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下 記 により、共 同 研 究 の実 施 報 告 を致 します。 
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研 究 題 目 

（和）SP アンテナ付 SOI フォトダイオードを用いた集積化バイオセンサーの性能向上に関

する研究 

（英）Study on performance improvement of integrated biosensors using SOI photodiode 

with SP antenna 

研 究 領 域 

１．生体材料に関する基礎・応用研究 

２．生体工学に関する基礎・応用研究 

３．生体機能分子に関する基礎・応用研究 

４．化学・電気・機械・材料工学の生体応用研究 

研 究 期 間 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 ～ 平 成 ３ ０ 年 ３ 月 ３ １ 日 
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研究成果  

1. 斜入射光に対する SP アンテナ付 SOI フォトダイオードの電磁界シミュレーション 

有限差分時間領域(FDTD)法による電磁界シミュレーションにおいて、Constant-k 法を利用することによっ

て、斜入射光に対する応答のシミュレーションを可能とした。今後、屈折率測定感度をパラメータとし、SP ア

ンテナ付 SOI フォトダイオードの構造最適化を行なう。 

 

2. 屈折率の測定限界を向上させるための信号処理回路の検討 

測定の性能指標として、屈折率の測定限界が重要なパラメータの一つとなっている。SPアンテナ付SOIフォ

トダイオードにおける屈折率の測定限界は、現状で 2 × 10−5 RIU（refractive index unit）が最高値で、同様

の他のバイオセンサーと比肩しうる値を得ている。測定限界は雑音等価屈折率感度（= 出力信号揺らぎ / 

屈折率感度）として評価されるため、出力信号揺らぎを可能な限り抑制することが課題である。そのため、集

積回路内部で行なう信号処理や、外部で構成した信号処理用の回路を検討している。上述の検出限界を

超える測定結果はまだ得られておらず、継続して検討する。 

使用した設備・資料・試料等 

静岡大学電子工学研究所高性能ワークステーション、同研究所および

光創起ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究拠点クリーンルーム設備、研究室内外で作製さ

れた SOI フォトダイオード、屈折率測定系（各 100 時間程度） 
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次年度の共同研究継続の有無 有 
拠点内対応教員とご相談の上ご記入ください。 

継続の場合には次年度の研究計画をご記入願います。 

次年度の研究計画（継続の場合）  

1. バイオセンサー本体の構造最適化と信号処理回路設計 

本研究によってバイオセンサー本体の電磁界シミュレーションが可能となったため、屈折率感度を最大

限に引き出すための構造最適化を実施する。また、本体が出力する雑音を低減するための信号処理回路

を継続して検討する。屈折率感度の向上と雑音の低減によって、屈折率測定限界を 10−7 RIU（refractive 

index unit）台とすることを目指す（現状の最高性能は 2 × 10−5 RIUで、１桁以上低減させる）。 

 

2. 提案バイオセンサーの生体分子を用いた性能評価 

特定の検体と結合する生体分子を SP アンテナに固定化し、本提案のバイオセンサーによって検出する

ことで、検体付着状況を定量化する。具体的な生体分子としては、強い結合を示すことで知られている生体

分子を用いることとし、本研究ではタンパク質の一種であるアビジン－ビオチン結合や、インフルエンザウイ

ルスの抗体－抗原反応を利用する。定量化にはエリプソメトリーに基づく膜厚測定や電子線顕微鏡観察に

よる計数を想定している。 



 


