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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の摩擦層と、
　前記第１の摩擦層の下方に接触するように配置される第１の導電素子と、
　第２の摩擦層と、
　前記第２の摩擦層の上方に接触するように配置される第２の導電素子と、を備え、
　前記第１の摩擦層の上面は、前記第２の摩擦層の下面に対向するように配置され、
　前記第１の摩擦層の上面と前記第２の摩擦層の下面は、外力が作用するとき、相対的の
スライドを発生するとともに、摩擦する面積が変化し、前記第１の導電素子と前記第２の
導電素子によって電気信号を外部回路に出力することを特徴とするスライド摩擦式ナノ発
電機。
【請求項２】
　前記第１の摩擦層の上面の材料と前記第２の摩擦層の下面の材料は、帯電列において差
異があることを特徴とする請求項１に記載のスライド摩擦式ナノ発電機。
【請求項３】
　前記第１の摩擦層の上面と前記第２の摩擦層の下面は、接触するように配置されること
を特徴とする請求項１又は２に記載のスライド摩擦式ナノ発電機。
【請求項４】
　外力が作用しない場合、前記第１の摩擦層の上面と前記第２の摩擦層の下面は離間され
ており、外力が作用する場合、前記第１の摩擦層の上面と前記第２の摩擦層の下面は接触
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して、接触面に接する相対的なスライド摩擦を発生することを特徴とする請求項１又は２
に記載のスライド摩擦式ナノ発電機。
【請求項５】
　前記第１の摩擦層の上面及び／又は第２の摩擦層の下面は、絶縁材料又は半導体材料か
らなることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載のスライド摩擦式ナノ発電
機。
【請求項６】
　前記絶縁材料は、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリジフェニルプロ
パンカーボネート、ポリエチレンテレフタレート、ポリイミド、ポリ塩化ビニル、ポリジ
メチルシロキサン、ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリテトラフルオロエチレン及び
パリレンから選択され、前記半導体材料は、ヒ化ガリウム、リン化ガリウム、硫化クロム
、硫化亜鉛、ガリウム－アルミニウム－ヒ素及びガリウム－ヒ素－リンから選択されるこ
とを特徴とする請求項５に記載のスライド摩擦式ナノ発電機。
【請求項７】
　前記摩擦層は、非導電酸化物、半導体酸化物又は複雑な酸化物であり、酸化ケイ素、酸
化アルミニウム、酸化マンガン、酸化クロム、酸化鉄、酸化チタン、酸化銅、酸化亜鉛、
ＢｉＯ２及びＹ２Ｏ３を含むことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載のス
ライド摩擦式ナノ発電機。
【請求項８】
　前記第１の摩擦層の上面及び／又は前記第２の摩擦層の下面には、ミクロン又はサブミ
クロンレベルの微小構造が配列されることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に
記載のスライド摩擦式ナノ発電機。
【請求項９】
　前記第１の摩擦層の上面及び／又は前記第２の摩擦層の下面は、化学的変性によって、
極性が正である材料の表面に、電子が奪われやすい官能基又は正の電荷を導入、及び／又
は、極性が負である材料の表面に、電子を取り込みやすい官能基又は負の電荷を導入する
ことを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載のスライド摩擦式ナノ発電機。
【請求項１０】
　前記第１の摩擦層、前記第２の摩擦層、前記第１の導電素子及び／又は前記第２の導電
素子は、薄膜であることを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載のスライド摩
擦式ナノ発電機。
【請求項１１】
　前記第１の摩擦層、前記第２の摩擦層、前記第１の導電層及び／又は前記第２の導電層
は、軟質であることを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１項に記載のスライド摩擦
式ナノ発電機。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のいずれか１項の発電機の発電方法であって、
　（１）第１の摩擦層及び第２の摩擦層を準備するステップと、
　（２）前記第１の摩擦層の下方及び前記第２の摩擦層の上方に接触するように配置され
る第１の導電素子及び第２の導電素子をそれぞれ形成するステップと、
　（３）前記第１の摩擦層の上面と前記第２の摩擦層の下面とを接触させるステップと、
　（４）前記第１の導電素子及び前記第２の導電素子と外部回路とを、電気的に接続する
ステップと、
　（５）外力を加えることで、前記第１の摩擦層と第２の摩擦層との間に相対的なスライ
ドを発生させて、接触面に接する相対的なスライド摩擦を発生させ、スライド過程におい
て、相対的なスライドの距離を制御することで、前記第１の摩擦層と前記第２の摩擦層と
を接触面の方向に沿って位置ずれさせて、スライド摩擦する面積を変化させるステップと
、
　（６）前記第１の導電素子及び前記第２の導電素子によって、電気信号を外部回路に出
力するステップと、を含む発電方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発電機及びその発電方法に関し、特に、外力を加える時の力学的エネルギー
を電気的エネルギーに変換する摩擦式ナノ発電機及び該発電機を利用した発電方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、マイクロ電子技術及び材料技術が高速に発展し、複数の機能を有するとともに高
度に集積化された新しいマイクロ電子機器が、多く開発され、人間の生活の各分野で広く
使用されている。しかし、これらのマイクロ電子機器に合う電源システムの研究は、相対
