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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
磁場に置いた試料にマイクロ波放射電磁ホーンからマイクロ波を照射し試料を透過した
マイクロ波を反射板から反射させながら、電子スピンの反転共鳴によるマイクロ波の強度
、周波数、磁場強度を測定する電磁ホーン型電子スピン共鳴（ESR）装置において、
マイクロ波放射電磁ホーンとマイクロ波反射板との間に試料載置装置を設置し、
試料載置装置は、マイクロ波放射電磁ホーンとの対面側にマイクロ波導入用の開口部を
設け、この開口部の周囲にマイクロ波局所照射用の上下マスキングシャッターと左右マス
キングシャッターを設け、マイクロ波反射板との対面側にマイクロ波反射板へのマイクロ
波通過用の開口部を設け、マイクロ波放射電磁ホーンとの対面側の開口部とマイクロ波反
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射板との対面側の開口部との間で、両開口部の左右に該両開口部に垂直に磁場用の開口部
を設け、マイクロ波放射電磁ホーンとの対面側の前記開口部とマイクロ波反射板との対面
側の前記開口部との間に試料容器収容部を形成し、試料容器収容部に試料容器昇降用のエ
レベータを設けたことを特徴とする電磁ホーン型電子スピン共鳴（ESR）装置。
【請求項２】
磁場に置いた試料にマイクロ波放射電磁ホーンからマイクロ波を照射し試料を透過した
マイクロ波を反射板から反射させながら、電子スピンの反転共鳴によるマイクロ波の強度
、周波数、磁場強度を測定する電磁ホーン型電子スピン共鳴（ESR）装置において、
マイクロ波放射電磁ホーンとマイクロ波反射板との間に試料載置装置を設置し、
試料載置装置は、マイクロ波放射電磁ホーンとの対面側にマイクロ波導入用の開口部を
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設け、この開口部の周囲にマイクロ波局所照射用の上下マスキングシャッターと左右マス
キングシャッターを設け、マイクロ波反射板との対面側にマイクロ波反射板へのマイクロ
波通過用の開口部を設け、マイクロ波放射電磁ホーンとの対面側の開口部とマイクロ波反
射板との対面側の開口部との間で、両開口部の左右に該両開口部に垂直に磁場用の開口部
を設け、マイクロ波放射電磁ホーンとの対面側の前記開口部とマイクロ波反射板との対面
側の前記開口部との間に試料容器収容部を形成し、試料容器収容部に試料容器昇降用のエ
レベータ（最適測定スポット位置の自動調整・変更）を設けると共に、マイクロ波放射電
磁ホーンとの対面側に光照射器を設け、マイクロ波反射板との対面側に試料を通過後の光
を受光する光入射器を配置し、光入射器からの受光信号を光分光測定装置に送信すること
を特徴とする電磁ホーン型電子スピン共鳴（ESR）装置。
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【請求項３】
前記光照射器と光入射器を上下・左右の対向位置調節可能に設けたことを特徴とする請
求項２に記載の電磁ホーン型電子スピン共鳴（ESR）装置。
【請求項４】
前記光照射器から周波数スキャンが可能な単色光を照射し、試料を通過後の単色光を前
記光入射器で受光して光分光測定装置に送信して、光分光測定装置により透過モードで光
分光スペクトルを計測することを特徴とする請求項２又は請求項３に記載の電磁ホーン型
電子スピン共鳴（ESR）装置。
【請求項５】
前記光照射器から疑似太陽光を照射して試料を通過後の光を光入射器で受光して光分光
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測定装置でモニターしながら、電気化学測定装置により太陽電池を計測することを特徴と
する請求項２又は請求項３に記載の電磁ホーン型電子スピン共鳴（ESR）装置。
【請求項６】
前記光照射器と光入射器は光ファイバーまたは先端に光集光コリメーターレンズを付設
の光ファイバーにしたことを特徴とする請求項２から請求項５の何れか一つに記載の電磁
ホーン型電子スピン共鳴（ESR）装置。
【請求項７】
前記光照射器は光ファイバーまたは先端に光集光コリメーターレンズを付設の光ファイ
バーより成り、
前記光照射器から周波数スキャンが可能な単色光を照射し、試料にて反射した後の単色
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光を前記光照射器で受光して光分光測定装置に送信して、光分光測定装置により反射モー
ドで光分光スペクトルを計測することを特徴とする請求項２又は請求項３に記載の電磁ホ
ーン型電子スピン共鳴（ESR）装置。
【請求項８】
磁場に置いた試料にマイクロ波放射電磁ホーンからマイクロ波を照射し試料を透過した
マイクロ波を反射板から反射させながら、電子スピンの反転共鳴によるマイクロ波の強度
、周波数、磁場強度を測定する電磁ホーン型電子スピン共鳴（ESR）装置において、
マイクロ波放射電磁ホーンとマイクロ波反射板との間に試料載置装置を設置し、
試料載置装置は、マイクロ波放射電磁ホーンとの対面側にマイクロ波導入用の開口部を
設け、この開口部の周囲にマイクロ波局所照射用の上下マスキングシャッターと左右マス
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キングシャッターを設け、マイクロ波反射板との対面側にマイクロ波反射板へのマイクロ
波通過用の開口部を設け、マイクロ波放射電磁ホーンとの対面側の開口部とマイクロ波反
射板との対面側の開口部との間で、両開口部の左右に該両開口部に垂直に磁場用の開口部
を設け、マイクロ波放射電磁ホーンとの対面側の前記開口部とマイクロ波反射板との対面
側の前記開口部との間に試料容器収容部を形成し、試料容器収容部に試料容器昇降用のエ
レベータ（最適測定スポット位置の自動調整・変更）を設けると共に、前記試料容器の上
方部に、作用電極・参照電極・対極の３電極導入用の同軸ケーブルを接続し、同軸ケーブ
ルを電気化学測定装置に連結し試料容器内の電池の性能を計測することを特徴とする電磁
ホーン型電子スピン共鳴（ESR）装置。
【請求項９】
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前記参照電極は、前記マイクロ波反射板の外側の大きな空間に塩橋を通して参照電極容
器を設置することを特徴とする請求項８に記載の電磁ホーン型電子スピン共鳴（ESR）装
置。
【請求項１０】
前記試料載置装置の試料容器を水平旋回させる機構を設けたことを特徴とする請求項１
から請求項９の何れか一つに記載の電磁ホーン型電子スピン共鳴（ESR）装置。
【請求項１１】
前記試料載置装置の前記試料容器を石英製にしたことを特徴とする請求項１から請求項
１０の何れか一つに記載の電磁ホーン型電子スピン共鳴（ESR）装置。
【請求項１２】

