
該導電性基材との間で電子伝達が可能な酸化還元酵素と、前記導電性基材と前記酸化還元
酵素との間の電子伝達を媒介可能な電子伝達メディエータと、を備える電子伝達メディエ
ータ修飾酵素電極であって、前記電子伝達メディエータが、少なくとも直鎖構造を含むス
ペーサーを介して、前記導電性基材表面に共有結合していることを特徴とするものである
。
【００１３】
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　本発明の電子伝達メディエータ修飾酵素電極（以下、単に、修飾酵素電極ということが
ある）は、電子伝達メディエータが、電極である導電性基材表面にスペーサーを介して共
有結合により強固定されているため、長期間にわたって電極と電子伝達メディエータ間の
距離を一定に保つことができる。従って、本発明の修飾酵素電極は、安定した電極特性を
発現することができる。さらに、この導電性基材と電子伝達メディエータとを連結するス
ペーサーが直鎖構造を含み、柔軟性を有していることから、該スペーサーを介して導電性
基材に固定された電子伝達メディエータのフレキシビリティが高く、電子伝達メディエー
タと導電性基材及び酸化還元酵素との接触確率が高い。すなわち、導電性基材－電子伝達
メディエータ間、酸化還元酵素－電子伝達メディエータ間の電子移動速度が大きい。ゆえ
に、本発明の修飾酵素電極によれば、高い電流密度を得ることができる。
【００１４】
　前記電子伝達メディエータとしては、例えば、オスミウム（Ｏｓ）錯体が挙げられる。
　前記酸化還元酵素として、基質を酸化する酸化還元酵素を用いる場合、本発明の修飾酵
素電極として基質酸化型酵素電極が得られる。
【００１５】
　導電性基材に固定化された電子伝達メディエータのフレキシビリティの観点から、前記
導電性基材表面に前記スペーサーの直鎖構造の末端が共有結合していることが好ましい。
　前記スペーサーの直鎖構造としては、直鎖状炭素鎖を含むものが挙げられる。
【００１６】
　前記スペーサーと前記導電性基材との共有結合の種類や前記スペーサーの直鎖構造等に
特に限定はないが、具体的な形態として、例えば、前記スペーサーの直鎖構造が両末端に
アミノ基を有するジアミンであり、該ジアミンの一方の末端のアミノ残基を介して、前記
導電性基材表面に該スペーサーの直鎖構造が共有結合している形態が挙げられる。
【００１７】
　前記電子伝達メディエータの運動自由度が高まり、該電子伝達メディエータと前記酸化
還元酵素との間及び該電子伝達メディエータと導電性基材（電極）との間の電子移動性を
高められることから、前記スペーサーの鎖長は、少なくとも８Å以上であることが好まし
く、また、前記スペーサーの直鎖状炭素鎖の炭素数は、少なくとも２以上であることが好
ましい。
【００１８】
　一方、電子伝達メディエータの酸化還元酵素へのアクセスビリティの観点から、電子伝
達メディエータを導電性基材表面へ固定（共有結合）させるスペーサーの直鎖構造は、該
電子伝達メディエータと組み合わせて用いられる酸化還元酵素に合わせて調整されること
が好ましい。
　例えば、前記酸化還元酵素として、ピロロキノリンキノン依存性グルコースデヒドロゲ
ナーゼ（ＰＱＱ－ＧＤＨ）を備える場合、前記スペーサーの鎖長が１１Å以上であること
が好ましい。また、前記酸化還元酵素として、ピロロキノリンキノン依存性グルコースデ
ヒドロゲナーゼ（ＰＱＱ－ＧＤＨ）を備える場合、前記スペーサーの直鎖状炭素鎖の炭素
数が４以上であることが好ましい。さらに、前記酸化還元酵素として、ピロロキノリンキ
ノン依存性グルコースデヒドロゲナーゼ（ＰＱＱ－ＧＤＨ）を備える場合、前記スペーサ
ーの直鎖状炭素鎖の炭素数が１０以下であることが好ましい。
【００１９】
　一方、前記酸化還元酵素として、フラビンアデニンジヌクレオチド依存性グルコースオ
キシダーゼ（ＦＡＤ－ＧＯＤ）を備える場合、前記スペーサーの鎖長が１１Å以上である
ことが好ましい。また、前記酸化還元酵素として、フラビンアデニンジヌクレオチド依存
性グルコースオキシダーゼ（ＦＡＤ－ＧＯＤ）を備える場合、前記スペーサーの直鎖状炭
素鎖の炭素数が４以上であることが好ましい。さらに、前記酸化還元酵素として、フラビ
ンアデニンジヌクレオチド依存性グルコースオキシダーゼ（ＦＡＤ－ＧＯＤ）を備える場
合、前記スペーサーの直鎖状炭素鎖の炭素数が１０以下であることが好ましい。
【００２０】
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　本発明の電子伝達メディエータ修飾酵素電極を備える生物燃料電池によれば、高電流密
度が得られ、長期間にわたって安定した電力供給が可能である。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、高い電流密度と安定した電極性能を示す優れた電子伝達メディエータ