的に遅れている。一般的に、これらのマイクロ電子機器は、電池から直接又は間接に給電
されている。電池は、体積が大きくて重いだけでなく、含有する有毒の化学物質は、環境
及び人体に対する潜在的な危害である。そのため、動きや振動などの自然に存在する力学
的エネルギーを電気的エネルギーに変換する技術の開発は、非常に重要である。
【０００３】
　しかしながら、今、上記のように力学的エネルギーを電気的エネルギーに効果的に変換
する発電機の全ては、電磁誘導によるもので、水車や蒸気タービン、ディーゼルエンジン
又は他の機械的エネルギーによって駆動され、水流や気流、燃料の燃焼又は原子核分裂に
よるエネルギーを力学的エネルギーに変換して発電機へ伝送し、発電機はそれを電気的エ
ネルギーに変換して使用する。これらの発電機は、相対的に集中した、高強度のエネルギ
ーの入力を必要とし、人間の活動によって発生する運動エネルギー及び自然に存在する強
度の小さい運動エネルギーについては、効果的に電気的エネルギーに変換することができ
ない。そして、伝統的な発電機は、体積が大きく、構造が複雑であるため、マイクロ電子
機器の給電素子として使用することが不可能である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来技術における上記問題に鑑み、本発明は、摩擦式ナノ発電機に加えられる接線方向
の外力の力学的エネルギーを電気的エネルギーに変換することができるスライド摩擦式ナ
ノ発電機を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を実現するために、本発明は、摩擦式ナノ発電機であって、
　第１の摩擦層と、
　前記第１の摩擦層の下方に接触するように配置される第１の導電素子と、
　第２の摩擦層と、
　前記第２の摩擦層の上方に接触するように配置される第２の導電素子と、を備え、
　前記第１の摩擦層の上面は、前記第２の摩擦層の下面に対向するように配置され、
　前記第１の摩擦層の上面と前記第２の摩擦層の下面は、外力が作用するとき、相対的な
スライドを発生するとともに、摩擦する面積が変化し、前記第１の導電素子と前記第２の
導電素子によって電気信号を外部回路に出力する。
【０００６】
　好ましくは、前記第１の摩擦層の上面の材料と前記第２の摩擦層の下面の材料は、帯電
列において差異がある。
【０００７】
　好ましくは、前記第１の摩擦層の上面と前記第２の摩擦層の下面は、接触するように配
置される。
【０００８】
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　好ましくは、外力が作用しない場合、前記第１の摩擦層の上面と前記第２の摩擦層の下
面は離間されており、外力が作用する場合、前記第１の摩擦層の上面と前記第２の摩擦層
の下面は接触して、接触面に接する相対的なスライド摩擦を発生する。
【０００９】
　好ましくは、前記第１の摩擦層の上面及び／又は第２の摩擦層の下面は、絶縁材料又は
半導体材料からなる。
【００１０】
　好ましくは、前記絶縁材料は、ポリテトラフルオロエチレン、ポリジメチルシロキサン
、ポリイミド、ポリジフェニルプロパンカーボネート、ポリエチレンテレフタレート、ア
ニリンホルムアルデヒド樹脂、ポリホルムアルデヒド、エチルセルロース、ポリアミド、
メラミンホルムアルデヒド、ポリエチレングリコールスクシナート、セルロース、セルロ
ースアセテート、ポリエチレングリコールアジペート、ポリフタル酸ジアリル、再生繊維
スポンジ、ポリウレタンエラストマー、スチレンプロピレンコーポリマー、スチレンブタ
ジエンコーポリマー、人造繊維、ポリメタクリレート、ポリビニルアルコール、ポリエス
テル、ポリイソプチレン、ポリウレタンフレキシブルスポンジ、ポリエチレンテレフタレ
ート、ポリビニルブチラール、フェノール樹脂、クロロプレンゴム、ブタジエンプロピレ
ンコーポリマー、天然ゴム、ポリアクリロニトリル、ポリ（塩化ビニリデン－ｃｏ－アク
リルニトリル）、ポリエチレンビスフェノールカーボネート、ポリスチレン、ポリメチル
メタクリレート、ポリカーボネート、液晶高分子ポリマー、ポリクロロプレン、ポリアク
リロニトリル、ポリジフェノールカーボネート、塩化ポリエーテル、ポリクロロトリフル
オロエチレン、ポリ塩化ビニリデン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル及
びパリレンから選択される。
【００１１】
　好ましくは、前記絶縁材料は、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリジ
フェニルプロパンカーボネート、ポリエチレンテレフタレート、ポリイミド、ポリ塩化ビ
ニル、ポリジメチルシロキサン、ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリテトラフルオロ
エチレン及びパリレンから選択される。
【００１２】
　好ましくは、前記半導体材料は、ケイ素、ゲルマニウム、第ＩＩＩ及び第Ｖ族化合物、
第ＩＩ及び第ＶＩ族化合物、酸化物、ＩＩＩ－Ｖ族化合物とＩＩ－ＶＩ族化合物からなる
固溶体、非晶質のガラス半導体及び有機半導体から選択される。
【００１３】
　好ましくは、前記第ＩＩＩ及び第Ｖ族化合物は、ヒ化ガリウム及びリン化ガリウムから
選択され、前記第ＩＩ及び第ＶＩ族化合物は、硫化クロム及び硫化亜鉛から選択され、前
記酸化物は、マンガン、クロム、鉄又は銅の酸化物から選択され、前記ＩＩＩ－Ｖ族化合
物及びＩＩ－ＶＩ族化合物からなる固溶体は、ガリウム－アルミニウム－ヒ素及びガリウ
ム－ヒ素－リンから選択される。
【００１４】
　好ましくは、前記摩擦層は、非導電酸化物、半導体酸化物又は複雑な酸化物であり、酸
化ケイ素、酸化アルミニウム、酸化マンガン、酸化クロム、酸化鉄、酸化チタン、酸化銅
、酸化亜鉛、ＢｉＯ２及びＹ２Ｏ３を含む。
【００１５】
　好ましくは、前記第１の摩擦層の上面及び／又は前記第２の摩擦層の下面には、ミクロ
ン又はサブミクロンレベルの微小構造が配列される。
【００１６】
　好ましくは、前記微小構造は、ナノワイヤ、ナノチューブ、ナノ粒子、ナノ溝、ミクロ
ン溝、ナノコーン、ミクロンコーン、ナノボール及びミクロンボールの構造から選択され
る。
【００１７】
