
エネルギーハーベスト（環境発電）

技術とは

私たちの身の周りや自然界は，振動

や熱，光といった普段あまり意識する

ことなく使用されていないエネルギーで

あふれています．エネルギーハーベスト

（環境発電）技術とは，環境中の広く

薄く存在するこれらのエネルギーを収

穫（ハーベスト）し，電気エネルギー

として有効活用する技術のことをいい

ます．近年，半導体デバイスの低消費

電力化の進展により，微弱なエネル

ギーでも駆動できる回路やデバイスが

開発されつつあり，上記のエネルギー

の利活用が現実的になってきました．

NTTマイクロシステムインテグレー

ション研究所においても，身の周りの

情報を大量に集めることを目的とした

ユビキタスセンサ端末やその回路の低

消費電力化技術の研究に取り組んで

います（1）．私たちは，超小型化バッテ

リーレスワイヤレス端末などのようなユ

ビキタス端末に向けた基盤技術の１つ

として，微小電気機械システム

（MEMS: Micro ElectroMechani-

cal Systems）技術による振動エネル

ギーハーベスト技術の研究開発に取り

組んでいます．本稿では，振動エネル

ギーを電気エネルギーに変換するエレ

クトレット（Electret）を用いた静電

誘導型発電デバイスの原理や，構造，

作製プロセスおよび基本特性について

紹介します．

静電誘導による発電原理

振動エネルギーを電気エネルギーに

変換する方式には，静電誘導方式，

電磁誘導方式，圧電方式などがあり

ます（2）．前述したような超小型センサ

ネットワーク用の各種集積回路への電

源供給を考えた場合，変換効率が高

いこと，半導体プロセスとの親和性が

高いことから，私たちは静電誘導を利

用した方式に着目しました．

静電誘導とは，金属のような導体に

静電気が帯電した物体（帯電体）を

近づけると，帯電体の電荷（固定電

荷）とは逆の電荷（誘導電荷）が生

じる現象のことをいいます．このよう

な静電気にまつわる身近な現象として

は，プラスティックの下敷きを衣服な

どで擦り，人間の髪の毛に近づけると

髪の毛が引きつけられる現象がよく知

られています．

静電誘導による発電の原理を図１に

示します．帯電体に２つの金属などの

導体を近づけます．すると上述した静

電誘導により，帯電体付近の導体の

表面には，帯電体の電荷とは逆の極性

を持つ誘導電荷が生じ，固定電荷と
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MEMSを用いた振動エネルギーハーベスト技術

近年，身の周りに存在するエネルギーから電気エネルギーを得るエネル
ギーハーベスト（環境発電）技術が注目されています．本稿では，センサ
ネットワーク端末の自立動作へ向けて，NTTマイクロシステムインテグレー
ション研究所で開発しているマイクロ振動発電技術について紹介します．
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図１　静電誘導による発電原理 
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誘導電荷との間には電場が形成されま

