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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＡＣ磁場を使って粒子を磁化するステップと、
　導電性で実質的に二次元の格子構造体を有する感知デバイス中で、前記磁化された粒子
からＡＣ電圧を生成するステップと、
　前記感知デバイス中で、ＤＣ磁場を前記生成されたＡＣ電圧に重畳するステップと、
　前記感知デバイスでＡＣホール電圧を測定するステップと、
を含み、
　前記感知デバイス中でＤＣ磁場を前記生成されたＡＣ電圧に重畳するステップが、前記
感知デバイス上のＤＣコイルの両端にＤＣ電圧を印加するステップを含み、
　前記感知デバイス中でＤＣ磁場を前記生成されたＡＣ電圧に重畳するステップが、ＤＣ
磁場が重畳されないで前記感知デバイス中の生成されたＡＣ電圧に比べて、前記感知デバ
イスで測定するための前記ＡＣホール電圧を増大する、
粒子を検出する方法。
【請求項２】
　感知デバイス中で前記磁化された粒子からＡＣ電圧を生成するステップが、前記感知デ
バイス上のＡＣコイルの両端にＡＣ電圧を印加するステップを含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
　前記導電性で実質的に二次元の格子構造体の対向する端部の間に電源電圧を印加するス
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テップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記磁化された粒子から、導電性で実質的に二次元の構造体を有する感知デバイス中に
ＡＣ電圧を生成するステップが、電圧バイアスされたグラフェン素子中にＡＣ電圧を生成
するステップを含む、請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の例示的な諸実施形態は、一般にホール効果センサに関し、さらに具体的には、
マイクロスケールまたはナノスケール・レベルでの、流体流の特性識別および解析のため
のグラフェンベースのホール効果センサおよびその使用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　流速測定は、流体の速度の測定である。微細粒子画像流速測定（マイクロＰＩＶ：Ｍｉ
ｃｒｏｓｃｏｐｉｃ　Ｐａｒｔｉｃｌｅ　Ｉｍａｇｅ　Ｖｅｌｏｃｉｍｅｔｒｙ）および
微細粒子追跡流速測定（マイクロＰＴＶ：Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｉｃ　Ｐａｒｔｉｃｌｅ　
Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ｖｅｌｏｃｉｍｅｔｒｙ）などのマイクロスケール・レベルでの流速
測定技法は、光学的（例えばレーザ）検出を用い、したがって、ガラス、ポリジメチルシ
ロキサン（ＰＤＭＳ）、およびポリメタクリル酸メチル（ＰＭＭＡ）などの透明な材料中
にエッチングされたマイクロチャネルに限定される。マイクロＰＩＶおよびマイクロＰＴ
Ｖ技法の両方とも、強いレーザ光パルスを用いる蛍光マイクロビーズの励起に依存する。
また、両方の技法は、ナノスケール・レベルでの流体流にこれらを適用するのに障害とな
るいくつかの短所を有する。
【０００３】
　磁性ナノ粒子は、様々な流速測定技法において生物検定のためのマーカ、または流体流
の特性識別のためのトレーサとして使用することができる。しかしながら、ナノ粒子は、
一般に、直径が約１ナノメートル（ｎｍ）～数百ナノメートルのオーダーである。しかし
て、それらの小さなサイズ、弱い磁場、大きな表面－体積比、および熱的じょう乱（超常
磁性）は、移動している流体での検出性を達成するための難題をもたらす。
【０００４】
　ナノ粒子を対象に作動するため設計されたマイクロ－／ナノシステムの中に、磁場のセ
ンサおよびジェネレータを作製して組み込むのは複雑で困難な作業となることがある。ま
た、センサおよびジェネレータの使用には、検出方法において、劣弱な信号体ノイズ比を
補正するための高度な検出方策が必要となり得る。かかる検出方策は、ＣＭＯＳ適合性の
あるプロセス内に実装が可能であるが、これらは同様に任意の基板デバイスに実装するこ
ともできる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　微小な磁性粒子をホール・センサで検出する従来の試みは、Ｓｉ－、ＩｎＳｂ－、およ
びグラフェン－ベースのホール・デバイスを用いており、ポリマー母材中に分散された何
千ものナノメートルサイズの酸化鉄粒子から成る磁性マイクロビーズの存在を検出するこ
とができた。しかしながら、センサがマイクロ－／ナノ流体チャネルの中に組み込まれて
いなかったので、さらにはこれらマイクロビーズを、高度の複雑な装置（原子間力顕微鏡
（ＡＦＭ：ａｔｏｍｉｃ　ｆｏｒｃｅ　ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）、ナノマニピュレータな
ど）によってセンサの上部に正確に配置する必要があったため、移動するナノ粒子の検出
は一般的には不可能であった。さらに、通常、約１平方マイクロメートル（μｍ２）～約
６μｍ２であるセンサ面積によって、かかるセンサを特定のマイクロ－／ナノ流体デバイ
スの中に組み込むのは困難、または不可能でさえあった。センサをマイクロ－／ナノ流体
デバイスの中に組み込むことに関する困難さは別として、直径が数ナノメートルである単
