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(57)【要約】

（修正有）

【課題】金属粒子の配置を制御するための複雑なパター
ン形成技術を必要とせず、製造が容易であり、且つ、検
出感度の高い局在型の表面プラズモンセンサーを構築す
ることのできるSPR測定用基板及びその製造方法を提供
する。
【解決手段】本発明のSPR測定用基板４の製造方法は、
表面が正又は負の電荷を有する絶縁部材１を用意する絶
縁部材準備工程（Ｓ１１）と、絶縁部材の表面電荷と反
対符号の電荷を有する金属コロイド粒子からなるコロイ
ド結晶が分散媒に分散した荷電コロイド結晶分散液２を
調製するコロイド結晶分散液調製工程（Ｓ１２）と、絶
縁部材に荷電コロイド結晶分散液を接触させて、絶縁部
材上に金属コロイド結晶の単層構造を形成させる表面形
成工程（Ｓ１３）を備えることを特徴とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
表面が正又は負の電荷を有する絶縁部材を用意する絶縁部材準備工程と、
前記絶縁部材の表面電荷と反対符号の電荷を有する金属コロイド粒子からなるコロイド
結晶が分散媒に分散した荷電コロイド結晶分散液を調製するコロイド結晶分散液調製工程
と、
前記絶縁部材に前記荷電コロイド結晶分散液を接触させて、前記絶縁部材上に金属コロ
イド結晶の単層構造を形成させる表面形成工程と、
を備えることを特徴とするSPR測定用基板の製造方法。
【請求項２】
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絶縁部材を用意する絶縁部材準備工程と、
前記絶縁部材上に金属コロイド粒子からなるコロイド結晶が分散媒に分散した荷電コロ
イド結晶分散液からなる液層を形成させる液層形成工程と、
前記液層形成工程後、前記液層の一端側から前記絶縁部材の表面電荷を前記金属コロイ
ド粒子の電荷と反対符号とすることが可能な電荷調製液を拡散させ、前記絶縁部材上に前
記金属コロイド結晶の単層構造を成長させる単層構造成長工程と、
を備えることを特徴とするSPR測定用基板の製造方法。
【請求項３】
前記絶縁部材はイオン濃度によって表面電荷が変化する材料からなり、
前記電荷調製液は前記絶縁部材の表面電荷を前記金属コロイド粒子の電荷と反対符号と
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することが可能な酸又は塩基であることを特徴とする請求項３に記載のSPR測定用基板の
製造方法。
【請求項４】
前記液層形成工程は、
金属コロイド粒子が分散媒に分散した荷電コロイド分散液を調製する第１液層形成工程
と、
前記絶縁部材上に荷電コロイド分散液からなる液層を形成する第２液層形成工程と、
前記第２工程後、前記液層の一端側から前記荷電コロイド分散液をコロイド結晶化する
ことが可能なコロイド結晶化調製液を拡散させる第３液層形成工程と、
を備えることを特徴とする請求項２又は３に記載のSPR測定用基板の製造方法。
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【請求項５】
前記絶縁部材は金属皮膜上に絶縁膜が形成されていることを特徴とする請求項１乃至４
のいずれか１項に記載するSPR測定用基板の製造方法。
【請求項６】
前記絶縁部材は高分子からなることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載
のSPR測定用基板の製造方法。
【請求項７】
前記高分子はポリエチレンイミン及びポリ（２‑ビニルピリジン）より選ばれる少なく
とも１種であることを特徴とする請求項６に記載のSPR測定用基板の製造方法。
【請求項８】
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前記金属コロイド粒子は、解離基を表面に有することを特徴とする請求項１乃至６のい
ずれか１項に記載のSPR測定用基板の製造方法。
【請求項９】
前記金属皮膜は、絶縁基板上に製膜された金属皮膜であることを特徴とする請求項５に
記載のSPR測定用基板の製造方法。
【請求項１０】
前記金属皮膜は、膜厚が１nm以上１００nm以下であることを特徴とする請求項５又は９
に記載のSPR測定用基板の製造方法。
【請求項１１】
前記金属粒子の粒子径の変動係数は２０％以下であることを特徴とする請求項１乃至１
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０のいずれか１項に記載のSPR測定用材料の製造方法。
【請求項１２】
前記金属粒子は、平均粒子径が５０nm以上５００nm以下であることを特徴とする請求項
１乃至１１のいずれか１項に記載のSPR測定用基板の製造方法。
【請求項１３】
前記表面形成工程を行う前に、前記絶縁部材をアルカリ処理することを特徴とする請求
項１乃至１２のいずれか１項に記載のSPR測定用基板の製造方法。
【請求項１４】
絶縁性基板上に金属層と絶縁層とがこの順で構成されており、前記絶縁層上に金属粒子
からなる単層の金属コロイド結晶が形成されており、
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前記金属粒子の平均粒子径が５０nm以上５００nm以下であり、前記金属粒子の間隔が５
０nm以上１０００nm以下であることを特徴とするSPR測定用基板。
【請求項１５】
前記金属粒子の粒子径の変動係数は２０％以下であることを特徴とする請求項１４に記
載のSPR測定用基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、２次元荷電金属コロイド結晶を利用した表面プラズモン共鳴(SPR: Surface
Plasmon Resonance)測定用基板、及びその製造方法に関する。ここで、２次元荷電金属コ
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ロイド結晶とは、金属粒子が粒子間に働く電気的な反発力によって、粒子間に距離を隔て
て平面上に配列した単層の規則配列構造（コロイド結晶）をいう。
【背景技術】
【０００２】
近年、抗原抗体反応を利用した医療用のセンサー等、表面吸着を利用した様々なセンサ
ーが開発されている。これらのセンサーには、表面吸着量を高感度で他の信号に変換する
トランスデューサーとしての材料が必要となる。この様なセンサー用材料として、金・銀
・白金などの金属に光を照射したとき発現する、金属内の自由電子の集団的振動、すなわ
ち、表面プラズモン共鳴(SPR: Surface Plasmon Resonance）を利用した分光分析が注目
されている。この技術の原理は次の通りである。
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【０００３】
一般に、光は電子波（plasmon）とはカップリングしないが、金属表面においては表面
固有の境界条件により光とカップリングを起こす電子波のモードが生じる。これを表面プ
ラズモン(surface plasmon)と呼ぶ。表面プラズモンを励起する方法としては、金属表面
に回折格子を形成して光とプラズモンを結合させる方法や、エバネッセント波を利用する
方法がある。表面プラズモン共鳴を利用したセンサーとしては、例えば、全反射型プリズ
ムと、当該プリズムの表面に形成された標的物質に接触する金属膜とからなるセンサーが
挙げられる。このような構成により、抗原抗体反応における抗原の微量な吸着量によって
表面の誘電率が変化し、これによって表面プラズモン共鳴の波長が変化するため、共鳴波
長の変化から抗原の微量な吸着量のセンシングを行うことができる。
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【０００４】
ところで、表面プラズモンを生じる共鳴金属表面には伝搬型の表面プラズモンが存在す
るが、金属粒子において表面プラズモンは粒子の外へ伝搬できず、内部に局在するため、
「局在型の表面プラズモン」と呼ばれている。局在型の表面プラズモンが励起された場合
には、著しく増強された電場が誘起される場合があることが知られており、これを利用し
た高感度な局在型プラズモン共鳴センサーが提案されている（特許文献１）。
【０００５】
更には、図１左側の模式斜視図に示すように、金属皮膜上に絶縁性のスペーサーを介在
させ、そのスペーサー上に金属粒子を載せたMIM（metal‑insulator‑metal）型のSPR測定
用基板も知られている（非特許文献１）。このMIM型のSPR測定用基板によれば、金属皮膜
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の伝搬型プラズモンと金属粒子の局在プラズモンの間に「ファノ共鳴」と呼ばれる共鳴現
象が生じ（図１右側グラフ参照）、これによって吸収スペクトルピークの形状が、波長変
化によって強度が鋭敏に変化するような形状（鋸歯状）になることから、さらに高感度な
センサーを構築することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０００−３５６５８７号公報
【非特許文献】
【０００７】
