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難 しいcそ こで、褥療のリスクを評価 ,管理 し、適

切な補助を行うような機器の開発が望 まれる。この

ような機器 として 4よ 、従来、体 l■ の分布を計根1す る

機器が開発されてきているが、褥療の発生は必ず し

も体圧による皮膚のl■縮変形だけではなく、例えば、

摩擦やズレによる引き攣れや剪LII変 形 と、それらの

相互作用 も重要な要因になることが明らかになって

きている
)=

このような社会的状況の中、我々の研究グループ

では、多軸接触力を計測できる微小力覚 (マ イクロ

メカニカル)セ ンサの開発を行ってきた
43=こ

れは、

NEMSlnniσ O dectt mecllanical system⇒ 技術を用いて

作製 した複数の微小片持ちはり (マ イクロカンテレ

バー)構造を、柔軟な弾性樹脂 (エ ラス トマ)に埋

め込んだものであ り、検知部のサイズが約 lmmと

非常に小型であるとともに、複数の構造か %の 信号

を組み合わせることにより、接触力をベク トル的に

(大 きさと方向を)検知可能であるっこのセンサを

介護ロボットや褥済予防用の装置に用いることで、

患者の支持時の安全で精密な動作制御や、体圧に摩

擦や ズレの影響 も含めた褥清 リスク評価を可能とす

ることを目標 としている。 しか し、センサの出力信
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接触力計測のための
マイクロメカニカルセンサの
実装とノイズ低減

1.は じめに

半導体微細加工技術の進展に伴い、センサの小型

化が進み、スマー トフォン等の小型機器にも多数の

センサが搭載 されるようになってきているこ今後は

さらに「 トリリオン・センサ」 と呼ばれるように、

我々の身の回 りや工場、医療等、あらゆるところに

センサを設置 し、そこからの大量のデータを「ビッ

グデータJと して活用し、山積する様 々な課題の解

決を日指 した「スマー トJな社会の実現が期待 され

ている
1'c lellえ ば、医療・福祉分野では、超少子高

齢化社会の到来とともに、要介護者の増加 とともに、

介護者自体の高齢化による負担増加は年々深刻な課

題 となってきている
2っ

その中の課題の一例として、

介護の現場において寝たきり患者の皮膚に発生する

褥蒼の問題があるこ褥療は一般的には床ずれとも呼

ばれ、皮膚 と寝具の連続的な接触により、皮膚組織

が血流阻害により潰場を生 じたものであ り、患者の

QOLを 著 しく低下させるものである。褥療予防のた

めには血流阻害を防 ぐために体位転換により接触状

態を変化させることが有効であるが、知識や経験を

持つ医療機関ならばともか く、在宅看護の場合、介

護者の負IFが大きく、通切なタイミングを計るのも
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号は非常に微弱であるため信号増幅処理が必須であ

り、増幅前のノイズ混入はできるだけ避ける必要が

あるご本稿では、我々が行ってきたマイクロメカニ

カルセンサの研究開発の中で、出力に影響を及ぼす

電気的なノイズとその対策について得 られた知見を

紹介する。

2.マイクロメカニカルセンサ

2-1 検知原理

図 1に マイクロメカニカルセンサの接触力検知部

の模式図を示す。Si基板上に、一端が固定 され、も

う一端が自由に変位できるマ イクロカンチ レバー構

造をⅣEMS技術により形成し、先端の向きの異なる

ものを複数、皮膚と同程度の硬 さで柔軟に変形する

エラス トマの中に埋め込んだ構造となっている,マ

イクロカンチレバーはその上に形成されている薄膜

(形状制御層)の内部残留応力により傾斜 した形状

となってお り、先端は基板からわずかに高い位置と

なっている 61。 エラス トマに外部かゐ力が加わると、

それによる変形に追随 してマ イクロカンチレバーの

先端が変位する。この変位の方向は外力の印加方向

に依存する。夕1え ば、垂直方向の力が印加された場

合、向かい合ったカンテ レバーの先端は同様に下に

変位するc一方、水平方向の剪断 (ズ レ)力 が印加

された場合、剪断の方向と同 じ向きのカンチ レバー

先端は ドに、反対方向のカンチ レバー先端は上に変

l1/す るので、変位の方向は剪断力の方向に依存する。

このことから、複数のカンテレバーの変位を組み合

わせることで、変位量から外力の大きさを、変位の

方向から外力の方向を、すなわち外力をベク トルと

して検知することが可能である
71。 マイクロカンチ
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センサ概要図
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〔図 1〕 マイクロメカニカルセンサの模式図

