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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検出対象となるガスを検出するガスセンサであって、
　基板上のソース電極及びドレイン電極間に設けられ、ソースドレイン電流が流れるカー
ボンナノチューブと、
　前記カーボンナノチューブを覆うように配置されたガス吸収液体とを備え、
　前記ガス吸収液体は、前記カーボンナノチューブと前記基板上のゲート電極とに接して
ゲート絶縁層になり、前記ガスを吸収することにより前記ゲート絶縁層の状態が変化し、
該ゲート絶縁層の状態に応じて生じる前記ソースドレイン電流の変化に基づいて前記ガス
を検出する
　ことを特徴とするガスセンサ。
【請求項２】
　前記ゲート電極は第１ゲート電極部と第２ゲート電極部とから構成されており、
　前記第１ゲート電極部と第２ゲート電極部との間に前記カーボンナノチューブが配置さ
れ、前記ガス吸収液体が前記第１ゲート電極部及び前記第２ゲート電極部と接するように
配置されている
　ことを特徴とする請求項１記載のガスセンサ。
【請求項３】
　前記ガス吸収液体が前記第１ゲート電極部及び前記第２ゲート電極部間に形成される隙
間に保持されている
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　ことを特徴とする請求項２記載のガスセンサ。
【請求項４】
　前記ガス吸収液体を覆い、該ガス吸収液体を前記基板上に保持させる保持手段が設けら
れている
　ことを特徴とする請求項１～３のうちいずれか１項記載のガスセンサ。
【請求項５】
　前記ソースドレイン電流に対応して変化する前記ゲート電極のゲート電圧の変化に基づ
いて前記ガスを検出する
　ことを特徴とする請求項１～４のうちいずれか１項記載のガスセンサ。
【請求項６】
　前記ガス吸収液体がイオン液体である
　ことを特徴とする請求項１～５のうちいずれか１項記載のガスセンサ。
【請求項７】
　前記ガス吸収液体が、アルカリ金属又はアルカリ土類金属の水酸化物水溶液である
　ことを特徴とする請求項１～５のうちいずれか１項記載のガスセンサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はガスセンサに関し、例えばCO2やNH3等のガスの検出に適用して好適なものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、CO2やNH3等の様々なガスを検出し得るガスセンサの研究が行われており、そのう
ち、例えばカーボンナノチューブ（CNTs）を用いたガスセンサは、ガスの検出感度や、小
型化、省エネルギー化の観点から特に注目されている（例えば、特許文献１及び非特許文
献１参照）。実際上、このようなカーボンナノチューブを用いたガスセンサは、例えば検
出対象であるCO2を検出するために、ソース電極及びドレイン電極間に設けたカーボンナ
ノチューブを２種類のポリマーによって表面化学修飾させた構成を有している。また、こ
のガスセンサは、当該シリコンバックゲート上にシリコン酸化膜を介してカーボンナノチ
ューブが配置され、シリコンバックゲートにゲート電圧が印加され得るように構成されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２００７－５０５３２３号公報
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】A.Star, T. R. Han, V. Joshi, J. C. P. Gabriel, G. Gruner, ”Nano
electronic Carbon Dioxide Sensors”,Advanced Materials, Vol. 16, No. 22, 2004.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、かかる構成でなるガスセンサは、カーボンナノチューブを用いてCO2を
検出し得るようにするためには、２種類のポリマーにより当該カーボンナノチューブの表
面化学修飾を行う必要があるため、その分、複雑な構成となるという問題があった。また
このようなガスセンサでは、検出対象たるガスを検出できるものの、さらに微量なガスで
あっても検出できるよう、検出感度の向上が望まれている。
　そこで、本発明は以上の点を考慮してなされたもので、簡易な構成で、従来よりもガス
の検出感度を向上し得るガスセンサを提案することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　本発明の請求項１は、検出対象となるガスを検出するガスセンサであって、基板上のソ
ース電極及びドレイン電極間に設けられ、ソースドレイン電流が流れるカーボンナノチュ
ーブと、前記カーボンナノチューブを覆うように配置されたガス吸収液体とを備え、前記
ガス吸収液体は、前記カーボンナノチューブと前記基板上のゲート電極とに接してゲート
絶縁層になり、前記ガスを吸収することにより前記ゲート絶縁層の状態が変化し、該ゲー
ト絶縁層の状態に応じて生じる前記ソースドレイン電流の変化に基づいて前記ガスを検出
することを特徴とするガスセンサである。
【発明の効果】
【０００９】
　また、本発明の請求項１によれば、ガスを吸収することにより生じるガス吸収液体のゲ
ート絶縁層の状態変化が、直接、カーボンナノチューブを流れるソースドレイン電流に反
映されるので、従来よりもガスの検出感度を向上し得る。また、従来のようなカーボンナ
ノチューブ自体に表面化学修飾を行う必要がなく、ガス吸収液体をカーボンナノチューブ
及びゲート電極に接するように単に設ければよいことから、その分だけ簡易な構成とする
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明によるガスセンサの構成を示す斜視図である。
【図２】本発明によるガスセンサの上面構成を示す概略図である。
【図３】図２におけるA-A´部分の断面構成を示す断面図である。
【図４】図２におけるB-B´部分の断面構成を示す断面図である。
【図５】電気二重層の説明に供する概略図である。
【図６】ソースドレイン電流とゲート電圧との変化を示すグラフである。
【図７】ガスセンサの製造方法の説明（１）に供する概略図である。
【図８】ガスセンサの製造方法の説明（２）に供する概略図である。
【図９】ガスセンサの製造方法の説明（３）に供する概略図である。
【図１０】ガスセンサの製造方法の説明（４）に供する概略図である。
【図１１】ガスセンサの製造方法の説明（５）に供する概略図である。
【図１２】実際に製造したガスセンサの構成を示す写真である。
【図１３】図１２の一部を拡大した写真と、カーボンナノチューブの詳細構成を示すSEM
写真である。
【図１４】ガスセンサにて得られるソースドレイン電流Isdとゲート電圧Vgとの関係を示
すグラフである。
【図１５】リーク電流Igとゲート電圧Vgとの関係を示すグラフである。
【図１６】実験装置の全体構成を示す概略図である。
【図１７】CO2及び外気の混合ガスと、外気だけのときのソースドレイン電流Isdとゲート
電圧Vgとの関係を示すグラフである。
【図１８】NH3及び外気の混合ガスと、外気だけのときのソースドレイン電流Isdとゲート
電圧Vgとの関係を示すグラフである。
【図１９】シフト電圧VshiftとNH3濃度との関係を示すグラフである。
【図２０】金属製カーボンナノチューブを用いたガスセンサのソースドレイン電流Isdと
