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Abstract 

We report about high S/N surface plasmon resonance (SPR) using monolithic prism tip. To achieve
higher S/N ratio, we developed multi-PD differential detection technique and wavelength locked laser light
source. We also developed monolithic prism tip to obtain easier tip handling. The high sensitive biological
sensing by using our technologies is demonstrated.

1. はじめに

ゲノムやプロテオームの進歩により，医療診断や創薬
の手法は大きく変わりつつある。特に，蛋白どうしの
結合観測からは，学術的な基礎データから医療診断な
どの応用展開にいたるまで，非常に重要な情報が得ら
れるため，結合反応を検出するための手法が多数，開
発されてきた。代表的な手法として，色素などで標識
した物質が，基板に固定した特定物質と結合したかど
うかを検出する方法がある。この方法は，長年の改良
により精度も高く，最も多用されている。一方，蛋白
どうしの結合反応は標識物質によって阻害されること
もありうるため，無標識で観測する方法が強く望まれ
ている。無標識かつ高感度のバイオセンサとして，表
面プラズモン共鳴（SPR : Surface Plasmon Resonance）1）-5）

が期待され，1990年代から実用化が行われてきた。し
かしながら，現段階のS/Nが，薬剤などの探索に対し
て必ずしも充分とはいえないことや，プリズム光学系
を用いることによるチップ交換性の悪さなど，解決す
べき課題も大きい。本報告では，われわれがSPRの高
S/N化のために開発した高感度光学測定光学系および，
交換性向上のために開発したプリズム一体型チップに
ついて述べる6）-7）。

2. SPRの原理

まず，クレッチマンタイプのSPR4）の原理をFig. 1を
用いて説明する。透明誘電体/金属/試料という構成にお
いて，透明誘電体から金属界面に光が入射すると，光
の電場によって金属内に量子化された自由電子の集団
運動が誘起される。これをプラズモンと呼ぶ。いま，
誘電体の屈折率をn，金属の誘電率をεm，試料の誘電
率をεs，透明誘電体から金属界面へ入射する光の入射
角をθとすると，（1）式が成り立つ条件のときに，入
射光とプラズモンとの共鳴が起こり，これは表面プラ
ズモン共鳴（SPR）と呼ばれる。

n(ω/c)sinθ＝(ω/c)[εmεs/(εm+εs)]1/2・・・（1）

ここで，ωは光の角周波数，cは真空中の光速である。
通常，θは全反射角よりも大きいため，このような条
件の入射条件を得るためにはプリズムが用いられる。

Fig. 1 Schematic of SPR.
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SPRが生じると光のエネルギーは金属内の自由電子の
運動に結合し，金属に吸収されてしまうため，全反射角
であるのにもかかわらず，反射光が減衰するという現
象が観測される。たとえば，Fig. 1で示すような光学系
においては，全反射光の中の暗線として観測される。
（1）式からわかるとおり，共鳴角θは試料の誘電率によ
って変化する。もしも，金属表面上で試料が何らかの
反応を起こし，誘電率が変化した場合にはθも変化す
るので，暗線の位置変位を計測することで反応の程度
が推定できる。また，SPRの状態が試料から摂動を受け
る距離は，金属界面から数百nm以下であるため，表面
近傍での変化のみをとらえることができるということ
がこの方法の大きな特徴となっている。これらの特徴
により，SPRを用いることによって，無標識かつ無洗浄
のセンシングが可能となる。
上記のような特徴を有している一方，SPRセンサでは，
光源の波長変動などによるノイズがS/N低下の原因とな
る。このため，無標識バイオセンシングとして期待さ
れていながらも，普及が進んでいないのが現状である。