レバーの変位は、その Lに 形成 した薄膜ひずみゲー

ジの抵抗変化として電気的に検知する。この抵抗変

化は非常に微小であるため、ホイー トス トンブリッ

ジい1路 を用いて電圧変化に変換 した後、増幅回路に

て増幅 してセンサ出力としている
Sc

2-2 センサチップの作製方法と作製例

本セ ンサは半導体微細 lJEエ プロセスに準 じた

N剛ノIS表面加エプロセス、すなわち、薄模作製とフォ

トリソグラフィによるパターニングを繰 り返 して作

製する。Mmβ 加工技術の詳ホHに ついては、拙文

9や 文献 10等 を参照 されたい。 まず、基板材料 と

しては、Si基板上にSi酸化膜を介 して薄い si層 が

'形

成 された SoI(silicOn On‐ insulatOr)ウ ェハ を用い

る。これに化学気相成長 (chemical 17apor depositiOn;

6rD)法 、スパッタリング法、真空蒸着法等の薄膜

形成法を用いて、絶縁層、配線層、ひずみゲージ層、

形状缶1御層 となる薄膜を形成 し、それらをフォトリ

三
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〔図 2〕 マイク回カンチレバーの作製例電子顕微鏡写真

ソグラフイにより所望のパターンにカロエするらその

後、マイクロカンチレバー部の下の Si酸化 1莫 をフッ

化水素酸により選択的にエツチングし、基板から切

り離 して先端が変位できるようにする=こ の時、形

状制御層の応力によリカンチレバーは自発的に傾斜

した構造となる。図 2に マ イクロカンテレバーの作

製例の電子顕微鏡写真を示す=こ の例では、カンチ

レバーのサ イズは長 さ 300 μm、 幅 200/mlで あ り、

形状制御層 として用いた Cr薄膜の応力により、先

端が基板から40 μi■l浮いた構造となっているらなお、

カンテ レバーに多数空いている穴は、カンテレバー

を切 り離す時のエツチング時間を短縮するためのも

のである。 また、カンテレバーの変位を検出するた

めに、ジグザ グ形状にヽCr合金のひずみゲージ薄

膜を形成 しているc

マイクロカンチレバー構造を作製 した後、基板に

エラス トマとしてシリコーン樹脂の一種であるポリ

ジメチルシロキサ ン (PD卜′S)を 塗布 し、硬化 させ

ることによリカンテレバーをエラストマ中に封止す

るc作製 したセンサの伊1を 図 3に 示す。図 2に 示 し

たマ イクロカンチレバーを 120° 回転対称の位置に 3

3

〔図 3〕 マイクロメカニカルセンサの作製例

本配置 し、金薄膜配線により接続 している。3本の

カンチレバーを用いるのは、3軸の外力を求めるた

めには少なくとも3つ の異なるセンサ出力信号が必

要なためである「 信号はチツプの外周に配置 した電

極パッドよリワイヤボンデ イング等で外部に取 り出

す。下部にカンテレバーが埋め込まれた円柱型のエ

ラス トマが検知部となり、その接触部の大 きさは約

l lllnlで あるc

2-3 外力印tllに よる薄膜ひずみゲージ抵抗変化

エラストマに外力をF「加 した時のマイクロカンチ

レバー 1l NiCr薄 膜ひずみゲージの抵抗変化を、高

精度デジタルマルチメータにより計測 した結果を図

4に 示す
11‐

ビなお、抵抗変化は各lllの外力を印加 し

ない場合の抵抗 (約 5k00こ 対する変化率 (ppm)

で表示 している。各軸の外力に対 してひずみゲージ

抵抗は線形な変化を示 していることが分かるcま た、

剪断力の印加 (図 4(a),(b))|こ 対 しては、力の方

向と3つ のカンチレバーの方向との関係で、抵抗変

化の符号が変化 してお り、一方、垂直力 (図 4(c))

に対 しては 3つのカンテレバーとも同符号の変化を

示 している。このことから、力の大きさと方向を検
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(b)

