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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
測定対象物に対して第１方向に第１磁場を印加する磁場印加部と、
前記測定対象物に対して第２方向に交流磁場である第２磁場を印加するインダクタ部と
、
前記インダクタ部と接続されて発振回路を形成し、素子パラメータを変化することによ
り前記第２磁場の周波数を変化させる発振回路形成部と、
前記第２磁場の周波数に対応する前記発振回路の発振周波数を計数する発振周波数計数
部と、
前記発振周波数と前記素子パラメータとを関連づけて、前記発振周波数の前記素子パラ
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メータについての関数として表現される前記測定対象物の電子スピン共鳴スペクトルを取
得するスペクトル取得部と、
を備える電子スピン共鳴測定装置。
【請求項２】
前記発振回路形成部は容量可変キャパシタを含み、前記素子パラメータは前記容量可変
キャパシタのキャパシタンスである、請求項１に記載の電子スピン共鳴測定装置。
【請求項３】
前記発振回路形成部は可変抵抗を含み、前記素子パラメータは前記可変抵抗の抵抗値で
ある、請求項１又は２に記載の電子スピン共鳴測定装置。
【請求項４】
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前記インダクタ部と前記発振回路形成部とにより形成される前記発振回路は電圧制御発
振器であり、前記素子パラメータは電圧である、請求項１〜３のいずれかに記載の電子ス
ピン共鳴測定装置。
【請求項５】
前記第１磁場は所定の強度を有する直流磁場である、請求項１〜４のいずれかに記載の
電子スピン共鳴測定装置。
【請求項６】
前記インダクタ部と前記発振回路形成部とは、同一の半導体装置上に形成されている、
請求項１〜５のいずれかに記載の電子スピン共鳴測定装置。
【請求項７】
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測定対象物に対して第１方向に第１磁場を印加し第２方向に交流磁場である第２磁場を
印加することにより、前記測定対象物において発生する電子スピン共鳴のスペクトルであ
る電子スピン共鳴スペクトルを測定する電子スピン共鳴測定装置に用いられる半導体装置
であって、
前記第２磁場を発生するインダクタ部と、
前記インダクタ部と接続されて発振回路を形成し、素子パラメータを変化することによ
り前記第２磁場の周波数を変化させる発振回路形成部と、を備え、
前記電子スピン共鳴スペクトルは、前記第２磁場の周波数に対応する前記発振回路の発
振周波数の前記素子パラメータについての関数として表現される、半導体装置。
【請求項８】

20

前記発振回路形成部は、キャパシタンスが印加する電圧により調整可能なバラクタを含
む、請求項７に記載の半導体装置。
【請求項９】
交流磁場である第２磁場を発生するインダクタ部と、前記インダクタ部と接続されて発
振回路を形成し素子パラメータを変化することにより前記第２磁場の周波数を変化させる
発振回路形成部と、を備える電子スピン共鳴測定装置における電子スピン共鳴の測定方法
であって、
測定対象物に対して第１方向に第１磁場を印加するステップと、
前記素子パラメータを所定の範囲にて変化させながら前記第２磁場を前記測定対象物に
対して第２方向に印加するステップと、
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前記素子パラメータの各値における前記発振回路の発振周波数を計数するステップと、
前記発振周波数と前記素子パラメータとを関連づけて、前記発振周波数の前記素子パラ
メータについての関数として表現される前記測定対象物の電子スピン共鳴スペクトルを取
得するステップと、
を含む電子スピン共鳴の測定方法。
【請求項１０】
前記第２磁場が前記測定対象物に印加されていないときの前記発振周波数と前記素子パ
ラメータとの関係を表現するバックグラウンド関数を取得するステップをさらに含む、請
求項９に記載の電子スピン共鳴の測定方法。
【請求項１１】
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前記電子スピン共鳴スペクトルと前記バックグラウンド関数との交点を算出して前記測
定対象物の電子スピン共鳴角周波数を算出するステップをさらに含む請求項１０に記載の
電子スピン共鳴の測定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、電子スピン共鳴測定装置、電子スピン共鳴を測定するための半導体装置、及
び、電子スピン共鳴の測定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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従来、分子中や遷移金属に含まれる不対電子（互いに逆向きのスピンを有する２つの電
子が対になっていない状態の電子）を測定するために、電子スピン共鳴を測定することが
知られている。不対電子の存在は、例えば、分子の反応性及び遷移金属などの磁性特性に
影響を及ぼす。
【０００３】
電子スピン共鳴とは、分子中や磁性体材料などに所定の周波数（エネルギー）を有する
磁界を印加した際に、分子中や磁性体材料に含まれる不対電子がより高いエネルギー準位
に励起される現象である。電子スピン共鳴の発生時に測定対象に印加した磁界の測定対象
による吸収量及び／又は上記の所定の周波数などを測定することにより、測定対象の分子
や磁性体材料などの種類や、測定対象の分子や磁性体材料などに含まれる不対電子量を測
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定できる。
【０００４】
例えば、非特許文献１には、ＬＣ発振器と周波数分離器とを１チップの半導体装置上に
形成した電子スピン共鳴検出器が開示されている。非特許文献１の電子スピン共鳴検出器
においては、室温（ただし、冷却が必要）において１０８スピン／（ＧＨｚ）１／２の感
度にて電子スピン（すなわち、不対電子量）を検出している。
【０００５】
また、特許文献１には、サンプルに磁場を印加する磁石と、サンプルと一定関係の位置
に配置されたインダクタと、インダクタに交流電流を供給する交流電圧源およびオペアン
プと、その交流電流の周波数を変化させる周波数調整部と、変化された周波数ごとにイン
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ダクタのインダクタンスを計測するインダクタンス計測部と、を備えた磁気共鳴測定装置
が開示されている。
特許文献１の磁気共鳴測定装置は、計測されたインダクタンスの虚部が特徴的な変化傾
向を示す周波数に基づいて、サンプルの物性値を特定している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第５１３５５７８号公報
【非特許文献】
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【０００７】
【非特許文献１】ジェンス・アンダース（Ｊｅｎｓ
アンゲルホーファー（Ａｌｅｘａｎｄｅｒ

Ａｎｄｅｒｓ）、アレクサンダー・

Ａｎｇｅｒｈｏｆｅｒ）、ジオヴァニ・ボエ

ロ（Ｇｉｏｖａｎｎｉ

Ｂｏｅｒｏ）、「Ｋ−バンド・シングルチップ・電子スピン共鳴

検出器（Ｋ−ｂａｎｄ

ｓｉｎｇｌｅ−ｃｈｉｐ

ｏｎａｎｃｅ

ｅｌｅｃｔｒｏｎ

ｓｐｉｎ

ｒｅｓ

ｄｅｔｅｃｔｏｒ）」、ジャーナル・オブ・マグネティック・レゾナンス

（Ｊｏｕｒｎａｌ

ｏｆ

Ｍａｇｎｅｔｉｃ

Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ）、エルゼビア（ＥＬ

ＳＥＶＩＥＲ）（オランダ）、２０１２年、第２１７巻、ｐ．１９−２６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００８】
従来の電子スピン共鳴検出器及び磁気共鳴測定装置においては、不対電子量に対する測
定信号（非特許文献１の電子スピン共鳴検出器において、測定信号はＬＣ共振器の共振周
波数変化。特許文献１の磁気共鳴測定装置において、測定信号はインダクタのインダクタ
ンス。）の感度が低かった。そのため、例えば、非特許文献１においては、測定信号の測
定感度を上げるために、ＰＬＬ回路（Ｐｈａｓｅ

Ｌｏｃｋｅｄ

Ｌｏｏｐ、位相同期回

路）とロックインアンプとを用いて測定信号を検出していた。
【０００９】
また、従来の電子スピン共鳴検出器及び磁気共鳴測定装置においては、測定対象に印加
する磁界の強度や周波数を直接変化することにより、上記の測定信号を得ていた。電子ス
ピン共鳴の測定においては、測定対象に印加する磁界の強度は大きく、強磁界の磁界強度
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を変化させるためには、大規模な電磁石などを用いる必要があった。
【００１０】
さらに、測定対象に印加する磁界の周波数は高く（ＭＨｚ〜ＧＨｚオーダー）、従来の
電子スピン共鳴の測定装置を扱うためには、高周波数の信号を扱うための専門的な知識を
必要としていた。
【００１１】
本発明の課題は、電子スピン共鳴測定装置において、測定装置の構造を単純化しより簡
単に電子スピン共鳴を測定することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
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以下に、課題を解決するための手段として複数の態様を説明する。これら態様は、必要
に応じて任意に組み合せることができる。
本発明の一見地に係る電子スピン共鳴測定装置は、磁場印加部と、インダクタ部と、発
振回路形成部と、発振周波数計数部と、スペクトル取得部と、を備える。
磁場印加部は、測定対象物に対して第１方向に第１磁場を印加する。インダクタ部は、
測定対象物に対して第２方向に第２磁場を印加する。第２磁場は交流磁場である。
発振回路形成部は、インダクタ部と接続されて発振回路を形成する。また、発振回路形
成部は、素子パラメータを変化することにより第２磁場の周波数を変化させる。発振周波
数計数部は、インダクタ部と発振回路形成部とにより形成される発振回路の発振周波数を
計数する。発振回路の発振周波数は、第２磁場の周波数に対応する。
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スペクトル取得部は、発振周波数と素子パラメータとを関連づけて、測定対象物の電子
スピン共鳴スペクトルを取得する。電子スピン共鳴スペクトルは、発振周波数の素子パラ
メータについての関数として表現される。
【００１３】
上記の電子スピン共鳴測定装置においては、磁場印加部が測定対象物に対して第１方向
に第１磁場を印加した状態にて、インダクタ部が第２磁場を測定対象物に対して第２方向
に印加する。このとき、発振回路形成部の素子パラメータを変化させることにより、イン
ダクタ部から発生する第２磁場の周波数を変化させる。その結果、第２磁場が所定の周波
数になった時に、測定対象物において電子スピン共鳴が発生する。
【００１４】
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測定対象物に第１磁場と第２磁場とが印加された状態にて、発振周波数計数部が、イン
ダクタ部と発振回路形成部とにより形成される発振回路の発振周波数を計数する。このと
き、発振回路の発振周波数は、第２磁場の周波数に対応している。その後、スペクトル取
得部が、計数した発振周波数と素子パラメータとを関連づけて、電子スピン共鳴スペクト
ルを取得する。
【００１５】
上記の電子スピン共鳴測定装置においては、発振回路形成部の素子パラメータを変化す
ることにより、測定対象物に印加する第２磁場の周波数を変化している。これにより、高
周波信号についての高度な知識を必要とすることなく、測定対象物に対して周波数を変化
した第２磁場を印加できる。その結果、電子スピン共鳴の測定が簡単になる。
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【００１６】
また、上記の電子スピン共鳴測定装置においては、スペクトル取得部が、インダクタ部
と発振回路形成部とにより形成される発振回路の発振周波数の、発振回路形成部の素子パ
ラメータについての関数として電子スピン共鳴スペクトルを取得している。これにより、
電子スピン共鳴により影響される測定信号（発振周波数）の測定感度を高めることなく、
電子スピン共鳴スペクトルを取得できる。すなわち、上記の電子スピン共鳴測定装置にお
いては、測定信号の測定感度を高める装置などが不要となる。その結果、電子スピン共鳴
測定装置の構造を単純化できる。
【００１７】
上記の電子スピン共鳴測定装置において、発振回路形成部は容量可変キャパシタを含ん
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でいてもよい。このとき、素子パラメータは容量可変キャパシタのキャパシタンスである
。これにより、容量可変キャパシタとインダクタ部とによりＬＣ発振回路を形成できる。
そして、容量可変キャパシタのキャパシタンスを変更して第２磁場の周波数を変化できる
。
【００１８】
上記の電子スピン共鳴測定装置において、発振回路形成部は可変抵抗を含んでいてもよ
い。このとき、素子パラメータは可変抵抗の抵抗値である。これにより、可変抵抗とイン
ダクタ部とによりＬＲ発振回路を形成できる。その結果、可変抵抗の抵抗値を変更して第
２磁場の周波数を変化できる。
【００１９】
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上記の電子スピン共鳴測定装置において、インダクタ部と発振回路形成部とにより形成
される発振回路は電圧制御発振器であってもよい。このとき、素子パラメータは電圧であ
る。これにより、電圧を制御信号として第２磁場の周波数を変化できる。
【００２０】
上記の電子スピン共鳴測定装置において、第１磁場は所定の強度を有する直流磁場であ
ってもよい。これにより、上記の電子スピン共鳴測定装置においては、磁場の強度を変更
するために大規模な電磁石などが不要となる。その結果、電子スピン共鳴測定装置を小規
模化できる。
【００２１】
上記の電子スピン共鳴測定装置において、インダクタ部と発振回路形成部とは、同一の
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半導体装置上に形成されていてもよい。これにより、電子スピン共鳴測定装置を小規模化
できる。
【００２２】
本発明の他の見地に係る半導体装置は、測定対象物に対して第１方向に第１磁場を印加
し第２方向に交流磁場である第２磁場を印加することにより、測定対象物において発生す
る電子スピン共鳴のスペクトルである電子スピン共鳴スペクトルを測定する電子スピン共
鳴測定装置に用いられる半導体装置である。半導体装置は、インダクタ部と発振回路形成
部とを備える。
インダクタ部は、第２磁場を発生する。発振回路形成部は、インダクタ部と接続されて
発振回路を形成する。また、発振回路形成部は、素子パラメータを変化することにより第
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２磁場の周波数を変化させる。
また、上記の半導体装置においては、電子スピン共鳴スペクトルは、第２磁場の周波数
に対応する発振回路の発振周波数の素子パラメータについての関数として表現される。
【００２３】
発振回路形成部は、キャパシタンスが印加する電圧により調整可能なバラクタを含んで
いてもよい。これにより、電圧により簡単に発振回路の発振周波数を変更できる。
【００２４】
本発明のさらに他の見地に係る電子スピン共鳴の測定方法は、電子スピン共鳴測定装置
における電子スピン共鳴の測定方法である。電子スピン共鳴測定装置は、インダクタ部と
発振回路形成部とを備える。インダクタ部は、交流磁場である第２磁場を発生する。発振
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回路形成部は、インダクタ部と接続されて発振回路を形成する。また、発振回路形成部は
、素子パラメータを変化することにより第２磁場の周波数を変化させる。
【００２５】
上記の電子スピン共鳴の測定方法は、以下のステップを含む。
◎測定対象物に対して第１方向に第１磁場を印加するステップ。
◎素子パラメータを所定の範囲にて変化させながら第２磁場を測定対象物に対して第２
方向に印加するステップ。
◎素子パラメータの各値における発振回路の発振周波数を計数するステップ。
◎発振周波数と素子パラメータとを関連づけて、電子スピン共鳴スペクトルを取得する
ステップ。
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【００２６】
上記の電子スピン共鳴の測定方法においては、発振回路形成部の素子パラメータを所定
の範囲にて変化させながら第２磁場を測定対象物に印加している。これにより、高周波信
号についての高度な知識を必要とすることなく、測定対象物に対して周波数を変化した第
２磁場を印加できる。その結果、電子スピン共鳴の測定が簡単になる。
【００２７】
また、上記の電子スピン共鳴の測定方法においては、電子スピン共鳴スペクトルは、イ
ンダクタ部と発振回路形成部とにより形成される発振回路の発振周波数と、発振回路形成
部の素子パラメータとを関連づけることにより取得される。すなわち、電子スピン共鳴ス
ペクトルは、上記の発振周波数の上記素子パラメータとしての関数として取得される。

