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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
平面部と筒状体とを備え、上記平面部の平面に対して筒状体が立設されてなり、
上記筒状体の開口部の平均内径が５ｎｍ以上２，０００ｎｍ以下の範囲内であり、
且つ上記筒状体は開口部から深部に向かって内径が小さくなっているＶ字型形状であり
、
上記筒状体の底部が非球面である構造体が、基板上に形成されており、
上記構造体を筒状体が備えられていない面を鉛直下向きに載置した場合に、当該筒状体
の底部が平面部よりも上にあり、
当該構造体の表面の少なくとも一部を覆い且つ当該構造体の構造を反映するように金属
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層が形成されていることを特徴とする局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップ。
【請求項２】
上記筒状体の平面部における分散密度は、１００μｍ四方当たり１個以上５０万個以下
の範囲内であることを特徴とする、請求項１に記載の局在型表面プラズモン共鳴センサ用
チップ。
【請求項３】
上記金属層の厚さが１０ｎｍ以上５００ｎｍ以下の範囲内であることを特徴とする、請
求項１または２に記載の局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップ。
【請求項４】
上記金属層の表面に、生体分子を固定化するための有機分子層が形成されていることを
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特徴とする、請求項１〜３の何れか１項に記載の局在型表面プラズモン共鳴センサ用チッ
プ。
【請求項５】
上記有機分子層は、金属層表面からの長さが５０ｎｍ以上２００ｎｍ以下の分子と、金
属層表面からの長さが１ｎｍ以上５０ｎｍ未満の分子とを含むことを特徴とする、請求項
４に記載の局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップ。
【請求項６】
上記金属層は、Ａｕ、Ａｇ、又はこれらの合金からなることを特徴とする、請求項１〜
５の何れか１項に記載の局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップ。
【請求項７】
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請求項１〜６の何れか１項に記載の局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップと、
上記局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップに光を照射する光源と、
上記局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップにおいて反射若しくは透過した光を受光
する光検出器と、
を備えることを特徴とする局在型表面プラズモン共鳴センサ。
【請求項８】
上記局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップの表面に対して、２種類以上の波長の光
を垂直に入射させ、当該局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップで反射した各波長の光
の反射率、当該局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップを透過した各波長の透過率、又
はこれら反射若しくは透過した各波長の光強度を上記光検出器で測定することを特徴とす
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る、請求項７に記載の局在型表面プラズモン共鳴センサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、高感度の局在型表面プラズモン共鳴センサを提供し得る、局在型表面プラズ
モン共鳴センサ用チップ、及びこれらから得られる局在型表面プラズモン共鳴センサに関
する。
【背景技術】
【０００２】
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人体の６０％は水分で構成され、残り４０％のうち半分はタンパク質で構成されており
、人体の細胞、筋肉、皮膚の大部分はタンパク質からなる。そのため、病気は、タンパク
質の変異と相関が認められる場合が多く、癌、インフルエンザその他の病気では、病気の
進行に伴って体内（血液中等）において特定のタンパク質が増加する。
【０００３】
従って、特定のタンパク質の状態（特定のタンパク質の有無、量等）をモニターするこ
とで病気の罹患、進行状況を知ることができ、現在では、数十種類のタンパク質について
病気との相関が確認されている。例えば、腫瘍（癌）の進行とともに増加する生体分子は
腫瘍マーカーと呼ばれ、腫瘍の発生部位に応じてそれぞれ異なる腫瘍マーカーが特定され
ている。

40

【０００４】
また、生体内のタンパク質、ＤＮＡ、糖鎖といった生体分子は、疾患の発生と直接的に
関係していることが多いので、それら生体分子間の相互作用を解析することにより、病気
のメカニズムを解明し、特効薬の開発を行うことが可能になりつつある。
【０００５】
上記腫瘍マーカーを含め、特定のタンパク質の有無や量を簡便且つ高精度に測定するツ
ールとしてバイオセンサがあり、将来的には誤診防止、早期診断、予防医療等への応用が
期待されている。
【０００６】
ここで、タンパク質等生体分子の相互作用を検出する方法としては、表面プラズモン共
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Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ）が利用されている