　好ましくは、前記第１の摩擦層の上面及び／又は前記第２の摩擦層の下面に、ナノ材料
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の修飾又は塗布層がある。
【００１８】
　好ましくは、前記第１の摩擦層の上面及び／又は前記第２の摩擦層の下面は、化学的変
性によって、極性が正である材料の表面に、電子が奪われやすい官能基を導入、及び／又
は、極性が負である材料の表面に、電子を取り込みやすい官能基を導入する。
【００１９】
　好ましくは、前記電子が奪われやすい官能基は、アミノ基、ハイドロキシ、アルコキシ
ル基を含む。
【００２０】
　好ましくは、前記電子を取り込みやすい官能基は、アシル基、カルボキシル基、ニトロ
基、スルホン酸基を含む。
【００２１】
　好ましくは、前記第１の摩擦層の上面及び／又は前記第２の摩擦層の下面は、化学的変
性によって、極性が正である材料の表面に、正の電荷を導入、及び／又は、極性が負であ
る材料の表面に、負の電荷を導入する。
【００２２】
　好ましくは、前記化学的変性は、化学結合で荷電基を導入することによって実現される
。
【００２３】
　好ましくは、前記第１の摩擦層又は前記第２の摩擦層は、導電材料で構成される。
【００２４】
　好ましくは、前記第１の摩擦層又は前記第２の摩擦層を構成する導電材料は、金属及び
導電酸化物から選択される。
【００２５】
　好ましくは、前記金属は、金、銀、白金、アルミニウム、ニッケル、銅、チタン、クロ
ム又はセレン、及びこれらの金属からなる合金から選択される。
【００２６】
　好ましくは、前記第１の導電素子及び／又は前記第２の導電素子は、金属及び導電酸化
物から選択される。
【００２７】
　好ましくは、前記第１の導電素子及び／又は前記第２の導電素子は、金、銀、白金、ア
ルミニウム、ニッケル、銅、チタン、クロム又はセレン、及びこれらの金属からなる合金
から選択される。
【００２８】
　好ましくは、前記第１の摩擦層及び／又は第２の摩擦層は、薄膜である。
【００２９】
　好ましくは、前記第１の導電素子及び／又は第２の導電素子は、薄膜である。
【００３０】
　好ましくは、前記第１の摩擦層、第２の摩擦層、第１の導電素子及び／又は第２の導電
素子は、硬質のものである。
【００３１】
　好ましくは、前記第１の摩擦層、第２の摩擦層、第１の導電素子及び／又は第２の導電
素子は、軟質のものである。
【００３２】
　好ましくは、前記第１の導電素子及び第２の導電素子のそれぞれは、前記第１の摩擦層
及び第２の摩擦層の表面に固定される。
【００３３】
　好ましくは、前記導電素子は、堆積によって、前記摩擦層の表面に形成される。
【００３４】
　好ましくは、前記第１の導電素子と第１の摩擦層のサイズ及び形状は、同じであり、及
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び／又は、前記第２の導電素子と第２の摩擦層のサイズ及び形状は、同じである。
【００３５】
　好ましくは、前記第１の摩擦層、第２の摩擦層、第１の導電素子及び／又は第２の導電
素子は、平面構造である。
【００３６】
　好ましくは、前記第１の導電素子及び第１の摩擦層は、曲面構造であり、及び／又は、
前記第２の導電素子及び第２の摩擦層は、曲面構造である。
【００３７】
　本発明は、上記のいずれかの発電機を使用する発電方法であって、
　（１）前記第１の摩擦層及び前記第２の摩擦層を準備するステップと、
　（２）前記第１の摩擦層の下方及び前記第２の摩擦層の上方に接触するように配置され
る前記第１の導電素子及び第２の導電素子をそれぞれ形成するステップと、
　（３）前記第１の摩擦層の上面と前記第２の摩擦層の下面とを接触させるステップと、
　（４）前記第１の導電素子及び前記第２の導電素子と外部回路とを、電気的に接続する
ステップと、
　（５）外力を加えることで、前記第１の摩擦層と第２の摩擦層との間に相対的なスライ
ドを発生させて、接触面に接する相対的なスライド摩擦を発生させ、スライド過程におい
て、相対的なスライドの距離を制御することで、前記第１の摩擦層と前記第２の摩擦層と
を接触面の方向に沿って位置ずれさせて、スライド摩擦する面積を変化させるステップと
、
　　（６）前記第１の導電素子及び前記第２の導電素子によって、電気信号を外部回路に
出力するステップと、を含む。
【００３８】
　好ましくは、ステップ（３）において、前記第１の摩擦層の上面と前記第２の摩擦層の
下面は、完全に接触する。
【００３９】
　好ましくは、ステップ（５）において、方向が周期的に反転又は大きさが周期的に変化
する持続的外力を加える。
【発明の効果】
【００４０】
　本発明のスライド摩擦式ナノ発電機は、周期的な接線方向の外力が作用されると、第１
の導電素子と第２の導電素子との間に交流パルス信号が形成されその信号を出力すること
ができる。従来技術に比べて、本発明のスライド摩擦式ナノ発電機は、以下の利点を有す
る。
　１、原理及び適用で、新たな突破である。本発明の発電機は、２つの摩擦層間にある隙
間を必要せず、２つの摩擦層を完全に接触させたり離間させたりする装置に比べて、その
発電原理が異なるため、新しい設計構想を提供することができる。そして、隙間なしの設
計は、弾性距離を保持するための部品の実装を省略することができるため、パッケージ技
術にも便利を持たせ、より広い分野に適用することができる。
　２、エネルギーを効率的に利用する。本発明の発電機は、大規模で高強度のエネルギー
を入力する必要がなく、第１の摩擦層と第２の摩擦層間の相対的なスライドを駆動可能な
力学的エネルギーを入力すればよい。そのため、自然や人間の日常生活によって発生され
た多様な強度を有する力学的エネルギーを収集して電気的エネルギーに変換することで、
エネルギーの効率的な利用を実現することができる。
　３、構造が簡単で、携帯が便利になり、互換性が高い。本発明の発電機は、磁石やコイ
ル、回転子などの部品を必要しないため、構造が簡単で、体積が小さくて、製作が便利で
、コストも低い。そのため、第１の摩擦層と第２の摩擦層とを相対的にスライドさせる各
種の機器に実装することができる。そして、特定の動作環境を必要しないため、互換性が
高い。
