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pH 値測定の業界標準はガラス電極式 pH 計である。当社でもガラス電極式 pH 計を製品販売し，化学・上下水・

石化・バイオ等の幅広い業界のお客様に使用されている。しかし，ガラス電極 pH 計は，ガラス破損リスクと内

部液漏洩による試料汚染リスクの課題を抱えている。そこで，当社では次世代の pH センサである全固体ガラス

レス pH センサの実現を目指し，早稲田大学との共同研究を進めている。本論文ではその技術を紹介し，試作品

の評価結果を報告する。

Glass electrode pH meters are the de-facto standard for measuring pH and Yokogawa offers 
pH meters of this type, which are widely used by many customers in various industries including 
chemicals, water and sewerage, petrochemicals, and biotechnology. However, glass electrode pH 
meters involve inherent risks: glass is fragile and the internal liquid may leak and contaminate 
samples. Therefore, we have been working with Waseda University to develop a next-generation 
all-solid pH sensor. This paper introduces related technologies and reports the results of 
evaluating a prototype.

1. はじめに

pH 値（水素イオン濃度指数）は溶液物性のパラメータ
として最も基本的かつ重要な因子であり，多くの化学現
象を律するものである。ガラス電極式 pH 計は，1906 年
に測定原理が提唱された後に研究開発が進展し，現在 pH
測定の業界標準となっている。当社でもガラス電極式 pH
計を製品販売しており，化学・上下水・石化・バイオ等
の幅広い業界のお客様に使用されている。しかし，ガラ
ス電極式 pH 計には，作用極用ガラス電極の破損による
被測定液への異物混入リスク（コンタミ問題）がある。
特に食品業界のお客様からは，食品製造工程で使用する
には課題がある点を指摘されてきた。さらに，もう１つ
のガラス電極式 pH 計の重要課題は，参照極に内部液（塩
化カリウム溶液：以下，KCl 溶液）を持つ銀塩化銀電極
を使用していることである。pH 測定の原理上，参照極
は KCl 溶液成分を被測定液へ漏洩することで基準電位を
とっている。このため，汚染に敏感である医薬品業界や，
イオン濃度が極めて低い超純水を管理する半導体業界な

どは，被測定試料へのセンサ由来成分の混入を問題視し
ている。

このような pH 測定に関わる課題を解決するために，
1970 年代にシリコン半導体を利用した電界効果トラン
ジスタ（ISFET: ion-sensitive field-effect transistor）型の
pH センサが提唱され開発された。しかし，参照極には内
部液を含む参照電極が使用されており，コンタミ問題の
解決には至っていない。

当社では，ガラスレス化と全固体化を実現する次世代
の pH センサとして，早稲田大学との共同研究で，物理
的に堅牢で化学的に安定な半導体材料であるダイヤモン
ドを利用した全固体ガラスレス pH センサの研究開発を
行ってきた。本論文では，全固体ガラスレス pH センサ
実現のための要素技術を紹介するとともに，試作品の評
価結果を報告する。

2. ダイヤモンド FET センサ

2.1 センサとしてのダイヤモンドの優位性
ダイヤモンドは P 型半導体である。シリコンと比較す

ると，約５倍のバンドギャップ，約 13 倍の熱伝導率，
約 33 倍の絶縁破壊電界強度を持つ堅牢性が高い半導体
材料である。また，汎用電極材料である金と比較して
も，２倍の幅広電位窓と一桁小さいバックグランド電流

31 31

*1 マーケティング本部 イノベーションセンター 研究開発部
*2 早稲田大学 理工学術院



全固体ガラスレス pH センサの開発

横河技報 Vol.60 No.1 (2017) 3232

（≒ 10 倍の S/N 比で高感度）の特性を持つ，化学的安定
性が高い電気化学材料でもある。このような特異な材料
であるダイヤモンドを ISFET 型の化学センサとして使用
する研究を，横河電機と早稲田大学で進めてきた。

シリコン型 ISFET（Si-ISFET）とノンゲート絶縁膜ダイ
ヤモンド FET（ダイヤモンド SGFET ともいう）の構造を，
図 1 に示す。

図 1 Si-ISFET とノンゲート絶縁膜ダイヤモンド FET の構造

Si-ISFET の課題は，接液しているゲート絶縁膜に起因
する短期／長期ドリフトと，ゲート電極に含液電極（銀
塩化銀電極）が使用されていることである。ノンゲート
絶縁膜ダイヤモンド FET はゲート絶縁膜を使用しないた
め，Si-ISFET のゲート絶縁膜由来の課題を解決できる可
能性がある。また，ノンゲート絶縁膜ダイヤモンド FET
のもう１つの特徴は，pH センサで必要な要素となる pH
感度を，接液しているダイヤモンド表面の終端元素によ
り制御できることである。ダイヤモンド表面の結合元素
の種類と，物性との関係を表 1 に示す。全固体 pH セン
サの作用極には，部分酸素終端 FET センサ（C-O ダイヤ
モンド）を使用している。一方，参照極には部分フッ素
終端 FET センサ（C-F ダイヤモンド）を使用して，差動
構成をとることで温度等の影響を排除し，安定な測定系
を実現している。