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【非特許文献１】https://www.nature.com/articles/srep14419SCIENTIFIC REPORTS 5:14
419 DOI:10,1038/srep14419
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
しかし、上記非特許文献１に記載されているようなSPR測定用基板を用いたセンサーで
は、高感度化を実現するためには、金属粒子の大きさや金属粒子間の間隙を一定の範囲に
制御する必要がある（図１参照）。このため、その製造には特定範囲の金属粒子を縦横に
周期配列させるためにリソグラフィーの手法を用いる等、複雑なパターン形成技術を経な
ければならず、製造が困難であり、ひいてはセンサー製造費用の高騰化が予想されていた
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。
【０００９】
本発明は、上記従来の実情に鑑みてなされたものであり、金属粒子の配置を制御するた
めの複雑なパターン形成技術を必要とせず、製造が容易であり、且つ、検出感度の高い局
在型の表面プラズモンセンサーを構築することのできるSPR測定用基板及びその製造方法
を提供することを解決すべき課題としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明者らは、上記従来のSPR測定用基板において、製造を困難としていた金属粒子の
配置を制御するためのパターン形成技術を不要とするための方法として、金属からなる荷
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電型のコロイド結晶を利用することを考えた。荷電コロイド結晶は数ｎｍから数μｍの大
きさを有する粒径の揃った粒子が水等の液体中に分散した状態で、粒子間に距離を隔てて
、周期的に規則正しく並んだ秩序構造を形成している。このため、製造条件(粒子濃度、
粒径、粒子あるいは媒体の屈折率など)を選ぶことで、金属粒子の配置を複雑なパターン
形成技術を用いることなく、容易且つ自動的にコロイド結晶というパターンを形成するこ
とができる。なお、荷電コロイド結晶は、コロイド粒子が互いに接触して形成する、人工
オパール型のコロイド結晶とは異なり、粒子間に隙間があることが特徴である。このため
、前述（非特許文献１）した、金属粒子の大きさや金属粒子間の間隙を一定の範囲に制御
した構造を作成するのに適している。
【００１１】
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すなわち、第１発明のSPR測定用基板の製造方法は、
表面が正又は負の電荷を有する絶縁部材を用意する絶縁部材準備工程と、
前記絶縁部材の表面電荷と反対符号の電荷を有する金属コロイド粒子からなるコロイド
結晶が分散媒に分散した荷電コロイド結晶分散液を調製するコロイド結晶分散液調製工程
と、
前記絶縁部材に前記荷電コロイド結晶分散液を接触させて、前記絶縁部材上に金属コロ
イド結晶の単層構造を形成させる表面形成工程と、
を備えることを特徴とする。
【００１２】
第１発明のSPR測定用基板の製造方法では、まず、絶縁部材準備工程として、表面が正
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又は負の電荷を有する絶縁部材を用意する。一方、コロイド結晶分散液調製工程として、
前記絶縁部材の表面電荷と反対符号の電荷を有する金属コロイド粒子からなるコロイド結
晶が分散媒に分散した荷電コロイド結晶分散液を調製する。そして、表面形成工程として
、前記絶縁部材に前記荷電コロイド結晶分散液を接触させることにより、静電引力によっ
て荷電コロイド結晶の一層分を絶縁部材上に吸着させる。こうして、絶縁部材上に２次元
の荷電金属コロイド結晶が所定の格子間隔で並んだSPR測定用基板を製造することができ
る。
【００１３】
したがって、第１発明のSPR測定用基板の製造方法によれば、金属粒子の配置を制御す
るためのリソグラフィー等の複雑なパターン形成技術を必要とせず、製造が容易となる。
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また、絶縁部材上に２次元の荷電金属コロイド結晶が所定の格子間隔で並ぶため、検出感
度の高い局在型の表面プラズモンセンサーを構築することのできるSPR測定用基板を製造
することができる。
【００１４】
第２発明のSPR測定用基板の製造方法は、
絶縁部材を用意する絶縁部材準備工程と、
前記絶縁部材上に金属コロイド粒子からなるコロイド結晶が分散媒に分散した荷電コロ
イド結晶分散液からなる液層を形成させる液層形成工程と、
前記液層形成工程後、前記液層の一端側から前記絶縁部材の表面電荷を前記金属コロイ
ド粒子の電荷と反対符号とすることが可能な電荷調製液を拡散させ、前記絶縁部材上に前
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記金属コロイド結晶の単層構造を成長させる単層構造成長工程とを備えることを特徴とす
る。
【００１５】
第２発明のSPR測定用基板の製造方法では、まず、絶縁部材準備工程として絶縁部材を
用意する。一方、液層形成工程として、前記絶縁部材上に、金属コロイド粒子からなるコ
ロイド結晶が分散媒に分散した荷電コロイド結晶分散液からなる液層を形成させる。さら
に、単層構造成長工程として、前記液層形成工程後、前記液層の一端側から前記絶縁部材
の表面電荷が前記金属コロイド粒子の電荷と反対符号となるようにすることが可能な電荷
調製液を拡散させ、前記絶縁部材上に金属コロイド結晶の単層構造（すなわち２次元荷電
金属コロイド結晶）を成長させる。このような電荷調製液としては、１）アニオン界面活
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性剤溶液、カチオン界面活性剤溶液、ノニオン界面活性剤溶液、両性界面活性剤溶液等の
界面活性剤、２）塩酸や硫酸や硝酸リン酸やカルボン酸などの酸、３）炭酸ナトリウム等
の炭酸アルカリ、炭酸水素ナトリウム等の炭酸水素アルカリ、水酸化ナトリウム等の水酸
化アルカリ、アンモニア水、アミン、ピリジン等の塩基が挙げられる。
こうして、絶縁部材上に２次元荷電金属コロイド結晶を拡散現象を利用して徐々に成長
させることにより、絶縁部材上に金属コロイド粒子が規則正しく一定の距離で並んだ、よ
り欠陥の少ない２次元的な荷電コロイド結晶が構築されたSPR測定用基板を自動的に形成
することができる。
【００１６】
したがって、第２発明のSPR測定用基板の製造方法によれば、金属粒子の配置を制御す
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るための複雑なパターン形成技術を必要とせず、製造が容易であり、且つ、より検出感度
の高い局在型の表面プラズモンセンサーを構築することのできるSPR測定用基板を製造す
ることができる。
【００１７】
第２発明のSPR測定用基板の製造方法では、絶縁部材をイオン濃度(例えばｐＨ)によっ
て表面電荷が変化する材料とし、電荷調製液を絶縁部材の表面電荷を金属コロイド粒子の
電荷と反対符号とすることが可能な酸又は塩基とすることができる。
こうであれば液層の一端側から酸又は塩基を拡散させることによって、荷電金属コロイ
ド結晶における一層分のみの金属コロイド粒子が、液層の一端側から他端側へと徐々に吸
着していく。このため、絶縁部材上に金属コロイド粒子が規則正しく一定の距離で並んだ
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、より欠陥の少ない２次元的な荷電コロイド結晶が構築される。
ｐＨによって表面電荷が変化する絶縁部材としては、例えば、ガラス、ケイ酸塩からな
るセラミックス、アルミナ、表面がアミノ基や水酸基やスルホン酸基やピリジル基等のｐ
Ｈによって電荷状態が変化する官能基で修飾された高分子などが挙げられる。
【００１８】
また、第２発明のSPR測定用基板の製造方法では、
前記液層形成工程を、次に示す第１〜第３液層形成工程によって行うことができる。すな
わち、
１）金属コロイド粒子が分散媒に分散した荷電コロイド分散液を調製する第１液層形成工
程と、
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２）前記絶縁部材上に荷電コロイド分散液からなる液層を形成する第２液層形成工程と、
３）前記第２工程後、前記液層の一端側から前記荷電コロイド分散液をコロイド結晶化す
ることが可能なコロイド結晶化調製液を拡散させる第３液層形成工程を備える工程である
。
【００１９】
この方法によれば、液層形成工程において荷電コロイド分散液のコロイド結晶化が拡散
現象によって一端側から徐々に成長するため、より欠陥の少ないコロイド結晶が液層中に
存在することとなる。そして、さらに単層構造成長工程として、前記液層形成工程後、前
記液層の一端側から前記絶縁部材の表面電荷が前記金属コロイド粒子の電荷と反対符号と
なるようにすることが可能な電荷調製液を拡散させる。これにより、静電引力によって前

