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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
２つの電界効果型トランジスタからなり、該２つの電界効果型トランジスタのゲート絶
縁膜上にゲート電極を設け、該ゲート電極により水素ガスを検知するガスセンサであって
、
一方の電界効果型トランジスタに設けられた水素に対して解離応答を生じる触媒金属か
らなる第一ゲート電極と、
他方の電界効果型トランジスタに設けられた水素に対して解離応答を生じない非触媒金
属からなる第二ゲート電極と、
前記第一ゲート電極と前記第二ゲート電極との間を配線により接続して、前記第一ゲー
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ト電極と前記第二ゲート電極の各々に対して一定電圧差の直流電圧あるいは交流電圧を印
加する一つの電圧印加手段と、
前記第一ゲート電極と前記第二ゲート電極との間の差動を計測する差動アンプと、を備
え、
前記ゲート電極材料以外は、一方の電界効果型トランジスタと他方の電界効果型トラン
ジスタの構造が同じであり、前記差動アンプにより前記２つの電界効果型トランジスタ間
の差動を計測し、当該差動を補償することを特徴とするガスセンサ。
【請求項２】
前記２つの電界効果型トランジスタの前記各ゲート電極上に共通のイオン導伝性膜を形
成したことを特徴とする請求項１に記載のガスセンサ。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ガス濃度を検知するガスセンサに関する。
【背景技術】
【０００２】
ガスセンサとしては，多くの種類が知られている。例えば半導体特性をもつ金属酸化体
（ＳｎＯ２）は水素ガスに触れると金属酸化体の酸素が還元されるため、抵抗値が変化す
る。この抵抗値変化により水素濃度を検出する半導体式の水素センサがある。また、同様
の原理を用いたものであり、ヒーターの役割もしている白金線に金属酸化物半導体を焼結
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して、ブリッジ回路で素子の抵抗値変化をとらえる熱線型半導体式の水素センサもある。
これら半導体式や熱線式のガスセンサではバルクな材料を用いているため、量産性が悪く
、動作温度としても約３００℃以上で動作させる必要があった。
【０００３】
また、電気化学的センサとして白金の電極と、ニッケルの電極の間に固体電解質を挟ん
だ構造とし、水素ガスに接触することによって生じた起電力を測定するセンサが報告され
ている（特許文献１参照）。
【０００４】
また、量産性が良く室温近くで動作するものとして、電界効果型トランジスタを使った
水素センサが知られている。電界効果型トランジスタの絶縁膜の上にゲート金属として触
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媒金属のＰｄ（パラジウム）を用いたものが非特許文献１で報告されている。
【０００５】
同様に触媒金属としてＰｔ（白金）を用いた水素センサを、本発明者等は非特許文献２
において報告した。
【０００６】
従来多くのガスセンサは長期的使用にあたり、センサ出力が変化する、すなわちセンサ
出力が長期ドリフトしてしまうという問題があった。このため、センサ出力の変化がガス
に応答した結果なのか、それとも単にドリフトした結果なのかを判定することが困難であ
った。また、ガスセンサが故障してまったく応答していなのか、単に検知するガスが存在
しないだけなのか判断することが困難であった。このため、定期的にガスセンサを校正す
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る作業が必要であった。この問題を解決するため、本発明者は、ガスに応答しているのか
どうかを判断できる信号がとりだせる診断機能を有する電界効果型トランジスタのゲート
構造にＰｄ／高分子電解質膜／Ｐｔの三層構造を用いたプロトンポンピングゲートＦＥＴ
を報告した（特許文献２参照）。
【特許文献１】特許第４０４８４４４号公報
【特許文献２】特開２００８−１４５１２８号公報
【非特許文献１】「Catalytic Metals and Field‑effect Devices ‑ a Useful Combinati
on」 J. Lundstrom, A. Spetz, U. Ackelid and Sundgren, Sensors and Actuators, B V
ol. 1 (1990) pp. 15‑20
【非特許文献２】「A study of fast response characteristics for hydrogen sensing
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with platinum FET sensor」 K. Tsukada, T. Kiwa, T. Yamaguchi, S. Migitaka, Y. Go
to, K. Yokosawa, Sensors and Actuators, B Vol. 114 (2006) pp. 158‑163
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
ガスセンサにおいて自己診断機能は長期的なメンテナンスを不要とするものであり、ガ
スセンサを広く普及するために必須な機能として求められている。しかし、本発明者が特
許文献２にて報告したガスセンサであるプロトンポンピングゲートＦＥＴでは、ゲート構
造として３層（Ｐｄ／高分子電解質膜／Ｐｔ）の構造をパターンニングする必要があり、
製造プロセスとして複雑であった。
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【０００８】
また、従来のガスセンサにおいては、急激な温度変化や、環境電磁雑音などの外乱要因
によってガスセンサの出力が変化した場合について判断することが困難であった。
【０００９】
このため、より簡単なセンサ構造で、自己診断機能を有するガスセンサの構成が求めら
れていた。
【００１０】
そこで、本発明は、簡単な構造で自己診断機能を有するガスセンサを提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
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【００１１】
本発明は、上記課題を解決するために提案されたものであって、本発明の第一の形態は
、

