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(57)【要約】
【課題】本発明は、逆フーリエ変換を行うことなく、ま
た、弱磁場下の磁場分布の測定結果からも、薄膜の局所
領域の面内を流れる電流の方向と密度を同時に算出可能
な電流の方向と密度の測定方法、その表示方法及びその
測定表示装置を提供することを課題とする。
【解決手段】薄膜の一面に開口部を設ける工程Ｓ１と、
前記開口部の近傍に一対の正の磁界と負の磁界を発生さ
せる工程Ｓ２と、前記正の磁界の最大値と前記負の磁界
の最小値の位置と大きさから、前記開口部の近傍であっ
て前記薄膜の一面側を流れる電流の方向と密度を算出す
る工程Ｓ３と、を有する電流の方向と密度の測定方法を
用いることによって前記課題を解決できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
薄膜の一面に開口部を設ける工程と、
前記開口部の近傍に一対の正の磁界と負の磁界を発生させる工程と、
前記正の磁界の最大値と前記負の磁界の最小値の位置と大きさから、前記開口部の近傍で
あって前記薄膜の一面側を流れる電流の方向と密度を算出する工程と、を有することを特
徴とする電流の方向と密度の測定方法。　
【請求項２】
前記正の磁界の最大値と前記負の磁界の最小値とを結ぶ線の垂直二等分線上であって、左
手側が前記負の磁界となる方向を、前記開口部の近傍であって前記薄膜の一面側を流れる
電流の方向とするとともに、
前記正の磁界の最大値と前記負の磁界の最小値とから、前記薄膜の局所領域を流れる電流
の大きさを算出することを特徴とする請求項１に記載の電流の方向と密度の測定方法。
【請求項３】
前記開口部が平面視略円形状であり、前記開口部の直径が０．５μｍ以上であることを特
徴とする請求項１又は請求項２に記載の電流の方向と密度の測定方法。
【請求項４】
前記開口部を前記薄膜に複数設けることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載
の電流の方向と密度の測定方法。
【請求項５】
前記開口部を前記薄膜に格子状に設けることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に
記載の電流の方向と密度の測定方法。
【請求項６】
前記薄膜が半導体、導電体又は超伝導体のいずれかであることを特徴とする請求項１～５
のいずれか１項に記載の電流の方向と密度の測定方法。
【請求項７】
請求項１～６のいずれか１項に記載の電流の方向と密度の測定方法を用いて、前記薄膜の
局所領域を流れる電流の大きさを算出してから、前記電流の方向と密度を、磁場分布の測
定画像に重畳表示することを特徴とする電流の方向と密度の表示方法。
【請求項８】
前記電流の方向と密度を、矢印の方向と長さで表示することを特徴とする請求項７に記載
の電流の方向と密度の表示方法。
【請求項９】
請求項７又は請求項８に記載の電流の方向と密度の表示方法に用いられる測定表示装置で
あって、
薄膜に設けられた開口部の近傍に一対の正の磁界と負の磁界を発生させることが可能であ
るとともに、その磁場分布を測定可能な磁場分布測定装置と、
前記正の磁界の最大値と前記負の磁界の最小値の位置と大きさから、前記開口部の近傍で
あって前記薄膜の一面側を流れる電流の方向と密度を算出可能な演算処理部と、
前記電流の方向と密度を、前記磁場分布の測定画像に重畳表示する画像表示部と、を有す
ることを特徴とする電流の方向と密度の測定表示装置。
【請求項１０】
　前記磁場分布測定装置の分解能が１μｍ以上１００μｍ以下であることを特徴とする請
求項９に記載の電流の方向と密度の測定表示装置。
【請求項１１】
　前記磁場分布測定装置が、走査ＳＱＵＩＤ顕微鏡、走査ホール素子顕微鏡又は走査磁気
力顕微鏡（ＭＦＭ）のいずれか一つであることを特徴とする請求項９又は請求項１０に記
載の電流の方向と密度の測定表示装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、電流の方向と密度の測定方法、表示方法及び測定表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、様々な薄膜電子デバイスが開発されている。高性能な薄膜電子デバイスを開発す
る上で、薄膜の局所領域における電流の方向と電流密度に関する情報が必要である。その
ため、これらの情報を容易にかつ正確に測定・算出することが求められている。
【０００３】
これまで薄膜の面内の電流の測定はいろいろ試みられているが、直接的な方法で高い空間
分解能で微細な領域を高感度で、しかも電流の強さと方向の同時測定を行う手法は限定さ
れていた。特に、薄膜の１ｍｍ２以下の局所領域における電流の流れの測定・算出はより
困難とされている。
【０００４】
薄膜の面方向を流れる電流の密度を測定する方法として、次のようなものがある。
非特許文献１には、薄膜に磁気光学効果を持つ膜を密着させ、この膜の磁気光学効果を観
測することにより、薄膜の面方向を流れる電流の密度を測定する方法が開示されている。
この方法は、観測できる磁場分布強度の感度が低く、強磁場大電流領域での測定に限られ
、弱磁場下において測定できないという問題がある。また、光学的な限界および機械的密
着性の限界によりその空間分解能が限定されてしまうという問題がある。
【０００５】
また、非特許文献２には、磁場センサーを用い、薄膜全体の磁気像を測定したうえで、逆
