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要旨 

 表面プラズモン共鳴現象は非破壊で迅速に物質の屈折率を測定することができる。

この現象は P 偏光のみで起こることが知られており、S 偏光には影響しない。そこで

金を蒸着した断面が正方形のガラス棒に無偏向光を入射し、二つの偏光を偏光ビーム

スプリッタで分けて測定する事により、隣接する 2 面の SPR 応答を独立して測定で

きることを見いだした。さらに本研究では、2 面に金を 45 nm 蒸着し、そのうちの 1

面の金をシリコーンゴムシートで覆うことで、試料の温度をシリコーンゴムシートの

屈折率で測定する方法を考え出し、これを利用して試料温度の影響を補正できるセン

サーシステムを開発した。このセンサーシステムにより、約 40℃から 30℃まで温度

が変化する試料について、温度の影響を無視し、濃度のみを測定することに成功し

た。本研究により、小型で多機能の屈折率センサーの開発とその応用に関する知見を

得ることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．緒言 

 溶液の屈折率や比重はその温度と含有物の量によって大きく変化する。そのため溶

液の濃度を測定することは意外と難しく、通常は温度を一定に保って屈折率や比重か

ら推定することが多い。例えば、お酒のエタノール濃度測定は比重計を用いる場合は

15℃で測定するように国税庁所定分析法により厳密に定められている 1)。しかし、こ

のような方法は試料だけでなく測容器の温度まで一定に保つ必要があり、連続的な品

質の管理は不可能であるため、これに変わる方法が求められている。  

 プリズム/金属薄膜/試料の 3 層構造において、プリズムの内表面から光を臨界角以

上で入射したとき、特定の条件で反射光の減衰が起こる 2)-7)。これは全反射時にプリ

ズム表面に発生するエバネッセント(Evanescent; EV)波と，金属表面に存在している

表面プラズモン(Surface Plasmon; SP)波が共鳴吸収を起こすことに起因しており、

その共鳴条件は金属に接触している試料の屈折率に大きく影響を受ける。これを利用

したものが表面プラズモン共鳴(Surface Plasmon Resonance; SPR)センサーであり、

迅速、簡便かつ非破壊のセンサーシステムを構築出来るため、近年様々な分野で応用

されつつある。近年は特に金ナノ粒子を利用した比色分析が発展しつつあり、スマー

トフォンと組み合わせたポータブルセンシングデバイスの開発なども増えている 8)。

しかし、一般的な SPR センサー装置では光を全反射させるためのプリズムやレーザ

ーまたは白色光源、および回転台や分光光度計などが必要であり、装置の小型化やコ

ストダウンが難しい。さらに金ナノ粒子を用いた場合は、金属の回収や分散媒の処理

が必要となるため、高感度で測定そのものは簡便な代わりに別の問題を抱えている。  

 これに対し、本研究室ではこれらの問題を解決するための手法として、側面に金薄

膜層を形成した石英ガラス棒を SPR センサー素子とし、光源として発光ダイオード

(Light Emitting Diode; LED)、受光部としてフォトダイオード(Photodiode; PD)を用

いた小型 SPR センサーシステムの開発を行っている 9)-12)。この研究においては、金

属として金以外にもアルミニウムを用いて SPR センサーを構築できることが分かっ

ており 11)、さらにはテフロン膜で金表面を被覆することにより特定の物質を選択的に

測定することにも成功している 8)。 

 光は電場と磁場が直交して進む電磁波であるが、SPR 現象による共鳴吸収は金属表

面に対して電場が垂直な P 波のみで起こり、S 波は全く影響を受けない 3)4)。断面が

円径の石英棒を用いた場合、外縁の接線に対する偏光が SPR 現象に影響を及ぼすた

め、入射光の偏光の制御が意味をなさない。これに対し、断面が正方形の石英棒（以

下角型ガラス棒）を用い、隣接する二つの側面に金属を蒸着して偏光を金属面に対し

て水平または直角に合わせると、ある面にとって P 偏光が隣接する面にとっての S 偏

光となるため、偏光を 90 度回転させることで SPR 応答を示す面を制御できることを

見いだした。従来のプリズムを用いる SPR センサーにおいても S 偏光を参照光とし

て用い、信号強度の変動を補正することは行われているが、一つの角型ガラス棒セン

サーに入射した二つの偏光で 2 面の SPR 応答の情報を得ようとする研究はこれまで

全く行われていない。  



 そこで本研究では、角型ガラス棒と LED、PD、偏光板を利用して単純な構造のセ

ンサーシステムを構築し、二つの面で異なる金属の応答を取得することを試みた。さ

らに、片方の面にシリコーンゴムを用いた温度感知センサーを構築し、温度と濃度に

よって変動する屈折率から温度変動を補正し、試料温度に関係無く濃度を測定するセ

ンサーの開発を行った。  

 