　４、用途が広い。発電機における第１の摩擦層の上面と第２の摩擦層の下面に対して物
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理的変化又は化学的変性を行うことで、ナノ構造のパターンの導入又はナノ材料の塗布な
どを実現している。そのため、摩擦式ナノ発電機が接線方向の外力の作用で２つの摩擦層
を接触させて相対的にスライドさせる時に発生する接触電荷密度を更に向上させ、発電機
の出力能力を向上させることができる。このため、本発明の発電機は、小型の電力源にな
るとともに、高出力の発電に適用されることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
　添付される図面によって、本発明の上述の目的及びその他の目的、特徴並びに利点は、
より明らかになろう。図面において、同じ符号は、同じ部分を示す。実際のサイズに基づ
いて等比例的に拡大または縮小したものではなく、本発明の主旨を示すのにその目的があ
る。
【図１】図１は、本発明の摩擦式ナノ発電機の典型的な構造を示す模式図である。
【図２】図２は、本発明の摩擦式ナノ発電機の発電原理を示す断面模式図である。
【図３】図３は、本発明の摩擦式ナノ発電機の他の典型的な構造を示す模式図である。
【図４】図４は、本発明の摩擦式ナノ発電機のまた他の典型的な構造を示す模式図である
。
【図５】図５は、本発明の摩擦式ナノ発電機が、指からスライドの駆動力を供給された場
合、８０個の商用ＬＥＤランプを点灯したリアルタイム写真である。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　以下、本発明の図面を参照しながら、本発明の実施例を明らかに説明する。もちろん、
説明する実施例は、本発明の一部の実施例に過ぎず、全ての実施例ではない。本発明の実
施例に基づいて、進歩性に値する労働なしに取得した全ての実施例も、本発明の保護範囲
に含まれる。
【００４３】
　なお、本発明に関して、模式図を参照しながら詳細に説明するが、本発明の実施例を詳
細に説明するとき、前記模式図は説明の便宜上の例示に過ぎず、本発明の保護範囲を限定
するものではない。
【００４４】
　本発明は、動きや振動などの自然に存在する力学的エネルギーを電気的エネルギーに変
換する、構造が簡単な摩擦式ナノ発電機を提供し、マイクロ電子機器へ適合する電源を供
給することができる。本発明の摩擦式ナノ発電機は、帯電列において極性に大きな差異の
ある材料同士が接触するときに発生する表面電荷の移動を利用して、外力の力学的エネル
ギーを電気エネルギーに変換する。
【００４５】
　本発明に記載の「帯電列」とは、材料の電荷に対する吸引の程度に応じて並べた序列で
あり、２種類の材料が互いに摩擦する瞬間、摩擦する面において、負電荷が、帯電列にお
ける極性が比較的に正になる材料の表面から、帯電列における極性が比較的に負になる材
料の表面に移動することを意味する。今まで、まだ電荷の移動の仕組みを完全に解釈でき
る統一の理論がなかった。一般的に、このような電荷の移動は、材料の表面の仕事関数に
係り、電子またはイオンの接触面での移動により電荷の移動を実現する。帯電列は、経験
に基づいて統計した結果で、２種類の材料がこの列において遠く離れるほど、接触すると
きに発生する電荷の正負性が当該列と一致する確率が大きくなる。そして、実際の結果は
、材料表面の粗さ、環境の湿度及び相対摩擦の有無などの複数の要因に影響される。
【００４６】
　本発明に記載の「接触電荷」とは、帯電列において極性に差異がある２種類の材料が接
触摩擦して離間した後その表面が有する電荷を意味する。一般的に、このような電荷は、
材料の表面のみに分布され、分布の最大の深さは、約１０ｎｍである。接触電荷の符号は
、正味電荷（ｎｅｔ　ｃｈａｒｇｅ）の符号である。即ち、正の接触電荷を持つ材料の表
面の一部の領域には、負電荷の集まり領域がある可能性があるが、表面の正味電荷全体の
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符号は、正である。
【００４７】
　図１は、本発明の摩擦式ナノ発電機の典型な構造を示すが、第１の摩擦層１０と、第１
の摩擦層１０の下面に接触するように配置される第１の導電素子１１と、第２の摩擦層２
０と、第２の摩擦層２０の上面に接触するように配置される第２の導電素子２１と、を含
む。第１の摩擦層１０の上面は、第２の摩擦層２０の下面と接触する。外力の作用で、前
記第１の摩擦層１０と第２の摩擦層２０との接触面が相対的に滑ると共に、接触する面積
が変化することで、第１の導電素子１１及び第２の導電素子２１によって電気信号を外部
回路に出力する。
【００４８】
　説明の便宜上、以下、図１の典型的な構造を参照しながら本発明の原理、各部品を選択
するルール及び材料の範囲を説明するが、これらの内容は、図１に示す実施例に限定され
ることではなく、本発明に開示される全ての技術案に適用されることができる。
【００４９】
　図２を参照しながら、本発明の摩擦式ナノ発電機の動作原理を説明する。外力の作用で
、第１の摩擦層１０の上面と第２の摩擦層２０の下面が相対的にスライドされて摩擦が発
生された場合、第１の摩擦層１０の上面の材料と第２の摩擦層２０の下面の材料が帯電列
において差異があるため、表面電荷の移動が発生する（図２（ａ）参照）。位置ずれによ
り第１の摩擦層１０及び第２の摩擦層２０に残された表面電荷の形成する電界を防ぐため
に、第１の導電素子１１の自由電子を、外部回路を介して第２の導電素子２１に流れさせ
る。これにより、外部電流を発生する（図２（ｂ）参照）。外力を逆方向に沿って加える
場合、第１の摩擦層１０又は第２の摩擦層２０の相対的なスライドの位置ずれが消失し、
２つの導電素子は、元の状態に戻ることになる。すると、第２の導電素子２１における電
子が、第１の導電元件１０に流れ、逆方向の外部電流が発生する。このような動作を繰り
返して、交流パルス電流を形成する。
【００５０】
　摩擦帯電の現象は、公知であり、摩擦帯電の材料の種類も公知であるが、今まで把握さ
れたことは、摩擦により静電気が発生することである。しかしながら、本発明は、初めて
、スライド摩擦によって発電し、それを製品化することを提出した。上記のように、本発