10

前記試料載置装置に前記試料容器を石英製の円筒カプセルにしこれを水平旋回させる機
構を設けたことを特徴とする請求項１に記載の電磁ホーン型電子スピン共鳴（ESR）装置
。
【請求項１３】
前記マイクロ波放射電磁ホーンと前記マイクロ波反射板と前記試料載置装置の相対離間
距離を調節する相対離間調節機構を設けたことを特徴とする前記請求項１から請求項１２
の何れか一つに記載の電磁ホーン型電子スピン共鳴（ESR）装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、ESR計測と、光分光分析と電池等の電気化学測定を原位置で同時計測を行う
ことを可能にした試料載置装置を有するマイクロ波反射方式電磁ホーン型ESR装置である
。
【背景技術】
【０００２】
マイクロ波反射方式電磁ホーン型ESR(Electron Spin Resonance)装置は、測定対象物を
、不対電子分子（NO、NO2）、三重項分子（O2）、遷移金属イオン（d軌道又はf軌道に奇
数個の電子を持つ物質（Fe3+、Co2+、Cu2+）、有機フリーラジカルイオン（ＴＥＭＰＯ(C
9H18NO)、DPPH（C18H12N5O6）等として、例えば、酸化チタン光触媒、励起電子、電池材

料、光分解ポリマーラジカル、生体内活性酸素ラジカルの実測等に利用されている。
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【０００３】
＜ESRの原理＞
磁場（数千ガウス）に不対電子含有の試料を置くと不対電子の電子スピンエネルギーが
二分裂（：ゼーマン分裂）する、これにマイクロ波を照射し、磁場強度かマイクロ波の周
波数を変化させていくと、ゼーマン分裂の大きさがマイクロ波のエネルギーに等しくなっ
た時点で不対電子の電子スピンが反転し共鳴してマイクロ波を吸収する。この時にマイク
ロ波の強度がスピン反転に要する分だけ極微量減少する。この時のマイクロ波の周波数（
共鳴周波数）、磁場強度（共鳴磁場）を測定して測定対象物の不対電子の有無、分子中の
位置測定、マイクロ波吸収時間変化から反応速度や反応機構の検出、特殊な原子価を持つ
元素を同定すること等が可能になる。
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【０００４】
マイクロ波反射方式電磁ホーン型ESR装置の改良技術として、本発明者等は特許文献１
及び特許文献２により紹介してきた。
しかし、この改良発明及びその他のESR装置においても、試料載置手段は、各種の試料
を、マイクロ波放射電磁ホーンと、マイクロ波反射板との間の磁場形成域に設けた簡素な
試料台におき、これにマイクロ波を磁場に直交放射してESR測定する簡単なものであった
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】特開2011‑99776号公報
【特許文献２】特開2011‑99814号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
このため、試料に対する磁場形成とマイクロ波の直交放射には試料の種類、サイズなど
に応じて手作業により、試料台上の試料を前後・左右・上下・回転角度位置等を調整する
など繁雑で多くの時間と労力を費やすものであった。
このESR測定と共に、試料の光分光分析及び／又は電気化学計測を行う場合には、専用
の試料取り扱い装置が無かったため、益々繁雑で多くの時間と労力を費やすことになる。
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【０００７】
本発明は、この問題を解決するため「マイクロ波反射方式電磁ホーン型ESR装置」の基
本技術のなかで試料をESR計測と共に、光分光分析及び／又は電気化学計測を原位置で同
時計測を簡易に効率よく行うことを可能にする試料載置装置を有する電磁ホーン型電子ス
ピン共鳴（ESR）装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明は前記の目的を全て達成するものであり、その技術的手段は次の(1)〜(8)に記載
の通りである。
【０００９】