フーリエ変換により電流ベクトルを推定する方法が開示されている。
しかし、この方法では、薄膜の端部で発散が発生し、薄膜全体での電流モデルをたてた上
で、実測値との比較により推定しなくてはならないという問題があった。
更に、非特許文献３は、超伝導デバイスを観察するために開発されたマイクロ－ＤＣ－Ｓ
ＱＵＩＤマグネトメーター（ｍｉｃｒｏ－ＤＣ－ＳＱＵＩＤ　ｍａｇｎｅｔｏｍｅｔｅｒ
）に関するものであり、スキャニングＳＱＵＩＤの原理等について記載されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．６５．１９８８，３６１
【非特許文献２】Ｐｈｙｓｉｃａ．Ｃ４６９．２００９，１４５０
【非特許文献３】Ｊｐｎ．Ｊ．Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．３８，１９９９，Ｌ１１９
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、逆フーリエ変換を行うことなく、また、弱磁場下の磁場分布の測定結果から
も、薄膜の局所領域の面内を流れる電流の方向と密度を同時に算出可能な電流の方向と密
度の測定方法、その表示方法及びその測定表示装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者は、開口部を設けた薄膜に電流を流した時に、２枚の無限平板に電流を流した
時と同様に、一対の正の磁界と負の磁界が発生することを見出した。そこで、２枚の無限
平板モデルをもとに、開口部の周囲を流れる電流の大きさと方向を算出することができる
ことを発見し、本研究を創作した。
本発明の電流の方向と密度の測定方法は、薄膜の一面に開口部を設ける工程と、前記開口
部の近傍に一対の正の磁界と負の磁界を発生させる工程と、前記正の磁界の最大値と前記
負の磁界の最小値の位置と大きさから、前記開口部の近傍であって前記薄膜の一面側を流
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れる電流の方向と密度を算出する工程と、を有することを特徴とする。　
【０００９】
本発明の電流の方向と密度の測定方法は、前記正の磁界の最大値と前記負の磁界の最小値
とを結ぶ線の垂直二等分線上であって、左手側が前記負の磁界となる方向を、前記開口部
の近傍であって前記薄膜の一面側を流れる電流の方向とするとともに、
前記正の磁界の最大値と前記負の磁界の最小値とから、前記薄膜の局所領域を流れる電流
の大きさを算出することを特徴とする。
【００１０】
本発明の電流の方向と密度の測定方法は、前記開口部が平面視略円形状であり、前記開口
部の直径が０．５μｍ以上であることを特徴とする。
本発明の電流の方向と密度の測定方法は、前記開口部を前記薄膜に複数設けることを特徴
とする。
【００１１】
本発明の電流の方向と密度の測定方法は、前記開口部を前記薄膜に格子状に設けることを
特徴とする。
本発明の電流の方向と密度の測定方法は、前記薄膜が半導体、導電体又は超伝導体のいず
れかであることを特徴とする。
本発明の電流の方向と密度の表示方法は、先に記載の電流の方向と密度の測定方法を用い
て、前記薄膜の局所領域を流れる電流の大きさを算出してから、前記電流の方向と密度を
、磁場分布の測定画像に重畳表示することを特徴とする。
本発明の電流の方向と密度の表示方法は、前記電流の方向と密度を、矢印の方向と長さで
表示することを特徴とする。
【００１２】
本発明の電流の方向と密度の測定表示装置は、先に記載の電流の方向と密度の表示方法に
用いられる測定表示装置であって、薄膜に設けられた開口部の近傍に一対の正の磁界と負
の磁界を発生させることが可能であるとともに、その磁場分布を測定可能な磁場分布測定
装置と、前記正の磁界の最大値と前記負の磁界の最小値の位置と大きさから、前記開口部
の近傍であって前記薄膜の一面側を流れる電流の方向と密度を算出可能な演算処理部と、
前記電流の方向と密度を、前記磁場分布の測定画像に重畳表示する画像表示部と、を有す
ることを特徴とする。
【００１３】
本発明の電流の方向と密度の測定表示装置は、前記磁場分布測定装置の分解能が１μｍ以
上１００μｍ以下であることを特徴とする。
本発明の電流の方向と密度の測定表示装置は、前記磁場分布測定装置が、走査ＳＱＵＩＤ
顕微鏡、走査ホール素子顕微鏡又は走査磁気力顕微鏡（ＭＦＭ）のいずれか一つであるこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
本発明の電流の方向と密度の測定方法は、薄膜の一面に開口部を設ける工程と、前記開口
部の近傍に一対の正の磁界と負の磁界を発生させる工程と、前記正の磁界の最大値と前記
負の磁界の最小値の位置と大きさから、前記開口部の近傍であって前記薄膜の一面側を流
れる電流の方向と密度を算出する工程と、を有する構成なので、一つの開口部に発生させ
た一対の正の磁界と負の磁界の位置と大きさから前記開口部の近傍であって前記薄膜の一
面側を流れる電流の方向と密度を容易にかつ正確に算出でき、逆フーリエ変換を行うこと
なく、また、弱磁場下の磁場分布の測定結果からも、薄膜の局所領域の面内を流れる電流
の方向と密度を同時に算出することができる。
本発明の電流の方向と密度の表示方法は、先に記載の電流の方向と密度の測定方法を用い
て、前記薄膜の局所領域を流れる電流の大きさを算出してから、前記電流の方向と密度を