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一ナノ粒子の検出は実証されていない。さらに、分散された磁性ナノ粒子群の調査に基づ
く、マイクロ－／ナノ流体チャネルを通る流体のフロー特性を特性識別するための方法も
成功裏に実行されたことがない。
【０００６】
　上記に換えて、Ａｌ２Ｏ３ベースの磁気トンネル接合（ＭＴＪ：Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｔ
ｕｎｎｅｌ　Ｊｕｎｃｔｉｏｎ）も、磁性マイクロビーズの検出のためのセンサとして使
われてきた。このセンサのマイクロ流体チャネルへの組み込みによって、マイクロビーズ
がＭＴＪの上面を転がる際にそれらの動きの検出が可能になった。しかしながら、単一の
ナノメートルサイズの磁性粒子の存在を検出するためにこのアプローチをどのように使え
る可能性があるか、または周囲流体のフローをよりうまく特性識別するために分散粒子群
をどのように使える可能性があるかは論証されなかった。さらに、センサの相対的に大き
なサイズ（約１０μｍ２）が、特定のマイクロ－／ナノ流体デバイス中へのその組み込み
の障害となっている。
【０００７】
　同じように、ＭｇＯベースのＭＴＪは、１６ｎｍの酸化鉄ナノ粒子で標識された２．５
マイクロモル（μＭ）の標的ＤＮＡを検出することができている。その際に、そのＤＮＡ
ストランドはセンサ表面に付着することができた。有効範囲が特定の所定の閾値を上回っ
ていれば、磁気標識（ナノ粒子）の存在を示す信号が検出された。このアプローチでは、
単一ナノ粒子を検出することも、それらを使って搬送流体のフローの特性識別をすること
もできなかった。また、検出のため磁性粒子をセンサの表面に付着させる必要があったの
で、動いている磁性粒子を検出することもできなかった。最後に、このセットアップは、
各１つが８５μｍ２の表面積を有する楕円形のＭＴＪセンサの大きなアレイ（４×１０４

μｍ２）を必要とし、これは特定のマイクロ－／ナノ流体デバイス中への組み込みには適
さなかった。
【０００８】
　また、グラフェン、ＩｎＳｂ、ＩｎＡｓ／ＡｌＳｂ（二次元電子ガス）を用いたマイク
ロメートルおよびサブマイクロメートルサイズのホール・センサが極小な磁場の検出に関
して特性設定され最適化されてきた。かかるデバイスで複数の磁性ナノ粒子を検出する能
力は実証されていない。実際上、これらの試みでは単一のナノ粒子の検出でさえ期待でき
なかった。さらに、かかる試みの実行は、センサの上面部へのナノ粒子の完全な配置を前
提としていて、動いているナノ粒子を検出する方法も、搬送流体のフロー特性を計測する
方法も提供することはなかった。
【０００９】
　単一ナノ粒子の検出への別の試みでは、数十～数百の１６ｎｍの酸化鉄ナノ粒子を検出
するため、巨大磁気抵抗効果（ＧＭＲ：ｇｉａｎｔ　ｍａｇｎｅｔｏｒｅｓｉｓｔａｎｃ
ｅ）スピン・バルブ・センサが用いられた。しかしながら、かかる試みでは、同等なサイ
ズの単一のナノ粒子を検出することはできなかった。この検出方法は、これらナノ粒子が
センサに接合されていることを必要とし、このため、周囲流体のフローの特性識別をする
方法は提供しなかった。
【００１０】
　また、数千個のより小さな（４ｎｍ）ＦｅＰｔナノ粒子から成る５０～１７５ｎｍのナ
ノ粒子の例で、サブマイクロメートルの半導体ベースのホール・センサが、単一ナノ粒子
の検出を行うことが示された。この化合物のナノ粒子はＳｉ膜の存在を必要とする複雑な
操作によって位置設定され、これにより、結局はデバイスの感度が制限された。この方法
は、動いているナノ粒子を検出するのには適さず、磁気トレーサを介して周囲流体の特性
識別をするのにも適さなかった。かかるデバイスによる、少数のナノメートル（＜５０ｎ
ｍ）しかない単一ナノ粒子の検出は実証されなかった。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　１つの例示的な態様において、粒子を検出する方法は、ＡＣ磁場を使って粒子を磁化す
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るステップと、導電性で実質的に二次元の格子構造体を有する感知デバイスにおいて、磁
化された粒子からＡＣ電圧を生成するステップと、感知デバイスにおいてＤＣ磁場を生成
されたＡＣ電圧に重畳するステップと、感知デバイスでＡＣホール電圧を測定するステッ
プとを含む。
【００１２】
　別の例示的な態様において、流速場を算定する方法は、ＡＣ磁場を粒子に印加すること
によってチャネルを流れる流体中の粒子を磁化するステップと、チャネル中の第一感知デ
バイスで第一ＡＣホール電圧を測定するステップであって、第一感知デバイスは電圧バイ
アスされた第一グラフェン素子を含む、該測定するステップと、チャネル中の第二感知デ
バイスで第二ＡＣホール電圧を測定するステップであって、第二感知デバイスは電圧でバ
イアスされた第二グラフェン素子を含む、該測定するステップと、第一測定ＡＣホール電
圧と第二測定ＡＣホール電圧との間の時間シフトを算定するステップと、算定された時間
シフトおよび第一感知デバイスと第二感知デバイスとの間の空間距離に基づいてチャネル
中の流体の流速を算定するステップと、を含む。
【００１３】
　別の例示的な態様において、装置は、ＤＣ磁場を提供するための第一コイルと、ＡＣ磁
場を提供するための第二コイルと、第一コイルおよび第二コイルに近接し、電圧バイアス
されている導電性で実質的に二次元の格子構造体と、を含む。第一コイルと、第二コイル
と、導電性で実質的に二次元の格子構造体とは、誘電体層によって分離されている。
【００１４】
　例示的な実施形態の前述のおよび他の態様は、以下の詳細な説明を添付の図面と併せ読
