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In this paper, we report the theoretical analysis of a QCR-based monolithic methanol concentration sensor for 

fuel cell applications. Our sensor can detect a very small capacitance change with a resolution of sub fF. The 

fabricated sensor can measure a methanol concentration with a resolution of 0.008 wt%. In the present study, we 

found out optimized sensor design (QCR and IDC) for the substrate thickness and the range of the methanol 

concentration. By the use of analysis, the capacitive sensor with higher resolution can be realized, and this 

sensor can be expected to apply to various types of capacitive sensors. 
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(Keywords : Quartz crystal resonator, Interdigital capacitor, Methanol concentration sensor) 

 

1. 緒 言 

近年，小型携帯機器のための新しいエネルギー源として

直接型メタノール燃料電池(DMFC)が注目されている。現

在，携帯機器用の二次電源として広く利用されているリチ

ウムイオンバッテリーのエネルギー密度は 0.2 kWh/kg 程

度であるが，DMFC に用いられるメタノール燃料のエネル

ギー密度は 1.2 ～ 1.8 kWh/kg 程度と，数倍以上大きい 

(１)。このことから，DMFC の実用化により，携帯機器用の

二次電源の小型化および電源容量の増大が期待できる。し

かし，DMFC の発電効率を維持するためには，燃料である

メタノールの濃度を一定に保つ必要があり，このための小

型で高感度なメタノール濃度センサが必要とされている

(２)。前報では，水晶振動子(Quartz Crystal Resonator : 

QCR)に櫛型コンデンサ(InterDigital Capacitor : IDC)が直

列接続された，水晶振動子式モノリシックメタノール濃度

センサについて報告した(３)。本センサは，従来の超音波式

や赤外線式などのメタノール濃度センサと比較して小型で

あるとともに，QCRと IDCを同一基板上に作製することで

配線の浮遊容量の影響による感度低下を抑制し，実用に十

分な 0.1 wt%のメタノール濃度分解能を実現している(４)。

また，試料が振動子に接触しない構造であるため，高い安

定性(高 Q値)で測定を行うことが可能である。 

一方で，本センサの感度を理論的に算出し，センサ形状

を設計するための手法はこれまで確立されていなかった。

そこで，本報では IDC に生じる静電容量および振動子の周

波数変化に関する理論解析を行い，本センサの高感度化と

最適形状の検討を行った。 

2. 理論解析の手法 

図 1 に提案したセンサを，図 2 に本センサの電気的等価

回路を示す。図に示すように，本センサは水晶振動子とそ

こに直列接続された IDC からなり，メタノール濃度に応じ

て IDC の静電容量が変化する。これにともない，水晶振動

子を含めた振動子の共振周波数が変化するため，その変化

量を測定することでメタノール濃度を検出する。よって，

センサの感度を求めるためには，水晶振動子の各等価成分

と IDC の静電容量および共振周波数変化量の算出が必要と

なる。 

 

図 1 モノリシックメタノール濃度センサ概略図 

Fig. 1. A schematic illustration of the monolithic 

methanol concentration sensor. 
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〈2･1〉 水晶振動子の等価成分  水晶振動子の共振特