２．理論 

２．１ 表面プラズモン共鳴現象 

 金属表面近傍に存在する自由電子は、金属と接触している媒体の誘電率（屈折率の二乗）

の影響を受け、特定の条件下で反射光の一部を減衰させる現象を引き起こす。Fig. 1 に示

すように厚さ数十 nm の金属薄膜層をプリズムのような高屈折率媒体上に形成し、プリズ

ムの内表面から全反射角以上で光を入射すると、金属薄膜と接触している試料の屈折率

(ns)に対応した波長や入射角の光が消失する。これを利用したものが SPR センサーであり、

消失する反射光の波長や角度を測定することによって、試料の屈折率を知ることができる。 

 

 

Fig. 1 Schematic representation of the surface plasmon resonance phenomenon 

 

２．２ 偏光による応答の制御 

 Fig. 2 は SPR 現象による光線の反射率を良く再現できる三層フレネル等式 4)を用い、石

英プリズム/金(45 nm)/水の構造における SPR 現象について、波長 654 nm の光源を用い、

0～90 度の入射角における P 偏光と S 偏光の反射率を計算したものである。計算に用いた

石英の屈折率(1.4561)はシグマ光機がホームページで公開しているもの 12)、金の誘電率(-

14.686+0.938i)は McPeak らの報告 13)のものを光源波長で補間して用いた。どちらも金薄

膜による反射の影響を受けるため、プリズム表面の法線方向である入射角 0°においても

光の高い反射率が得られている。しかし入射角が大きくなるにつれて両者の挙動に大きな

違いが見られる。SPR に関係する全反射角以上で両者を比較すると、P 偏光では、入射角

60°付近に全反射を示す反射率の急激な上昇が見られ、70°付近に SPR 現象に起因する

鋭い吸収ピークが見られる。試料の屈折率を大きくすると、このピークが高角度側へとシ

フトする。これに対し、S 偏光では全反射角付近にそれを示す変曲点が見られるのみの単

調増加の曲線となっており、SPR 応答は見られない。  



 

Fig. 2 Theoretical SPR curves for the P and S polarized light  

calculated with the three-layer Fresnel’s equation 

 

 断面が数 mm 四方の正方形の角型ガラス棒のような細長い媒体側面に金属薄膜層を形

成してその端面から光を入射した場合、入射角範囲は広く見積もっても 70～90°であり、

P 偏光では SPR 現象による吸収が強く表れ、S 偏光では全反射で反射率がほぼ 1 の角度範

囲である。断面が正方形の角型ガラス棒の場合、Fig. 3 に示すように偏光を入射したとき

図の上下面に対しての P 偏光は左右面に対しての S 偏光になる。同様に左右面に対しての

P 偏光は上下面に対しての S 偏光となるため、二つの偏光で上下面と左右面で独立した応

答を得ることが出来る。 

 

 

Fig. 3 Schematic representation of the SPR excitation with the P and S polarized light 

 

３．実験装置 

３．１ 角型ガラス棒センサーの応答特性の検討  

 Fig. 4 に実験装置の模式図を示す。角型ガラス棒は長さ 150 mm で断面が 2 mm 角と 5 

mm 角の正方形のもの二種類を用い、実験によって使い分けた。金は側面の中央部の 100 

mm の範囲に蒸着された。膜厚は SPR を効率的に励起できる 30、45、70 nm の中から実

験に即したものを選択した。蒸着は 1 面、または隣接する 2 面のみに行い、考察を容易に

するためにそれ以外の面には行わなかった。光源として無偏光の発光ダイオード (Light 

Emitting Diode; LED)の光をセンサーの一端から入射し、他端から出射してくる光を偏光

ビームスプリッタで、Fig. 4 の配置における P 偏光と S 偏光に分割し、二つの PD で同時

測定を行った。二つの PD からの出力はデジタルマルチメータを用いて 1 点/1 秒のサンプ

リングレートでコンピュータに取り込み、分析を行った。  



 

Fig. 4 Schematic representation of the Au-deposited square-shaped glass rod sensor  

and configuration of the optical devices 

 