、磁場分布の測定画像に重畳表示する構成なので、薄膜の面内の局所領域の電流の方向と
密度の把握を容易にすることができる。
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【００１５】
本発明の電流の方向と密度の測定表示装置は、先に記載の電流の方向と密度の表示方法に
用いられる測定表示装置であって、薄膜に設けられた開口部の近傍に一対の正の磁界と負
の磁界を発生させることが可能であるとともに、その磁場分布を測定可能な磁場分布測定
装置と、前記正の磁界の最大値と前記負の磁界の最小値の位置と大きさから、前記開口部
の近傍であって前記薄膜の一面側を流れる電流の方向と密度を算出可能な演算処理部と、
前記電流の方向と密度を、前記磁場分布の測定画像に重畳表示する画像表示部と、を有す
る構成なので、一つの開口部に一対の正の磁界と負の磁界を発生させることができ、この
一対の正の磁界と負の磁界の位置と大きさから前記開口部の近傍であって前記薄膜の一面
側を流れる電流の方向と密度を容易にかつ正確に算出できるとともに、電流の方向と密度
を、磁場分布の測定画像に重畳表示して薄膜の面内の局所領域の電流の方向と密度の把握
を容易にし、逆フーリエ変換を行うことなく、また、弱磁場下の磁場分布の測定結果から
も、薄膜の局所領域の面内を流れる電流の方向と密度を同時に算出することができる電流
の方向と密度の測定表示装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施形態である電流の方向と密度の測定方法の一例を示すフローチャー
ト図である。
【図２】本発明の実施形態である電流の方向と密度の測定方法で用いる薄膜の一例を示す
図であって、図２（ａ）は平面図であり、図２（ｂ）は図２（ａ）のＡ－Ａ’線における
断面図である。
【図３】薄膜の面内の一面側を流れる電流を示す図であって、前記電流が開口部を迂回し
て流れる様子を示したシミュレーション図である。
【図４】溝のある平行平板に生じる磁場の方向と、生じる電流の方向の一例を示す図であ
る。
【図５】溝のある平行平板に生じる磁場の強さの一例を示すグラフであって、図５（ａ）
は式（１）により得られるグラフであり、図５（ｂ）は積分強度を示す式（２）より得ら
れるグラフである。
【図６】本発明の実施形態である電流の方向と密度の測定表示装置の一例を示す概略模式
図である。
【図７】開口部の周囲に生じた２つの磁界の一例を示す斜視図である。
【図８】開口部の周囲に生じた２つの磁界の一例を示す平面図であって、薄膜の局所領域
を流れる電流を重畳表示した図である。
【図９】実施例２試料を示す平面図である。
【図１０】実施例２試料の電流の方向の算出結果を示す図であって、図１０（ａ）は実施
例２試料の電流の方向の算出を行った部分を示す平面図であり、図１０（ｂ）は図１０（
ａ）のＮ部における各開口部における磁場の強さの測定結果と、電流の方向を示す図であ
る。
【図１１】実施例２試料全体の電流密度の分布を等高線状に示した概略模式図である。
【図１２】図１０（ａ）の各開口部における磁場の強さの測定結果と、電流の方向と密度
を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
（本発明の実施形態）
　以下、添付図面を参照しながら、本発明の実施形態である電流の方向と密度の測定方法
を説明する。
図１は、本発明の実施形態である電流の方向と密度の測定方法の一例を示すフローチャー
ト図である。図１に示すように、本発明の第１の実施形態である電流の方向と密度の測定
方法は、開口部形成工程Ｓ１と、磁界発生工程Ｓ２と、電流算出工程Ｓ３と、を有する。
【００１８】
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（開口部形成工程Ｓ１）
　開口部形成工程Ｓ１は、薄膜に開口部を設ける工程である。
　図２は、本発明の実施形態である電流の方向と密度の測定方法で用いる薄膜の一例を示
す図であって、図２（ａ）は平面図であり、図２（ｂ）は図２（ａ）のＡ－Ａ’線におけ
る断面図である。
　図２に示すように、薄膜１９には、一つの平面視略円形状の開口部２０が設けられてい
る。また、開口部２０の近傍であって薄膜１９の一面１９ａ側の領域は、局所領域２１と
されている。局所領域２１とは、開口部２０の周りの磁界の乱れにより発生する電流が流
れる領域である。
【００１９】
薄膜１９は、電流を流すことが可能な固体媒体であればよく、半導体、導電体又は超伝導
体のいずれかである。例えば、半導体としては、Ｓｉを用いることができ、導電体として
は、Ａｕ、Ａｇ等の金属材料を用いることができ、超伝導体としては、ＢＳＣＣＯ、ＹＢ
ＣＯなどの酸化物、もしくはＮｂなどの金属系の超伝導材料等を用いることができる。
【００２０】
なお、薄膜１９として超伝導体を用いた場合、磁場の印加により自動的に遮蔽電流（永久
電流）を流すことができる。また、薄膜１９として、半導体、導電体又は超伝導体を用い
た場合、電流源から流される電流を用いることができる。
薄膜１９の大きさ及び厚さは、特に限定されない。例えば、１０ｍｍ×１０ｍｍ、厚さ１
００ｎｍの薄膜を用いることができる。
【００２１】
　図２（ａ）に示すように、開口部２０は平面視略円形状とすることが好ましい。これに
より、開口部２０の周囲に発生させる一対の磁界の対称性を高め、局所領域２１を流れる
電流の方向と密度の精度を向上させることができる。