3. SPRセンシングの高S/N化

われわれは，信号の高S/N化の手段として，差分型検出
法によるSPRの暗線測定法および，波長高安定レーザ光
源を開発した。
まず，差分型検出法について述べる。SPRの検出とし
て従来から用いられる方法としては，CCDによる暗線
検出法と，暗線中の一定角度点の信号変化を測定する
方法がある。前者の方法を用いれば容易に暗線の最小
位置を検出することができるが，CCDの分解能によって
感度の限界が決まってしまうことや，スイッチング
ノイズなどの影響を受けてしまうなど，高いS/Nを得る
ことがむずかしい。後者は，アナログ検出であるので
高い感度が期待できるが，SPRの中心位置を同定すること
が難しい。今回，開発した差分検出法は，暗線位置の同
定と高感度を両立する方法である。原理をFig. 2に示す。
2個のフォトダイオード（PD）でSPRの信号を測定し，
両者の信号をリアルタイムで差分すると，その信号は
SPR信号の微分と対応する。したがって，測定信号強度
の変化によって，暗線の極小値の同定が可能である。
また，PDと暗線の位置が適切な関係にあれば，差分値
は0近辺になるため，大きな増幅率で高感度検出を行う
ことが可能となる。さらに，この方法は，2つの検出器か
らの信号をリアルタイムで差分測定するため，電源な
どから混入するノイズが軽減されるというメリットが
ある。このような測定を行う場合，暗線位置が大きく
移動してしまうと，検出可能範囲からはずれてしまう
という欠点がある。これを克服するために，われわれは，
複数のPDが並んだPDアレイを用い，常にその中の最
適点で差分を行う方法を新たに開発した。その動作原理
をFig. 3を用いて説明する。PDがn個並んだアレイ素子
を用いる場合，まず，1と2，2と3・・・・，n-1と n
の間で差分信号を測定する。差分信号は，SPR信号の微

分と対応する。暗線の最小値周辺での微分値は0に近づ
くので，前後の信号との対応を見ながら，このチャン
ネルを測定ポイントとして設定し，以後，このチャン
ネル固定で測定を行う。Fig. 3ではチャンネルcが測定
ポイントとなる。実際の測定では，SPRの暗線の角度変
化はわずかであるので，このように最初に測定PDを決
定してしまえば，あとはその位置固定で測定が可能と
なる。本報告の実験では，24素子のフォトダイオード
アレイを使用した。
次に，高S/N化のためのもうひとつの手段として用い

た波長安定化レーザ8)について述べる。SPRにおいては，
照射光の波長の純度が高いほど生じる暗線がシャープ
になるため，より高い感度が得られる。そのため，
レーザ光源が用いられる場合が多いが，レーザ光源の
波長変動によってS/N低下が生じる。（1）式には波長に

Fig. 2 Schematic of 2-PD differential detection.

Fig. 3 Schematic of Multi-PD differential detection.
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よる変動要因は含まれないが，実際には，プリズムの
屈折率n，金属膜の誘電率εm，サンプルの誘電率εsが
波長に依存して変化するため，光源の波長が変動すると
SPR信号も変動する。この信号は，結合反応とは異なる
信号であるので，測定においてはノイズとなってしまう。
特に，SPRで用いる金，銀などの金属の誘電率は波長分
散が大きいため，光源の波長変動の影響は大きい。たと
えば，半導体レーザの波長が0.01nmシフトするとSPR
では屈折率変動換算で5×104以上のノイズとなる。実
用的には10-5以下が観測できる感度が望まれるため，
このようなノイズは致命的である。われわれは，この
ノイズを抑制するために，Fig. 4に示す独自開発の波長安
定化レーザをSPR測定の光源として用いた。

このレーザは，半導体レーザから発した光の一部を
反射ミラーで戻し，再度半導体レーザにカップリング
する構造となっている。光を戻す光路内に波長λ1の光
のみが透過する波長選択フィルタを入れることで，
半導体レーザの発振波長をλ1に制御することができる。
Fig. 5に波長安定化レーザを用いた際の効果を示す。光
フィードバックをカットし，フリーランニングで発信
しているときには，レーザの発振波長が不安定であり，
それに伴い，SPR信号のノイズも大きくなる。これに対
し，光フィードバックを行ったときには，レーザの発
振波長がシングルモードで安定し，SPRの信号もフィード
バック無しの状態に比べて1桁程度よくなっていること
がわかる。

