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1　まえがき

現在，家庭用都市ガス警報器の普及率は約 40% で，

1999 年以降ほぼ横ばいの状況にある
⑴

。現行の都市ガス警
報器は AC100 V 電源仕様であり，台所の高所に設置しな

ければならない制約と相まって，普及を阻害する要因と

なっている。そのため，都市ガス警報器の電池駆動による

コードレス化が強く望まれている。ただし，それには現行
品の 1/1,000 以下という，メタンセンサの超低消費電力化
が必要であるため，長期電池駆動化のハードルは非常に高
く，夢の技術といわれていた。

富士電機は 1980 年代から都市ガス警報器の開発・販
売を続けるとともに，シリコン半導体の設計・製造技
術 をベースにした MEMS（Micro Electro Mechanical 
Sytems）応用センサを開発している。本稿では，大阪ガ

ス株式会社と共同開発を進めている，都市ガス警報器の

コードレス化を実現する MEMS メタンセンサを紹介する。

2　背　景

₂.₁　従来技術

都市ガス警報器用のメタンセンサには，酸化すず（SnO2）

を感ガス材料として用いた半導体式ガスセンサが広く用い

られている。図₁に，その検知メカニズムを示す。SnO2

は n 形半導体であり，電子がキャリアである。清浄空気
中では酸素の電子吸着により抵抗値が高くなっているが，

メタン（CH4）などの可燃性ガスがあると，吸着酸素がガ

スと反応するために SnO2 中のキャリア濃度が増加し，電
気抵抗が減少する。ただし，可燃性ガスの中でも反応性の

低いメタンの場合，センサ素子を 400 ℃程度の高温に加熱
する必要がある。

従来のメタンセンサは，一般的に“焼結体型センサ”あ

るいは“バルク型センサ”と呼ばれているものが主流であ

る。これらはコイル状の金属ヒータの周りに SnO2 を主成
分とした感ガス材料を焼結させたもので，微小化による消
費電力低減には限界があった。

₂.₂　コードレス都市ガス警報器に求められる要件

現実的な電池コストで都市ガス警報器の交換期限である

5 年間の駆動を可能とするには，メタンセンサの平均消費
電力を 0.1 mW 以下にする必要がある（ここで平均消費電
力とは，センサ素子および制御回路の駆動に用いるものを

いう）。この低消費電力化は，既存のメタンセンサに対し

1/1,000 以下という革新的なものである。

このような超低消費電力化を実現しつつ，日本ガス機
器検査協会の「都市ガス用ガス警報器検査規程」（JIA E 
001-07）を満足する基本性能と，5 年間の長期信頼性が求
められる。
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都市ガス警報器の電池駆動によるコードレス化が強く望まれている。そのためには，メタンセンサの消費電力を現行品の

1/1,000 以下にする必要がある。大阪ガス株式会社と富士電機は，MEMS（Micro Electro Mechanical Sytems）技術を駆使
してセンサの薄膜化・微細化を図り，検知の瞬間のみ加熱する間欠駆動とすることで，この超低消費電力化を実現した。現
在は，独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の助成事業「次世代高信頼性ガスセンサー技術開発」

プロジェクトに参画し，長期信頼性を大規模フィールドテストにより検証中である。

There is a strong desire for utility gas alarms to be made cordless by battery operation. For this reason, the power consumption for 
methane sensors must be made 1/1,000 th or lower than that of current products. Osaka Gas and Fuji Electric have achieved a sensor with 
this ultra low power consumption by attempting to create a thin membrane and miniaturizing the sensor using MEMS (Micro Electro 
Mechanical Systems) technology to drive the sensor intermittently to generate heat only at the instant of detection. Currently we are partici-
pating in the “Technological Development for a Next-generation Highly-reliable Gas Sensor” project, a New Energy and Industrial Technology 
Development Organization (NEDO)  grant project, and the long-term reliability of the sensor is being verified by large-scale field tests.
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図₁　半導体式ガスセンサの検知メカニズム
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3　超低消費電力メタンセンサの開発