20

記絶縁部材上に金属コロイド結晶の一層分一端側から徐々に吸着していく。このため、絶
縁部材上に金属コロイド粒子が規則正しく一定の距離で並んだ、より欠陥の少ない２次元
的な荷電金属コロイド結晶が構築される。
【００２０】
本発明のSPR測定用基板の製造方法では、絶縁部材は、金属皮膜上に絶縁膜が形成され
ているものを用いることにより、MIM（metal‑insulator‑metal）構造を金属皮膜上に形成
させることができる。
【００２１】
正電荷を有する絶縁部材として、正に荷電する解離基を持つシランカップリング剤で修
飾したシリカ膜や、正電荷を有する高分子の吸着により形成される膜を用いることができ
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る。例えば、アミノプロピル基を有するシランカップリング剤で修飾したシリカ膜や、ポ
リエチレンイミン及びポリ（２‑ビニルピリジン）の吸着により形成される膜より選ばれ
る少なくとも１種の絶縁膜とすることができる。本発明者らはこれらの絶縁膜を形成させ
ることにより、確実にSPR測定用基板を作製できることを確認している。
また、負電荷を有する絶縁部材として、負電荷を有する高分子の吸着により形成される
膜を用いることができる。絶縁皮膜に負電荷を与えるためにはポリアクリル酸、ポリスチ
レンスルホン酸などアニオン性高分子電解質の吸着、シラノール基など負荷電の導入が利
用できる。
【００２２】
また、絶縁部材の電荷と反対符号の電荷を有する金属コロイド粒子は、荷電コロイド結
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晶を形成するのに十分多量の電荷を表面に有することが好ましい。例えば、金属コロイド
粒子に負電荷を与えたい場合には、メルカプト基と荷電基（スルホン酸基など）を有する
化合物（例えばメルカプトエタンスルホン酸）を用いて、そのメルカプト基を金属表面に
結合させて荷電基を粒子表面に導入する。メルカプト基は金等の金属と強固な化学結合を
形成するためである。一方、金属コロイド粒子に正電荷を与えたい場合には、チオール基
と正電荷とを有する化合物（例えばアミノエタンチオール塩酸塩）による表面修飾によっ
て行うことができる。
【００２３】
また、前記金属皮膜は、絶縁基板上に製膜された金属皮膜とすることができる。この絶
縁基板としては、例えばガラス基板やセラミック基板等が挙げられる。
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【００２４】
また、前記金属皮膜は、膜厚が1nm以上１００nm以下であることが好ましい。膜厚が１
００nmを以下であれば、局在型の表面プラズモンの励起による電場の強さが強くなるため
、MIM型SPR測定における感度が高くなる。また、膜厚が１nm以上であれば、金属皮膜にピ
ンホールが生じる可能性が低くなる。
【００２５】
また、金属粒子の粒子径の変動係数は２０％以下であることが好ましい。粒子径の変動
係数が２０％以下であれば、コロイド結晶構造がより形成され易くなる。なお、ここで粒
子径の変動係数(ＣＶ)とは、（粒子径の標準偏差×１００／平均粒子径）の値をいい、さ
らに好ましくは１５％以下、さらに好ましくは１０％以下、最も好ましくは約５％以下で
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ある。
【００２６】
また、前記金属粒子は、平均粒子径が５０nm以上５００nm以下であることが好ましい。
金属粒子の平均粒子径が５００nmを以下であれば、液体媒体中での沈降速度が遅く、３次
元結晶がより生成し易くなる。また、金属粒子の平均粒子径が５０nm以上であれば、熱運
動がそれほど激しくないため、荷電コロイド結晶がより生成し易くなる。
【００２７】
また、前記表面形成工程を行う前に、前記絶縁膜をアルカリ処理することが好ましい。
絶縁膜をアルカリ処理することによって０−基が絶縁膜に形成され、これが空気中の炭酸
イオンによって時間の経過と共に徐々に中和され、徐々に表面電荷が正側に大きくなる。
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このため、表面形成工程における２次元荷電金属コロイド結晶の成長がゆっくりとなり、
欠陥の少ない２次元荷電金属コロイド結晶が形成される。
【００２８】
本発明のSPR測定用基板の製造方法を用いることにより、金属粒子の配置を制御するた
めの複雑なパターン形成技術を必要とせず、製造が容易であり、且つ、検出感度の高い局
在型の表面プラズモンセンサーを構築することができる。
すなわち、本発明のSPR測定用基板は、
絶縁性基板上に金属層と絶縁層とがこの順で構成されており、前記絶縁層上に金属粒子
からなる単層の金属コロイド結晶が形成されており、
前記金属粒子の平均粒子径が５０nm以上５００nm以下であり、前記金属粒子の間隔が５
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０nm以上１０００nm以下であることを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】非特許文献１に記載されているMIM（metal‑insulator‑metal）型のSPR測定用基
板の模式図(左側)及びファノ共鳴による吸光効果を示すグラフ（右側）である。
【図２】実施形態１のSPR測定用基板の製造工程を示した模式図である。
【図３】正電荷を有する絶縁部材１上に負電荷を有する荷電コロイド結晶分散液２を接触
させ、静電引力によってコロイド結晶格子の一層だけを絶縁部材１に吸着させることを示
した模式図である。
【図４】実施形態２のMIM型SPR測定用基板の製造工程を示した模式図である。
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【図５】実施形態３のSPR測定用基板の製造工程を示した模式図である。
【図６】実施形態３のSPR測定用基板の製造工程における液層形成工程Ｓ３２において、
コロイド結晶化液１４をメンブランフィルター１１を介して液層１４内を拡散させる方法
を示した模式断面図である。
【図７】金蒸着ガラス板をMEPTMS及びAPTESで処理した時の状態を示す模式図である。
【図８】金コロイド粒子の表面がMPSで修飾された状態の荷電金コロイド粒子を示す模式
図である。
【図９】実施例１のMIM型SPR測定用基板の光学顕微鏡写真である。
【図１０】実施例１のMIM型SPR測定用基板の模式斜視図である。
【図１１】実施例１のMIM型SPR測定用基板の模式断面図である。
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【図１２】実施例4のMIM型SPR測定用基板の光学顕微鏡写真である。
【図１３】コロイド結晶の模式図である。
【図１４】実施例３のMIM型SPR測定用基板についての動径分布関数g(r)（左側）及び隣接
する金コロイド粒子の模式図（右側）である。
【図１５】実施例２のMIM型SPR測定用基板及び金蒸着されたガラス基板についての屈折率
の測定結果である。
【図１６】実施例３のMIM型SPR測定用基板及び比較例１の基板上についての屈折率の測定
結果である。
【図１７】参考例１のシリカ結晶吸着基板（NaOH処理あり）の光学顕微鏡写真である。
【図１８】参考例２のシリカ結晶吸着基板（NaOH処理なし）の光学顕微鏡写真である。
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【図１９】APTESで処理したシリカコート金蒸着ガラス板の電荷数制御の模式図である。
【図２０】拡散装置２０の模式断面図である。
【図２１】実施例５のSPR測定用基板の電子顕微鏡写真である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