めばより明らかとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１Ａおよび１Ｂは、それぞれ、グラフェンベースのホール効果センサの１つの
例示的な実施形態の側面図および上面図の概略的な表現である。
【図２】図２Ａおよび２Ｂは、それぞれ、基板部および第一誘電体層によって画定された
ウエハの側面図および上面図の概略的な表現であり、このウエハは図１Ａおよび１Ｂのセ
ンサの一部を形成する。
【図３】図３Ａおよび３Ｂは、それぞれ、ウエハ上に堆積されてパターン取りされたフォ
トレジスト材料の側面図および上面図の概略的な表現である。
【図４】図４Ａおよび４Ｂは、それぞれ、ウエハ上に第一オンチップ・コイルを形成する
金属薄膜の側面図および上面図の概略的な表現である。
【図５】図５Ａおよび５Ｂは、それぞれ、第一オンチップ・コイルの上に堆積された第二
誘電体層の側面図および上面図の概略的な表現である。
【図６】図６Ａおよび６Ｂは、それぞれ、第二誘電体層の上に堆積されたフォトレジスト
材料の側面図および上面図の概略的な表現であり、このフォトレジスト材料はパターン取
りされている。
【図７】図７Ａおよび７Ｂは、それぞれ、第二誘電体層上に第二オンチップ・コイルを形
成する金属薄膜の側面図および上面図の概略的な表現である。
【図８】図８Ａおよび８Ｂは、それぞれ、第二オンチップ・コイルの上に堆積された第三
誘電体層の側面図および上面図の概略的な表現である。
【図９】図９Ａおよび９Ｂは、それぞれ、第三誘電体層上に堆積されたグラフェン層の側
面図および上面図の概略的な表現である。
【図１０】図１０Ａおよび１０Ｂは、それぞれ、グラフェン層の上に堆積されたフォトレ
ジスト材料の側面図および上面図の概略的な表現であり、このフォトレジスト材料はパタ
ーン取りされている。
【図１１】図１１Ａおよび１１Ｂは、それぞれ、エッチング処理後のグラフェン層の側面
図および上面図の概略的な表現である。
【図１２】図１２Ａおよび１２Ｂは、それぞれ、グラフェン層および第三誘電体層の上に
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堆積されたフォトレジスト材料の側面図および上面図の概略的な表現であり、このフォト
レジスト材料はパターン取りされている。
【図１３】図１３Ａおよび１３Ｂは、それぞれ、グラフェンに隣接して形成されたコンタ
クトのセットの側面図および上面図の概略的な表現である。
【図１４】グラフェンおよびコンタクトのセットを覆って堆積されたフォトレジスト材料
の側面図の概略的な表現であり、このフォトレジスト材料はパターン取りされている。
【図１５】グラフェンベースのホール効果センサの第一オンチップ・コイル、第二オンチ
ップ・コイル、およびグラフェン層のオーバーレイの上面図の概略的な表現であり、各種
の電圧が示されている。
【図１６】グラフェンベースのホール効果センサの１つの例示的な動作原理の概略的な表
現である。
【図１７】図１７Ａ～１７Ｃは、各種のグラフェン層幾何形状を用いたセンサの動作のコ
ンピュータ・シミュレーションの所産である。
【図１８】図１８Ａは、複数のセンサを使う二次元流れ場の１つの例示的な計測の概略的
な表現であり、図１８Ｂは、時間経緯シフトにおいて計測された連続的なホール電圧信号
のグラフ表現である。
【図１９】流速場の計測の１つの例示的な図解の概略的な表現である。
【図２０】流体流解析を提供するための使用に適し得る様々な電子デバイスおよび装置の
ブロック図である。
【図２１】流体流解析を提供する或る例示的な実施形態による、１つの例示的な方法のオ
ペレーション、およびコンピュータ可読メモリ上に具現化されたコンピュータ・プログラ
ム命令の実行の結果、を表す論理流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本明細書で説明する例示的な諸実施形態は、マイクロ－／ナノチャネルを流通する搬送
流体中に分散された、磁気トレーサとして機能する、直径が約１～数百ナノメートルの１
つ以上の磁性ナノ粒子の検出および特性識別を対象としている。これら例示的な諸実施形
態は、ナノ粒子の検出および特性識別に限定されるものでなく、マイクロ粒子（直径が約
１マイクロメートルまたはそれより大きい粒子）も同様に検出が可能である。本明細書で
説明する例示的な諸実施形態で用いられる装置および方法は、磁気トレーサから抽出され
た情報を介して搬送流体そのものの特性識別を可能にする。
【００１７】
　磁性ナノ粒子を検出し特性識別する諸実施形態において、マイクロ－／ナノスコピック
寸法の導電性で実質的に二次元の格子構造体（例えば、グラフェン層またはシート）がマ
イクロ－／ナノチャネルに組み込まれ、電流の流れを促進するために電圧バイアスされる
。マイクロ－／ナノチャネル内部を流れる搬送流体中の近在の磁性ナノ粒子は、外部磁場
により励起され、グラフェン・シートに磁場を生成する。ホール効果によって、グラフェ
ン・シートに検出可能な横方向ホール電圧が生成される。このホール電圧信号は、該近在
の磁性ナノ粒子および搬送流体のフロー特性についての情報を伝達する。これは、流れて
いる流体中に分散された約１ナノメートル～数百ナノメートルの直径（それより大きいマ
イクロ粒子はもとより）の単一ナノ粒子の検出、およびマイクロおよびナノチャネル中の
流体流の速度を算定するためこの情報を用いることを可能にする。しかして、本明細書で
説明する装置および方法は、磁性ナノ粒子の流速測定に関する技法および処理を容易化す
る。
【００１８】
　図１Ａおよび１Ｂを参照すると、グラフェンベースの磁気ホール効果センサは、全般に
参照符号１００で表されており、以降、これを「センサ１００」と言う。センサ１００は