ゲート電圧Vgとの関係を示すグラフである。
【図２１】半導体カーボンナノチューブを用いたガスセンサのソースドレイン電流Isdと
ゲート電圧Vgとの関係を示すグラフである。
【図２２】他の実施の形態によるガスセンサ（１）の構成を示す斜視図である。
【図２３】図２２におけるC-C´部分の断面構成を示す断面図である。
【図２４】図２２におけるD-D´部分の断面構成を示す断面図である。
【図２５】他の実施の形態によるガスセンサ（２）の断面構成を示す断面図である。
【図２６】他の実施の形態によるガスセンサ（３）の構成を示す斜視図である。
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【符号の説明】
【００１１】
　1,31,41,51　ガスセンサ
　2　基板
　3　ソース電極
　4　ドレイン電極
　5　第１ゲート電極部
　6　第２ゲート電極部
　7　ゲート電極
　8　カーボンナノチューブ
　IL　イオン液体（ガス吸収液体）
　42　被覆膜（保持手段）
　52　枠体（保持手段）
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下図面に基づいて本発明の実施の形態を詳述する。
【００１３】
　（１）本発明のガスセンサの概略
　図１において、1は本発明によるガスセンサを示し、このガスセンサ1は、例えばCO2やN
H3等のガスを検出対象として検出し得るようになされている。実際上、ガスセンサ1は、
板状でなる基板2上に帯状のソース電極3及びドレイン電極4を備え、これらソース電極3及
びドレイン電極4間にカーボンナノチューブ8が設けられている。これらソース電極3とド
レイン電極4は、例えばTi/Au部材やCr/Au部材からなり、長手方向を揃えてほぼ直線状に
配置されており、対向するソース電極3の端部とドレイン電極4の端部との間に約1μmの隙
間が形成されている。
【００１４】
　カーボンナノチューブ8は、一端側がソース電極3の端部に電気的に接続されているとと
もに、他端側がドレイン電極4の端部に電気的に接続され、ソース電極3及びドレイン電極
4と直線状に位置するように配置されている。ここで、カーボンナノチューブ8は、炭素に
六員環構造が筒状に丸まった構成を有し、比表面積が大きいことから、その分、後述する
イオン液体ILと接触する接触面が広く、また優れた導電性をも備えている。
【００１５】
　基板2には、例えばTi/Au部材やCr/Au部材からなるゲート電極7が設けられており、イオ
ン液体ILがこのゲート電極7に接するように載置され、このイオン液体IL内にカーボンナ
ノチューブ8が内在し得るようになされている。ゲート電極7は、同一形状及び大きさでな
る第１ゲート電極部5と第２ゲート電極部6とからなり、これら第１ゲート電極部5及び第
２ゲート電極部6間の隙間G1にカーボンナノチューブ8、ソース電極3及びドレイン電極4が
配置され得る。具体的に、この実施の形態の場合、図１のエリアEの上面構成を示す図２
のように、第１ゲート電極部5及び第２ゲート電極部6は、半円状に形成されており、第１
ゲート電極部5の直線部5aと、第２ゲート電極部6の直線部6aとが所定の隙間G1を空けて平
行に配置され、これら直線部5a,6a間の隙間G1にカーボンナノチューブ8、ソース電極3及
びドレイン電極4がその長手方向を揃えて直線状に配置されている。
【００１６】
　イオン液体ILは、カーボンナノチューブ8全体を覆うように、第１ゲート電極部5、第２
ゲート電極部6、ソース電極3及びドレイン電極4上に亘って半球状に載置されており、ゲ
ート絶縁層として機能し得るようになされている。イオン液体ILは、半球状の液表面が外
気に露出しているとともに、これら第１ゲート電極部5、第２ゲート電極部6、ソース電極
3及びドレイン電極4の中心部にあるカーボンナノチューブ8を内在し得るように構成され
ている。ここで、ガス吸収液体としてのイオン液体ILは、例えば[EMIM][BF4]（1-エチル-
3-メチルイミダゾリウムテトラフルオロボラート）や、[BMIM][BF4]（1-ブチル-3-メチル
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イミダゾリウムテトラフルオロボラート）、[BMIM][PF6]（1-ブチル-3-メチルイミダゾリ
ウムヘキサフルオロホスファート）、[OMIM][Br]（1-n-オクチル-3-メチルイミダゾリウ
ムブロミド）の他、[Hmpy][Tf2N]、[HMIM][Tf2N]、[BMIM][Tf2N]、[C6H4F9mim][Tf2N]、[
AMIM][BF4]、[Pabim][BF4]、[Am-im][DCA]、[Am-im][BF4]、[BMIM][BF4]+PVDF、[C3NH2mi
m][CF6SO3]+PTFE、[C3NH2mim][Tf2N]+PTFE、[H2NC3H6mim][Tf2N]+cross-linked Nylon66
、P[VBBI][BF4]、P[MABI][BF4]、P[VBBI][Tf2N]、P[VBTMA][BF4]、P[MATMA][BF4]等から
なり、検出対象となるガスの種類に応じて当該ガスを吸収可能なイオン液体が適宜選定さ
れ得る。
【００１７】
　ここで、例えば、CO2を検出可能なガスセンサ1とする場合には、CO2が吸収可能な[EMIM
][BF4]、[EMIM][BF4]、[BMIM][BF4]、[BMIM][PF6]、[Hmpy][Tf2N]、[HMIM][Tf2N]、[BMIM
][Tf2N]、[C6H4F9mim][Tf2N]、[AMIM][BF4]、[Pabim][BF4]、[Am-im][DCA]、[Am-im][BF4
]、[BMIM][BF4]+PVDF、[C3NH2mim][CF6SO3]+PTFE、[C3NH2mim][Tf2N]+PTFE、[H2NC3H6mim
][Tf2N]+cross-linked Nylon66、P[VBBI][BF4]、P[MABI][BF4]、P[VBBI][Tf2N]、P[VBTMA
][BF4]、P[MATMA][BF4]等をイオン液体ILとして用いる。また、NH3を検出可能なガスセン
サ1とする場合には、NH3が吸収可能な[EMIM][BF4]など、水を吸収するイオン液体全般を
イオン液体ＩＬとして用いる。
【００１８】
　なお、このイオン液体ILには、例えばPEI（ポリエチレンイミン）を添加してもよい。P
EIを添加したイオン液体ILでは、PEIのアミノ基がカーボンナノチューブ8に電荷を移動さ
せ、カーボンナノチューブ8の抵抗値を低減し得る。PEIを添加したイオン液体ILでは、ガ
スを吸収した際、PEIがCO2やH2Oと反応し、PEIのアミノ基が減少する。従って、このよう
なPEIを添加したイオン液体ILを用いるガスセンサ1では、イオン液体ILがCO2の含有量が
高い外気を吸収すると、イオン液体IL中におけるPEIのアミノ基が減少し、その結果、カ
ーボンナノチューブ8の抵抗値が増加し得ることになり、外気中のCO2の含有量に応じてカ
ーボンナノチューブ8の電気的な状態が変化し得る。
【００１９】
　さらに、上述した実施の形態においては、ガス吸収液体として、イオン液体ILを適用し
た場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えばアルカリ金属又はアルカリ土類
金属の水酸化物水溶液等その他種々のガス吸収液体を適用してもよい。なお、ガス吸収液
体としてアルカリ金属又はアルカリ土類金属の水酸化物水溶液を用いた場合には、CO2を
吸収することができるので、検出対象をCO2とするガスセンサを実現できる。
 