　しかし、開口部２０の形状は、これに限られるものではなく、多角形状、楕円形状とし
てもよい。このような形状としても、開口部２０の周囲に一対の磁界を発生させ、局所領
域２１を流れる電流の方向と密度を算出できる。ただし形状が円形でない場合、たとえば
多角形の場合、迂回した電流が頂点部分に集中するため、方向の測定精度は大きく低下す
る。
【００２２】
　開口部２０の直径Ｌは、０．５μｍ以上とすることが好ましい。これにより、局所領域
２１を流れる電流の方向と密度の算出に必要な強度を有する磁界を発生させることができ
る。
　開口部２０の直径Ｌを０．５μｍより小さくすると、電流算出に必要な強度を有する磁
界を発生させることが困難となり、局所領域２１を流れる電流の方向と密度を正確に算出
することが困難となる。なお、２０μｍ以下の場合は、ＭＦＭ等を用いる必要があり、特
に、０．５μｍの場合は、高性能な探針を備えたＭＦＭを用いる必要がある。
　逆に、開口部２０の直径Ｌの上限は、基本的には、スキャンする範囲で限定される。本
測定法で電流の大きさを測定するには、開口部２０の大きさの数倍程度の範囲の走査を要
する。そのため、１０ｍｍ角の試料を用いた場合には、開口部２０の直径Ｌを１０００μ
ｍにすることができる。この場合、開口部２０の直径Ｌを１０００μｍより大きくすると
、局所領域２１を流れる電流の正確な方向と密度の正確な値の算出ができなくなる。
【００２３】
　開口部２０を設けることにより、開口部２０の周囲に磁場の乱れを発生させ、局所領域
２１を流れる電流を算出するために必要とする磁場分布の測定データを得ることができる
。よって、局所領域２１の大きさ及び形状は、開口部２０の大きさ及び形状に依存する。
そのため、開口部２０の大きさ及び形状は、電流を測定したい領域である局所領域２１の
大きさ及び形状に応じて設定することが好ましい。
　例えば、平面視略円形状の直径２０μｍの局所領域２１を流れる電流を算出するために
は、平面視略円形状の直径１０μｍの開口部を設けることが好ましい。
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また、平面視略円形状の直径１ｍｍの局所領域２１を流れる電流を算出するためには、平
面視略円形状の直径５００μｍの開口部を設けることが好ましい。
なお、図２（ｂ）に示すように、開口部２０は、貫通穴とされている。
【００２４】
　開口部２０の数は、一つとされている。しかし、これに限られるものではなく、薄膜１
９面内に複数設けてもよい。開口部２０を薄膜１９に複数設けることにより、各開口部２
０で測定した磁場分布から、各開口部２０を含むそれぞれの局所領域２１の薄膜の局所領
域を流れる電流を算出でき、面内の複数の局所領域２１における薄膜の局所領域を流れる
電流の方向と大きさを全体表示できる。
【００２５】
　開口部２０を複数設ける場合は、薄膜１９に格子状に設けることが好ましい。開口部２
０を薄膜１９にランダムに形成した場合、一部の領域で局所領域２１が重なり、測定を効
率的に行えない場合が発生するためである。
【００２６】
　開口部２０を開ける方法は、例えば、リソグラフィ―法などを用いることができる。具
体的には、レジストを塗布し、マスクを配置して露光を行った後、前記レジストを除去す
ることにより、所定の大きさ、形状及びパターンの開口部を形成することができる。しか
し、これに限られるものではなく、集束イオンビーム加工法等を用いて形成してもよい。
【００２７】
（磁界発生工程Ｓ２）
　次に、磁界発生工程Ｓ２は、開口部の近傍に一対の正の磁界と負の磁界を発生させる工
程である。なお、薄膜１９に電流を流すことにより、開口部２０の周囲に発生させた磁界
は、磁場分布の測定により観測する。
【００２８】
　磁場分布の測定には、磁場分布測定装置を用いる。
　磁場分布測定装置の分解能は１μｍ以上１００μｍ以下とすることが好ましい。局所領
域の磁界を精度高く測定して、薄膜の局所領域を流れる電流の電流密度及び方向の精度を
高めることができる。
なお、感度と分解能は相関するパラメーターであるので、用いる材料、測定装置、測定条
件などを総合的に勘案して適切な値に設定することが好ましい。
【００２９】
　磁場分布測定装置としては、例えば、走査ＳＱＵＩＤ顕微鏡、走査ホール素子顕微鏡又
は走査磁気力顕微鏡（ＭＦＭ）を用いることができる。
　走査ＳＱＵＩＤ顕微鏡とは、超伝導量子干渉素子を用いて、試料表面の磁束密度の分布
を測定する装置である。走査ＳＱＵＩＤ顕微鏡は、感度が高い点が長所であり、低温で測
定する必要がある点が短所である。走査ＳＱＵＩＤ顕微鏡の空間分解能は、検出部のコイ
ル直径により決定される。例えば、走査ＳＱＵＩＤ顕微鏡のコイルのサイズを直径１０μ
ｍとする。通常、コイルは、走査ＳＱＵＩＤ顕微鏡の外部に備えられている。
　走査ホール素子顕微鏡とは、ホール（Ｈａｌｌ）素子を磁場検出に用いた顕微鏡である
。走査ホール素子顕微鏡は、磁場検出素子に寒剤を必要としない点が長所であり、感度が
ＳＱＵＩＤに比べ低い点が短所である。
　走査磁気力顕微鏡（ＭＦＭ）とは、カンチレバーと試料の間に働く磁気力を用いて同様
な測定をする装置である。走査磁気力顕微鏡（ＭＦＭ）は、数十ナノメートルの分解能で
の測定が可能となり、より微小領域での電流の方向および強さを知ることが可能となる点
が長所であり、感度が劣る点が短所である。
【００３０】
　例えば、薄膜１９として超伝導体を用いた場合に、走査ＳＱＵＩＤ顕微鏡を用いる。