2.2 全固体ダイヤモンド pH センサ
今回試作したボロンドープ多結晶ダイヤモンド FET セ

ンサから構成される全固体ダイヤモンド pH センサを，

図 2 に示す。pH 鋭感応性 FET（部分酸素終端ダイヤモン
ド），pH 鈍感応性 FET（部分フッ素終端ダイヤモンド），
疑似参照電極から構成される。

図 2 開発中の全固体ダイヤモンド pH センサ

ダイヤモンド FET の製造プロセスの概要を（i）～（v）
に示す。詳細は参考文献 (3), (4) に記載されている。

（ⅰ）   ～ 10 mm 角（厚さ 0.3 ～ 1.0 mm）の多結晶ダイヤ
モンド基板を出発基板とし，石英型マイクロ波化学
気相成長（CVD）反応器を使用して，ボロンドーピ
ングダイヤモンド層を，ホモエピタキシャル成長法
で堆積した。

（ⅱ）   ドレイン電極／ソース電極をチタン金で積層した。
チャネル幅は 1 ～ 10 mm，チャネル長は～ 0.1 mm
となるように配置した。

（ⅲ）   外部バイアス電圧を印加するための金属ワイヤー
を，ドレインおよびソース電極に接続した。

（ⅳ）   ドレイン／ソース電極表面を溶液から保護するため
に，非導電性材料を電極表面に付与した。これによ
り，電極間領域（ダイヤモンド表面）のみが溶液に
接液される構造となる。

（ⅴ）   ダイヤモンド FET センサの pH 感度を制御するため
に，FET チャネルとして機能するダイヤモンド表面
を改質した。部分フッ素終端は ICP-RIE 処理法（C3F8

ガス使用）で C-H ダイヤモンド基板を改質した。一
方，部分酸素終端はオゾン処理法で C-H ダイヤモ
ンド表面を改質した。表面改質したダイヤモンド
FET センサの，接液ダイヤモンドの状態の模式図を，
図 3 に示す。

図 3 表面改質したダイヤモンド FET センサの模式図 (4)
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表 1 ダイヤモンド表面と特性の関係 (1)(2)(3)(4)(5)

種類

水素終端
ダイヤモンド

部分酸素終端
ダイヤモンド

部分フッ素終端
ダイヤモンド

C-H ダイヤモンド C-O ダイヤモンド C-F ダイヤモンド

表面状態 C-H 

C-OH
C-O-C
C-OOH

C-H

C-F
C-F2
C-F3
C-H

湿潤性 撥水性 親水性 撥水性

製法 水素プラズマ オゾン処理 フッ素プラズマ

pH 感度
－ pH 鋭感応化 pH 鈍感応化

ca. 10 mV/pH 20 ～ 50 mV/pH 3 ～ 8 mV/pH

擬似
参照電極

pH鈍感応 FET
（C-F ダイヤ FET）

pH鋭感応 FET
（C-O ダイヤ FET）

10
 m
m

10 mm

保護材

ソース電極 ドレイン電極

保護材

ゲート電極
（参照電極）

保護材

ソース電極 ドレイン電極

保護材

ゲート電極
（参照電極）

（A）pH鈍感応性フッ素終端
ダイヤモンド FET

（B）pH鋭感応性酸素終端
ダイヤモンド FET
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3. 結果と考察

3.1 ダイヤモンド FET センサの特性評価
FET 駆動には，Model GS820 ソースメジャーユニット

（横河電機製）を使用した。ドレイン - ソース電圧（Vds）
およびゲート - ソース電圧（Vgs）をソース接地法で印
加して，ドレインソース電流（Ids）を測定することによ
り FET 特性を評価した。ゲート電圧は，銀塩化銀電極を
介して印加した。ダイヤモンド FET センサの基本特性の
一例として，C-H ダイヤモンドの FET- 電流電圧特性を
図 4 に示す。Ids 特性は MOSFET の理論特性曲線に沿っ
た FET-IV 曲線が得られ，FET センサとして機能している
ことがわかる。また，ゲートソース電圧 Vgs が -0.5 V ～
-1.0 V で飽和領域を示しており，この領域で，pH に対
して線形性の良いセンサとして使用可能である。