出可能であることが分かる。 しか し、図 4に 示 した

抵抗の変化率は、大 きくても10o ppm以 下と非常に

小 さく、出力信号を増幅する必要がある。

3.セ ンサ出力信号の増幅とノイズ低減

3-1 信号検出回路とノイズ

図 4に示 したように、本センサは接触力に対 して

非常に線形性の良い応答を示すが、後段で信号処理

のためにデジタル信号へ変換するにはその変化は小

さく、増幅 l―l路による出力電圧の増幅が必要であるc

H15に センサの検知回路の構成例 (カ ンテ レバー 1

つ分)を示す。接触力の検知部であるマイクロカン

チ レバー上のひずみゲージ抵抗を素子の一つ とし、

その他は接触力に対 して抵抗が変化 しない参照抵抗

としてホ イー トス トンブリッジ回路を構成する。外

EMC 2015 0 0 〈No 320)
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(c)

力を印加 しない時のブリッジ回路を構成する抵抗が

すべて等 しい lR'と し、外力印加によりひずみゲー

ジ抵抗が△Rだけごくわずかに変化 した場合、中間

点の電位差 Vは次式で表される。

V～
:今ギE

ここで、Eは ブリッジ回路に供給する電源電圧であ

るビ前述 したように、抵抗変化率は lo～ loo ppm

程度であるが、このとき、電圧の変化 Vは Eの lV
あた り25～ 25 μV程度となる.こ れは非常に微弱

な信号であ り、十分な分解能を得るためには、図 5

に示 したように、中間点の電位差を差動増lLiに より

増幅 してからデジタル信号に変換する必要がある。

しか し、ここで問題となるのがセンサの検舞1部回路

から増幅回路 までの間で入る電磁的な ノィズでぁ

―節ぉ

〔図 4〕 印加された各軸の外力に対するマイクロカンチレバー上ひずみゲージ抵抗の変化
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参11抵抗

A′D変換ヘ

ひずみゲージ抵抗

1図 5〕 接触力検出回路の構成例

0

〔図 6〕 外部増幅回路で増幅した場合の無負荷時出力信号

る。図 6に 、センサチップ_ilに 構成された配線パッ

ドとPCBの 間を超音波ボンデ ィングで金細線 (Φ 25

し
  QttI:モ 橿糟

｀

し1場:;li堪 雰
「

環1:

印
―iJ8し ない無負荷の状態での時間変化を示す。なお、

この時の電源電圧は 3V、 増幅率は 220倍 であるc

無負荷の状態でも、3oで 83 mV程度のノイズによ

る信号の変動が発生 している3増幅率から考えると、

増幅前の ノイズの振 lHは 最大で約 ±380 μVであ り、

これは外プリによる信号よりも大 きいレベルになって

いるため、出力誤差の要因となることが分かる。

3-2 信号増幅 ICの積層集積化によるノイズ低減

そこで、ノイズヘの対策として、まず信号増幅用

5

〔図 7〕 センサ基板上に積層集積化した信号1曽 幅 lCチ |プ

〔図 8〕 積層集積化した信号増幅回路で増幅した場合の
無負荷時出力

ICのベアチップを、センサ基板上に積層して集積化

し、増幅回路 までの配線距離をできるだけ短縮する

ことを検討 した
1・

。増幅用 ICと して、市販のピエ

ゾ抵抗型センサ用アナログセ ンスアンプ (AT1051,

_ACT・ LSI)を チ ップの状態で入手 して使用 したc

これを図 7に 示すように、センサの基板上に接着剤

にて接合 し、ワイヤボンディングによりあらか じめ

センサ基板上に作製 しておいた配線パッドに接続 し

た。図 8に積層集積化 した信号増幅回路 (2"倍 )

により増幅 した場合の無負荷時のセンサ出力信号の

時間変化 を示すc信号の変動は 3σ で ±10 mV以 内
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〔図 9〕 ノイズレベルの金線長さに対する依存性

