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We have developed narrow-band mid-infrared thermal emitters based on refractory plasmonic perfect absorbers
operative at very high temperature. Colloidal mask etching was adopted to Mo-Al2O3-Mo trilayers to realize large-scale
and cost-effective fabrication of periodically arrayed disk resonators. Using molybdenum and aluminum oxide as
refractory components, high temperature operation was demonstrated up to 1000℃ or even higher while retaining the
excellent thermal stability and narrow-band emission comparable to that of noble metal plasmonic emitters. The narrow-
band emission peaks can be tuned flexibly from 3 to 8 μm which overlaps well with the spectral region of molecular
fingerprints. The proposed wavelength-selective thermal emitters can be used for various applications such as energy-
saving high-power infrared heaters as well as for light sources for active infrared sensor systems.

KEYWORDS : wavelength-selective thermal emitter, metal-insulator-metal, perfect absorber, surface plasmon
resonance

1．は じ め に

エネルギーの効率的な利用において，エネルギー輸送
プロセスとしての熱輻射の重要性はきわめて高い。しか
し一般的に，物体からの熱輻射は幅広い波長域すなわち
広帯域で起こるため，不要な波長域での熱輻射によるエ
ネルギーロスが生じてしまう。たとえば白熱電球におい
て，投入電力の大部分が照明としては不要な赤外線輻射
として放出されていることは，一般の人々にも広く知ら

れているところである1)。そのため，省エネルギーの観
点から，材料表面の分光放射率を制御した波長選択輻射
体が注目を集めている。
キルヒホッフの法則によれば，物体の放射率は吸収率

に等しい2)。したがって，材料表面の吸収率を制御する
ことにより，波長選択輻射体が得られる。その最も基本
的な方法として，材料固有の吸収特性を活用する方法が
ある。希土類元素特有の狭帯域な吸収を用いたものが例
としてあげられる。たとえばエルビウムは近赤外域にお
いて f-f遷移に基づくきわめてシャープな吸収・輻射を
示すことが知られている3)。
しかしながら材料固有の吸収特性を利用する方法で
は，輻射波長を任意に制御することが困難であり，自由
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度が高い方法とはいえない。一方，材料表面への微細構
造形成による分光放射率の制御に関する研究が近年注目
されている。これは，材料固有の光学特性にあまり依存
せずに，微細構造のサイズや周期の制御によって自由度
の高い分光放射率の制御が可能なためである4, 5)。たと
えば，マイクロキャビティ構造やフォトニック結晶構造
を用いた熱光起電力発電（thermophotovoltaic, TPV）へ
の応用が盛んに検討されている6, 7)。
微細構造の中でも近年，プラズモニック完全吸収体

（plasmonic perfect absorber）またはメタマテリアル完全
吸収体（metamaterial perfect absorber）と呼ばれる構造が
提案され，赤外域において狭帯域でほぼ 100%に近い吸
収を有することが示されている8)。赤外域での狭帯域熱
輻射体は，特定の原子振動吸収および分子振動吸収を狙
うことにより，高効率かつ物質選択性を持つ加熱が可能
な産業用赤外ヒーターとしての応用が期待される。ま
た，非分散型赤外分析（non-dispersive infrared, NDIR）
方式を用いたガス分析用の狭帯域中赤外光源としての応
用も検討されている9)。
プラズモニック完全吸収体は，金属―絶縁体―金属

（metal-insulator-metal, MIM）構造から構成され，最上面
の金属層が微細共振器構造となっており，半導体の微細
加工プロセスを応用して作製されることが多い。これに
対して我々はこれまで，簡便なコロイドリソグラフィ法
を用いることにより，比較的大面積な完全吸収体を作製
することに成功しており，中赤外域において容易に波長
制御ができることを示している10, 11)。このとき，金属層
には安価なアルミニウムを用いたが，通常アルミニウム
は可視域で損失が大きいため，プラズモニクスの分野で
は余り使用されず，金や銀などの貴金属の活用が圧倒的
に多かった。そのような背景から，貴金属以外の金属で
も良好なプラズモニック特性が得られることがわかった
のは，意義深いといえる。しかしながらアルミニウムは
融点が低いため，高温に昇温することができず，高い熱
輻射強度を得るには至っていない。アルミニウムに限ら
ず，前述したようにプラズモニクスの分野では融点が比
較的低い貴金属が主に用いられてきたため，高融点金属
を用いた高温での応用という点に関してはあまり注力さ
れてこなかったといってよい。
プランクの法則で知られるように，熱輻射強度は高温

になるほど大きくなるため，高い熱輻射強度を得るため
には高温耐熱性・安定性が必要となる。そこで本研究で
は，高融点金属であるモリブデンを金属層として，ま
た，高い耐熱性と熱伝導性を有する酸化アルミニウムを
絶縁体層として用いて MIM構造を作製し，高温での熱
輻射特性を評価した。