。表面プラズモン共鳴とは、金属表面の自由電子と電磁波（光）との相互作用によって生
じる共鳴現象であって、蛍光検出方式に比べると、試料を蛍光物質で標識する必要が無い
ため簡便な手法として注目されている。表面プラズモン共鳴を利用したセンサには、伝搬
型表面プラズモン共鳴センサと局在型表面プラズモン共鳴センサとがある。
【０００７】
伝搬型表面プラズモン共鳴センサの原理を図１０（ａ）〜（ｄ）により簡単に説明する
。伝搬型表面プラズモン共鳴センサ１１は、図１０（ａ）及び図１０（ｃ）に示すように
、ガラス基板１２の表面に厚み５０ｎｍ程度のＡｕ、Ａｇ等の金属膜１３を形成したもの
である。
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【０００８】
この伝搬型表面プラズモン共鳴センサ１１は、ガラス基板１２側から光を照射し、ガラ
ス基板１２と金属膜１３との界面において光を全反射させる。全反射した光を受光し、光
の反射率を測定することによって生体分子等がセンシングされる。
【０００９】
即ち、この反射率測定を光の入射角θを変化させることによって行うと、図１０（ｂ）
に示すように、ある入射角（共鳴入射角）θ１で反射角が大きく減衰する。これは、ガラ
ス基板１２と金属膜１３との界面に入射した光が当該界面で全反射するとき、当該界面で
発生するエバネッセント光（近接場光）と金属の表面プラズモン波とが相互作用するから
である。具体的には、ある特定の波長や特定の入射角においては、光のエネルギーが金属
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膜１３中に吸収され、金属膜１３中の自由電子の振動エネルギーに変化し、光の反射率が
著しく低下するからである。
【００１０】
この共鳴条件は金属膜１３の周辺物質の誘電率（屈折率）に依存するため、このような
現象は周辺物質の物性変化を高感度に検出する手法として用いられる。特に、バイオセン
サとして用いる場合には、図１０（ａ）に示すように、特定のタンパク質（抗原）と特異
的に結合する抗体１４（プローブ）を予め金属膜１３の表面に固定化しておく。そこに、
導入された検査試料にターゲットとなる抗原１６が存在すると、図１０（ｃ）に示すよう
に抗原１６が抗体１４と特異的に結合する。そして、抗原１６が抗体１４と結合すること
で金属膜１３の周辺の屈折率が変化し、共鳴波長や共鳴入射角が変化する。
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【００１１】
従って、検査試料を導入する前後における共鳴波長の変化、共鳴入射角の変化、あるい
は共鳴波長や共鳴入射角の時間的変化を測定することにより、検査試料中に抗原１６が含
まれているかどうかを検査できる。また、どの程度の濃度で抗原１６が含まれているかも
検査することができる。
【００１２】
図１０（ｄ）は、入射角θに対する反射率の依存性を測定した結果の一例を表している
。図１０（ｄ）において、破線は検査試料を導入する前の反射率スペクトル１７ａを示し
、実線は検査試料が導入されて抗体１４に抗原１６が結合した後の反射率スペクトル１７
ｂを示す。
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【００１３】
このように検査試料を導入する前後における共鳴入射角の変化Δθを測定すると、検査
試料が抗原１６を含んでいるかどうかを検査できる。また、抗原１６の濃度も検査するこ
とができ、特定の病原体の有無や疾患の有無等を検査することができる。
【００１４】
尚、一般的な伝搬型表面プラズモン共鳴センサでは、ガラス基板に光を導入するために
プリズムを用いている。そのため、センサの光学系が複雑且つ大型化し、またセンサ用チ
ップ（ガラス基板）とプリズムとをマッチングオイルで密着させる必要がある。
【００１５】
しかしながら、伝搬型表面プラズモン共鳴センサでは、センシングエリアがガラス基板
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表面から数百ｎｍとタンパク質のサイズ（十ｎｍ前後）に比べて大きい。そのため、この
センサは検査試料の温度変化や検査試料中の夾雑物（例えば、検査対象以外のタンパク質
）の影響を受け易く、バイオセンサでは、抗体に結合されず検査試料中に浮遊している抗
原にも感度を持ってしまう。
【００１６】
これらはノイズの原因となるため、信号雑音比（Ｓ／Ｎ比）が小さくて高感度のセンサ
を作製することが難しい。また、高感度のセンサを作製するためには、ノイズの原因とな
る夾雑物を取り除く工程や、検査試料の温度を一定に保つための厳密な温度制御手段を必
要とし、装置が大型になったり、装置コストが高価になったりする。
【００１７】
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これに対し、局在型表面プラズモン共鳴センサでは、金属微粒子（金属ナノ微粒子）の
表面に発生する近接場がセンシング領域となるため、回折限界以下の数十ｎｍの感度領域
を実現できる。その結果、局在型表面プラズモン共鳴センサでは、金属微粒子から離れた
領域に浮遊する検査対象物には感度を持たず、金属微粒子表面の非常に狭い領域に付着し
た検査対象物にのみ感度を持たせることができ、より高感度のセンサを実現できる可能性
がある。
【００１８】
金属微粒子を用いた局在表面プラズモン共鳴センサでは、金属微粒子から離れて浮遊し
ている検査対象物に感度を持たないので、ノイズ成分が少なくなり、その意味では伝搬型
表面プラズモン共鳴センサに比べて高感度である。しかし、Ａｕ、Ａｇ等の金属微粒子に
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おいて発生する表面プラズモン共鳴を利用したセンサでは、金属微粒子の表面に付着して
いる検査対象物から得られる信号の強度が小さく、その意味では感度がまだ低く、あるい
は感度が十分でなかった。
【００１９】
このような取り扱い難さを解消するために、複数の凹部を有する回折格子類似の局在型
表面プラズモン共鳴センサが開示されている（例えば、特許文献１参照）。
【００２０】
上記局在型表面プラズモン共鳴センサは、図１１に示すように、ナノインプリントによ
り賦形された窪み（凹部）が規則的に配置された構造を有する基板１９を有し、凹部の上
から蒸着又はスパッタ等により金属材料を積層し、得られる金属層２０はその下の形状を
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反映している。そして、図１２に示すように、この局在型表面プラズモン共鳴センサ１８
では、基板１９の金属層２０側から直線偏光２１を照射すると、凹部に強い電界２２が集
中する。
【００２１】
ところで、特許文献２には、ポリスチレンの微小球（直径２５０ｎｍ）を一定量含む液
体の一定量をアゾポリマー層表面に滴下し、その状態で所定強度の青色ＬＥＤ（波長４６
５ｎｍ〜４７５ｎｍ）を一定時間照射した後、微小球を除去することによって、ポリスチ
レン微小球が接していた部分が陥没し、ポリスチレン微小球の周りにアゾポリマーが盛り
上がったような形状の構造体が記載されている（特許文献２段落〔０１２８〕−〔０１３
０〕、図８を参照のこと）
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【先行技術文献】
【特許文献】
【００２２】
【特許文献１】日本国公開特許公報「特開２００８−２１６０５５号公報（２００８年９
月１８日公開）」
【特許文献２】日本国公開特許公報「特開２００８−１７０２４１号公報（２００８年７
月２４日公開）」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２３】
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しかしながら、特許文献１に記載の局在型表面プラズモン共鳴センサでは、隣り合う凹
部間距離ｄは４００ｎｍ以下が好ましいと特許文献１に記載されているが、凹部間距離ｄ
（図１２参照）が近づきすぎると、凹部の底部間の隙間の平坦部が凸部として光に認識さ
れ、作製した凹部がその機能を失ってしまう。つまり、特許文献１に記載の局在型表面プ
ラズモン共鳴センサでは、凹部間距離ｄを小さくして、凹部の密度を高めて高感度化しよ
うとすればするほど凹部自体が機能しなくなってしまうという問題があった。
【００２４】
本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、より高感度の局在型
表面プラズモン共鳴センサを提供し得る、構造体、局在型表面プラズモン共鳴センサ用チ
ップ、及びこれらから構成される局在型表面プラズモン共鳴センサを提供することにある
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。また本発明は、上記構造体を製造する手段を提供することを目的とした。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
本発明者らは、上記課題を解決するために、鋭意検討を重ねた結果、以下に示す構造体
を製造する方法を確立することに成功し、当該構造体を局在型表面プラズモン共鳴センサ
に応用することによって、より高感度の局在型表面プラズモン共鳴センサを実現できるこ
とを見出し、本発明を完成するに到った。
【００２６】
即ち、本発明に係る構造体は、上記課題を解決するために、平面部と筒状体とを備え、
上記平面部の平面に対して開口部が面するように筒状体が立設されてなり、上記筒状体の
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開口部の平均内径が５ｎｍ以上２，０００ｎｍ以下の範囲内であり、且つ上記筒状体の開
口部の内径Ａと、上記筒状体の開口部からの深さの中間点における内径Ｂとの比（Ａ／Ｂ
）が１．００以上１．８０以下の範囲内であることを特徴としている。特に本発明に係る
構造体は、上記筒状体の底部が非球面である。
【００２７】
上記構成によれば、例えば、上記構造体を局在型表面プラズモン共鳴センサ用基板に用
い、その表面に基板の形状に沿って金属層を形成させることにより、局在型表面プラズモ
ン共鳴センサ用チップを作製することができる。このようにして得られる局在型表面プラ
ズモン共鳴センサ用チップでは、筒状体がなす凹部内部および開口部周辺の金属における
自由電子と入射光との間で結合が起こり、筒状体がなす凹部内部および開口部周辺に電界
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が集中して極めて強い局在型表面プラズモン共鳴が発生する。従って、当該チップを用い
ることにより、より高感度の局在型表面プラズモン共鳴センサを提供することができると
いう効果を奏する。
【００２８】
また、上記局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップは、上記のような極めて強い局在
型表面プラズモン共鳴現象が現れるため、表面増強ラマン散乱分光用チップ、蛍光増強プ
レート、２光子蛍光増強プレート、第二次高調波発生基板等としても好適に使用すること
ができる。
【００２９】
また本発明に係る局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップは、上記課題を解決するた
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めに、平面部と筒状体とを備え、上記平面部の平面に対して開口部が面するように筒状体
が立設されてなり、上記筒状体の開口部の平均内径が５ｎｍ以上２，０００ｎｍ以下の範
囲内であり、上記筒状体の開口部の内径Ａと、上記筒状体の開口部からの深さの中間点に
おける内径Ｂとの比（Ａ／Ｂ）が１．００以上１．８０以下の範囲内である、構造体が基
板上に形成されており、当該構造体の表面の少なくとも一部を覆い且つ当該構造体の構造
を反映するように金属層が形成されていることを特徴としている。本発明に係る局在型表
面プラズモン共鳴センサ用チップは、上記筒状体の底部が非球面である。
【００３０】
上記構成によれば、筒状体がなす凹部内部および開口部周辺の金属における自由電子と
入射光との間で結合が起こり、筒状体がなす凹部内部および開口部周辺に電界が集中して
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極めて強い局在型表面プラズモン共鳴が発生する。従って、より高感度の局在型表面プラ
ズモン共鳴センサを提供することができるという効果を奏する。
【００３１】
本発明に係る構造体の製造方法は、上記課題を解決するために、光応答性材料上に、粒
子状物質非含有の液体を塗布する液体塗布工程と、上記液体塗布工程によって液体が塗布
された上記光応答性材料に対して光を照射する光照射工程と、を含むことを特徴としてい
る。上記方法によれば、粒子状物質非含有の液体が塗布された上記光応答性材料に対して
光を照射するだけで、上記本発明に係る構造体を簡便に作製することができる。どのよう
な原理で上記構造体が作製されるかについては現在検討中であるが、本発明者らは以下の
ようであると推定している。すなわち、ガラスやプラスチック等の基板の表面に、光応答
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性材料の膜を形成し、当該膜上に粒子状物質非含有の液体を塗布後に光を照射することに
より本発明に係る構造体を作製する場合、粒子状物質非含有の液体が光応答性材料膜内に
ある割合で浸透し、光応答性材料膜中の分子鎖の運動性が増加する。光照射によりガラス
やプラスチック基板等の表面のラフネスポイントに近接場光が発生し、当該近接場光強度
に応じて光応答性材料が物質移動することにより、筒状の構造体が形成されると推定され
る。一方、近接場光強度に応じた光応答性材料の物質移動以外にも、光照射により当該基
板表面と光応答性材料膜の界面に親和性に変化が生じ、親和性の異なる斑のような状態が
生じ、光照射により光応答性材料が物質移動するとのメカニズムも同時にまたは独立に生
じていることも考えられる。
【００３２】
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上記方法により作製された構造体を局在型表面プラズモン共鳴センサ用基板に用い、そ
の表面に基板の形状に沿って金属層を形成させることにより、局在型表面プラズモン共鳴
センサ用チップを作製することができる。このようにして得られる局在型表面プラズモン
共鳴センサ用チップでは、筒状体がなす凹部内部および開口部周辺の金属における自由電
子と入射光との間で結合が起こり、筒状体がなす凹部内部および開口部周辺に電界が集中
して極めて強い局在型表面プラズモン共鳴が発生する。従って、簡便に、安定的に、低コ
ストでより高感度の局在型表面プラズモン共鳴センサを提供し得る構造体を製造すること
ができるという効果を奏する。
【００３３】
また本発明に係る構造体の製造方法は、(i)光応答性材料上に粒子状物質非含有の液体
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を塗布する液体塗布工程と、液体が塗布された上記光応答性材料に対して光を照射する光
照射工程とを経て第一の構造体を製造し、(ii)上記第一の構造体の表面を完全に覆うよう
に熱硬化性樹脂または光硬化性樹脂を塗布し、当該熱硬化性樹脂または光硬化性樹脂を硬
化後、剥離することによって、第一の構造体の型となる第二の構造体を製造し、(iii)上
記第二の構造体における第一の構造体の型となる部分に、熱硬化性樹脂または光硬化性樹
脂を充填し、当該熱硬化性樹脂または光硬化性樹脂を硬化後、剥離することによって、第
一の構造体の複製物である第三の構造体を得ることを特徴としている。上記方法によれば
、例えば、当該型に熱硬化性樹脂又は光硬化性樹脂を塗布し、硬化後剥離させることによ
り、上述の本発明に係る構造体を容易に複製できる。
【００３４】
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なお、上述のごとく特許文献２には、ポリスチレンの微小球（直径２５０ｎｍ）を一定
量含む液体の一定量をアゾポリマー層表面に滴下し、その状態で所定強度の青色ＬＥＤ（
波長４６５ｎｍ〜４７５ｎｍ）を一定時間照射した後、微小球を除去することによって、
ポリスチレン微小球が接していた部分が陥没し、ポリスチレン微小球の周りにアゾポリマ
ーが盛り上がったような形状の構造体が記載されている（特許文献２段落〔０１２８〕−
〔０１３０〕、図８を参照のこと）。しかし特許文献２の上記記載は、アゾポリマー層を
有する光固定化用固相担体の光変形能を評価するためにできた構造体であり、構造体を製
造することを目的としたものではない。またそもそもポリスチレンの微小球（直径２５０
ｎｍ）を一定量含む液体の一定量をアゾポリマー層表面に滴下している点で、本願発明に
係る構造体の製造方法とは全く異なっている。また特許文献２に係る技術では光照射に伴
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う粒子（ポリスチレン微小球）近傍の近接場光によってアゾポリマーの変形が起こってお
り、粒子の近傍でしかアゾポリマーの変形が起こらず粒子表面に沿った構造体しかできな
い。つまり、特許文献２に記載の構造体は凹部の底部が球面（または球面に近い形状）と
なっている（特許文献２の図８を参照のこと）。これに対して本発明に係る構造体は筒状
体の底部が非球面となっている点で明らかに異なっている（本願の図１３、図２０−２５
を参照のこと）。
【００３５】
また本発明者らは、ガラス基板上に光応答性材料（アゾポリマー）の薄膜を形成し、そ
の薄膜の上に平均直径が１ｎｍ以上１００μｍ以下の範囲内である粒子が分散した懸濁液
を塗布し、懸濁液が塗布された上記光応答性材料に対してガラス基板側から光を照射する
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ことによって、平面上にフジツボ状の形状を備える構造体を製造し得ることを見出し、既
に特許出願を行った（ＰＣＴ／ＪＰ２０１０／０５９３４０、以下「関連出願」という）
。関連出願に係る発明では粒子が鋳型となってフジツボ状の形状が平面状に形成される。
これに対して本発明に係る構造体の製造方法では、粒子懸濁液ではなく、粒子状物質非含
有の液体を塗布している点において異なっている。鋳型となる粒子が存在することなく、
本願発明に係る構造体が形成されることは、発明者らも予想できない驚きの事実であった
。なお、本発明に係る構造体の筒状体は、関連出願の構造体のフジツボ状の形状に比して
寸胴な構造となっている点で相違している。
【００３６】
また光応答性材料上に粒子懸濁液を塗布し光を照射する点で、特許文献２に記載された
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技術と共通しているが、関連出願ではガラス基板側から光応答性材料に光を照射している
のに対して、特許文献２では粒子側から光を照射している点で両者は異なる。関連出願で
はガラス基板側から光応答性材料に光を照射しているため光応答性材料全体に光が照射さ
れるために光応答性材料の移動度が高く、得られるフジツボ状の形状の底面が非球面とな
る。特許文献２に係る技術では粒子側から光応答性材料に光を照射しているため照射され
た光は粒子によって分散される。特に粒子の陰に隠れている光応答性材料に対しては光の
照射量は相対的に少なくなり、光応答性材料の移動度が低くなるために、上述のごとく特
許文献２に記載の構造体は凹部の底部が球面（または球面に近い形状）となっている（特
許文献２の図８を参照のこと）。なお、本発明に係る構造体の製造方法では粒子を用いて
いないために、光の照射方向に関わらず構造体の筒状体の底部が非球面となる（本願の図
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１３、図２０−２５を参照のこと）。
【発明の効果】
【００３７】
上記の通り、本発明によれば、高感度の局在型表面プラズモン共鳴センサ用のチップや
、表面増強ラマン散乱分光用チップ、蛍光増強プレート、２光子蛍光増強プレート、第二
次高調波発生基板等として利用可能な等において好ましい構造体およびその製造方法を提
供することができるという効果を奏する。
【００３８】
特に、本発明に係る構造体の製造方法によれば、簡便に、安定的に、低コストで高感度
の局在型表面プラズモン共鳴センサの作製等に利用可能な構造体を製造することができる
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という効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本実施の形態に係る局在型表面プラズモン共鳴センサの反射光学系の基本的構成
の一例を示す平面図である。
【図２】本実施の形態に係る局在型表面プラズモン共鳴センサの透過光学系の基本的構成
の一例を示す平面図である。
【図３】本実施の形態に係る局在型表面プラズモン共鳴センサにおける測定領域を拡大し
た概略構成を示し、（ａ）は平面図であり、（ｂ）は図３（ａ）におけるＡ−Ａ線矢視断
面図である。
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【図４】本実施の形態に係る局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップの製造方法の一例
を示す断面図である。
【図５】実施例１により得られた構造体の原子力間顕微鏡（以下、適宜「ＡＦＭ」という
）像である。
【図６】実施例１で作製されたセンサ用チップの表面に屈折率の異なる液体（水、トリエ
チレングリコール）をそれぞれ滴下し、透過スペクトル測定を行い、ピークトップの値で
正規化したグラフである。
【図７】実施例２により得られた構造体のＡＦＭ像である。
【図８】実施例２で作製されたセンサ用チップの表面に屈折率の異なる液体（水、ポリジ
メチルシロキサン、トリエチレングリコール、グリセロールジグリシジル）をそれぞれ滴
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下し、透過スペクトル測定を行い、ピークトップの値で正規化したグラフである。
【図９】実施例２に係るセンサ用チップ上に滴下した液体の屈折率横軸にとり、縦軸にプ
ラズモン共鳴吸収由来のスペクトルのピーク波長のシフト量をとったグラフである。
【図１０】従来の伝搬型表面プラズモン共鳴センサの原理を模式的に示す図面である。
【図１１】従来の局在型表面プラズモン共鳴センサの概略構成を示す断面図である。
【図１２】従来の局在型表面プラズモン共鳴センサにおいて、凹部に強い電界が集中する
ことを示す断面図である。
【図１３】本発明の一実施形態に係る構造体の原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）像である。
【図１４】本発明の構造体の製造方法において、光応答性材料膜形成工程後の光応答性材
料をそれぞれ真空条件下、８０℃で１０分、６０分、２０時間、アニーリングした際にで
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きる構造体のＡＦＭ写真である。
【図１５】本発明の構造体の製造方法の光照射工程において、（ａ）は光照射１秒後にで
きる構造体のＡＦＭ像であり、（ｂ）は光照射５秒後にできる構造体のＡＦＭ像であり、
（ｃ）は光照射１０秒後にできる構造体のＡＦＭ像であり、（ｄ）は光照射１５秒後にで
きる構造体のＡＦＭ像であり、（ｅ）は光照射２５秒後にできる構造体のＡＦＭ像であり
、（ｆ）は光照射３０秒後にできる構造体のＡＦＭ像であり、（ｇ）は光照射４５秒後に
できる構造体のＡＦＭ像であり、（ｈ）は光照射６０秒後にできる構造体のＡＦＭ像であ
り、（ｉ）は光照射３００秒後にできる構造体のＡＦＭ像である。
【図１６】本発明に係る構造体の製造方法における光照射工程の一実施形態を説明するた
めの模式図である。図１６に示された態様は、基板側から光が照射される態様である。
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【図１７】本発明に係る構造体の製造方法における光照射工程の一実施形態を説明するた
めの模式図である。図１７に示された態様は、液体側から光が照射される態様である。
【図１８】本発明に係る構造体の製造方法における光照射工程の一実施形態を説明するた
めの模式図である。図１８に示された態様は、液体側から光が照射される別の態様である
。
【図１９】実施例４において作製したセンサ用チップの平面ＳＥＭ像である。
【図２０】図１９に示されるセンサ用チップのＰ−Ｐ

