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Abstract

We fabricated a LPR (Localized Plasmon Resonance) sensor using ordered porous alumina. The
fabricated nanostructure is very uniform and can be made using a simple process. These devices exhibit
unique optical properties due to interactions between LPR and a thin film resonator. Finally, we demonstrate
that this device can be applied to a biosensor using its LPR characteristics.

1. はじめに

当社では，ナノフォトニクスを用いたバイオセンシン
グの研究開発を行なってきている。2007年6月に，表面
プラズモン共鳴（SPR）を用いる「AP-3000」を創薬ス
クリーニングなどの用途へ向けて開発した。SPRセンサ
は，無標識で分子結合などを測定できるため，抗原抗体
反応などを無標識で観測できる手段として期待されてい
る1）, 2）, 3）。
一方，SPRを発生させるためにはプリズムが必要であ

るが，近年，プリズムを用いない局在プラズモン共鳴
（LPR）が期待され，多くの研究がなされている4）, 5）, 6）。
LPRでは，より均一な金属微細構造を作製する技術を実
現することが重要となる。われわれは，配列陽極酸化ポー
ラスアルミナでこれを実現する方法を研究してきた。本
デバイス構造から，LPRと薄膜共振器効果が相互作用し
て，従来では得られなかった新規な光学特性が得られる
可能性を見出した。また，バイオセンサーへの応用可能
性を調べた。実験とシミュレーションにて，これらの現
象について調べた結果を報告する。

2. 原理

LPRは，SPRに比べてプリズムが不要なことから光学
系が単純化でき，センサ部の2次元化も容易で，スルー

プット性が向上できる簡便で小型なバイオセンサー技術
として注目を受けている。LPRは，数十nm～数百nm
のサイズの金属微粒子に光が照射された時に，光の電場
の振動数と金属内の自由電子が共鳴振動して発現され
る。LPR条件は，金属微粒子のサイズとその周囲の誘電
率によって決められる。LPRは共鳴周波数において吸収
ピークが現れる。粒子周囲の誘電率変化に敏感であるこ
とを利用し，共鳴周波数の変化を検出することで，微小
な領域での物質の変化や分子結合を検出することが可能
である7）, 8）, 9）。原理をFig. 1に示す。

Fig. 1  LPR (Localized Plasmon Resonance).

3. デバイスの作製

われわれは，均一な金属微細構造作製技術として，配
列陽極酸化ポーラスアルミナをテンプレートとしたナノ
構造作製法に着目した。
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3.1 配列陽極酸化ポーラスアルミナ
ポーラスアルミナは，アルミニウムを酸性の電解液中

で陽極酸化した際に形成される酸化皮膜であり，酸化皮
膜にはナノオーダーの微細孔が密に分布した構造が形成
される。ポーラスアルミナの細孔は，周期，細孔長さ，
孔径を比較的容易に制御することが可能である。また，
アルミニウム上に形成されたアルミナ膜は，可視～赤外
の波長において透明で，光学素子として利用しやすい。
まず，テンプレートとして用いる配列した陽極酸化

ポーラスアルミナについて説明する。通常，アルミニウ
ムを陽極酸化すると，形成される細孔はランダムになる。
しかし，開始点をアルミニウム表面に形成した後に所定
の条件で陽極酸化を行なうと，配列した細孔が形成され
る。最初の開始点の形成をナノインプリントなどで行な
う方法と，長時間，陽極酸化した際の細孔底部で自己組
織化的に配列した形状を利用する手法がある。後者は二
段階陽極酸化法と呼ばれ，自己組織化による形状制御の
ため，モールドなどの鋳型を必要としないために， 低
コスト化，大面積化が可能である。われわれは，実用性
を考えて後者を選択した。Fig. 2に二段階陽極酸化法の概
略図を示す10）。

Fig. 3  ADPAD (Anodic Porous Aluminum Device).

Fig. 2  Processes of ordered porous alumina.

Fig. 4  Optical evaluation system.

Fig. 5  Film thickness dependency of a spectrum.

Fig. 6  Simple model of ADPAD.