修飾酵素電極を得ることができる。従って、本発明の酵素電極を用いることで、発電性能
が高く、長期間にわたって安定した電力の供給が可能な生物燃料電池を提供することが可
能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　本発明の電子伝達メディエータ修飾酵素電極は、外部回路に接続された導電性基材と、
該導電性基材との間で電子伝達が可能な酸化還元酵素と、前記導電性基材と前記酸化還元
酵素との間の電子伝達を媒介可能な電子伝達メディエータと、を備える電子伝達メディエ
ータ修飾酵素電極であって、前記電子伝達メディエータが、少なくとも直鎖構造を含むス
ペーサーを介して、前記導電性基材表面に共有結合していることを特徴とするものである
。
【００２３】
　ここで、図１を用いて、本発明の電子伝達メディエータ修飾酵素電極（基質酸化型）を
備えた生物燃料電池の一実施形態例を説明する。
　まず、酸化酵素（又は脱水素酵素）が燃料であるグルコース等の基質を酸化し、電子を
受け取る。次に、電子を受け取った酸化酵素は、該酸化酵素と電極との間の電子伝達を仲
介する電子伝達メディエータに電子を受け渡し、該電子伝達メディエータによって導電性
基材（アノード電極）へ電子が受け渡される。そして、アノード電極である導電性基材か
ら外部回路を通ってカソード電極に電子が到達することで、電流が発生する。
　上記過程において発生するプロトン（Ｈ＋）は、電解液内をカソード電極まで移動する
。そして、カソード電極では、電解液内をアノードから移動してきたプロトンと、外部回
路を経てアノード側から移動してきた電子と、酸素や過酸化水素等の酸化剤（カソード側
基質）とが反応して水が生成される。
【００２４】
　このような基質酸化型酵素電極を備える燃料電池において、得られる電流は、基質から
、酸化酵素及び電子伝達メディエータを介して、さらには、必要に応じて他の酸化酵素や
電子伝達メディエータ等の電子伝達媒体を介して、電極（導電性基材）へ伝達される電子
の量とその速度による。すなわち、酵素電極における上記電子伝達系の各段階での酸化還
元反応速度が、酵素電極の電流密度に大きく影響する。従って、大電流を得るためには、
酵素電極内における酸化還元酵素と電子伝達メディエータと導電性基材との位置関係や、
各成分及び各部材の接触確率等を最適化し、スムーズな電子伝達が行われるようにする必
要がある。
【００２５】
　本発明では、有機高分子材料等の担体の物理吸着を利用して電子伝達メディエータを電
極表面に固定するのではなく、共有結合により電子伝達メディエータを電極である導電性
材料表面に結合し、固定する。共有結合による固定は、担体の物理吸着による固定と比較
して強く、且つ、経時的な安定性も高い。すなわち本発明の修飾酵素電極によれば、電子
伝達メディエータの電極からの経時的な脱離を抑制することが可能であり、電子伝達メデ
ィエータの電極表面からの脱離を原因とする経時的な発電性能の低下を抑制することがで
きる。
【００２６】
　さらに、本発明の修飾酵素電極では、電子伝達メディエータを、直鎖構造を有するスペ
ーサーを介して、導電性基材上に固定（共有結合）する。直鎖構造を有するスペーサーは
、柔軟性があり、運動自由度が高いため、該スペーサーを介して導電性基材上に固定され
た電子伝達メディエータと該導電性基材との接触確率が高く、電極－電子伝達メディエー
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タ間の電子伝達が効率よく行われる。同様に、電子伝達メディエータを運動自由度が高い
スペーサーを介して導電性基材表面に固定することで、電子伝達メディエータと酸化還元
酵素との接触確率が高くなり、電子伝達メディエータ－酸化還元酵素間の電子伝達が効率
よく行われる。従って、本発明の修飾酵素電極によれば、高電流密度を得ることが可能で
ある。
【００２７】
　以下、本発明の修飾酵素電極について詳しく説明する。
　電極を構成する導電性基材としては、特に限定されず、一般的なものを用いることがで
きる。例えば、グラファイト、カーボンブラック、活性炭等の導電性炭素質からなるもの
や、金、白金等の金属からなるものを用いることができる。具体的には、カーボンペーパ
ー、グラッシーカーボン、ＨＯＰＧ（高配向性熱分解グラファイト）等が挙げられる。
【００２８】
　基質（燃料又は酸化剤）を酸化又は還元する酸化還元酵素としては、特に限定されず、
用いる基質に応じて適宜選択すればよい。例えば、基質酸化型酵素としては、デヒドロゲ
ナーゼや、オキシダーゼ等を用いることができる。具体的には、グルコースデヒドロゲナ
ーゼ（ＧＤＨ）、アルコールデヒドロゲナーゼ（ＡＤＨ）、アルデヒドデヒドロゲナーゼ
、グルコースオキシダーゼ（ＧＯＤ）、アルコールオキシダーゼ（ＡＯＤ）、アルデヒド
オキシダーゼ等が挙げられる。燃料の入手及び管理の容易さ、並びに安全性の観点からＧ