10

これにより、電子スピン共鳴測定装置において、電子スピン共鳴により影響される測定
信号の測定感度を高めることなく、電子スピン共鳴スペクトルを取得できる。
【００２８】
上記の電子スピン共鳴の測定方法は、第２磁場が測定対象物に印加されていないときの
発振回路の発振周波数と素子パラメータとの関係を表現するバックグラウンド関数を取得
するステップをさらに含んでいてもよい。
これにより、測定対象物の電子スピン共鳴による影響を受けない場合の発振周波数の素
子パラメータとしての関数（バックグラウンド関数）を取得できる。
【００２９】
上記の電子スピン共鳴の測定方法は、電子スピン共鳴スペクトルとバックグラウンド関
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数との交点を算出して測定対象物の電子スピン共鳴角周波数を算出するステップをさらに
含んでいてもよい。これにより、比較的簡単な方法により電子スピン共鳴角周波数を取得
できる。
【発明の効果】
【００３０】
上記の電子スピン共鳴測定装置、半導体装置、及び電子スピン共鳴の測定方法により、
電子スピン共鳴の測定装置の構造を単純化できる。また、より簡単に電子スピン共鳴を測
定できる。
【図面の簡単な説明】
30

【００３１】
【図１】電子スピン共鳴測定装置の全体構成を示す図。
【図２】半導体装置と磁場印加部の線Ａ−Ａ

における断面図。

【図３】半導体装置の構成を示す図。
【図４】素子パラメータ調整部と発振周波数計数部とを有する半導体装置を示す図。
【図５Ａ】容量可変キャパシタを含んだ発振回路形成部の一例を示す図。
【図５Ｂ】ＡＭＯＳ構造を有するバラクタを示す図。
【図５Ｃ】ＩＭＯＳ構造を有するバラクタを示す図。
【図５Ｄ】本実施形態における容量可変キャパシタの構成を示す図。
【図５Ｅ】可変抵抗を含んだ発振回路形成部の一例を示す図。
【図６】制御部の構成を示す図。

40

【図７】電子スピン共鳴の原理を示す模式図。
【図８】発振回路の発振周波数とキャパシタンスとの関係を示す図。
【図９Ａ】電子スピン共鳴スペクトルの取得方法を示すフローチャート。
【図９Ｂ】バックグラウンド関数を取得するステップを含む電子スピン共鳴スペクトルの
取得方法を示すフローチャート。
【図９Ｃ】測定対象物の同定及び／又は定量方法を示すフローチャート。
【図１０Ａ】電子スピン共鳴スペクトルの一例を示す図。
【図１０Ｂ】発振周波数の実測値からバックグラウンド周波数を差し引いて電子スピン共
鳴スペクトルとした場合の、電子スピン共鳴スペクトルを示す図。
【図１１】無影響スペクトル部分からバックグラウンド関数を算出する方法を模式的に示
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す図。
【図１２】発振周波数のキャパシタンスとしての関数として表現される電子スピン共鳴ス
ペクトルの一例を示す図。
【図１３】磁化率と発振周波数との関係に基づいた電子スピン共鳴スペクトルの一例を示
す図。
【図１４】他の実施形態の発振周波数計数部の構成を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
１．第１実施形態
10

（１）全体構成
第１実施形態に係る電子スピン共鳴測定装置１００の構成について説明する。まず、電
子スピン共鳴測定装置１００の全体構成について、図１を用いて説明する。図１は、電子
スピン共鳴測定装置の全体構成を示す図である。電子スピン共鳴測定装置１００は、半導
体装置１と、磁場印加部３と、素子パラメータ調整部５と、発振周波数計数部７と、制御
部９と、を備える。
半導体装置１は、測定対象物Ｍに対して印加する第２磁場を発生する。第２磁場は、半
導体装置１の１の主面上に形成されたインダクタ部１１（図３）から発生する。従って、
第２磁場は、半導体装置１の当該１の主面の法線方向に向けて発生する。
【００３３】
そのため、電子スピン共鳴を測定する際、測定対象物Ｍは、半導体装置１の１の主面上
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に形成されたインダクタ部１１に対応する箇所に配置される。なお、第２磁場を測定対象
物Ｍに十分に吸収させるため、測定対象物Ｍを半導体装置１に配置する際の測定対象物Ｍ
の厚み（高さ）はある程度の高さがある方が好ましい。
また、半導体装置１の構成の詳細については、後ほど詳しく説明する。
【００３４】
磁場印加部３は、図１に示すように、例えば、半導体装置１の左右又は上下方向に、半
導体装置１を挟むように配置される。その結果、磁場印加部３は、半導体装置１の主面に
平行な方向の平行磁場を第１磁場として、測定対象物Ｍに印加できる。
【００３５】
具体的には、図２に示すように、第２磁場は、半導体装置１（インダクタ部１１）の主
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面の法線方向（第２方向）に向けて伝搬する一方、第１磁場は、半導体装置１の主面に平
行な方向、すなわち、第２磁場とは垂直な方向（第１方向）の平行磁場として発生する。
図２は、半導体装置と磁場印加部の線Ａ−Ａ

における断面図である。

なお、第１磁場が発生する第１方向と第２磁場が発生（伝搬）する第２方向とは、垂直
の関係にある場合に限られず、半導体装置１及び磁場印加部３の電子スピン共鳴測定装置
１００への収納効率などを考慮して、任意の角度としてもよい。
【００３６】
また、本実施形態において、磁場印加部３から発生する第１磁場は、所定の強度を有す
る直流磁場である。従って、磁場印加部３としては、例えば、市販の永久磁石などを用い
ることができる。すなわち、電子スピン共鳴測定装置１００においては、磁場の強度を変
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更するために大規模な電磁石などを特に必要としない。その結果、電子スピン共鳴測定装
置１００を小規模化できる。
【００３７】
素子パラメータ調整部５は、制御部９（後述）から入力した素子パラメータ調整信号に
基づいて、半導体装置１に形成された発振回路形成部１３（図３）の素子パラメータを調
整する素子パラメータ制御信号を、発振回路形成部１３に出力する。本実施形態において
、発振回路形成部１３の素子パラメータは、電圧信号などのアナログ信号により制御され
る（すなわち、素子パラメータは電圧であるということもできる）ため、素子パラメータ
調整部５としては、例えば、Ｄ／Ａコンバータ（デジタル−アナログコンバータ）を用い
ることができる。
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【００３８】
発振周波数計数部７は、インダクタ部１１と発振回路形成部１３とにより形成される発
振回路において発生する発振波の発振周波数を計数する。また、発振周波数計数部７は、
計数した発振周波数を制御部９へ送信する。従って、発振周波数計数部７としては、例え
ば、周波数カウンターなどを用いることができる。
【００３９】
制御部９は、測定対象物Ｍの電子スピン共鳴を測定する際の測定条件（例えば、第２磁
場の周波数走査範囲、及び／又は、素子パラメータの変化走査範囲）に基づいて、素子パ
ラメータを調整するための素子パラメータ調整信号を生成し、素子パラメータ調整部５に
出力する。