図 4 水素終端ダイヤモンドの FET- 電流電圧特性 (3)

3.2 pH 鋭感応性 FET と pH 鈍感応性 FET の特性評価
pH 値に対して高感度を示す pH 鋭感応性 FET に分類

される，部分酸素終端ダイヤモンド FET の特性を評価し
た結果を図 5 に示す。部分酸素終端ダイヤモンド FET は，
pH 値に応じて閾値がシフト（pH シフト）しており，pH
センサとして機能している。pH 値 2 ～ 12 においては，
良好な線形性（決定係数 R2 > 0.99）を示した。pH 感度
は Ids に依存し，21 ～ 31 mV / pH の範囲であった。

図 5 部分酸素終端ダイヤモンド FET センサの特性 (3)

pH 値に対して感度を持たない pH 鈍感応性 FET に分類
される，部分フッ素終端ダイヤモンド FET の特性を評価
した結果を図 6 に示す。部分フッ素終端ダイヤモンド FET
も，MOSFET の理論特性曲線に沿った曲線が得られる。

図 6 部分フッ素終端ダイヤモンド FET センサの特性
（Vgs を -0.2 ～ -0.9 V とした場合の Ids-Vds 特性）

3.3 全固体 pH センサの特性評価
pH 鋭感応性の部分酸素終端ダイヤモンド FET と，pH

鈍感応性の部分フッ素終端ダイヤモンド FET を使用した
差動 FET 検出による全固体 pH センサの特性を評価した。
pH 鋭感応性の部分酸素終端ダイヤモンド FET，および
pH 鈍感応性の部分フッ素終端ダイヤモンド FET の pH 感
度を図 7 に示す。評価方法は，日本工業規格 JISK0802

『pH 自動計測器』に準拠し，pH 校正液（pH 4.01 フタル
酸緩衝液，pH 6.86 リン酸緩衝液，pH 9.18 ホウ酸緩衝液，
pH 10.01 炭酸緩衝液）を使用した。pH 鋭感応性 FET 

（□で表示）は pH 値に応じた線形性を示しているが，
pH 鈍感応性 FET（◆で表示）は pH 値に依らず，一定の
Vgs 値を示している。この結果から，pH 鈍感応性 FET
の出力値を基準にして pH 鋭感応性 FET の出力値を得る
差動 FET 計測が可能であることがわかる。

図 7 pH 鋭感応性部分酸素終端ダイヤモンド FET および 
pH 鈍感応性部分フッ素終端ダイヤモンド FET の pH 感度 (4)
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開発した全固体 pH センサの構成を図 8 に示す。pH 鋭
感応性 FET（部分酸素終端ダイヤモンド FET）と pH 鈍
感応性 FET（部分フッ素終端ダイヤモンド FET）とを用
いて，疑似参照電極を仲介して駆動電圧を印加し，FET
出力値を差動で計測する構成である。

図 8 開発した全固体 pH センサの構成 (4)

ソースフォロー回路を備えた ISFET pH-mV メーターを
用いて，FET 特性を取得した結果を図 9に示す。横軸は
carmody ワイドレンジ緩衝溶液の pH 値であり，縦軸は
試作した全固体 pH センサの差動出力値である。 pH 2 ～
pH 10 の範囲において良好な直線性（R2=0.99）を示し，
pH 感度 27 mV/pH が得られた。

図 9 開発した全固体 pH センサの出力特性 (4)

4. おわりに

本研究では，ガラス電極式 pH 計に関してお客様から
の要望であるガラスレス化と全固体化を実現することを
目標に，ノンゲート型ダイヤモンド FET を使用した全固
体 pH センサを試作した。pH 鋭感応性の部分酸素終端ダ
イヤモンド FET と，pH 鈍感応性の部分フッ素終端ダイ
ヤモンド FET を使用した差動 FET 検出を行うことにより，
全固体 pH センサとして機能する結果が得られた。今後
は性能改善と信頼性の向上を行う。さらに，お客様が望
む生産環境で，また測定したい任意の場所でのコンタミ
レスな pH 測定（及び制御）を行うことを支援する次世
代 pH センサの開発を引き続き進めていく。

本研究の一部は，科学技術振興機構（JST）の研究成果
最適展開支援プログラム（A-STEP）の支援を受けて行っ
た。また，センサ材料の物性解析に関して御支援頂いた
早稲田大学ナノテクノロジー研究センター，早稲田大学
各務記念材料技術研究所，並びに東京都立産業技術研究
センターに対し，この場を借りて厚く御礼申し上げる。
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