ＤＨ、ＡＤＨ、ＧＯＤ、ＡＯＤが好ましく用いられる。酸化還元酵素は、１種のみを単独
で用いてもよいし、２種以上を組み合わせて用いてもよい。尚、酸化還元酵素の補酵素や
補欠分子族に特に限定はない。
　酸化還元酵素は、基質を酸化又は還元することができれば、基質と共に電解液内に分散
されていてよい。
【００２９】
　電子伝達メディエータとしては、用いる酸化還元酵素に応じて適宜選択することができ
る。例えば、Ｏｓ、Ｆｅ、Ｒｕ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｖ、Ｍｏ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｐｔ、Ｗ等
の金属元素又はこれら金属のイオンを中心金属とする金属錯体；キノン、ベンゾキノン、
アントラキノン、ナフトキノン等のキノン類；ビオローゲン、メチルビオローゲン、ベン
ジルビオローゲン等の複素環式化合物等が挙げられる。
【００３０】
　中でも、配位子の選択により酸化還元電位を調節することが可能であることから、金属
錯体が好ましく、特にオスミウム又はオスミウムイオンを中心金属とするオスミウム錯体
（以下、Ｏｓ錯体ということがある）が好ましい。好ましいＯｓ錯体の具体例としては、
以下の式（１）で表される二座配位子がオスミウムに配位したものが挙げられる。
【００３１】
【化１】

【００３２】
（上記式（１）において、Ｒ1～Ｒ8は、それぞれ独立してＨ、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、ＮＯ

2、ＣＮ、ＣＯＯＨ、ＳＯ3Ｈ、ＮＨＮＨ2、ＳＨ、ＯＨ、ＮＨ2、或いは、置換若しくは未
置換のアルコキシカルボニル、アルキルアミノカルボニル、ジアルキルアミノカルボニル
、アルコキシ、アルキルアミノ、ジアルキルアミノ、アルカノイルアミノ、アリールカル
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ボキシアミド、ヒドラジノ、アルキルヒドラジノ、ヒドロキシルアミノ、アルコキシルア
ミノ、アルキルチオ、アルケニル、アリール又はアルキルのいずれかである。）
【００３３】
　オスミウム錯体には、上記式（１）の二座配位子以外の配位子が配位していてもよい。
例えば、配位性部位を有するポリマーが、該配位性部位においてオスミウム原子に配位し
ていてもよい。ここで、配位性部位は、前記ポリマーの主鎖骨格の一部を形成するもので
もよいし、或いは、主鎖骨格から連結基となる化学構造を介して又は主鎖骨格に直接ペン
ダント状に結合した構造でもよい。例えば、ポリ（Ｎ－ビニルイミダゾール）やポリ（４
－ビニルピリジン）は、それぞれイミダゾール基やピリジン基が一座配位子として機能可
能であり、中心金属であるオスミウムに配位し得る。
【００３４】
　オスミウム錯体がポリマー上に固定されている他の形態としては、該Ｏｓ錯体の配位子
にポリマーが共有結合している形態が挙げられる。例えば、Ｏｓ錯体の配位子が有する反
応性基と、ポリマーが有する反応性基とが反応し、共有結合した形態が挙げられる。この
とき、ポリマーと配位子は、スペーサーとなる化学構造を介して結合していてもよい。
【００３５】
　上記Ｏｓ錯体が配位結合又は共有結合により固定されるポリマーとしては、スチレン／
無水マレイン酸コポリマー、メチルビニルエーテル／無水マレイン酸コポリマー、ポリ（
４－ビニルベンジルクロライド）コポリマー、ポリ（アリルアミン）コポリマー、ポリ（
４－ビニルピリジン）コポリマー、ポリ（４－ビニルピリジン）、ポリ（Ｎ－ビニルイミ
ダゾール）及びポリ（４－スチレンスルホネート）のいずれかが好ましい。中でも、Ｏｓ
錯体に直接配位できるという観点から、ポリ（Ｎ－ビニルイミダゾール）、ポリ（４－ビ
ニルピリジン）が好ましい。
【００３６】
　また、オスミウム錯体におけるその他の配位子としては、例えば、Ｃｌ、Ｆ、Ｂｒ、Ｉ
、ＣＮ、ＣＯ、ＣＨ3ＣＯＯ、ＮＨ3、ＮＯ、ピリジン、イミダゾールより選ばれる少なく
とも１種が挙げられるが、これらに限定されず、その他の錯形成可能なものでもよい。配
位子は、得られるＯｓ錯体の酸化還元電位等を考慮して、適宜選択すればよい。
【００３７】
　電子伝達メディエータと導電性基材とを共有結合するスペーサーとしては、少なくとも
直鎖構造を有するものであればよい。ここで、直鎖構造とは環状構造（芳香環、脂環）を
含まない鎖状構造であって、分岐構造を含んでいてもよく、また、炭素原子－炭素原子結
合以外の炭素原子－異種原子結合や異種原子－異種原子結合等を含んでいてもよい。炭素
以外の異種原子を含む直鎖構造としては、具体的には、例えば、エーテル結合や、チオエ
ーテル結合等が挙げられる。
【００３８】
　尚、スペーサーは、少なくとも直鎖構造を有していれば、直鎖構造のみからなるもので
あってもよいし、導電性基材と結合する側の末端及び／又は電子伝達メディエータと結合