20

(1)磁場に置いた試料にマイクロ波放射電磁ホーンからマイクロ波を照射し試料を透過
したマイクロ波を反射板から反射させながら、電子スピンの反転共鳴によるマイクロ波の
強度、周波数、磁場強度を測定する電磁ホーン型電子スピン共鳴（ESR）装置において、
マイクロ波放射電磁ホーンとマイクロ波反射板との間に試料載置装置を設置し、
試料載置装置は、マイクロ波放射電磁ホーンとの対面側にマイクロ波導入用の開口部を
設け、この開口部の周囲にマイクロ波局所照射用の上下マスキングシャッターと左右マス
キングシャッターを設け、マイクロ波反射板との対面側にマイクロ波反射板へのマイクロ
波通過用の開口部を設け、マイクロ波放射電磁ホーンとの対面側の開口部とマイクロ波反
射板との対面側の開口部との間で、両開口部の左右に該両開口部に垂直に磁場用の開口部
を設け、マイクロ波放射電磁ホーンとの対面側の前記開口部とマイクロ波反射板との対面
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側の前記開口部との間に試料容器収容部を形成し、試料容器収容部に試料容器昇降用のエ
レベータを設けたことを特徴とする電磁ホーン型電子スピン共鳴（ESR）装置。
【００１０】
(2)磁場に置いた試料にマイクロ波放射電磁ホーンからマイクロ波を照射し試料を透過
したマイクロ波を反射板から反射させながら、電子スピンの反転共鳴によるマイクロ波の
強度、周波数、磁場強度を測定する電磁ホーン型電子スピン共鳴（ESR）装置において、
マイクロ波放射電磁ホーンとマイクロ波反射板との間に試料載置装置を設置し、
試料載置装置は、マイクロ波放射電磁ホーンとの対面側にマイクロ波導入用の開口部を
設け、この開口部の周囲にマイクロ波局所照射用の上下マスキングシャッターと左右マス
キングシャッターを設け、マイクロ波反射板との対面側にマイクロ波反射板へのマイクロ
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波通過用の開口部を設け、マイクロ波放射電磁ホーンとの対面側の開口部とマイクロ波反
射板との対面側の開口部との間で、両開口部の左右に該両開口部に垂直に磁場用の開口部
を設け、マイクロ波放射電磁ホーンとの対面側の前記開口部とマイクロ波反射板との対面
側の前記開口部との間に試料容器収容部を形成し、試料容器収容部に試料容器昇降用のエ
レベータ（最適測定スポット位置の自動調整・変更）を設けると共に、マイクロ波放射電
磁ホーンとの対面側に光照射器を設け、マイクロ波反射板との対面側に試料を通過後の光
を受光する光入射器を配置し、光入射器からの受光信号を光分光測定装置に送信すること
を特徴とする電磁ホーン型電子スピン共鳴（ESR）装置。
【００１１】
(3)前記光照射器と光入射器を上下・左右の対向位置調節可能に設けたことを特徴とす
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る前記(2)に記載の電磁ホーン型電子スピン共鳴（ESR）装置。
【００１２】
(4)前記光照射器から周波数スキャンが可能な単色光を照射し、試料を通過後の単色光
を前記光入射器で受光して光分光測定装置に送信して、光分光測定装置により透過モード
で光分光スペクトルを計測することを特徴とする前記(2)又は(3)に記載の電磁ホーン型電
子スピン共鳴（ESR）装置。
前記光照射器を光ファイバーまたは先端に光集光コリメーターレンズを付設の光ファイ
バーから形成して、前記光照射器から周波数スキャンが可能な単色光を照射し、試料にて
反射した後の単色光を前記光照射器で受光して光分光測定装置に送信して、光分光測定装
置により反射モードで光分光スペクトルを計測するようにしてもよい。
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【００１３】
(5)前記光照射器から疑似太陽光を照射して試料を通過後の光を光入射器で受光をモニ
ターしながら電気化学測定装置に送信し、電気化学測定装置により太陽電池（次世代太陽
電池）を計測することを特徴とする前記(2)又は(3)に記載の電磁ホーン型電子スピン共鳴
（ESR）装置。
【００１４】
(6)前記光照射器と光入射器は光ファイバーまたは先端に光集光コリメーターレンズを
付設の光ファイバーにしたことを特徴とする前記(2)〜(5)の何れか一つに記載の電磁ホー
ン型電子スピン共鳴（ESR）装置。
【００１５】
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(7)磁場に置いた試料にマイクロ波放射電磁ホーンからマイクロ波を照射し試料を透過
したマイクロ波を反射板から反射させながら、電子スピンの反転共鳴によるマイクロ波の
強度、周波数、磁場強度を測定する電磁ホーン型電子スピン共鳴（ESR）装置において、
マイクロ波放射電磁ホーンとマイクロ波反射板との間に試料載置装置を設置し、
試料載置装置は、マイクロ波放射電磁ホーンとの対面側にマイクロ波導入用の開口部を
設け、この開口部の周囲にマイクロ波局所照射用の上下マスキングシャッターと左右マス
キングシャッターを設け、マイクロ波反射板との対面側にマイクロ波反射板へのマイクロ
波通過用の開口部を設け、マイクロ波放射電磁ホーンとの対面側の開口部とマイクロ波反
射板との対面側の開口部との間で、両開口部の左右に該両開口部に垂直に磁場用の開口部
を設け、マイクロ波放射電磁ホーンとの対面側の前記開口部とマイクロ波反射板との対面