明に開示された動作原理によって、当業者は、スライド摩擦式ナノ発電機の動作形態を明
らかに認識することができ、各部品に対する材料の選択ルールも把握することができる。
以下、本発明の全ての技術案に適する各部品を構成する材料の選択可能な範囲を提供する
。これにより、実際の適用において、必要に応じて選択を行い、発電機の出力性能を調整
する目的を達成することができる。
【００５１】
　本実施例において、第１の摩擦層１０と第２の摩擦層２０は、接触するように配置され
、外力の有無によらず、常に面接触を保持する。これは、本発明の発電機の一番典型的な
構造で、第１の摩擦層１０と第２の摩擦層２０のサイズ及び相対変位量を制御することに
よって、相対的なスライド摩擦の過程における摩擦する面積の変化を容易に実現すること
ができる。
【００５２】
　ところで、本発明は、第１の摩擦層１０と第２の摩擦層２０が常に面接触を保持するこ
とを限定することではなく、外力を作用する場合、両者が接触して接触面に接する相対的
なスライド摩擦を発生し、外力を作用しない場合、第１の摩擦層１０と第２の摩擦層２０
が完全に離間しているように構成されても構わない。このような構成は、断続的な発電を
必要する状況を満たすことができる。そして、摩擦過程は、接触摩擦でもよいし、スライ
ド摩擦でもよい。この目的を実現する技術手段は、いろいろあるが、本分野における距離
を制御する部品、例えば第１の摩擦層１０の下面及び第２の摩擦層２０の上面のそれぞれ
に接続される絶縁バネ等を使用してもよい。使用されるバネは、第１の摩擦層１０と第２
の摩擦層２０間の相対的なスライドを制限してはいけないことに注意すべきである。また
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、本実施例は、他の製品と組み合わせて使用する発電機に有利である。つまり、第１の摩
擦層１０と第２の摩擦層２０を、他の製品の互いに離間されている２つの部品にそれぞれ
接続し、当該２つの部品間の断続接触及び相対スライドによって、発電機を動作させ、断
続的な発電を実現することができる。
【００５３】
　第１の摩擦層１０と第２の摩擦層２０は、それぞれ異なる摩擦帯電の特性を有する材料
からなるが、上記した異なる摩擦帯電の特性とは、両者は、帯電列で離れており、摩擦を
発生する過程で、表面に接触電荷を発生することを意味する。普通の高分子ポリマーは、
全て摩擦帯電の特性を有し、第１の摩擦層１０及び第２の摩擦層２０を構成する材料とし
て使用することができる。普通の高分子ポリマーとして、ここでは、ポリテトラフルオロ
エチレン、ポリジメチルシロキサン、ポリイミド、ポリジフェニルプロパンカーボネート
、ポリエチレンテレフタレート、アニリンホルムアルデヒド樹脂、ポリホルムアルデヒド
、エチルセルロース、ポリアミド、メラミンホルムアルデヒド、ポリエチレングリコール
スクシナート、セルロース、セルロースアセテート、ポリエチレングリコールアジペート
、ポリフタル酸ジアリル、再生繊維スポンジ、ポリウレタンエラストマー、スチレンプロ
ピレンコーポリマー、スチレンブタジエンコーポリマー、人造繊維、ポリメタクリレート
、ポリビニルアルコール、ポリエステル、ポリイソプチレン、ポリウレタンフレキシブル
スポンジ、ポリエチレンテレフタレート、ポリビニルブチラール、フェノール樹脂、クロ
ロプレンゴム、ブタジエンプロピレンコーポリマー、天然ゴム、ポリアクリロニトリル、
ポリ（塩化ビニリデン－ｃｏ－アクリルニトリル）、ポリエチレンビスフェノールカーボ
ネート、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリカーボネート、液晶高分子ポリ
マー、ポリクロロプレン、ポリアクリロニトリル、ポリジフェノールカーボネート、塩化
ポリエーテル、ポリプロピレン、ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリ塩化ビニリデン
、ポリエチレン、ポリ塩化ビニル及びパリレンを例示する。紙幅の関係で、使用可能な全
ての材料を例示することができないため、ここでは、参照として、いくつかの具体的な物
質を例示する。もちろん、これらの具体的な材料は、本発明の保護範囲を限定する要素で
はない。当業者は、発明の示唆の下で、これらの材料の摩擦帯電の特性に基づいて、類似
する他の材料を容易に選択することができるだろう。
【００５４】
　絶縁体に比べて、半導体及び金属は、電子が奪われやすい摩擦帯電の特性を有し、帯電
列で末端に位置する。そのため、半導体及び金属も第１の摩擦層１０及び第２の摩擦層２
０を形成する材料とすることができる。よく使用される半導体は、ケイ素、ゲルマニウム
、ヒ化ガリウムやリン化ガリウム等のような第ＩＩＩ及び第Ｖ族化合物、硫化クロムや硫
化亜鉛等のような第ＩＩ及び第ＶＩ族化合物、及び、ガリウム－アルミニウム－ヒ素やガ
リウム－ヒ素－リン等のようなＩＩＩ－Ｖ族化合物、を含む。上記した晶質半導体の以外
に、非晶質のガラス半導体、有機半導体などもある。例えば、マンガン、クロム、鉄又は
銅の酸化物、酸化ケイ素、酸化マンガン、酸化クロム、酸化鉄、酸化銅、酸化亜鉛、Ｂｉ
Ｏ２、及び、Ｙ２Ｏ３のような、非導電性の酸化物、半導体酸化物及び複雑な酸化物も摩
擦帯電の特性を有し、摩擦の過程で表面電荷を形成するため、本発明の摩擦層として使用
してもよい。よく使用される金属としては、金、銀、白金、アルミニウム、ニッケル、銅
、チタン、クロム又はセレンがあり、これらの金属の合金も含まれる。もちろん、酸化イ
ンジウム・スズＩＴＯ及びドープ半導体のように導電特性を有する材料を、電子が奪われ
やすい摩擦層の材料として使用してもよい。
【００５５】
　試験を通じて、第１の摩擦層１０の材料と第２の摩擦層２０の材料の電子取得能力に差
異が大きいほど（即ち、帯電列で遠く離れているほど）、発電機の出力する電気信号が強
くなることを発見した。このため、必要に応じて、適合する材料を選択して第１の摩擦層
１０と第２の摩擦層２０を形成することで、よりよい出力効果を得ることができる。負の
極性を有する帯電列での材料として、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポ
リジフェニルプロパンカーボネート、ポリエチレンテレフタレート、ポリイミド、ポリ塩
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化ビニル、ポリジメチルシロキサン、ポリクロロトリフルオロエチレン及びポリテトラフ
ルオロエチレン及びパリレン（パリレンＣ、パリレンＮ、パリレンＤ、パリレンＨＴ又は
パリレンＡＦ４を含む）から選択することが好ましい。正の極性を有する帯電列での材料
として、アニリンホルムアルデヒド樹脂、ポリホルムアルデヒド、エチルセルロース、ポ
リアミドナイロン１１、ポリアミドナイロン６６、羊毛及びその織物、蚕糸及びその織物
、紙、ポリエチレングリコールスクシナート、セルロース、セルロースアセテート、ポリ
エチレングリコールアジペート、ポリフタル酸ジアリル、再生繊維スポンジ、綿及びその
織物、ポリウレタンエラストマー、スチレン－アクリロニトリルコーポリマー、スチレン
－ブタジエンコーポリマー、木材、硬化ゴム、アセテート、人造繊維、ポリメチルメタク
リレート、ポリビニルアルコール、ポリエステル、銅、アルミニウム、金、銀及び鋼を使
用することが好ましい。
【００５６】
　第１の摩擦層１０の上面及び／又は第２の摩擦層２０の下面に対して物理的変化を施し
て、その表面にミクロン（ｍｉｃｒｏｎ）又はサブミクロン（ｓｕｂ－ｍｉｃｒｏｎ）レ
ベルの微小構造のアレイが配列されるようにして、第１の摩擦層１０と第２の摩擦層２０
との接触面積を増加させ、接触帯電量を増加させることもできる。具体的な変化方法とし
て、フォトエッチング法、化学エッチング法及びイオンエッチング法などがある。当該構
成は、ナノ材料の修飾又は塗布層によって、実現してもよい。
【００５７】
　互いに接触する第１の摩擦層１０及び／又は第２の摩擦層２０の表面に対して化学的変
性を施して、接触する瞬間の電荷の移動量を更に向上させることもできる。これにより、
接触電荷の密度及び発電機の出力パワーを向上させることができる。化学的変性は、以下
の２つの方法に分かられる。
【００５８】
　１つの方法としては、互いに接触する第１の摩擦層１０及び第２の摩擦層２０を構成す
る材料に対して、極性が正である材料の表面に、電子が奪われやすい官能基（即ち、強い
電子供与基）を導入、又は、極性が負である材料の表面に、電子を取り込みやすい官能基
（即ち、強い電子求引基）を導入することで、互いにスライドする時の電荷の移動量を向
上し、摩擦電荷の密度及び発電機の出力パワーを向上させる方法である。強い電子供与基
は、アミノ基、ハイドロキシ、アルコキシル基などを含む。強い電子求引基は、アシル基
、カルボキシル基、ニトロ基、スルホン酸基などを含む。官能基の導入は、プラズマの表
面変化などの普通の方法を使用することができる。例えば、酸素と窒素の混合ガスを、所
定のパワーの下でプラズマを形成させることにより、アミノ基を摩擦層を構成する材料の
表面へ導入してもよい。
【００５９】
　もう１つの方法としては、極性が正である摩擦層を構成する材料の表面に正の電荷を導
入し、極性が負である摩擦層を構成する材料の表面に負の電荷を導入する方法である。具
体的には、化学結合によって実現することができる。例えば、ＰＤＭＳ摩擦層の表面に、
ゾル・ゲル法（ｓｏｌ－ｇｅｌ）により、オルトケイ酸テトラエチル（ＴＥＯＳ）を修飾
して負の電荷を帯電させる。金薄膜層上において、金－硫の結合により、表面に臭化セチ
ルトリメチルアンモニウム（ＣＴＡＢ）が含有される金ナノ粒子を修飾する。臭化セチル
トリメチルアンモニウムが陽イオンであるため、摩擦層全体は正に帯電する。当業者は、
摩擦層の材料が電子を取り込む性質及び電子が奪われる性質並びに表面化学結合の種類に
基づいて、適合する修飾材料を選択し結合させて、本発明の目的を達成することができる
。したがって、このような変形も本発明の保護範囲内に属する。
【００６０】
　本発明において、第１の摩擦層１０及び第２の摩擦層２０が必ず硬質材料で構成される
ことを限定することではなく、軟質材料で構成されてもよい。材料の硬度は、両者間のス
ライド摩擦の効果を影響しないからである。当業者は、必要に応じて選択することができ
る。第１の摩擦層１０及び第２の摩擦層２０の厚さは、本発明の実施に対して顕著な影響
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がない。本発明において、両者が薄膜であることが好ましく、その厚さは、５０ｎｍ～５
ｍｍで、１００ｎｍ～２ｍｍであることが好ましく、１μｍ～８００μｍであることがよ
り好ましい。これらの厚さの範囲は、本発明の全ての技術案に適合する。
【００６１】
　第１の導電素子１１及び第２の導電素子２１は、発電機の２つの電極として、導電可能
な特性を有すればよい。金属や導電酸化物から選択することができる。そして、平板、薄
片又は薄膜である可能性がある。厚さの選択可能な範囲は１０ｎｍ～５ｍｍで、５０ｎｍ
～１ｍｍであることが好ましく、１００ｎｍ～５００μｍであることがより好ましい。ア
ルミニウム膜、金膜、銅膜のような金属薄膜が好ましい。よく使用される金属は、金、銀
、白金、アルミニウム、ニッケル、銅、チタン、クロム又はセレン及びこれらの金属から
なる合金を含む。よく使用される導電酸化物は、酸化インジウム・スズＩＴＯ及びイオン
トーピング半導体を含む。電極層は、対応する摩擦層の表面とぴったり接触することで、
電荷の伝送効率を保証することが好ましい。導電材料を堆積によって対応する摩擦層の表
面に成膜させることが好ましい。具体的な堆積方法としては、電子ビーム蒸着、プラズマ
スパッタリング、マグネトロンスパッタリング又は蒸着がある。
【００６２】
　第１の導電素子１１及び第２の導電素子２１と外部回路との接続は、導線又は金属薄膜
によって外部回路との接続を実現することができる。
【００６３】
　本発電機の機械的強度を保証するために、第１の導電素子の下面及び／又は第２の導電
素子の上面に支持層を接触するように設置することができる。例えば、プラスチック板や
ケイ素シート等のような絶縁材料や半導体材料が好ましい。
【００６４】
　本発明は、摩擦層及び導電素子を硬質材料に限定することではなく、軟質材料を使用し