する側の末端に環状構造を有していてもよいし、或いは、直鎖構造と直鎖構造の間に環状
構造を有する構造であってもよい。
【００３９】
　直鎖構造の具体例としては、直鎖状炭素鎖を含むものが挙げられる。ここで、直鎖状炭
素鎖とは、炭素原子が直鎖状に連続した構造を有していれば、分岐構造や側鎖を有してい
てもよいが、側鎖も分岐構造も有していないアルキル鎖が好ましい。
　直鎖状炭素鎖に代表される直鎖構造としては、その柔軟性による運動自由度の観点から
、二重結合等、剛直性の高い結合を含まないものが好ましい。
【００４０】
　運動自由度が高く、電子伝達メディエータと導電性基材及び酸化還元酵素とのアクセス
ビリティが高いことから、スペーサーとしては直鎖構造の末端において導電性基材と共有
結合するものが好ましい（図２参照）。導電性基材に直結するスペーサーの末端に、環状
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構造等のかさ高い原子団を有する場合、スペーサーの運動自由度が低下し、それに伴いス
ペーサーのもう一方に末端に結合する電子伝達メディエータの運動性も低下する。その結
果、電子伝達メディエータと酸化還元酵素及び電子伝達メディエータと電極の接触確率が
低下し、酸化還元酵素－電子伝達メディエータ－電極間の十分な電子伝達性能向上効果が
得られにくくなる。
【００４１】
　導電性基材との共有結合を形成するためのスペーサーの官能基及び反応の種類は特に限
定されない。例えば、アミノ基の酸化を利用して、アミノ残基（水素原子を失ったアミノ
基）による共有結合や、メルカプタンの水素原子を金属原子Ｍで置換したメルカプチドが
挙げられる。
【００４２】
　スペーサーは、一方の末端において導電性基材表面と共有結合し、もう一方の末端で電
子伝達メディエータと結合することとなる。スペーサーと電子伝達メディエータ間の結合
の種類に特に限定はなく、例えば、電子伝達メディエータとして金属錯体を用いる場合、
スペーサーの末端が電子伝達メディエータである金属錯体の中心金属に配位結合してもよ
いし、金属錯体の中心金属に配位した配位子にスペーサーが共有結合していてもよい。
【００４３】
　電子伝達メディエータのフレキシビリティ（動きやすさ）の観点から、電子伝達メディ
エータを導電性基材表面へ固定（共有結合）させるスペーサーは、その鎖長が少なくとも
８Å以上であることが好ましく、また、スペーサーの直鎖状炭素鎖の炭素数が、少なくと
も２以上であることが好ましい。
　尚、ここで、スペーサーの鎖長（Ｌ）とは、導電性基材表面と電子伝達メディエータと
を連結するスペーサーの長さであって、具体的には、例えば、図２のような金属錯体を電
子伝達メディエータとして用いる場合、導電性基材表面から、金属錯体の中心金属に配位
するスペーサーの末端までの距離を指し、図２においては、導電性基材表面に共有結合し
たジアミン（Ｘ）とニコチン酸（Ｙ）に由来する部分の長さ（Ｘ＋Ｙ）を指す。また、直
鎖状炭素鎖の炭素数は、図２においては、ｎである。
【００４４】
　電子伝達メディエータのフレキシビリティを決定するスペーサーの鎖長、特に、直鎖構
造の鎖長が短すぎると、電子伝達メディエータのフレキシビリティが不十分となり、電子
伝達メディエータと酸化還元酵素及び導電性基材との接触確率が向上しない。すなわち、
酸化還元酵素－電子伝達メディエータ－導電性基材（電極）間の電子輸送がスムーズに進
行しない。
【００４５】
　一方、電子伝達メディエータの酸化還元酵素へのアクセスビリティの観点から、電子伝
達メディエータを導電性基材表面へ固定（共有結合）させるスペーサーの直鎖構造は、該
電子伝達メディエータと組み合わせて用いられる酸化還元酵素に合わせて調整されること
が好ましい。
　一般的に、酸化還元酵素は、図３に示すように、その活性部位が酸化還元酵素の三次元
構造の表面から内側に入った部分にある。すなわち、酸化還元酵素の内部に存在する活性
部位へ、電子伝達メディエータが到達することによって、酸化還元酵素と電子伝達メディ
エータ間の電子の伝達が行われる。この酸化還元酵素における三次元構造表面からの活性
部位の位置は、酸化還元酵素の種類によって異なる。
【００４６】
　そこで、本発明者らは、電子伝達メディエータを導電性基材に固定するスペーサーの直
鎖構造の鎖長を、用いる酸化還元酵素に合わせて調整し、最適化することで、電子伝達メ
ディエータの酸化還元酵素の活性部位へのアクセスビリティが向上し、電子伝達メディエ
ータと酸化還元酵素間の電子伝達を円滑に進行させることができることを見出した。
　典型的には、スペーサーの鎖長が、酸化還元酵素の三次元構造の表面から活性部位まで
の距離以上でないと、酸化還元酵素と電子伝達メディエータ間の電子伝達は円滑に進行し
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ない。一方、過度に長いスペーサーを用いて、電子伝達メディエータを導電性基材表面に