が粒子状に形成されている。また，アルミナ表面にも金
が成膜され，金ナノメッシュ構造が形成されている。可
視域の反射スペクトルには，複数の吸収ピークが存在し
ていることを確認した。このデバイスを，われわれは
ADPAD（Anodic Porous Aluminum Device）と呼ぶこと
にした。

4. ADPADの反射光学特性

ADPADの光学特性を調べるために，Fig. 4の評価光
学系を準備して反射スペクトルの測定を行なった。デバ
イスは，液中での評価を行なえるようにセル型治具で固
定した。白色平行光（キセノン光源）を入斜角10°で照
射して反射スペクトルを測定した。

テンプレートの細孔周期Pは陽極酸化の電圧Eに依存
し，「P = 2.4×E」の関係式で表わされる。細孔径は経
験的にセル周期の1／3程度となる。細孔径はウェット
エッチングで拡大することができる。アルミナ膜厚は陽
極酸化時間によって決められ，最大数百μm程度まで
作製可能である11）。

3.2 デバイスの作製
本報告で使用したテンプレートは，細孔周期100nm，

作製条件は0.5M蓚酸/電圧40V/液温15℃にて一段階目
の陽極酸化を5時間行なった後に，二段階目の陽極酸化
も同一条件にて行なった。二段階目の陽極酸化時間は，
実験目的に応じて膜厚を約 100nm～ 500nm，孔径は
30nm～90nmとした。これに金を膜厚30nmとなるよう
に蒸着した。Fig. 3にSEM観察像を示す。細孔底部に金

Fig. 6にADPAD構造を単純化したモデルを示す。吸
収ピークの発生原理は，細孔底部に形成された金粒子に
よるLPR吸収と，アルミニウム地金と最表面の金ナノ

ADPADの反射特性は，Fig. 5に示されるように可視波長
域で複数の吸収ピークが見られる。この吸収ピークはア
ルミナの膜厚によって変化するが，単純な薄膜干渉の計
算結果とは良い一致が得られない。また，LPR特性のみ
でこの反射特性を考えると，粒子サイズや周囲の媒質が
変化してないにもかかわらず，吸収ピークが変化するこ
とはLPR特性としては矛盾が生じる。このような光学特
性の起源として，われわれは，LPRと薄膜での光共振器
効果が混在する仮説を立てた。以下にその原理を述べる。
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メッシュの反射層と中間の透明アルミナ層によって形成
される共振器による干渉効果の複合作用であると推測す
る。これらの仮説を3D-FDTDシミュレーションで調べ，
原理の考察を行なった。結果を以下に示す。

4.1 仮想モデルによる原理考察

3D-FDTDによる計算で原理考察を行なった。Fig. 7に
計算モデルと結果を示す。ADPADと同様の構造をモデ
ルに計算した結果をリファレンス（青線）にし，仮想モ
デルとして，細孔内のみに金粒子があるモデル（赤線）
と，表面にのみ金があるモデル（黄線）での反射スペク
トル形状を比較した。モデル構造の細孔深さは200nm，
細孔径は50nmである。

と同様にプロットした結果をFig. 10に示す。デバイス
膜厚はSEM像から算出しており，誤差が含まれている
ものの，LPR吸収と干渉吸収が一致する波長域（780nm
付近）でプロットが分離していく傾向を，実デバイスの
測定結果からも得られた。グラフ内の青線はLPR吸収
が発生する波長位置である。ADPADの細孔径が小さく

Fig. 7  The calculation result of the spectrum origin.

Fig. 8 The calculation result of the film thickness dependency of
spectrum A.

Fig. 9 The calculation result of the film thickness dependency of
spectrum B.

Fig. 10  The experiment result of the film thickness dependency of
a spectrum.