【００２０】
　ここで、この実施の形態の場合、図２におけるA-A´部分の断面構成を示す図３と、図
２におけるB-B´部分の断面構成を示す図４のように、イオン液体ILが載置される基板2は
、シリコン基板10上にシリコン酸化膜11が形成された構成を有し、このシリコン酸化膜11
上にソース電極3、ドレイン電極4、第１ゲート電極部5及び第２ゲート電極部6が設けられ
た構成を有する。また、図３に示すように、カーボンナノチューブ8は、一端側がソース
電極3に覆われているとともに、他端側がドレイン電極4に覆われており、これらソース電
極3及びドレイン電極4とに電気的に接続し得るように構成されている。また、このように
カーボンナノチューブ8は、両端がソース電極3及びドレイン電極4により覆うことによっ
て、両端を基板2に対して確実に固定し得、かくして、イオン液体ILが滴下された際に基
板2から取れることなく、そのままソース電極3及びドレイン電極4に対する電気的な接続
状態を維持できる。
【００２１】
　また、このようなカーボンナノチューブ8は、直径約１～１０nmでなり、シリコン酸化
膜11上に設けた触媒部12からシリコン酸化膜11上に沿って直線状に成長して形成されてい
る。触媒部12は、例えばCoとシリカとを所定割合で混合した部材からなり、カーボンナノ
チューブ8の他端とともにドレイン電極4により覆われている。このようなガスセンサ1は
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、図３に示すように、電源13によりソース電極3からドレイン電極4にソースドレイン電流
が供給されるとともに、図４に示すように、電源15により第１ゲート電極部5及び第２ゲ
ート電極部6にゲート電圧が印加され得るようになされている。
【００２２】
　これによりガスセンサ1では、図３及び図４に示すように、カーボンナノチューブ8と対
向した第１ゲート電極部5にゲート電圧を印可すると、イオン液体IL内に電位差が生じ、
バランスをとるために、カーボンナノチューブ8に電荷が供給される。具体的には、第１
ゲート電極部5に負電圧を印可すると、図４のようにイオン液体IL内の電荷が分極し、図
３及び図４のようにカーボンナノチューブ8表面に負電荷が集まる。また、逆に第１ゲー
ト電極部5に正電圧を印可することも可能で、その場合同様にイオン液体IL内の電荷が分
極するが、カーボンナノチューブ8表面には正電荷が集まる。
【００２３】
　かくして、例えばゲート電極7に負電圧が印加されると、ガスセンサ1では、図５に示す
ように、イオン液体IL中のアニオンがカーボンナノチューブ8の側周面に集まるとともに
、第１ゲート電極部5（第２ゲート電極部6も同様）にイオン液体IL中のカチオンが集まり
、イオン液体IL中に電気二重層（図５では、－を○で囲った記号が表記された層と、＋を
○で囲った記号が表記された層の２層）が形成され、当該イオン液体ILがゲート絶縁層と
なり得る。
【００２４】
　すなわち、このガスセンサ1では、第１ゲート電極部5及び第２ゲート電極部6に対して
ゲート電圧Vｇを印加し、ソース電極3及びドレイン電極4間にソースドレイン電圧Vsdを印
加することで、イオン液体IL中に極めて薄いゲート絶縁層が形成されるとともに、カーボ
ンナノチューブ8にソースドレイン電流Isdが流れ、トランジスタとして動作し得る。また
、これに加えて、このような構成でなるガスセンサ1は、検出対象であるガスをイオン液
体ILが吸収すると、ガスの吸収量に応じてイオン液体IL中におけるゲート絶縁層の状態が
変わり得るようになされており、当該ゲート絶縁層の状態変化に応じてソースドレイン電
流・ゲート電圧特性も変化し得る。
【００２５】
　ガスセンサ1では、このようなソースドレイン電流・ゲート電圧特性の変化を測定し、
このソースドレイン電流・ゲート電圧特性の変化に基づいて、検出対象であるガスを検出
し得るようになされている。また、このガスセンサ1では、ソースドレイン電流・ゲート
電圧特性の変化量を測定し、この変化量が大きい場合、イオン液体IL周辺の気体（以下、
これを単に外気ともいう）中のガス濃度が高いことを示し、その一方、変化量が小さい場
合、外気中のガス濃度が低いことを示し、外気中のガス濃度を推測し得るようになされて
いる。
【００２６】
　実際上、ガスセンサ1は、カーボンナノチューブが金属性のものである場合、図６に示
すように、イオン液体IL周辺の気体に検出対象であるガスが含まれていないとき、ソース
ドレイン電流Isdとゲート電圧Vgの関係がほぼV字状に近い波形が得られる。これに対して
、イオン液体IL周辺の気体に検出対象であるガス濃度が高い場合には、ガスセンサ1にお
けるゲート電圧Vgがシフト電圧Vshiftだけシフトし得る。そして、このシフト電圧Vshift
は、外気中のガス濃度が高くなると、それに比例して増加し得る。このように本発明のガ
スセンサ1では、ソースドレイン電流Isdの変化や、ソースドレイン電流Isdの変化により
生じるゲート電圧Vgの変化に基づいて、外気中に含まれるガスの検出や、当該ガスの含有
量を推測し得るようになされている。
【００２７】
　なお、上述した実施の形態においては、ゲート電極7を設け、当該ゲート電極7を構成す
る第１ゲート電極部5及び第２ゲート電極部6に対してゲート電圧Vｇを印加し、イオン液
体IL中のカーボンナノチューブ8の表面に電気二重層を形成し、イオン液体ILがガスを吸
収することで電気二重層の状態が変化してカーボンナノチューブ8に流れるソースドレイ