2．波長選択熱輻射体の作製

2. 1 作製プロセス
作製した MIM構造の模式図を Fig. 1（a）に示す。Si

基板上に Mo-Al2O3-Mo の三層膜が形成されているが，
最上面の金属層のみがディスクアレイ状に微細構造化さ
れている。本研究では，Mo ディスクの直径（d），Mo

ディスクアレイの周期（p），および Al2O3層の厚み（t）
の三つのパラメータを調節することで，赤外吸収特性を
制御した。厳密結合波解析（rigrous coupled-wave analy-

sis, RCWA）法により求めた赤外反射スペクトルのシミ
ュレーション結果の一例を Fig. 1（b）に示す。2～10

μmの中赤外域に狭帯域の吸収が生じることが予測され
る。ピークは二つ存在するが，本稿では短波長側および
長波長側のピークをそれぞれ R1，R2と記す。これらの
赤外吸収の起源については 3. 1節で述べる。
作製プロセスを Fig. 2に示す。まず，Si基板上にスパ

ッタにより Mo-Al2 O3 -Mo 三層膜を形成する（Fig. 2

（a））。このとき下層の金属層は，熱輻射体として加熱動
作させる際に電流を印加して通電加熱する層としたた
め，機械的安定性・耐熱性が必要となる。光学的には
100 nm以上の厚みがあれば十分であるが，本研究では
1 μmと厚めに成膜した。次いで絶縁体（Al2O3）層と金
属（Mo）層を順に成膜する。このときの絶縁体層の厚
み t は，共鳴波長での反射率がほぼゼロになるように
RCWAシミュレーションにより最適化してあり，共鳴
波長に応じて 50～150 nmの範囲で調節した。一方，最
上面のMo層の厚みは 100 nmと固定してある。その後，
Mo-Al2O3-Mo三層膜の上に，サイズが単分散なポリス
チレン（PS）コロイドの単層膜を自己配列により形成
する（Fig. 2（b））。本研究では市販の PS コロイド
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Fig. 1. (a) Schematic design of the wavelength-selective
thermal emitter based on disk-arrayed MIM perfect absorber.
The variable parameters are diameter of Mo disk (d),
periodicity of the disk array (p) and thickness of the insulator
(t). (b) Reflectance spectrum obtained by RCWA simulation
where the variable parameters are d＝2.6 μm, p＝3.0 μm and
t＝150 nm.



（Polysciences, Inc.）を水面上に展開し，Mo-Al2O3-Mo層
上に堆積させることで形成した。PSコロイド単層膜を
形成後，反応性イオンエッチング（reactive ion etching,

RIE）により PS コロイドのサイズを調節する（Fig. 2

（c））。このときのエッチングは，O2ガスを用いて行っ
た。後述するように，PSコロイドのサイズはエッチン
グ時間に比例して減少させることができる。次いで，サ
イズが調節された PSコロイドをエッチングマスクとし
て，最上面の Moのみを選択的にエッチングする（Fig.

2（d））。Moのエッチングは，SF6/BCl3/Arの混合ガス
を用いて行った12)。これにより，PSコロイドでマスク
されていない部分のみが選択的にエッチングされる。最
後に，溶媒中での超音波洗浄により PSコロイドマスク
を除去することで Moディスクアレイ構造が得られる
（Fig. 2（e））。
作製したサンプルの写真を Fig. 2（f）に示す。ここで

は通電加熱がしやすいように 0.5 cm×3 cmの短冊状の
Si基板上にMIM構造を形成したが，コロイドリソグラ
フィ法を用いることで比較的大面積に微細加工された表
面を容易に得ることができる。

2. 2 構造の評価
作製したMo-Al2O3-Moディスクアレイ構造の SEM像
の一例を Fig. 3（a，b）に示す。円盤状の構造物が Mo

であるが，六方最密状に配置されており，自己配列した
コロイド単層膜がエッチングマスクとして働いたことが
確認できる。ディスクの周期は用いるコロイドの粒径で

決まり，ここでは粒径 3 μmのコロイドを用いたため周
期も 3 μmとなる。コロイドリソグラフィ法と反応性イ
オンエッチングを用いることで，ディスクアレイの周期
およびディスク径を容易に選択・調節することができ
る。Fig. 3（c）に示すように，ディスク径はエッチング
時間にほぼ比例して減少させることができる。プロット
では粒径 3 μm の PS コロイドの場合のみを示したが，
異なる粒径の PSコロイドを用いてもこの傾向は同じで
ある。