す．例えば，帯電体に対して，２つの

導体を近づけた場合も同様な関係が成

り立ちます（図１（a））．この状態から，

２つの導体のうち，１つを相対的に変

位させると，変位に応じて誘導電荷

（電場）が再分配されます．２つの導

体の間に負荷を接続しておくと，電荷

の移動に応じて，負荷には電流が発生

します（図１（b））．帯電体からの誘導

電荷を継続的に発生させるために，帯

電体には静電気を常時保持することが

必要となります．そのために半永久的

に電荷を保持できるエレクトレットと

いう材料を使用することが一般的です．

このエレクトレットは，身近な例とし

ては，集塵機のフィルタや携帯電話の

マイクなどに利用されています．また，

静電誘導を効率良く発生させるために

は，図１の帯電体と２つの導体の間隔

を数10μm程度に制御することが必要

となります．

スリットアンドスライダー構造

振動エネルギーを電気エネルギーに

変換するための構造として，図２に示

すようなスリットアンドスライダー構造

を考案しました（3），（4）．

本構造は，エレクトレット，エレク

トレットを保持し固定電極（スリット）

構造を有するスリットチップ，可動電

極（スライダー）構造を有するスライ

ダーチップより構成されます（図２

（a），可動部のサイズは１mm角）．そ

れぞれのチップはスペーサーを介して

接続されています．スペーサーの高さ

を変えることで，固定電極と可動電極

との間隔（25μm程度）を制御するこ

とができます．可動電極を有する可動

部はバネにより吊られています．外部

から振動を加えた場合，基板に対して

矢印の方向に相対的に変位し，静電

誘導の原理により電流が発生します．

本構造における電流発生のメカニズム

についてさらに詳細に示します．図２

（b）に，固定電極と可動電極の基本要

素（図２（a）青枠内）を示します．固

定電極と可動電極の位置関係が図の

ようになっている場合，エレクトレッ

トの固定電荷に対応した誘導電荷が固

定電極に現れます．次に，図２（c）に

示すように，固定電極に対して可動電

極が水平方向に移動した場合，固定

電極に局在していた誘導電荷の一部が

可動電極にも現れます．以上のように，

スライダーが固定電極に対して，相対

的に変位することで，誘導電荷の変化

が起こり両電極間の負荷には電荷の移

動（電流）が発生します．

作製プロセス

スリットアンドスライダー構造を

MEMSプロセス（5）により，作製しま

す．図２（a）に示したスリットチップと

スライダーチップとを独立に作製した

後，フリップチップ接合にて貼り合わ

図２　スリットアンドスライダー構造 

（a）　構造 （b）　変位前 （c）　変位後 
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せることで，１つのチップを作製しま

す．各々のチップの構造体は厚膜めっ

き技術により形成します．この作製プ

ロセスについて，図３を用いて説明し

ます．まず，スライダーチップの作製

方法について説明します．配線層が形

成されたSiウエハ上に，フォトリソグ

ラフィによりレジストパタンを形成した

後，金めっきによりスペーサーなどの

下部構造を形成します（図３（a））．レ

ジストおよびシード層を除去した後，

感光性の有機樹脂を用いて，下部構

造を平坦化します（図３（b））．この有

機樹脂は，犠牲層として可動素子構

造を形成するために一時的に形成され

ます．平坦化されたウエハ上に，同様

のプロセスを複数回繰り返すことで，

可動部や可動電極などの構造を積層し

ます（図３（c）～（e））．最後に，ウエハ

をチップに切り出した後，犠牲層であ

る有機樹脂をアッシング処理により除

去することで，バネで吊られた可動部

が動く状態になります（図３（f））．ス

リットチップに関しても，同様な手法

により作製します．第１層目に，金

めっきにより固定電極やスペーサーの

下部構造を形成し（図３（g）），第２層

目にはスペーサーの上部構造を形成し

（図３（h），（i）），チップに切り出しま

す．これらの上下チップをフリップチッ

プボンディングにより貼り合わせること

で構造が完成します（図３（j），（k））．

上記の作製プロセスを用いて実際に

製造したチップの写真を図４に示しま

す．１mm角の可動部と，その周囲に

は10μm級の構造が作製され，静電誘

導方式のエネルギーハーベストの素子

としては，世界最小レベルの非常に小

さな構造を作製することができました．

また図５はチップに外部から振動を加

え，その様子を撮影したものです．外

部振動によって，可動部が振動してい

ることが分かります（図５（b））．

発 電 実 験

図６に示すような評価系を用いて発

電の基礎実験を行いました．図３（k）

のチップの上に帯電させたエレクト

レットを載せます．エレクトレットの上

にシールド板を配置し，エレクトレッ

トをチップに固定します．このチップ

を加振器によって水平方向に振動さ

せ，振動に同期した電流をロックイン

アンプによって測定しました．可動部

が加振器からの振動により，初期状態

から相対的に変位した場合，電流が発

生します．加振器による外部振動とし
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図３　作製プロセス 
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て，１m/s2の加速度の振動を，周波

数を掃引させながら印加しました．

今回の評価では，エレクトレットとし

て，ETFE（Ethylene-TetraFluoro

Ethyrele copolymer）という世の中

で広く使用されている一般的な材料

のフィルムを用いました．100μm厚の

フィルムを，図７（a）に示すようなコ

ロナ放電処理により帯電させました．

図７（b）に，コロナ放電処理後の

ETFEフィルムの帯電結果を示します．

フィルムの表面には，－450 Vの帯電

圧があることが分かります．

また，発電評価の結果を図８に示し

ます．これは，外部からの振動によっ

て，可動部の共振周波数において，電

流が発生していることを示しています．

これらの結果より，外部からの振動で，

スリットアンドスライダー構造を有す

るMEMS素子が発電していることを確

認しました．

今後の展開

今回紹介したMEMSによる振動エ

ネルギーハーベスト技術を発展させ，

発電デバイスのさらなる高性能化を図

るとともに，私たちは今後とも発電を

マネジメントする回路や各種センサお

よびセンサ回路とのインテグレーション

に取り組んでいきます．そして将来的

には，エネルギーハーベスト技術の研

究開発により，安心・安全・快適な

生活を支えるユビキタスサービスの創

出につなげていきたいと考えています．

図４　作製したチップの写真 
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図８　発電評価結果 

周波数 

電
　
流 

1 050
0

0.05

0.1

0.15

0.2
（nA） 

1 100 1 150 1 200 1 250 （Hz） 

図７　エレクトレットの帯電処理 
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