Fig. 7のモデルでは，長波側の吸収は干渉に起因し，
短波側の吸収は金粒子のLPR吸収であることがわかっ
た。また，これらに加えて，グラフ内の○印部分は金ナ
ノメッシュ構造に起因したLPR吸収が発生しているこ
とも示された。この計算結果から，仮説の通り，スペク
トルにはLPR吸収と干渉吸収が含まれていることが示
された。

4.2 LPRと共振器効果

次に，アルミナの膜厚を変化させた時の反射スペクト
ルについての計算結果をFig. 8とFig. 9に示す。
Fig. 8の細孔深さ0.28μmでは，LPR吸収（800nm付

近）と干渉吸収は独立している。細孔深さ0.4μmでは，
LPR吸収と干渉吸収が800nm付近で一致する条件であ
る。しかし，スペクトルは重ね合わされることなく二つ
に分裂している。両者は単純な足し合わせにはなってい
ない。Fig. 9は，膜厚条件を細かく計算した結果のうち，
計算で得られた吸収波長を青点でプロットし，干渉吸収
で発生する波長を赤線でプロットし，LPR吸収波長を青
線でプロットした。干渉吸収波長とLPR吸収波長が離
れている時，それぞれの吸収波長は理論値と一致し，両
者の吸収波長が近づくとスペクトルが分離する結果を得た。
実際に，ADPADの膜厚条件をより細かく変化させた

実デバイスでの反射スペクトルを測定し，吸収波長をFig. 9



37FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.53-2008)

られるカイネティックカーブを描く。シフト量は，結合
反応後にBuffer液で洗浄しても維持されている。これは，
細孔内への単なる液交換ではなく，金表面に修飾した
SAMにNアビジンが結合したために，金表面近傍の誘
電率が変化し，LPR条件が変化したことを示唆している。
このシフト量は，社外で研究報告されている同様の

LPRセンサーと比較しても大きく，LPRセンサーとして
は高感度な性能を有していることが示された。しかし，
LPRセンサーは，SPRセンサーと比較すると検出感度は
2桁程度悪く，具体的なアプリケーションが確立するま
でに至っていない。この点は今後のLPRセンサー研究
の課題である。

6. まとめ

陽極酸化ポーラスアルミナを利用して，金ナノ構造デ
バイスADPADを作製した。ADPADの吸収スペクトル
は，LPR吸収と共振器効果の強い相互作用によって発生
しており，特異な光学特性を示す。また，タンパク結合
によるスペクトル変化があることを確かめ，LPR特性を
利用したバイオセンサーとして可能性があることを示し
た。
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なる（つまり金ドットのサイズは小さくなる）と，スペ
クトル分離が発生する波長は短波側へ変化している。
すなわち，LPRの効果と共振器の効果がまったく独立

ではなく，何らかの相互作用を有するということである。
これは，光（共振器）と電子（プラズモン）の強い相互
作用を示す現象として物理的に興味深い12）。

5. ADPADのバイオセンサーとしての性能

バイオセンサーとしての性能を調べるために，Nアビ
ジン（ビオチン化ニュートラアビジン）を結合させた時
のスペクトル変化を調べた。始めに，ADPAD中の金表
面をDDA（Dithio dibtyric acid）でSAM処理した後，
NHS（N-ヒドロキシコハク酸イミド）とEDC（N

,
-（3-

ジメチルアミノプロピル）カルボジイミドヒドロクロリ
ドリ）の混合液でSAMのカルボキシル基を活性化させ
て，酢酸バッファー（pH4.5）液中へデバイスを浸漬し
た。途中でNアビジン溶液（0.1mg/ml）を添加した。ス
ペクトルをFig. 11に示す。

Fig. 11  Experiment result in which protein combines are observed.

Fig. 12  Result of Fig. 5 x-axis as time.

点A:Buffer 液交換 点B:アビジン添加 点C:Buffer 液で洗浄

ここで，Fig. 11の吸収スペクトルはLPR吸収による
ものである。LPR吸収と共振器効果での吸収と独立な構
造条件でADPADを作製した。膜厚が210nm，粒径は約
70nmである。
Fig. 12は，スペクトルシフトを横軸時間，縦軸シフト

量としてプロットしたものである。バッファー液のみの
液交換では変化しなかったスペクトル（点A）が，Nア
ビジン溶液添加後で約十数nmのスペクトルシフトとし
て検出された（点C）。プロット結果は，結合反応で見