、第一誘電体層１１０の上に配置され第二誘電体層１１５に覆われた第一オンチップ・コ
イル１０５と、第二誘電体層１１５の上に配置され第三誘電体層１２５に覆われた第二オ
ンチップ・コイル１２０と、第三誘電体層１２５上に配置された導電性で実質的に二次元
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の格子構造体１３０と、第三誘電体層１２５上に配置され実質的に二次元の格子構造体１
３０に隣接するコンタクトの第一セット１３５と、第三誘電体層１２５および第二誘電体
層１１５を通り抜け第一オンチップ・コイル１０５にまで形成されたビアの第一セット１
４５と、第三誘電体層１２５を通り抜け第二オンチップ・コイル１２０にまで形成された
ビアの第二セット１４０と、を含む。第一誘電体層１１０は、固形のまたはフレキシブル
な基板１５０の上に配置することができる。第一オンチップ・コイル１０５は直流（ＤＣ
：ｄｉｒｅｃｔ　ｃｕｒｒｅｎｔ）磁場を生成する。第二オンチップ・コイル１２０は交
流（ＡＣ：ａｌｔｅｒｎａｔｉｎｇ　ｃｕｒｒｅｎｔ）磁場を生成する。
【００１９】
　導電性で実質的に二次元の格子構造体１３０は、グラフェン、ＭｏＳ２、ＷＳｅ２、黒
リンなどの任意の適切な単層または多層の有機もしくは無機の積層材料にすることも、有
機もしくは無機のナノチューブ／ナノワイヤ（例えば、カーボン・ナノチューブ、Ｓｉナ
ノワイヤ等）などの疑一次元格子構造体で作られた規則的配列構造体またはランダム網状
体／薄膜にすることも、前述の材料の任意の組み合せなどにすることも可能である。但し
、この実質的に二次元の格子構造体１３０は、以降では、「グラフェン１３０」と言うも
のとする。
【００２０】
　ここで図２Ａ～１４を参照すると、センサ１００の作製が可能な主なプロセス・ステッ
プの例が図示され記載されている。
【００２１】
　図２Ａおよび２Ｂに示されるように、基板１５０は、ウエハ１５５を形成するために第
一誘電体層１１０によってコートされた絶縁化され平坦化された基板であってよい。基板
１５０は、例えば、ガラス、水晶、ＳｉＣ、Ｓｉ３Ｎ４などの窒化珪素、プラスチックな
どの１つ以上を含んでよい。第一誘電体層１１０に対し適した誘電体材料には、以下に限
らないが、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＨｆＯ、前述の組み合せなどが含まれる。かかる誘電
体材料は、原子層堆積、熱蒸着、または化学蒸着（ＣＶＤ：ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｖａｐｏ
ｒ　ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）などの標準的な処理法を使って堆積することが可能である。
【００２２】
　図３Ａおよび３Ｂに示されるように、ウエハ１５５には、マスク１６０を生成するため
にポジ型フォトレジスト材料（例えばＰＭＭＡ）をコートすることができ、次いで、フォ
トレジストの諸部分を露出するためにｅビームまたはフォトリソグラフィ技法を使ってパ
ターン取りし、露出域１６５を除去するための現像ステップを行えばよい。一般に、マス
ク１６０は、光もしくは電子ビーム・リソグラフィ・レジスト（例えば、ＰＭＭＡ、水素
シルセスキオキサン（ＨＳＱ：ｈｙｄｒｏｇｅｎ　ｓｉｌｓｅｓｑｕｉｏｘａｎｅ）、ま
たは（利用可能な供給者からのＭＩＣＲＯＰＯＳＩＴ（登録商標）　Ｓ１８１８などの）
ポリシリコンベースの材料）のようなソフトマスク、あるいは匹敵する堆積法により堆積
された酸化物、窒化物、もしくは金属のようなハードマスクであってよい。
【００２３】
　図４Ａおよび４Ｂに示されるように、露出域１６５の除去部分の中および第一誘電体層
１１０の上に、標準的な金属堆積処理を使って金属薄膜を堆積することができる。この金
属薄膜は、ＤＣ磁場を生成するための第一オンチップ・コイル１０５を形成することにな
る。第一オンチップ・コイル１０５を形成する金属薄膜のために適した金属には、以下に
限らないが、Ｗ、Ｔｉ、Ｐｄ、Ａｕ、Ｃｒなどが含まれる。マスク１６０は、任意の適切
なリフト・オフ技法を使って除去すればよい。
【００２４】
　図５Ａおよび５Ｂに示されるように、第一オンチップ・コイル１０５は、第一オンチッ
プ・コイル１０５を画定している金属薄膜が完全に覆われるように、第二誘電体層１１５
によってコートされる。次いで第二誘電体層１１５を平坦化すればよい。第二誘電体層１
１５に適した誘電体は、以下に限らないが、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＨｆＯ、前述の組み
合せなどを含み、これらは、原子層堆積、熱蒸着、またはＣＶＤなどの標準的処理を使っ
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て堆積することが可能である。
【００２５】
　図６Ａおよび６Ｂに示されるように、第二マスク１７０を生成するために第二誘電体層
１１５をポジ型フォトレジスト（例えばＰＭＭＡ）でコートすることができ、次いで、フ
ォトレジストの諸部分を露出するためにｅビームまたはフォトリソグラフィ技法を使って
パターン取りし、露出域１７５を除去するための現像ステップを行えばよい。一般に、第
二マスク１７０は、光もしくは電子ビーム・リソグラフィ・レジスト（例えば、ＰＭＭＡ
、ＨＳＱ、もしくはＳ１８１８）のようなソフトマスク、あるいは匹敵する堆積法により
堆積された酸化物、窒化物、もしくは金属のようなハードマスクであってよい。
【００２６】
　図７Ａおよび７Ｂに示されるように、露出域１７５の除去部分の中および第二誘電体層
１１５の上に、標準的な金属堆積処理法を使って金属薄膜を堆積することができる。この