3．波長選択吸収および熱輻射

3. 1 波長選択吸収特性
実測した赤外反射スペクトルの例を，RCWAシミュ

レーション結果とともに Fig. 4（a，b）に示す。スペク
トル中の S1～S3いずれも実測結果とシミュレーション
結果が良く一致しており，本研究で用いたコロイドリソ
グラフィ法で狙いどおりの微細構造が作製可能であるこ
とが確認できる。実測結果において，共鳴波長が長波長
側にシフトしており，反射率がシミュレーションと異な
りゼロになっていない。また，半値幅が増大しているこ
とから，これは，ディスク径のばらつきによる Q値の
低下を反映していると考えられる。共鳴波長 λ＝3.6 μm

（S1），λ＝6.0 μm（S2）および λ＝7.3 μm（S3）の吸収
ディップは，上側のMoディスクと下側のMo層が逆方
向に分極する磁気プラズモンモードによる吸収（R2）
である10, 11)。この共鳴吸収はディスクアレイの周期にあ
まり依存せず，ディスク径によってほぼ決まる。したが
って，用いる PSコロイドのサイズとエッチング時間を
適宜制御することにより，中赤外域の幅広い波長範囲で
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Fig. 2. (a-e) Illustration of the fabrication process of the
present MIM structures. The details of the process are
described in the text. (f) A photo of the fabricated sample
whose dimension is 0.5 cm×3 cm.

Fig. 3. (a, b) SEM images of hexagonal arrays of Mo disk
resonators on the underlying Al2O3 layer. The disk diameters
are (a) 2.6 μm and (b) 2.1 μm, respectively, while the
periodicity is fixed to 3.0 μm. The scale bars correspond to 2
μm. (c) The diameter change of PS particles (3 μm diameter)
with the etching time with O2 gas.



容易にシフトさせることが可能である。また，吸収にお
ける入射角依存性も小さい。一方，S2と S3に関しては
λ＝2～3 μm 付近にもディップがある（S1 に関しては
Fig. 4の波長範囲外に存在する）。これは，上下の金属
が同方向に分極する電気プラズモンモード（R1）であ
り，ディスクアレイの周期および入射角に対して依存性
がある。

3. 2 波長選択熱輻射特性
熱輻射スペクトルの測定は，真空チャンバー内

（～10－7 Torr）でサンプルを通電加熱し，MIM構造表面
からの熱輻射光を FT-IR分光器に導入することで行っ
た。このときの通電加熱は，前述したように下層の Mo

層に電流を印加することにより行った。得られた熱輻射
スペクトルを同温度の黒体の熱輻射スペクトルで規格化
して得た分光放射率を Fig. 4（c）に示す。ここでは，
Fig. 4（b）において示したものと同じサンプルを用い
た。反射スペクトルが示す吸収ディップと同じ位置に狭

帯域な熱輻射ピークが観測され，キルヒホッフの法則
（すなわち吸収率＝1－反射率－透過率＝放射率，ここで
透過率は 0）を反映した結果が得られた。S2に関して，
熱輻射スペクトルの温度依存性を Fig. 5に示す。熱輻射
強度はサンプル温度が高温になるほど大きくなり，
1000℃程度までそのスペクトル形状を変化させることな
く安定した熱輻射特性が確認された。1000℃で測定した
黒体塗料（JSC-3号，ジャパンセンサー）の熱輻射スペ
クトルを比較のため示しているが，MIM構造表面から
の熱輻射光は共鳴波長以外の波長域で不要な輻射が抑制
されており，良好な波長選択性が一目瞭然である。ま
た，1000℃での加熱後も膜の剥離や微細構造の形状変化
は見られなかった。我々のサンプルホルダーの仕様上，
1000℃を大きく超えての加熱は未検討であるが，本研究
で使用した Mo および Al2O3の融点は十分に高いため
（融点はそれぞれ約 2600℃および 2070℃），さらに高温
での使用にも耐えられると期待される。
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Fig. 4. Simulated reflectance spectra obtained by RCWA
method (a), measured reflectance spectra (b) and measured
emissivities (c) are shown. The variable parameters are d＝0.7
μm, p＝1.0 μm and t＝50 nm for S1, d＝1.8 μm, p＝3.0 μm
and t＝150 nm for S2, d＝2.6 μm, p＝3.0 μm and t＝150 nm
for S3, respectively. The emissivities were obtained at around
600℃.

Fig. 5. Temperature-dependent emission spectra of the
sample S2 which has the resonant peak (R2) at λ＝6.0 μm. A
blackbody emission spectrum at 1000℃ is also shown for
comparison.

Fig. 6. The emission intensity at the resonant wavelength
(R2, λ＝6.0 μm) is plotted against the temperature.