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側の前記開口部との間に試料容器収容部を形成し、試料容器収容部に試料容器昇降用のエ
レベータ（最適測定スポット位置の自動調整・変更）を設けると共に、前記試料容器の上
方部に、作用電極・参照電極・対極の３電極導入用の同軸ケーブルを接続し、同軸ケーブ
ルを電気化学測定装置に連結し試料容器内の電池の性能を計測することを特徴とする電磁
ホーン型電子スピン共鳴（ESR）装置。
【００１６】
(8)前記参照電極は、前記マイクロ波反射板の外側の大きな空間に塩橋を通して参照電
極容器を設置する（厳密な参照電極設置の場合）ことを特徴とする前記(7)に記載の電磁
ホーン型電子スピン共鳴（ESR）装置。
【００１７】
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(9)前記試料載置装置の試料容器を水平旋回させる機構を設けたことを特徴とする前記(
1)〜(8)の何れか一つに記載の電磁ホーン型電子スピン共鳴（ESR）装置。
【００１８】
(10)前記試料載置装置の前記試料容器を石英製又はアクリル等のプラスチック製にした
ことを特徴とする前記(1)〜(9)の何れか一つに記載の電磁ホーン型電子スピン共鳴（ESR
）装置。
【００１９】
(11)前記試料載置装置に前記試料容器を石英製の円筒カプセルにしこれを水平旋回させ
る機構を設けたことを特徴とする前記(1)に記載の電磁ホーン型電子スピン共鳴（ESR）装
置。（：主にマウス病態(癌・てんかん)診断用）
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【００２０】
(12)前記マイクロ波放射電磁ホーンと前記マイクロ波反射板と前記試料載置装置の相対
離間距離を調節する相対離間調節機構を設けたことを特徴とする前記(1)〜(11)の何れか
一つに記載の電磁ホーン型電子スピン共鳴（ESR）装置。（最適照射位置の自動調節）
【発明の効果】
【００２１】
本発明の電磁ホーン型電子スピン共鳴（ESR）装置は、前述の特徴の技術構成により、
「マイクロ波反射方式電磁ホーン型ESR装置」の基本技術のなかで、ESR計測において電磁
ホーンのマイクロ波の収斂／集束を良好に維持し、ノイズを激減させてESR測定感度を所
望の感度（２〜３桁向上）にすると共に、光分光分析及び／又は電池の電気化学計測を原
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位置で簡易に同時計測を行うことを可能にしたものである。
【００２２】
即ち、本発明の電磁ホーン型電子スピン共鳴（ESR）装置は、前記試料載置装置におい
て試料容器内の試料位置を、その計測目的と種類、サイズなどに応じて前後・左右・上下
・回転角度等を簡易に調整して、試料に対する適正な磁場形成と、形成磁場へのマイクロ
波の局所直交照射と、これと同時に試料容器内の試料への光照射及び／又は電極通電を行
い、これらによる光分光分析や電気化学測定作業の大幅な効率化と省力化を実現したもの
である。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
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【図１】本発明の電磁ホーン型電子スピン共鳴（ESR）装置の全体を示す第一概略構成例
図である。
【図２】本発明の電磁ホーン型電子スピン共鳴（ESR）装置の全体を示す第二概略構成例
図である。
【図３】図１に示す試料載置装置の実写モデルの概略鳥瞰説明図である。
【図４】図３に示す試料載置装置において試料容器を取り外した際の実写モデルの上から
見た概略鳥瞰説明図である。
【図５】図１と図３に示す試料容器の実写モデルを側面からみた概略説明図である。
【図６】図２に示す試料載置装置の実写モデルの概略鳥瞰説明図である。
【図７】図６に示す試料載置装置の実写モデルの上から見た概略鳥瞰説明図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２４】
本発明における電磁ホーン型電子スピン共鳴（ESR）装置自体は公知のもので、公知の
ＥＳＲ測定は公知の測定方法であるが、前記試料載置装置により、簡易に迅速に精度良い
ＥＳＲ測定及びこのＥＳＲ測定と同時に光分光測定、電気化学測定を可能にしたものであ
る。
【００２５】
図１は、マウス病態(癌・てんかん)診断用の電磁ホーン型電子スピン共鳴（ESR）装置
でありマウスを収容して回転診断する円筒試料容器配置した例であり、モデルの実写を図
３〜図５に示す。図２は液相・固相試料のESR定量測定用平型の試料容器を配置した例で
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ある。モデルの実写を図６〜図７に示す。
【００２６】
図１及び図２において、例示の電磁ホーン型電子スピン共鳴（ESR）装置は、磁場に置
いた試料にマイクロ波放射電磁ホーンからマイクロ波を照射し、試料を透過したマイクロ
波を反射板から反射受信しながら、電子スピンの反転共鳴によるマイクロ波の強度、周波
数、磁場強度を測定する。
【００２７】
電磁ホーン型電子スピン共鳴（ESR）装置の構成は、マイクロ波発信装置101と、マイク
ロ波発信装置101からのマイクロ波をマイクロ波導波管のメインアーム102を介して受け放
射するマイクロ波放射電磁ホーン103と、位置調節装置111を有しマイクロ波放射電磁ホー
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ン103に対向して設けた試料載置装置200と、位置調節装置112を有しマイクロ波放射電磁