（実施形態１）
実施形態１は、第１発明のSPR測定用基板の製造方法である。図２にその製造工程を示
した模式図を示す。以下、図２に従って説明する。
＜絶縁部材準備工程Ｓ１１＞
まず絶縁部材１を準備する。絶縁部材１としては、例えば絶縁性のガラス基板やセラミ
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ック基板を用いることができる。これらの絶縁部材１は、通常シラノール基に起因する負
の表面電位を有しているが、アミノプロピルトリエトキシシラン等のシランカップリング
剤を用いてアミノ基を修飾させたり、ポリエチレンイミンやポリ（２‑ビニルピリジン）
等のカチオン基を有する高分子を表面に吸着させたりして、表面電位を正とすることもで
きる。
【００３１】
＜コロイド結晶分散液調製工程Ｓ１２＞
一方、コロイド結晶分散液調製工程Ｓ１２として、負(又は正）電荷を有する金属コロ
イド粒子からなる荷電コロイド結晶が分散媒に分散した荷電コロイド結晶分散液２を調製
しておく。例えば、金等の金属コロイド分散液に、金属と結合する官能基（例えばメルカ
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プト基等）及び負電荷を形成する官能基（例えばスルホン酸基やカルボン酸基等）を有す
る化合物(例えば、3‑メルカプト‑1‑プロパンスルホン酸ナトリウム(MPS)等)を添加する。
そして、イオン交換樹脂を添加するなどして不純物イオンを除去すると、粒子間の静電斥
力が十分強くなり、分散液中で荷電コロイド結晶構造が形成され、金属コロイド粒子が所
定の間隔で配列した荷電コロイド結晶分散液２が調製される。
【００３２】
＜表面形成工程Ｓ１３＞
そして、表面形成工程Ｓ１３として、正（又は負）電荷を有する絶縁部材１上に負（又
は正）に荷電コロイド結晶分散液を接触させて、静電引力によって、コロイド結晶格子の
一層だけを絶縁部材１に吸着させた後（図３参照）、水等の溶媒で洗浄して余分な荷電コ
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ロイド結晶分散液を洗い流す。こうして、絶縁部材１上に金属粒子３からなる２次元荷電
金属コロイド結晶が形成された実施形態１のSPR測定用基板が調製される。
実施形態１の製造方法によれば、２次元荷電コロイド結晶の形成により、複雑なパター
ン形成技術を用いなくても、金属粒子の配置を制御することができるため、製造が容易で
あり、且つ、検出感度の高い局在型の表面プラズモンセンサーを構築することができる。
【００３３】
（実施形態２）
実施形態２はMIM型のSPR測定用基板の製造方法である。その製造工程を示した模式図を
図４に示す。以下、図４に従って説明する。
＜絶縁膜形成工程Ｓ２１＞
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絶縁性のガラスやセラミック等からなる基板５上に蒸着やスパッタリングや化学めっき
等の手法によって金属膜６を形成した金属膜基板７を用意する。金属膜の種類としては、
強いプラズモン共鳴を示し得る金等の貴金属が好適である。また、金属膜の厚さは、表面
プラズモンを効率よく発生させることが可能な厚さ（具体的には１〜１００nm）とするこ
とが好ましい。そして、金属膜基板７上に正（又は負）電荷を有する絶縁膜８を形成した
絶縁膜付金属基板９を作製する。正電荷を有する絶縁膜８としては、例えば金等の金属上
にメルカプト基を有するシランカップリング剤を用いてシリカ層を形成させた上で、シリ
カ層に第二のシランカップリング剤を用いてアミノ基を結合させたり、または、ポリエチ
レンイミンやポリ（２‑ビニルピリジン）等のカチオン基を有する高分子を表面に吸着さ
せたりして形成することができる。
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【００３４】
＜コロイド結晶分散液調製工程Ｓ２２＞
一方、コロイド結晶分散液調製工程Ｓ２２として、実施形態１のコロイド結晶分散液調
製工程Ｓ１２と同様にして、負(又は正)電荷を有する金属コロイド粒子からなるコロイド
結晶が分散媒に分散した荷電コロイド結晶分散液２を調製しておく。
【００３５】
＜表面形成工程Ｓ２３＞
そして、表面形成工程Ｓ２３として、荷電コロイド結晶分散液２を絶縁膜付金属基板９
上に滴下して、負電荷を有する金属コロイド粒子１０を静電引力によって、結晶格子の一
層だけを吸着させた後、水等の溶媒で洗浄して余分な荷電コロイド結晶分散液２を洗い流
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す。こうして、実施形態２のMIM型SPR測定用基板が調製される。実施形態２のMIM型SPR測
定用基板では、金属皮膜の伝搬型プラズモンと金属粒子の局在プラズモンの間に「ファノ
共鳴」と呼ばれる共鳴現象が生じ、これによって吸収スペクトルピークの形状が、波長変
化によって強度が鋭敏に変化するような形状（鋸歯状）になることから、さらに高感度な
センサーを構築することができる。
【００３６】
（実施形態３）
実施形態３は第２発明のSPR測定用基板の製造方法である。すなわち、この方法では、
絶縁部材上に荷電コロイド結晶分散液からなる液層を形成させておき、液層の一端側から
電荷調製液を拡散させることによって、金属コロイド結晶の単層構造（すなわち、２次元
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荷電金属コロイド結晶）を成長させてSPR測定用基板を製造する。製造工程図を示した模
式図を図５に示す。以下、図５に従って説明する。
＜絶縁部材準備工程Ｓ３１＞
絶縁部材１１として、実施形態１の場合と同様のガラス基板やセラミック基板からなる
表面処理絶縁部材１１ａおよび表面処理をしていないガラス基板やセラミック基板からな
る無処理絶縁部材１１ｂの２枚準備し、図示しないスペーサを介して一定の距離を保ちな
がら平行に対面させる。さらに、平行して対面する表面処理絶縁部材１１ａ及び無処理絶
縁部材１１ｂ（ただし、下側が表面処理絶縁部材１１ａ）の一端側にメンブランフィルタ
ー１２を挿入する。
【００３７】
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＜液層形成工程Ｓ３２＞
そして、液層形成工程Ｓ３２として、荷電コロイド結晶分散液からなる液層１３を形成
させる。このための方法として、次の２つの方法が例示できる。
（方法１）
実施形態１で使用した、正（又は負）電荷を有する金属コロイド粒子からなる荷電コロ
イド結晶が分散媒に分散した荷電コロイド結晶分散液を調製する。そして、２枚の絶縁部
材１１の隙間に荷電コロイド結晶分散液を充填する。こうして、２枚の絶縁部材１１の隙
間に荷電コロイド結晶分散液からなる液層１３を形成させる。
（方法２）
方法２の液層形成工程Ｓ３２は、以下に示す３つの工程からなる。
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・第１液層形成工程Ｓ３２１
正（又は負）電荷を有する金属コロイド粒子が溶媒に分散した金属コロイド分散液を調
製する（この分散液において金属コロイド粒子はコロイド結晶化していない）。
・第２液層形成工程Ｓ３２２
次に、２枚の絶縁部材１１の隙間に金属コロイド分散液を充填する。
・第３液層形成工程Ｓ３２３
そして、図６に示すように、メンブランフィルター１２側をリザーバータンク１４に接
続する。ここで、リザーバータンク１４には金属コロイド分散液をコロイド結晶化させる
ことが可能なコロイド結晶化液１５が貯留されているため、コロイド結晶化液はメンブラ
ンフィルター１２を介して液層１３内を拡散する。このため、液層１３中の金属コロイド