断面ＴＥＭ像である。

【図２１】図１９に示されるセンサ用チップのＱ−Ｑ

断面ＴＥＭ像である。

【図２２】図１９に示されるセンサ用チップのＲ−Ｒ

断面ＴＥＭ像である。

【図２３】図１９に示されるセンサ用チップのＳ−Ｓ

断面ＴＥＭ像である。

【図２４】図１９に示されるセンサ用チップのＴ−Ｔ

断面ＴＥＭ像である。

【図２５】図１９に示されるセンサ用チップのＵ−Ｕ

断面ＴＥＭ像である。
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【図２６】実施例４においてＣ反応性タンパク（ＣＲＰ）抗体が固定化されたセンサチッ
プを用いてＣＲＰ抗原の検出の可能性を検討した結果であり、反応させたＣＲＰ抗原濃度
に対して、透過スペクトルのピーク波長をプロットした図である。
【図２７】実施例５においてフィブリノーゲン抗体が固定化されたセンサチップを用いて
フィブリノーゲン抗原の検出の可能性を検討した結果であり、反応させたフィブリノーゲ
ン抗原濃度に対して、透過スペクトルのピーク波長をプロットした図である。
【図２８】実施例６においてレプチン抗体が固定化されたセンサチップを用いてレプチン
抗原の検出の可能性を検討した結果であり、反応させたレプチン抗原濃度に対して、透過
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スペクトルのピーク波長をプロットした図である。
【図２９】実施例７において製造された局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップにおけ
る電界集中強度を、ＦＤＴＤ（Finite Difference Time Domain）法によりシミュレーシ
ョンした結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
本発明の実施の一形態について説明すれば、以下の通りである。
【００４１】
尚、本明細書では、範囲を示す「Ａ〜Ｂ」はＡ以上Ｂ以下であることを意味し、本明細
書で挙げられている各種物性は、特に断りの無い限り後述する実施例に記載の方法により
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測定した値を意味する。
【００４２】
本発明に係る構造体は、上記課題を解決するために、平面部と筒状体とを備え、上記平
面部の平面に対して開口部が面するように筒状体が立設されてなり、上記筒状体の開口部
の平均内径が５ｎｍ以上２，０００ｎｍ以下の範囲内であり、且つ上記筒状体の開口部の
内径Ａと、上記筒状体の開口部からの深さの中間点における内径Ｂとの比（Ａ／Ｂ）が１
．００以上１．８０以下の範囲内であることを特徴としている。特に本発明に係る構造体
は、上記筒状体の底部が非球面である。
【００４３】
上記構成によれば、例えば、上記構造体を局在型表面プラズモン共鳴センサ用基板に用
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い、その表面に基板の形状に沿って金属層を形成させることにより、局在型表面プラズモ
ン共鳴センサ用チップを作製することができる。このようにして得られる局在型表面プラ
ズモン共鳴センサ用チップでは、筒状体がなす凹部内部および開口部周辺の金属における
自由電子と入射光との間で結合が起こり、筒状体がなす凹部内部および開口部周辺に電界
が集中して極めて強い局在型表面プラズモン共鳴が発生する。従って、当該チップを用い
ることにより、より高感度の局在型表面プラズモン共鳴センサを提供することができると
いう効果を奏する。
【００４４】
また、上記局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップは、上記のような極めて強い局在
型表面プラズモン共鳴現象が現れるため、表面増強ラマン散乱分光用チップ、蛍光増強プ
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レート、２光子蛍光増強プレート、第二次高調波発生基板等としても好適に使用すること
ができる。
【００４５】
また本発明に係る構造体は、筒状体の凹部周辺および内部に入射光による電磁場をより
一層強く局在させることができるために、上記（Ａ／Ｂ）が、１．００以上１．５０以下
の範囲内であることがより好ましい。
【００４６】
また本発明に係る構造体は、上記筒状体の平面部における分散密度が、１００μｍ四方
当たり１個以上５０万個以下の範囲内であることが好ましい。上記構成によれば、局在型
表面プラズモン共鳴センサ用チップを作製した場合に、より強い局在型表面プラズモン共
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鳴を発生させることができるため、より高感度の局在型表面プラズモン共鳴センサを提供
することができる。
【００４７】
本発明に係る構造体は刺激応答性材料からなるものであってもよい。ここで上記刺激応
答性材料は、熱応答性材料または光応答性材料であってもよい。
【００４８】
上記刺激応答性材料は、光応答性材料であることが好ましい。さらに本発明に係る構造
体では、上記光応答性材料は、アゾポリマー誘導体を含むことが好ましい。上記構成によ
れば、より容易に構造体を得ることができる。
【００４９】
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本発明に係る構造体では、上記光応答性材料は、アゾベンゼン基を主鎖及び／又は側鎖
に有するアゾポリマー誘導体であることが好ましい。上記構成によれば、より容易に構造
体を得ることができる。
【００５０】
本発明に係る局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップは、上記課題を解決するために
、上記本発明に係る構造体が基板上に形成されており、当該構造体の表面の少なくとも一
部を覆い且つ当該構造体の構造を反映するように金属層が形成されていることを特徴とし
ている。
【００５１】
また本発明に係る局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップは、上記課題を解決するた
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めに、平面部と筒状体とを備え、上記平面部の平面に対して開口部が面するように筒状体
が立設されてなり、上記筒状体の開口部の平均内径が５ｎｍ以上２，０００ｎｍ以下の範
囲内であり、上記筒状体の開口部の内径Ａと、上記筒状体の開口部からの深さの中間点に
おける内径Ｂとの比（Ａ／Ｂ）が１．００以上１．８０以下の範囲内である、構造体が基
板上に形成されており、当該構造体の表面の少なくとも一部を覆い且つ当該構造体の構造
を反映するように金属層が形成されていることを特徴としている。本発明に係る局在型表
面プラズモン共鳴センサ用チップは、上記筒状体の底部が非球面である。
【００５２】
上記構成によれば、筒状体がなす凹部内部および開口部周辺の金属における自由電子と
入射光との間で結合が起こり、筒状体がなす凹部内部および開口部周辺に電界が集中して
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極めて強い局在型表面プラズモン共鳴が発生する。従って、より高感度の局在型表面プラ
ズモン共鳴センサを提供することができるという効果を奏する。
【００５３】
本発明に係る局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップにおいて、上記（Ａ／Ｂ）が、
１．００以上１．５０以下の範囲内であることがより好ましい。上記構成によれば、筒状
体の凹部周辺および内部に入射光による電磁場をより一層強く局在させることができる。
【００５４】
本発明に係る局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップにおいて、上記構造体は刺激応
答性材料からなるものであってもよい。また上記刺激応答性材料は、熱応答性材料または
光応答性材料であってもよい。さらに、上記刺激応答性材料は、光応答性材料であること
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が好ましい。
【００５５】
本発明に係る局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップでは、上記金属層の厚さが１０
ｎｍ以上５００ｎｍ以下の範囲内であることが好ましく、３０ｎｍ以上２００ｎｍ以下の
範囲内であることがさらに好ましく、４０ｎｍ以上１２５ｎｍ以下の範囲内であることが
最も好ましい。上記構成によれば、より高感度の局在型表面プラズモン共鳴センサを提供
することができる。
【００５６】
本発明に係る局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップでは、上記金属層の表面に、生
体分子を固定化するための有機分子層が形成されていることが好ましい。上記構成によれ
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ば、特定の生体分子を検出することができるバイオセンサとして用いることが可能になる
。
【００５７】
本発明に係る局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップでは、上記有機分子層は、金属
層表面からの長さが５０ｎｍ以上２００ｎｍ以下の分子と、金属層表面からの長さが１ｎ
ｍ以上５０ｎｍ未満の分子とを含むことが好ましい。上記構成によれば、長さが１ｎｍ以
上５０ｎｍ未満の分子は金属層の近傍で生体分子と結合し、長さが５０ｎｍ以上２００ｎ
ｍ以下の分子は金属層から離れたところで生体分子と結合する。そして、生体分子と結合
した、長さが５０ｎｍ以上２００ｎｍ以下の分子は、分子鎖が折れ曲がることによってそ
の生体分子を金属層の近傍へ引き寄せる。これにより、金属層の近傍の領域に多くの生体
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分子を集めることができ、センサ感度がより高いバイオセンサを提供することができる。
【００５８】
本発明に係る局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップでは、上記金属層の材質が、Ａ
ｕ、Ａｇ、又はこれらの合金からなるものであることが好ましい。上記構成によれば、Ａ
ｕ、Ａｇ、又はこれらの合金は強い局在型表面プラズモン共鳴を発生させることができる
。
【００５９】
本発明に係る局在型表面プラズモン共鳴センサは、上記課題を解決するために、本発明
に係る上記局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップと、上記局在型表面プラズモン共鳴
センサ用チップに光を照射する光源と、上記局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップに
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おいて反射若しくは透過した光を受光する光検出器とを備えることを特徴としている。
【００６０】
上記構成によれば、本発明に係る上記局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップを備え
ているため、当該チップにおける筒状体がなす凹部内部および開口部周辺において局在的
な共鳴電界を発生させることができる。そして、光源から光を当該領域に照射して、当該
領域で反射又は透過した光を上記光検出器で受光することにより、上記センサ用チップに
おける反射率若しくは透過率、又は上記光検出器で受光した光強度を測定することができ
る。従って、上記構成によれば、より高感度の局在型表面プラズモン共鳴センサを提供す
ることができるという効果を奏する。
【００６１】
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本発明に係る局在型表面プラズモン共鳴センサでは、上記局在型表面プラズモン共鳴セ
ンサ用チップの表面に対して、２種類以上の波長の光を入射させ、当該局在型表面プラズ
モン共鳴センサ用チップで反射した各波長の光の反射率、当該局在型表面プラズモン共鳴
センサ用チップを透過した各波長の透過率、又はこれら反射若しくは透過した各波長の光
強度を上記光検出器で測定することが好ましい。上記構成によれば、特定の２種類以上の
波長における、反射率、透過率、又は光強度を比較することにより共鳴波長の変化を評価
することができる。このため、既知の特定物質の有無等を検査する用途に好適に用いるこ
とができる。
【００６２】
本発明に係る構造体の製造方法は、上記課題を解決するために、光応答性材料上に、粒

30

子状物質非含有の液体を塗布する液体塗布工程と、上記液体塗布工程によって液体が塗布
された上記光応答性材料に対して光を照射する光照射工程と、を含むことを特徴としてい
る。上記方法によれば、粒子状物質非含有の液体が塗布された上記光応答性材料に対して
光を照射するだけで、上記本発明に係る構造体を簡便に作製することができる。どのよう
な原理で上記構造体が作製されるかについては現在検討中であるが、本発明者らは以下の
ようであると推定している。すなわち、ガラスやプラスチック等の基板の表面に、光応答
性材料の膜を形成し、当該膜上に粒子状物質非含有の液体を塗布後に光を照射することに
より本発明に係る構造体を作製する場合、粒子状物質非含有の液体が光応答性材料膜内に
ある割合で浸透し、光応答性材料膜中の分子鎖の運動性が増加する。光照射によりガラス
やプラスチック基板等の表面のラフネスポイントに近接場光が発生し、当該近接場光強度
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に応じて光応答性材料が物質移動することにより、筒状の構造体が形成されると推定され
る。一方、近接場光強度に応じた光応答性材料の物質移動以外にも、光照射により当該基
板表面と光応答性材料膜の界面に親和性に変化が生じ、親和性の異なる斑のような状態が
生じ、光照射により光応答性材料が物質移動するとのメカニズムも同時にまたは独立に生
じていることも考えられる。
【００６３】
上記方法により作製された構造体を局在型表面プラズモン共鳴センサ用基板に用い、そ
の表面に基板の形状に沿って金属層を形成させることにより、局在型表面プラズモン共鳴
センサ用チップを作製することができる。このようにして得られる局在型表面プラズモン
共鳴センサ用チップでは、筒状体がなす凹部内部および開口部周辺の金属における自由電
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子と入射光との間で結合が起こり、筒状体がなす凹部内部および開口部周辺に電界が集中
して極めて強い局在型表面プラズモン共鳴が発生する。従って、簡便に、安定的に、低コ
ストでより高感度の局在型表面プラズモン共鳴センサを提供し得る構造体を製造すること
ができるという効果を奏する。
【００６４】
本発明に係る構造体の製造方法では、上記液体が、水、アルコール、および光応答性材
料を溶解する有機溶媒からなる群から選択される少なくとも１つであることが好ましい。
上記液体は、取り扱いが容易であり、かつ所望の構造体が得られ易いという効果を奏する
。なお、上記液体には従来公知の界面活性剤が含まれていてもよい。
【００６５】
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本発明に係る構造体の製造方法は、(i)光応答性材料上に粒子状物質非含有の液体を塗
布する液体塗布工程と、液体が塗布された上記光応答性材料に対して光を照射する光照射
工程とを経て第一の構造体を製造し、(ii)上記第一の構造体の表面を完全に覆うように熱
硬化性樹脂または光硬化性樹脂を塗布し、当該熱硬化性樹脂または光硬化性樹脂を硬化後
、剥離することによって、第一の構造体の型となる第二の構造体を製造し、(iii)上記第
二の構造体における第一の構造体の型となる部分に、熱硬化性樹脂または光硬化性樹脂を
充填し、当該熱硬化性樹脂または光硬化性樹脂を硬化後、剥離することによって、第一の
構造体の複製物である第三の構造体を得ることを特徴としている。上記方法によれば、例
えば、当該型に熱硬化性樹脂又は光硬化性樹脂を塗布し、硬化後剥離させることにより、
上述の本発明に係る構造体を容易に複製できる。
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【００６６】
特に上記(iii)の工程を複数回行うことが好ましい。上記(iii)の工程を複数回行うこと
で、上述の本発明に係る構造体を容易に量産することができる。
【００６７】
よって、当該複製した構造体を局在型表面プラズモン共鳴センサ用基板に用い、その表
面に基板の形状に沿って金属層を形成させることにより、局在型表面プラズモン共鳴セン
サ用チップを作製することができる。このようにして得られる局在型表面プラズモン共鳴
センサ用チップでは、筒状体がなす凹部内部および開口部周辺の金属における自由電子と
入射光との間で結合が起こり、筒状体内部に強い電界が集中して極めて強い局在型表面プ
ラズモン共鳴が発生する。従って、簡便に、安定的に、低コストでより高感度の局在型表
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面プラズモン共鳴センサを提供し得る構造体を製造することができるという効果を奏する
。
【００６８】
本発明に係る局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップの製造方法は、上記課題を解決
するために、本発明に係る構造体の製造方法の何れか１つにより構造体を製造する工程と
、上記工程で得られた構造体の表面を金属で被覆して上記構造体の形状が反映された形状
を有する金属層を形成する工程と、を含むことを特徴としている。上記方法によれば、簡
便に、安定的に、低コストでより高感度の局在型表面プラズモン共鳴センサを提供し得る
局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップを製造することができるという効果を奏する。
【００６９】
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また本発明は、上記本発明に係る構造体の製造方法により製造され得る全ての構造体（
上述の本発明に係る構造体、後述する三日月状の構造体やフジツボ状の構造体等）をも包
含する。上記構造体は、局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップ、表面増強ラマン散乱
分光用チップ、蛍光増強プレート、２光子蛍光増強プレート、第二次高調波発生基板等に
利用可能である。
【００７０】
（Ｉ）構造体
本実施の形態に係る構造体を構成する材料は特に限定されるものではなく、無機材料で
あっても、有機材料であってもよく、またこれらの混合物であってもよい。さらに本実施
の形態に係る構造体は、刺激応答性材料（例えば光応答性材料、熱応答性材料等）からな
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るものであってもよい。
【００７１】
〔無機材料〕
無機材料としては、シリコン（結晶、多結晶、非晶）、カーボン（結晶、アモルファス
）、窒化物、半導体材料などが挙げられる。これら無機材料は微粒子を焼結させたもので
も構わない。
【００７２】
〔有機材料〕
有機材料としては、汎用高分子、エンジニアリングプラスチック、スーパーエンジニア
リングプラスチックや液晶化合物などが挙げられる（混合物でも良いし、架橋構造を有す
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るなど二次構造、三次構造を制御されたものでも構わない）。これら有機材料の中には、
外部刺激に応じて物性や形状を変化させる刺激応答性材料がある。
【００７３】
〔刺激応答性材料〕
刺激応答性材料とは、外部刺激に応答して分子鎖が運動性を有する材料であり、具体的
には熱応答性材料および光応答性材料が挙げられる。
【００７４】
〔熱応答性材料〕
上記熱応答性材料とは、熱刺激により材料を構成する分子鎖が激しく運動性を有する材
料である。熱刺激に対して、材料が流動性を示したり、軟化したり変形する材料である。
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具体的には、ポリスチレンやポリメチルメタクリレートに代表されるようなアクリル系材
料などの非晶性材料、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレートやア
イソタクチックポリスチレン等の結晶性材料、ウレタン樹脂、ウレア樹脂、メラミン樹脂
、フェノール樹脂などが使用できる。また、スチレン−メタクリレート共重合体（ブロッ
ク共重合体、ランダム共重合体など）などの共重合体を用いることもできる。またこれら
の材料を併用しても良い。
【００７５】
〔光応答性材料〕
上記光応答性材料とは、光照射により物質移動が起こる材料であり、より具体的には照
射部の光の明部及び暗部に沿って物質移動現象を生じる材料である。
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【００７６】
上記光応答性材料としては、光変形を起こし得る材料であって、光照射部の明暗部に応
じて物質移動を示す材料であれば特には限定されないが、例えば、光照射によりアブレー
ション、フォトクロミズム、分子の光誘起配向等を起こす成分（光反応性成分）をマトリ
ックス材料中に含み、光照射により体積、密度、自由体積等が変化するような、有機又は
無機の材料が挙げられる。また、上記光応答性材料としては、イオウ、セレン及びテルル
からなる群から選択される何れかの元素と、ゲルマニウム、ヒ素及びアンチモンからなる
群から選択される何れかの元素とが結合した構造を含むカルコゲナイトガラスと総称され
る無機材料等も挙げられる。
【００７７】
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上記光反応性成分としては、例えば、材料の形状変化を伴う異方的光反応を起こし得る
成分である、光異性化成分や光重合性成分が挙げられる。
【００７８】
上記光異性化成分としては、例えば、トランス−シス光異性化を生じる成分、特に代表
的にはアゾ基（−Ｎ＝Ｎ−）を有する色素構造、特に、アゾベンゼンやその誘導体の化学
構造を持つ成分が挙げられる。
【００７９】
上記異性化成分がアゾ基を有する色素構造を含む材料である場合において、その色素構
造が、１又は２以上の電子吸引性官能基（電子吸引性置換基）、及び／又は、１又は２以
上の電子供与性官能基（電子供与性置換基）を備えることが好ましく、これらの電子吸引
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性官能基と電子供与性官能基とを両方備えることが特に好ましい。
【００８０】
上記電子吸引性官能基としては、ハメット則における置換基定数σが正の値である官能
基が好ましく、電子供与性官能基としてはハメット則における置換基定数σが負の値であ
る官能基が好ましい。
【００８１】
つまり、上記異性化成分は、下記式（１）
Σ｜σ｜≦｜σ1 ｜＋｜σ2 ｜