性を決める要素として水晶振動子の等価成分がある。中で

も，等価直列静電容量 C1と等価直列インダクタンス L1は，

後述するように振動子の基本周波数を決定するために重要

である。これらの成分に関して，本研究ではネットワーク

アナライザ（MS4630B，アンリツ）を用いて実験的に求め

た。 

〈2･2〉 IDC の静電容量  図 3 にメタノール水溶液の

濃度と比誘電率の関係を示す。図より，メタノール濃度の

増加にともない，比誘電率が単調に減少することがわかる。

この比誘電率変化により，メタノールの濃度変化に依存し

て IDCの静電容量が変化する。図 4に IDCの断面図を示す。

IDC は誘電体基板上に形成された櫛形の薄膜電極からなる

ため，電気力線が電極近傍の空間に展開した形状となる。

このため，平行平板型コンデンサと同様の手法で静電容量

を算出することはできない。よって，IDC の静電容量を求

めるためには，基板上の櫛形電極を平行平板型形状に変形

して考える必要がある。 

本研究では，この変形に等角写像を用いた。Veyres と

Hanna は，誘電体基板上のコプレーナ線路の特性インピー

ダンスおよび実効誘電率を求めるために，等角写像を用い

て線路の静電容量を算出した(５)。彼らの手法は，IDC の静

電容量の算出を意図したものではないが，薄膜電極と有限

の厚さを持つ誘電体層からなる構造体の静電容量の算出方

法として，基礎となる手法である。その後，電極形状を IDC

に拡張し，誘電体層を多層化したモデルが提案され，実証

が行われている(６)。本研究では，このモデルを用いて IDC

の静電容量を算出した。 

〈2･3〉共振周波数変化量  本センサの共振周波数は，

一般的な水晶発振器と同様の手法で求める。基本周波数で

ある直列共振周波数 Fsは以下の式(１)で表される(７)。 

   
 

       
………………………………………….. (１) 

水晶振動子と直列に負荷容量 CLが接続された場合，共振周

波数は以下の式(２)で表される(７)。 

      
  

        
    ……………………………… (２) 

本センサでは IDC が負荷容量 CLにあたり，メタノール濃

度に応じてその静電容量が変化する。あるメタノール濃度

における IDCの静電容量を CL1，CL2とおくと，これに対す

るセンサの周波数変化量 ΔFは，式(２)の差から以下の式(３)

で表される(７)。 

    
           

                 
   …………………………… (３) 

静電容量 CL1，CL2 については，前述の等角写像を用いて求

めることができる。これを式(３)に適用することで，このと

きの共振周波数変化量を求め，本センサの感度を算出する。 

3.  実験方法と理論解析モデル 

本研究では理論解析の妥当性を評価するため，理論解析

結果に加えて，作製したセンサによる感度測定実験の結果

についても記載する。図 5 に感度測定の実験系と測定に用

いた発振回路を示す。本センサは，メタノール水溶液の濃

度変化による誘電率変化を IDC の静電容量変化から振動子

の共振周波数変化として検出するものである。そのため，

測定において高い周波数安定性を維持するためには，基板

上の IDC 部のみにメタノール水溶液を導入する必要があ

る。そこで，本研究では IDC の周囲にシリコーン製の囲い

を設け，ここにメタノール水溶液を滴下することで感度測

定実験を行った。なお，理論解析においても，この方法に

準拠してモデルを作製した。  

 

 

図 2 センサの電気的等価回路  

Fig. 2. An equivalent circuit of the sensor. 
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図 3 メタノール濃度と比誘電率の関係 

Fig. 3. A relationship between relative permittivity and 

methanol concentration. 
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図 4 IDC断面図 

Fig. 4. A cross-sectional view of IDC. 
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4.  理論解析および実験結果 

以降，理論解析の結果と実験による感度測定結果から，

本手法の妥当性およびセンサの最適形状について検討して

いく。理論解析および実験の結果として，メタノール濃度 0 

wt%すなわち水を IDC に滴下した際の振動子の共振周波数

を基準とし，滴下試料のメタノール濃度の変化による共振

周波数の変化を求めた。これによりセンサの感度を算出し，

実験における共振周波数の安定性からセンサの分解能を求

める。 

〈4･1〉水晶振動子の形状  まず，水晶振動子の形状の

違いによる共振周波数変化量への影響について調査した。

水晶振動子の形状は，通常の両面励起型振動子である QCR

と片面励起型振動子 (Antiparallel Coupled Resonator : 