10

分散液はメンブランフィルター１２側から他端側に向かってコロイド結晶化する。
【００３８】
＜単層構造成長工程Ｓ３３＞
次に、図５に示すように、平行して対面する表面処理絶縁部材１１ａ及び無処理絶縁部
材１１ｂ（ただし、下側が表面処理絶縁部材１１ａ）のメンブランフィルター１２側をリ
ザーバータンク１６に接続する。ここで、リザーバータンク１６には、絶縁部材の表面電
荷が前記金属コロイド粒子の電荷と反対符号となるようにすることが可能な電荷調製液１
７が貯留されており、電荷調製液１７はメンブランフィルター１２を介して液層１５内を
拡散する。このため、液層１５内の金属コロイド粒子はメンブランフィルター１２側から
徐々に静電引力によって荷電コロイド結晶の一層分が表面処理絶縁部材１１ａ上に吸着す

20

る。その結果、所定の格子間隔で並んだ２次元荷電金属コロイド結晶１８が形成される。
こうして、形成される２次元荷電金属コロイド結晶１８は、拡散によって徐々に成長する
ことから、より欠陥の少ない２次元コロイド結晶となるため、さらに検出感度の高い局在
型の表面プラズモンセンサーとなる。
【実施例】
【００３９】
以下、本発明をさらに具体化した実施例について比較例と比較しつつ説明する。
（実施例１）
実施例１では次のようにしてMIM型SPR測定用基板を作製した。
30