結合すると、スペーサーの剛直性が低下し過ぎて運動の速さが低下し、電子伝達メディエ
ータと酸化還元酵素間及び電子伝達メディエータと導電性基材間の電子伝達性が低下する
と推測される。
【００４７】
　例えば、酸化還元酵素として、ピロロキノリンキノン依存性グルコースデヒドロゲナー
ゼ（補欠分子族としてＰＱＱを有するＧＤＨ。ＰＱＱ－ＧＤＨ）を用いる場合、スペーサ
ーの鎖長が８Å以上であることが好ましく、特に１１Å以上であることが好ましい。また
、酸化還元酵素としてＰＱＱ－ＧＤＨを用いる場合であって、スペーサーの直鎖構造が直
鎖状炭素鎖を含む場合には、該直鎖状炭素鎖の炭素数が２以上、特に４以上であることが
好ましい。一方、該直鎖状炭素鎖の炭素数は１２以下、特に１０以下であることが好まし
い。
【００４８】
　また、酸化還元酵素として、フラビンアデニンジヌクレオチド依存性グルコースオキシ
ダーゼ（補酵素としてＦＡＤを有するＧＯＤ。ＦＡＤ－ＧＯＤ）を用いる場合、スペーサ
ーの鎖長が８Å以上であることが好ましく、特に１１Å以上であることが好ましい。また
、酸化還元酵素としてＦＡＤ－ＧＯＤを用いる場合であって、スペーサーの直鎖構造が直
鎖状炭素鎖を含む場合には、該直鎖状炭素鎖の炭素数が２以上、特に４以上であることが
好ましい。一方、該直鎖状炭素鎖の炭素数が１２以下、特に１０以下であることが好まし
い。
【００４９】
　スペーサーを介して導電性基材表面に電子伝達メディエータを共有結合させる方法は特
に限定されない。ここでは、具体的な方法として以下の２つの方法について説明する。
【００５０】
　第一の方法としては、まず、導電性基材表面にスペーサーを共有結合させ、その後、導
電性基材表面に共有結合させた該スペーサーのもう一方の末端と、電子伝達メディエータ
とを化学結合させる方法が挙げられる。ここでは、第一の方法の具体例として、導電性炭
素質からなる導電性基材（以下、炭素基材ということがある）、直鎖状アルキレン基の両
末端にアミノ基を有するジアミンをスペーサー前駆体、ニコチン酸のようにアミノ基とア
ミド縮合可能な酸基を有する配位子が配位したＯｓ錯体を電子伝達メディエータとする場
合について説明する。
【００５１】
　まず、炭素基材を、直鎖状アルキレン基の両末端にアミノ基を有するジアミン（以下、
単にジアミンということがある）を含有する電解液内に浸漬した状態で、該炭素基材の電
位を掃引し所定範囲内で変動させる。すると、電解液中のジアミンは電解酸化され、一方
のアミノ基から水素が脱離し、このアミノ残基を介して炭素基材表面に共有結合される。
　次に、上記炭素基材表面にアミノ残基を介して共有結合させたジアミンの一方のアミノ
基と、Ｏｓ錯体の配位子が有する酸基とを、アミド縮合させることにより結合させる。ア
ミド縮合反応の際には、必要に応じて触媒を用いてもよい。さらに具体的な方法は、実施
例において説明する。
【００５２】
　第二の方法としては、まず、スペーサーを共有結合させた電子伝達メディエータを準備
し、該電子伝達メディエータに化学結合したスペーサーのもう一方の末端を、導電性基材
表面に共有結合させる方法が挙げられる。ここでは、第二の方法の具体例として、直鎖状
アルキレン基の一方の末端にアミノ基を有し、且つ、もう一方の末端にイミダゾール環の
ようなＯｓに配位可能な配位性部位を有する化合物が、上記イミダゾール環（配位性部位
）においてＯｓに配位したＯｓ錯体を電子伝達メディエータ、炭素基材を導電性基材とす
る場合について説明する。
　まず、上記のようなアミノ基とイミダゾール環を有する化合物（スペーサー）が、イミ
ダゾール環（配位性部位）においてオスミウムに配位したＯｓ錯体を準備する。次に、炭
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素基材を、上記Ｏｓ錯体を含有する電解液内に含浸した状態で、該炭素基材の電位を掃引
し所定範囲内で変動させる。すると、上記Ｏｓ錯体に配位したスペーサーの末端のアミノ
基が、電解酸化され、水素が脱離し、このアミノ残基を介してＯｓ錯体が炭素基材表面に
共有結合される。
【００５３】
　スペーサーの直鎖構造の鎖長を調節する方法は特に限定されず、例えば、上記第一の方
法においては、上記ジアミンとして、所望の鎖長の直鎖状アルキレン基を含むものを用い
ればよい。すなわち、所望の鎖長を有する直鎖状アルキレン基を含むジアミンを、電解液
に溶解又は分散させ、該電解液内に浸漬した炭素基材の電位を変動させることで、所望の
鎖長の直鎖構造を有するスペーサーを介して電子伝達メディエータを炭素基材表面に共有
結合させることができる。
【００５４】
　また、上記第二の方法においては、上記イミダゾール環（配位性部位）によってＯｓに
配位する化合物として、所望の鎖長の直鎖状アルキレン基を含むものを用いればよい。す