…（１）

（上記式において、σはハメット則における置換基定数、σ1 はシアノ基の置換基定数、
σ2 はアミノ基の置換基定数である。）

10

が成立する条件下で、上記電子供与性置換基と電子吸引性置換基とを備えることが好まし
い。これにより、蛍光分析用の蛍光色素における蛍光ピーク波長よりも短い波長域に光吸
収波長の長波長側のカットオフ波長があるように制御した色素構造を含み得る。これによ
り、正確な測定を行うことができる。
【００８２】
上記色素構造の種類は特には限定されないが、例えば、アゾ基を有する色素構造、特に
、アゾベンゼンやその誘導体の化学構造が好ましい。つまり、上記光応答性材料は、アゾ
ポリマー誘導体を含むことが好ましく、アゾベンゼン基を主鎖及び／又は側鎖に有するア
ゾポリマー誘導体であることがより好ましい。
【００８３】

20

光応答性材料のマトリクス材料中において、上記光応答性成分は単に分散していている
だけでもよく、マトリクス材料の構成分子と化学結合等をしていてもよい。マトリクス材
料中の光反応性成分の分布密度をほぼ完全に制御できる点や、材料の耐熱性又は経時的安
定性等の点からは、マトリクス材料を構成する分子に対して光応答性成分が化学的に結合
していることが特に好ましい。
【００８４】
上記マトリクス材料としては、通常の高分子材料等の有機材料や、ガラス等の無機材料
を用いることができる。マトリクス材料に対する光応答性成分の均一分散性あるいは結合
性を考慮すれば、有機材料、特に高分子材料を用いることがより好ましい。
【００８５】

30

マトリックス材料を構成する上記高分子材料の種類は特には限定されないが、高分子の
繰返し構造単位がウレタン基、ウレア基、又はアミド基を有していることが好ましく、更
には高分子の主鎖中にフェニレン基等の環構造を有していることが耐熱性の点でより好ま
しい。
【００８６】
マトリックス材料を構成する上記高分子材料は、必要な形状に成形可能であればその分
子量や重合度は特には限定されない。また、その重合形態も直鎖状、分岐状、はしご状、
星形等の任意の形態でよく、ホモポリマーでも共重合体であってもよい。
【００８７】
光変形の経時的な安定性のためには、高分子材料のガラス転移温度は、例えば１００℃
以上のように高いことが好ましいが、ガラス転移温度が室温程度やそれ以下のものでも使
用可能である。
【００８８】
本発明において利用され得る光応答性材料としては、例えば、
【００８９】

40

(15)

JP 5899298 B2 2016.4.6

【化１】

10
【００９０】
を有するアゾポリマー（Ｎ−フェニルマレイミド（ｚ）と、
４−イソプロペニルフェノール（ｙ）と、
４

−［Ｎ−エチル−Ｎ−（４−イソプロペニルフェノキシエチル）アミノ］−４

−

ニトロアゾベンゼン（ｘ）とのコポリマー（ｘ：ｙ：ｚ＝０．４３：０．０７：０．５０
）（参考文献：Mat. Res. Soc. Symp. Proc. Vol.488 (1998), pp.813‑818,

Synthesis

of High‑Tg Azo polymer and the optimization of its poling condition for stable
EO system

、特開２００６−７７２３９号公報を参照、「ＰＭＰＤ４３」と略す場合が

ある。）や、後述の実施例において使用した、
【００９１】
【化２】

20

30
【００９２】
を有するアゾポリマー：The side‑chain azo‑polymer, poly(orange tom‑1 isophoronedi
socyanate)（参考文献、Direct Fabrication of Surface Relief Holographic Diffusers
in Azobenzene Polymer Films、OPTICAL REVIEW Vol. 12, No. 5 (2005) 383−386、実
施例において「ＰＯＴ１」と表記する。）や、Poly[4'‑[[2‑(acryloyloxy)ethyl]ethylam
ino]‑4‑nitroazobenzene] （「ｐＤＲ１Ａ」と表記する。参考文献、Poly[4'‑[[2‑(acryl
oyloxy)ethyl]ethylamino]‑4‑nitroazobenzene]、Macromolecule Vol. 25 (1992)2268 −
2273）等が挙げられる。
【００９３】
〔構造体〕

40

本実施の形態に係る構造体は、平面部と筒状体とを備え、上記平面部の平面に対して開
口部が面するように筒状体が立設されたごとき構造を有する。換言すれば、上記構造体は
、地面から煙突が空に向かって伸びたような構造を有している。筒状体の開口部の形状は
、円形に限られず、楕円形、方形等であってもよい。
【００９４】
本実施の形態に係る構造体を構成する筒状体の開口部の平均内径は、５ｎｍ以上２，０
００ｎｍ以下の範囲内である。筒状体の開口部の平均内径は、原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）
、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）、透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）等で筒状体の開口部を上か
ら観察し、その開口部の内径を測定することにより把握することができる。「開口部の内
径」は、開口部の形状に対する最大内接円の直径が意図され、例えば、開口部の形状が実
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質的に円形状である場合はその円の直径が意図され、実質的に楕円形状である場合はその
楕円の短径が意図され、実質的に正方形状である場合はその正方形の辺の長さが意図され
、実質的に長方形状である場合はその長方形の短辺の長さが意図される。複数の（好まし
くは１０個以上、より好ましくは２０個以上、さらに好ましくは５０個以上）筒状体につ
いて開口部の内径を測定し、その平均値を求め「筒状体の開口部の平均内径」とすればよ
い。なお、本実施形態における構造体を構成する筒状体の開口部の平均内径が５ｎｍ以上
、２,０００ｎｍ以下の範囲内であれば、筒状体の凹部内部および開口部周辺に入射光を
局在化させることが可能となるため、当該構造体は局在型表面プラズモン共鳴センサ用チ
ップの製造に好ましく利用され得る。また上記筒状体の開口部の平均内径は、２００ｎｍ
〜５００ｎｍの範囲内であることがより好ましい。上記筒状体の開口部の平均内径が、２
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００ｎｍ〜５００ｎｍの範囲内であることで、より強く入射光を局在させることが可能と
なる。
【００９５】
また本実施の形態に係る構造体は、上記筒状体の開口部の内径Ａと、筒状体の開口部か
らの深さの中間点における内径Ｂとの比（Ａ／Ｂ）が１．００以上１．８０以下の範囲内
となっている。上記（Ａ／Ｂ）が、上記範囲内であることで、筒状体の凹部内部および開
口部周辺に入射光による電磁場を強く局在させることができるという効果を享受すること
ができる。また上記（Ａ／Ｂ）が１．００以上１．５０以下の範囲内となっていることが
より好ましく、上記（Ａ／Ｂ）が１．００以上１．３０以下の範囲内となっていることが
さらに好ましく、上記（Ａ／Ｂ）が１．００以上１．２０以下の範囲内となっていること

20

が最も好ましい。上記（Ａ／Ｂ）が、上記範囲内であることで、本実施の形態に係る構造
体は内径Ａと内径Ｂとの差がほとんどない、すなわち本実施の形態に係る構造体を構成す
る筒状体の内部構造が寸胴な構造になっているといえる。本実施の形態に係る構造体を構
成する筒状体の内部構造が寸胴となっていることで、筒状体の凹部内部および開口部周辺
に入射光による電磁場をより一層強く局在させることができるという効果を享受すること
ができる。
【００９６】
内径Ａおよび内径Ｂは、原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）で筒状体の断面図により把握するこ
とができる。内径Ａおよび内径Ｂの測定方法を、図１３を用いてより具体的に説明する。
図１３は、本実施形態に係る構造体の原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）像である。ＡＦＭ像から

30

、本実施形態に係る構造体の平面部に対する垂直断面図を取得する。内径を計測する対象
となる筒状体の断面において平面部から最も突出した２つの頂点（図中下向き三角で示す
）を見出す。これらの頂点から図中の平面部の平面を表す線（図中のｘ軸）に対して引い
た垂線とｘ軸との交点間の距離を求め、これを内径Ａとする。
【００９７】
次に内径Ｂの測定方法を説明する。筒状体の最高点（ｙ軸の矢印方向を正の方向とした
場合の最高点、図中下向き三角で示す）と、筒状体の最低点（ｙ軸の矢印方向を正の方向
とした場合の最低点、図中上向き三角で示す）とを見出し、上記最低点を通りｘ軸と平行
な線（図中点線で示す）と、最高点を通りｘ軸と平行な線（図中、両端矢印線で示す）と
の距離を「筒状体開口部からの深さ」とする。この深さの中間点（図中矢印で示す）にお
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ける筒状体の内径を測定すれば内径Ｂを把握することができる。なお本発明において内径
Ａと内径ＢとはＡＦＭにて測定した値をいう。
【００９８】
また本実施の形態に係る構造体は、上記筒状体の開口部からの深さの平均値が、５ｎｍ
以上、１０μｍ以下の範囲内であることが好ましく、１０ｎｍ以上、５００ｎｍ以下の範
囲内であることがさらに好ましい。複数（好ましくは１０個以上、より好ましくは２０個
以上、さらに好ましくは５０個以上）筒状体について深さを測定し、その平均値を求め「
筒状体の開口部からの深さの平均値」とすればよい。なお、本実施形態における構造体を
構成する筒状体の開口部からの深さの平均値が５ｎｍ以上、１０μｍ以下の範囲内であれ
ば、筒状体の凹部内部および開口部周辺に入射光を強く局在化させることが可能であるた
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め、当該構造体は局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップの製造に好ましく利用され得
る。
【００９９】
なお、本実施の形態に係る構造体は、筒状体の最深部が平面部の平面を表す線（図中の
ｘ軸）のマイナス側に位置していても、プラス側に位置していてもよい。つまり構造体の
筒状体が備えられていない面を鉛直下向きに載置した場合に、筒状体がなす凹部の底面が
平面部よりも下にある態様であっても、上にある態様であってもよい。
【０１００】
また、上記筒状体の平面部における分散密度は、１００μｍ四方当たり１個以上５０万
個以下の範囲内であることが好ましく、１００μｍ四方当たり１０個以上３０万個以下の
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範囲内であることがより好ましい。また１００μｍ四方当たり５０個以上２０万個以下の
範囲内であることが最も好ましい。上記分散密度は、ＡＦＭ観察等により任意の範囲に存
在する筒状体の個数を計測し、これをもとに１００μｍ四方当たりの個数を算出すればよ
い。
【０１０１】
なお本実施の形態に係る構造体において、筒状体は開口部から深部に向かって内径が小
さくなっている形状（Ｖ字型）であっても、筒状体は開口部から深部に向かって内径が大
きくなっている形状（逆Ｖ字型）であってもよい。具体的には図２０や２１に示されてい
る筒状体は深部に行くほど内径が大きくなっているため逆Ｖ字型であるといえる。また図
２２や２４に示されている筒状体は深部に行くほど内径が小さくなっているためＶ字型で
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あるといえる。
【０１０２】
また図１３や後述する図２０〜２５に示されているように、本実施の形態に係る構造体
の筒状体の底部が非球面となっている。特に図２０〜２５に示されるように本実施の形態
に係る構造体の筒状体の底部が略平面となっている。ここで「筒状体の底部」とは開口部
と反対側に位置する部分である。
【０１０３】
（II）局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップ
本実施の形態に係る局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップは、上述した構造体が基
板上に形成されており、当該構造体の表面の少なくとも一部を覆い且つ当該構造体の構造
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を反映するように金属層が形成されていることを特徴としている。換言すれば、本実施の
形態に係る局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップは、光応答性材料からなる構造体で
あって、平面部と筒状体とを備え、上記平面部の平面に対して開口部が面するように筒状
体が立設されてなり、上記筒状体の開口部の平均内径が５ｎｍ以上２，０００ｎｍ以下の
範囲内であり、上記筒状体の開口部の内径Ａと、筒状体の平面部に対する高さの中間にお
ける内径Ｂとの比（Ａ／Ｂ）が１．００以上１．８０以下の範囲内である構造体が基板上
に形成されており、当該構造体の表面の少なくとも一部を覆い且つ当該構造体の構造を反
映するように金属層が形成されていることを特徴としている。なお、本実施形態に係る局
在型表面プラズモン共鳴センサ用チップにおいて、上述の構造体の説明と共通する事項に
ついては「(Ｉ)構造体」の項の説明を援用するものとする。