金属薄膜は、ＡＣ磁場を生成するための第二オンチップ・コイル１２０を形成する。第二
オンチップ・コイル１２０は、図７Ｂに示されるように、細長の直線素子とすることがで
きる。第二オンチップ・コイル１２０を形成する金属薄膜のために適した金属には、以下
に限らないが、Ｗ、Ｔｉ、Ｐｄ、Ａｕ、Ｃｒなどが含まれる。第二マスク１７０は、任意
の適切なリフト・オフ技法を使って除去すればよい。
【００２７】
　図８Ａおよび８Ｂに示されるように、第二オンチップ・コイル１２０は、第二オンチッ
プ・コイル１２０を画定している金属薄膜が完全に覆われるように、第三誘電体層１２５
によってコートされる。次いで第三誘電体層１２５を平坦化すればよい。第三誘電体層１
２５に適した誘電体は、以下に限らないが、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＨｆＯ、前述の組み
合せなどを含み、これらは、原子層堆積、熱蒸着、またはＣＶＤなどの標準的処理を使っ
て堆積することが可能である。
【００２８】
　図９Ａおよび９Ｂに示されるように、グラフェンを第三誘電体層１２５の平坦化された
上部表面の上に堆積して、グラフェン１３０を層として設けることができる。グラフェン
を堆積する１つの適した方法には、以下に限らないが、層を合成するためにＣＶＤを用い
て銅フォイル上にグラフェンを堆積し、次いで、銅を分解してグラフェンが水に浮かぶよ
うにし、その後、浮かんだグラフェンを、第三誘電体層１２５の平坦化された上部表面へ
の移し替えることが含まれる。
【００２９】
　図１０Ａおよび１０Ｂに示されるように、次いでグラフェン１３０は、第三マスク１８
０を生成するためにネガ型フォトレジスト（例えばＰＭＭＡ）でコートすることができ、
次いで、ネガ型フォトレジストの諸部分を露出するためにｅビームまたはフォトリソグラ
フィ技法を使ってパターン取りし、第三マスク１８０の非露光域を除去するための現像ス
テップを行えばよい。一般に、第三マスク１８０は、光もしくは電子ビーム・リソグラフ
ィ・レジスト（例えば、ＰＭＭＡ、ＨＳＱ、もしくはＳ１８１８）のようなソフトマスク
、あるいは匹敵する堆積法により堆積された酸化物、窒化物、もしくは金属のようなハー
ドマスクであってよい。
【００３０】
　図１１Ａおよび１１Ｂに示されるように、グラフェン１３０の露出部分（これらは、第
三マスク１８０の除去された非露光域の下部にあった）は、適切な技法（例えば、酸素反
応性イオン・エッチング（ＲＩＥ：ｒｅａｃｔｉｖｅ　ｉｏｎ　ｅｔｃｈｉｎｇ））によ
ってエッチングすることが可能である。これは、第三誘電体層１２５の上に、十字型パタ
ーンのグラフェン１３０を残すことを可能にする。
【００３１】
　図１２Ａおよび１２Ｂに示されるように、第四マスク１９０を生成するために、グラフ
ェン１３０および第三誘電体層１２５の上部表面はポジ型フォトレジスト（例えばＰＭＭ
Ａ）によってコートすることができ、次いで、ポジ型フォトレジストの諸部分を露出する
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ためにｅビームまたはフォトリソグラフィ技法を使ってパターン取りし、第四マスク１９
０の露出域１９５を除去するための現像ステップを行えばよい。一般に、第四マスク１９
０は、光もしくは電子ビーム・リソグラフィ・レジスト（例えば、ＰＭＭＡ、ＨＳＱ、も
しくはＳ１８１８）のようなソフトマスク、あるいは匹敵する堆積法により堆積された酸
化物、窒化物、もしくは金属のようなハードマスクであってよい。
【００３２】
　図１３Ａおよび１３Ｂに示されるように、除去された露出域１９５の中および第三誘電
体層１２５の上に、標準的な金属堆積処理を使って、グラフェン１３０に隣接して金属薄
膜を堆積することができる。除去された露出域１９５中に堆積されたこの第三金属膜は、
コンタクトの第一セット１３５を形成する。コンタクトの第一セット１３５を形成するた
めの第三金属膜に適した金属には、以下に限らないが、Ｗ、Ｔｉ、Ｐｄ、Ａｕ、Ｃｒなど
が含まれる。
【００３３】
　図１４に示されるように、第三誘電体層１２５、グラフェン１３０、およびコンタクト
の第一セット１３５の上部表面は、第五マスク２１０を生成するためにポジ型フォトレジ
スト（例えばＰＭＭＡ）でコートすることができ、次いで、ポジ型フォトレジストの諸部
分を露出するためにｅビームまたはフォトリソグラフィ技法を使ってパターン取りし、第
五マスク２１０の露出域２１５を除去するための現像ステップを行えばよい。一般に、第
五マスク２１０は、光もしくは電子ビーム・リソグラフィ・レジスト（例えば、ＰＭＭＡ
、ＨＳＱ、もしくはＳ１８１８）のようなソフトマスク、あるいは匹敵する堆積法により
堆積された酸化物、窒化物、もしくは金属のようなハードマスクであってよい。
【００３４】
　第五マスク２１０の露出域２１５の下の開口域は、引き続いて、任意の適したエッチン
グ方法（ＲＩＥなど）を使って、第三誘電体層１２５の開口域下方の第二オンチップ・コ
イル１２０に至るまで、ならびに第三誘電体層１２５および第二誘電体層１１５の開口域
下方の第一オンチップ・コイル１０５に至るまでエッチングすることができる。
【００３５】
　図１Ａおよび１Ｂに戻って参照すると、第二オンチップ・コイル１２０および第一オン
チップ・コイル１０５に至るまで下方に開口された領域には、次いで、これらの開口域の
中に、標準的な金属堆積処理を使って金属薄膜の堆積を行うことが可能である。金属のこ
の堆積は、第三誘電体層１２５および第二誘電体層１１５を通り抜け第一オンチップ・コ
イル１０５に至るビアの第一セット１４５と、第三誘電体層１２５を通り抜け第二オンチ
ップ・コイル１２０に至るビアの第二セット１４０とを形成する。