２つの電界効果型トランジスタからなり、該２つの電界効果型トランジスタのゲート

絶縁膜上にゲート電極を設け、該ゲート電極により水素ガスを検知するガスセンサであっ
て、
一方の電界効果型トランジスタに設けられた水素に対して解離応答を生じる触媒金属か
らなる第一ゲート電極と、
他方の電界効果型トランジスタに設けられた水素に対して解離応答を生じない非触媒金
属からなる第二ゲート電極と、
前記第一ゲート電極と前記第二ゲート電極との間を配線により接続して、前記第一ゲー
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ト電極と前記第二ゲート電極の各々に対して一定電圧差の直流電圧あるいは交流電圧を印
加する一つの電圧印加手段と、
前記第一ゲート電極と前記第二ゲート電極との間の差動を計測する差動アンプと、を備
え、
前記ゲート電極材料以外は、一方の電界効果型トランジスタと他方の電界効果型トラン
ジスタの構造が同じであり、前記差動アンプにより前記２つの電界効果型トランジスタ間
の差動を計測し、当該差動を補償するガスセンサである。
【００１６】
本発明の第２の形態は、前記２つの電界効果型トランジスタの前記各ゲート電極上に共
通のイオン導伝性膜を形成したガスセンサである。
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【発明の効果】
【００１７】
本発明の第一の形態によれば、２つの電界効果型トランジスタのゲート金属材料が異なる
構成であるため、水素ガスに対する応答特性が異なる。この応答特性の違いを利用して目
的対象の水素ガスを測定することができる。また、従来の１つの電界効果型トランジスタ
を用いたガスセンサにおいても、ゲート金属が測定対象のガスと反応して、ゲート金属の
仕事関数が変化してガス応答していた。しかし、この従来のガスセンサのように１つのセ
ンサを使用する場合、電界効果型トランジスタの特性が長期的に変化した場合、センサ出
力がドリフトする問題があった。一方、ゲート金属の材料以外は同じ構造である電界効果
型トランジスタを２つ用いるとともに、両者のゲート電極は独立に構成するのではなく、
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両者のゲート電極間に配線を接続して一つの電圧印加手段により一定の電圧を印加するこ
とで、ガスセンサを構成する２つの電界効果型トランジスタを同じ動作条件にすることが
できる。これにより、ガスセンサを長期的に使用した場合でも両者は同じ環境で使用され
るとともに、２つの電界効果型トランジスタの構造（センサ構造）は同じなので特性変化
も同様に起こる。また電磁雑音や温度変化などの外乱も両者に共通に入る。このため、さ
らに、差動アンプにより前記２つの電界効果型トランジスタの出力の差を計測し、当該差
動を補償することにより、特性変化や外乱による出力変化を消去することが可能となる。
【００２２】
本発明の第２の形態によれば、前記２つの電界効果型トランジスタの各ゲート電極上に
共通のイオン導伝性膜を形成したことにより、ゲート電極を測定対象ガスにさらした場合
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に、ガスとゲート電極での反応をイオン導伝性膜を介在させて行わせることにより、反応
を安定化できるとともにガスの選択性を高めることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
以下、本発明の実施形態を、添付する図面を参照して詳細に説明する。
【実施例１】
【００２４】
図１は、本発明の一実施形態である２つの電界効果型トランジスタからなるガスセンサ
の基本構造を示す概略断面図である。この図１に示すガスセンサ３０は、異なる金属材料
を２つの電界効果型トランジスタのゲート電極としてそれぞれ用いて、一つのＳｉ基板１
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上に集積化した電界効果型ガスセンサである。すなわち、ガスセンサ３０は、Ｓｉ基板１
上に設けられた２つのｎ型チャンネル電界効果型トランジスタにより形成されている。
一方の電界効果型トランジスタである触媒金属ゲート電界効果型トランジスタ２５（以
下、触媒金属ゲート型トランジスタという）には、第一ゲート電極としてＰｔゲート電極
