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その蛍光画像、同じ装置・試薬で
もっと明るくとれます
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ガラスプレート vs プラズモニックチップ

波長サイズ（数百 nm）の周期構
造をもち、金属薄膜（膜厚～200 
nm）で覆われたガラス基板。

25mm透過

反射

入射角 θi

反射角 θr

θi = θr

入射光 ＝ 透過光＋反射光

ガラス

金属面・鏡面

プラズモン共鳴
プラズモニック
チップ
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従来技術とその問題点

蛍光法 ⇒ 蛍光顕微鏡

イムノセンサー（免疫センサー）

蛍光法で既に実用化されているものには、細胞観察のための蛍
光顕微鏡や疾病診断のためのイムノセンサー（免疫センサー）が
あるが、「濃度（密度）が低いと暗くて見えない。」等の問題がある。

明るければ明るいほど、より低濃度の物質の観察・検出が可能
となり、実用性が向上する。
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新技術の特徴 1： 構造 。

ライン＆スペース ホールアレイ

プラズモニックチップ：
波長サイズ（数百 nm）の周期構造をもち、金属薄膜（膜厚～200 nm）
で覆われたガラス基板。

周期構造パターン
金・銀など
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新技術の特徴 2-1： 原理
なぜ？

表面プラズモン共鳴による蛍光増強が明るいのか。

ガラス基板 金属薄膜基板 金属コーティング周期構造基板

= プラズモニックチップ
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新技術の特徴 2-2： 原理



格子結合型表面プラズモン共鳴
（GC‐SPR）

kg = 2π/Λ

kph

ksp= kph

θ
p‐pol

共鳴条件

k0 (dm/(d+m))1/2 = k0 sin

界面の誘電体の誘電率・金属の誘電率

+ m kg

+ m kg

PC-SPR GC-SPR
伝播型表面プラズモン



7

従来技術との比較 1
【従来】明るい蛍光像：

レーザーを光源とした顕微鏡

⇒ 装置が大掛かり。高額。操作が煩雑。

【本技術】の適用により、装置や試薬はそのまま、
蛍光が10～100倍明るくなる。

⇒ 装置導入コストが削減。

簡単操作はそのまま。省スペース。

1.蛍光顕微鏡観察
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表面プラズモン
励起増強蛍光

表面プラズモン場

ナノ加工基板

生体分子

光学系の最適化（ランプ光
源・偏光子・対物レンズ・ピ
ンホール等）

既存の蛍光顕微鏡との比較

①SPFM（本技術）
②落射型（エピ）蛍光顕微鏡
③TIRF-M

汎用化への障害

表面選択的な検出
格子カップリング表面プラズモン励起増強蛍光顕微鏡

GC-SPFM

従来技術との比較 21.蛍光顕微鏡観察
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１．UV-ナノインプリント法による周期構造の作製

光硬化性樹脂を滴下 モールドをかぶせ
る。

UV 照射
～1min

モールドはずす。 金属コーティング

Jap. J. Appl. Phys., 48 (6) 06FH17 (2009)

新技術の特徴 3:作製方法

2.スタンパーによる射出成形
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新技術の特徴 4-1: 機能

蛍光標識分子を基板上に結合させて蛍光顕微鏡で観察した結果。

ガラス基板 ライン＆スペース ホールアレイ

1 18 23

顕微鏡の試料台の上に置くだけで、ガラス基板やカバーガラス上より
明るい蛍光像が得られる。表面(～200 nm）の分子のみを明るくする。

200μm

1.蛍光顕微鏡観察
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暗くて見えなかったものが見える。

新技術の特徴 4-2: 機能

ラット培養神経細胞

25μm

1.蛍光顕微鏡観察

K. Tawa et al., ACS Appl. Mater. Interfaces, 6 (22), 20010–20015 (2014). 
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暗くて見えなかったものが見える。

乳癌細胞

プラズモニックチップ上 ガラス上

新技術の特徴 4-3: 機能1.蛍光顕微鏡観察

蛍光ナノ粒子（ 20 nm）の蛍光観察
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従来技術との比較 3

SPR
③高感度

④迅速性

⑤操作の簡単さ
①装置の小型化
コストダウン

②チップ価格

③高感度

④迅速性

⑤操作の簡単さ①装置の小型化
コストダウン

②チップ価格

ELISA
③高感度

④迅速性

⑤操作の簡単さ①装置の小型化
コストダウン

②チップ価格

プラズモニックチップ

汎用バイオセンシング機器との比較

高感度検出かつ小型・安価・簡単操作のデバイス
「プラズモニックチップ」で疾病マーカーの

迅速・高感度検出を狙う。

2. 蛍光イムノセンサー



14

低濃度～pg/mLまで
評価できる。

新技術の特徴 5-1: 機能2. 蛍光イムノセンサー

腫瘍マーカー α-fetoprotein (AFP）検出
(サンドイッチアッセイ）
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高感度イムノセンサー

K. Tawa et al., Analytical Chemistry, 87(7), 3871–3876 (2015)
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マルチアレイでイムノセンシング

新技術の特徴 5-2: 機能

100 nM 10 nM

1 nM 100 pM

0.50 mm

2. 蛍光イムノセンサー
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想定される用途

• 蛍光像を明るくするデバイス

バイオセンサー、細胞観察などバイオ応用を

中心に蛍光検出をアシスト。

• 基板表面（～200 nm）を特異的に観察・検出
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実用化に向けた課題

• プラズモニックチップの安定供給

• プラズモニックチップの長期安定性

• 現在、共同研究によって細胞観察を積極的に
進めている。
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企業への期待

• 金属膜コーティング技術を持つ、企業との共
同研究を希望。

• また、蛍光を利用したデバイスを開発中の企
業、バイオ分野への展開を考えている企業に
は、本技術の導入が有効と思われる。
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本技術に関する知的財産権

• 発明の名称 ：周期構造を有するマイクロプレート、
並びに、それを用いた表面プラズモン励起増強蛍光
顕微鏡、蛍光マイクロプレートリーダーおよび特異的
な抗原抗体反応の検出方法

• 出願番号 ：特願2013-223989（特許第5622215号）

• 出願人 ：国立研究開発法人 産業技術総合研究所

• 発明者 ：田和圭子,西井準治,金高健二,堀博伸,達吉郎
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お問い合わせ先