【００３６】
　ここで図１５を参照すると、（第一オンチップ・コイル１０５および第二オンチップ・
コイル１２０を形成している）相異なる金属層およびグラフェン１３０のオーバーレイが
概略的に示されている。グラフェン１３０の対向する端部の間の電源電圧（Ｖｓｏｕｒｃ

ｅ）が示されている。また、他の測定対象電圧も示されている。例えば、センサ１００が
流体中に配置されたとき、流れの方向のグラフェン１３０の測定電圧がＶｄｅｔｅｃｔで
示されている。また、ビアの第一セット１４０にまたがるＡＣ電圧、およびビアの第二セ
ット１４５にまたがるＤＣ電圧が、それぞれ、ＶＡＣおよびＶＤＣとして示されている。
【００３７】
　図１６に示されるように、センサ１００を用いて磁性ナノ粒子を検出するための１つの
例示的な動作原理が図示されている。センサ１００を用いる磁性ナノ粒子２５０の検出度
を向上するために、数百ヘルツ（Ｈｚ）の周波数で作動している数ミリテスラ（ｍＴ）の
小さなＡＣ磁場を使って、ナノ粒子中に同位相のＡＣ磁化が誘導される。ナノ粒子２５０
の誘導された磁化によって、外部ＡＣ場がセンサ１００のグラフェン１３０に生成される
。この外部ＡＣ場に外部ＤＣ磁場を重畳することによって、グラフェン１３０をまたいで
測定されるＡＣホール電圧は、センサ１００に近在する磁性ナノ粒子２５０のない同等の
システムに比べて、このナノ粒子２５０の存在によって大きく増大されることになる。Ａ
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Ｃホール電圧は、この外部場の周波数で動作するロックインアンプを使って測定すること
が可能である。この測定されたＡＣホール電圧に基づいて、磁場へのＡＣ寄与分を推測す
ることができる。
【００３８】
　図示の例示の実施形態において、直径約２０ｎｍのγ－Ｆｅ２Ｏ３のナノ粒子２５０は
、幅（ＬＸ）約１μｍおよび長さ（ＬＹ）約１００ｎｍのグラフェン１３０のシートを使
い、これにまたがって１００ｍＶのバイアス電圧を印加して、検出することが可能である
。ナノ粒子２５０は、立方メートルあたり１２．５キロジュール（ｋＪ／ｍ３）のエネル
ギ密度（Ｋ）、およびメートルあたり３８０キロアンペア（ｋＡ／ｍ）の磁場強度（Ｍｓ

）を有する。グラフェン１３０は、ボルト秒あたり１．５平方メートル（ｍ２／（Ｖｓ）
）の電子移動度（μ）、および１０１６個／ｍ２のシミュレーションに使われたグラフェ
ン１３０において想定された電荷キャリア密度（ｎ）を有する。印加されたＡＣ磁場は、
２５０Ｈｚで約５ｍＴである。印加されたＡＣ（ＴＡＣ）およびＤＣ磁場（Ｔｍ）に対す
る緩和時間は、それぞれ、０．６ｍｓおよび１ｍｓである。ナノ粒子２５０は、グラフェ
ン１３０から約１００ｎｍの距離で検出可能である。図面には具体的な物理的値が付され
ているが、本明細書で説明する動作原理は、これらの特定の値に限定はされない。
【００３９】
　図１７Ａ～１７Ｃに図示のように、図１６に例示されているが、但し様々な幾何形状の
グラフェン層を用いたセンサ１００の動作のシミュレーションが、全般的に、３００、３
１０、および３２０に示されている。図１７Ｂおよび１７Ｃ中の３１０および３２０に示
されるように、複数十字体の幾何形状体を有するセンサ１００は、それぞれ、流体チャネ
ルを横切る相異なるＸ位置でのホール電圧の別々の測定を可能にする。また、これら十字
体は、電圧測定のための電気接触を容易にする。これらのシミュレーションにおいて、磁
性ナノ粒子２５０は、グラフェン１３０の中央に位置付けられた。中央の十字体以外の他
のいずれの場所においても（もとより、例えば、図１７Ａ中に示されるように、センサ１
００を横切るどの場所においても）ホール電圧の測定はゼロ信号をもたらすことになる。
この特徴は、ナノ粒子２５０の検出に関し、Ｘ沿いの空間的分解能を可能にする。複数十
字の幾何形状は、描かれたような３個だけでなく、任意の数（Ｎ）の十字体を有すること
が可能である。チャネルを横切る検出分解能は、より多数の十字体に対し、それに応じて
向上することになる。この検出スキームは、磁性ナノ粒子２５０の存在の検出を可能にし
、これにより、生体イムノアッセイのためにセンサ１００を使用できるようにし、抗原の
存在を判断するため、磁性ナノ粒子２５０によって検出抗体を標識することが可能になる
。
【００４０】
　図１８Ａおよび１８Ｂに示されるように、二次元流速場の算定が一般的に図では４００
に示されている。各々がグラフェン・シート１３０を含む複数のセンサ１００を、チャネ
ル（４１０に示されている）沿いに複数の位置に配置することによって、磁性ナノ粒子２
５０がチャネル４１０沿いに流れる際に、時間シフトされた一連のホール電圧信号を測定
することができる。下記式１：
【００４１】
【数１】

【００４２】
　を用い、これら複数のホール電圧信号を相互相関させることによって、電圧信号の間の
時間シフトを算定することが可能であり、これは、グラフェン・シートの間の空間距離を
併せ用いて、
　　　　　　　　　Ｕ＝ΔＹ／Δｔ　　（式２）
　で表される当該領域における周囲流体の平均流速が得られる。ここで式１のＶｃｏｒｒ
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は相関された電圧であり、Ｖ１は第一ホール電圧信号であり、Ｖ２は第二ホール電圧信号
であり、ｔは時間である。式２の、Ｕは速度であり、Ｙはチャネル沿いの距離であり、ｔ
は時間である。図１８Ｂ中の４５０にグラフで示されるように、時間シフト（Δｔ）に亘
って引き続くホール電圧信号（Ｖ１、Ｖ２）が計測される。しかして、流体の平均流速を
、（ナノチャネルまたはマイクロチャネルであり得る）チャネル４１０沿いに所定の距離