５が形成されている。触媒金属ゲート型トランジスタ２５は、第一ゲート電極のゲート電
極材料が、触媒金属の一例であるＰｔ（白金）であることにより水素に応答するガスセン
サとなっている。水素がＰｔ（白金）に触れると水素イオン（プロトン）と電子に解離し
て、水素イオンがＰｔ（白金）に吸着する。このため、Ｐｔ（白金）の仕事関数が変化す
ることになる。また、この解離反応は水素濃度に依存するため、仕事関数もまた水素濃度
依存性をもつことになる。仕事関数の変化は電界効果型トランジスタの動作点を変えるの
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で、触媒金属ゲート型トランジスタ２５は水素応答できることになる。また、触媒金属ゲ
ート型トランジスタ２５には、Ｓｉ基板１に形成されたｐ型ウェル領域であるｐ−ｗｅｌ
ｌ４−１を備えており、該ｐ−ｗｅｌｌ４−１に埋設されたドレイン２−１とソース３−
１との間にチャンネルが形成されていて、その上にはゲート絶縁膜２４が形成されている
。このゲート絶縁膜２４は、ＳｉＯ２膜１０およびその上にＳｉ３Ｎ４膜１１の絶縁材料
からなる２層構造となっている。このゲート絶縁膜２４の上には前記Ｐｔゲート電極５が
形成されている。さらに、Ｐｔゲート電極５には一定の電圧をかけるためのゲート配線９
−１が接続されている。また、ドレイン２−１の上端部には、ドレイン配線７−１が接続
されており、ソース３−１の上端部には、ソース配線８−１が接続されている。
また、Ｐｔゲート電極５は、ゲート電極としてＰｔ（白金）を使っているので、水素イ
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オンと水素ガスとの間で解離平衡反応が起こり、白金の仕事関数が変化する。この仕事関
数の変化は水素濃度に関係するので、前述したＰｔゲート電極５を具備する触媒金属ゲー
ト型トランジスタ２５は水素濃度を検出することができる。
【００２５】
また、他方の電界効果型トランジスタである非触媒金属ゲート電界効果型トランジスタ
２６（以下、非触媒金属ゲート型トランジスタという）には、第二ゲート電極としてＴｉ
ゲート電極６が形成されている。非触媒金属ゲート型トランジスタ２６は、第二ゲート電
極のゲート電極材料が、非触媒金属の一例であるＴｉ（チタン）であることにより水素に
ほとんど応答を示さないガスセンサとして機能する。また、非触媒金属ゲート型トランジ
スタ２６には、Ｓｉ基板１に形成されたｐ型ウェル領域であるｐ−ｗｅｌｌ４−２を備え
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ており、該ｐ−ｗｅｌｌ４−２に埋設されたドレイン２−２とソース３−２の間にチャン
ネルが形成されていて、その上にはゲート絶縁膜２４が形成されている。このゲート絶縁
膜２４は、ＳｉＯ２膜１０およびその上にＳｉ３Ｎ４膜１１の絶縁材料からなる２層構造
となっている。このゲート絶縁膜２４の上には前記Ｔｉゲート電極６が形成されている。
さらに、Ｔｉゲート電極６には一定の電圧をかけるためのゲート配線９−２が接続されて
いる。さらに、ドレイン２−２の上端部には、ドレイン配線７−２が接続されており、ソ
ース３−２の上端部には、ソース配線８−２が接続されている。
また、Ｔｉゲート電極６は、ゲート電極としてＴｉ（チタン）を使っているので、水素
イオンと水素ガスとの間で解離平衡反応が起こらず、つまり、水素に対して解離応答は生
じない。
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【００２６】
このように、上述した触媒金属ゲート型トランジスタ２５と非触媒金属ゲート型トラン
ジスタ２６とは、同じ素子構造を有しているが、ゲート電極材料のみが異なる構成となっ
ていることを特徴としている。
つまり、図１に示したガスセンサ３０は、水素に対して解離応答を生じる触媒金属であ
るＰｔをゲート電極とした触媒金属ゲート型トランジスタ２５と、水素に対して解離応答
を生じないＴｉをゲート電極とした非触媒金属ゲート型トランジスタ２６とをＳｉ基板１
上に集積化して、Ｐｔゲート電極５とＴｉゲート電極６とを配線により接続して、Ｐｔゲ
ート電極５とＴｉゲート電極６の各々に対して同じ電圧をかけることができるように構成
されている。