・絶縁部材準備工程
ガラス基板上に金の蒸着層が形成された金蒸着ガラス板(ケニス株式会社製)を用意し、
濃硫酸中に一晩以上浸して洗浄した後、Milli‑Q水製造装置によって調製した純水（以下
「Milli‑Q水」という）で洗浄し、Milli‑Q水中に保存した。こうして洗浄された金蒸着ガ
ラス板を3‑Mercaptopropyltrimethoxysilane(MEPTMS)の４０μMメタノール溶液に３時間
浸漬して、ガラス上にMEPTMSを修飾させた(図７（ａ）参照)。この基板を、0.01MのNaOH
水溶液に２時間浸して、シリカ皮膜を形成させた。次に、3‑Aminopropyltriethoxysilane
(APTES)の１％溶液（溶媒：90%EtOH水溶液）に、MEPTMSで処理をした金蒸着ガラス基板を
1時間浸漬した（図７（ｂ）参照）。その後、金蒸着ガラス基板を取り出し、EtOHで表面
を軽くすすいだ後、80℃のオーブンにて乾燥させた。こうして、金蒸着膜上に正電荷を有
する絶縁膜を作製した。

40

【００４０】
・コロイド結晶分散液調製工程
負電荷を有する金コロイド粒子が分散媒に分散した荷電コロイド分散液を、以下の手順
で調製した。すなわち、まず遠沈管(Corning Life Sciences)にMilli‑Q水3.92mLと、3‑メ
ルカプト‑1‑プロパンスルホン酸ナトリウム(MPS, Lot.#STBF3994V, Sigma‑Aldrich社製)
0.05M溶液0.08 mLとを入れ、５分間の超音波処理を行い分散させた。そして、この溶液に
富士化学株式会社製の「ハウトフォームAMS‑Au」 (単分散金コロイド 粒子径２４４nm、
粒子径の変動係数

１２％, 1.3wt%, Lot.1701）を4 mLを加え、１０分間の超音波処理を

行い、遠心分離(1000 rpm,30分)を行い、負電荷としてスルホン酸基を有する金コロイド
粒子（図８参照）を沈降させた。さらに、上澄み液を取り除いた後、新たに超純水を加え
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、超音波で分散させて遠心分離(1000 rpm,30分)を行う操作を3回繰り返し、水洗した。こ
うして金コロイド粒子表面をMPSで修飾後、イオン交換樹脂AG501‑X8(D)型mixed(Bio‑Rad
Labs,CA,U.S.A)によって1日以上精製したところ、金コロイド粒子が規則正しく配列した
、コロイド結晶が溶媒中に分散しているコロイド結晶分散液が得られた。
【００４１】
・表面形成工程
絶縁部材準備工程によって金蒸着膜上に正電荷を有する絶縁膜を形成した基板の表面に
イオン交換樹脂で精製したエチレングリコール（EG）の60%水溶液膜を少量滴下し、カバ
ーガラス等で液を展開し自然乾燥させた後、コロイド結晶分散液調製工程で得られた荷電
金コロイド結晶分散液を滴下し、10分間静置させた後、Milli‑Q水で表面を洗浄しMilli‑Q

10

水中で保存した。こうして、実施例１のMIM型SPR測定用基板を得た。
【００４２】
（実施例２）
実施例２では、実施例１の絶縁部材準備工程において用いた3‑Mercaptopropyltrimetho
xysilane(MEPTMS)及び3‑Aminopropyltriethoxysilane(APTES)の替りに、ポリエチレンイ
ミンを用いた。
すなわち、ガラス基板上に金の蒸着層が形成された金蒸着ガラス板(ケニス株式会社製)を
用意し、表面を濃硫酸で洗浄した後、ポリエチレンイミン P‑70 (PEI, Lot.AWK3770,富士
フイルム和光純薬株式会社製)の0.07wt%水溶液に浸漬し、1分間程度振とうさせた後、Mil
li‑Q水中で1日振とうし、Milli‑Q水中で保存した。

20

その他の工程については実施例１と同様であり、説明を省略する。
【００４３】
（実施例３）
実施例３では、実施例２の絶縁部材準備工程におけるポリエチレンイミンの替りにポリ
（２‑ビニルピリジン）を用いた。
すなわち、ガラス基板上に金の蒸着層が形成された金蒸着ガラス板(ケニス株式会社製)
を用意し、表面を濃硫酸で洗浄した後、ポリ（２‑ビニルピリジン）の２wt%水溶液に浸漬
し、1分程度振とうさせた後、Milli‑Q水中で1日振とうし、Milli‑Q水中で保存した。
その他の工程については実施例１及び実施例２と同様であり、説明を省略する。
【００４４】
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（実施例４）
実施例４では、実施例１と同様の方法により金蒸着ガラス板をMPTESでコートし、さら
にその表面をAPTESで修飾した基板を用いた後、さらに、0.01M NaOHに浸漬して基板を処
理し、水洗した後、金コロイド結晶を吸着させた（すなわち、金コロイド結晶を吸着させ
る前に0.01M NaOHで基板を処理することのみが実施例１と異なる）。
【００４５】
（比較例１）
比較例１では、実施例３におけるポリ（２‑ビニルピリジン）による絶縁皮膜の形成を
、金を蒸着しないガラス基板に対して行い、金コロイド粒子の表面がMPSで修飾された荷
電金コロイド分散液をガラス基板上に直接接触させて、ガラス上に金コロイド粒子を載せ

40

て、金粒子載置ガラス基板とした。
【００４６】
＜評

価＞

以上の様にして得られた実施例１、２、３及び４のMIM型SPR測定用基板及び比較例１の
金粒子載置ガラス基板について、以下の評価を行った。
【００４７】
（光学顕微鏡による観察）
実施例１のMIM型SPR測定用基板の光学顕微鏡写真を図９に示す。この写真から、金コロ
イド粒子が規則的に並んでコロイド結晶を形成していることが分かった。また、金コロイ
ド粒子は顕微鏡観察における試料台の高さを有る一定の高さにしたときのみ観察されたこ
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とから、金コロイド粒子のコロイド結晶は一層のみからなる２次元コロイド結晶であるこ
とが分かった。すなわち、実施例１のMIM型SPR測定用基板は図１０に示すように、金コロ
イド粒子が２次元的に規則的に並んで１層のみ析出していることが分かった。金コロイド
結晶中の金コロイド粒子どうしは図１１に示すように、負電荷を有する荷電コロイドから
析出しているため、負の表面電位による静電的な反発力によってある程度の距離をおいて
規則正しく並んでいる。これに対して、絶縁膜は正電荷を有しており、金粒子は負電荷を
有しているため、金コロイド粒子は静電引力により絶縁膜にしっかりと吸着している。
【００４８】
また、実施例２のMIM型SPR測定用基板でも、同様に金粒子が２次元的に規則正しく並ん
だ２次元コロイド結晶を形成されていることが分かった。

