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要 旨 

ウイルス・細菌などによる早期発見センサへの応用を目的とし，生体高分子の検出が目視で可能な bio-chip 用のフォトニック結晶を開

発する．表面への物質付着によるスペクトルシフトを利用し，生体高分子を付着させた後，光学特性により検量線を得るナノサイズの周

期構想をナノビーズの自己組織化を用いたフォトニック結晶として形成し，基本的な分光特性の評価を行った． 

 

1. 緒言 

感染症の診断は医療機関での受診や培養検査など時間がかか

る場合が多いためより簡便に短時間で感度の良い，自己診断可

能なセンサチップの開発が求められている． 

ウイルスの検出にはタンパク質や DNA の検出が必要であり，

その方法として回折格子への物質付着によるスペクトルシフト

を利用した方法がある．基板表面に光の波長と同程度の微細構

造を形成し，物質の付着を反射光波長のズレや強度変化として

とらえる原理を用いており，目視で物質付着を判断することが

可能である．回折格子は微細な構造体を有するため，MEMS

（Micro Electro Mechanical System）技術によりマイクロ，ナノメ

ートルサイズで表面の構造を作製する必要がある．従来の作製

方法はフォトリソグラフィーや電子ビーム露光装置を用いるが，

これらの MEMS 技術は微細化に限界があり作製に時間がかか

る．そのため一括に大面積で微細な構造体を作製する技術が求

められる．従って本研究ではナノ粒子の自己組織化に着目し，

PDMSの型枠を設けた液滴蒸発法[1]と，針先端流動法[2]を行った．

これらの方法では一括に大面積で微細構造の作製が可能である．

そのため，本研究ではこれらの方法を用いて，様々なパラメー

タを設定し比較実験を行い，粒子膜を隙間なく一様に並べるこ

とのできる最適な条件を検討した．さらに作製したデバイスに

DNAを付着させ分光特性の評価を行った． 

 

2.原理 

2.1 ナノ粒子の自己組織化原理 

 溶媒を蒸発させてナノ粒子を自己組織化させる際，液架橋力

を利用している．液架橋力とは粒子間の接触部分に生じる狭い

空間に液体が存在することにより発生する力である．Fig.1 に 2

粒子間に働く液架橋力を示す．下方向に液架橋力𝐹𝐴が生じ，基

板表面に押し付けられ，粒子同士を引き付けあうよう方向に液

架橋力𝐹𝐵が生じる．その結果，ナノ粒子はお互いに引き合い最

密に並ぶ． 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 提案するデバイス 

本論文が提案するデバイスは，まず粒子の自己組織化を用い

て，粒子が最密に並ぶ膜（フォトニック結晶）を作製する．次に

粒子膜に金をスパッタし，その上に生体高分子をのせて，反射

光のスペクトルシフトにより生体高分子の検出を行う． 

 

3. デバイス作製 

3.1 PDMSの型枠を設けた液滴蒸発法 

穴の開いた PDMS（ポリジメチルシロキサン）をガラス基板

に貼り付け，その穴の中に溶媒で濃度調製したビーズ懸濁液を

入れ，自然蒸発させた．先行研究における結果を参考にしてビ

ーズ直径を 500 nm，溶媒をエタノール，液滴量 8 μl，有機溶媒

と酸素プラズマによる基板洗浄法にし，ビーズ濃度を 1.25，1.75，

2.5 wt％にして比較実験を行った．どの濃度においてもビーズが

端に追いやられ中央にビーズのない部分が存在した． 

表面張力が大きいためにもともと中央部に存在するビーズが

少なかったと考え，溶媒を SDS（ドデシル硫酸ナトリウム）水

溶液に変え，ビーズ懸濁液に加える SDS 水溶液の SDS 濃度を

0.005-0.002 wt%にして比較実験を行った．ビーズ直径 1 μmのも

のを使用した． 

どの濃度においても，前の実験よりビーズのない面積は小さ

くなったが SEMで基板観察したところ，光やビーズの塊が確認

できビーズが一様に並んだ面積は非常に小さいことが分かった． 

ビーズの量を減らし，さらに溶媒の表面張力を低くすればビー

ズの単層膜が作製できると考え，低ビーズ濃度において SDS水

溶液濃度を高くして実験を行ったが大面積に一様にビーズを並

べることはできなかった． 

 

3.2 針先端流動法 

 中空の針の先端を水面と接触させ，針からビーズ懸濁液をゆ

っくりと流し水面上にビーズの単層膜を作製しそれを基板上に

転写する方法である．今回はシリンジポンプを用いて，ビーズ

懸濁液を流入し，また水を引き抜くことで斜めに立てかけた基

板に転写することにした．Fig.2に実験の概要図を示す．ビーズ

直径 500 nmを用いた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シャーレに 50 mlの純水を入れ，ビーズ懸濁液（2.5 wt%）を