40

【０１０４】
本実施の形態に係る局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップを構成する基板としては
、ガラスや、アクリル樹脂、アモルファスカーボン、結晶シリコン、多結晶シリコン、ア
モルファスシリコン等が好ましく用いられる。特に透過型の局在型表面プラズモン共鳴法
に用いるための基板としては光透過性の高い基板（全光線透過率が６０％以上（厚さ１ｍ
ｍ換算））であることが好ましい。
【０１０５】
本実施の形態に係る局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップは、上記構造体の形状を
有しているため、筒状体がなす凹部内部および開口部周辺の金属における自由電子と入射
光との間で結合が起こり、筒状体がなす凹部内部および開口部周辺に電界が集中して極め
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て強い局在型表面プラズモン共鳴が発生する。ここで、「局在的な共鳴電界」とは、共鳴
電界が金属表面に沿って伝搬せず、共鳴によって増強された電界の領域が入射光の回折限
界よりも小さい電界のことをいう。
【０１０６】
本実施の形態に係る局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップでは、上述した「筒状体
」を有する。当該構成であれば、筒状体がなす凹部内部および開口部周辺の金属における
自由電子と入射光との間で結合がより起こり易く、凹部内部および開口部周辺により強い
電界が集中して更に強い局在型表面プラズモン共鳴が発生する。
【０１０７】
本実施の形態に係る局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップでは、上記筒状構造の開
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口部の平均内径が５ｎｍ以上２，０００ｎｍ以下の範囲内である。また、バイオセンサと
して使用する場合には、一般的なタンパク質のサイズが１０ｎｍ前後であるため、上記筒
状構造の開口部の平均内径は２０ｎｍ以上、１，０００ｎｍ以下の範囲内であることがよ
り好ましい。
【０１０８】
本実施の形態に係る局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップでは、上記筒状体の開口
部からの深さの平均値が、５ｎｍ以上、１０μｍ以下の範囲内であることが好ましく、１
０ｎｍ以上、５００ｎｍ以下の範囲内であることがより好ましい。筒状体の深さが上記範
囲内であれば、高いセンサ感度で、局在型表面プラズモン共鳴現象を良好に生じさせるこ
とができる。
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【０１０９】
本実施の形態に係る局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップでは、筒状体間の距離に
制限はないが、上記筒状体の平面部における分散密度が、１００μｍ四方当たり１個以上
５０万個以下の範囲内であることが好ましく、１００μｍ四方当たり１０個以上３０万個
以下の範囲内であることがより好ましい。また１００μｍ四方当たり５０個以上２０万個
以下の範囲内であることが最も好ましい。
【０１１０】
本実施の形態に係る局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップでは、上記金属層の厚さ
が１０ｎｍ以上５００ｎｍ以下の範囲内であることが好ましい。金属層の厚さが上記範囲
内であれば、反射光について十分な光量を確保でき、また透過光量についても十分な光量
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を確保でき、計測精度が高くなる。
【０１１１】
本実施の形態に係る局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップでは、上記金属層の材質
が、Ａｕ、Ａｇ、又はこれらの合金からなるものであることが好ましい。上記金属層の材
質が、Ａｕ、Ａｇ、又はこれらの合金であれば、強い局在型表面プラズモン共鳴を発生さ
せることができる。
【０１１２】
また、当該金属層の上に更に無機材料層を形成してもよい。金属層の酸化劣化を防ぎ、
測定対象のタンパク質等の分子を失活させないようにできるためである。上記無機材料と
しては、二酸化珪素、酸化亜鉛、酸化スズ、酸化チタン等の材料が好適である。

40

【０１１３】
本実施の形態に係る局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップでは、上記金属層の表面
に、生体分子を固定化するための有機分子層が形成されていることが好ましい。これによ
り、特定の生体分子を検出することができるバイオセンサとして用いることが可能になる
。つまり、本実施の形態に係るチップであれば、有機分子層を形成するための表面積を大
きくすることができ、センサ感度を向上させることができる。
【０１１４】
また、本実施の形態に係る局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップでは、上記有機分
子層は、金属層表面からの長さが５０ｎｍ以上２００ｎｍ以下の分子と、金属層表面から
の長さが１ｎｍ以上５０ｎｍ未満の分子とを含むことが好ましい。
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【０１１５】
上記有機分子層が上記のような分子を有することにより、長さが１ｎｍ以上５０ｎｍ未
満の分子は金属層の近傍で生体分子と結合し、長さが５０ｎｍ以上２００ｎｍ以下の分子
は金属層から離れたところで生体分子と結合する。そして、生体分子と結合した、長さが
５０ｎｍ以上２００ｎｍ以下の分子が折れ曲がることによってその生体分子も金属層の近
傍へ引き寄せられる。これにより、金属層の近傍の領域に多くの生体分子を集めることが
でき、センサ感度をより一層高めることができる。
【０１１６】
上記有機分子層を構成する上記分子としては、ビオチン修飾ポリエチレングリコール、
ＯＲＬＡ１８（商品名、ＯＲＬＡ

ＰＲＯＴＥＩＮ

ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ社製）、デキ

10

ストラン等が挙げられる。
【０１１７】
また、上記分子の分子鎖長の計測は、動的光散乱法により測定することができる。
【０１１８】
（III）局在型表面プラズモン共鳴センサ
本実施の形態に係る局在型表面プラズモン共鳴センサは、上述した本実施の形態に係る
局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップと、上記局在型表面プラズモン共鳴センサ用チ
ップに光を照射する光源と、上記局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップにおいて反射
若しくは透過した光を受光する光検出器とを備えている。
【０１１９】

20

本実施の形態に係る局在型表面プラズモン共鳴センサは、上述した局在型表面プラズモ
ン共鳴センサ用チップにおける金属層表面において局在的な共鳴電界を発生させ、上記光
源から出射して上記センサ用チップの表面に入射し、上記金属層の表面における共鳴電界
が発生した領域において反射又は透過した光を上記光検出器で受光する。そして、上記セ
ンサ用チップにおける、反射率、透過率、又は上記光検出器で受光した光強度を測定する
。
【０１２０】
また、本実施の形態に係る局在型表面プラズモン共鳴センサでは、上記センサ用チップ
に対して２種類以上の波長の光をセンサ用チップ表面に対して垂直に入射させ、上記セン
サ用チップで反射又は透過した各波長の光の反射率若しくは透過率、又は各波長の光の光
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強度を上記光検出器で測定するものであってもよい。
【０１２１】
かかる実施態様によれば、特定の２波長以上の波長における反射率若しくは透過率、光
強度を比較することにより共鳴波長の変化を評価することができる。よって、既知の特定
物質の有無等を検査する用途に望ましい。
【０１２２】
本実施の形態に係る局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップにおいて局在型表面プラ
ズモン共鳴が起きると、照射される光のエネルギーが金属層の表面プラズモン波に吸収さ
れるので、ある波長（共鳴波長）において光の反射率又は透過率、及び光検出器で受光す
る光強度が低下する。
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【０１２３】
この共鳴波長は、筒状体がなす凹部内部および開口部周辺にある媒質の屈折率により変
化するので、かかる局在型表面プラズモンセンサによれば、当該領域内に誘電体物質が付
着したことや付着量の変化等を検知することができる。特に、バイオセンサとして使用し
て特定のタンパク質の検出に好ましく使用することができる。
【０１２４】
しかも、本実施の形態に係る局在型表面プラズモン共鳴センサでは、筒状体がなす凹部
内部および開口部周辺に大きな電界増強が見られるので、極めて強い表面プラズモン共鳴
を引き起こすことができ、従来の伝搬型表面プラズモン共鳴センサや局在型表面プラズモ
ン共鳴センサと比較して非常に感度の高いセンシングを行うことができる。
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【０１２５】
特に、本実施の形態に係る局在型表面プラズモン共鳴センサでは、上述した筒状体を含
むため、当該筒状体が形成されている領域における面に対して光を入射させると、筒状体
の内壁の金属側面における自由電子と入射光との間で結合が起こり、筒状体内部により強
い電界が集中して、更に強い局在型表面プラズモン共鳴が発生する。
【０１２６】
更に、本実施の形態に係る局在型表面プラズモン共鳴センサは、金属層の表面から数十
ｎｍ程度の狭い領域で感度を持つので、金属層から離れた領域の物質によるノイズが小さ
く、Ｓ／Ｎ比の良好な局在型表面プラズモン共鳴センサを作製することができる。
【０１２７】

10

以下、図１を用いて、本実施の形態に係る局在型表面プラズモン共鳴センサ（以下、局
在ＳＰＲセンサという）の反射光学系の基本的構成の一例について説明する。図１は、本
実施の形態に係る局在ＳＰＲセンサ２４の反射光学系の基本的構成の概略を示す平面図で
ある。
【０１２８】
図１に示すように、上記局在ＳＰＲセンサ２４は、光源２５と、コリメータレンズ２６
と、ピンホールを有するコリメータ板２７と、ビームスプリッタ（ハーフミラーでもよい
）２８と、分光器２９と、光検出器３３と、局在ＳＰＲセンサ用チップ３０と、データ処
理装置３１とを備える。
【０１２９】

20

光源２５から出射された光は、コリメータレンズ２６へ導かれる。コリメータレンズ２
６は、光源２５から出射された光をコリメート化し、平行ビームとして通過させる。コリ
メータレンズ２６でコリメート化された光は、コリメータ板２７のピンホールを通過する
ことにより細く絞られた平行ビームとなる。
【０１３０】
コリメータ板２７のピンホールを通過した光はビームスプリッタ２８に入射し、入射光
量の約１／２の光だけがビームスプリッタ２８を真っ直ぐに透過する。ビームスプリッタ
２８を透過した平行ビームは測定領域（筒状体が形成された領域）３２に照射される。
【０１３１】
測定領域３２に照射された光は、測定領域３２で反射して元の方向に戻る。元の方向に
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戻った測定光はビームスプリッタ２８に入射する。ビームスプリッタ２８に入射した測定
光は、その光量の約１／２だけがビームスプリッタ２８内の貼合せ面で９０度の方向へ反
射される。
【０１３２】
ビームスプリッタ２８で反射した光は、分光器２９を通過して各波長の光に分光され、
光検出器３３で受光される。よって、分光器２９で分光された光を光検出器３３で受光す
ることにより、各波長の光強度を検出することができる。
【０１３３】
データ処理装置３１は、測定領域３２に検体が無い状態で照射する光の各波長の光強度
をデータとして予め与えられている。よって、データ処理装置３１により、予め与えられ
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ているデータと光検出器３３で検出した各波長の光強度とを比較することで、測定領域３
２における各波長の反射率の分光特性（反射率スペクトル）等を求めることができる。
【０１３４】
次に、図２を用いて、本実施の形態に係る局在ＳＰＲセンサの透過光学系の基本的構成
の一例について説明する。図２は、本実施の形態に係る局在ＳＰＲセンサ３４の透過光学
系の基本的構成の概略を示す平面図である。
【０１３５】
局在ＳＰＲセンサ３４は、光源２５と、コリメータレンズ２６と、ピンホールを有する
コリメータ板２７と、測定領域３２を含む局在ＳＰＲセンサ用チップ３０と、分光器２９
と、光検出器３３と、データ処理装置３１とを備える。
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【０１３６】
光源２５から出射された光は、コリメータレンズ２６へ導かれる。コリメータレンズ２
６は、光源２５から出射された光をコリメート化し、平行ビームとして通過させる。コリ
メータレンズ２６でコリメート化された光は、コリメータ板２７のピンホールを通過する
ことにより細く絞られた平行ビームとなる。
【０１３７】
コリメータ板２７のピンホールを通過した光は測定領域（筒状体が形成された領域）３
２に照射される。測定領域３２に照射された光は、測定領域３２を透過する。透過した測
定光は分光器２９を通過して各波長の光に分光され、光検出器３３で受光される。
【０１３８】

10

データ処理装置３１は、測定領域３２に検体が無い状態で照射する光の各波長の光強度
をデータとして予め与えられている。よって、データ処理装置３１により、予め与えられ
ているデータと光検出器３３で検出した各波長の光強度とを比較することで、測定領域３
２における各波長の反射率の分光特性（透過率スペクトル）等を求めることができる。
【０１３９】
尚、上記反射光学系及び透過光学系の構成において、上記光源２５は、ハロゲンランプ
等の白色光を照射するものが望ましいが、測定に用いる波長域の光を含むものであればよ
い。また、ピンホールを通過した平行ビームは、ある偏光面を有する直線偏光や楕円偏光
、円偏光等でもよい。
【０１４０】