３．２ 温度と屈折率の同時測定センサーの構築  

 本センサーの実用性について検証するために、Fig. 5 に示すように、隣接する二つの面

に金 45 nm 蒸着したセンサーの一つの面にシリコーンゴムシートを貼付して、一つの面で

温度変化によるシリコーンゴムシートの屈折率変化、もう一つの面で溶液の温度と濃度の

変化による屈折率変化を測定し、温度変化を相殺して濃度ののみを求める研究を行った。

シリコーンゴムシートの固定には接着剤などは用いず、元々シートが持っている吸着性を

利用した。また、シートの厚さは 2 mm のものを用い、金蒸着面を完全に覆うように蒸着

領域と同一の大きさにカットして用いた。  

 

Fig. 5 Schematic representation of the gold-deposited square-shaped glass rod sensor 

covered on one face with silicone rubber sheet 

 

 ポンプやチューブを用いたフローセル式の場

合、温度変化の直接測定が難しいため、Fig. 6 に

示すようにエポキシ樹脂で作成した試験管内に固

定して縦に設置し、約 40℃に加熱した試料を入

れ、様々な濃度における温度変化による応答につ

いて測定を行った。得られたデータはシリコーン

ゴムシートを貼付した温度面と試料が金に接触し

ている屈折率面の応答として記録し、屈折率面の

応答を温度面の応答に補正係数をかけたもので除

算を行うことで温度変動の影響の排除を試みた。  

 

 

 

 

Fig. 6 Schematic representation of the temperature 

and refractive index sensing system 



４．結果と考察 

４．１ 角形ガラス棒センサーの応答特性 

 センサー及び装置の屈折率に対する基本特性を知るために、Fig. 4 の装置を用い、2 mm

角のガラス棒の 1 面に金 45 nm、隣接する面に何も蒸着していないセンサーの屈折率に対

する応答特性を Fig. 7 に示す。(a)が金面に対して P 偏光、(b)が S 偏光の結果である。試

料はエチレングリコールのメタノール溶液を用い、Table 1 に示すように応答の変化が大

きな 30 と 60 体積％前後のみ 5％刻みとし、それ以外の濃度領域は 10％刻みの濃度で試料

を調整した。図中には、主要な濃度のみを記載している。  

 

 

Fig. 7 Response curves of the one-face Au-deposited square-shaped glass rod sensor 

 

Table 1 Refractive indices of the methanol solutions of ethylene glycol 

 

 

 (a)において、試料濃度を上げていくと 25 体積％付近で透過光強度が最小値となり、そ

の後増加に転じて 60 体積％で最大値となった。80 体積％にわずかな落ち込みが見られる

が、これは金を蒸着していない場合にも見られることがあるため、LED ハウジングや端面

での入射光の屈折など SPR ではない光学的な理由に起因すると考えられる。100％から

0％に変更したときにスパイク状の透過光強度の落ち込みが見られるが、これはセル内の

溶液が混ざり合いながら徐々に 0％へと変化していくためである。これに対し、(b)の S 偏

光には大きな挙動は見られない。25％付近に見られるわずかな落ち込みは、偏光ビームス

プリッタが P 偏光と S 偏光を完全に分離出来るのではなく、わずかに P 偏光を透過して

いるため、その挙動の影響を受けているためである。(b)では SPR が関与する 0～60 体積％

の領域では溶液の濃度（屈折率）の影響をほとんど受けておらず、それ以上の濃度範囲に

おける Snell の法則に従った挙動を示すのみである。従って、本センサーを用いた 2 面の

同時測定が可能であることが示唆された。  

 

Concentration /% 0 10 20 25 30 35 40 45

Refractive Index 1.3265 1.3381 1.3507 1.3567 1.3623 1.3676 1.3732 1.3782

Concentration /% 50 55 60 70 80 90 100

Refractive Index 1.3838 1.3889 1.3942 1.4039 1.4131 1.4219 1.4302



 次に、隣接する 2 面に異なる膜厚の金を蒸着し、実際に 2 面の応答を同時に測定する研

究を行った。Fig. 8 に 2 mm 角および 5 mm 角の角型ガラスの隣接する 2 面に金 30 nm、

70 nm 蒸着を行ったものをセンサーとした場合の応答を示す。(a)が 2 mm 角、(b)が 5 mm

角である。試料はエチレングリコールのメタノール溶液であり、各試料屈折率に対する 30

秒間の透過光強度の平均をプロットし、比較を容易にするために 0 体積％（メタノール）

測定時の透過光強度で規格化している。それぞれの金膜厚における応答は、1 面だけに金

を蒸着した場合の応答と一致しており、2 面の応答を明確に分離出来ていることが確認で

きた。また(a)と(b)の比較により、ガラス棒が太くなると最小値を示す屈折率が低屈折率側

へシフトする事と、応答が若干小さくなることが分かった。これはガラス棒内の光の入射

角範囲が広くなるためであり、理論計算でも同様の結果が得られている。  

 