ホーン103に試料載置装置200を介して対向配置して試料を透過したマイクロ波をマイクロ
波放射電磁ホーン103に向けて反射させる凹球面のマイクロ波反射板104と、差動増幅手段
及びロックイン増幅手段を備えたマイクロ波処理・記録装置106と、試料載置装置200及び
マイクロ波反射板104の位置制御装置107と、試料載置装置200の設置部の周囲に設けた掃
引磁場印加装置108(電磁石)及び変調分光用の磁場変調装置109と、からなる。
【００２８】
マイクロ波処理・記録装置106は、前記マイクロ波導波管のメインアーム102から分岐し
たリファレンスアーム110からの参照用の発信マイクロ波と、マイクロ波反射板104から試
料載置装置200内の試料とマイクロ波放射電磁ホーン103とメインアーム102を介しての反
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射マイクロ波をミキサーに導入して、当該試料中の不対電子のスピンが反転する磁気共鳴
時にマイクロ波エネルギーを試料が吸収した際のマイクロ波パワーの極微量変化を検出し
記録する。
【００２９】
位置制御装置107は、試料載置装置200内の試料のサイズ、質量、形状、成分、状態等に
応じて、最適のESRスペクトルを得るために、同調／チューニング用として、前記マイク
ロ波パワーを導入し表示するパワーモニター及びマイクロ波パワーに応じて試料載置装置
200の位置調節装置111とマイクロ波反射板104の位置調整装置112を操作して、マイクロ波
放射電磁ホーン103に対する試料載置装置200とマイクロ波反射板104を最適位置に調節す
る。
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【００３０】
位置調節装置111及び位置調整装置112は、試料載置装置200とマイクロ波反射板104の各
基部111a、112aをレールＲに移動可能に装着した各基部111a、112aに設けたセルシンモー
タ111ｂ、112ｂにより位置を確認しながら走行させ位置調整する。
【００３１】
図１と図３〜図５及び図２と図６〜図７に示す、試料載置装置200は、直方体状の矩形
枠体200Ｈにおいて、マイクロ波放射電磁ホーン103との対面側（：前面）にマイクロ波導
入用の略矩形の開口部1を形成し、この開口部1の周囲に同開口部1を上下に開閉するマイ
クロ波局所照射用の上下マスキングシャッター2と、この開口部1を左右から開閉する左右
マスキングシャッター3を設ける。
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【００３２】
上下マスキングシャッター2は、各々ラック2a、2bを持ち共用のピニオン(小歯車)2cを
回転操作ダイヤル2ｄにより回転させる開閉機構により同時に開閉作動し上下の開口範囲
を調節する上マスキングシャッター2Uと下マスキングシャッター2Lからなり、ピニオン2
ｃは回転操作ダイヤル2ｄにて回転操作されてラック2a、2bを介して上・下のマスキング
シャッター2Uと2Lを同時に開閉動作させる。
【００３３】
マイクロ波局所照射用の左右マスキングシャッター3は、複数本のマスキング板3aを縦
に配列し、その個々を上に引き上げて、上・下のマスキングシャッター2U、2Lで設定した
開口範囲を左右から更に狭くして所定の開口範囲に設定する。上下マスキングシャッター
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2と左右マスキングシャッター3は、前記構成により後述の試料容器収容部6に置かれる試
料容機11a,11b内の試料の目的とする局所に対して、マイクロ波が適正に照射されるよう
に開口部１の開口範囲を設定する。
【００３４】
直方体状の矩形枠体200Ｈにおいて、マイクロ波反射板104との対面側（：後面）にマイ
クロ波反射板104へのマイクロ波通過用の略矩形の開口部4を設け、その開口部4の左右に
磁場形成用の開口部5を設け、前記開口部1と前記開口部4との間に、試料容器収容部6を形
成し、試料容器収容部6に試料容器昇降用のエレベータ7（最適測定スポット位置の自動調
整・変更）を設け、上部に試料容器11a、11bの挿出入用の開口部8を形成する。前記磁場
形成用の開口部5からは、周辺機器等からの乱反射マイクロ波が入る恐れがあるため、開
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口部5に外部からの乱反射マイクロ波を吸収（電磁エネルギーを減衰し、消滅させる）し
且つ磁場には透過性であるカーボンマイクロコイル電磁波吸収材等の電磁波吸収材製網、
或いは電磁波の遮蔽（電磁エネルギーを反射し、透過を防ぐ）を行う電磁シールド材製網
等を配設することが好ましい。
【００３５】
図６において、12cはリファレンスサンプルのホルダーであり、図７にも示す操作ダイ
ヤル12aの回転操作によりラックピニオン機構12bを介して昇降して開口部1内とその上方
の退避位置間を移動可能にしてある。リファレンスサンプルのホルダーは試料容器収容部
6内に昇降可能に設置してもよい。
【００３６】
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図１と図３〜図４に示す試料容器収容部6には、図５に全体を示すように、上端部にダ
イヤル式の容器蓋11a‑1を着脱可能に装着し、下端を閉止した有底の円筒状の試料容器11a
（：マウス病態(癌・てんかん)診断用）を収容する。