(7) JP 5822282 B2 2015.11.24

10

20

30

40

50

ン電流Isdの変化を測定するガスセンサ1について述べたが、本発明はこれ限らず、ゲート
電極7を設けずに、イオン液体ILがガスを吸収することで、ソース電極3及びドレイン電極
4間のカーボンナノチューブ8に流れるソースドレイン電流Isdの変化を単に測定するガス
センサとしてもよい。
【００２８】
　すなわち、ガスセンサ1では、ゲート電圧Vｇが0[V]であっても、ホールが多いカーボン
ナノチューブ8がイオン液体IL中にあることから、イオン液体IL中の負電荷がカーボンナ
ノチューブ8の表面に集まっている。これにより、ガスセンサ1では、イオン液体ILがガス
を吸収することで、イオン液体IL内の負電荷及び正電荷の状態が変化し、これに応じてカ
ーボンナノチューブ8を流れるソースドレイン電流Isdも変化し得る。かくして、このガス
センサ1では、ゲート電極7を設けなくても、カーボンナノチューブ8を流れるソースドレ
イン電流Isdの変化から、外気中に含まれるガスの検出や、当該ガスの含有量を推測し得
る。
【００２９】
　（２）ガスセンサの製造方法
　次に本発明のガスセンサ1の製造方法について説明する。この実施の形態の場合、先ず
初めに、シリコン基板10上にシリコン酸化膜11が形成された基板2を用意し、当該シリコ
ン酸化膜11上に所定パターンのレジスト層を形成する。次いで、図７に示すように、基板
2のレジスト層18上に触媒層19をスピンコートにより形成し、当該レジスト層18に形成し
た開口18a内にて露出させたシリコン酸化膜11上にも触媒層19を形成する。なお、この触
媒層19は、例えばCoとヒュームドシリカとを1:10で混合させて形成した触媒材料等を用い
る。次いで、リフトオフによりレジスト層18を除去して、開口18a内に形成された触媒層1
9だけを残存させて3～7［μm］の矩形状の触媒部12を形成する。
【００３０】
　次いで、化学気相成長法（Chemical Vapor Deposition:CVD）により触媒部12からカー
ボンを成長させて、図８に示すように、当該触媒部12から直進状に延びたカーボンナノチ
ューブ8をシリコン酸化膜11上に形成する。次いで、レジスト層を全面に塗布した後、露
光によりパターニングして、図９に示すように、例えばイオン液体IL中に露出させるカー
ボンナノチューブ8の中央領域にレジスト層21を残存させた後、全面にTi/Au（5/50）でな
る電極層22を形成する。次いで、リフトオフによりレジスト層21を除去して電極層22をパ
ターニングして、図１０に示すように、カーボンナノチューブ8の中央領域を露出させる
とともに、ソース電極3、ドレイン電極4、さらには図示しない第１ゲート電極部5及び第
２ゲート電極部6をシリコン酸化膜11上に形成する。
【００３１】
　次いで、図１１に示すように、ソース電極3及びドレイン電極4間に露出しているカーボ
ンナノチューブ8全体を覆うようにイオン液体ILを基板2上に滴下することで、図１２に示
すように、ソース電極3（図中「Source」と表記）、ドレイン電極4（図中「Drain」と表
記）、ゲート電極7（第１ゲート電極部5及び第２ゲート電極部6であり、図中「IL-gate E
lectrodes」と表記、）とにイオン液体IL（図中「Ionic liquid」と表記）が接したガス
センサ1を製造し得る。このようにして製造したガスセンサ1は、図１２のエリアER1を拡
大した図１３や、さらに図１３のエリアER2を拡大したSEM写真に示すように、イオン液体
IL中に内在するカーボンナノチューブ8がソース電極3及びドレイン電極4間の僅かな隙間
に形成されており、カーボンナノチューブ8が極めて微小な構造を有している。なお、図
１３における「Catalyst」の表記は、ドレイン電極4に埋もれている触媒部12を示してお
り、外側に位置するドレイン電極4からも触媒部12の形状が確認できているものである。
【００３２】
　（３）検証試験
　次に各種検証試験について説明する。ここでは、上述した製造方法に従って、ソース電
極3、ドレイン電極4、ゲート電極7をそれぞれTi/Au（膜厚5[nm]/50[nm]）で形成し、Coと
ヒュームドシリカとを1:10で混合して形成した触媒部12からカーボンナノチューブ8を形
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成し、また、ソース電極3及びドレイン電極4間の隙間を1［μm］、カーボンナノチューブ
8の抵抗値を5～100［kΩ］の間に選定したガスセンサ1を製造した。そして、検出対象で
あるガスが外気に含まれていないとき、このガスセンサ1にてソース電極3からカーボンナ
ノチューブ8を通ってドレイン電極4へ流れるソースドレイン電流Isdと、ゲート電極7に印
加されるゲート電圧Vgとの関係を調べたところ、図１４に示すような結果が得られた。
【００３３】
　なお、図１４では、ガスセンサ1のソース電極3及びドレイン電極4間のソースドレイン
電圧Vsdを10［mV］とし、ゲート電極7に印加するゲート電圧Vgを-0.3［V］から0.3［V］
まで5［mV/sec］で上げていったときのソースドレイン電流Isdとゲート電圧Vgとの関係を
示している。図１４から、このガスセンサ1では、検出対象であるガスが外気に含まれて
いないとき、なだらかなV字状に近い波形が得られることが確認できた。
【００３４】
　また、次に、このガスセンサ1において、ソースドレイン電圧Vsdを0［mV］としたとき
のゲート電極7に流れるリーク電流Igも調べたところ、図１５に示すような結果が得られ
た。図１５に示す結果と、ソースドレイン電流Isdとを比較すると、ゲート電圧Vg-0.3［V
］から0.3［V］の間でリーク電流Igがソースドレイン電流Isdに対して0.01[％]程度とな
ることが分かり、リーク電流Igが無視できる微小な値であることが確認できた。
【００３５】
　次に、図１６に示すような実験装置24を用いて、検出対象であるガスをガスセンサ1に
て検出できるか否かについて検証試験を行った。実際上、この実験装置24では、ガス貯留