10

なお、触媒金属としては、例えば、白金、パラジウムあるいはこれらを主成分とする合
金等を用いることが可能である。また、非触媒金属としては、例えば、チタン、ニッケル
、アルミニウム等用いることが可能である。
【００２７】
図２は、図１に示す２つの電界効果型トランジスタからなるガスセンサのガス計測回路
を示す図である。図２に示すように、ガスセンサ３０のガス計測回路においては、Ｐｔゲ
ート電極５に接続されたゲート配線９−１とＴｉゲート電極６に接続されたゲート配線９
−２とを直接接続してグランドしている。また、Ｐｔゲート電極５とＴｉゲート電極６と
をそれぞれ具備する触媒金属ゲート型トランジスタ２５と非触媒金属ゲート型トランジス
タ２６とは、電界効果型トランジスタを用いたガス計測回路において一般に使われるドレ
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イン・ソース間の電圧と電流を一定にしてソースの電圧を出力するボルテージフォロワー
回路２０−１とボルテージフォロワー回路２０−２にそれぞれ接続されている。さらに、
ボルテージフォロワー回路２０−１とボルテージフォロワー回路２０−２は、一つの差動
アンプ２１に接続されており、ボルテージフォロワー回路２０−１とボルテージフォロワ
ー回路２０−２のそれぞれの出力が差動アンプ２１に入力されて、触媒金属ゲート型トラ
ンジスタ２５と非触媒金属ゲート型トランジスタ２６との出力の差（差動出力）を取得す
ることが可能である。このような回路構成により、触媒金属ゲート型トランジスタ２５に
よって水素ガスを検知しつつ、非触媒金属ゲート型トランジスタ２６によって水素ガス濃
度がゼロとなるベースラインを取得して、２つの電界効果型トランジスタからなるガスセ
ンサ３０において長期ドリフトや、温度や環境電磁雑音などが発生しても、検知される水
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素ガス濃度の精度を補償することが可能となっている。電界効果型トランジスタの電流電
圧特性は、キャリアの移動度など温度係数があるため、電流電圧特性が温度によって変化
する。しかし、本構成では同じ素子構造を持つ電界効果型トランジスタを２つ設けて、両
者の差動を取っているので、温度変化によって電流電圧特性が変化しても常に差動した出
力は温度変化に影響されない一定の電圧出力となる。同様に、環境の電磁雑音の影響に関
しても、２つの電界効果型トランジスタが近接して配置されているので、両方の電界効果
型トランジスタに環境電磁雑音は同時にしかも同量で入ってくる。従って、差動を取るこ
とにより、環境電磁雑音を完全に消しさることが可能である。従来のひとつの電界効果型
トランジスタを用いる方法では、外乱がそのまま出力変化として発生していたので、本当
に水素に応答しているのか、それとも単に長期ドリフトか、温度や環境電磁雑音等の影響
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なのか判断できなかった。本発明の構成により、これらの外乱の影響を受けずに真の水素
応答を得ることが可能となった。
【００２８】
図３は、図２におけるガス計測回路のゲート電極間に一定の電圧差を印加するための電
圧印加手段である電圧源２２を配設したものである。前述したように２つの電界効果型ト
ランジスタである触媒金属ゲート型トランジスタ２５と非触媒金属ゲート型トランジスタ
２６は同じ素子構造を有しているので電気的特性は同じであるが、唯一異なる部分である
ゲート電極を構成するゲート金属材料が違うため触媒金属ゲート型トランジスタ２５と非
触媒金属ゲート型トランジスタ２６とのそれぞれのしきい値電圧（Ｖｔ）が異なってくる
。このため、このしきい値電圧の差を電圧源２２で補償することにより、２つの電界効果
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型トランジスタの動作点をまったく同じにすることができる。
【００２９】
図４は、図３におけるガス計測回路構成を有するをガスセンサ３０のそれぞれのＰｔゲ
ート電極５及びＴｉゲート電極６に印加した電圧に対する水素ガス応答を調べたものであ
る。すなわち、図４はガスセンサ３０の水素濃度に対するセンサ出力変化を表したもので
ある。図４において、横軸は時間（秒）であり、縦軸はセンサ出力（ｍＶ）であり、一定
の時間間隔（６０秒間隔）で水素濃度を０％から１０％の間で切り替えつつ窒素ガス中に