【００３７】
又図２と図６〜図７に示す試料容器収容部6には図２に示すように、上端部に容器蓋11
ｂ‑1を着脱可能に設け下端を閉止した平状の試料容器11bを収容する。
【００３８】
各容器蓋体11a‑1、11ｂ‑1には、作用電極209と参照電極210と対極211の３電極導入用の
同軸ケーブル212を接続してある。
【００３９】
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前記試料容器11a、11bは石英製又はアクリル等のプラスチック製にしてある。
尚、参照電極210は、厳密な参照電極設置の場合は、前記マイクロ波反射板104の外側の
大きな空間に塩橋を通して設置してもよい。
【００４０】
エレベータ7は、図４に上から見た図に示すように中央部にカプセル挿入支持座7aを形
成したＬ型アーム7ｂで試料容器11aの上部を回転可能に支持しＬ型アーム7ｂに矩形枠体2
00Ｈに設けた昇降ラック7ｃの上端部に装着し、昇降ラック7ｃをピニオン7ｄを介してピ
ニオンの回転操作ダイヤル7eの回転でＬ型アーム7bと共に試料容器11aを試料容器収容部6
で昇降作動させる。
【００４１】
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図５に示す試料容器11aは、周面に多数の換気孔11a‑5を設け、上部の容器蓋11a‑1の側
面には収容した試料の回転角度を示す目盛が刻設されている。また、容器蓋11a‑1を貫通
してトグルシャフト11a‑2が取付けられている。トグルシャフトは、試料容器11aの長手の
中心軸線に沿って延設された軸部11a‑3と、軸部11a‑3において試料容器11a内に挿入され
る先端部で当該軸部11a‑3に垂直に交差するトグル部11a‑4とを有している。
【００４２】
試料容器11aにおいて、容器内下部には試料を収納する試料収容部11a‑6が収納され、試
料収容部11a‑6の周面には生体収容の際の通気孔11a‑5を多数配置してある。また試料容器
11aは、上方を開口した有底円筒形の例えばプラスチック製であり、試料容器11aの上端開
口部を閉塞する円柱状の上蓋11a‑7を具備している。上蓋11a‑7は、該上蓋11a‑7の中心を
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挟んで直径方向に離間させて配置された一対の係合シャフト11a‑8を有している。係合シ
ャフト11a‑8は、試料収容部11a‑6を試料容器11a内に配置し、上蓋11a‑7を試料容器11aの
上端開口部に装着したときに、トグル部11a‑4と係合可能な長さを有しており、試料収容
部11a‑6の長さを変更可能にしてある。
【００４３】
また図１と図２において、マイクロ波放射電磁ホーン103との対面側（：前面）に光フ
ァイバー式または先端に光集光コリメーターレンズを付設の光ファイバー式の光照射器20
2を設け、マイクロマイクロ波反射板104との対面側（：後面）に試料を通過後の光を受光
する光ファイバー式または先端に光集光コリメーターレンズを付設の光ファイバー式の光
入射器206を配置する。前記光照射器202と光入射器206は、上下・左右のスライド機構(図
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示せず)により対向位置調節可能に設けてある。
【００４４】
図１及び図２において、試料載置装置200には、外部に、グラスファイバー201式の光照
射器202に連通する周波数スキャンが可能な波長可変掃引仕様の単色光光源203と疑似太陽
光源204と、グラスファイバー205式の光入射器206に接続し、試料からの単色光を反射モ
ードで光照射器202を介して導入し光分光スペクトルを計測する光分光測定装置208（207
と同一でも良い）と、当該単色光を透過モードでグラスファイバー205式の光入射器206を
介して光分光スペクトルを計測する一方、太陽電池からの試料通過疑似太陽光を導入して
太陽電池の光物性を測定する光分光測定装置207と、試料容器の上部に装着した作用電極2
09・参照電極210・対極211の３電極導入用の同軸ケーブル212を接続し試料容器内の電池
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の性能（：充放電時のサイクリック・ボルタンメトリー測定、或いは周波数を掃引しなが
らcole‑cole(コール・コール)プロットの測定等）を計測する機能を持つ電気化学測定装
置213とを付設装備してある。
【００４５】
次に光分光測定装置207、208、電気化学測定装置213での測定例を紹介する。
(1)前記ＥＳＲ測定と同時に行う、光照射による試料の光分光測定例
＜例１＞
前記光照射器202から周波数スキャンが可能な単色光を照射し、試料を通過後の単色光
を前記光入射器206で受光して光分光測定装置207に送信し透過モードで光分光スペクトル
を計測する例と、光分光測定装置208により反射モードで光分光スペクトルを計測する例
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とそれらの意義を紹介する。当然のことながら試料収容部6には収容した試料の周辺には
他の光が入らないように遮蔽幕（図示せず）を設置する。
【００４６】
1)物質中のラジカルまたは遷移金属イオンの不対電子センターを電子スピン共鳴法と光
分光法のin situ同時計測を行い、例えば光分光法により物質中の遷移金属イオンのｄ−