4. プリズム一体型センサチップ

われわれは，チップ交換の容易化のための方法として，
プリズム一体型チップを開発した。SPR測定において
は，全反射条件を得るために，通常，プリズムが用い

られるが，ガラスのプリズムは高価であるため，プリ
ズムを固定し，平板状のチップを交換する方法が一般
的である。この場合，プリズムとチップの界面に空気
層があると反射が生じてしまうため，これを防ぐために，
液体などによる屈折率マッチングが必須となる。この
ような屈折率マッチングは，チップのハンドリングの
煩雑さにつながるばかりではなく，交換時のゴミ混入
によるノイズの原因になってしまうなどの欠点を有し
ている。われわれは，これらの欠点を解消するために，
Fig. 6で示すようなプリズムと測定面，およびサンプル
保持部が一体となった樹脂センサチップを開発した。
センシング部は，50nmの金蒸着膜を形成した構造となっ
ている。通常，樹脂の射出成形を行うと，樹脂内の応
力によって屈折率の不均一性や偏光の乱れによる信号
のS/N低下が生じる。そこで，われわれは光弾性定数の
小さな特殊な樹脂を用いてチップを作製した。この
センサは，サンプル保持部も一体となっているため，
測定前のセンサ面の表面処理や液交換などをオフライン
で行い，測定のみをオンラインで行うことができる。
このような測定手順を実施することで，多数のサンプル
を測定するときのハイスループット化も可能となる。

5. 実験結果

まず，屈折率感度を測定する実験の結果について述
べる。Fig. 7と Photo. 1に測定系を示す。実験サンプル
としてはショ糖で屈折率を調整した溶液を用いた。実験
から本システムのS/Nを評価した結果を示す。Fig. 8に
示すとおり，S/N=1に対応する屈折率変化は10-6である。
この測定におけるノイズには，長時間で変動するドリ
フトが含まれている。ドリフト成分は，リファレンス
を用いることで軽減することが可能である。われわれ
の見積もりでは，リファレンス法の導入によって，さ
らに1桁程度，検出限界をあげられる可能性を示す結果
を得ている。
次に，結合反応の測定実験について述べる。サンプ

ルとしては，抗原抗体反応を示すアビジンとビオチン
を用いた。実験は以下の手順で行った。まず，SPR

Fig. 5 Effect of wavelength locking.

Fig. 4 Schematic diagram of wavelength locking of LD due to
external optical feedback.

Fig. 6 Schematic diagram of the monolithic SPR tip.



チップの金属膜上にレセプタとなるアビジンを固定す
る。次に，この固定化表面にPBSバッファ液を充填し，
そのとき得られるSPR信号をベースラインとする。そ
の後，ベースライン測定を行ったのと同じ組成のバッ
ファ液にビオチンを溶かしたサンプルを加える。Fig. 9
に実験結果を示す。アビジンにブロッキング材を加え，
ビオチンが結合しないようにしたサンプルと比べ，ブ
ロッキングしていないサンプルではSPR信号が明らか
に変化していることがわかる。従来のSPRでは，ビオ

チンのような低分子蛋白の測定は難しいとされていた
が，われわれが開発したSPR測定装置によって，容易
に観測することが可能となった。なお，金属膜上への
蛋白固定方法を改良すれば，さらに高いS/Nが得られる
ことが期待できる。

6. まとめ

高性能のSPRセンサを目指し，角度差分検出および
波長安定化レーザを用いたSPR測定系，およびプリズ
ム一体型チップを開発した。本システムにより，高S/N
の測定を実現することが可能となった。今後は，シス
テムトータルとしての高スループット化やさらなる高
S/N化に取り組む予定である。
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Fig. 7 Configuration of the experimental setup.

Fig. 8 Experimental result of S/N evaluation.

Fig. 9 Responses to the immunoreactions for avidine and viotine.

Photo 1 Experimental setup.