水素ガスを流すことでガスセンサ３０の水素応答性を調べた結果である。具体的には、触
媒金属ゲート型トランジスタ２５と非触媒金属ゲート型トランジスタ２６のそれぞれが出
力値（電圧値）として検知するガス濃度の違いについてそれぞれ１桁濃度を段階的に変化
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させて調べた（０ｐｐｍ→１０ｐｐｍ→１００ｐｐｍ→０.１％→１％→１０％→１％→
０.１％）。しきい値電圧（Ｖｔ）の違いを電圧源２２で調整することにより水素が０％
の時でガスセンサ３０の出力を零にすることができる。図４には差動アンプ２１の入力部
でのＰｔゲート電極５を有する触媒金属ゲート型トランジスタ２５の出力（図４に矢印で
示すＰｔゲート）と、Ｔｉゲート電極６を有する非触媒金属ゲート型トランジスタ２６の
出力（図４に矢印で示すＴｉゲート）と、差動アンプ２１の出力である両者の差（図４に
矢印で示す出力差）を示している。すなわち、Ｐｔゲート電極５を有する触媒金属ゲート
型トランジスタ２５は、水素濃度に応じた出力をしているが、Ｔｉゲート電極６を有する
非触媒金属ゲート型トランジスタ２６の出力は水素濃度に対してまったく変化していない
ので差動アンプ２１の出力はＰｔゲート電極５を有する触媒金属ゲート型トランジスタ２
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５の出力とほとんど同一の信号になっている。ここで、例えば、触媒金属ゲート型トラン
ジスタ２５の電圧出力がΔＶ１だけドリフトや外乱によって変化した場合でも、ほとんど
の場合非触媒金属ゲート型トランジスタ２６に発生した電圧出力変化ΔＶ２との関係はΔ
Ｖ１＝ΔＶ２と、両者のトランジスタの電圧出力の変化量が同じであるので、差動アンプ
２１により差動（出力差）を計測することで、これらの変動分は補償できる。つまり、触
媒金属ゲート型トランジスタ２５と非触媒金属ゲート型トランジスタ２６を同時動作させ
て水素ガスを検知するようにしたことで、温度変化によるセンサの特性変動や外乱電磁雑
音などの変動要因は２つの電界効果型トランジスタに同様にかかるので、その差動（出力
差）をとることにより、上記変動分をキャンセルすることが可能であり、ガスセンサ３０
は、長期ドリフトや外乱雑音に影響されずに水素ガス濃度を正確に測定できる。
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【実施例２】
【００３０】
図５は、図３におけるガス計測回路に電圧印加手段である交流電源２３を追加したもの
であり、この交流電源２３により２つの電界効果型トランジスタである触媒金属ゲート型
トランジスタ２５と非触媒金属ゲート型トランジスタ２６に共通に交流電圧ΔＡＣが印加
される。この交流電圧信号は、２つの電界効果型トランジスタが正常に動作している際は
、両者の出力の交流成分であるΔＡＣ１とΔＡＣ２ではΔＡＣ１=ΔＡＣ２＝ΔＡＣとな
らなければならない。このため、差動アンプ２１の出力差としてはこの交流電圧信号は完
全になくなる。しかし、２つの電界効果型トランジスタのどちらかが故障すると、故障し
た電界効果型トランジスタの出力には交流電圧の信号がまったく現れなくなるか、大きさ
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が違って出力されΔＡＣ１≠ΔＡＣ２となる。したがって、差動アンプ２１には、交流信
号が発生することになるのでこの交流信号を検知することにより、どちらかの電界効果型
トランジスタが故障しているのを診断することができる。つまり、２つの電界効果型トラ
ンジスタのゲート電極であるＰｔゲート電極５及びＴｉゲート電極６に所定の変調信号を
入力して、差動出力からガスセンサ３０の故障を判断することも可能となる。
【００３１】
このように、２つの電界効果型トランジスタからなり、該２つの電界効果型トランジス
タのゲート絶縁膜上にゲート電極を設け、該ゲート電極により水素ガスを検知するガスセ
ンサ３０であって、一方の電界効果型トランジスタである触媒金属ゲート型トランジスタ
２５に設けられた水素に対して解離応答を生じる触媒金属からなる第一ゲート電極である
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Ｐｔゲート電極５と、他方の電界効果型トランジスタである非触媒金属ゲート型トランジ
スタ２６に設けられた水素に対して解離応答を生じない非触媒金属からなる第二ゲート電