てもよい。材料の硬度は、スライド摩擦及び電気信号の出力の効果を影響しないからであ
る。例えば、動物の繊維は、柔軟であるが、互に摩擦するとき、多くの静電荷を発生する
ため、当業者は、必要に応じて硬質又は軟質の材料を使用すればよい。そして、軟質材料
で形成される発電機は、柔軟で軽薄な摩擦層が弱い外力に作用されても変形可能である利
点を有する。このような変形は、摩擦する２つ層の相対変位を起きることで、スライド摩
擦に応じて電気信号を外部に出力する。軟質材料を使用することで、本発明のナノ発電機
を、生物及び医学の分野まで広く適用することができる。実際の使用において、柔軟で弾
性を有する超薄型の高分子材料、或いは透明でもよい高分子材料を、ベースとして、便利
に使用するように封止することで、強度を向上させることもできる。もちろん、本発明に
開示された構造全体を、柔軟で弾性を有する材料で構成することで、軟質のナノ発電機を
形成することができる。これを基づいて変更した各変更設計が、全て本願の保護範囲に含
まれることは言うまでもない。
【００６５】
　図３は、本発明の２つの摩擦層が一部だけ接触していることを示す典型的な実施例であ
る。本実施例の主な部分は、図１に示す実施例と同じである。ここでは、両者の区別のみ
に対して説明する。図３に示す実施例において、第１の摩擦層１０の上面は相対的に小さ
く、この上面と第２の摩擦面２０の下面はいずれも平坦でない構成を有している。両者が
接触すると、相対的に滑る過程において、接触する面積が変化し、これによって電気信号
を外部へ出力する目的を実現する。この実施例は、第１の摩擦層１０の上面が小さすぎる
場合や、第１の摩擦層１０と第２の摩擦層２０の位置が相対的に変化可能な程度が小さい
場合、外力の大きさ又は摩擦層の移動可能な空間が、発電機の適宜な電気信号の出力に不
十分である場合に、平坦でない表面を設置することで、第１の摩擦層１０と第２の摩擦層
２０の接触面積、及び電気信号の発生に必要な有効な相対変位を効果的に制御することが
できる。当業者は、第２の摩擦層２０の表面積が小さい場合に本実施例の構成によって本
発明の目的を実現し、且つ表面が平坦でないパターンを設置することも実際な状況に応じ
て選択可能であることを予測することができるだろう。そのため、このような変更も本発
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明の保護範囲に属する。
【００６６】
　図４は、本発明の摩擦層の表面に微小構造を設置したことを示す典型的な実施例である
。本実施例の主な部分は、図１に示す実施例と同じである。ここでは、両者の区別のみに
対して説明する。図４に示す実施例は、第１の摩擦層１０の上面及び第２の摩擦層２０の
下面のそれぞれに、ミクロンレベルの線形構造１２及び２２を設置している。第１の摩擦
層１０と第２の摩擦層２０の接触において、それらの表面の微小構造が互いに挿入された
り重なったりするため、接触摩擦の面積が大きく増加され、発電機の出力性能を効果的に
向上させることができる。微小構造の具体的な形態について、当業者は、製作条件や必要
に応じて慣用の棒状、線状又は花状などの形状を選択することができる。微小構造を、第
１の摩擦層１０と第２の摩擦層２０の表面両方に設置するときの効果が一番良いが、いず
れかの表面のみに設置しても類似する効果を奏することができる。
【００６７】
　本発明は、発電方法を更に提供し、具体的には、上記したスライド摩擦式ナノ発電機に
よって発電し、以下のステップを含む。
　（１）まず、上記したルールに基づいて材料を選択して、サイズ及び形状の適宜な第１
の摩擦層１０及び第２の摩擦層２０を形成する。
　（２）第１の摩擦層１０の下方及び第２の摩擦層２０の上方に、それらと接触するよう
に配置される第１の導電素子１１及び第２の導電素子２１を形成し、固定配置することが
好ましい。例えば、堆積の方法によって、第１の導電素子１１及び第２の導電素子２１を
、第１の摩擦層１０の下面及び第２の摩擦層２０の上面に直接に固定する。
　（３）第２の摩擦層２０の下面と第１の摩擦層１０の上面を接触するように配置して、
両者間でスライド摩擦を形成するようにする。このステップは、本発明の発電方法が実現
する前提であり、接触／離間式のナノ発電機の発電方式と区別されるポイントである。接
触／離間式の発電機は、動作過程において、２つのフィルム層間に距離の変化可能な隙間
が存在しなければならず、両者は接触－離間という動作を繰り返せばこそ電気信号を発生
することができる。これに対し、本発明の発電方法は、第２の摩擦層２０と第１の摩擦層
１０の間に隙間を形成する必要がなく、電気信号の発生中に、第２の摩擦層２０と第１の
摩擦層１０は常に接触されている。初期状態で、第１の摩擦層１０の上面と第２の摩擦層
２０の下面を、形状及びサイズが同じようにして完全に接触させることで、摩擦する面積
を最大にすることが好ましい。そして、後段の発電過程において、外力を作用するだけで
、摩擦する面積を変化させ、電気信号を発生して外部に出力することができる。
　（４）第１の導電素子１１及び第２の導電素子２１を外部回路に電気的に接続する。こ
のステップは、発電機から発生された電気的エネルギーを外部に出力する必要な条件であ
る。電気的な接続を実現する方法は、いろいろあるが、例えば、普通の導線による接続で
もよいし、薄層による接続でもよい。具体的には、必要に応じて選択すればよい。
　（５）発電機に外力を加え、第１の摩擦層１０と第２の摩擦層２０の間に相対的なスラ
イドを形成させ、接触面に接する相対的なスライド摩擦を発生すると共に、スライドして
いる途中に、第１の摩擦層１０と第２の摩擦層２０を接触面の方向に沿って位置ずれさせ
てスライド摩擦する面積が変化するように、相対的なスライドの距離を制御する。このス
テップは、本発明の発電方法で最も重要なステップである。第１の摩擦層１０と第２の摩
擦層２０の間に、相対的なスライド摩擦があるとともに、摩擦する面積が変化するように
確保しなければならない。これにより、電気信号を外部回路へ出力することができる。好
ましくは、第２の摩擦層２０の下面及び第１の摩擦層１０の上面が接触面の方向に沿って
制限なしに自由にスライドするようにする。これにより、外力に対する応答感度を向上す