部27からバルブ29aを介して供給口25aから300×300×100[mm3]のチャンバ25内に、検出対
象となるガスを供給し、バルブ29bを介して吐出口25bからチャンバ25外部へ当該ガスを吐
出させた。また、この実験装置24では、チャンバ25内の基台26上にガスセンサ1を載置さ
せ、チャンバ25外部に設けた計測装置28と、チャンバ25内のガスセンサ1とを、チャンバ2
5の密閉状態を維持したまま接続させるようにした。
【００３６】
　このような実験装置24において、先ず初めに、イオン液体ILとして［EMIM］[BF4]を使
用したガスセンサ1をチャンバ25内に設置した後、検出対象であるガスを含ませていない
空気（Air）で当該チャンバ25内を満たし、このときのガスセンサ1におけるソースドレイ
ン電流Isdとゲート電圧Vgとの関係を調べた。その後、CO2をチャンバ25内に供給して、外
気（Air：空気）にCO2を12[％]混合させた混合ガスでチャンバ25内を満たし、安定後にガ
スセンサ1におけるソースドレイン電流Isdとゲート電圧Vgとの関係についても調べた。
【００３７】
　具体的には、ガスセンサ1においてソースドレイン電圧Vsdを10［mV］とし、ゲート電極
7に印加するゲート電圧Vgを-0.3［V］から0.3［V］まで5［mV/sec］で上げてゆき、ソー
スドレイン電流Isdを測定したところ、図１７に示すような結果が得られた。図１７から
、本発明のガスセンサ1では、検出対象となるCO2が外気に混合されていると、通常の外気
のときに比べ、ゲート電圧Vgが-42.9[mV]シフトすることが確認できた。従って、このガ
スセンサ1では、CO2を検出対象としてイオン液体ILが吸収し、その結果、イオン液体IL中
に形成されたゲート絶縁層の状態が変わり、ソースドレイン電流Isdが変化してシフト電
圧Vshiftが発生することが確認できた。かくして本発明のガスセンサ1は、ソースドレイ
ン電流Isdの変化を測定することで、イオン液体IL周辺の外気中におけるCO2を検出できる
ことが確認できた。
【００３８】
　次に、チャンバ25内をリフレッシュした後、検出対象たるガスをCO2からNH3に変更して
、上述と同じ実験条件にて新たな実験を行ったところ、図１８に示すような結果が得られ
た。この実験では、NH3をチャンバ25内に供給して、外気（Air：空気）にNH3を2[％]混合
させた混合ガスでチャンバ25内を満たし、安定後にガスセンサ1におけるソースドレイン
電流Isdとゲート電圧との関係について調べた。図１８から、本発明のガスセンサ1では、
検出対象となるNH3が外気に混合されていると、ガスを含ませていない空気（Air）のとき
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に比べ、ゲート電圧Vgが-285.7[mV]シフトすることが確認できた。従って、このガスセン
サ1では、NH3を検出対象としてイオン液体ILが吸収し、その結果、イオン液体IL中に形成
されたゲート絶縁層の状態が変わり、ソースドレイン電流Isdが変化してシフト電圧Vshif
tが発生することが確認できた。かくして本発明のガスセンサ1は、ソースドレイン電流Is
dが変化を測定することで、イオン液体IL周辺の外気中におけるNH3を検出できることが確
認できた。
【００３９】
　次に、チャンバ25内をリフレッシュした後、NH3の濃度を40～4000[ppm]に変えてゆき、
シフト電圧Vshiftを測定したところ、図１９に示すような結果が得られた。図１９から、
このガスセンサ1では、NH3の濃度ログに対してシフト電圧Vshiftが線形に変化することが
確認でき、このことからソースドレイン電流Isdが変わることにより生じるシフト電圧Vsh
iftの変化を基に、NH3濃度を推測できることも確認できた。
【００４０】
　さらに、これとは別に、イオン液体ILとして［EMIM］[BF4]にPEI（branched,M.W.10,00
0）を混合させたイオン液体ILを使用し、また、カーボンナノチューブ8として金属性カー
ボンナノチューブを使用したガスセンサ1を用意した。因みに、金属性カーボンナノチュ
ーブであるか、或いは後述する半導体カーボンナノチューブであるかについては、カーボ
ンナノチューブ8を生成した後に、Ｉ－Ｖ特性を計測し、そのカーブの形状から判定を行
った。
【００４１】
　そして、このような構成を有するガスセンサ1をチャンバ25内に設置した後、当該チャ
ンバ25内を空気（Air）で満たし、このときのガスセンサ1におけるソースドレイン電流Is
dとゲート電圧Vgとの関係を調べた。その後、CO2をチャンバ25内に供給して、空気（Air
）にCO2を24[％]混合させた混合ガスでチャンバ25内を満たし、安定後にガスセンサ1にお
けるソースドレイン電流Isdとゲート電圧Vgとの関係についても調べた。この実験では、
上述の実験と同じように、ガスセンサ1のソースドレイン電圧Vsdを10［mV］とし、ゲート
電圧Vg-0.3［V］から0.3［V］の間で、ソースドレイン電流Isdを測定したところ、図２０
に示すような結果が得られた。
【００４２】
　図２０から、このようなガスセンサ1でも、検出対象となるCO2が外気に混合されている
と、CO2を含ませていない空気（Air）のときに比べ、ゲート電圧Vgがシフトすることが確
認できた。従って、このガスセンサ1でも、CO2を検出対象としてイオン液体ILが吸収し、
その結果、イオン液体IL中に形成されたゲート絶縁層の状態が変わり、金属性カーボンナ
ノチューブに流れるソースドレイン電流Isdが変化してシフト電圧Vshiftが発生すること
が確認でき、かくして、ソースドレイン電流Isdの変化を測定することで、外気中のCO2を
検出できることが確認できた。
【００４３】
　また、これとは別に、イオン液体ILとして上述と同じ［EMIM］[BF4]にPEI（branched,M
.W.10,000）を混合させたイオン液体ILを使用し、カーボンナノチューブ8として半導体カ
ーボンナノチューブを使用したガスセンサ1を用意した。
【００４４】
　そして、このような構成を有するガスセンサ1をチャンバ25内に設置した後、当該チャ