　超伝導体の薄膜１９を９０Ｋ以下に冷却した状態で、１０μＴ以上臨界磁場（薄膜が超
伝導性を失う磁場）以下の磁界を印加することにより、薄膜１９に渦電流を発生させるこ
とができる。このとき、走査ＳＱＵＩＤ顕微鏡により、薄膜１９の面内の磁場分布を測定
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できる。
【００３１】
　また、薄膜１９として半導体又は導電体を用いた場合に、走査ホール素子顕微鏡を用い
る。
　薄膜１９の一端と他端に電源部からの配線を接続し、薄膜１９に電圧を印加することに
より、薄膜１９に電流を流すことができる。このとき、走査ホール素子顕微鏡により、薄
膜１９の面内の磁場分布を測定できる。
【００３２】
（電流算出工程Ｓ３）
　電流算出工程Ｓ３は、正の磁界の最大値と負の磁界の最小値の位置と大きさから、開口
部の近傍であって薄膜の一面側を流れる電流の方向と密度を算出する工程である。
　図３は、図２に示した薄膜１９の面内の一面１９ａ側を流れる電流を示す図であって、
前記電流が開口部２０を迂回して流れる様子を示したシミュレーション図である。等電圧
線も併せて示している。小さい矢印は、等電圧線に対応した微小な領域の電流の方向を示
している。
【００３３】
　図３に示すように、薄膜１９の面内全体を電流は流れる。しかし、開口部２０が設けら
れていることにより、開口部２０の周りでは、開口部２０を迂回するように電流３２ａ、
３２ｂが流れる。これにより、開口部２０の周囲の電流密度は他の部分に比べて高くなる
。また、薄膜１９面内を流れる電流が迂回して流れることにより、開口部２０の周辺に磁
界の乱れを生じさせ、一対の正の磁界と負の磁界を発生させる。この磁界の乱れは、走査
型ＳＱＵＩＤ顕微鏡などの磁場分布測定装置で測定される。
　局所領域２１を流れる電流は、電流３２ａと電流３２ｂとから合成される電流であり、
その方向と密度は、次の原理を用いて、正の磁界の最大値と前記負の磁界の最小値とから
、算出する。
【００３４】
＜原理＞
　図４は、２枚の平行平板（無限平板）と、その間に設けられた溝（ギャップ）とからな
る単純化モデルであって、磁界の乱れから電流密度を算出するために用いた単純化モデル
である。
【００３５】
　図４に示すように、Ｘ方向に一定の間隔を設けて、２本の平板が平行配置されている。
各平板にはそれぞれＹ方向にＪｙの方向に電流が流れると、Ｚ方向（平板の一面に垂直な
方向）にＨｚの磁界が発生する。
【００３６】
　図５は、溝のある平行平板に生じる磁場の強さの一例を示すグラフであって、図５（ａ
）は式（１）により得られるグラフであり、図５（ｂ）は式（２）においてａ＝０、ｂ＝
ｘとしたときの積分強度を表している。
　ｘ軸は図４のｘ方向の位置に対応するものであり、ｘ＝０が溝の中心の位置を示し、ｘ
＝１、－１が溝の端部を示す。また、ｚ軸は、図４のｚ方向に発生する磁場の強さＨｚの
方向を示している。
　この単純化モデルでは、磁場の乱れにより上向きと下向きの２つのピークが生じる。ま
た、溝の幅に対応した位置で、磁場の強さは極大値、極小値となり、それぞれ正の磁界の
最大値（ピーク）と、負の磁界の最小値（ピーク）となる。
【００３７】
　平板に電流を流すことにより、磁場が発生する。電流密度Ｊと磁場のＺ成分の強さＨｚ
との間には次式（１）及び次式（２）には関係がある。
　ここで、ｘは中心からの距離であり、ｒは溝の幅の半分であり、ａは積分範囲の下端　
であり、ｂは積分範囲の上端である。標準試料との比較により、絶対値を較正することが
可能である。これにより、電流密度Ｊが求められる。
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　より具体的には、電流密度Ｊは、上下方向の２つのピークのうちの一つを面積積分する
ことにより、算出できる。なお、２つのピークを全て面積積分すると、上向きと下向きの
ピークが相殺され、ゼロになってしまうため、片方のピークの積分を行う。
【００３８】
【数１】

【００３９】
【数２】

【００４０】
また、図５に示すプラス方向のピーク（正の磁界の最大値）とマイナス方向のピーク（負
の磁界の最小値）とを結ぶ線の垂直二等分線上であって、左手側がマイナス方向のピーク
（負の磁界の最小値）となる方向を、薄膜１９の開口部２０の近傍であって一面１９ａ側
の局所領域２１を流れる電流の方向とする。これは、開口部２０にあっては、開口部２０
を迂回することにより、開口部２０周辺に電流が集中し、円形の開口部２０ではその電流
に対して垂直方向の円周に最も電流が集中する。このため、この部分に磁場の乱れが起こ
り、式１で示されるようなピークとなる。
　以上により、局所領域を流れる電流の方向と密度を算出することができる。
【００４１】
次に、本発明の実施形態である電流の方向と密度の測定表示装置について説明する。
図６は、本発明の実施形態である電流の方向と密度の測定表示装置の一例を示す概略模式
図である。
図６に示すように、本発明の実施形態である電流の方向と密度の測定表示装置１０は、磁
場分布測定装置９と、演算処理部１４と、画像表示部１５と、を有する。
磁場分布測定装置９は、走査ＳＱＵＩＤ測定部１２と、電流印加・測定部１３と、Ｘ－Ｙ
ステージ駆動部１６と、温度制御部１７と、真空容器部１１とを有している。
走査ＳＱＵＩＤ測定部１２と、電流印加・測定部１３と、Ｘ－Ｙステージ駆動部１６は、