20

更には、上記各種偏光状態にするための光学部品（例えば、λ／２板等）は必要に応じ
て配置してもよい。尚、本実施の形態においては、光（電磁波）の電界の振動面を偏光面
と定義し、その電界の方向を偏光方向と定義する。
【０１４１】
また、光検出器３３は、複数の受光面を有するフォトダイオードアレイ、ＣＣＤやプラ
ズモン現象を利用した受光器等によって構成することができる。
【０１４２】
次に、図３により、上記局在ＳＰＲセンサ２４及び３４における測定領域３２について
詳細に説明する。
【０１４３】
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図３（ａ）は測定領域３２を拡大して示す平面図であり、図３（ｂ）は図３（ａ）Ａ−
Ａ線矢視断面図である。
【０１４４】
測定領域３２においては、金属層５２の表面に複数の筒状体４５（金属薄膜による筒状
体、破線丸印内）が形成されている。
【０１４５】
このような配置のもとで測定領域３２に光が垂直入射すると、筒状体４５に光が入射し
、筒状体４５の内部や周辺に電界が生じる。筒状体４５を有する金属層５２に入射した光
は、筒状体４５の内部および周辺において電界を生じ、その電界と金属層５２内部の自由
電子の固有振動とが結合することで、局在型ＳＰＲが発生する。よって、金属層５２に入
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射した光のエネルギーが局在型ＳＰＲによって筒状体４５へ集中し、金属層５２へ入射し
た光の一部が吸収される。
【０１４６】
この結果、光検出器３３で受光した光から求めた反射率若しくは透過率はある特定の波
長（共鳴波長）で小さくなる。この特定の波長は、検査試料溶液の屈折率によって変化す
るので、反射率の極小点の波長又はその変化を調べることで検査試料溶液に含まれる誘電
体物質の屈折率や種類等を検査することができる。
【０１４７】
また、特定のタンパク質を特異的に結合させる抗体等を用いることにより、検査試料溶
液に含まれる特定のタンパク質の有無や含有量等を検査することができる。
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【０１４８】
尚、このような測定領域３２において、筒状体４５の口径や深さは均一に揃っていても
よいし、不均一であってもよい。
【０１４９】
（IV）構造体の製造方法
本発明に係る構造体の製造方法は、少なくとも（ｉ）液体塗布工程と、（ii）光照射工
程と含む方法である。以下の説明では、（ｉ）液体塗布工程と、（ii）光照射工程と、（
iii）構造体の型の製造工程と、（iv）型を用いた構造体の複製工程と、を含む態様につ
いて説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。
【０１５０】

10

〔液体塗布工程〕
上記液体塗布工程は、光応答性材料上に、粒子状物質非含有の液体を塗布する工程であ
る。
【０１５１】
ここで、光応答性材料は「（Ｉ）構造体」にて例示したものと同じものを用いることが
できる。
【０１５２】
また上記「粒子状物質非含有の液体」とは、粒子状の物質を実質的に含有しない液体を
意味する。「粒子状の物質」とは、液体中において粒子状の固体を意味する。特にその平
均粒径が１ｎｍ〜１００μｍの範囲内の物質を意味する場合がある。上記「平均粒径」は

20

、一次粒子径の平均粒径を意味し、ＢＥＴ法（比表面積法）により測定され得る。また「
実質的に含有しない」とは、１ｎｍ〜１００μｍの物質を検出し得る検出手段（例えば、
粒度分布測定機）で検出されないことを意味する。
【０１５３】
また、上記「粒子状の物質」としては、液体中において粒子状の固体として存在する物
質であれば特に限定されず、金属粒子の様な剛体や、動物細胞のような非常に柔軟な物体
を意味する。上記「粒子状の物質」としてより具体的には、無機材料、金属材料、及び高
分子材料からなる群から選択される少なくとも１つの材料からなる粒子状の物質や、金属
粒子、金属酸化物粒子、半導体粒子、セラミック粒子、プラスチック粒子、又はこれらの
２以上の材料からなる（例えば、２種材料の混合体又は重層構造体）粒子状の物質が例示
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される。
【０１５４】
上記金属粒子としては、例えば、金、銀、銅、アルミ、白金等が挙げられる。金属酸化
物粒子としては、例えば、シリカ、酸化チタン、酸化スズ、酸化亜鉛等が挙げられる。プ
ラスチック粒子としては、例えば、ポリスチレン粒子、アクリル粒子等が挙げられる。
【０１５５】
本工程において使用する「液体」としては、水、メタノールやエタノール等のアルコー
ル、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）、クロロホルム、シクロヘキサノンやアセトン等の光
応答性材料を溶解し得る有機溶媒や、水と上記有機溶媒との混合物が挙げられる。
【０１５６】

40

液体の塗布方法としては、特に限定されるものではなく、スポイト等で単に添加するだ
けでもよいし、また、スピンコート法、スプレー法、ディップコーティング法等の公知の
方法を用いることができる。
【０１５７】
本発明に係る構造体の製造方法においては、液体を塗布後、当該液体上にフィルムまた
は板状物質を置いて液体の厚みを一定に保つ操作を行ってもよい。上記フィルムまたは板
状物質は透明でも不透明であってもよい。
【０１５８】
なお、本発明に係る構造体の製造方法においては、上記液体塗布工程の前に、基板（例
えば、ガラス、アクリル樹脂、アモルファスカーボン、結晶シリコン、多結晶シリコン、
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アモルファスシリコン等からなる基板）の表面に光応答性材料の膜を形成する工程（「光
応答性材料膜形成工程」という）が含まれていてもよい。光応答性材料膜形成工程は、例
えば、光応答性材料を適当な有機溶媒（テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）、クロロホルム、
シクロヘキサノンやアセトン等の光応答性材料を溶解し得る有機溶媒）に溶解した溶液を
、スピンコート法、スプレー法、ディップコーティング法等の公知の方法により、上述の
基板上に塗布することによって行われ得る。
【０１５９】
また上記の方法によって形成された光応答性材料の膜は、アニーリングされる。上記「
アニーリング」とは、光応答性材料の膜中に含まれている溶媒を加熱することにより揮発
させるプロセスのことである。アニーリングの加熱温度としては、適宜好ましい条件が採

10

用され得る。アニーリングの加熱温度は、例えば、光応答性材料のガラス転移点前後であ
ってもよく、室温付近であってもよい。またアニーリングは、大気圧条件下で行われても
、また減圧条件下で行われてもよい。
【０１６０】
上記のようにして形成された光応答性材料の膜は、すぐに上記液体塗布工程が実施され
てもよいし、しばらくの間放置された後に液体塗布工程が実施されてもよい。放置する際
の雰囲気温度は、室温であっても、室温以上であっても、また室温以下であってもよい。
また必要に応じて湿度が制御された条件下で放置されてもよい。
【０１６１】
図１４にアニーリング時間と形成される筒状体のプロファイルとの関係を検討した結果
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を示す。図１４（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、光応答性材料膜形成工程後の光応答性材料を
それぞれ真空条件下、８０℃で１０分、６０分、２０時間、アニーリングした際にできる
構造体のＡＦＭ写真である。アニーリング時間が長くなればなるほど、筒状体の開口部の
口径が小さくなり、フジツボ体の内壁の水平面に対する角度が垂直に近くなる（すなわち
寸胴になる）という傾向が見られた。またデータは省略するが、上記液体塗布工程までの
放置時間が長くなればなるほど、アニーリング時間が長くなればなるほど、筒状体の開口
部の口径が小さくなり、フジツボ体の内壁の水平面に対する角度が垂直に近くなる（すな
わち寸胴になる）という傾向が見られた。よって、アニーリング時間や放置時間を制御す
ることによって、構造体のプロファイルを制御できる可能性が示唆された。
【０１６２】
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〔光照射工程〕
光照射工程は、上記液体塗布工程によって液体が塗布された光応答性材料に対して、光
を照射する工程である。言い換えれば、粒子状物質非含有の液体（以下、適宜「液体」と
いう）を光応答性材料の表面に塗布した後、液体が乾燥するまでの間に光照射を行う工程
である。
【０１６３】
また上記液体塗布工程後の光応答性材料を、塗布された液体が完全に蒸発しない程度に
乾燥させた後に、光照射工程を行ってもよい。光照射時の光応答性材料上に存在する液体
の残存量を制御することによって、構造体の形状（筒状体の開口部の口径、筒状体の密度
、筒状体の高さ、筒状体の凹部の深さなど）を制御することができる。乾燥の方法は、特
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に限定されるものではなく、液体塗布工程後の光応答性材料を乾燥炉内に入れて加熱して
も良いし、ドライヤーなどで風乾してもよいし、減圧による乾燥を行ってもよいし、また
自然乾燥させてもよい。
【０１６４】
上記光照射の時間は、得ようとする構造の形状や、光の種類や強度に合わせて適宜調整
すればよい。また、光の照射方向も特には限定されず、光応答性材料の裏面（液体が塗布
されていない側）から光を照射してもよいし、液体が塗布された側から光照射してもよい
。
【０１６５】
図１６−１８を用いて光照射工程の一実施形態を説明する。本発明はこれに限定される
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ものではない。図１６は、スライドガラス基板上に光応答性材料膜（アゾベンゼンポリマ
ー薄膜）が形成され、さらにその上に液体が塗布されている。スライドガラスのアゾベン
ゼンポリマー薄膜と面していない面にはアルミ製のマスク（円形の孔が備えられている）
が接している。ＬＥＤランプからの光は簡易集光レンズで集光され、アルミ製のマスクの
孔を通って、アゾベンゼンポリマー薄膜に照射される。そしてアゾベンゼンポリマー薄膜
の光が照射されている領域に筒状体が形成される。図１６に示された態様は、基板側から
光が照射される態様である。
【０１６６】
図１７は、スライドガラス（カバー）上に液体を塗布し、スペーサー（例えばスライド
ガラス片）が置かれている。そしてスライドガラス基板上に光応答性材料膜（アゾベンゼ

10

ンポリマー薄膜）が形成された基板を、アゾベンゼンポリマーが液体と接触するようにス
ペーサーの上に置く。スライドガラス（カバー）の液体と面していない面にはアルミ製の
マスク（円形の孔が備えられている）が接している。ＬＥＤランプからの光は簡易集光レ
ンズで集光され、アルミ製のマスクの孔を通って、液体−アゾベンゼンポリマー薄膜の順
に照射される。そしてアゾベンゼンポリマー薄膜の光が照射されている領域に筒状体が形
成される。図１７に示された態様は、液体側から光が照射される態様である。
【０１６７】
なお、液体側からアゾベンゼンポリマー薄膜に光が照射される態様は、図１８に示すよ
うな態様であってもよい。つまり、スライドガラス基板上に光応答性材料膜（アゾベンゼ
ンポリマー薄膜）が形成された基板に対して、簡易集光レンズで集光されたＬＥＤランプ
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からの光を照射してもよい。
【０１６８】
なお、光の照射時間を短くすることで、図１５に示したごとく、地中に埋まったタイヤ
の一部を地上に引っ張り出したような形状（換言すれば、三日月状）の構造体を作製する
ことが可能となる。本発明は、本発明に係る構造体の製造方法により製造された構造体を
全て包含するため、上記三日月状の構造体も本発明の範囲に含まれる。ここで図１５（ａ
）は光照射１秒後にできる構造体のＡＦＭ像であり、（ｂ）は光照射５秒後にできる構造
体のＡＦＭ像であり、（ｃ）は光照射１０秒後にできる構造体のＡＦＭ像であり、（ｄ）
は光照射１５秒後にできる構造体のＡＦＭ像であり、（ｅ）は光照射２５秒後にできる構
造体のＡＦＭ像であり、（ｆ）は光照射３０秒後にできる構造体のＡＦＭ像であり、（ｇ
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）は光照射４５秒後にできる構造体のＡＦＭ像であり、（ｈ）は光照射６０秒後にできる
構造体のＡＦＭ像であり、（ｉ）は光照射３００秒後にできる構造体のＡＦＭ像である。
図１５（ａ）〜（ｄ）までにおいて、特に三日月状の構造が観察される。
【０１６９】
照射する光としては、光変形を起こす材料との組み合わせにおいてミスマッチングがな
い限り、伝搬光、近接場光、又はエバネッセント光等の任意の照射光を利用できる。伝搬
光としては、自然光、レーザー光等を利用できる。伝搬光、近接場光、又はエバネッセン
ト光として、その偏光特性を利用できる。
【０１７０】
照射光の波長や光源は限定されないが、波長に関しては、光変形を起こす材料の吸収効
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率の高い波長が好ましい。よって、紫外光（波長３００〜４００ｎｍ）が好ましいが、可
視光（波長４００〜６００ｎｍ）を照射しても良い。可視光を照射する場合は、可視光の
照射により上記固体の光固定化が可能な光応答性材料を用いることが好ましい。また、尖
頭出力の高いパルス光を使用することもできる。
【０１７１】
また、上記光照射工程は、液体塗布工程後、すぐに実施されてもよいし、しばらく放置
された後に光照射工程が実施されてもよい。放置する際の雰囲気温度は、室温下であって
も、室温以上であっても、また室温以下であってもよい。また必要に応じて湿度が制御さ
れた条件下で放置されてもよい。
【０１７２】
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〔コロナ放電処理工程〕
本発明に係る構造体の製造方法には、光照射工程の後にコロナ放電処理を行う工程（コ
ロナ放電処理工程）が含まれていても良い。コロナ放電処理を行うことによって、所望の
構造体を得ることができる。例えば、コロナ放電処理によって、筒状体の隆起部分の高さ
をより高くすることができる。コロナ放電処理方法は一般的なコロナ放電処理方法を用い
ることができる（例えば、Optics Letters, Vol. 26, No. 1, January 1, 2001,

Diffr

action efficiency increase by corona discharge in photoinduced surface relief gr
atings on an azo polymer film