Fig. 8 Responses of the 30 and 70 nm gold-deposited square-shaped glass rod sensor  

for the refractive indices 

 

４．２ 多機能屈折率センサーの実証 

 ほとんどの物質は温度が変わると密度に変化が生じるため、屈折率も変化する。Fig. 9

に(a)エタノール、(b)水、および(c)シリコーンゴムシートの温度と屈折率の関係を示す。(a)

エタノールと(b)水では温度に対する屈折率変化が大きく異なるため、温度計測に用いる素

材は両者の温度-屈折率特性の中間のものが最も適している。(c)のシリコーンゴムシート

の傾きがエタノールと水の中間程度であり、この条件を良く満たしている。  

 

 

Fig. 9 Relationships between the temperature and the refractive index  

of the ethanol, water, and silicone rubber sheet 



 

Fig. 10 Responses for the sample concentration of the refractive index  

and the temperature face on the sensor 

 

 Fig. 10 に Fig. 6 の装置を利用した様々な濃度の高温度のエタノール水溶液の時間と屈

折率の変化を示す。(a)には試料濃度と共に試料流入前後の温度も記している。温度は非接

触式温度計を用いて測定した。(a)の金 45 nm が試料と接触している面（以下屈折率面）は

試料の濃度が上がると透過光強度が下がっていくが、同時に温度が下がっても応答が下が

っている。各濃度の最初の方で応答が少し上がってから下がる挙動は、センサーの温度が

試料温度より低い間はするまでは上がり、それ以降は試料温度と同調して下がっているも

のと思われる。(b)のシリコーンゴムシートを貼付した面（以下温度補正面）も同様の傾向

が見られるが、こちらは 30 体積％までは濃度の影響は受けておらず、透過光強度 1 から

始まり 1 で終わっている。(a)、(b)共に 50 体積％で大きく落ち込んでいるが、これは試料

屈折率が大きくなり、臨界角が小さくなっていくことに由来する光の漏れと思われる。  

 Fig. 11 に Fig. 10(b)の温度補正面の透過光強度 1 からの変化量に 1.2 をかけたもので

Fig. 10(a)の屈折率面を除算したものである。温度の変動の影響がほとんど無くなり、応答

は濃度のみに依存している結果が得られた。また、濃度変化に比例した落ち込み量を示し

ていることから、本センサーで温度変化をほぼ完全に補正し、温度に関係無く濃度を測定

できることが示された。1.2 という補正値は奇しくもエタノールとシリコーンゴムシート

の温度勾配の比と一致しているが、この補正値の妥当性については現在検証中である。  

 

 

Fig. 11 Response for the sample concentration after the temperature correction 



５．結論 

 角型のガラス棒に偏光を組み合わせることにより、二つ（対面する二対）の応答を独立

して測定できることが分かった。本研究では SPR 現象を用いることで偏光による応答面

の制御に成功しているが、特定の偏光のみに応答する素子や現象を利用すれば、他の原理

でも可能であると思われる。また、二つの面に屈折率測定と温度測定という異なる役割を

与えることで、試料温度の変化に関係無く濃度を測ることができた。これは様々な製品の

品質管理や機械内の潤滑油などの監視にも利用出来ることが考えられ、より安定した品質

の製品の提供や装置寿命の延長によるコストダウンなど、様々な効果が期待できる。  
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Abstract   

Surface plasmon resonance (SPR) is an 

optical phenomenon where incident light 

excites charge density waves at an 

interface between a metal and a dielectric. 

The coupling between the incident light 

and the surface plasmon waves relates to 

both the dielectric constant of the metal 

and the refractive index of the sample. 

This phenomenon can be induced only with 

p-polarized light.  

A gold-deposited SPR square-shaped glass 

rod sensor allows the development of 

remote sensing, continuous analysis, and 

in situ monitoring with an inexpensive and 

disposable sensor device. The sensing 

element has two pair of faces for the 

sensing face. The sensing surface on this 

sensor can be selected with polarized light.  

Response curves obtained with a sensor 

which has one Au-deposited face are shown 

different curves between the gold-

deposited face and the non-metal face.  

 

 

 

 

The concentration sensing system has 

been developed using this sensor system. It 

has two of faces, one is the gold-deposited 

face and the other is silicone-covered gold-

deposited face. It has been succeeded to 

separate the temperature information 

from ethanol-aqueous solution at various 

temperatures. Finally, the concentration 

curve which is ignored the temperature 

variation has been obtained. 

In this study, we demonstrated the 

miniaturized and multifunctional sensor 

system using a gold-deposited square-

shaped glass rod.  