なわち、所望の鎖長を有する直鎖状アルキレン基の末端にアミノ基及び配位性部位を有す
る化合物をＯｓ錯体に配位させることで、所望の鎖長の直鎖構造を有するスペーサーを介
して電子伝達メディエータを炭素基材表面に共有結合させることができる。
【００５５】
　電子伝達メディエータの共有結合による導電性基材表面への固定化量は、共有結合反応
時間に依存（図５参照）し、これを制御することで、導電性基材表面に共有結合により固
定化する電子伝達メディエータの量を調整することができる。共有結合反応時間は、電子
伝達メディエータをスペーサーを介して導電性基材表面に共有結合させる方法によって異
なり、例えば、上記第一の方法では、炭素基材（導電性基材）表面に共有結合させたジア
ミンのアミノ基と、Ｏｓ錯体の配位子の酸基とのアミド縮合の反応時間となる。尚、この
とき、炭素基材表面に共有結合させるジアミンの量も最大量（飽和量）とする。
【００５６】
　また、上記第二の方法では、上記Ｏｓ錯体に配位したスペーサーの末端のアミノ基の電
解酸化の反応時間を制御することで、電子伝達メディエータであるＯｓ錯体の導電性基材
への固定化量をコントロールすることができる。
　導電性基材表面に共有結合により固定化できる電子伝達メディエータの最大量（最大固
定化量）は、用いる導電性基材や共有結合させる電子伝達メディエータ及びスペーサー等
によって異なってくる。例えば、実施例において用いている電子伝達メディエータ（Ｏｓ
錯体）、スペーサー（直鎖状アルキルジアミン）、及び導電性基材（炭素基材）の場合、
その最大固定化量は、図５に示すように、約８×１０-11ｍｏｌ／ｃｍ2である。
【００５７】
　電極反応である酸化還元酵素及び電子伝達メディエータの酸化還元反応が、効率よく定
常的に進行するように、電解液は最適なｐＨ値、例えば、ｐＨ７付近に維持されることが
好ましい。ｐＨの調整には、例えば、トリス緩衝液、リン酸緩衝液、モルホリノプロパン
スルホン酸（ＭＯＰＳ）等の緩衝液を用いることができる。
　また、電極反応である酸化還元反応が効率よく定常的に進行するようにするために、酸
化還元酵素、電子伝達メディエータは、例えば、２０～３０℃程度に維持されていること
が好ましい。
【００５８】
　酸化還元酵素の基質としては、生物学的栄養源を広く利用することができ、例えば、炭
水化物やその発酵生産物が挙げられ、特に、アルコール、糖及びアルデヒドが好ましく用
いられる。具体的には、メタノール、エタノール、プロパノール、グリセリン、ポリビニ
ルアルコール等のアルコール；グルコース、フルクトース、ソルボース等の糖類；ホルム
アルデヒド、アセトアルデヒド等のアルデヒド等が挙げられる。その他にも、脂肪類、タ
ンパク質等の糖代謝の中間生成物等の有機酸、これら混合物などを用いることができる。
　本発明の酵素電極を燃料電池用電極として用いる場合には、取り扱いが極めて容易であ
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ス、アルコールが好適に用いられる。
【００５９】
　上記のような基質酸化型酵素電極からなるアノードと対をなすカソードとしては、例え
ば、酸化剤の還元反応に有効な触媒である白金や白金合金等、燃料電池において一般的に
用いられている電極触媒を、グラファイト、カーボンブラック、活性炭のような炭素質材
料、又は金、白金等からなる導電体に担持させたものや、白金や白金合金等の電極触媒そ
のものからなる導電体をカソード電極として用い、酸化剤を電極触媒に供給するような形
態とすることができる。
【００６０】
　或いは、上記のような基質酸化型酵素電極からなるアノードと対をなすカソードを、基
質還元型酵素電極としてもよい。酸化剤を還元する酸化還元酵素としては、ラッカーゼや
ビリルビンオキシターゼなどの公知のものが挙げられる。酸化剤を還元する触媒として酸
化還元酵素を用いる場合には、必要に応じて、公知の電子伝達メディエータを用いてもよ
い。酸化剤としては、酸素、過酸化水素等が挙げられる。
【００６１】
　カソード電極における電極反応を妨害する不純物（例えば、アスコルビン酸、尿酸等）
による影響を回避するために、ジメチルポリシロキサン等の酸素選択性の膜をカソード電
極の周囲に配置してもよい。
【００６２】
　本発明の電子伝達メディエータ修飾酵素電極は、安定した電極性能と高い電流密度が得
られることから、生物燃料電池の電極として利用することによって、長期間にわたって安
定した電力供給が可能であり、且つ、発電性能に優れた生物燃料電池を提供することが可
能である。
　また、本発明の修飾酵素電極は、生物燃料電池に限らず、酵素センサーや、酵素センサ
ー、酵素トランジスタ等に用いることができる。本発明の酵素電極を酵素センサーに用い
る場合、酵素と基質の酸化還元反応の進行により発生した電流又は電圧を検知することで
、基質の存在の有無或いは濃度を測定することができる。本発明の修飾酵素電極によれば