参照）。また、所望の構造が得られるように、コロナ

放電の強さ、処理時間を調節すればよい。
【０１７３】

10

コロナ放電処理工程自体は所望の構造を得るために、必要によりコロナ放電処理を行え
ばよく、コロナ放電処理をする必要がなければ行わなくてもよい。
【０１７４】
〔構造体の型の製造工程〕
構造体の型の製造工程とは、上記光照射工程により得られた構造体（以下、第一の構造
体と記す）の表面を完全に覆うように熱硬化性樹脂または光硬化性樹脂を塗布し、当該熱
硬化性樹脂または光硬化性樹脂を硬化後、剥離することによって、第一の構造体の型とな
る第二の構造体を製造する工程である。
【０１７５】
上記熱硬化性樹脂又は光硬化性樹脂としては、一般に用いられる樹脂を使用することが
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できるが、熱硬化型樹脂については、光応答性材料のガラス転移温度より低い熱硬化温度
を有するものを使用することが好ましい。本発明において好ましい熱硬化性樹脂としては
、シリコーン樹脂、特にポリジメチルシロキサンや、フェノ‑ル樹脂、ユリア樹脂、メラ
ミン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、ジリアルフタレート樹脂、ポリウレ
タン、ポリイミドなどが利用可能であり、光硬化性樹脂としてはシリコーン樹脂、ポリイ
ミド、アクリル系樹脂などが利用可能である。また上記熱硬化性樹脂又は光硬化性樹脂に
は、屈折率を調整した樹脂（例えば、無機ナノ粒子、有機ナノ粒子、または金属ナノ粒子
を含有したポリマー材料や、分極率の大きい元素（リン、硫黄、セレン等）を含む原子団
を含むように分子設計をされたポリマー材料）も利用可能である。上記屈折率を調整した
樹脂を用いることで、金属を蒸着した際の局在表面プラズモン共鳴電場の増幅効果がより
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大きくなる（傾向にある）というメリットがある。さらに本発明においては光硬化性樹脂
としては、光を吸収して硬化する樹脂のみならず、アゾベンゼンポリマーのように光を吸
収して流動性が増し、光を遮断することで硬化するものも含む意味である。よって本工程
においてアゾベンゼンポリマーをも用いることができる。アゾベンゼンポリマーを用いる
ことで、可視光波長域での屈折率が高いため、金属を蒸着した際の局在表面プラズモン共
鳴電場の増幅効果がより大きくなるというメリットがある。
【０１７６】
なお、熱硬化性樹脂および光硬化性樹脂を本工程に用いる場合、泡が樹脂に発生する場
合があるため、樹脂を構造体に塗布した前後で脱泡工程を行うことが好ましい。脱泡工程
は、例えば硬化前の樹脂を減圧下に置くことにより行われる。次の複製工程においても同
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じく脱泡工程が行われることが好ましい。
【０１７７】
〔型を用いた構造体の複製工程〕
型（第二の構造体）を用いた構造体の複製工程は、上記第二の構造体における第一の構
造体の型となる部分に、熱硬化性樹脂または光硬化性樹脂を充填し、当該熱硬化性樹脂ま
たは光硬化性樹脂を硬化後、剥離することによって、第一の構造体の複製物である第三の
構造体を得る工程である。
【０１７８】
具体的には、上記第二の構造体の表面に、光（紫外線）硬化樹脂又は熱硬化型樹脂を塗
布し、光（紫外線）を照射又は熱をかけて硬化させた後、当該樹脂を剥離させることによ
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って、光応答性材料表面に形成した形状とほぼ同じ形状を有する、本実施の形態に係る構
造体（第三の構造体）を得ることができる。なお、アゾベンゼンポリマーを光硬化性樹脂
として用いた場合には、上記第二の構造体の表面に、光を照射して軟化させたアゾベンゼ
ンポリマーを塗布し、その後、光の照射を止めることで硬化させてもよい。
【０１７９】
なお、複製物にあたる第三の構造体は、光応答性材料表面に形成された構造体と全く同
じである場合のみならず、転写率の大小によって、得られる構造体の形状が異なる場合も
あるが、平面部、筒状体面内の配置パターンはほぼ同様になる。
【０１８０】
また上述の説明では、「構造体の型の製造工程」と、「型を用いた構造体の複製工程」

10

とを含む場合について説明したが、これに限るものではない。これらの工程を行わずに、
液体塗布工程と、光照射工程とから構造体を作製してもよい。
【０１８１】
但し、本実施形態のように、型を製造して、当該型により、光応答性材料表面に形成し
た構造体を複製する場合は、構造体を構成する材料が光応答性材料に限定されず、また容
易に量産することができるため、特に効果が大きい。すなわち型を用いた構造体の複製工
程を複数回繰り返して行うことで、容易に構造体を量産することができるといえる。
【０１８２】
なお、上記では光応答性材料を用いた製造方法について説明したが、熱応答性材料を用
いた製造方法については実施例７が参照される。
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【０１８３】
（Ｖ）局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップの製造方法
本実施の形態に係る局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップの製造方法は、本実施の
形態に係る構造体の上述の製造方法により構造体を製造する工程と、上記工程で得られた
構造体の表面を金属で被覆して上記構造体の形状が反映された形状を有する金属層を形成
する工程とを含む。
【０１８４】
〔構造体を製造する工程〕
構造体を製造する工程は、「（IV）構造体の製造方法」で記載した方法により構造体を
製造する工程である。よって、この工程の説明は「（IV）構造体の製造方法」の説明を援
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用することができる。
【０１８５】
〔金属層を形成する工程〕
金属層を形成する工程とは、上記構造体を製造する工程で得られた構造体の表面を金属
で被覆して上記構造体の形状が反映された形状を有する金属層を形成する工程である。金
属層の形成は、例えば、スパッタリング法、蒸着法等の公知の方法により行うことができ
る。
【０１８６】
なお、スパッタリングや蒸着により堆積させる金属層の厚みが薄い場合には、センサ用
チップの表面全面に金属層が形成しない場合も起こり得るが、本実施の形態に係る局在型
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表面プラズモン共鳴センサ用チップでは、そのような場合でも局在型表面プラズモン共鳴
現象は誘起される。
【０１８７】
〔局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップの製造方法の例〕
以下、図４により、本実施の形態に係る局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップの製
造方法の一例について詳細に説明する。ただし本発明はこれに限定されるものではない。
なお、以下の説明は構造体の製造方法の実施の形態の説明としても一部参酌され得る。
【０１８８】
まず、透明基板４６の上にスピンコータ等によって光応答性材料の溶液を塗布して、光
応答性材料からなる層（光応答性材料層）４８を形成する（図４（ａ）参照）。
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【０１８９】
次に、粒子状物質非含有の液体（水等）５４を、光応答性材料層４８上に滴下する（図
４（ｂ）参照）。所定の光を透明基板４６側から照射した後（図４（ｃ）参照）、光応答
性材料層４８を自然乾燥させて、筒状体を有する基板４９を作製する（図４（ｄ）参照）
。
【０１９０】
次いで、基板４９の上に熱硬化性樹脂を滴下し、熱風オーブン中に放置し、硬化後、剥
離させて筒状体の逆転写形状を有する熱硬化性樹脂基板５０を作製する（図４（ｅ）参照
）。そして、紫外線硬化樹脂を熱硬化性樹脂基板５０上に滴下し、光硬化後に剥離させて
筒状体を有する透明基板５１を作製する。
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【０１９１】
このようにして得られた筒状体を有する透明基板５１の表面に、スパッタリングによっ
てＡｕ、Ａｇ等の金属を堆積させて筒状の形状を反映するように金属層５２を成膜し、図
４（ｆ）のようなセンサ用チップ５３の基板部分を得ることができる。
【０１９２】
尚、筒状体を有する透明基板５１の表面と金属層５２との密着性が不十分である場合に
は、筒状体を有する透明基板５１と金属層５２との間にＴｉ、Ｃｒ等の密着層を設けても
よい。
【０１９３】
また、反射光の光量を十分得るためには、金属層５２の厚さは１０ｎｍ以上であること
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が望ましい。但し、金属層５２があまり厚いと、入射光が透過しなくなってしまうことや
コストや作製スループットが良くないため、現実的には１０〜１００ｎｍ程度の膜厚が望
ましい。
【０１９４】
以上のように、本実施の形態に係る局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップの製造方
法では、一旦製造された光応答性材料上の筒状体を備える構造体に、熱又は光硬化樹脂を
塗布し、硬化後に剥離させることで容易に構造体の型となる構造体を大量に生産すること
ができる。
【０１９５】
そして、得られた型となる構造体に、更に熱又は光硬化性樹脂を塗布し、剥離させるこ
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とで光応答性材料上の表面形状と同じ形状を有する構造体を得ることができる。
【０１９６】
また、本実施の形態に係る局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップの製造方法では、
大掛かりな装置は必要ないため、設備投資額が殆どかからず、量産性に優れているため、
高精度のセンサ用チップを低コストで生産することができる。
【０１９７】
尚、上述の説明では、光応答性材料を塗布する基板として透明基板４６を用いた場合に
ついて説明したが、これに限るものではない。光を光応答性材料側に照射する場合には、
透光性のない基板を用いることもできる。
【０１９８】
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また、上述の説明では、最終的に得られる局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップの
基板として透明基板５１を用いているが、これに限るものではない。局在型表面プラズモ
ン共鳴センサ用チップで透過率を測定しない場合には、透光性のない基板を用いることも
できる。
【０１９９】
更には、上述の説明では、熱硬化性樹脂を用いて構造体の型を作製し、その後、当該型
に紫外線硬化性樹脂を塗布して最終的な局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップの基板
を作製する場合について説明したが、これに限るものではない。紫外線硬化性樹脂等の光
硬化性樹脂を用いて構造体の型を作製し、その後、当該型に熱硬化性樹脂を塗布して最終
的な局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップの基板を作製してもよいし、どちらも紫外
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線硬化性樹脂等の光硬化性樹脂を用いてもよいし、どちらも熱硬化性樹脂を用いてもよい
。またアゾベンゼンポリマーも構造体の型の作製、局在型表面プラズモン共鳴センサ用チ
ップの基板の作製に利用することができる。
【０２００】
尚、これまでの局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップでは金属ナノ微粒子を基板上
に固定化するために、基板表面を化学修飾しなければならず、金属ナノ微粒子固定化工程
が煩雑で、効率的に製造することが難しかった。これに対し、本実施の形態に係る局在型
表面プラズモン共鳴センサ用チップの製造方法では、金属層を連続的に形成することがで
きるので、効率的に製造することができる。つまり、光応答性材料上に液体を滴下し、光
異性化に伴う物質移動とが誘起される波長の光を照射する等で得られる、平面部および筒
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状体を備えた基板の上に蒸着、スパッタ等のプロセスで金属膜を形成することで、平面部
および筒状体を備えた形状を効率的に形成することができる。
【０２０１】
また、近年、サブミクロンから数１０ナノメーターサイズの微小な凹部又は凸部を形成
する方法としてナノインプリント法がよく使用されている。しかしながら、ナノインプリ
ント法では、スタンパやインプリント装置が必要であり、量産性に優れているとは言え、
初期設備投資額が高いためローコストで生産できるとは言えない。また、スタンパには凹
部又は凸部のどちらか一方のみが形成されており、凸部及び凹部の両方を並存させたスタ
ンパの製作は難しく、サブミクロン程度のサイズになるとスタンパからの離型性が悪いた
め、ナノインプリント法では複雑な形状を生産することは困難である。
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【０２０２】
尚、局在型表面プラズモン共鳴センサは、上記局在型表面プラズモン共鳴センサ用チッ
プを用いて公知の方法により製造することができる。
【実施例】
【０２０３】
以下、実施例に基づいて本発明をより詳細に説明するが、本発明は以下の実施例に限定
されるものではない。
【０２０４】
〔実施例１：構造体の製造−１〕
光応答性材料として、既述のＰＯＴ１を用い、当該アゾポリマー誘導体薄膜（厚み１０
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０ｎｍ）をスピンコート法でガラス基板上に形成した。
【０２０５】
形成されたアゾポリマー誘導体薄膜に対してアニーリング（１５０℃で１０分（常圧）
）を行った。
【０２０６】
上記アゾポリマー誘導体薄膜上に純水１ｃｃ滴下した後、波長４７０ｎｍの光を４０ｍ
Ｗ／ｃｍ２の強度で５分間照射した。
【０２０７】
照射後、純水を除去し、光照射後のアゾポリマー誘導体薄膜を風乾した後に、表面をＡ
ＦＭで観察した。その結果を図５に示す。
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【０２０８】
得られた構造体における筒状体は、平均口径が６９０ｎｍ、深さ（平均値）が１８０ｎ
ｍ、筒状体の開口部の内径Ａと筒状体の開口部からの深さの中間点における内径Ｂとの比
（Ａ／Ｂ）が１．７８であった。また得られた構造体の筒状体の平面部における分散密度
は、１００μｍ四方当たり２５,０００個であった。
【０２０９】
得られた構造体表面に、真空蒸着法により１００ｎｍ厚みの金を蒸着して、センサ用チ
ップを作製した。当該センサ用チップの透過スペクトルを測定したところ、プラズモン共
鳴由来の吸収ピークが見られた。表面に屈折率の異なる液体（水、トリエチレングリコー
ル）をそれぞれ滴下し、透過スペクトル測定を行い、ピークトップの値で正規化したグラ
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フを図６に示す。
【０２１０】
センサ用チップ表面の液体の屈折率に対する透過スペクトルのピークシフト量の変化率
を算出してセンサ用チップの感度を測定したところ、１５４ＲＩＵ（Ｒｅｆｒａｃｔｉｖ
ｅ

Ｉｎｄｅｘ

Ｕｎｉｔ）であった。よって、本実施例に係るセンサ用チップは、透過

型であると共に、高感度のプラズモン共鳴センサであるということがわかった。
【０２１１】
〔実施例２：構造体の製造−２〕
透明基板上にスピンコータによって、光応答性材料である実施例１で用いた物と同じア
ゾポリマー誘導体ＰＯＴ１を５０ｎｍの厚みで塗布しアゾポリマー誘導体薄膜を形成した
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。
【０２１２】
形成されたアゾポリマー誘導体薄膜に対してアニーリング（１５０℃で１０分（常圧）
）を行った。
【０２１３】
上記アゾポリマー誘導体薄膜上に純水１ｃｃ滴下した後、波長４７０ｎｍの光を３０ｍ
Ｗ／ｃｍ２の強度で５分間照射した。
【０２１４】
照射後、純水を除去し、光照射後のアゾポリマー誘導体薄膜を風乾した後に、表面をＡ
ＦＭで観察した。その結果を図７に示す。
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【０２１５】
得られた構造体における筒状体は、平均口径が３５０ｎｍ、深さ（平均値）が１７０ｎ
ｍ、筒状体の開口部の内径Ａと筒状体の開口部からの深さの中間点における内径Ｂとの比
（Ａ／Ｂ）が１．２０であった。また得られた構造体の筒状体の平面部における分散密度
は、１００μｍ四方当たり７０,０００個であった。
【０２１６】
得られた構造体表面に、真空蒸着法により１００ｎｍ厚みの金を蒸着して、センサ用チ
ップを作製した。当該センサ用チップの透過スペクトルを測定したところ、プラズモン共
鳴由来の吸収ピークが見られた。センサ用チップの表面に屈折率の異なる液体（水、ポリ
ジメチルシロキサン、トリエチレングリコール、グリセロールジグリシジル）をそれぞれ
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滴下し、透過スペクトル測定を行い、ピークトップの値で正規化したグラフを図８に示す
。また、横軸にセンサ用チップ上に滴下した液体の屈折率を、縦軸にプラズモン共鳴吸収
由来のスペクトルのピーク波長のシフト量をとったグラフを図９に示す。図９のデータに
ついて直線近似し、直線の傾きからセンサ用チップの感度を算出したところ、２０４ＲＩ
Ｕとなった。よって、本実施例に係るセンサ用チップは、透過型であると共に、高感度の
プラズモン共鳴センサであるということがわかった。
【０２１７】
〔実施例３：構造体の製造−３〕
実施例２と同様にして構造体の製造を行った。この時に形成された構造体のうち任意に
選択された４つの構造体のプロファイルを測定した（実験Lot No.302‑1）。
【０２１８】
光照射する前にアニーリング（１５０℃で１０分（常圧））した後、１２時間室温で放
置した以外は、実験Lot No.302‑1と同様にした。この時に形成された構造体のうち任意に
選択された２つの構造体のプロファイルを測定した（実験Lot No.303‑1）。
【０２１９】
これらの結果を表１に示す。
【０２２０】
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【表１】