ｄ遷移で光分光学的にエネルギー準位を求め、電子スピン共鳴から光分光学的に決めた基
底状態のエネルギー準位の磁場印加によるｇ因子（結晶の場合はｇテンソル）を求め、光
デバイス等の機能素子の電子状態を精密に解析し、デバイスの機能の本質を解明する。そ
のために上記のように、光源、単色化装置、光ファイバーを通して電磁ホーンと反射板中
の試料台に導入し、試料中を光透過モードまたは光反射モードで相互作用をした光を光フ
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ァイバーを通して検出器に導入して、光分光を行う。
2)また、単色化した光で基底状態から励起状態に励起した電子の電子スピン共鳴を計測
し、励起状態のｇ値等スピンハミルトニアン定数を解析する場合にも用いる。
【００４７】
(2)前記ＥＳＲ測定と同時に行う、光照射による試料の電気化学測定例
＜例２＞
前記光照射器202から疑似太陽光を照射して試料を通過後の光を光入射器206で受光して
光分光測定装置207で或いは反射光を光分光測定装置208で分光モニターしながら、電気化
学測定装置213により太陽電池（次世代太陽電池の測定）を計測する例の具体例とその意
義。
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従来の単結晶およびアモルファスシリコン太陽電池および色素増感太陽電池、有機薄膜
太陽電池、量子ドット太陽電池等の次世代太陽電池で、作用電極209・参照電極210・対極
211は、ESR用のマイクロ波および光分光用の光を通過できるように白金メッシュ電極のよ
うなマイクロ波および光を透過できる電極材料、およびITO透明電極のような光を透過で
きる透明電極材料を用いる。これらの電極で構成された試作・開発研究用電極を合成石英
で作製した円筒形または矩形の容器内で作製してそれぞれの試料台に設置する。この構成
で、疑似太陽光をそのままで、或いは単色化して、これらの光をonおよびoffの状態で、
照射或いは非照射で、太陽電池の発電効率を電気化学測定装置213でサイクリックボルタ
ンメトリー計測、或いは周波数掃引のコール・コールプロット法等を駆使しながら充電時
・放電時にモニターし、ESRで検出されるラジカル強度を計測し、かつ光分光装置で光吸
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収強度をモニターしながら、総合的な太陽電池情報を得て、開発を進捗させる手法の応用
計測にも利用できる。当該ＥＳＲ装置でラジカル等の不対電子の直接測定或いはスピント
ラップ剤を用いたＯＨ・或いはＯ2−ラジカルの間接測定手法をあわせもち備えている。
【００４８】
(3)当該ESR測定と同時に行う、電極通電による試料の電気化学計測例
＜例３＞
前記試料容器の上方部に、作用電極209・参照電極210・対極211の３電極導入用の同軸
ケーブル212を接続し、同軸ケーブル212を電気化学測定装置213に連結し試料容器11a又は
11ｂ内の電池の性能を計測する例の具体例とその意義。
太陽電池等の光照射を必要としない、例えばLiイオン電池、比較的低温で稼動できる燃
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料電池等の先端的な次世代新規電池を、合成石英製の円筒形或いは矩形の容器内で場合に
よっては密封作製し、それぞれの試料台に設置して、容器から引き出した作用電極209・
参照電極210・対極211用の同軸ケーブル212のリード線は電気化学測定装置213に接続し、
またこれら電池はESR用のマイクロ波（および場合によっては光照射および分光用の光）
を通過できるようにメッシュ電極、またITO透明電極等の電極を用いる。この構成で、電
池の充電効率を、また放電時の経過を、また極端な過充電・過放電の経過を電気化学測定
装置213でサイクリックボルタンメトリー計測、或いは周波数掃引のコール・コールプロ
ット等の手法を駆使して解析しながら、電磁ホーン型ESR装置で検出される各種ラジカル
等の不対電子センター強度をその充電時・放電時或いは静置状態で計測し、総合的な太陽
電池情報を得て、開発を進捗させる。
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【産業上の利用可能性】
【００４９】
本発明装置は、前述の優れた効果を呈する。このため以下に紹介の各種分野に適用でき
、この種産業に多大な貢献をするものである。
１．物理学、化学の基礎科学分野での各種固相、液相、気相物質の基礎研究
２．医学での臨床検査室での血液、生体組織の迅速検査
３．医薬学分野でのレドックス関連の加齢現象及び難治疾患(癌、糖尿病、虚血、高血
圧アルツハイマー等)の機作解明。
４．環境科学分野での水処理、水質検査、ジーゼル排気ガス、PM2.5更に微細で強いラ
ジカル信号を示すアセチレンブラック等の粉塵検査。
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５．MRIコイルを用いたESRイメージング、さらにはESR‑STM(走査型トンネル顕微鏡)装
置開発と磁場印加で生じたラーモア歳差運動のある周波数に選択された高分解能ESRイメ
ージング像或いはＳＴＭ像の獲得。
６．アラニンや蔗糖及びアラニンや蔗糖イメージングプレートを用いた放射線線量計測
システムの構築。試料の非破壊ESR年代測定法への応用。
７．他の診断機器(X線コンピュータトモグラフィー、超音波画像診断、PET等)との同時
/連続検査診断が可能となる。
【符号の説明】
【００５０】
１

