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研究成果  

本研究では、高感度かつ高スループットを同時に実現する集積化バイオセンサーの開発を目的とし、

シリコンベースの集積回路で作製可能な SP (surface plasmon)アンテナ付 SOI (silicon-on-insulator) 
フォトダイオードを用いる方法を検討した。その結果、以下２項目の成果が得られた。 

 
（１） 垂直入射で屈折率測定可能な SP アンテナ付 SOI フォトダイオードの検討 
屈折率測定を行う際、微量な検体の有効利用のため、検体導入領域の容量低減が重要となる。これまでは

SP アンテナ付 SOI フォトダイオードに対して光を斜めに入射した場合のみ、屈折率変化が観測できる原理を利

用していた。この場合は検体導入領域の容量低減が難しく、新たに垂直入射の簡易光学系で屈折率測定可能

な SP アンテナ付 SOI フォトダイオードの構造を検討した。図 1 に FDTD（有限差分時間領域）法によって電磁界

解析した例を示す。屈折率の変化に対して分光感度特性のピークがシフトすることが示された。 

 

（２） SP アンテナ付 SOI フォトダイオードを用いた屈折率測定の性能評価 
 斜め入射の場合において、比較的低濃度のショ糖水溶液に対する屈折率変化を測定した。フォトダイオードに

対して波長 685 nm のレーザーを周波数 1 kHz で強度変調し、106 V/A のプリアンプによってフォトダイオード電

流を電圧変換・増幅し、レーザー光の変調周波数を参照信号としてロックイン検出した結果（センサグラム）を図

2 に示す。各濃度に対応した電圧レベルやそれらの揺らぎ幅から、3.79 × 10-5 RIU (refractive index unit)の屈

折率測定限界を得た。 
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