【０２２１】
本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
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変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【０２２２】
〔実施例４：センサチップを用いたバイオセンシング−１〕
光応答性材料として、既述のＰＯＴ１を用い、当該アゾポリマー誘導体薄膜（厚み５０
ｎｍ）を、ガラス基板をクロロホルム溶媒中で１分間超音波洗浄した後に、スピンコート
法で当該ガラス基板上に形成した。
【０２２３】
形成されたアゾポリマー誘導体薄膜に対してアニーリング（１５０℃で１０分（常圧）
20

）を行った。
【０２２４】
上記アゾポリマー誘導体薄膜上に純水１ｃｃ滴下した後、波長４７０ｎｍの光を４０ｍ
Ｗ／ｃｍ２の強度で５分間照射した。
【０２２５】
照射後、純水を除去し、光照射後のアゾポリマー誘導体薄膜を風乾した。
【０２２６】
得られた構造体表面に、真空蒸着法により１００ｎｍ厚みの金を蒸着して、センサ用チ
ップを作製した。当該センサ用チップの任意の箇所について断面構造を断面ＴＥＭ法にて
観察した結果を図１９〜２５に示す。図１９はセンサ用チップの平面ＳＥＭ像であり、図
２０は図１９に示されるセンサ用チップのＰ−Ｐ
に示されるセンサ用チップのＱ−Ｑ
ンサ用チップのＲ−Ｒ
のＳ−Ｓ

断面ＴＥＭ像であり、図２１は図１９
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断面ＴＥＭ像であり、図２２は図１９に示されるセ

断面ＴＥＭ像であり、図２３は図１９に示されるセンサ用チップ

断面ＴＥＭ像であり、図２４は図１９に示されるセンサ用チップのＴ−Ｔ

面ＴＥＭ像であり、図２５は図１９に示されるセンサ用チップのＵ−Ｕ

断

断面ＴＥＭ像で

ある。なお図２０〜２５中に基板、筒状体、金属層をそれぞれ表示する。
【０２２７】
図２０に示された筒状体のプロファイルをＡＦＭで測定したところ、深さが１７６ｎｍ
、筒状体の開口部の内径Ａ（５８７ｎｍ）と筒状体の開口部からの深さの中間点における
内径Ｂ（５２９ｎｍ）との比（Ａ／Ｂ）が１．１１であった。
【０２２８】

40

また図２１に示された筒状体のプロファイルをＡＦＭで測定したところ、深さが１２８
ｎｍ、筒状体の開口部の内径Ａ（５０３ｎｍ）と筒状体の開口部からの深さの中間点にお
ける内径Ｂ（４２３ｎｍ）との比（Ａ／Ｂ）が１．１９であった。
【０２２９】
また図２２に示された筒状体のプロファイルをＡＦＭで測定したところ、深さが１４８
ｎｍ、筒状体の開口部の内径Ａ（４９８ｎｍ）と筒状体の開口部からの深さの中間点にお
ける内径Ｂ（３８５ｎｍ）との比（Ａ／Ｂ）が１．２９であった。
【０２３０】
また図２３に示された筒状体のプロファイルをＡＦＭで測定したところ、深さが１３７
ｎｍ、筒状体の開口部の内径Ａ（３９４ｎｍ）と筒状体の開口部からの深さの中間点にお
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ける内径Ｂ（３１９ｎｍ）との比（Ａ／Ｂ）が１．２３であった。
【０２３１】
また図２４に示された筒状体のプロファイルをＡＦＭで測定したところ、深さが１３６
ｎｍ、筒状体の開口部の内径Ａ（４１８ｎｍ）と筒状体の開口部からの深さの中間点にお
ける内径Ｂ（２９７ｎｍ）との比（Ａ／Ｂ）が１．４０であった。
【０２３２】
また図２５に示された筒状体のプロファイルをＡＦＭで測定したところ、深さが２０８
ｎｍ、筒状体の開口部の内径Ａ（９３０ｎｍ）と筒状体の開口部からの深さの中間点にお
ける内径Ｂ（８０９ｎｍ）との比（Ａ／Ｂ）が１．１５であった。
【０２３３】
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上記で得られたセンサ用チップ表面に、Ｃ反応性タンパク（ＣＲＰ）の抗体を１μｇ／
ｍｌの濃度で固定化した後、１μｇ／ｍＬの濃度の牛血清アルブミン（ＢＳＡ）でブロッ
キングを施した。１０ｐｇ／ｍＬ、１００ｐｇ／ｍＬ、１ｎｇ／ｍＬの各濃度のＣＲＰ抗
原溶液（溶媒：ｐＨ７．４のリン酸緩衝生理食塩水）を用意し、まず１０ｐｇ／ｍＬの濃
度のＣＲＰ抗原溶液をセンサチップ表面に滴下し、ＣＲＰの抗原抗体反応を行った（反応
時間：１５分間）。その後、センサチップ表面をリン酸緩衝生理食塩水および純水で洗浄
したのち、センサチップの透過スペクトルを測定した。その結果、抗原を反応させなかっ
た場合（以下、「ブランク」という）、ピーク波長は６４２．１ｎｍであったのに対して
、抗原を反応させた場合ピーク波長は６４２．８ｎｍとなり、ピーク波長が０．７ｎｍ長
波長側にシフトしていた（図２６を参照のこと）。
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【０２３４】
次に、１００ｐｇ／ｍＬのＣＲＰ抗原溶液をセンサチップ表面に滴下し、同様に抗原抗
体反応後のセンサチップ表面の透過スペクトルを計測したところ、ピーク波長は６４３．
３ｎｍとなり、ブランクに比べて１．２ｎｍ長波長側にシフトしていた（図２６をご参照
のこと）。
【０２３５】
更に、１ｎｇ／ｍＬのＣＲＰ抗原溶液をセンサチップ表面に滴下し、同様に抗原抗体反
応後のセンサチップ表面の透過スペクトルを計測したところ、ピーク波長は６４４．１ｎ
ｍとなり、ブランクに比べて１．９ｎｍ長波長側にシフトしていた（図２６をご参照のこ
と）。
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【０２３６】
したがって、本実施例のセンサチップを用いることで、１０ｐｇ／ｍＬという極めて低
濃度であってもＣＲＰを検出できることがわかった。
【０２３７】
なお、ＣＲＰは炎症性疾患のマーカーとして知られている。
【０２３８】
〔実施例５：センサチップを用いたバイオセンシング−２〕
実施例４と同様にして得られたセンサチップを用いて血液凝固因子であるフィブリノー
ゲンの検出を行った。
【０２３９】

40

上記で得られたセンサ用チップ表面に、フィブリノーゲン抗体を１μｇ／ｍｌの濃度で
固定化した後、１μｇ／ｍＬの濃度の牛血清アルブミン（ＢＳＡ）でブロッキングを施し
た。１０ｐｇ／ｍＬ、１００ｐｇ／ｍＬ、１ｎｇ／ｍＬの各濃度のフィブリノーゲン抗原
溶液（溶媒：ｐＨ７．４のリン酸緩衝生理食塩水）を用意し、まず１０ｐｇ／ｍＬの濃度
のＣＲＰ抗原溶液をセンサチップ表面に滴下し、フィブリノーゲンの抗原抗体反応を行っ
た（反応時間：１５分間）。その後、センサチップ表面をリン酸緩衝生理食塩水および純
水で洗浄したのち、センサチップの透過スペクトルを測定した。その結果、抗原を反応さ
せなかった場合（以下、「ブランク」という）、ピーク波長は６６２．０ｎｍであったの
に対して、抗原を反応させた場合ピーク波長は６６３．５ｎｍとなり、ピーク波長が１．
５ｎｍ長波長側にシフトしていた（図２７を参照のこと）。
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【０２４０】
次に、１００ｐｇ／ｍＬのフィブリノーゲン抗原溶液をセンサチップ表面に滴下し、同
様に抗原抗体反応後のセンサチップ表面の透過スペクトルを計測したところ、ピーク波長
は６６５．５ｎｍとなり、ブランクに比べて３．５ｎｍ長波長側にシフトしていた（図２
７をご参照のこと）。
【０２４１】
更に、１ｎｇ／ｍＬのＣＲＰ抗原溶液をセンサチップ表面に滴下し、同様に抗原抗体反
応後のセンサチップ表面の透過スペクトルを計測したところ、ピーク波長は６６７．０ｎ
ｍとなり、ブランクに比べて５ｎｍ長波長側にシフトしていた（図２７をご参照のこと）
10

。
【０２４２】
したがって、本実施例のセンサチップを用いることで、１０ｐｇ／ｍＬという極めて低
濃度であってもフィブリノーゲンを検出できることがわかった。
【０２４３】
〔実施例６：センサチップを用いたバイオセンシング−３〕
実施例４と同様にして得られたセンサチップを用いて糖尿病のマーカーであるレプチン
の検出を行った。
【０２４４】
上記で得られたセンサ用チップ表面に、レプチン抗体を１μｇ／ｍｌの濃度で固定化し
た後、１μｇ／ｍＬの濃度の牛血清アルブミン（ＢＳＡ）でブロッキングを施した。１０

20

０ｐｇ／ｍＬ、１０ｎｇ／ｍＬの各濃度のレプチン抗原溶液（溶媒：ｐＨ７．４のリン酸
緩衝生理食塩水）を用意し、まず１００ｐｇ／ｍＬの濃度のレプチン抗原溶液をセンサチ
ップ表面に滴下し、レプチンの抗原抗体反応を行った（反応時間：１５分間）。その後、
センサチップ表面をリン酸緩衝生理食塩水および純水で洗浄したのち、センサチップの透
過スペクトルを測定した。その結果、抗原を反応させなかった場合（以下、「ブランク」
という）、ピーク波長は６５３．０ｎｍであったのに対して、抗原を反応させた場合ピー
ク波長は６６８．０ｎｍとなり、ピーク波長が１．５ｎｍ長波長側にシフトしていた（図
２８を参照のこと）。
【０２４５】
次に、１０ｎｇ／ｍＬのレプチン抗原溶液をセンサチップ表面に滴下し、同様に抗原抗
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体反応後のセンサチップ表面の透過スペクトルを計測したところ、ピーク波長は６８９．
５ｎｍとなり、ブランクに比べて３．０ｎｍ長波長側にシフトしていた（図２８をご参照
のこと）。
【０２４６】
したがって、本実施例のセンサチップを用いることで、１００ｐｇ／ｍＬという極めて
低濃度であってもレプチンを検出できることがわかった。
〔実施例７：アタクチックポリスチレンを用いた場合の構造体および局在型表面プラズモ
ン共鳴センサ用チップの製造例〕
熱応答性材料としてアタクチックポリスチレン（分子量：2,000g/mol）を用いた。
【０２４７】

40

基板（シリコンウェハ）上に、２重量％アタクチックポリスチレン−トルエン溶液をス
ピンコートし、薄膜を形成した（薄膜厚み：１０ｎｍ）。
【０２４８】
上記薄膜を形成された基板を空気雰囲気下７０℃で６０分間加熱してアニールを行った
。
【０２４９】
上記で得られた構造体の筒状体のプロファイルをＡＦＭで測定したところ、深さが１７
ｎｍ、筒状体の開口部の内径Ａ（６４７ｎｍ）と筒状体の開口部からの深さの中間点にお
ける内径Ｂ（５３９ｎｍ）との比（Ａ／Ｂ）が１．２０であった。
【０２５０】
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上記によって得られた構造体に得られた構造体表面に、真空蒸着法により１００ｎｍ厚
みの金を蒸着して、局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップを作製した。
【０２５１】
この局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップにおける電界集中強度を、ＦＤＴＤ（Fi
nite Difference Time Domain）法によりシミュレーションした。
【０２５２】
その結果を図２９に示す。図２９によれば、本実施例で得られた構造体により作製され
た局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップにおいて電場が増幅されることが確認され（
図２９の丸囲み部分参照のこと）、確かに局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップとし
て利用できることが示された。また局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップを構成する
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構造体の材料は特に限定されるものではないということも確認された。
【産業上の利用可能性】
【０２５３】
本発明は、高感度の局在型表面プラズモン共鳴センサ用のチップ等に好ましく利用可能
な構造体およびその製造方法を提供することができるという効果を奏する。
【０２５４】
したがって、本発明は、例えばバイオセンサを用いる産業等において好ましく利用され
得る。
【符号の説明】
【０２５５】
１８

局在型表面プラズモン共鳴センサ

１９

基板

２０

金属層

２１

直線偏光

２２

電界

２４

局在型表面プラズモン共鳴センサ（局在ＳＰＲセンサ）

２５

光源

２６

コリメータレンズ

２７

コリメータ板

２８

ビームスプリッタ

２９

分光器

３０

局在型表面プラズモン共鳴センサ用チップ（局在ＳＰＲセンサ用チップ）

３１

データ処理装置

３２

測定領域

３３

光検出器

３４

局在型表面プラズモン共鳴センサ（局在ＳＰＲセンサ）

４５

筒状体

４６

透明基板（基板）

４８

光応答性材料層

４９

筒状体を有する基板（構造体、第一の構造体）

５０

熱硬化性樹脂基板（構造体の型、第二の構造体）

５１

透明基板（第三の構造体）

５２

金属層

５３

センサ用チップ
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