（ΔＹ）で変位された２つのセンサ１００を用いていかに算定できるかが例示されている
。この流速測定技法では、図示のような２つだけでなく、任意の数（Ｍ）のセンサ１００
を使用してよい。かかる等しく間隔取られたＭ個のセンサ１００の配列によって、時間シ
フト（Δｔ）の計測がかかわる相互相関計算の信号対ノイズ比を改善することが可能であ
る。
【００４３】
　ナノ粒子２５０の磁場は極めて局所的なので、グラフェン１３０異なる場所でホール電
圧を測定することによって、Ｘ（壁の法線）とＹ（流れ方向）との分解能によりナノ粒子
２５０の位置を算定することができ、ナノ粒子２５０の存在の二次元情報が提供される。
この二次元位置情報と、チャネル４１０沿いの相異なる位置から受信された時間シフトさ
れた信号の相互相関とを結び付けることによって、トレーサの磁気特性だけを使って周囲
流体の二次元の流速場を得ることができる。
【００４４】
　図１９は、チャネル４１０のそれぞれ壁の法線と流れの方向とへの分解能であるΔＸお
よびΔＹによるＮ個の十字体とＭ個のセンサとのマトリックスを使って、どのように流速
場の算定を得ることが可能であるかを示す。参照信号Ｖｒｅｆを供給してこの検出スキー
ムの信頼性をさらに向上するため、追加の十字体（５００に示されており、チャネル４１
０中の磁性粒子２５０のフローの外部に配置されている）を含めることができよう。
【００４５】
　さらに、三次元の流速場の算定を行うことも可能であろう。例えば、磁性ナノ粒子２５
０の特性（サイズおよび材料）の知識を用いて、大きな距離で、交互の磁場の距離的立方
体を調べることによって、ナノ粒子２５０の垂直位置を推定することが可能である。ホー
ル電圧は、ナノ粒子２５０に関連付けられた磁場の強度に依存するので、ホール信号は、
ナノ粒子２５０とグラフェン１３０との間の垂直距離によって変調されることになり、ナ
ノ粒子２５０の三次元位置特定を潜在的に可能にし得る追加の情報源を提供する。このナ
ノ粒子２５０に関する三次元位置情報と、チャネル４１０沿いの相異なる位置のセンサ１
００の配列から得られる時間シフトされた相互相関とを結び付けることによって、周囲流
体の三次元の流速場を得ることが可能である。
【００４６】
　ここで図２０を参照すると、本明細書で説明した例示的な諸実施形態を実行するための
使用に適した様々な電子デバイスおよび装置の簡単なブロック図が示されている。例えば
、コンピュータ２０１０を使って、前述のプロセスの１つ以上を制御することができる。
コンピュータ２０１０は、コンピュータまたはデータ・プロセッサ（ＤＰ：ｄａｔａ　ｐ
ｒｏｃｅｓｓｏｒ）２０１４などのコントローラと、コンピュータ命令のプログラム（Ｐ
ＲＯＧ：ｐｒｏｇｒａｍ）２０１８を格納するメモリ（ＭＥＭ：ｍｅｍｏｒｙ）２０１６
として具現化されたコンピュータ可読メモリ媒体とを含む。
【００４７】
　ＰＲＯＧ２０１８は、関連するＤＰ２０１４に実行されると、様々な電子デバイスおよ
び装置が例示的な諸実施形態のとおりに動作することを可能にするプログラム命令を含む
。すなわち、様々の例示的な実施形態は、コンピュータ２０１０のＤＰ２０１４によって
実行可能なコンピュータ・ソフトウェアによって、またはソフトウェアとハードウェアと
（およびファームウェア）の組み合せによって、少なくとも部分的に実装することが可能
である。
【００４８】
　また、コンピュータ２０１０は、専用のプロセッサ、例えば、ナノ粒子２５０中の同位
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相ＡＣ磁化の誘起を制御し、センサ１００における磁場への生成されたＡＣ寄与分を測定
し、外部ＡＣ磁場に外部ＤＣ磁場を重畳し、および／またはセンサ１００のグラフェン部
にまたがるＡＣホール電圧を測定する、プロセッサ２０１５を含むことができる。
【００４９】
　コンピュータ可読のＭＥＭ２０１６は、ローカルの技術環境に適した任意の種類でよく
、例えば、半導体ベースのメモリ・デバイス、フラッシュ・メモリ、磁気メモリ・デバイ
スおよびシステム、光メモリ・デバイスおよびシステム、固定メモリ、およびリムーバブ
ル・メモリなど、任意の適切なデータ・ストレージ技術を用いて実装すればよい。ＤＰ２
０１４は、ローカルの技術環境に適した任意の種類でよく、非限定の例として、汎用コン
ピュータ、特定用途コンピュータ、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳ
Ｐ：ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、およびマルチコア・プロセ
ッサ・アーキテクチャに基づいたプロセッサ、の１つ以上を含んでよい。
【００５０】
　本明細書で説明され、代表的な方法に関連して具体的に述べられた例示的な諸実施形態
は、諸オペレーションを遂行するためのマシンによって実行可能な命令のプログラム（例
えば、プログラムまたはコンピュータ・プログラム）を有形に具現化している、マシンが
可読のプログラム・ストレージ・デバイス（少なくとも１つのメモリ）に一体的に実装す
ることができる。これらのオペレーションは、本明細書で述べた方法の例示的な実施形態
を活用することを含む。
【００５１】
　前述に基づいて、様々の例示的な実施形態が、チャネルを流通する搬送流体中に分散し
ている磁性ナノ粒子の検出および特性識別の方法を提供することが明らかになるはずであ
る。
【００５２】
　図２１は、チャネルを流通する搬送流体中に分散している磁性ナノ粒子の検出および特
性識別の方法２１００の一例示的な実施形態のオペレーションを表す論理流れ図である。
方法２１００において、２１１０で、ナノ粒子中に同位相のＡＣ磁化が誘導される。２１