ACR)の 2種類について検討した。センサ形状は，水晶振動

子直径 2.5 mm，IDC電極幅 100 μm，IDC電極ピッチ 500 

μm，IDC交差距離 4 mm，IDC電極数 2対である。図 6に

式(３)により算出したメタノール濃度と共振周波数変化量

の関係を示す。算出の結果，すべてのメタノール濃度範囲

において QCR が優れた値を示した。ACR は端子電極を片

面のみに配置できるため実装面で有利であり，前報および

それ以前の研究においてはこれが用いられていた。しかし，

本研究により，センサの感度を追求する場合 QCRを用いる

のが適当であることが分かった。以降，QCRを用いて理論

解析および実験を行った。 

〈4･2〉振動子の直径および基板厚さの影響  図 7に水

晶振動子の電極直径および基板の厚さを変化させた際の振

動子の共振周波数変化量を示す。IDC 形状は前節のものと

同一である。理論解析の結果，基板厚さに応じて周波数変

化量が最大となる電極直径の最適値が存在することが分か

った。また実験値においても，周波数変化量の値に差はあ

るものの，理論解析に準じた周波数変化量のピークおよび

増減がみられ，その傾向は定性的に一致した。このことか

ら，本手法がセンサの設計に有効であることが確認された。

実験値の周波数変化量が理論値より低下する原因として

は，基板上の配線や実験系（発振回路やケーブル）に生じ

る寄生容量の影響や，水晶振動子の等価成分の不一致で説

明できる。 

 

(a) Experimental system 

 

(b) Oscillator circuit 

図 5 実験系と発振回路図 

Fig. 5.  Experimental system and oscillator circuit. 
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図 6 水晶振動子の形状に応じたメタノール濃度と 

周波数変化量の関係 

Fig. 6. Frequency shift as a function of methanol 

concentration with varying the shape of resonator. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0 20 40 60 80 100 

F
re

q
u

e
n

cy
 s

h
if

t 
[k

H
z
] 

Methanol concentration [wt%] 

Theoretical value (QCR) 

Theoretical value (ACR) 

QCR ACR 

 

図 7 水晶振動子の電極直径および基板厚さと 

周波数変化量の関係 

Fig. 7. Frequency shift as a function of the diameter 

of resonator with varying a substrate thickness. 
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〈4･3〉IDC の最適形状の検討  図 8 に IDC の静電容

量と振動子の共振周波数の関係を示す。ここでは，直列共

振周波数 Fsを基準として，任意に設定した IDCの静電容量

CLを考慮した際の共振周波数 FL（式(2)で与えられる）との

差を縦軸にプロットしている。想定した水晶振動子の直径

は 2.5 mm である。図より，IDC の静電容量が小さいほど

単位静電容量変化に対する周波数変化が大きくなる，すな

わちセンサが高感度化できることが分かる。しかし，IDC

の静電容量が小さすぎてもメタノール水溶液の濃度変化に

よる静電容量変化量が低下し，感度が増加しない可能性が

考えられる。このことを考慮し，IDC の形状を複数想定し

て理論解析を行い，IDCの最適形状について検討した。 

図 9にメタノール水溶液の測定を想定した際の IDCの静

電容量変化量と振動子の共振周波数変化量の関係を示す。

図中の曲線は，純水を滴下した際とメタノール濃度 50 wt%

のメタノール水溶液を滴下した際の IDC の静電容量および

共振周波数の差，純水を滴下した際と濃度 100 wt%のメタ

ノールを滴下した際の IDC の静電容量および共振周波数の

差をそれぞれ示す。想定したセンサ形状は，水晶振動子直

径 2.5 mm，IDC電極幅 100 μm，IDC電極ピッチ 1 mm，

IDC交差距離 3 mmである。各プロット点は IDCの電極対

数を示しており，左からそれぞれ 1，1.5，2，4，6，8，10

対の IDCを表す。IDCの電極形状はメタノール濃度 50 wt%

と 100 wt%との間で全く同一であるが，50 wt%では左から

2 番目のプロット付近に周波数変化量のピークが現れてい

るのに対し，100 wt%では左から 3 番目のプロット付近に

現れている。このことから，測定を行うメタノール水溶液

の濃度に応じて，周波数変化量が最大となる IDC の静電容

量が存在することがわかった。よって，本センサを使用す

るメタノール濃度の範囲に応じて IDC の電極形状を設定す

ることで，センサの高感度化が可能である。 

 