、高電流密度が得られるため、感度が高く、且つ、長期間にわたって安定した精度を保持
することが可能な酵素センサーを提供することができる。
【実施例】
【００６３】
　＜酵素電極の作製＞
　炭素基材（グラッシーカーボン、３ｍｍφ）を、ジアミン［ＮＨ2－（ＣＨ2）ｎ－ＮＨ

2］の緩衝水溶液（ＫＨ2ＰＯ3１０ｍＭ、ｐＨ１２．５、Ｉｓ（イオン強度）０．１、ジ
アミン濃度１０ｍＭ）中に浸漬し、該炭素基材の電位を－０．２～０．５Ｖ（ｖｓ．Ａｇ
／ＡｇＣｌ）の範囲で変動（掃引速度５０ｍＶ/ｓで２０回程度）させ、該炭素基材表面
にアミノ基の電解酸化によりジアミンを共有結合させた（図４の４－Ａ参照）。
【００６４】
　一方、塩素原子が６配位したＯｓ錯体（ＯｓＣｌ６）を準備し、ＯｓＣｌ６と５，５’
－ジメチル－２，２’－ビピリジンとを２００℃で２時間反応させた。その後、亜ジチオ
ン酸塩を添加し、氷上で３０分間反応させ、Ｏｓに配位した塩素原子４つと二座配位子で
ある５，５’－ジメチル－２，２’－ビピリジン２つとを置換した。続いて、ニコチン酸
と２００℃で２時間反応させ、さらに、ＮＨ４ＰＦ６を添加し、反応させることで、Ｏｓ
に配位した塩素原子１つとニコチン酸とを置換し、Ｏｓ（５，５’－ジメチル－２，２'
－ビピリジルジン）２Ｃｌ（ニコチン酸）（以下、Ｏｓ錯体Ｉとする）を合成した（式（
２）参照）。
【００６５】
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【化２】

【００６６】
　上記にてジアミンを共有結合させた炭素基材（図４の４－Ａ参照）を、０．１Ｍリン酸
バッファー（ｐＨ７）と２０ｍＭ Ｏｓ錯体Ｉのジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）溶液
とを９：１（体積比）で混合した溶液（Ｏｓ錯体濃度２ｍＭ）中に浸漬し、下記式（３）
で表される触媒の存在下、炭素基材上のジアミンのアミノ基とＯｓ錯体Ｉのニコチン酸と
をアミド縮合させ、Ｏｓ錯体Ｉをジアミンを介して炭素基材表面に共有結合させた（図４
の４－Ｂ参照）。
【００６７】
【化３】

【００６８】
　図５は、下記実施例１と同様にして炭素基材上のジアミンのアミノ基とＯｓ錯体Ｉのニ
コチン酸とをアミド縮合させ、Ｏｓ錯体Ｉをジアミンを介して炭素基材表面に共有結合さ
せた際の、ジアミンを介して炭素基材表面に共有結合されるＯｓ錯体の固定化量の上記ア
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ミド縮合反応時間依存性を示すグラフである。この図５により、アミド縮合の反応時間を
コントロールすることによって、炭素基材表面に固定化するＯｓ錯体（電子伝達メディエ
ータ）の量を調節可能であることがわかる。図５においては、アミド縮合反応時間が約５
０時間に達すると、Ｏｓ錯体の固定量がほぼ飽和状態（最大固定化量約８×１０-11ｍｏ
ｌ／ｃｍ2）となっている。
【００６９】
　（実施例１）
　上記酵素電極の作製において、それぞれ直鎖状炭素数ｎの異なるジアミンを用いて酵素
電極１～６を作製した。尚、各酵素電極におけるジアミンの直鎖状炭素鎖の炭素数ｎ、及
びスペーサー鎖長Ｌ及びＯｓ錯体の単位面積当りの固定化量は表１に示す通りである。
【００７０】
【表１】

【００７１】
　得られた各酵素電極について、以下の条件（１）及び（２）の下、サイクリックボルタ
ンメトリー（ＣＶ）を行った。結果を図６に示す。尚、条件（２）におけるＣＶは、触媒
電流値が安定するまで複数回（１０回）行い、図６には、その最大電流値を示した。
【００７２】
　＜ＣＶ条件＞
　・セルボリューム：１ｍＬ
　・スキャンレート：２０ｍＶ／ｓ
　・電解液：（１）１００ｍＭのリン酸バッファー（ｐＨ７）のみ
　　　　　　（２）１００ｍＭのリン酸バッファー（ｐＨ７）、グルコース１００ｍＭ
　　　　　　　　　及びＰＱＱ－ＧＤＨ０．０４ｍｇ
【００７３】
　図６において、上記条件（１）での各ＣＶ曲線（１）より、各酵素電極のグラッシーカ
ーボンにＯｓ錯体が固定化されていることがわかる。また、図６における上記条件（２）
でのＣＶ曲線（２）より、各酵素電極のグラッシーカーボン表面に固定化されたＯｓ錯体
が、酸化還元酵素（ＰＱＱ－ＧＤＨ）と基質（グルコース）を含有する電解液内において
、電子伝達メディエータとして機能していることがわかる。
【００７４】
　また、条件（１）おけるＣＶから算出されるＯｓ錯体の酸化電流値と、条件（２）にお
けるＣＶから算出されるグルコースの最大酸化電流値との差から、各酵素電極の触媒電流
値を算出し、該触媒電流値をグラッシーカーボンに固定化したＯｓ錯体量で除することで
、各酵素電極におけるＯｓ錯体の固定化量あたりの触媒電流を求めた。結果を図７に示す
。尚、図７には、各酵素電極１～６について、Ｏｓ錯体の固定化量の異なるデータもあわ