10

【００４０】
また、制御部９は、発振周波数計数部７から、計数された発振回路の発振周波数ｆを入
力する。その結果、制御部９においては、制御部９において設定された素子パラメータと
、入力した発振回路の発振周波数ｆとを関連づけて、発振周波数ｆの素子パラメータとし
ての関数として表現される電子スピン共鳴スペクトルを取得できる。
なお、制御部９の構成、及び、電子スピン共鳴スペクトルと発振周波数及び素子パラメ
ータとの関係については、後ほど詳しく説明する。
【００４１】
（２）半導体装置の構成
次に、半導体装置１の構成について、図３を用いて説明する。図３は、半導体装置の構
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成を示す図である。半導体装置１は、インダクタ部１１と、発振回路形成部１３と、外部
接続端子１５と、を有する。半導体装置１において、インダクタ部１１と、発振回路形成
部１３と、外部接続端子１５とは、半導体プロセスなどを用いて、半導体基板の１の主面
上に形成されている。
【００４２】
インダクタ部１１は、例えば、半導体装置１の１の主面上に形成された平面コイルであ
る。インダクタ部１１は、発振回路形成部１３（後述）と接続されて発振回路を形成して
いる。その結果、インダクタ部１１には、発振回路形成部１３の素子パラメータにより決
定される発振周波数にて変動する電流が流れる。これにより、インダクタ部１１は、上記
の発振周波数に対応する周波数を有する交流磁場（第２磁場）を、インダクタ部１１の空
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間Ｓ内に発生できる。
【００４３】
発振回路形成部１３は、インダクタ部１１と接続されて発振回路を形成する。また、発
振回路形成部１３は、発振回路形成部１３に含まれる電気素子の素子パラメータを変化す
ることにより、インダクタ部１１とともに形成される発振回路の発振周波数（インダクタ
部１１に流れる電流の周波数）を変化可能となっている。すなわち、発振回路形成部１３
は、素子パラメータを変化することにより、第２磁場の周波数を変化させる。
これにより、高周波信号についての高度な知識を必要とすることなく、測定対象物Ｍに
対して周波数を変化した第２磁場を印加できる。その結果、電子スピン共鳴の測定が簡単
になる。なお、発振回路形成部１３の構成については、後ほど詳しく説明する。
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【００４４】
外部接続端子１５は、半導体装置１に、半導体装置１を駆動する電源（図示せず）、上
記の素子パラメータ調整部５、及び上記の発振周波数計数部７を接続するための接続端子
を提供する。
【００４５】
上記のように、半導体装置１がインダクタ部１１と発振回路形成部１３とを有し、電子
スピン共鳴測定装置１００において半導体装置１を用いることにより、電子スピン共鳴測
定装置１００を小規模化できる。
【００４６】
なお、図４に示すように、素子パラメータ調整部５及び発振周波数計数部７が、半導体
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装置１の１の主面上にさらに形成されていてもよい。すなわち、半導体装置１は、素子パ
ラメータ調整部５と発振周波数計数部７とをさらに有していてもよい。図４は、素子パラ
メータ調整部と発振周波数計数部とを有する半導体装置を示す図である。
これにより、電子スピン共鳴測定装置１００において、素子パラメータ調整部５及び発
振周波数計数部７を個別に備える必要がなくなる。すなわち、図４に示すように、制御部
９と半導体装置１のみにより電子スピン共鳴測定装置１００を構成できる。その結果、電
子スピン共鳴測定装置１００をさらに小規模化できる。
【００４７】
また、半導体装置１が発振周波数計数部７をさらに有することにより、電子スピン共鳴
測定装置１００において、高周波信号を発生させる要素を１の半導体装置１に集約できる

10

。すなわち、半導体装置１の外部に高周波信号を取り出す必要がなくなる。その結果、電
子スピン共鳴測定装置１００における高周波信号対策が簡単になる。具体的には、半導体
装置１を用いた電子スピン共鳴測定装置１００において、ケーブルなどを電波吸収材（例
えば、アルミホイルなど）で覆ったり、装置間の接続のためのインピーダンス整合を行っ
たりといった高周波信号対策が不要となる。
【００４８】
なお、例えば周波数カウンターにて構成される発振周波数計数部７、及び、例えばＤ／
Ａコンバータにて構成される素子パラメータ調整部５の、半導体プロセスなどにより形成
される半導体装置１における回路構成は、公知の回路構成を用いることができる。
20

【００４９】
（３）発振回路形成部の構成
次に、発振回路形成部１３の構成について、図５Ａ及び図５Ｅを用いて説明する。図５
Ａは、容量可変キャパシタを含んだ発振回路形成部の一例を示す図である。図５Ｅは、可
変抵抗を含んだ発振回路形成部の一例を示す図である。
図５Ａに示すように、発振回路形成部１３は、容量可変キャパシタ１３１と、発振持続
部１３３と、電流制御部１３５と、を有する。容量可変キャパシタ１３１は、インダクタ
部１１と並列に接続されている。
【００５０】
インダクタ部１１と容量可変キャパシタ１３１とが並列に接続されることにより、ＬＣ
共振回路が形成される。その結果、インダクタ部１１と容量可変キャパシタ１３１におい
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ては、インダクタ部１１のインダクタンスＬと容量可変キャパシタ１３１のキャパシタン
スＣとにより決定される発振周波数（ｆ＝１／（２π（Ｌ×Ｃ）０．５））を有する発振
信号（発振波）が発生する。
【００５１】
また、容量可変キャパシタ１３１は、その容量（キャパシタンスＣ）を変化可能となっ
ている。容量可変キャパシタ１３１のキャパシタンスＣを変化することにより、上記のＬ
Ｃ共振回路における発振信号の周波数を変化できる。その結果、キャパシタンスＣを変化
することにより、インダクタ部１１から発生する第２磁場の周波数（発振波の周波数に対
応）を変化できる。従って、図５Ａに示す発振回路形成部１３においては、第２磁場の周
波数を変化する素子パラメータは、容量可変キャパシタ１３１のキャパシタンスＣである
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。
【００５２】
本実施形態において、容量可変キャパシタ１３１は、「バラクタ」と呼ばれる容量可変
キャパシタである。バラクタは、例えば、半導体装置１上に形成されたＭＯＳ
Ｍｅｔａｌ−Ｏｘｉｄｅ−Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ
ｒａｎｓｉｓｔｏｒ）を用いて構成できる。ＭＯＳ
ＡＭＯＳ（Ａｃｃｕｍｕｌａｔｉｏｎ−Ｍｏｄｅ
ｏｎ−Ｍｏｄｅ

ＦＥＴ（

Ｆｉｅｌｄ−Ｅｆｆｅｃｔ−Ｔ

ＦＥＴを用いたバラクタとしては、
ＭＯＳ）やＩＭＯＳ（Ｉｎｖｅｒｓｉ

ＭＯＳ）などがある。

【００５３】
ＡＭＯＳ構造を有するバラクタは、図５Ｂに示すように、半導体装置１の所定の位置に
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設けられたｎ型井戸（ｎ−ｗｅｌｌ）１３１１ａ中に、不純物をさらに添加してｎ型井戸
よりも電子密度がより高くなった２つの領域１３１２（図５Ｂの「ｎ＋」と示した領域）
を形成し、当該２つの領域１３１２間のｎ型井戸１３１１ａ上に、絶縁層１３１３（例え
ば、酸化膜）を介してゲート電極１３１４を形成したＭＯＳ構造を用いて形成されるバラ
クタである。図５Ｂは、ＡＭＯＳ構造を有するバラクタを示す図である。
【００５４】
ＡＭＯＳ構造のバラクタにおいては、図５ＢのＭＯＳ構造のより電子密度が高くなった
２つの領域１３１２に正電圧である第１電圧Ｖ１が印加され、ゲート電極１３１４に負電
圧である第２電圧Ｖ２が印加される。このような電圧がＭＯＳ構造に印加されたとき、ゲ
ート電極１３１４下のｎ型井戸１３１１ａの領域に存在する電子は、当該ｎ型井戸１３１
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１ａの領域から上記の２つの領域１３１２へと移動する。その結果、ゲート電極１３１４
下のｎ型井戸１３１１ａの領域表面においては、電子が存在しない層（空乏層１３１５）
が形成される。
【００５５】
このとき、上記の第１電圧Ｖ１と第２電圧Ｖ２とが印加された状態にて、ゲート電極１
３１４と領域１３１２との間に交流信号が印加されていると、当該交流信号に対するキャ
パシタンスＣ（Ｃ＝ｄＱ／ｄＶ、Ｑ：充電電荷、Ｖ：印加電圧）が、図５Ｂのキャパシタ
ンスＣと直流電圧（Ｖ１−Ｖ２）の関係を示すグラフのように変化する。このように、Ａ
ＭＯＳ構造のバラクタにおいては、上記の直流電圧である第１電圧Ｖ１と第２電圧Ｖ２と
により、ゲート電極１３１４と領域１３１２との間に印加された交流信号に対するキャパ
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シタンスＣを変化できる。
【００５６】
一方、ＩＭＯＳ構造を有するバラクタは、図５Ｃに示すように、半導体装置１の所定の
位置に設けられたｐ型井戸（ｐ−ｗｅｌｌ）１３１１ｂ中に、電子密度が高い２つの領域
１３１２ａ（図５Ｃの「ｎ＋」と示した領域）と、正孔の密度がｐ型井戸よりも高い領域
１３１２ｂ（図５Ｃの「ｐ＋」と示した領域）とを形成し、電子密度が高い２つの領域１
３１２ａ間のｐ型井戸１３１１ｂ上に絶縁層１３１３を介してゲート電極１３１４を形成
したＭＯＳ構造を用いて形成されるバラクタである。図５Ｃは、ＩＭＯＳ構造を有するバ
ラクタを示す図である。
【００５７】
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ＩＭＯＳ構造のバラクタにおいては、図５ＣのＭＯＳ構造の電子密度が高い２つの領域
１３１２ａ及び正孔の密度が高い領域１３１２ｂに負電圧である第１電圧Ｖ１が印加され
、ゲート電極１３１４に正電圧である第２電圧Ｖ２が印加される。このような電圧がＭＯ
Ｓ構造に印加されたとき、ゲート電極１３１４下のｐ型井戸１３１１ｂの領域に存在する
正孔は、ｐ型井戸１３１１ｂの領域から離れていく。その結果、ゲート電極１３１４下の
ｐ型井戸１３１１ｂの領域表面においては、正孔が存在しない空乏層１３１５が形成され
る。
【００５８】
このとき、上記の第１電圧Ｖ１と第２電圧Ｖ２とが印加された状態にて、ゲート電極１
３１４と領域１３１２ａ、１３１２ｂとの間に交流信号が印加されていると、当該交流信
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号に対するキャパシタンスＣ（Ｃ＝ｄＱ／ｄＶ、Ｑ：充電電荷、Ｖ：印加電圧）が、図５
ＣのキャパシタンスＣと直流電圧（Ｖ１−Ｖ２）の関係を示すグラフのように変化する。
このように、ＩＭＯＳ構造のバラクタにおいても同様に、上記の直流電圧である第１電圧
Ｖ１と第２電圧Ｖ２とにより、ゲート電極１３１４と領域１３１２との間に印加された交
流信号に対するキャパシタンスＣを変化できる。
【００５９】
本実施形態においては、図５Ｃに示すＩＭＯＳ構造を有するバラクタを容量可変キャパ
シタ１３１として用いる。ただし、図５Ａに示す発振回路形成部１３において、発振持続
部１３３を構成するＭＯＳＦＥＴの容量可変キャパシタ１３１が接続されている側の左右
の接点における電位を同じとする必要がある。そのため、本実施形態においては、図５Ｃ
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に示したＩＭＯＳ構造を有するバラクタを２つ直列に接続して、容量可変キャパシタ１３
１とする。
【００６０】
具体的には、図５Ｄに示すように、２つのＩＭＯＳ構造を有するバラクタの領域１３１
２ａ、１３１２ｂを２つのバラクタにおいて共通に接続し、２つのバラクタの当該領域１
３１２ａ、１３１２ｂに素子パラメータ制御信号を入力する。また、一方のバラクタのゲ
ート電極１３１４をインダクタ部１１の一端及び発振持続部１３３の一端に接続し、他方
のバラクタのゲート電極１３１４をインダクタ部１１の他端及び発振持続部１３３の他端
に接続する。図５Ｄは、本実施形態における容量可変キャパシタンスの構成を示す図であ
10