演算処理部１４からＦＬＬ　Ｃｉｒｃｕｉｔ４１を介して制御される構成とされている。
真空容器部１１は絶縁テーブル（Ｉｎｓｕｌｔｉｎｇ　ｔａｂｌｅ）４４上に配置される
とともに、真空容器部１１の内部はロータリーポンプ（ＲＰ）４２及びターボ分子ポンプ
（ＴＭＰ）４３により減圧可能とされている。
真空容器部１１の内部は、パーマロイシールド（Ｐｅｒｍａｌｌｏｙ　ｓｈｉｅｌｄ）４
６によりシールドされている。
パーマロイシールド（Ｐｅｒｍａｌｌｏｙ　ｓｈｉｅｌｄ）４６の内部には、走査ＳＱＵ
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ＩＤ測定部１２と電流印加・測定部１３がそれぞれ別のコールドブロック（Ｃｏｌｄ　ｂ
ｌｏｃｋ（Ｃｕ））４５に接するように配置されている。電流印加・測定部１３上には試
料配置部１８が設けられ、その上に薄膜１９が配置されている。
コールドブロック（Ｃｏｌｄ　ｂｌｏｃｋ（Ｃｕ））４５は、温度制御部１７に接合され
ており温度制御可能とされている。温度制御部１７は、ロータリーポンプ（ＲＰ）４７と
、トランスファーチューブ（Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｔｕｂｅ）４８を介して液体ヘリウム（
Ｌｉｑ．Ｈｅ）４９に接合されている。
【００４２】
磁場分布測定装置９は、薄膜に設けられた開口部の近傍に一対の正の磁界と負の磁界を発
生させることが可能であるとともに、その磁場分布を測定可能とされている。
なお、図６の磁場分布測定装置９は、走査ＳＱＵＩＤ測定部１２を備えた走査型ＳＱＵＩ
Ｄ顕微鏡であるが、これに限られるものではなく、ホール（Ｈａｌｌ）素子を磁場検出に
用いた走査ホール素子顕微鏡、ＭＦＭ等を用いてもよい。
なお、磁場分布測定装置９としては、その感度が５μΦ０Ｈｚ－１／２であるものを用い
ることができる。ここで、Φ０は磁束量子であり、Ｈｚはヘルツである。
【００４３】
演算処理部１４は、正の磁界の最大値と負の磁界の最小値の位置と大きさから、開口部２
０の近傍であって前記薄膜１９の一面１９ａ側を流れる電流の方向と密度を算出可能な演
算処理手段を備えている。
前記演算処理手段は、具体的には、正の磁界の最大値と負の磁界の最小値とを結ぶ線の垂
直二等分線上であって、左手側が負の磁界となる方向を、薄膜１９の局所領域２１を流れ
る電流の方向とするとともに、前記最大値と前記最小値の差の絶対値から、薄膜１９の局
所領域２１を流れる電流の密度を算出するプログラムを備えている。
【００４４】
画像表示部１５は、電流の方向と密度を、磁場分布の測定画像に重畳表示可能とされてい
る。
具体的には、薄膜１９の局所領域２１を流れる電流の方向と密度を、矢印の方向と長さと
して、前記磁場分布の測定画像に重畳表示する。これにより、薄膜１９の面内の複数の局
所領域２１を流れる電流の方向と大きさを一見して把握することができる。
【００４５】
本発明の実施形態である電流の方向と密度の測定方法は、薄膜１９の一面１９ａに開口部
２０を設ける工程と、開口部２０の近傍に一対の正の磁界と負の磁界を発生させる工程と
、前記正の磁界の最大値と前記負の磁界の最小値の位置と大きさから、開口部２０の近傍
であって薄膜１９の一面１９ａ側を流れる電流の方向と密度を算出する工程と、を有する
構成なので、一つの開口部２０に発生させた一対の正の磁界と負の磁界の位置と大きさか
ら開口部２０の近傍であって薄膜１９の一面１９ａ側を流れる電流の方向と密度を容易に
かつ正確に算出でき、逆フーリエ変換を行うことなく、また、弱磁場下の磁場分布の測定
結果からも、薄膜１９の局所領域２１の面内を流れる電流の方向と密度を同時に算出する
ことができる。　
【００４６】
本発明の実施形態である電流の方向と密度の測定方法は、前記正の磁界の最大値と前記負
の磁界の最小値とを結ぶ線の垂直二等分線上であって、左手側が前記負の磁界となる方向
を、開口部２０の近傍であって薄膜１９の一面１９ａ側を流れる電流の方向とするととも
に、前記正の磁界の最大値と前記負の磁界の最小値とから、薄膜１９の局所領域２１を流
れる電流の大きさを算出する構成なので、一つの開口部２０に発生させた一対の正の磁界
と負の磁界の位置と大きさから開口部２０の近傍であって薄膜１９の一面１９ａ側を流れ
る電流の方向と密度を容易にかつ正確に算出でき、逆フーリエ変換を行うことなく、また
、弱磁場下の磁場分布の測定結果からも、薄膜１９の局所領域２１の面内を流れる電流の
方向と密度を同時に算出することができる。
【００４７】
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本発明の実施形態である電流の方向と密度の測定方法は、開口部２０が平面視略円形状で
あり、開口部２０の直径Ｌが１０μｍ～５００μｍである構成なので、一つの開口部２０
に一対の正の磁界と負の磁界を容易に発生させることができ、その位置と大きさから開口
部２０の近傍であって薄膜１９の一面１９ａ側を流れる電流の方向と密度を容易にかつ正
確に算出でき、逆フーリエ変換を行うことなく、また、弱磁場下の磁場分布の測定結果か
らも、薄膜１９の局所領域２１の面内を流れる電流の方向と密度を同時に算出することが
できる。
【００４８】
本発明の実施形態である電流の方向と密度の測定方法は、前記開口部を前記薄膜に複数設
ける構成なので、各開口部２０で測定した磁場分布から、各開口部２０を含むそれぞれの