せて示した。
【００７５】
　（実施例２）
　上記酵素電極の作製において、それぞれ直鎖状炭素数ｎの異なるジアミンを用いて酵素
電極７～１２を作製した。尚、各酵素電極におけるジアミンの直鎖状炭素鎖の炭素数ｎ、
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及びスペーサー鎖長Ｌ及びＯｓ錯体の単位面積当りの固定化量は表２に示す通りである。
【００７６】
【表２】

【００７７】
　得られた各酵素電極について、以下の条件（３）及び（４）の下、サイクリックボルタ
ンメトリー（ＣＶ）を行った。結果を図８に示す。尚、条件（４）におけるＣＶは、触媒
電流値が安定するまで複数回（３回）行い、図８には、その最大電流値を示した。
【００７８】
　＜ＣＶ条件＞
　・セルボリューム：１ｍＬ
　・スキャンレート：２０ｍＶ／ｓ
　・電解液：（３）１００ｍＭのリン酸バッファー（ｐＨ７）のみ
　　　　　　（４）１００ｍＭのリン酸バッファー（ｐＨ７）、グルコース１００ｍＭ
　　　　　　　　　及びＦＡＤ－ＧＯＤ０．０４ｍｇ
【００７９】
　図８において、上記条件（３）での各ＣＶ曲線（３）より、各酵素電極のグラッシーカ
ーボンにＯｓ錯体が固定化されていることがわかる。また、図８における上記条件（４）
でのＣＶ曲線（４）より、各酵素電極のグラッシーカーボン表面に固定化されたＯｓ錯体
が、酸化還元酵素（ＦＡＤ－ＧＯＤ）と基質（グルコース）を含有する電解液内において
、電子伝達メディエータとして機能していることがわかる。
【００８０】
　また、条件（３）おけるＣＶから算出されるＯｓ錯体の酸化電流値と、条件（４）にお
けるＣＶから算出されるグルコースの最大酸化電流値との差から、各酵素電極の触媒電流
値を算出し、該触媒電流値をグラッシーカーボンに固定化したＯｓ錯体量で除することで
、各酵素電極におけるＯｓ錯体の固定化量あたりの触媒電流を求めた。結果を図７に示す
。
【００８１】
　図７より、酵素としてＰＱＱ－ＧＤＨを用いた場合、直鎖状炭素鎖の炭素数ｎが４～１
０、スペーサー鎖長Ｌが１１～１９Åのスペーサーを用いることで、高い触媒電流値が得
られることがわかる。ｎ＝２のジアミンでは、スペーサーが短いため、Ｏｓ錯体の動きや
すさや、アクセスビリティが低下し、電子伝達メディエータであるＯｓ錯体と酸化還元酵
素間及びＯｓ錯体と導電性基材間の電子伝達性が低下する結果、触媒電流値が小さくなっ
たと考えられる。一方、ｎ＝１２のジアミンでは、スペーサーが長くなりすぎるため、ス
ペーサーの剛直性が低下し過ぎて運動の速さが低下し、電子伝達メディエータと酸化還元
酵素間及び電子伝達メディエータと導電性基材間の電子伝達性が低下する結果、触媒電流
値が小さくなったと考えられる。
【００８２】
　また、図７より、酵素としてＦＡＤ－ＧＯＤを用いた場合、直鎖状炭素鎖の炭素数ｎが
４～１０、スペーサー鎖長Ｌが１１～１９Åのスペーサーを用いることで、高い触媒電流
値が得られることがわかる。ＰＱＱ－ＧＤＨを用いた場合同様、ｎ＝２のジアミンでは、
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スペーサー短いため、Ｏｓ錯体の動きやすさや、アクセスビリティが低下し、電子伝達メ
ディエータであるＯｓ錯体と酸化還元酵素間及びＯｓ錯体と導電性基材間の電子伝達性が
低下する結果、触媒電流値が小さくなったと考えられる。一方、ｎ＝１２のジアミンでは
、スペーサーが長くなりすぎるため、スペーサーの剛直性が低下し過ぎて運動の速さが低
下し、電子伝達メディエータと酸化還元酵素間及び電子伝達メディエータと導電性基材間
の電子伝達性が低下する結果、触媒電流値が小さくなったと考えられる。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】本発明の電子伝達メディエータ修飾酵素電極を備えた生物燃料電池の一形態例を
示す概念図である。
【図２】本発明の電子伝達メディエータ修飾酵素電極の一形態例における導電性基材表面
の拡大図であって、電子伝達メディエータのフレキシビリティを示す概念図である。
【図３】酸化還元酵素の三次元構造例を示す図である。
【図４】導電性基材表面へ電子伝達メディエータを共有結合させる方法の一例を示す図で
ある。
【図５】電子伝達メディエータの導電性基材表面への固定化量のアミド縮合反応時間依存
性を示すグラフである。
【図６】実施例１における酵素電極のＣＶ測定の結果を示すグラフである。
【図７】実施例１及び２における直鎖状炭素鎖の炭素数ｎに対する導電性基材への電子伝
達メディエータの固定化量当りの触媒電流値を示すグラフである。
【図８】実施例２における酵素電極のＣＶ測定の結果を示すグラフである。

【図１】

【図２】

【図３】
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