る。
【００６１】
従って、図５Ｄに示す２つのバラクタから構成される容量可変キャパシタ１３１におい
ては、素子パラメータ制御信号（図５Ｂ及び図５Ｃにおける第１電圧Ｖ１に対応）の電圧
値を変化させることにより、２つのバラクタのゲート電極１３１４と領域１３１２ａ、１
３１２ｂとの間の電圧を変化できる。その結果、素子パラメータ制御信号の電圧値により
、容量可変キャパシタ１３１の（発振波に対する）キャパシタンスＣを制御できる。
【００６２】
すなわち、素子パラメータ制御信号の電圧値により、発振回路形成部１３における発振
周波数を制御できる。発振回路形成部１３のように、素子パラメータ制御信号の電圧値よ
り発振周波数を制御可能な発振回路（発振器）は、電圧制御発振器（Ｖｏｌｔａｇｅ
ｏｎｔｒｏｌｌｅｄ

Ｃ
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Ｏｓｃｉｌｌａｔｏｒ、ＶＣＯ）と呼ばれる。

【００６３】
発振回路形成部１３とインダクタ部１１とにより形成される発振回路を、第１電圧Ｖ１
と第２電圧Ｖ２の差を素子パラメータとしたＶＣＯとして形成することにより、本実施形
態の電子スピン共鳴測定装置１００においては、電圧を素子パラメータ制御信号として、
高周波信号に関する高度な知識を必要とすることなく、より簡単に第２磁場の周波数を変
化できる。その結果、電子スピン共鳴の測定が簡単になる。
【００６４】
発振持続部１３３は、容量可変キャパシタ１３１とインダクタ部１１とにより構成され
るＬＣ発振回路に接続され、ＬＣ発振回路において発振信号を持続的に発振させる。一般

30

的に、インダクタ部１１を構成する平面コイルや容量可変キャパシタ１３１にはエネルギ
ー損失成分（典型的には抵抗）が存在し、容量可変キャパシタ１３１とインダクタ部１１
とのみでＬＣ発振回路を形成すると、発振信号（発振波）は減衰（エネルギー損失）する
。発振持続部１３３をＬＣ発振回路に接続して発振信号のエネルギー損失分を補うことに
より、ＬＣ発振回路において発振信号を持続的に発生できる。
【００６５】
電流制御部１３５は、上記のＬＣ発振回路においてインダクタ部１１に流れる電流を制
御する。検討の結果、インダクタ部１１に流れる電流値によっては、測定対象物Ｍにおけ
る電子スピン共鳴現象が飽和してしまうことが分かった。
電流制御部１３５によりインダクタ部１１に流れる電流値を制御することにより、測定
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対象物Ｍにおける電子スピン共鳴現象が飽和することを抑制できる。その結果、より正確
に電子スピン共鳴スペクトルを取得できる。なお、電流制御部１３５は、例えば、テール
電流源である。
【００６６】
なお、変形例として、図５Ｅに示すように、可変抵抗１３１

を含む発振回路形成部１

３とインダクタ部１１とを接続して発振回路を形成してもよい。この場合、素子パラメー
タは可変抵抗１３１

の抵抗値である。これにより、可変抵抗１３１

１とによりＬＲ発振回路を形成できる。その結果、可変抵抗１３１

とインダクタ部１
の抵抗値を変更して

第２磁場の周波数を変化できる。図５Ｅは、可変抵抗を含んだ発振回路形成部の一例を示
す図である。
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は、例えば、ＦＥＴ（Ｆｉｅｌｄ

Ｅｆｆｅｃｔ

Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ、電界効果トランジスタ）などにより形成できる。可変抵抗１３１
をＦＥＴなどのトランジスタにより形成することにより、ＦＥＴなどのトランジスタ（
のゲート電極やベース電極）に印加する電圧を素子パラメータ制御信号として変化するこ
とにより、可変抵抗１３１

の抵抗値を変化できる（すなわち、第２磁場の周波数を変化

できる）。
【００６７】
（４）制御部の構成
次に、制御部９の構成について、図６を用いて説明する。図６は、制御部の構成を示す
図である。本実施形態において、制御部９は、例えば、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ
ｃｅｓｓｉｎｇ

Ｕｎｉｔ）と、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ

、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ

Ｏｎｌｙ

Ａｃｃｅｓｓ

Ｐｒｏ

10

Ｍｅｍｏｒｙ）

Ｍｅｍｏｌｙ）、ハードディスクなどの記憶装置と、各

種インターフェースなどを備えたコンピュータである。また、以下に示す制御部９の各機
能の一部又は全部は、コンピュータ上にて実行されるプログラムにより実現されていても
よい。また、制御部９の各機能の一部又は全部は、カスタムＩＣなどにより実現されてい
てもよい。
【００６８】
制御部９は、素子パラメータ設定部９１と、発振周波数受信部９３と、スペクトル取得
部９５と、同定部９７と、を有する。
素子パラメータ設定部９１は、上記の発振回路形成部１３の素子パラメータの設定値（
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素子パラメータ調整信号）を素子パラメータ調整部５に送信する。この結果、素子パラメ
ータ調整部５は、素子パラメータ調整信号に基づいて、素子パラメータ制御信号を生成で
きる。
【００６９】
電子スピン共鳴測定装置１００において電子スピン共鳴スペクトル及び／又はバックグ
ラウンド関数（後述）を取得する際、素子パラメータ設定部９１は、素子パラメータを所
定の範囲にて変化させる素子パラメータ調整信号を生成し、出力する。例えば、測定開始
時の素子パラメータの値と、測定終了時の素子パラメータの値と、素子パラメータの変化
割合（変化時間）を素子パラメータ設定部９１にて設定することにより、素子パラメータ
を所定の範囲にて変化させる素子パラメータ調整信号を生成できる。
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【００７０】
発振周波数受信部９３は、発振周波数計数部７において測定された、上記の発振回路の
発振周波数ｆの測定値を受信する。
スペクトル取得部９５は、発振周波数受信部９３にて受信した発振周波数ｆと、素子パ
ラメータ設定部９１にて設定された素子パラメータとを関連づけて、測定対象物Ｍの電子
スピン共鳴スペクトルを取得する。すなわち、スペクトル取得部９５は、素子パラメータ
調整信号の各信号値（素子パラメータ値）と、上記各信号値（素子パラメータ値）におけ
る上記の発振回路の発振周波数とを関連づけて、電子スピン共鳴スペクトルを取得する。
これにより、スペクトル取得部９５は、電子スピン共鳴スペクトルを、素子パラメータ値
と発振周波数データとの集合体として取得できる。
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【００７１】
これにより、電子スピン共鳴により影響される測定信号（発振周波数）の測定感度を高
めることなく、電子スピン共鳴スペクトルを取得できる。すなわち、電子スピン共鳴測定
装置１００においては、測定信号の測定感度を高める装置などが不要となる。その結果、
電子スピン共鳴測定装置１００の構造を単純化できる。
【００７２】
また、スペクトル取得部９５は、バックグラウンド関数を取得する。バックグラウンド
関数は、測定対象物Ｍに第２磁場が印加されていないときの発振回路の発振周波数（バッ
クグラウンド周波数ｆＢ）と素子パラメータとの関係を表現する関数である。スペクトル
取得部９５がバックグラウンド関数を取得することにより、スペクトル取得部９５は、測
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定対象物Ｍの磁化率の変化に起因する発振周波数変化のみを含む電子スピン共鳴スペクト
ルを取得できる。
【００７３】
同定部９７は、スペクトル取得部９５から入力した電子スピン共鳴スペクトルを用いて
測定対象物Ｍの同定を行う。本実施形態において、測定対象物Ｍの同定は、得られた電子
スピン共鳴スペクトルから測定対象物Ｍの電子スピン共鳴角周波数ν（後述）を算出し、
算出した電子スピン共鳴角周波数νを用いて行う。なお、電子スピン共鳴スペクトルから
測定対象物Ｍの電子スピン共鳴角周波数νを算出する方法、及び、電子スピン共鳴角周波
数νを用いた測定対象物Ｍの同定方法については後述する。
【００７４】

10

（５）電子スピン共鳴測定装置の動作
Ｉ．電子スピン共鳴の測定原理
（ｉ）電子スピン共鳴の原理
次に、本実施形態に係る電子スピン共鳴測定装置１００の動作について説明する。まず
、電子スピン共鳴の原理について、図７を用いて説明する。図７は、電子スピン共鳴の原
理を示す模式図である。電子スピン共鳴は、測定対象物Ｍに磁場を印加する前と後におい
て、測定対象物Ｍ中の不対電子の状態が変化することにより発生する。従って、以下にお
いては、測定対象物Ｍに磁場を印加したときの不対電子の状態を説明しながら、電子スピ
ン共鳴の原理を説明する。
【００７５】
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測定対象物Ｍに磁場が印加されていない場合、測定対象物Ｍ中に含まれる不対電子は、
ランダムな方向を向いている（図７の（１））。このような測定対象物Ｍに直流磁場であ
る第１磁場（磁界強度：Ｈ１）が印加されると、不対電子の自転（スピン）の軸が、不対
電子のスピンの回転方向によって、平行（図７では右回りのスピン）又は反平行（図７で
は左回りのスピン）に向く。
【００７６】
このとき、不対電子は、より高いエネルギー準位Ｅ１に存在するもの（自転軸が第１磁
界に対して反平行に向いた電子）と、より低いエネルギー準位Ｅ２に存在するもの（自転
軸が第１磁界に対して平行に向いた電子）とに分離する（図７の（２））。
このとき、より高いエネルギー準位Ｅ１とより低いエネルギー準位Ｅ２との差Ｅ１−Ｅ
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２は、第１磁場の磁界強度Ｈ１に比例することが知られている。すなわち、Ｅ１−Ｅ２＝

ｇβＨ１と表現されることが知られている。上記の式において、βは定数である。また、
ｇは「ｇ値」と呼ばれ、測定対象物Ｍに特有の定数である。従って、測定された電子スピ
ン共鳴（スペクトル）からｇ値を算出することにより、測定対象物Ｍが同定できる。
【００７７】
測定対象物Ｍに第１磁場を印加した状態（図７の（２）の状態）において、さらに交流
磁場である第２磁場を印加したとき、第２磁場がある所定の周波数（電子スピン共鳴角周
波数ν（後述））を有する場合に、第２磁場は測定対象物Ｍに最も吸収される。このとき
、測定対象物Ｍにおいては、より低いエネルギー準位Ｅ２に存在していた不対電子が、よ
り高いエネルギー準位Ｅ１に遷移する（図７の（３））。
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【００７８】
これは、第２磁場のエネルギー（ｈν、ｈ：プランク定数）がエネルギー差Ｅ１−Ｅ２
（ｇβＨ１）と一致したとき（すなわち、ｈν＝ｇβＨ１のとき）に、より低いエネルギ
ー準位Ｅ２に存在する不対電子が第２磁場からエネルギーを受けた結果、より高いエネル
ギー準位Ｅ１に遷移できることにより生じる現象である。
【００７９】
上記の式から、第１磁場が所定の強度を有する場合（すなわち、磁界強度Ｈ１が一定値
の場合）、上記の電子スピン共鳴角周波数νは、測定対象物Ｍに固有の値となる。従って
、第１磁場を所定の強度を有する直流磁場としておくことにより、第２磁場の周波数があ
る固有の周波数（電子スピン共鳴角周波数ν）となったときに第２磁場の大きな吸収が生
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じることを利用して、測定対象物Ｍの電子スピン共鳴を検出できる。また、第２磁場の周
波数をある所定の範囲にて変化し、当該範囲内に上記の固有の周波数（電子スピン共鳴角
周波数ν）が存在した場合には、測定対象物Ｍの電子スピン共鳴スペクトルを測定できる
。
【００８０】
（ｉｉ）電子スピン共鳴が発振回路に及ぼす影響
次に、測定対象物Ｍにおいて発生した電子スピン共鳴の、インダクタ部１１と発振回路
形成部１３とにより形成される発振回路の動作への影響について説明する。
図７に示すように、第１磁場のみが印加されているときの不対電子のエネルギー状態（
またはスピン状態）は、第２磁場が印加されて電子スピン共鳴が発生したときの不対電子
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のエネルギー状態（スピン状態）から変化している。このような場合、測定対象物Ｍにお
いては、磁化率が変化する。
【００８１】
その結果、電子スピン共鳴が発生していない場合と発生している場合において、測定対
象物Ｍが配置されたインダクタ部１１のインダクタンスＬが変化する。なぜなら、磁化率
が変化するに伴い、インダクタ部１１の空間Ｓの透磁率が変化するからである。
【００８２】
すなわち、測定対象物Ｍにおいて電子スピン共鳴が発生していない（または、測定対象
物Ｍがインダクタ部１１に配置されていない）場合のインダクタ部１１のインダクタンス
をＬ０とし、電子スピン共鳴の影響を考慮したインダクタンスをＬとした場合、電子スピ