局所領域２１の薄膜の局所領域を流れる電流を算出でき、面内の複数の局所領域２１にお
ける薄膜の局所領域を流れる電流の方向と大きさを全体表示できる。
【００４９】
本発明の実施形態である電流の方向と密度の測定方法は、開口部２０を薄膜１９に格子状
に設ける構成なので、局所領域２１の重なりを少なくして、局所領域２１を密にかつ整列
させて配置することができ、電流の算出を効率的に行うことができる。
【００５０】
本発明の実施形態である電流の方向と密度の測定方法は、薄膜１９が半導体、導電体又は
超伝導体のいずれかである構成なので、例えば、薄膜１９として超伝導体を用いた場合に
、超伝導体の薄膜１９を９０Ｋ以下に冷却した状態で、１０μｍＴ以上１００μｍＴ以下
の磁界を印加することにより、薄膜１９に渦状の遮蔽電流を発生させることができ、走査
ＳＱＵＩＤ顕微鏡により、薄膜１９の面内の磁場分布を測定できる。
また、薄膜１９として半導体又は導電体を用いた場合に、薄膜１９の一端と他端に電源部
からの配線を接続し、薄膜１９に電圧を印加することにより、薄膜１９に電流を流すこと
ができ、走査ホール素子顕微鏡により、薄膜１９の面内の磁場分布を測定できる。
【００５１】
本発明の実施形態である電流の方向と密度の表示方法は、先に記載の電流の方向と密度の
測定方法を用いて、薄膜１９の局所領域２１を流れる電流の大きさを算出してから、前記
電流の方向と密度を、磁場分布の測定画像に重畳表示する構成なので、逆フーリエ変換を
行うことなく、弱磁場下の磁場分布の測定結果からも、電流の方向と密度を容易にかつ短
時間で算出することができ、かつ、それを前記磁場分布の測定画像に重畳表示して、薄膜
の局所領域における電流の方向と密度を容易に把握させることができる。
【００５２】
本発明の実施形態である電流の方向と密度の表示方法は、前記電流の方向と密度を、矢印
の方向と長さで表示する構成なので、薄膜の局所領域における電流の方向と密度を容易に
把握させることができる。
【００５３】
本発明の実施形態である電流の方向と密度の測定表示装置１０は、先に記載の電流の方向
と密度の表示方法に用いられる測定表示装置であって、薄膜１９に設けられた開口部２０
の近傍に一対の正の磁界と負の磁界を発生させることが可能であるとともに、その磁場分
布を測定可能な磁場分布測定装置９と、前記正の磁界の最大値と前記負の磁界の最小値の
位置と大きさから、開口部２０の近傍であって薄膜１９の一面１９ａ側を流れる電流の方
向と密度を算出可能な演算処理部１４と、前記電流の方向と密度を、前記磁場分布の測定
画像に重畳表示する画像表示部１５と、を有する構成なので、逆フーリエ変換を行うこと
なく、弱磁場下の磁場分布の測定結果からも、電流の方向と密度を容易にかつ短時間で算
出することができ、かつ、それを前記磁場分布の測定画像に重畳表示して、薄膜の局所領
域における電流の方向と密度を容易に把握させることができる。
【００５４】
本発明の実施形態である電流の方向と密度の測定表示装置１０は、磁場分布測定装置９の
分解能が１μｍ以上１００μｍ以下である構成なので、フーリエ変換を行うことなく、弱
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磁場下の磁場分布の測定結果からも、電流の方向と密度を容易にかつ短時間で算出するこ
とができる。
【００５５】
本発明の実施形態である電流の方向と密度の測定表示装置１０は、磁場分布測定装置９が
、走査ＳＱＵＩＤ顕微鏡、走査ホール素子顕微鏡又は走査磁気力顕微鏡（ＭＦＭ）のいず
れか一つである構成なので、薄膜として半導体、導電体又は超伝導体のいずれを用いても
、フーリエ変換を行うことなく、弱磁場下の磁場分布の測定結果からも、電流の方向と密
度を容易にかつ短時間で算出することができる。
本発明の実施形態である電流の方向と密度の測定方法、表示方法及び測定表示装置は、上
記実施形態に限定されるものではなく、本発明の技術的思想の範囲内で、種々変更して実
施することができる。本実施形態の具体例を以下の実施例で示す。しかし、本発明はこれ
らの実施例に限定されるものではない。
【実施例】
【００５６】
（実施例１）
まず、基板（基板材料は、単結晶酸化マグネシウム）上にＹＢＣＯ（イットリウム系超伝
導薄膜：９ｍｍ×９ｍｍ、膜厚３００ｎｍ）を成膜した。
次に、微細加工技術（具体的には、リフトオフ法）により、前記薄膜に平面視略円形状の
穴（直径４０μｍ）を、一つ設け、微細加工された超伝導薄膜試料（以下、実施例１試料
）を形成した。
【００５７】
次に、実施例１試料を走査ＳＱＵＩＤ顕微鏡中の所定の位置に配置した。
次に、実施例１試料を３Ｋまで冷却した後、走査ＳＱＵＩＤ顕微鏡の外部に設置したコイ
ルに電流を流して、実施例１試料に磁場を１０μＴ印加した。
なお、印加した磁場の大きさ１０μＴは、地磁気（約５０μＴ）の５分の１程度の微小な
ものである。
磁場を印加すると、その磁場を打ち消す方向に周回する電流が流れるが、超伝導体は電気
抵抗がゼロであることから、その電流は永久に流れ続けた（永久電流として観測された）
。
【００５８】
図７は、実施例１試料に磁場を印加したときに、薄膜に流れる電流により、得られた磁場
分布のデータの測定値を示す図であって、開口部の周囲に生じた２つの磁界を示す斜視図
である。
正の磁界（プラスの信号）の最大値（ピーク）と、負の磁界（マイナスの信号）の最小値
（ピーク）が示されている。なお、図では示していないが、正の磁界（プラスの信号）と