ンバ25内を空気（Air）で満たし、このときのガスセンサ1におけるソースドレイン電流Is
dとゲート電圧Vgとの関係を調べた。その後、CO2をチャンバ25内に供給して、空気（Air
）にCO2を25[％]混合させた混合ガスでチャンバ25内を満たし、安定後にガスセンサ1にお
けるソースドレイン電流Isdとゲート電圧Vgとの関係についても調べた。この実験でも、
上述の実験と同じように、ガスセンサ1のソースドレイン電圧Vsdを10［mV］とし、ゲート
電圧Vg-0.3［V］から0.3［V］の間で、ソースドレイン電流Isdを測定したところ、図２１
に示すような結果が得られた。
【００４５】
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　図２１から、このようなガスセンサ1でも、検出対象となるCO2が外気に混合されている
と、CO2を含ませていない空気（Air）のときに比べ、ゲート電圧Vgがシフトすることが確
認できた。従って、このガスセンサ1でも、CO2を検出対象としてイオン液体ILが吸収し、
その結果、イオン液体IL中に形成されたゲート絶縁層の電気的状態が変わり、半導体カー
ボンナノチューブに流れるソースドレイン電流Isdが変化してシフト電圧Vshiftが発生す
ることが確認でき、かくしてソースドレイン電流Isdの変化を測定することで、外気中のC
O2を検出できることが確認できた。
【００４６】
　（４）作用及び効果
　以上の構成において、このガスセンサ1では、基板2上のソース電極3及びドレイン電極4
間にカーボンナノチューブ8を設け、このカーボンナノチューブ8をイオン液体ILにより覆
うような構成とした。このようなガスセンサ1では、ホールが多いカーボンナノチューブ8
がイオン液体IL中にあることにより、イオン液体IL中の負電荷がカーボンナノチューブ8
の表面に集まる。これにより、ガスセンサ1では、イオン液体ILが検出対象たるガスを吸
収すると、イオン液体IL中でカーボンナノチューブ8の表面に集まっている負電荷の状態
が変化し、これに伴いカーボンナノチューブ8に流れるソースドレイン電流Isdも変化する
ことから、このソースドレイン電流Isdの変化の傾向に基づいて外気中のガスを検出する
ことができる。
【００４７】
　また、このガスセンサ1では、基板2上のソース電極3及びドレイン電極4間にカーボンナ
ノチューブ8を設け、このカーボンナノチューブ8と、基板2上のゲート電極7とに接してゲ
ート絶縁層となるイオン液体ILを設けて、このイオン液体ILに対してゲート電極7を介し
てゲート電圧を印加する。これによりガスセンサ1では、ガスを吸収するイオン液体IL中
にゲート絶縁層を有する電気二重層を形成し、カーボンナノチューブ8に流れるソースド
レイン電流Isdを測定可能なトランジスタとして動作させることができる。
【００４８】
　このようなガスセンサ1では、イオン液体ILが検出対象たるガスを吸収すると、イオン
液体IL中のゲート絶縁層の状態が変化し、イオン液体IL中のカーボンナノチューブに流れ
るソースドレイン電流Isdが、ゲート絶縁層の状態に応じて変化することから、当該ソー
スドレイン電流Isdの変化を測定し、このソースドレイン電流Isdの変化の傾向に基づいて
外気中のガスを検出することができる。
【００４９】
　ここで、特表２００７－５０５３２３号公報に示す従来のバックゲート型のガスセンサ
（図示せず）では、シリコンバックゲート及びカーボンナノチューブ間にゲート絶縁層と
して、例えば150～200[nm]の膜厚のシリコン酸化膜が用いられており、このためトランジ
スタとして動作させるためには最大15[V]程度のゲート電圧が必要となる。これに対して
、本発明のガスセンサ1では、SiO2等のシリコン酸化膜を用いることなく、カーボンナノ
チューブ8とゲート電極7との間に設けたイオン液体IL中に、極めて薄い数nmのゲート絶縁
層が形成されることから、0.4[V]程度のゲート電圧Vgをゲート電極7に印加してもトラン
ジスタとして動作でき、従来よりも格段的にゲート電圧Vgを低減させることができる。
【００５０】
　また、このガスセンサ1では、ガスを吸収するイオン液体IL自体にゲート絶縁層が形成
され、ガスを吸収することにより生じるイオン液体ILのゲート絶縁層の状態変化が、直接
、カーボンナノチューブ8を流れるソースドレイン電流に反映されるので、従来よりもガ
スの検出感度を向上し得る。さらに、このガスセンサ1では、従来のようなカーボンナノ
チューブ自体に表面化学修飾を行う必要がなく、イオン液体ILをカーボンナノチューブ8
及びゲート電極7に接するように単に設ければよいことから、その分だけ簡易な構成とす
ることができる。
【００５１】
　さらに、このガスセンサ1では、外気中のガス濃度に応じてソースドレイン電流・ゲー
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ト電圧特性が変わることから、このソースドレイン電流・ゲート電圧特性の変化量を測定
することで、当該変化量に基づき外気中に検出対象となるガスがどの程度含まれているか
を推定することもできる。
【００５２】
　以上の構成によれば、ソース電極3およびドレイン電極4間のカーボンナノチューブ8を
イオン液体IL中に設けることにより、ガスを吸収することにより生じるイオン液体IL中の
電荷の状態変化が、直接、カーボンナノチューブ8を流れるソースドレイン電流Isdに反映
されるので、従来よりもガスの検出感度を向上し得る。また、単に、カーボンナノチュー
ブ8をイオン液体IL中に配置させるように設ければよいことから、従来のようにカーボン
ナノチューブを複数のポリマーで表面化学修飾する構成が不要になり、その分だけ簡易な
構成とすることができる。
【００５３】
　また、イオン液体IL中にゲート絶縁層を備える電気二重層が形成されており、ガスを吸
収することにより生じるイオン液体ILのゲート絶縁層の状態変化が、直接、カーボンナノ
チューブ8を流れるソースドレイン電流Isdに反映されるので、従来よりもガスの検出感度
を向上し得る。また、単に、カーボンナノチューブ8とゲート電極7と接するようにイオン
液体ILを基板2上に設ければよいことから、従来のようにカーボンナノチューブを複数の