₃.₁　ガスセンサの薄膜化

大阪ガス株式会社は，1980 年代からガスセンサの薄膜
化の研究を始め，薄膜の作製法の一つである“RF スパッ

タリング法”により，ナノメートルレベルの微細構造を

制御し，特殊な“ナノ柱状構造”を持つ SnO2 薄膜を作
製する方法を開発した。図₂に，その SEM（Scanning 
Electron Microscope）観察像を示す。この薄膜では，柱
状構造間にガス分子が拡散可能であるため高い感度を発現
し，かつ，結晶粒子が安定で長期にわたって感度が変化し

ないという特徴を持っている。

さらに，メタンのみを選択的に透過し，水素（H2）や一
酸化炭素（CO），アルコールなどの他の可燃性ガスを燃焼
除去する性能を持つ選択燃焼層を，柱状構造 SnO2 薄膜の

上に積層して，メタンに感度が高く選択性も高い“薄膜メ

タンセンサ”を開発した
⑵

。

₃.₂　MEMS 技術による超低消費電力化

大阪ガス株式会社と富士電機は，大阪ガス株式会社の薄
膜メタンセンサをベースに，富士電機が保有する MEMS
技術を用い，薄膜マイクロメタンセンサを共同で開発した

⑶

。

図₃に示すように，薄膜ダイヤフラム上に薄膜ヒータ・

SnO2 薄膜・選択燃焼層を積層した新規構造とし，センサ

の駆動は検知の瞬間のみ加熱する間欠駆動としている。

超低消費電力化のポイントは，次のとおりである。

⑴　スポット加熱
薄さ数 µm の薄膜ダイヤフラム上に薄膜ヒータを形成す

ることで，熱が逃げにくく数百 µm の微小部のみを加熱で

きる。

⑵　短パルス加熱
薄膜ヒータの直上に電気絶縁層を介して，熱容量の小さ

い SnO2 薄膜を形成しているために加熱応答性が高く，短

パルス加熱ができる。

⑶　間欠駆動
短パルス加熱が可能なため，検知の瞬間のみ加熱し，残

りの時間は休止する間欠駆動ができる。

開発した薄膜マイクロメタンセンサについて，図₄⒜に

ヒータ消費電力を，図₄⒝にガス応答性を示す。図₄⒜で

は，定常状態でのヒータ消費電力とセンサ表面温度（中心
部）との関係を，図₄⒝では，ヒータに 30 mW の電力を

供給した際のヒータ加熱時間とセンサ抵抗値との関係を示
している。これらの図から，センサを 400 ℃に加熱するの

に必要なヒータの消費電力は 30 mW 以下と低く，かつセ

ンサのガス応答は速く，わずか数十 ms でメタンに対する

感度（センサ抵抗値の空気中に対する変化）が発生してい

ることが分かる。このように，センサを 400 ℃に加熱する

ための消費電力を低減し，かつガス応答性の改善により短
パルス駆動が可能となったことで，既存のメタンセンサに

対し 1/1,000 以下の平均消費電力を実現できた。
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センサ電極