20

ン共鳴の影響を考慮したインダクタンスＬは、以下のように表現される。
Ｌ＝（１＋χｒ−ｊχｉ）Ｌ０
【００８３】
上記の式において、χｒは、電子スピン共鳴の発生に伴う磁化率変化の実数部である。
χｉは、電子スピン共鳴の発生に伴う磁化率変化の虚数部である。ｊは、虚数（すなわち
ｊ２＝−１）である。また、上記のχｒ、χｉは、第１磁場の磁束密度と第２磁場の周波
数（発振回路の発振周波数）との関数である。
ここで、χｉが十分に小さく無視できると仮定した場合、インダクタ部１１のインダク
タンスＬは、Ｌ＝（１＋χｒ）Ｌ０と近似できる。
30

【００８４】
ここで、測定対象物Ｍにおいて電子スピン共鳴が発生していない（または、測定対象物
がインダクタ部１１に配置されていない）場合の発振回路の発振周波数ｆｎと、電子スピ
ン共鳴を考慮した場合の発振回路の発振周波数ｆｒとを比較する。
今、図５Ａに示すような、容量可変キャパシタ１３１を含む発振回路形成部１３を用い
た場合の発振回路の発振周波数を考える。容量可変キャパシタ１３１のキャパシタンスを
Ｃとすると、電子スピン共鳴が発生していない場合の発振周波数ｆｎは、以下のように表
現される。
ｆｎ＝１／（２π×（Ｌ０Ｃ）０．５）
【００８５】
一方、電子スピン共鳴を考慮した場合の発振周波数ｆｒは、以下のように表現される。
０．５

ｆｒ＝１／（２π×（ＬＣ）
０．５
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）＝１／（２π×（Ｌ０Ｃ）

０．５

×（１＋χｒ）

）

すなわち、ｆｒ＝ｆｎ／（１＋χｒ）０．５
【００８６】
上記のように、インダクタ部１１と発振回路形成部１３とにより形成される発振回路の
発振周波数は、磁化率が変化することにより、磁化率が変化しない（χｒ＝０）（電子ス
ピン共鳴が発生していない）ときの発振周波数ｆｎから変化することがわかる。すなわち
、インダクタ部１１と発振回路形成部１３とにより形成される発振回路の発振周波数を測
定することにより、測定対象物Ｍにおける電子スピン共鳴を検出できる。なお、上記の磁
化率が変化しないときの発振周波数ｆｎは、後述するバックグラウンド周波数ｆＢに対応
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する周波数である。一方、磁化率の影響を考慮した発振周波数ｆｒは、発振周波数計数部
７にて計数される発振周波数の実測値（ｆ）に対応する。
【００８７】
（ｉｉｉ）素子パラメータと発振周波数
次に、電子スピン共鳴の影響を考慮した発振周波数と、発振回路形成部１３における素
子パラメータとの関係について説明する。電子スピン共鳴の影響を考慮した発振周波数と
素子パラメータとの関係は、以下に示すχｒの公知の解析式と、上記のｆｒ＝ｆｎ／（１
＋χｒ）０．５との式から導き出される。χｒの公知の解析式は、以下のように表現され
る。
【数１】

10

【００８８】
上記の式（数１）において、χ０、Ｔ１、Ｔ２、γ、及びＢａｃは定数である。また、
ω０（Ｂ）は上記において説明した、電子スピン共鳴が発生するときの条件ｇβＨ１＝ｈ
νが成立するときのνに２πを掛けた（すなわち、２πν）値である。従って、ここでは
、ω０（Ｂ）を電子スピン共鳴角速度と呼び、νを電子スピン共鳴角周波数と呼ぶことに
する。上記の電子スピン共鳴角速度ω０（Ｂ）は第１磁場の関数として与えられる。本実
施形態においては、第１磁場は一定であるため、電子スピン共鳴角速度ω０（Ｂ）は、（
第１磁場の大きさにより決定される）一定値である。さらに、上記の数１において、ωは
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、発振回路における発振周波数ｆに２πを掛けた値（角速度）の実測値である。
【００８９】
一方、ｆｒ＝ｆｎ／（１＋χｒ）０．５の式から、χｒ＝（ｆｎ／ｆｒ）２−１と表現
され、また、２πｆｎ＝１／（Ｌ０Ｃ）０．５、２πｆｒ＝ω＝２πｆであるから、χｒ
＝１／（Ｌ０Ｃ×ω２）−１とさらに表現できる。ここで、上記の解析式（数１）の右辺
と、１／（Ｌ０Ｃ×ω２）−１とが等しいため、ω（＝２πｆ）と容量可変キャパシタ１
３１のキャパシタンスＣとの関係は、以下のように表現できる。
【数２】
30
【００９０】
上記の数２を満たすような発振周波数ｆ（ｆ＝ω／（２π））を数値解析法などにより
算出することにより、発振回路の発振周波数ｆのキャパシタンスＣ（素子パラメータ）に
ついての関数（すなわち、電子スピン共鳴スペクトル）を、図８に示すように算出できる
。図８は、発振回路の発振周波数（電子スピン共鳴の影響を考慮した発振周波数ｆ（発振
周波数の実測値）と電子スピン共鳴の影響を考慮していない発振周波数（バックグラウン
ド周波数ｆＢ（後述））との差ｆ−ｆＢ）と、キャパシタンスＣとの関係を示す図である
。
【００９１】
なお、数２において、発振回路の発振周波数ｆが電子スピン共鳴角周波数νと等しくな
２

るとき、Ｌ０Ｃ（２πν）
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０．５

＝１となる。すなわち、ν＝１／（２π×（Ｌ０Ｃ）

）と表現される。これは、電子スピン共鳴角周波数νが、バックグラウンド周波数ｆＢ（
＝１／（２π×（Ｌ０Ｃ）０．５））と等しいことを表している。図８に示した差ｆ−ｆ
ＢとキャパシタンスＣとの関係を表したグラフにおいては、当該グラフと横軸との交点に

おけるキャパシタンスＣ０（電子スピン共鳴キャパシタンスＣ０（後述））におけるバッ
クグラウンド周波数ｆＢが、電子スピン共鳴角周波数νに対応する。
【００９２】
後述するように、図８における差ｆ−ｆＢとキャパシタンスＣとの関係を表したグラフ
と横軸との交点は、測定対象物Ｍに第１磁場及び第２磁場を印加したときに得られる電子
スピン共鳴スペクトルと、電子スピン共鳴の影響を考慮しないとき（第２磁場が測定対象
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物Ｍに印加されていないとき）の発振回路の発振周波数と素子パラメータとの関係を表す
バックグラウンド関数（後述）とを同一座標軸上にプロットした場合の、電子スピン共鳴
スペクトルを表すグラフとバックグラウンド関数を表すグラフとの交点（図１１を参照）
に対応する。
【００９３】
このように、本実施形態の電子スピン共鳴測定装置１００においては、電子スピン共鳴
スペクトルと上記のバックグラウンド関数との交点を算出するという比較的簡単な方法に
より、電子スピン共鳴角周波数νを算出できる。すなわち、比較的簡単な方法により、測
定対象物Ｍを同定できる。
【００９４】

10

ＩＩ．電子スピン共鳴スペクトルの取得方法
次に、本実施形態の電子スピン共鳴測定装置１００における電子スピン共鳴スペクトル
の取得方法について、図９Ａを用いて説明する。図９Ａは、電子スピン共鳴スペクトルの
取得方法を示すフローチャートである。以下に説明する電子スピン共鳴スペクトルの取得
方法においては、発振回路形成部１３として、図５Ａに示す容量可変キャパシタ１３１を
含んだ発振回路形成部１３を用いた例を説明する。すなわち、以下の例において、素子パ
ラメータは、容量可変キャパシタ１３１のキャパシタンスＣ、または、素子パラメータ制
御信号の電圧値である。
【００９５】
電子スピン共鳴スペクトルの取得を開始する際、まず、測定対象物Ｍが電子スピン共鳴
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測定装置１００に配置される（ステップＳ１）。具体的には、測定対象物Ｍは、半導体装
置１のインダクタ部１１が形成された主面の、インダクタ部１１（の空間Ｓ）に対応する
位置に配置される。なお、本実施形態においては、測定対象物Ｍの例としてＤＰＰＨ（１
，１−ｄｉｐｈｅｎｙｌ−２−ｐｉｃｒｙｌ−ｈｙｄｒａｚｙｌ）を用いた。
【００９６】
次に、制御部９の素子パラメータ設定部９１において、素子パラメータ（本実施形態に
おいては、容量可変キャパシタ１３１のキャパシタンスＣ、または、容量可変キャパシタ
１３１のキャパシタンスＣを制御する電圧値）の走査範囲を設定する（ステップＳ２）。
素子パラメータの走査範囲は、例えば、走査したい発振回路の発振周波数範囲（すなわち
、第２磁場の周波数の走査範囲）から算出できる。
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【００９７】
その後、測定対象物Ｍに対して第１方向に、所定の強度を有する直流磁場である第１磁
場を印加する（ステップＳ３）。具体的には、例えば、磁場印加部３である永久磁石が、
測定対象物Ｍを載置した半導体装置１を挟むように、半導体装置１の主面に垂直に配置さ
れる（図１）。その結果、半導体装置１上の測定対象物Ｍに対して、半導体装置１の主面
に平行な方向である第１方向に第１磁場が印加される。
このとき、測定対象物Ｍ中の不対電子は、図７の（２）のような状態となっている。す
なわち、測定対象物Ｍ中の不対電子が、不対電子のスピンの方向によって、より高いエネ
ルギー準位Ｅ１に存在する不対電子と、より低いエネルギー準位Ｅ２に存在する不対電子
とに分離される。

40

【００９８】
第１磁場を印加後、インダクタ部１１と発振回路形成部１３とにより形成される発振回
路を動作させる。具体的には、発振回路形成部１３の素子パラメータ（キャパシタンスＣ
）を、素子パラメータの走査範囲内の所定の値に設定し、インダクタ部１１のインダクタ
ンスと素子パラメータ（キャパシタンスＣ）により決定される発振周波数を有する発振波
を発振回路内に発生させる。これにより、インダクタ部１１には、上記の発振周波数に対
応した周波数を有する交流電流が流れ、その結果、インダクタ部１１の空間Ｓから上記の
発振周波数に対応する周波数を有する交流磁場である第２磁場が発生する（ステップＳ４
）。
【００９９】
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発振回路の発振周波数（第２磁場の周波数）が上記の電子スピン共鳴角周波数νに近い
値となった時、測定対象物Ｍの磁化率が変化し、これにより、インダクタ部１１のインダ
クタンスが、測定対象物Ｍに第２磁場が印加されていない場合とは異なる値となる。その
結果、所定の素子パラメータ値（キャパシタンスＣ）におけるバックグラウンド周波数ｆ
Ｂと、当該所定の素子パラメータ値と同じ素子パラメータ値における発振周波数ｆの実測

