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概要Outline アルミニウムというありふれた材料に、最新の半導体微細加工を使って１ミクロン以下
のホールアレイを形成することで表面プラズモン共鳴を介した光透過制御を実現した。
Optical transmission control based on surface plasmon resonance using submicron hole array
fabricated in Al thin films by an advanced nanofabrication technique

NIMS微細加工プラットフォーム研究⽀援成果例
表⾯プラズモン共鳴を利⽤したカラーフィルターの開発
Development of color filter utilizing surface plasmon resonance

開発のポイント

（株）豊田中央研究所は、100kV電子ビーム描画装置や塩素
系ドライエッチング装置等を利用し、アルミニウムにナノホール
アレイを形成することで、表面プラズモン共鳴に基くカラーフィ
ルターの作製に成功した。これは、材料の特性のみならず、ア
ルミニウム表面の酸化膜の除去、化学反応性を抑制した指向
性エッチングなどの高度な加工技術によって可能となる。本成
果は、肉眼に近い色合いのCMOSイメージセンサー等への応
用が期待されます。
＊主にナノネット時代の成果(NIMS)であるが、現在も微細加工
プラットフォームの利用(京大)を継続している。

A color filter based on surface plasmon resonance using submicron
hole array fabricated in Al thin films was developed by using 100kV
electron beam lithography and chlorine-based reactive ion etching
techniques. Optimized dry-etching technique (such as removal of the
oxidation film of the Al surface and anisotropic etching which
suppressed the chemical reactions) enabled high-level nanofabrication
processing. This result will provide development of realistic CMOS
image sensor etc.
*This study was supported by NIMS in nanotechnology network project.
Since 2014, this study has proceeded in nanofabrication platform at
Kyoto university.

開発の成果

豊田中研内の一つの研究テーマが、『メタマテリアル技術によ
る光センサーデバイス技術の確立』というトヨタグループ内の新
事業のためのコア技術創出組織にステップアップされた。
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アルミニウムナノホールアレイによる光学フィルター特性ユーザーの声

共用施設での開発を通してメタマテリアル技術（プロセス技術とシミュレーション技術）確立の見通しが得ら
れたので助かった。また、共用施設(産総研)が開催していたプロセス開発人材の育成も比較的短期間で実
用化の見通しを立てる上での重要なファクターだった。
共用施設(NIMS)での毎月１回の実験に対して、毎回サポートメンバー全員と前回までの実験結果や解析
結果について定期的な会議を持ち、その週の実験を決定する等の手厚いサポート、日々の加工技術に対
する的確で専門的な助言は貴重であった。

This result contributed to startup of new innovative project,
“Establishment of development of optical sensor technique by meta-
material” in Toyota group.

The shared-facility services system helped us to get meta-material technique including fabrication processing and
simulation. In addition, an educational program held at AIST was important for us to make a prospect of the practical use.
A discussion about experiment results through routine meetings, precise suggestion and kind support for
nanofabrication techniques were significantly effective for us to develop the color filter.
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Optical transmission spectra of hole array in Al filmVoice of User

電子ビーム描画装置（左）と反応性イオンエッチング装置（右）

E-beam lithography (Left) and ICP-RIE (Right)

フィルタ特性の形状依存性

A color filter characteristics for various hole shapes

NIMS微細加工プラットフォームNIMS Nanofabrication Platform http://www.nims.go.jp/nfp/
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