開口部

２

上下マスキングシャッター

２ａ

ラック

２ｂ

ラック

２ｃ

ピニオン

２ｄ

回転操作ダイヤル

２Ｌ

下マスキングシャッター

２Ｕ
３
３ａ
４

40

上マスキングシャッター
左右マスキングシャッター
マスキング板
開口部
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(11)
５

開口部

６

試料容器収容部

７

エレベータ

７ａ

カプセル挿入支持座

７ｂ

Ｌ型アーム

７ｃ

昇降ラック

７ｄ

ピニオン

７ｅ
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回転操作ダイヤル

８

開口部

１１ａ

試料容器

１１ｂ

試料容器

１１ａ−１

容器蓋

１１ａ−２

トグルシャフト

１１ａ−３

軸部

１１ａ−４

トグル部

１１ａ−５

換気孔

１１ａ−５

通気孔

１１ａ−６

試料収容部

１１ａ−７

上蓋

１１ａ−８

係合シャフト

１１ｂ

容器蓋

１２ａ

操作ダイヤル

１２ｂ

ラックピニオン機構

１０１

マイクロ波発信装置

１０２

メインアーム

１０３

マイクロ波放射電磁ホーン

１０４

マイクロ波反射板

１０６

マイクロ波処理・記録装置

１０７

位置制御装置

１０８

掃引磁場印加装置

１０９

磁場変調装置

１１０

リファレンスアーム

１１１

位置調節装置

１１１ｂ
１１２

セルシンモータ
位置調節装置
基部

１１２ｂ

セルシンモータ

２００Ｈ
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基部

１１２ａ
２００

20

試料容器

１１ｂ−１

１１１ａ

10

試料載置装置

40

矩形枠体

２０１

グラスファイバー

２０２

光照射器

２０２

光入射器

２０３

単色光光源

２０４

疑似太陽光源

２０５

グラスファイバー

２０６

光入射器

２０７

光分光測定装置

２０８

光分光測定装置
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２０９

作用電極

２１０

参照電極

２１１

対極

２１２

同軸ケーブル

２１３

電気化学測定装置

【図１】

【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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