エタノールで希釈し 1.25 wr%に調製し 5 ml/h速度で 0.5 ml水面

に流入し，シャーレ内の溶液を 20 ml/hの速度で引き抜いた条件

1．ビーズ懸濁液を水面に流入する際，ビーズ懸濁液が純水と混

ざり合い水面にビーズ単層膜を作製することはできなかった．

SEMで観察したところビーズのない面積が大きかった． 

流入速度を 1 ml/hに遅くし流出速度を 3 ml/hに遅くした条件

2 結果，基板上のビーズ密度は上がったがビーズのない面積は

大きくビーズの塊が観察された．また条件 1 と同様に水面にビ

ーズ単層膜を作製することはできなかった． 

流入する際，純水と混ざり合う原因としてビーズ濃度が 1.25 

wt％と低いため針先端の側面のメニスカスに沿って水面上へ移

動するビーズの個数が少ないためだと考え，流入速度を遅くし

てもビーズ懸濁液とシャーレ内の溶液は混ざり合うと判断し，

初めからシャーレ内にビーズ懸濁液と溶媒を入れることにした．

ビーズを分散させるために溶媒は SDS 水溶液(0.1 wt%)にした．

Fig.1 Liquid Bridge Force between two particles 
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Fig.2 An illustrated outline of the needle tip flow technique 
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基板上のビーズ密度を高めるために，流出速度をさらに遅くし

（0.5 ml/h）シャーレ内のビーズ濃度を高くした（0.5 wt％）．こ

れを条件 3とする． 

 基板上のビーズ密度は条件 1，2よりも上げることができたが，

SDS水溶液の濃度が高すぎたために，基板上に SDSの結晶が析

出した．またビーズが最密に並んでない部分やビーズがない部

分が見られた．その原因として，流出速度が速かったこと，ま

た，シリンジポンプから溶液を引く際の水面の微小な振動が影

響したと考えられる． 

 条件 3 の結果を踏まえて，シリンジポンプによる溶液の引き

抜きをやめ，ビーズ溶液に基板を長時間浸し自然蒸発によって

ビーズ膜を作製することにした．SDS 水溶液(0.01 wt%)でビーズ

濃度を 0.25，0.125，0.05 wt%に調製し，ビーズ濃度による比較

実験を行った条件 4，5，6．基板をビーズ懸濁液に約 48時間浸

らせた．ビーズ濃度 0.125 wt%で作製した基板の SEM 画像を

Fig.3 に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どの濃度においても作製したビーズ膜は溝が見られたが，基

板上のほとんどの場所でビーズを最密に並ばせることができた．

また条件 5，6で作製した基板で反射光が強め合っている様子を

観察した．条件 6 より条件 5 の基板のほうが最密構造による反

射光の面積が広く，ビーズ濃度が高いほうがビーズが一様に並

ぶ面積は広いことが分かった．以上の結果から条件 5 でビーズ

膜を作製することにした． 

 最後に作製したビーズ膜に約 50 nmの金をスパッタした． 

 

4. 分光特性評価 

4.1 ビーズ膜の分光特性評価 

 分光特性評価は金の蒸着前後における反射スペクトルを測定

することで行った．白色光源を基板の横から照射し真上方向に

反射する光のスペクトルを測定した．  

 金蒸着後のみ 520 nm のピーク波長が確認できたことから金

をスパッタしたことにより粒子膜表面での反射率が上昇したこ

とを確かめられた． 

 

4.2 構造色の角度依存性 

 金蒸着後の粒子膜の構造色が反射角度への依存であることを

確認するため，入射光の角度を変えて反射光スペクトルを測定

した．入射角度が大きくなるほど，ピーク波長が小さくなり，構

造色の角度依存性を確かめられた． 

 

4.3 分子吸着実験 

 玉ねぎの DNAを含む懸濁液を PS単層膜に滴下し，蒸発させ

て 4.2 節と同様の測定系で反射光スペクトルを測定した．滴下

する溶液には，純水及び DNA 懸濁液（玉ねぎの DNA＋純水）

を用いた．溶液滴下前後で基板上の同じ場所における反射光ス

ペクトルをそれぞれ測定し比較した．Fig.4 に純水を滴下した基

板，Fig.5 に DNA 懸濁液（原液）を滴下した基板における反射

光スペクトルの変化を示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

純水滴下前後で反射光強度がほぼ同じであったのに対し，

DNA懸濁液を滴下した基板は，ピーク波長の強度が滴下前に比

べて小さくなっている．これは DNAが PS粒子膜表面に付着し

たことにより入射光が散乱したためである．  

原液を滴下後のピーク波長は滴下前に比べ，約 10 nm 短波長

側へシフトしたが，原液を 4倍，8倍希釈した懸濁液滴下前後に

おいて，ピーク波長は同程度であった．これは DNA濃度が低く，

観測点に付着した DNA が少量であったためであると考えられ

る．低濃度においても物質付着によるスペクトルシフトを観測

するには，金表面をチオール化させ，標的の物質のみ化学吸着

させ，金表面に均一に物質を付着させる必要がある． 

 

5. 緒言 

 本研究では，溶媒の自然蒸発によってフォトニック結晶を作

製し，分光特性の評価を行った．その結果，DNAの有無や濃度

よってピーク波長の強度が変化し，またピーク波長がシフトす

ることを確認した．今後は低濃度の溶液においても高感度に検

出するために，完全に最密な粒子膜を作製する実験方法，条件

の再検討，また標的物質を均一に付着させるために金表面をチ

オール化させる必要がある． 
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Fig.3 The substrate under the experiment condition 5 

Fig.13 Dropping water 

Fig.13 Dropping DNA stock suspension 
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