10

さらに、実施例３のMIM型SPR測定用基板でも、金粒子が２次元的に規則正しく並んだ大
きなコロイド単結晶を形成していることが分かった。
【００４９】
また、実施例４のMIM型SPR測定用基板では、図１２に示すように、金粒子が２次元的に
数ｍｍの範囲で規則正しく並んだ大きなコロイド単結晶を形成しており、しかも、実施例
１〜３よりも欠陥が少ないことが分かった。このことから、金コロイド結晶を吸着させる
前にNaOHで基板を処理することにより、より欠陥の少ない２次元コロイド結晶が形成され
ることが分かった。
その理由は以下のように考えられる。すなわち、NaOHで基板を処理することによりガラ
ス基板に生じた０−基が空気中の炭酸イオンによって時間の経過と共に徐々に中和される
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ため、徐々に表面電荷が正側に大きくなる。このため、ガラス基板をNaOH処理しなかった
実施例１に比べて、金コロイド結晶の吸着がゆっくりとなり、欠陥が少なくなったものと
推測される。なお、本発明者は、シリカ粒子の表面電位がアルカリである炭酸水素ナトリ
ウム添加によってよっても経時的に電荷を制御できることを観測しており（非特許文献、
Murai,Yamada,Yamanaka et al., Langmuir 2007, vol. 23, p. 7510‑7517参照）。上記推
測が正しいことが強く示唆される。
【００５０】
（動径分布関数の測定）
実施例３のMIM型SPR測定用基板について、以下の方法により動径分布関数g(r)を求めた
。動径分布関数g(r)とは、ある粒子の中心から距離r の場所に他の粒子が存在する確率で

30

ある。
【００５１】
図１３に示した円環の内部での粒子の密度は下記（１）式で与えられる。これを系の平
均粒子密度ρ（単位面積当たりの粒子数）で割ることで、下記（２）式の動径分布関数g
（r）が得られる。
【数１】

40

【００５２】
顕微鏡画像について解析を行った結果、図１４左側グラフに示す動径分布関数g(r)が得
られた。このグラフはピーク形状が鋭く、半値幅が狭いことから、規則正しいコロイド結
晶構造を形成していることが分かった。また、第一ピークの距離が最近接粒子間距離であ
ることから、金コロイド粒子どうしの距離は420nm（図１４右側模式図参照）であること
が分かった。Lindemann ratio (LR)（すなわち、第一ピーク半値幅と最近接粒子間距離の
比）は0.5であった。
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【００５３】
（MIM型SPR測定用基板による屈折率測定）
実施例２及び実施例３のMIM型SPR測定用基板について、エチレングリコール−水混合溶
媒の屈折率測定を行った。
すなわち、アッベ屈折率計を用い、恒温水循環型の温度ジャケットを用いて２０℃に保
った屈折率計のステージに試料溶液を載せ、入射光の屈折角測定から、スネルの法則を用
いて屈折率を求めた。水の屈折率は１．３３、エチレングリコールの屈折率は１．４５で
あり、エチレングリコール濃度を変化させて屈折率を調節した。
【００５４】
実施例２のMIM型SPR測定用基板及び金蒸着されたガラス基板についての吸収波長シフト

10

の屈折率依存性の測定結果を図１５に示す。
実施例２のMIM型SPR測定用基板では、局所表面プラズモン(LSPR)に基づく小さい極大の
他、ファノ共鳴に基づく大きな極大が認められた(図１５左上のグラフ)。そして、エチレ
ングリコール(EG)の割合の変化による屈折率の変化によって、ファノ共鳴に基づく700nm
での極大のピークシフトは380nm／RIU（屈折率変化＝１当たりの波長の変化の割合）とな
り、市販のリソグラフィー基板の値である300nm／RIUよりも大きかった。このことから、
実施例２のMIM型SPR測定用基板は屈折率を感度良く測定できることが分かった。
これに対して、比較として測定した金蒸着しただけのガラスでは、表面プラズモン共鳴
（SPR）は観測されたが、それほど大きなピークシフトは観測されなかった（図１５左下
グラフ参照）。
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【００５５】
また、実施例３のMIM型SPR測定用基板についての屈折率の測定では、図１３中央のグラ
フに示すように、ファノ共鳴に基づく大きなピークが観測された。そして、そのピークシ
フトRIU＝929と大きな値となった（図１６右側グラフ参照）。
これに対して、比較例１のガラス基板上に金粒子を載せただけの基板では、ファノ共鳴
によるピークは観測されなかった。そして、そのピークシフトRIU＝86と小さな値となっ
た（図１６右側グラフ参照）。
【００５６】
＜参考例＞
実施例４において、金コロイド結晶を吸着させる前に0.01M NaOHで基板を処理すること

30

の効果について調べるために、金コロイド粒子に替わり、負電荷を有するシリカコロイド
粒子を用いて以下に示す参考例の試験を行った。
【００５７】
（参考例１）
参考例１では実施例４における金コロイド粒子に替わり、負電荷を有するシリカコロイ
ド粒子結晶（日本触媒社KE‑50W, 直径500nm,2vol%）を用いて、0.01M NaOHで基板を処理
した。その他の条件は実施例４と同様であり、説明を省略する。
【００５８】
（参考例２）
参考例２では、参考例１におけるNaOH処理を行わなかった。その他については参考例１