値とが異なる。すなわち、差ｆ−ｆＢが０（に近い値）でなくなる（ただし、電子スピン
共鳴角周波数νにおいては０となる）。
【０１００】
測定対象物Ｍに第１磁場と第２磁場とを印加した状態にて、発振周波数計数部７が発振
回路の発振周波数を計数する（ステップＳ５）。次に、制御部９のスペクトル取得部９５

10

が、素子パラメータ設定部９１から現在の素子パラメータ値を取得し、発振回路の発振周
波数を、発振周波数受信部９３を介して、発振周波数計数部７から取得する。その後、ス
ペクトル取得部９５は、取得した素子パラメータ値と取得した発振周波数とを関連づけて
、制御部９の記憶部などに記憶する（ステップＳ６）。この結果、現在の素子パラメータ
設定値と、現在の素子パラメータ設定値における発振回路の発振周波数とが、関連づけら
れて記憶部などに記憶される。
【０１０１】
素子パラメータの設定値と、当該素子パラメータの設定値における発振周波数とを関連
づけて記憶後、制御部９は、ステップＳ２にて設定した全走査範囲にて素子パラメータを
走査したかどうかを確認する（ステップＳ７）。
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制御部９が全走査範囲にて素子パラメータを走査していないと判断した場合（ステップ
Ｓ７において「Ｎｏ」の場合）、素子パラメータ設定部９１が素子パラメータの設定値を
次の設定値に変更し（ステップＳ８）、ステップＳ４に戻る。
【０１０２】
これにより、素子パラメータの設定値を設定した全ての走査範囲にて走査するまで、素
子パラメータの設定値と当該素子パラメータの設定値における発振周波数とを関連づけて
記憶できる。その結果、素子パラメータの各設定値と当該素子パラメータの各設定値にお
ける発振周波数とが関連づけられているデータの集合体として、電子スピン共鳴スペクト
ルを所得できる。
【０１０３】
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上記のステップＳ１〜Ｓ８を実行することにより、第２磁場は、発振回路形成部１３の
素子パラメータ（キャパシタンスＣ）を所定の範囲にて変化させながら測定対象物Ｍに印
加されている。これにより、高周波信号についての高度な知識を必要とすることなく、測
定対象物Ｍに対して周波数を変化した第２磁場を印加できる。その結果、電子スピン共鳴
の測定が簡単になる。
【０１０４】
一方、制御部９が全走査範囲にて素子パラメータを操作したと判断した場合（ステップ
Ｓ７において「Ｙｅｓ」の場合）、電子スピン共鳴スペクトルの取得を終了する。その後
、必要に応じて、取得した電子スピン共鳴スペクトルを用いて、測定対象物Ｍの同定及び
／又は定量を行う（ステップＳ９）。なお、ステップＳ９における測定対象物Ｍの同定及
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び／又は定量方法については、後述する。
【０１０５】
上記のステップＳ１〜Ｓ８までを実行することにより取得された電子スピン共鳴スペク
トルの一例を図１０Ａに示す。図１０Ａは、電子スピン共鳴スペクトルの一例を示す図で
ある。発振回路の発振周波数（ＧＨｚオーダー）と比較して、測定対象物Ｍの電子スピン
共鳴に起因した磁化率の変化による周波数変化は小さいため、図１０Ａにおいて、電子ス
ピン共鳴に起因する周波数変化が見られていない。
【０１０６】
電子スピン共鳴に起因する周波数変化を明瞭にするために、図１０Ａにて示した電子ス
ピン共鳴スペクトル（発振周波数ｆの実測値）から、第２磁場が測定対象物Ｍに印加され
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ていないとき（または、測定対象物Ｍが半導体装置１に配置されていないとき）の発振回
路の発振周波数（バックグラウンド周波数ｆＢ）と素子パラメータ（キャパシタンスＣ）
との関係を表現したバックグラウンド関数を差し引いて、新たな電子スピン共鳴スペクト
ル（ｆ−ｆＢ）とする。
【０１０７】
図１０Ｂに示すように、発振周波数ｆの実測値からバックグラウンド周波数ｆＢを差し
引いて表現した電子スピン共鳴スペクトル（ｆ−ｆＢ）においては、電子スピン共鳴スペ
クトルにおいてピークが見られる。図１０Ｂは、発振周波数の実測値からバックグラウン
ド周波数を差し引いて電子スピン共鳴スペクトルとした場合の、電子スピン共鳴スペクト
10

ルを示す図である。
【０１０８】
なお、本実施形態において、バックグラウンド関数は、図９Ｂに示すように、測定対象
物Ｍの電子スピン共鳴スペクトルを測定する前に取得する（ステップＳ１

）。図９Ｂは

、バックグラウンド関数を取得するステップを含む電子スピン共鳴スペクトルの取得方法
を示すフローチャートである。なお、図９Ｂに示すステップＳ２

〜Ｓ１０

は、それぞ

れ、図９Ａに示すステップＳ１〜Ｓ９に対応するため、説明を省略する。
【０１０９】
具体的には、バックグラウンド関数は、（ｉ）素子パラメータを所定の範囲にて変化さ
せながら、第２磁場を測定対象物Ｍに印加することなく（すなわち、測定対象物Ｍを半導
体装置１上に配置することなく）発生し、（ｉｉ）素子パラメータの各値における、第２

20

磁場を測定対象物Ｍに印加しない（測定対象物Ｍを半導体装置１上に配置しない）ときの
発振回路の発振周波数（バックグラウンド周波数ｆＢ）を計数し、（ｉｉｉ）素子パラメ
ータとバックグラウンド周波数ｆＢとを関連づける、ことによる取得される。
上記のようにしてバックグラウンド関数を取得することにより、バックグラウンド関数
を、電子スピン共鳴測定装置１００における実測値に基づいて取得できる。
【０１１０】
または、バックグラウンド関数は、図９Ａに示したステップＳ１〜Ｓ８を実行すること
により得られる電子スピン共鳴スペクトルから算出されてもよい。具体的には、バックグ
ラウンド関数は、取得された電子スピン共鳴スペクトルにおいて、測定対象物Ｍの電子ス
ピン共鳴による影響が少ない部分（電子スピン共鳴による影響が少ない発振周波数（素子

30

パラメータ）範囲）のデータを用いて算出できる。
上記の測定対象物Ｍの電子スピン共鳴による影響が少ない電子スピン共鳴スペクトルの
部分を、「無影響スペクトル部分」と呼ぶことにする。
【０１１１】
例えば、図１１に示す、発振周波数の容量可変キャパシタ１３１のキャパシタンスＣと
しての関数として表現される電子スピン共鳴スペクトルにおいては、図１１の丸にて囲ん
だ範囲の電子スピン共鳴スペクトルが、測定対象物Ｍの電子スピン共鳴（磁化率変化）に
よる影響を受けていない無影響スペクトル部分に対応する。図１１は、無影響スペクトル
部分からバックグラウンド関数を算出する方法を模式的に示す図である。
【０１１２】

40

無影響スペクトル部分においては、インダクタ部のインダクタンスＬは、バックグラウ
ンド関数の取得（算出）時のインダクタンスＬ０とほぼ等しい一定値となるため、無影響
スペクトル部分において、発振周波数は、素子パラメータ（キャパシタンスＣ）のみの関
数（１／（２π×（Ｌ０Ｃ）０．５）＝Ａ／Ｃ０．５（Ａ：定数））となる。このため、
例えば、無影響スペクトル部分に含まれる素子パラメータ（キャパシタンスＣ）の各設定
値と上記の各設定値における発振周波数とのデータを用いて、最小二乗法などにより上記
の定数Ａを算出することにより、バックグラウンド関数を算出できる。
【０１１３】
上記の無影響スペクトル部分を用いてバックグラウンド関数を算出することにより、バ
ックグラウンド関数を取得するために、測定対象物Ｍが存在しないときの発振周波数を測
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定する必要がなくなる。その結果、電子スピン共鳴測定装置における測定回数を減少でき
る。また、測定対象物Ｍを半導体装置１に配置しないときの発振周波数の実測値によりバ
ックグラウンド関数を取得する場合と比較して、測定対象物Ｍが半導体装置１上に配置さ
れた場合の磁化率（インダクタ部１１のインダクタンス）を考慮してバックグラウンド関
数を算出できる。すなわち、より正確なバックグラウンド関数を算出できる。
【０１１４】
図５Ａに示した発振回路形成部１３においては、素子パラメータ（素子パラメータ制御
信号）として電圧を変化することにより、容量可変キャパシタ１３１のキャパシタンスＣ
を変化している。従って、図１０Ａ及び図１０Ｂに示す電子スピン共鳴スペクトルは、発
振周波数ｆの電圧の関数として表現されている。しかし、これに限られず、図１０Ａ及び

10

図１０Ｂに示す電子スピン共鳴スペクトルは、素子パラメータを容量可変キャパシタ１３
１のキャパシタンスＣとして表現し直すこともできる。
【０１１５】
本実施形態においては、例えば、上記のバックグラウンド関数を用いて容量可変キャパ
シタ１３１のキャパシタンスＣを算出できる。その他、容量可変キャパシタ１３１に入力
する素子パラメータ制御信号としての電圧と、容量可変キャパシタ１３１のキャパシタン
スＣとの関係が分かっている場合には、当該関係を用いて、容量可変キャパシタ１３１に
入力した電圧から、素子パラメータとしてのキャパシタンスＣを算出してもよい。
【０１１６】
発振周波数（ｆ−ｆＢ）のキャパシタンスＣとしての関数として表現される電子スピン

20

共鳴スペクトルは、図１２に示すように、図８における数値解析結果と類似したスペクト
ルとなっていることが分かる。すなわち、図１２に示す電子スピン共鳴スペクトルにおい
て、キャパシタンスＣが（電子スピン共鳴発生キャパシタンスＣ０（後述）よりも）小さ
いときに極大値が現れ、（電子スピン共鳴発生キャパシタンスＣ０よりも）大きいときに
極小値が現れている。図１２は、発振周波数のキャパシタンスとしての関数として表現さ
れる電子スピン共鳴スペクトルの一例を示す図である。
【０１１７】
上記のステップＳ１〜Ｓ８（または、図９ＢのステップＳ１

〜Ｓ９

）を実行するこ

とにより、測定対象物Ｍの電子スピン共鳴スペクトルは、インダクタ部１１と発振回路形
成部１３とにより形成される発振回路の発振周波数と、発振回路形成部１３の素子パラメ

30

ータ（キャパシタンスＣ）とを関連づけることにより取得される。すなわち、電子スピン
共鳴スペクトルは、発振周波数の素子パラメータ（キャパシタンスＣ）としての関数とし
て取得される。
【０１１８】
これにより、電子スピン共鳴測定装置１００において、電子スピン共鳴により影響され
る測定信号の測定感度を高めることなく、電子スピン共鳴スペクトルを取得できる。なぜ
なら、図１２に示す差ｆ−ｆＢは、数百ｋＨｚオーダーの大きさを有しており、このよう
に大きな発振周波数変化は、一般的な周波数カウンターを発振周波数計数部７として使用
しても、正確に計数できるからである。
40