、負の磁界（マイナスの信号）との間に開口部の中心が位置する。各ピークの面上の位置
はほぼ開口部のエッジ部分となった。
【００５９】
図８は、開口部の周囲に生じた２つの磁界を示す平面図であって、局所領域の薄膜の局所
領域を流れる電流を重畳表示した図である。
正の磁界（プラスの信号）の最大値と負の磁界（マイナスの信号）の最小値とを結ぶ線の
垂直二等分線上であって、左手側が負の磁界（マイナスの信号）となる方向を、薄膜の局
所領域を流れる電流の方向とするとともに、最大値と最小値の差の絶対値を、薄膜の局所
領域を流れる電流の大きさとした。
【００６０】
（実施例２）
ＹＢＣＯ（イットリウム系超伝導薄膜：１０ｍｍ×１０ｍｍ、膜厚３００ｎｍ）を用い、
面内に９×９（合計８１個）の格子状となるように開口部を形成し、各開口部の直径を１
００μｍとした他は実施例１と同様にして、微細加工された超伝導薄膜試料（以下、実施
例２試料）を形成した。
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図９は、実施例２試料を示す平面図である。
【００６１】
図１０は、実施例２の薄膜の電流の方向の算出結果を示す図であって、図１０（ａ）は実
施例２の薄膜の電流の方向の算出を行った部分を示す平面図であり、図１０（ｂ）は図１
０（ａ）のＮ部における各開口部における磁場の強さの測定結果と、電流の方向を示す図
である。
図１０（ａ）に示すように、本実施例では、実施例２試料全体のおよそ４分の１を測定領
域Ｎとした。これは、実際には、対称性からこの実施例２試料全体の電流の方向を知るこ
とができるためである。なお、当然ながら、対称性に頼らずに全ての開口部で磁場の乱れ
を実測してもよい。
【００６２】
まず、薄膜を１μＴの磁場に配置し、３Ｋまで冷却した。次に、１０μＴの磁場を印加し
た状態で、各開口部の周囲の磁場の乱れを測定した。次に、磁場の乱れの測定値を用いて
、各開口部の周囲の電流の方向を算出した。
次に、図１０（ｂ）に示すように、測定領域Ｎにおける実施例２試料の各開口部の周辺で
の磁場の乱れの測定結果に、各開口部での電流の向きを矢印で重畳表示した。
【００６３】
図１１は、実施例２試料全体の電流密度の分布を等高線状に示した概略模式図である。な
お、図１０（ａ）の各開口部の位置が、図１１の（Ｘ，Ｙ）＝（１、１）～（９，９）ま
での１ｍｍおきの格子状の位置に対応する。
まず、各開口部の周囲の磁場の乱れの測定データから、本発明の電流の密度の算出方法を
用いて、各開口部の周囲の電流の密度を算出した。次に、対称性から、実施例２試料全体
の電流の方向を算出し、この等高線状の模式図を作成した。
図１１に示すように、実施例２試料中における電流の強さは周辺部で大きかった。また、
等高線は、略四角形状であった。
【００６４】
図１２は、図１０（ａ）の各開口部における磁場の強さの測定結果と、電流の方向と密度
を示す図である。
図１２に示すように、電流密度を矢印の長さで示すとともに、電流の方向を矢印の向きで
重畳表示した。このように薄膜の局所領域を流れる電流の方向と強さを矢印で重畳表示す
ることにより、薄膜の各局所領域の薄膜の局所領域を流れる電流の方向と大きさを一見し
て容易に把握することができた。また、本測定方法を用いることにより、超伝導薄膜試料
の膜面内を流れる電流の方向および強度を同時に知ることが可能であった。
【００６５】
以上、本手法を用いると、地磁気の５分の１程度の弱い磁場で発生する永久電流も明確に
捕らえることが可能であることが明らかとなった。       
【００６６】
（実施例３、４）
各開口部の直径を２０μｍ、５０μｍとした他は実施例１と同様にして、微細加工された
超伝導薄膜試料（以下、実施例３、４試料）を形成した。
それぞれの試料に対して、実施例１と同様に磁場測定を行い、局所領域の電流の方向と密
度の算出ができた。
【産業上の利用可能性】
【００６７】
本発明の電流の方向と密度の測定方法、表示方法及び測定表示装置は、逆フーリエ変換を
行うことなく、弱磁場下　の磁場分布の測定結果からも、薄膜の局所領域を流れる電流の
方向と電流密度を同時に算出可能であり、薄膜を用いた電子デバイス等の産業等に利用可
能性がある。
【符号の説明】
【００６８】
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９…磁場分布測定装置、１０…表示装置、１１…真空容器部、１２…走査ＳＱＵＩＤ測定
部、１３…電流印加・測定部、１４…演算処理部、１５…画像表示部、１６…Ｘ－Ｙステ
ージ駆動部、１７…温度制御部、１８…試料配置部、１９…薄膜、１９ａ…一面、２０…
開口部、２１…局所領域、３２ａ、３２ｂ…電流、３５ａ、３５ｂ…無限平板、４１…Ｆ
ＬＬ　Ｃｉｒｃｕｉｔ、４２…ロータリーポンプ（ＲＰ）、４３…ターボ分子ポンプ（Ｔ
ＭＰ）、４４…絶縁テーブル（Ｉｎｓｕｌｔｉｎｇ　ｔａｂｌｅ）、４５…コールドブロ
ック（Ｃｏｌｄ　ｂｌｏｃｋ（Ｃｕ））、４６…パーマロイシールド（Ｐｅｒｍａｌｌｏ
ｙ　ｓｈｉｅｌｄ）、４７…ロータリーポンプ（ＲＰ）、４８…トランスファーチューブ
（Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｔｕｂｅ）、４９…液体ヘリウム（Ｌｉｑ．Ｈｅ）、Ｊ、Ｊｙ…電
流、Ｈｚ…磁界、Ｓ１…開口部形成工程、Ｓ２…磁界発生工程、Ｓ３…電流算出工程。
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