Si 基板

薄膜ヒータ

ＳｎＯ2薄膜（図２の柱状構造）

薄膜ダイアフラム

ヒ
ー
タ
電
力

OFF

＜センサ駆動パターン＞

従来品：常時加熱

⑴スポット加熱：
数百µｍの微小部のみ加熱

（空洞部）

←人の毛髪

選択燃焼層

⑶間欠駆動

検知の瞬間のみ加熱し、
残りの時間は休止。

⑵短パルス加熱

＜センサ断面図＞

スポット加熱による電力低減

図₃　薄膜マイクロメタンセンサの構造と駆動パターン

0

100

200

300

400

500

0 10 20 30

ヒータ電力（mW）

セ
ン
サ
表
面
温
度
（
℃
）

（a）ヒータ消費電力

ヒータ加熱時間（s）

セ
ン
サ
抵
抗
（
Ω
）

メタン 4,000ppm

H2 4,000ppm

CO 100ppm

空気

（b）ガス応答性

10－1 100 10110－2

106

105

104

103

102

図₄　薄膜マイクロメタンセンサのヒータ消費電力とガス応答性
　　　（各ガス中でのセンサ抵抗の応答性）



富士時報　Vol.84 No.4 2011

特  

集

コードレス都市ガス警報器用メタンセンサ

280（ 54 ）

なお，図₄では，ヒータ加熱時間 = 数十 ms では H2 お

よび CO で感度が出ているが（空気抵抗に対しガス中抵
抗が低い），その後，H2 および CO の感度が逓減している

（H2 中および CO 中の抵抗値が上昇し空気抵抗に近づいて

いる）ことが分かる。これは，H2 および CO は，数十 ms
以降に選択燃焼層で燃焼除去され，SnO2 表面上に到達す

るガス濃度が逓減していくためである。

₃.₃　基本性能

都市ガス警報器用のメタンセンサとしては，都市ガスの

主成分であるメタンに対する感度が高く，かつ H2 や CO
などの妨害ガスに対する選択性が必要である。

図₅に，開発した薄膜マイクロメタンセンサのガス感
度特性を示す。ガス感度は，清浄空気中のセンサ抵抗
値（Rair）とガス存在下のセンサ抵抗値（Rgas）の比率
（Rair/Rgas）で定義する。

図₅から，メタン濃度に対してガス感度が増大し，メタ

ン 2,000 ppm での感度は 5 以上であること，一方，H2 や

CO に対してはガス感度がメタンよりも十分に低く抑えら

れていること，したがって都市ガス警報器用のメタンセン

サとして十分な基本性能を達成していることが分かる。

4　長期信頼性

都市ガス警報器用のメタンセンサとしては，前述の基本
性能に加え，交換期限である 5 年の長期信頼性が求められ

る。

富士電機は，独立行政法人新エネルギー・産業技術総合
開発機構（NEDO）の助成事業“次世代高信頼性ガスセン

サー技術開発（平成 20 年度〜 23 年度）”プロジェクトに

参画し，長期信頼性の確立を目指している。このプロジェ

クトでは，大規模フィールドテストとそのデータに基づく

ラボでの加速評価により，寿命 5 年以上のめどを付ける

ことを目標としている
⑴

。大規模フィールドテストでは，多
様な設置環境におけるデータを取得するため，設置サイト

の条件として，①地域（気候），②住宅形態，③家族構成，

④建築年（建材，塗料）が広く網羅されるように配慮され

ている。図₆に，大規模フィールドテストの設置地域を示
す。

この大規模フィールドテストは，2008 年度に 400 台，

2009 年度に 200 台，2010 年度に 60 台を投入し，現在，最
長で 2.5 年のフィールドデータが取得できている。また，

このデータに基づく加速評価手法の構築も予定通り進んで

おり，プロジェクト完了時までに寿命 5 年以上に相当する

長期信頼性データが得られる見込みである。
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図₅　薄膜マイクロメタンセンサのガス感度特性
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図₇　都市ガス警報器の外観
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5　都市ガス警報器への適用

メタンセンサの開発と並行して，このセンサを搭載した

コードレス都市ガス警報器の検討を進めている。

図₇に，都市ガス警報器の外観を現行品とコードレス

品について示す。コードレス品は，現行品と設置面積は同
等で，薄型のすっきりとした外観となっている。コードレ

ス品の都市ガス警報器としての基本仕様は現行品と同等で，

ガス漏れ・不完全燃焼・火災を検知する。

6　あとがき

本稿では，富士電機が得意とする MEMS 技術を駆使し

たコードレス都市ガス警報器用メタンセンサを紹介した。

本センサの量産化を早期に実現し，家庭用都市ガス警報
器の普及を図り，エネルギーの安全な利用に貢献していく

所存である。

本研究の一部は，独立行政法人新エネルギー・産業技術
総合開発機構（NEDO）による“次世代高信頼性ガスセン

サー技術開発”プロジェクトおよび大阪ガス株式会社との

共同研究の支援の下に行っている。関係各位に謝意を表す

る。
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