ポリマーで表面化学修飾する構成が不要になり、その分だけ簡易な構成とすることができ
る。
【００５４】
　（５）他の実施の形態
　なお、本発明は、本実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内で種々
の変形実施が可能であり、上述した実施の形態においては、ソース電極3及びドレイン電
極4上だけでなく、第１ゲート電極部5及び第２ゲート電極部6上に載置されるようにイオ
ン液体ILを設けたガスセンサ1について述べたが、本発明はこれに限らず、図１との対応
部分に同一符号を付して示す図２２と、図２２のC-C´部分の断面構成を示す図２３と、
図２２のD-D´部分の断面構成を示す図２４のように、ソース電極3、ドレイン電極4、第
１ゲート電極部5及び第２ゲート電極部6の上面を覆うことなく、ソース電極3とドレイン
電極4と第１ゲート電極部5と第２ゲート電極部6とに囲まれた領域G2にだけイオン液体IL1
を設けたガスセンサ31を適用してもよい。
【００５５】
　実際上、このガスセンサ31では、ソース電極3、ドレイン電極4、第１ゲート電極部5及
び第２ゲート電極部6の各側面と接するようにして、これらソース電極3、ドレイン電極4
、第１ゲート電極部5及び第２ゲート電極部6に取り囲まれた領域G2にイオン液体IL1を配
置させるようにしたことから、イオン液体IL1の量を減らして小型化を図りつつ、かつ表
面張力の働きによりイオン液体IL1を安定して基板2上に設けることができる。また、この
ガスセンサ31では、上述した実施の形態と同様に、ゲート電極7を介してイオン液体IL1に
ゲート電圧が印加されると、イオン液体IL1中に数nmのゲート絶縁層を備える電気二重層
が形成されるが、この電気二重層の数nm程度のゲート絶縁層が形成可能な体積までイオン
液体IL1を減らすことができる。
【００５６】
　また、他の実施の形態として、上述した実施の形態においては、基板2上にイオン液体I
Lを単に滴下して載置させたガスセンサ1について述べたが、本発明はこれに限らず、図３
との対応部分に同一符号を付して示す図２５のように、イオン液体ILの湾曲状に形成され
た液表面を、パリレン等の外気が通過可能な被覆膜42により覆った構成を有するガスセン
サ41を適用してもよく、この場合、仮に基板2に対して外力が加えられても傾く等しても
、保持手段としての被覆膜42によりイオン液体ILを安定して基板2に保持させ続けること
ができる。因みに、このガスセンサ41は、イオン液体ＩＬを滴下後に、パリレン等の外気
が通過可能な被覆材を、例えばCVD（Chemical Vapor Deposition）法によりイオン液体IL
上に成膜し、イオン液体ILに対して直接、被覆膜42を形成することにより製造できる。ま
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たこのガスセンサ41は、パリレン等の外気が通過可能な被覆材により予め被覆膜42を基板
2上に形成しておき、当該被覆膜42内にイオン液体ILを注入して密封することによっても
製造できる。
【００５７】
　そして、このようなガスセンサ41では、被覆膜42によりイオン液体ILを安定して基板2
上に保持させることができるので、例えばイオン液体ILを下方に向けた状態で基板2を室
内の天井に設置させることもでき、使用状況に応じてイオン液体ILを種々の方向に向けて
設置させることができる。
【００５８】
　また、このようなガスセンサ41では、ガス吸収液体を外気から隔離できることから、ガ
ス吸収液体として水等の揮発性の液体をも用いることもできる。なお、ガス吸収液体とし
て水を用いても、水がガスを吸収することで水内の電荷の状態変化に応じて、カーボンナ
ノチューブ8を流れるソースドレイン電流Isdが変化し、上述した実施の形態と同様の効果
を得ることができる。
【００５９】
　また、その他の実施の形態によるガスセンサとしては、図１との対応部分に同一符号を
付して示す図２６のように、イオン液体ILを覆う枠体52を基板2に設け、保持手段として
の枠体52によりイオン液体ILを基板2に保持させるようしたガスセンサ51を適用してもよ
い。この場合、枠体52は、基板2上のソース電極3及びドレイン電極4間のカーボンナノチ
ューブ8（図示せず）を覆うとともに、カーボンナノチューブ8の周辺に配置されたソース
電極3、ドレイン電極4、ゲート電極7の一部を覆うようにして基板2上に配置され、内部空
間にイオン液体ILを保持し得るようになされている。
【００６０】
　実際上、この枠体52は、イオン液体ILを塞き止める例えば四辺状の壁部52aと、この壁
部52aを覆うように配置された板状の天板部52bとにより内部空間を形成し、内部空間と外
部とを連通可能にした複数の微細な貫通孔53が天板部52bに穿設されている。枠体52は、
基板2上に設置されることで、底面部が閉塞され、内部空間が貫通孔53のみで外部と連通
し、この貫通孔53から内部空間にイオン液体ILが注入されることにより、内部空間にイオ
ン液体ILを保持し得る。ここで、枠体52は、貫通孔53が微細であることから、貫通孔53に
てイオン液体ILの表面張力が働き、内部空間に注入されたイオン液体ILが貫通孔53から外
部に流出し難くなり、イオン液体ILを確実に保持し得るようになされている。
【００６１】
　また、イオン液体ILは、枠体52の内部空間にてカーボンナノチューブを覆うとともに、
ゲート電極7の第１ゲート電極部5及び第２ゲート電極部6（図示せず）とも接する。かく
しして、このガスセンサ51でも、ゲート電極7からイオン液体ILにゲート電圧が印加され
ると、イオン液体IL中にゲート絶縁層を備えた電気二重層が形成され、かくして、上述し
た実施の形態と同様の効果を奏し得る。
【００６２】
　さらに、その他の実施の形態としては、イオン液体ILを貯留させた箱状の貯留部内に、
カーボンナノチューブ8やゲート電極7等が設けられた基板2を設置して、当該基板2をイオ
ン液体IL内に設けるような構成であってもよく、使用状況に応じて、基板2とイオン液体I
Lとの配置関係を適宜変えた種々の構成でなるガスセンサを適用してもよい。