 

 

〈4･4〉センサの高感度化の実証  DMFC のエネルギ

ー密度がリチウムイオンバッテリーを上回るためには，燃

料のメタノール濃度が 10 M程度必要である (８)。よって，

本センサは 30 wt%近傍での感度を最適化する必要がある。

これと上記理論解析結果を踏まえ，メタノール濃度 30 wt%

付近における感度が優れたセンサの形状を求め，実験によ

り高感度化の実証を行った。図 10に理論解析および実験の

結果を示す。理論解析から，センサ形状を水晶振動子直径

2.5 mm，IDC電極幅 100 μm，IDC電極ピッチ 500 μm，

IDC 交差距離 2.5 mm，IDC 電極数 1 対とした場合，メタ

ノール濃度 30 wt%付近でのセンサの感度は約 0.023 

wt%/Hzを達成可能と算出された。作製したセンサによる実

験の結果，感度は約 0.020 wt%/Hzとなり，純水を IDCに

滴下した際の共振周波数のばらつき（標準偏差約 0.137 Hz

の 3 倍）を考慮した分解能は約 0.008 wt%となった。メタ

ノール濃度 30 wt%付近において実験値が理論値を上回る

感度を示しているが，この原因としては，作製したセンサ

の水晶振動子の等価成分の値のずれや，実験中のメタノー

ル水溶液からメタノールが揮発したことによる比誘電率の

変化が考えられる。以上から，本理論解析によりセンサの

感度，分解能ともに前報（感度約 0.1 wt%/Hz，分解能約 0.1 

wt%）より約 1桁向上できた。 

また，上記の実験で得られた共振周波数変化量からの逆

算により，本センサの静電容量に対する感度も求めた。図

11に図 9と同条件における IDCの静電容量変化量と共振周

波数変化量の関係を示す。逆算の結果，メタノール濃度 30 

wt%付近の本センサの静電容量変化に対する感度は約

0.103 fF/Hz，分解能は約 0.042 fFであることがわかった。

これは従来の静電容量検出用 IC よりも 2 桁優れた値であ

る。この高い静電容量分解能により，本センサは非接触近

接センサをはじめとした様々な静電容量型センサへの応用

が期待される。 

図 8 IDC容量と共振周波数の関係 

Fig. 8.  Dependence of the frequency change on the 

capacitance of IDC. 
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図 9 メタノール濃度に応じた IDCの静電容量変化量と 

周波数変化量の最適値 

Fig. 9.  The optimal value of frequency shift as a 

function of the capacitance change of IDC with varying 

methanol concentration. 
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5.  結 言 

本研究により，水晶振動子式モノリシックメタノール濃

度センサの設計を行うための理論解析の手法を確立した。

本手法を用いることにより，センサの各要素(QCR，IDC)

には，基板の厚さや測定するメタノール水溶液の濃度範囲

に応じた最適サイズが存在することがわかった。また，セ

ンサの高感度化を図り，30 wt%付近で約 0.020 wt%/Hzの

感度，約 0.008 wt%の分解能を達成した。さらに，このと

きの本センサの静電容量分解能は約 0.042 fFとなることが

わかった。 

本センサは高い静電容量分解能を持つため，メタノール

濃度センサとしてだけではなく，非接触近接センサをはじ

めとした静電容量型センサとして様々な用途への応用が期

待できる。 
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図 10 メタノール濃度と周波数変化量の関係 

Fig. 10.  Frequency shift as a function of methanol 

concentration. 
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図 11 IDCの静電容量変化量と周波数変化量の関係 

Fig. 11. Frequency shift as a function of the 

capacitance change of IDC. 
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