２０で、磁場に対するＡＣ寄与分が、ホール効果センサで受信される。受信されたＡＣ寄
与分が２１３０で測定され、２１４０で、外部ＤＣ磁場が、磁場へのＡＣ寄与分上に重畳
される。２１５０で、ホール効果センサのグラフェン・シートのＡＣホール電圧が測定さ
れる。２１６０で、測定されたＡＣホール電圧を使って、流体中のナノ粒子の位置、およ
びナノ粒子の速度の１つ以上が算定される。
【００５３】
　一例示的な態様において、粒子を検出する方法は、ＡＣ磁場を使って粒子を磁化するス
テップと、導電性で実質的に二次元の格子構造体を有する感知デバイスにおいて、磁化さ
れた粒子からＡＣ電圧を生成するステップと、感知デバイスにおいてＤＣ磁場を生成され
たＡＣ電圧に重畳するステップと、感知デバイスでＡＣホール電圧を測定するステップと
を含む。
【００５４】
　本方法において、磁化された粒子から感知デバイス中にＡＣ電圧を生成するステップは
、感知デバイス上のＡＣコイルの両端にＡＣ電圧を印加するステップを含んでよい。ＤＣ
磁場を、感知デバイス中の生成されたＡＣ電圧に重畳するステップは、ＤＣ磁場が重畳さ
れないで感知デバイス中の生成されたＡＣ電圧に比べて、感知デバイスで測定するための
ＡＣホール電圧を増大することができる。ＤＣ磁場を、感知デバイス中の生成されたＡＣ
電圧に重畳するステップは、感知デバイス上のＤＣコイルの両端にＤＣ電圧を印加するス
テップを含んでよい。本方法は、導電性で実質的に二次元の格子構造体の対向する端部の
間に電源電圧を印加するステップをさらに含むことができる。磁化された粒子から、導電
性で実質的に二次元の構造体を有する感知デバイス中にＡＣ電圧を生成するステップは、
電圧バイアスされたグラフェン素子中にＡＣ電圧を生成するステップを含み得る。
【００５５】
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　別の例示的な態様において、流速場を算定する方法は、粒子にＡＣ磁場を印加すること
によってチャネル中を流れる流体中の粒子を磁化するステップと、チャネル中の第一感知
デバイスで第一ＡＣホール電圧を測定するステップであって、第一感知デバイスは電圧バ
イアスされた第一グラフェン素子を含む、該測定するステップと、チャネル中の第二感知
デバイスで第二ＡＣホール電圧を測定するステップであって、第二感知デバイスは電圧で
バイアスされた第二グラフェン素子を含む、該測定するステップと、第一測定ＡＣホール
電圧と第二測定ＡＣホール電圧との間の時間シフトを算定するステップと、算定された時
間シフトおよび第一感知デバイスと第二感知デバイスとの間の空間距離に基づいてチャネ
ル中の流体の流速を算定するステップと、を含む。
【００５６】
　チャネル中の第一感知デバイスで第一ＡＣホール電圧を測定するステップは、第一感知
デバイスの導電性で実質的に二次元の格子構造体中で、磁化された粒子からＡＣ電圧を生
成するステップと、第一感知デバイスの導電性で実質的に二次元の格子構造体中で、ＤＣ
磁場を生成されたＡＣ電圧に重畳するステップとを含んでよい。第一測定ＡＣホール電圧
と第二測定ホール電圧との間の時間シフトを算定するステップは、本明細書記載の式（１
）を使って、第一測定ＡＣホール電圧と第二測定ＡＣホール電圧とを相互相関させるステ
ップを含み得る。チャネル中を流れる流体の平均流速は、本明細書記載の式（２）によっ
て表すことができる。本方法は、第一感知デバイスおよび第二感知デバイスにチャネルの
外部の参照電圧を供給するステップをさらに含むことが可能である。
【００５７】
　別の例示的な態様において、装置は、ＤＣ磁場を供給する第一コイルと、ＡＣ磁場を供
給する第二コイルと、第一コイルおよび第二コイルに近接し、電圧バイアスされた、導電
性で実質的に二次元の格子構造体と、を含む。第一コイルと、第二コイルと、および導電
性で実質的に二次元の格子構造体とは誘電体層で分離される。
【００５８】
　本装置は、導電性で実質的に二次元の格子構造体に接触して配置されたコンタクトの第
一セットをさらに含むことができる。本装置は、第一コイルに接触しているビアの第一セ
ット、および第二コイルに接触しているビアの第二セットをさらに含むことが可能である
。導電性で実質的に二次元の格子構造体はグラフェンを含むことができる。この導電性で
実質的に二次元の格子構造体は、ＭｏＳ２、ＷＳｅ２、黒リン、カーボン・ナノチューブ
、Ｓｉナノワイヤ、または前述の材料の任意の組み合せを含んでよい。誘電体層の少なく
とも１つを、ガラス、水晶、ＳｉＣ、窒化珪素、プラスチック、または前述の材料の任意
の組み合わせの基板の上に配置することができる。これら誘電体層の少なくとも１つは、
ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＨｆＯ、または前述の材料の任意の組み合わせを含んでよい。第
二コイルは、細長のリニアな素子にすればよい。
【００５９】
　前述の説明では、例示のための非限定の例として、様々の例示的な実施形態を実行する
ため発明人らによって現在考えられた最良の方法および装置の、包括的で情報供与的説明
を提供してきた。しかしながら、当業者には、付加の図面および添付の特許請求の範囲に
関連させて前述の説明を読めば、様々な変更および適合が自明となろう。しかしながら、
全てのかかる、または類似の変更は、これら例示的な実施形態の教示の範囲になお含まれ
ることになる。
【００６０】
　さらに、好ましい実施形態の特徴の一部を、対応する他の特徴の使用なしに有利に用い
ることもできよう。しかして、前述の説明は、本原理の単なる例示であってこれを限定す
るものではないと見なすべきである。
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