に抑えられてお り、図 6の外部の PCB、Lで増幅回路

と接続 した場合に比べ、ノイズは約 1/8に 低減でき

ている。これは増幅前では最大 45/`V程 度のノイズ

に相当し、外力印カロによる出力変化 ,電源電圧 3V
で最大 75 μV程度)よ りも小さいレベルに抑えるこ

とができた。

3-3 貫通電極配線 とフリップチップ実装による

ノイズ低減

前項で行った対策によりある程度ノイズを低減す

ることができたが、 SN比 は約 4 dBと 4ヽ さく、 さら

なる低減が必要である。電磁 ノイズの混入経路 とし

て考えられるのは、中空に浮いている複数の金細線

が近接 している部分であり、これらの誘導成分や容

量成分を介 した ノイズの影響が大きいと考えたこそ

こで、その影響 を評 ldlす るため、ノイズの 3o値の

金細線の長さに対する依存性を測定 した結果を図 9

に示す
Hっ

金線の長さを短 くしていくと、ある程度

までは ノイズが小 さくなってい くが、3mm程度以

下ではノイズは一定 llBに 飽オロしている。これは、セ

ンサ基板外の中空を経由するワイヤボンデ ィングを

用いる限 りは、一定の外部からのノイズ混 入は避け

EMC 2015 0 0 くNo 320〉

〔図 10〕 センサ基板貫通配線の断面電子顕微鏡写真

られないことを示 しているc

ワイヤボンデ ィングを用いない接続方法 として、

センサ基板に貫通電極 (thrOugh silicOn vi&Tsv)を

設け、基板の裏側に信号増幅用 IC基板を直接接続

するフリップチップ実装を検討 した H.3基
板タトの中

空を通る配線を廃 し、基板内部にのみ配線を通すこ

とで、外部からの電磁 ノイズの影響を低減すること

ができると考えられる.ヽVは 、センサの配線やマ

イクロカンチ レバー等の作製プロセスの前に、基板

ti 100メ
`nnΦ

の貫通孔を深掘 り反応性 イオンエ ッチン

グ (Deep Reactitt IOn Etching DRE)法 により開け、

その後、壁画を Cヽつ法により堆積 した Si〔が4薄膜で

絶縁 し、Cuめ っきにより貫通子L内 を充填すること

により作製 したc図 10に 作製 した貫通配線の断面

電子顕微鏡写真を示す。なお、この断lLl図 は試験的

に作製 したものであり、貫通孔の直径は実際のセン

サに用いたものよりも小 さく50 μmΦ である。貫通

孔が Cuめ っきにより隙間な く充填 され、また壁面

は絶縁膜で被覆されていることが分かる。この時の

貫通配線の抵抗は約 5Ω であ り、実際に用いる貫通

配線の断面積は 4倍であるので抵抗はさらに小 さく

ll…
… 2016/04/01
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lΩ 強であると考えられ、これによる寄生抵抗はひ

ずみゲージの抵抗に比べて十分に小さい。

貫通配線形成後、化学機械研磨により余分な Cu

を除去 し、配線やカンテ レバー構造等の作製を行

う。カンテレバー構造の作製の後、低融点 (139℃ )

連       £
『

隼[1理色曇,z[ltilll瞥 .:#fTI
電極パッ ドに塗布 し、信号増幅用 ICチ ップを位置

合わせ し、圧力を加えながらヒータで加熱すること

により接続 した。最後にエラス トマとして PDMSを

塗布 してセンサとしたc図 11に作製 したフリップ

チ ップ実装により集積化 したセンサチ ップを示す。

信号増幅 ICを 裏面に搭載することにより、チ ップ

サイズ も前項の積層集積化の場合に比べ、わずか

なが ら小型化 されている。図 12に作製 したセンサ

の無負荷時の増幅信号の時間変化 を示すc信号の

7

〔図 12〕 貫通配線により信号増幅 iCを裏面実装したセンサ
の無負荷時出力

時間変動は 3σ で約 23 mVに 抑えられている。これ

ば

蛯 聘 種 l則
程度であ り、センサ基板貫通配線を通 して増幅回路

に接続することにより、大幅にノイズを低減できて

いること力ちかかるこ

4.おわりに

本稿では、ルEⅣIs技術により作製 したベクトル接

触力検出のためのマイクロメカニカルセンサについ

て、その出力検知回路 とノイズ対策について解説 し

たcこ こで述べた対策以外でも、信号増幅後のフィ

ルタリングや平滑化によリノイズ成分を除去する後

段での信号処理についても検討 しているが '、 本稿

で述べたセンサ素子自身の低ノイズ化は、本質的な

センサの感度・分解能向上につながるため、今後も

さらなるノイズ低減の手法について探ってい く予定

である。また、近年、接触力検出に物体近接検出を

EMC 2015 0 0(llo 320,

¨̈ F

23mV

（と

Ｌ
Ｐ
Ｒ
ヨ

〔図 11〕 貫通配線を用いて信号増幅 iCを裏面実装したセンサ
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複合化 させたセンサの研究 も行ってお り、今後もマ

イクロセンサのさらなる高精度化と多機能化に取 り

組んでいきたぃと考えている。
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