【０１１９】
上記のステップＳ１〜Ｓ８（または、ステップＳ１

〜Ｓ９

）を実行することにより

電子スピン共鳴スペクトルを取得後、測定対象物Ｍの同定及び／又は定量を行う（ステッ
プＳ９、又は、ステップＳ１０

）。具体的には、図９Ｃに示すフローチャートに従って

、測定対象物Ｍの同定及び／又は定量を行う。図９Ｃは、測定対象物の同定及び／又は定
量方法を示すフローチャートである。
【０１２０】
測定対象物Ｍの同定及び／又は定量を開始すると、まず、同定部９７が、電子スピン共
鳴角周波数νを算出する（ステップＳ９１）。具体的には、図１１に示すように、電子ス
ピン共鳴スペクトル（発振周波数ｆの実測値）とバックグラウンド関数との交点を算出し
、当該交点における発振周波数を電子スピン共鳴角周波数νとする。
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【０１２１】
また、図１２に示すように、発振周波数ｆの実測値とバックグラウンド周波数ｆＢとの
差分により電子スピン共鳴スペクトルが表現されているときには、関数ｆ＝ｆＢ（又は、
関数ｆ−ｆＢ＝０）がバックグラウンド関数となる。
例えば、発振周波数ｆの実測値とバックグラウンド周波数ｆＢとの差分により電子スピ
ン共鳴スペクトルが表現されているときには、まず、電子スピン共鳴スペクトルとバック
グラウンド関数の交点におけるキャパシタンスＣ０（電子スピン共鳴発生キャパシタンス
Ｃ０と呼ぶことにする）を算出し、その後、電子スピン共鳴発生キャパシタンスＣ０にお
けるバックグラウンド周波数ｆＢをバックグラウンド関数から算出することにより、当該
算出されたバックグラウンド周波数ｆＢを電子スピン共鳴角周波数νとして算出できる。

10

【０１２２】
電子スピン共鳴角周波数νを算出後、同定部９７は、測定対象物Ｍのｇ値と、必要に応
じて電子スピン共鳴スペクトルの振幅を算出する（ステップＳ９２）。
測定対象物Ｍのｇ値は、上記に説明した電子スピン共鳴が発生する条件を表す式ｈν＝
ｇβＨ１より算出できる。一方、電子スピン共鳴スペクトルの振幅は、バックグラウンド
関数から電子スピン共鳴スペクトルの極大値及び／又は極小値までの高さ（差分）から算
出できる。または、電子スピン共鳴スペクトルの極大値と極小値との高さ（差分）を２で
除算して電子スピン共鳴スペクトルの振幅を算出してもよい。
【０１２３】
測定対象物Ｍのｇ値及び／又は電子スピン共鳴スペクトルの振幅を算出後、同定部９７

20

は、上記のｇ値から測定対象物Ｍの同定を行う。また、電子スピン共鳴スペクトルの振幅
から、測定対象物Ｍ中の不対電子数の定量を行う（ステップＳ９３）。
【０１２４】
上記のステップＳ９１〜Ｓ９３を実行することにより、取得した電子スピン共鳴スペク
トルから、測定対象物Ｍの同定及び不対電子数の定量を行える。すなわち、取得した電子
スピン共鳴スペクトルから、測定対象物Ｍの反応性や磁性特性などの特性を知ることがで
きる。
【０１２５】
上記においては、発振周波数ｆとバックグラウンド周波数ｆＢとの差ｆ−ｆＢのキャパ
シタンスＣに対する関数を電子スピン共鳴スペクトルとしていたが、これに限られない。

30

２

例えば、（測定対象物Ｍの設置時の）発振周波数ｆと、（ｆＢ／ｆ）

−１との関係を電

子スピン共鳴スペクトルとしてもよい。上記にて説明したχｒ＝（ｆｎ／ｆｒ）２−１の
式から、（ｆＢ／ｆ）２−１の発振周波数ｆに対する関数は、磁化率χｒの発振周波数ｆ
の関数であるといえる。
【０１２６】
従来の電子スピン共鳴スペクトル測定においては、磁化率の周波数に対する関数を電子
スピン共鳴スペクトルとしていた場合が多かったため、磁化率χｒ、すなわち、（ｆＢ／
ｆ）２−１の発振周波数ｆに対する関数を電子スピン共鳴スペクトルとすることにより、
電子スピン共鳴測定装置１００のユーザは、電子スピン共鳴スペクトルの解析を行いやす
くなる。

40

【０１２７】
また、上記の電子スピン共鳴測定装置１００においては、容量可変キャパシタ１３１の
キャパシタンスＣを実際に測定することは困難であるため、バックグラウンド周波数ｆＢ
からの算出値を用いている。上記のように、実際に測定可能な発振周波数ｆを関数とした
パラメータを用いて電子スピン共鳴スペクトルを生成することにより、測定困難なパラメ
ータ（本実施形態においては、例えば、キャパシタンスＣ）を測定することなく、電子ス
ピン共鳴スペクトルを生成できる。また、電子スピン共鳴スペクトルを生成するために必
要となる実測データに対する計算の回数も減少できる。
【０１２８】
上記の図１２に示す電子スピン共鳴スペクトルを生成した同じ実測データを用いると、
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図１３に示すような、磁化率χｒを発振周波数ｆについての関数とした場合の電子スピン
共鳴スペクトルが得られる。図１３は、磁化率と発振周波数との関係に基づいた電子スピ
ン共鳴スペクトルの一例である。
【０１２９】
なお、上記においてフローチャートなどを用いて説明した電子スピン共鳴測定装置１０
０の動作（及び、電子スピン共鳴スペクトルの取得方法）は、本発明の範囲内において、
必要に応じて、処理の順番を入れ替えたり、処理自体に対して変更などを加えたりするこ
とができる。
【０１３０】
（６）実施形態の効果

10

上記の第１実施形態の効果は、以下のように記載できる。
電子スピン共鳴測定装置１００（電子スピン共鳴測定装置の一例）は、磁場印加部３（
磁場印加部の一例）と、インダクタ部１１（インダクタ部の一例）と、発振回路形成部１
３（発振回路形成部の一例）と、発振周波数計数部７（発振周波数計数部の一例）と、ス
ペクトル取得部９５（スペクトル取得部の一例）と、を備える。
磁場印加部３は、測定対象物Ｍ（測定対象物の一例）に対して第１方向に第１磁場を印
加する。インダクタ部１１は、測定対象物Ｍに対して第２方向に第２磁場を印加する。第
２磁場は交流磁場である。
発振回路形成部１３は、インダクタ部１１と接続されて発振回路を形成する。また、発
振回路形成部１３は、素子パラメータを変化することにより第２磁場の周波数を変化させ
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る。発振周波数計数部７は、インダクタ部１１と発振回路形成部１３とにより形成される
発振回路の発振周波数ｆ（発振周波数の一例）を計数する。発振回路の発振周波数ｆは、
第２磁場の周波数に対応する。
スペクトル取得部９５は、発振周波数ｆと素子パラメータとを関連づけて、測定対象物
Ｍの電子スピン共鳴スペクトルを取得する。電子スピン共鳴スペクトルは、発振周波数ｆ
の素子パラメータについての関数として表現される。
【０１３１】
電子スピン共鳴測定装置１００においては、磁場印加部３が測定対象物Ｍに対して第１
方向に第１磁場を印加した状態にて、インダクタ部１１が第２磁場を測定対象物Ｍに対し
て第２方向に印加する。このとき、発振回路形成部１３の素子パラメータを変化させるこ
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とにより、インダクタ部１１から発生する第２磁場の周波数を変化させる。その結果、第
２磁場が所定の周波数になった時に、測定対象物Ｍにおいて電子スピン共鳴が発生する。
【０１３２】
測定対象物Ｍに第１磁場と第２磁場とが印加された状態にて、発振周波数計数部７が、
インダクタ部１１と発振回路形成部１３とにより形成される発振回路の発振周波数ｆを計
数する。このとき、発振回路の発振周波数ｆは、第２磁場の周波数に対応している。その
後、スペクトル取得部９５が、計数した発振周波数ｆと素子パラメータとを関連づけて、
電子スピン共鳴スペクトルを取得する。
【０１３３】
電子スピン共鳴測定装置１００においては、発振回路形成部１３の素子パラメータを変
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化することにより、測定対象物Ｍに印加する第２磁場の周波数を変化している。これによ
り、高周波信号についての高度な知識を必要とすることなく、測定対象物Ｍに対して周波
数を変化した第２磁場を印加できる。その結果、電子スピン共鳴の測定が簡単になる。
【０１３４】
また、電子スピン共鳴測定装置１００においては、スペクトル取得部９５が、インダク
タ部１１と発振回路形成部１３とにより形成される発振回路の発振周波数ｆの、発振回路
形成部１３の素子パラメータについての関数として電子スピン共鳴スペクトルを取得して
いる。これにより、電子スピン共鳴により影響される測定信号（発振周波数ｆ）の測定感
度を高めることなく、電子スピン共鳴スペクトルを取得できる。すなわち、電子スピン共
鳴測定装置１００においては、測定信号の測定感度を高める装置などが不要となる。その
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結果、電子スピン共鳴測定装置１００の構造を単純化できる。
【０１３５】
電子スピン共鳴測定装置１００において、発振回路形成部１３は容量可変キャパシタ１
３１（容量可変キャパシタの一例）を含んでいる。このとき、素子パラメータは容量可変
キャパシタ１３１のキャパシタンスＣ（キャパシタンスの一例）である。これにより、容
量可変キャパシタ１３１とインダクタ部１１とによりＬＣ発振回路を形成できる。そして
、容量可変キャパシタ１３１のキャパシタンスＣを変更して第２磁場の周波数を変化でき
る。
【０１３６】
電子スピン共鳴測定装置１００において、発振回路形成部１３は可変抵抗１３１

（可

10

変抵抗の一例）を含んでいてもよい。このとき、素子パラメータは可変抵抗の抵抗値であ
る。これにより、可変抵抗１３１
る。その結果、可変抵抗１３１

とインダクタ部１１とによりＬＲ発振回路を形成でき
の抵抗値を変更して第２磁場の周波数を変化できる。

【０１３７】
電子スピン共鳴測定装置１００において、インダクタ部１１と発振回路形成部１３とに
より形成される発振回路は電圧制御発振器である。このとき、素子パラメータは電圧であ
る。これにより、電圧を素子パラメータ制御信号（制御信号の一例）として第２磁場の周
波数を変化できる。
【０１３８】
電子スピン共鳴測定装置１００において、第１磁場は所定の強度を有する直流磁場であ
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る。これにより、電子スピン共鳴測定装置１００においては、磁場の強度を変更するため
に大規模な電磁石などが不要となる。その結果、電子スピン共鳴測定装置１００を小規模
化できる。
【０１３９】
電子スピン共鳴測定装置１００において、インダクタ部１１と発振回路形成部１３とは
、同一の半導体装置１（半導体装置の一例）上に形成されている。これにより、電子スピ
ン共鳴測定装置１００を小規模化できる。
【０１４０】
半導体装置１は、測定対象物Ｍに対して第１方向に第１磁場を印加し第２方向に交流磁
場である第２磁場を印加することにより、測定対象物Ｍにおいて発生する電子スピン共鳴
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のスペクトルである電子スピン共鳴スペクトルを測定する電子スピン共鳴測定装置１００
に用いられる半導体装置である。半導体装置１は、インダクタ部１１と発振回路形成部１
３とを備える。
インダクタ部１１は、第２磁場を発生する。発振回路形成部１３は、インダクタ部１１
と接続されて発振回路を形成する。また、発振回路形成部１３は、素子パラメータを変化
することにより第２磁場の周波数を変化させる。
また、半導体装置１においては、電子スピン共鳴スペクトルは、第２磁場の周波数に対
応する発振回路の発振周波数ｆの素子パラメータについての関数として表現される。
【０１４１】
発振回路形成部１３は、キャパシタンスＣ（キャパシタンスの一例）が印加する電圧に
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より調整可能なバラクタを含んでいてもよい。これにより、電圧により簡単に発振回路の
発振周波数を変更できる。
【０１４２】
電子スピン共鳴の測定方法は、電子スピン共鳴測定装置１００における電子スピン共鳴
の測定方法である。電子スピン共鳴測定装置１００は、インダクタ部１１と発振回路形成
部１３とを備える。インダクタ部１１は、交流磁場である第２磁場を発生する。発振回路
形成部１３は、インダクタ部１１と接続されて発振回路を形成する。また、発振回路形成
部１３は、素子パラメータを変化することにより第２磁場の周波数を変化させる。
【０１４３】
電子スピン共鳴の測定方法は、以下のステップを含む。
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◎測定対象物に対して第１方向に第１磁場を印加するステップ。
◎素子パラメータを所定の範囲にて変化させながら第２磁場を測定対象物に対して第２
方向に印加するステップ。
◎素子パラメータの各値における発振回路の発振周波数を計数するステップ。
◎発振周波数と素子パラメータとを関連づけて、電子スピン共鳴スペクトルを取得する
ステップ。
【０１４４】
電子スピン共鳴の測定方法においては、発振回路形成部１３の素子パラメータを所定の
範囲にて変化させながら第２磁場を測定対象物に印加している。これにより、高周波信号
についての高度な知識を必要とすることなく、測定対象物Ｍに対して周波数を変化した第
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２磁場を印加できる。その結果、電子スピン共鳴の測定が簡単になる。
【０１４５】
また、電子スピン共鳴の測定方法においては、電子スピン共鳴スペクトルは、インダク
タ部１１と発振回路形成部１３とにより形成される発振回路の発振周波数ｆと、発振回路
形成部１３の素子パラメータとを関連づけることにより取得される。すなわち、電子スピ
ン共鳴スペクトルは、発振周波数ｆの素子パラメータとしての関数として取得される。
これにより、電子スピン共鳴測定装置１００において、電子スピン共鳴により影響され
る測定信号の測定感度を高めることなく、電子スピン共鳴スペクトルを取得できる。
【０１４６】
電子スピン共鳴の測定方法は、第２磁場が測定対象物に印加されていないときの発振回
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路の発振周波数と素子パラメータとの関係を表現するバックグラウンド関数を取得するス
テップをさらに含んでいる。
これにより、測定対象物Ｍの電子スピン共鳴による影響を受けない場合の発振回路の発
振周波数の素子パラメータとしての関数（バックグラウンド関数）を取得できる。
【０１４７】
電子スピン共鳴の測定方法は、電子スピン共鳴スペクトルとバックグラウンド関数との
交点を算出して測定対象物の電子スピン共鳴角周波数ν（電子スピン共鳴角周波数の一例
）を算出するステップをさらに含んでいる。これにより、比較的簡単な方法により電子ス
ピン共鳴角周波数νを取得できる。
【０１４８】