共鳴波長（R2，λ＝6.0 μm）における熱輻射強度を温
度に対してプロットしたグラフを Fig. 6に示す。おおよ
そプランクの式に基づいた結果が得られ，高温になれば
なるほど大きい熱輻射強度が得られることがわかる。
サンプル S3について，熱輻射スペクトルの出射角依
存性を Fig. 7に示す。3. 1節で述べたように，長波長側
の磁気プラズモンモードによる吸収（R2）は，入射角
依存性が小さい。そのため出射角が髙角度でも，ピーク
波長を変えることなく輻射強度が減衰するのみである。
輻射強度は表面垂直方向を中心におおむね分布してお
り，このことはエミッターとしては利点になると考えら
れる。一方，短波長側の電気プラズモンモードによる吸
収（R1）は入射角依存性があるため，出射角度の変化
によってピーク波長と輻射強度がともに変化し，波長選
択性が損なわれてしまう。狭帯域な赤外光源としての応
用を考えた場合，出射角依存性があるのは好ましくな
い。ただし黒体輻射のスペクトルを考慮すると，よほど
高温での使用でない限り短波長側での熱輻射エネルギー
の割合はさほど大きくない。そのため実用的な観点から
は，長波長側の磁気プラズモンモード（R2）に主眼を
置いた構造設計が重要であるといえる。

4．今 後 の 展 開

本稿では高融点金属としてモリブデンを採用し，高温
耐熱性と狭帯域赤外輻射の双方を満たす構造を提案し
た。一方序論で述べたように，従来のプラズモニクスや
メタマテリアルの分野では金属材料として貴金属である
金や銀を用いた例が圧倒的に多く，高融点材料を用いた
研究は盲点となっていた。これは，金や銀などの貴金属
は可視域や近赤外域において誘電損失が小さく，基礎・
応用いずれの観点からも好ましい材料とみなされてきた
ためであろう。しかしながら中赤外域に着目すると，こ
の波長域では必ずしも金や銀が他の金属と比べてはるか

に優れているというわけではないことがわかる。Fig. 8

に金，アルミニウム，モリブデンおよびタングステンの
誘電関数を示す13, 14)。誘電関数の実部および虚部いずれ
においても中赤外域での挙動は類似しており，実部・虚
部ともに誘電関数の値の大きさは最大でもせいぜい数倍
程度しか異なっていないことがわかる。実際にこれらの
誘電関数を用い，同じ構造とパラメータを有する MIM

構造の反射率シミュレーションを行った結果を，Fig. 9

に示す。反射率のディップが生じる波長に多少の差異は
あるものの，ほとんど同等となることがわかる。現在ま
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Fig. 7. Angle-dependent emission spectra of the sample S3
obtained at around 600℃.

Fig. 8. Retrieved dielectric functions of Au, Al, Mo and W
taken from the litterature [13, 14]. The real part (top) and the
imaginary part (bottom) are shown.

Fig. 9. Simulated reflectance spectra of disk-arrayed MIM
structures with various metals. The identical structural
parameters are used for each spectrum simulation.



だ試作検討は行っていないが，高融点金属として今回用
いたモリブデンの代わりに，さらに高融点のタングステ
ンを用いても，ほぼ同様の結果が得られると期待でき
る。
一方，本稿では高融点金属としてモリブデンを用いた
が，大気中では高温で酸化するため，真空中または不活
性ガス中での動作に限られてしまう。そのため，赤外光
源としての応用においては，白熱電球などのようにガラ
スなどの管球中に封入する必要性がある。その結果，長
波長側の赤外線が管球の材料によって吸収され，輻射強
度が大きく損なわれてしまう。そこで，大気中でも高温
動作するような材料を用いることが可能となれば，管球
封入の必要性がなくなり，実用面において大きなメリッ
トになるであろう。そのような観点から我々は現在，高
温で高い耐酸化性を有する合金系や化合物系の材料を用
いた開発を進めている。

5．ま と め

本稿では，コロイドリソグラフィ法と反応性イオンエ
ッチングを用いたMIM構造から成る波長選択熱輻射体
を紹介した。これらは中赤外域において狭帯域な吸収お
よび輻射特性を有し，コロイドのサイズやエッチングの
条件などのパラメータを最適化することによって容易に
吸収・輻射波長を制御することができる。コロイドリソ
グラフィ法を用いることで比較的大面積な熱輻射赤外光
源を作製可能である。また高融点を有するモリブデンお
よび酸化アルミニウムを用いることで，1000℃程度の高
温まで安定した熱輻射特性を示すことを確認した。中赤

外域での高融点金属の誘電関数を考慮すると，本稿で示
した結果と同等の特性を有する材料がモリブデン以外に
も多数存在すると考えられる。今後，真空中のみならず
大気中でも高温動作可能な材料を探査していくことで，
大面積赤外ヒーターや高出力赤外光源といった応用が実
現されていくものと期待している。
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