極であるＴｉゲート電極６と、前記Ｐｔゲート電極５と前記Ｔｉゲート電極６との間を配
線により接続して、前記Ｐｔゲート電極５と前記Ｔｉゲート電極６の各々に対して一定電
圧差の直流電圧あるいは交流電圧を印加する一つの電圧印加手段と、前記Ｐｔゲート電極
５と前記Ｔｉゲート電極６との間の差動を計測する差動アンプ２１と、を備え、前記ゲー
ト電極材料以外は、一方の電界効果型トランジスタである触媒金属ゲート型トランジスタ
２５と他方の電界効果型トランジスタである非触媒金属ゲート型トランジスタ２６の構造
が同じであり、前記差動アンプ２１により前記２つの電界効果型トランジスタの出力の差
を計測し、当該差動を補償することにより、２つの電界効果型トランジスタのゲート金属
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材料が異なる構成であるため、水素ガスに対する応答特性が異なる。この応答特性の違い
を利用して目的対象の水素ガスを測定することができる。また、従来の１つの電界効果型
トランジスタを用いたガスセンサにおいても、ゲート金属が測定対象のガスと反応して、
ゲート金属の仕事関数が変化してガス応答していた。しかし、この従来のガスセンサのよ
うにひとつのセンサを使用する場合、電界効果型トランジスタの特性が長期的に変化した
場合、センサ出力がドリフトする問題があった。一方、ゲート金属の材料以外は同じ構造
である電界効果型トランジスタを２つ用いるとともに、両者のゲート電極は独立に構成す
るのではなく、両者のゲート電極間に配線を通して一つの電圧印加手段により一定の電圧
を印加することで、ガスセンサを構成する２つの電界効果型トランジスタを同じ動作条件
にすることができる。すなわち、２つの電界効果型トランジスタのしきい値電圧の差を一
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つの電圧印加手段で補償することにより、２つの電界効果型トランジスタの動作点をまっ
たく同じにすることができる。これにより、長期的に使用した場合でも両者は同じ環境で
使用されるとともに、２つの電界効果型トランジスタ（センサ構造）は同じなので特性変
化も同様に起こる。また電磁雑音や温度変化など外乱も両者に共通に入る。このため、両
者の信号を計測したのち所定の処理、すなわち、差動アンプ２１により前記２つの電界効
果型トランジスタの出力の差を計測し、当該差動を補償をすることにより特性変化や外乱
による出力変化を消去することが可能となる。
【００３２】
また、前記第一ゲート電極として触媒金属を、前記第二ゲート電極として非触媒金属を
用いたことにより、一方の電界効果型トランジスタのゲート電極として、触媒金属を用い
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ることにより、測定対象として水素に選択的に応答することができる。また、他方の電界
効果型トランジスタのゲート電極に非触媒金属を用いたので水素にほとんど応答しない特
性が得られる。この２つの電界効果型トランジスタを組み合わせることにより、触媒金属
を用いた電界効果型トランジスタの水素応答特性を劣化させることなく、機能として長期
的特性変化や温度変化や環境電磁雑音などの外乱を補償する診断機能を有するガスセンサ
を実現できる。
【００３３】
また、前記２つの電界効果型トランジスタの出力の差を計測することにより、両方の電
界効果型トランジスタに生じる長期的特性変化や温度変化や環境電磁雑音などの外乱をキ
ャンセルすることができる。
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【００３４】
また、前記２つの電界効果型トランジスタに変調信号を入力して、前記２つの電界効果
型トランジスタの出力の差を計測することにより、ガスセンサが動作不良になった際に、
故障信号が発生し、ガスセンサの故障の有無を判断することができる。ガスセンサ自体に
自己診断機能を具備させることができる。
【００３５】
また、前記２つの電界効果型トランジスタを１つのＳｉ基板上に集積化したことにより
、２つの電界効果型トランジスタの特性をそろえることができるので、より精度の高い診
断機能を実現できる。
【実施例３】
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【００３６】
図６は、本発明に係る２つの電界効果型トランジスタで構成されるガスセンサ３０のゲ
ート電極上に共通のイオン導伝性膜を形成したセンサチップ平面の基本構成を示す概略図