40

と同様であり、説明を省略する。
【００５９】
＜評

価＞

以上の様にして得られた参考例１及び２の試料について、光学顕微鏡による観察を行っ
た。その結果、NaOH処理を行った参考例１の試料では、シリカコロイド粒子が規則正しく
並んだ２次元結晶構造が観測された（図１７参照）。これに対して、NaOH処理を行わなか
った参考例２の試料では、吸着したシリカコロイド粒子の乱れが観測された（図１８参照
）。以上の結果は、NaOHで基板を処理することにより、ガラス基板に生じた０−基が空気
中の炭酸イオンによって時間の経過と共に徐々に中和され、徐々に表面電荷が正側に大き
くなり、ガラス基板をNaOH処理しなかった参考例１の試料に比べて、シリカコロイド結晶
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の吸着がゆっくりとなり、欠陥が少なくなったものと説明される（図１９参照）。
【００６０】
（実施例５）
実施例５は第１発明の実施例であり、顕微鏡用のカバーガラス上に荷電金コロイド結晶
の分散液からなる液層を形成し、液層の一端側から２次元荷電金コロイド結晶を一方向に
成長させてSPR測定用基板を調製した。以下詳細に説明する。
【００６１】
・絶縁部材準備工程
顕微鏡用のカバーガラス（24 mm×24 mm,松浪硝子工業株式会社製）を用意し、濃硫酸
中に一晩以上浸して洗浄した後、Milli‑Q水製造装置によって調製した純水（以下「Milli
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‑Q水」という）で洗浄し、Milli‑Q水中に保存した。こうして洗浄されたカバーガラスを3
‑aminopropyltriethoxysilcane (APTES, Lot.
711457, 信越工業株式会社製)の１％エタノール(90%)水溶液に１時間浸漬し、カバーガラ
ス上にAPTESを修飾させた。その後、カバーガラスを取り出し、EtOHで表面を軽くすすい
だ後、40℃のオーブンにて乾燥させた。こうして、表面に正電荷を有するカバーガラスを
作製した。
【００６２】
・コロイド結晶分散液調製工程
負電荷を有する金コロイド粒子が水中に分散した荷電コロイド分散液を、以下の手順で
調製した。すなわち、まず遠沈管(Corning Life Sciences)にMilli‑Q水3.92mLと、3‑メル
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カプト‑1‑プロパンスルホン酸ナトリウム(MPS, Lot.#STBF3994V, Sigma‑Aldrich社製) 0.
05M溶液0.08 mLとを入れ、５分間の超音波処理を行い分散させた。そして、この溶液に田
中貴金属株式会社製の金コロイド粒子（粒径150nm, AUコロイド溶液‑SC, 0.0065 wt%）を
4 mLを加え、１０分間の超音波処理を行い、遠心分離(1000 rpm,30分)を行い、負電荷と
してスルホン酸基を有する金コロイド粒子を沈降させた。さらに、上澄み液を取り除いた
後、新たに超純水を加え、超音波で分散させて遠心分離(1000 rpm,30分)を行う操作を3回
繰り返し、水洗した。こうして金コロイド粒子表面をMPSで修飾した。この金コロイド分
散液では、イオン強度が高くなっているため、粒子間の静電反発が遮蔽されて弱くなり、
コロイド結晶は形成されていない。しかし、この分散液をイオン交換樹脂AG501‑X8(D)型m
ixed(Bio‑Rad Labs,CA,U.S.A)により精製すると、金コロイド粒子が規則正しく配列した
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コロイド結晶が水中に分散したコロイド結晶分散液となった。
【００６３】
・液層形成工程
次に、図２０に示す拡散装置２０を用意した。この拡散装置２０はリザーバータンク２
１と、リザーバータンク２１の側面に設けられた開口２１ａに着脱可能に接続された拡散
セル２２とから構成されている。リザーバータンク２１はリザーバータンク本体２１ｂと
蓋２１ｃとからなる。拡散セル２２は互いに平行で対面するカバーガラス２３ａ(APTESで
修飾したもの)、２３ｂ(未処理のもの)がシリコン樹脂製のスペーサ２４を介して１ｍｍ
の間隔で延在している。さらに、カバーガラス２３ａ、２３ｂ間の隙間における開口２１
ａ側の一端には金コロイド粒子が透過できないニトロセルロース製のメンブランフィルタ
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ー２５（平均孔径＝0.05μｍ）が挿入されている。
【００６４】
以上のように構成された拡散装置２０について、拡散セル２２を拡散装置２０から取り
外し、カバーガラス２３ａ、２３ｂ間の隙間に、コロイド結晶分散液調製工程で調製した
、負電荷を有する金コロイド粒子が水に分散した荷電コロイド分散液２６を充填した（こ
の分散液において金コロイド粒子はコロイド結晶化していない）。そして、メンブランフ
ィルター２５側をリザーバータンク２１に接続する。さらに、リザーバータンク２１の蓋
２１ｃを開け、リザーバータンク本体２１ｂに金コロイド分散液をコロイド結晶化させる
ことが可能なコロイド結晶化液としてMilli‑Q水２７を貯留した。金コロイド分散液２６
中のイオンはメンブランフィルター２６を通り、リザーバータンク２１内のMilli‑Q水２
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７中に拡散していく。このため、金コロイド分散液２６中のイオン濃度はメンブランフィ
ルター２５側から他端側に向かって希薄化してイオン強度が低下する。このため、金コロ
イド粒子間の斥力が徐々に大きくなり、メンブランフィルター２５側から他端側に向かっ
てコロイド結晶が成長した。
【００６５】
・単層構造成長工程
上述した液層形成工程を１６時間行うことにより、金コロイド分散液２６中の金コロイ
ド粒子をコロイド結晶化した後、リザーバータンク２１内のＭilli‑Q水を廃棄し、基板吸
着させるための電荷調整液として10μｍの炭酸水素ナトリウム溶液を貯留し、３時間の静
置して金コロイド結晶中に拡散させた。その後、拡散セル２２内部を超純水で洗浄し、未
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吸着の金コロイド粒子を洗い流した。こうしてカバーガラス２３ａ上に２次元金コロイド
結晶が形成されたSPR測定用基板の電子顕微鏡写真を図２１（画像サイズは３０μm×３０
μm）。この写真から、金粒子についても、イオン濃度勾配による電荷数調整を利用した
一方向吸着により、正に荷電した基板上に２次元金コロイド結晶を調製できることが分か
った。
【００６６】
この発明は上記発明の実施の態様及び実施例の説明に何ら限定されるものではない。特
許請求の範囲を逸脱せず、当業者が容易に想到できる範囲で種々の変形態様もこの発明に
含まれる。
【産業上の利用可能性】
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【００６７】
本発明の製造方法によって製造されたSPR測定用基板は、絶縁膜上に金属コロイド粒子
が規則正しく一定の距離で並んだ２次元的なコロイド結晶が存在するため、検出感度の高
い局在型の表面プラズモンセンサーを構築することができる。しかも、金属粒子の配置を
制御するための複雑なパターン形成技術を必要とせず、製造が容易であり、大量生産によ
る大幅なコストダウンを可能とする。
【符号の説明】
【００６８】
Ｓ１１…絶縁部材準備工程，Ｓ１２…コロイド結晶分散液調製工程，Ｓ１３…表面形成
工程
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１…絶縁部材，２…荷電コロイド結晶分散液，３…金属粒子，４…SPR測定用基板
Ｓ２１…絶縁膜形成工程，Ｓ２２…コロイド結晶分散液調製工程，Ｓ２３…表面形成工
程
５…基板，６…金属膜，７…金属膜基板，８…絶縁膜，９…絶縁膜付金属基板，１０…
金属コロイド粒子
Ｓ３１…絶縁部材準備工程，Ｓ３２…液層形成工程，
１１…絶縁部材，１２…メンブランフィルター，１３…液層，１４，１６…リザーバー
タンク，１５…コロイド結晶化液，１７…電荷調製液，１８…２次元荷電金属コロイド結
晶
40
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