る。本発明の発電方法は、方向が周期的に反転又は大きさが周期的に変化する持続的外力
を採用することが好ましい。これにより、持続に、交流パルス電気信号を外部回路に出力
することができる。
【００６８】
　方向が周期的に反転する持続的外力について、その周期は、相対的にスライド摩擦する
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面積の変化に対応してもよい。即ち、相対的にスライド摩擦する面積が、最大から最小ま
で又は最小から最大まで変化する時間を１つの周期とすることができる。これにより、外
力の作用中にパルス電気信号が常に発生することを保証し、外力の方向が変化しないこと
により第１の摩擦層１０と第２の摩擦層２０が接触もしなく摩擦もしなくなってしまう状
況を防止することができる。
【００６９】
　大きさが周期的に変化する持続的外力について、外力がなくなった場合第１の摩擦層１
０と第２の摩擦層２０が自動に元の状態に戻れる状況に適用することが好ましい。例えば
、初期状態で、第１の摩擦層１０の上面と第２の摩擦層２０の下面が完全に接触し、第２
の摩擦層２０の一端に絶縁バネが接続されて、第１の摩擦層１０とその下面の第１の導電
素子１１との位置が固定されている。すると、第２の摩擦層２０の他端に外力を加えると
、絶縁バネが引き伸ばされ、第２の摩擦層２０と第１の摩擦層１０間の接触摩擦の面積が
小さくなっていく。そして、接触摩擦の面積が最小になると、外力を減少して、第２の摩
擦層２０が絶縁バネによって初期位置に戻るようにする。すると、第２の摩擦層２０と第
１の摩擦層１０はまた完全に接触することになる。このような過程を１つの周期として、
この過程を繰り返すと、パルス電気信号を持続に外部回路に伝送することができる。
【００７０】
　＜実施例１＞
　第１の導電素子は、厚さ１００ｎｍである銅フィルム層を使用し、第１の摩擦層は、厚
さ２５μｍであるテフロン（登録商標）（ポリテトラフルオロエチレン）フィルムを使用
し、第２の摩擦層は、厚さ１００ｎｍであるアルミニウムフィルム層を使用し、第２の導
電素子は、酸化インジウム・スズＩＴＯフィルムを使用するが、これらのフィルム層のマ
クロサイズは、５ｃｍ×７ｃｍである。銅フィルム層とＩＴＯフィルム層は、導線によっ
て電流計に接続され、テフロンフィルムとアルミニウムフィルムは、完全に重なって接触
するように配置されている。絶縁手袋をはめた指で銅フィルム層を押したり引いたりする
動作を繰り返すことで、テフロンフィルム層とアルミニウムフィルム層の間に周期的な相
対スライドを発生させる。すると、短絡電流の電流計への出力がある場合、発電機が正常
に動作することを示す。図５に示すように、本発電機によって、８０個のＬＥＤランプを
点灯することができる。
【００７１】
　帯電列において、ポリテトラフルオロエチレンは非常に負の極性を有し、アルミニウム
は正の極性を有するため、本実施例の材料の組み合わせは、摩擦式ナノ発電機の出力を向
上することに有利である。
【００７２】
　＜実施例２＞
　厚みが５０μｍで、３ｃｍ×８ｃｍサイズのＰＤＭＳ（ｐｏｌｙｄｉｍｅｔｈｙｌｓｉ
ｌｏｘａｎｅ）を第１の摩擦層１０とし、同じマクロサイズのケイ素シートを第２の摩擦
層とする。ケイ素シートにフォトレジストを回転塗布し、リソグラフィーによって、フォ
トレジスト上に、辺がミクロン又はサブミクロレベルの長さである正方形ウィンドーアレ
イを形成する。リソグラフィーされたケイ素シートに対して、熱い水酸化カリウムによる
化学エッチングを行い、ウィンドーにピラミッド形の凹構造のアレイを形成する。ケイ素
シートとＰＤＭＳが、外力の作用で接触して相対的に滑るとき、ＰＤＭＳは、比較的に良
好な弾性を有するため、ケイ素表面の凹構造に進入してそれを充填する。これにより、ケ
イ素シートとの摩擦接触面積が増大し、よりよい電気的出力効果を取得することができる
。
【００７３】
　＜実施例３＞
　本実施例は、実施例１を元に、ポリテトラフルオロエチレンフィルムを変化しただけで
、他の構成は実施例１と同様であるため、詳細な説明を省略する。ポリテトラフルオロエ
チレンフィルムの表面に、インダクタンス結合プラズマエッチング方法によって、ナノワ



(14) JP 6059370 B2 2017.1.11

10

20

イヤのアレイを形成する。まず、ポリテトラフルオロエチレンの表面に、スパッタリング
装置によって約１０ｎｍ厚さの金を堆積した後、ポリテトラフルオロエチレンフィルムを
インダクタンス結合プラズマエッチング装置に入れて、金が堆積された面をエッチングし
、流量をそれぞれ１０ｓｃｃｍ、１５ｓｃｃｍ及び３０ｓｃｃｍに、単位の圧力強さを１
５ｍＴｏｒｒに、動作温度を５５°Ｃに制御したＯ２、Ａｒ及びＣＦ４のガスを導入して
、４００Ｗのパワーでプラズマを発生し、１００Ｗのパワーでプラズマを加速する。この
ように、約５分間のエッチングを行った結果、絶縁フィルム層にほぼ垂直し長さが約１．
５μｍである高分子ポリテトラフルオロエチレンのナノ棒のアレイを取得する。
【００７４】
　本発明の摩擦式ナノ発電機は、平行運動の運動エネルギーによって電気的エネルギーを
発生することができるため、小型の電子機器に、電池などの給電なしに電源を提供するこ
とができ、便利に使用可能な発電機である。なお、本発明の摩擦式ナノ発電機の製造方法
は、簡単で、コストが安価であるため、広く適用される摩擦式ナノ発電機及び発電機群を
提供することができる。
【００７５】
　以上の記載は、本発明の最適な実施例に過ぎず、本発明を限定するものではない。当業
者は、本発明の主旨を逸脱しない範囲で、上記に開示された方法及び技術内容に基づいて
、本発明に対していろいろな変更及び改進を行ってもよいし、同等に変化された等価実施
例に変更してもよいことを理解できるだろう。したがって、本発明の主旨を逸脱しない限
り、本発明の思想に基づいて以上の実施例に施した簡単な修正、等価変更及び改進は、全
て本発明の技術案の保護する範囲内に属する。

【図１】

【図２（ａ）】

【図２（ｂ）】

【図２（ｃ）】

【図３】

【図４】

【図５】
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