である。ガスセンサ３０と外部計測回路（図示せず）を接続するため、ガスセンサ３０の
チップの周辺には触媒金属ゲート型トランジスタ２５のドレイン用電極パッド２７、ソー
ス用電極パッド２８、及びゲート配線用電極パッド２９、そして、非触媒金属ゲート型ト
ランジスタ２６のドレイン用電極パッド３１、ソース用電極パッド３２、及びゲート配線
用電極パッド３３が設けられている。Ｐｔゲート電極５上とＴｉゲート電極６上には、Ｐ
ｔゲート電極５とＴｉゲート電極６との両方を覆うようにして、共通のイオン導伝性膜１
２が形成されている。このイオン導伝性膜１２としては、本実施例においてはプロトン導
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電性のあるパーフルオロ型イオン交換膜を用いた。このプロトン導電性のあるパーフルオ
ロ型イオン交換膜においては、プロトンイオンを選択的に透過させることが可能であり、
プロトンイオンがイオン導伝性膜１２の下部のゲート電極まで移動することが可能である
。このような高分子電解質のイオン導伝性膜１２を用いることにより、ゲート電極上にお
ける水素ガスとの反応を安定化させるとともに、選択性の高い水素ガスセンサが実現でき
る。
なお、上述したような高分子電解質の他、リン酸電解質など水素イオンを透過する膜を
用いた場合においても、選択性の高い水素センサを実現することが可能である。
【００３７】
このように、前記２つの電界効果型トランジスタの各ゲート電極であるＰｔゲート電極
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５とＴｉゲート電極の上に共通のイオン導伝性膜１２を形成したことにより、ガスと電極
での反応を、イオン導伝性膜を介在させることにより、反応を安定化できるとともにガス
の選択性を高めることが可能となった。
【００３８】
本発明は、センサ構造としてゲート金属材料だけが異なる電界効果型トランジスタを二
つ用いて、一方は水素に対して触媒機能を示す金属を用いて水素応答する電界効果型トラ
ンジスタセンサと、触媒機能を示さないため水素に応答しない電界効果型トランジスタセ
ンサを組み合わせて差動をとることを特徴とするガスセンサ３０である。これにより、電
界効果型トランジスタセンサの長期ドリフトを補償することができるとともに、環境の温
度変化や外乱電磁雑音などの影響を受けないガスセンサ３０を実現した。また、二つの電
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界効果型トランジスタのそれぞれのゲート電極に変調信号を入力することにより、電界効
果型トランジスタが動作不良になったとき、故障信号が発生するので、ガスセンサの自己
診断機能が可能となった。
【００３９】
本発明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を逸脱しない範
囲における種々の変形例・設計変更などをその技術的範囲内に包含することは云うまでも
ない。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
本発明は、ガス濃度を測定するガスセンサに関する。上記ガスセンサは特に水素応答に
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おける選択性と応答速度に優れているので、水素センサとして使用することができる。ガ
ス生成プラントや、水素ガスステーション、水素自動車や家庭、ビルなどに設置された燃
料電池システムからのガス漏れ検知装置として利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の一実施形態であるガスセンサの基本構造を示す概略断面図である。
【図２】ガスセンサのガス計測回路を示す概略図である。
【図３】図２におけるガス計測回路のゲート配線間に電圧源を配設した回路構成を示す概
略図である。
【図４】ガスセンサのゲート電極に印加する電圧に対する水素ガス応答のグラフを示す図
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である。
【図５】図３におけるガス計測回路においてゲート配線間に電圧源を追加した回路構成を
示す概略図である。
【図６】２つの電界効果型トランジスタのゲート電極上に共通のイオン導伝性膜を形成し
たガスセンサの基本構成を示す概略平面図である。
【符号の説明】
【００４２】
１