30

２．他の実施形態
以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。特に、本明細書に
書かれた複数の実施形態及び変形例は必要に応じて任意に組み合せ可能である。
（Ａ）測定対象物についての他の実施形態
上記の第１実施形態においては、電子スピン共鳴スペクトルを測定する測定対象物Ｍは
１種類であった。しかし、これに限られない。例えば、測定対象物Ｍに加えて、ｇ値が既
知である参照用試料をインダクタ部１１が形成された半導体装置１の主面上に配置して、
測定対象物Ｍの電子スピン共鳴スペクトルと、上記の参照用試料の電子スピン共鳴スペク
トルとを同時に測定してもよい。
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【０１４９】
このとき、発振周波数の素子パラメータの関数として得られるデータ（電子スピン共鳴
スペクトル）には、測定対象物Ｍの電子スピン共鳴スペクトルと参照用試料の電子スピン
共鳴スペクトルとが含まれる。従って、上記の２つの電子スピン共鳴スペクトルが含まれ
たデータからは、測定対象物Ｍの電子スピン共鳴角周波数ν１と、参照用試料の電子スピ
ン共鳴角周波数ν２とが算出できる。
【０１５０】
上記のように２つの電子スピン共鳴角周波数が算出されている際、測定対象物Ｍの電子
スピン共鳴の発生条件はｇｓａｍｐｌｅβＨ１＝ｈν１（ｇｓａｍｐｌｅ：測定対象物Ｍ
のｇ値）と表現され、参照用試料の電子スピン共鳴の発生条件はｇｒｅｆβＨ１＝ｈν２
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（ｇｒｅｆ：参照用試料のｇ値）と表現される。従って、上記２つの式から、さらに、ｈ
ν１／ｇｓａｍｐｌｅ＝ｈν２／ｇｒｅｆという式が導かれる。その結果、ｇｓａｍｐｌ
ｅ＝ｇｒｅｆ×（ν１／ν２）との式がさらに導かれる。

【０１５１】
参照用試料のｇ値（ｇｒｅｆ）は既知であるため、測定対象物Ｍの電子スピン共鳴角周
波数ν１と参照用試料の電子スピン共鳴角周波数ν２とを算出するだけで、上記のｇｓａ
ｍｐｌｅ＝ｇｒｅｆ×（ν１／ν２）との式を用いて測定対象物Ｍのｇ値（ｇｓａｍｐｌ
ｅ）を算出できる。すなわち、第１磁場の磁界強度Ｈ１が不明であっても、測定対象物Ｍ

のｇ値を正確に算出できる。
10

【０１５２】
（Ｂ）容量可変キャパシタについての他の実施形態
上記の第１実施形態においては、図５Ａに示した発振回路形成部１３に用いられる容量
可変キャパシタ１３１はバラクタであった。しかし、これに限られず、上記の容量可変キ
ャパシタ１３１は、デジタル制御キャパシタであってもよい。この場合、制御部９からの
デジタル信号をアナログ変換することなく、容量可変キャパシタ１３１のキャパシタンス
Ｃを変化できる。
【０１５３】
（Ｃ）発振回路の発振周波数の測定方法についての他の実施形態
上記の第１実施形態においては、発振周波数計数部７により発振回路の発振周波数をそ
のまま測定していた。しかし、これに限られず、より高感度な測定方法を用いて発振周波
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数を測定してもよい。
例えば、図１４に示すように、発振周波数計数部７が、固定周波数信号発生部７１と、
ミキサ部７２と、周波数電圧変換部７３と、ロックインアンプ７４と、信号変換部７５と
、を有するように構成してもよい。図１４は、他の実施形態の発振周波数計数部の構成を
示す図である。
【０１５４】
固定周波数信号発生部７１は、固定の周波数ｆＬＯを有する固定周波数信号を発生する
。ミキサ部７２は、発振回路形成部１３とインダクタ部１１とにより形成される発振回路
の発振周波数（ｆＯＳＣ）を有する発振波と、固定周波数信号発生部７１からの固定周波
数信号とをミキシング（乗算）して、周波数ｆＯＳＣ−ｆＬＯを有するダウンコンバート
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された信号を発生する。
【０１５５】
周波数電圧変換部７３は、ダウンコンバートされた信号の周波数の変化量を電圧信号の
変化量に変換し、周波数変換電圧信号を出力する。従って、周波数電圧変換部７３は、例
えば、ＰＬＬ回路（Ｐｈａｓｅ

Ｌｏｃｋｅｄ

Ｌｏｏｐ回路、位相同期回路）である。

【０１５６】
ロックインアンプ７４は、内部にて生成した参照信号（周波数：ｆｒｅｆ）を素子パラ
メータ調整部５に出力する。これにより、素子パラメータ調整部５は、入力した参照信号
を変調信号として用いて、素子パラメータ制御信号を変調し出力する。
その結果、発振回路形成部１３の素子パラメータは、ロックインアンプ７４内部にて生
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成した参照信号に同期して変化する。また、これにより、発振回路の発振周波数（周波数
変換電圧信号）には、参照信号に同期して変化する成分が含まれる。
【０１５７】
また、ロックインアンプ７４は、周波数変換電圧信号に含まれる信号のうち、ロックイ
ンアンプ７４の内部にて発生する参照信号の周波数ｆｒｅｆと同一の周波数にて変化する
信号成分を増幅して抽出する（位相敏感検出）。これにより、ロックインアンプ７４は、
発振回路の発振周波数に含まれる、上記の参照信号に同期して変化する成分を抽出できる
。
【０１５８】
信号変換部７５は、ロックインアンプ７４から出力されるアナログ信号（発振回路の発
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振周波数に含まれる、参照信号に同期して変化する成分に対応）をデジタル信号に変換し
て、制御部９へ送信する。従って、信号変換部７５は、例えば、Ａ／Ｄ変換器（アナログ
−デジタル変換器）である。
【０１５９】
発振周波数計数部７が上記の構成を有することにより、素子パラメータ制御信号をロッ
クインアンプ７４から出力される参照信号により変調し、参照信号に同期して素子パラメ
ータを変化できる。
また、素子パラメータを参照信号により変化させることにより、発振回路の発振周波数
に参照信号に同期して変化する成分を含ませることができる。さらに、ロックインアンプ
７４が、発振回路の発振周波数に含まれる参照信号に同期して変化する成分を抽出するこ
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とにより、発振周波数に含まれるノイズ成分による影響を極力減少して、発振周波数をよ
り高感度に計数できる。
【０１６０】
（Ｄ）半導体装置についての他の実施形態
上記の第１実施形態においては、半導体装置１は、インダクタ部１１と発振回路形成部
１３とを、それぞれ、１つだけ有していた。しかし、インダクタ部１１と発振回路形成部
１３の個数は１つに限られない。
例えば、複数のインダクタ部１１と発振回路形成部１３とを半導体装置１に集積化して
形成してもよい。この場合、１つのインダクタ部１１と対応する発振回路形成部１３との
組により形成される複数の発振回路のそれぞれにおいて異なる発振周波数にて発振するよ

20

う、素子パラメータ制御信号を発振回路形成部１３毎に異ならせてもよい。
【０１６１】
複数のインダクタ部１１と発振回路形成部１３とを集積化した半導体装置１において、
発振回路形成部１３毎に素子パラメータ制御信号を異ならせることにより、電子スピン共
鳴スペクトルを生成するためのデータを取得するために、素子パラメータ制御信号を所定
の範囲内にて走査する必要がなくなる。あるいは、それぞれの素子パラメータ制御信号の
走査範囲を狭くできる。すなわち、データ取得時間を大幅に短縮できる。
【０１６２】
その結果、例えば、一般的に不安定と言われているラジカル（ラジカルは、化学反応過
程において一瞬だけ現れるため）を捉える確率を大幅に増加できる。または、化学反応過
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程におけるラジカルの経時変化（ラジカル数の経時変化、及び／又は、ラジカルの種類の
経時変化）を正確に測定できる。
【産業上の利用可能性】
【０１６３】
本発明は、電子スピン共鳴を測定する電子スピン共鳴測定装置に広く適用できる。
【符号の説明】
【０１６４】
１００ 電子スピン共鳴測定装置
１

半導体装置

１１

インダクタ部

１３

発振回路形成部
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１３１ 容量可変キャパシタ
１３１１ａ

ｎ型井戸

１３１１ｂ

ｐ型井戸

１３１２、１３１２ａ、１３１２ｂ
１３１３

絶縁層

１３１４

ゲート電極

１３１５

空乏層

１３１６

第１出力電極

１３１７

第２出力電極

領域
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可変抵抗

１３３ 発振持続部
１３５ 電流制御部
１５

外部接続端子

３

磁場印加部

５

素子パラメータ調整部

７

発振周波数計数部

７１

固定周波数信号発生部

７２

ミキサ部

７３

周波数電圧変換部

７４

ロックインアンプ

７５

信号変換部
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９

制御部

９１

素子パラメータ設定部

９３

発振周波数受信部

９５

スペクトル取得部

９７

同定部

Ａ

定数

Ｃ

キャパシタンス

Ｃ０

電子スピン共鳴発生キャパシタンス

Ｅ１

より高いエネルギー準位

Ｅ２

より低いエネルギー準位

Ｅａ

エネルギー

Ｈ１

磁界強度

Ｌ、Ｌ０

20

インダクタンス

Ｍ

測定対象物

Ｓ

空間

ｆ、ｆｒ、ｆｎ発振周波数
ｆＢ

バックグラウンド周波数

ｆＬＯ、ｆＯＳＣ、ｆｒｅｆ

周波数

ν、ν１、ν２電子スピン共鳴角周波数
ω０

電子スピン共鳴角速度
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