(13) JP 5822282 B2 2015.11.24

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】



(14) JP 5822282 B2 2015.11.24

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】 【図１２】



(15) JP 5822282 B2 2015.11.24

【図１３】 【図１４】

【図１５】

【図１６】 【図１７】

【図１８】



(16) JP 5822282 B2 2015.11.24

【図１９】 【図２０】

【図２１】

【図２２】

【図２３】

【図２４】

【図２５】



(17) JP 5822282 B2 2015.11.24

【図２６】



(18) JP 5822282 B2 2015.11.24

10

20

30

フロントページの続き

(72)発明者  下山　勲
            日本国東京都文京区本郷七丁目３番１号　国立大学法人東京大学内
(72)発明者  松本　潔
            日本国東京都文京区本郷七丁目３番１号　国立大学法人東京大学内
(72)発明者  竹井　裕介
            日本国東京都文京区本郷七丁目３番１号　国立大学法人東京大学内
(72)発明者  高橋　英俊
            日本国東京都文京区本郷七丁目３番１号　国立大学法人東京大学内
(72)発明者  氣駕　昇
            日本国東京都文京区本郷七丁目３番１号　国立大学法人東京大学内
(72)発明者  本多　祐仁
            日本国京都府京都市下京区塩小路通堀川東入南不動堂町８０１番地　オムロン株式会社内

    審査官  田中　洋介

(56)参考文献  特開２００６－２２２２７９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特公平０６－０７９００９（ＪＰ，Ｂ２）　　
              特開平０３－２３７３５０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特公平０４－０００２２３（ＪＰ，Ｂ２）　　
              特表２００７－５０５３２３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０８５３９２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－１９２５９９（ＪＰ，Ａ）　　　
              Masahito Honda et al.，Low-power-consumption CO2 gas sensor using ionic liquids for gr
              een energy management，Proceedings of IEEE Sensors 2012，２０１２年１０月，pp.1-4
              N.Kiga et al.，CNT-FET gas sensor using a functionalized ionic liquid as gate，Micro E
              lectro Mechanical Systems (MEMS), 2012 IEEE 25th International Conference on，２０１２
              年　２月，pp.796-799
              A.Star et al.，Nanoelectronic CO2 breath sensors，Proceedings of NSTI-Nanotech 2005，
              ２００５年，Vol.1，pp.104-107

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｎ　２７／００－２７／４９
              ＪＳＴＰｌｕｓ／ＪＳＴ７５８０（ＪＤｒｅａｍＩＩＩ）


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