Ｓｉ基板

２−１

ドレイン

２−２

ドレイン

３−１

ソース

３−２

ソース

４−１

ｐ−ｗｅｌｌ

４−２

ｐ−ｗｅｌｌ

５

Ｐｔゲート電極

６

Ｔｉゲート電極

７−１

ドレイン配線

７−２

ドレイン配線

８−１

ソース配線

８−２

ソース配線

９−１

ゲート配線

９−２

ゲート配線

１０

ＳｉＯ２膜

１１

Ｓｉ３Ｎ４膜

１２

イオン導伝性膜

２０−１

ボルテージフォロワー回路

２０−２

ボルテージフォロワー回路

２１

差動アンプ

２２

電圧源

２３

交流電圧源

２４

ゲート絶縁膜

２５

触媒金属ゲート型トランジスタ

２６

非触媒金属ゲート型トランジスタ

３０
【要約】
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ガスセンサ

【課題】簡単な構造で自己診断機能を有するガスセンサを提供する。
【解決手段】２つの電界効果型トランジスタからなり、該２つの電界効果型トランジスタ
のゲート絶縁膜２４上にゲート電極を設け、該ゲート電極によりガスを検知するガスセン
サ３０であって、一方の電界効果型トランジスタに設けられた第一ゲート電極５と、他方
の電界効果型トランジスタに設けられた第二ゲート電極６と、前記第一ゲート電極５と前
記第二ゲート電極６との間を配線により接続して同電位あるいは一定電圧差の直流電圧あ
るいは交流電圧を印加する電圧印加手段と、を備え、前記第一ゲート電極５と前記第二ゲ
ート電極６とは、それぞれ異なる金属からなるとともに、一方の電界効果型トランジスタ
と他方の電界効果型トランジスタの構造を同じにする。
【選択図】図１
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【図１】

【図３】

【図２】

【図５】

【図６】
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【図４】
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特表２００７−５３３９８７（ＪＰ，Ａ）
滝澤正教 他，各種ガスによるプロトンポンピングゲ‑ト水素センサのゲ‑ト部のインピ‑ダンス変
化，電気学会全国大会講演論文集，２００８年 ３月１９日，Vol.2008 No.3，p.229
山口富治 他，交流変調時におけるプロトンポンピングゲ‑トFET型水素センサの応答特性評価，
電気学会全国大会講演論文集，２００８年 ３月１９日，Vol.2008 No.3，p.228
(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
Ｇ０１Ｎ ２７／００−２７／２４
ＪＳＴＰｌｕｓ（ＪＤｒｅａｍ２）
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