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図 1 表面プロセスによる Siマイクロカンチレバー作製プ

ロセス 

Fig. 1. Fabrication process of Si 

micro-cantilevers by surface micromachining. 
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We have fabricated micro-cantilevers of silicon or titanium using wet or dry etching process.  The 

micro-cantilevers with functional thin films can be applied to micro-mechanical sensors such as tactile sensors.  

In this paper, fabrication process and application to miniature sensor devices of the micro-cantilevers have been 

reported. 
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1. はじめに 

近年、物理量センサ等の分野でMEMS構造を適用した小

型化がますます進展し、例えば、スマートフォン等のポー

タブル機器にも多数搭載されるようになってきている。こ

のようなデバイスにおいて、変位を検知するための基本的

構造にはいくつかあるが、その一つが片持ち梁（カンチレ

バー）構造である。我々は Siや Tiを材料として用いた微小

なカンチレバー構造を作製し、触覚センサや生体分子検知

センサ等への応用を行ってきている。本報告では、MEMS

加工プロセスによるマイクロカンチレバーの作製プロセス

と、それらのデバイスへの応用例について述べる。 

2. マイクロカンチレバーの作製プロセス 

MEMS構造の加工プロセスとしては大きく分けて表面マ

イクロマシニングとバルクマイクロマシニングがある(3)。表

面プロセスでは作製した薄膜を構造体として利用する方法

であり、構造体となる薄膜の下に犠牲層と呼ばれる層を作

製し、その部分を選択的にエッチングすることにより加工

する。一方、バルクプロセスは基板そのものを加工する方

法であり、特定の方向に深くエッチングする必要があるた

め、結晶異方性エッチングや深掘り反応性イオンエッチン

グ(deep reactive ion etching: DRIE)が用いられる。一般的

に、前者よりも後者のほうが時間やコストがかかるが、よ

り立体的で複雑な構造が作製可能である。マイクロカンチ

レバーの作製プロセスでは、基板や積層する材料との整合

性により、これらを使い分けている。 

 

〈2･1〉 犠牲層エッチングによる Si マイクロカンチレバ

ーの作製        SiO2 薄膜上に Si 層を作製し、SiO2 を化学的

に除去加工（エッチング）し基板から切り離すことで、Si

層をマイクロカンチレバーとして用いる。フッ化水素酸に

よる SiO2のウェットエッチングでは、Siに対する選択比が

非常に大きく、SiO2は Siを構造体とするための犠牲層とし
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100 µm
 

図 2 作製した Siマイクロカンチレバーの電子顕微鏡写真 

Fig. 2. SEM image of a fabricated Si 

micro-cantilever. 
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図 3 DRIEによる Ti基板貫通加工プロセスの例 

Fig. 3. Fabrication process through Ti wafer by 

DRIE. 
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図 4 基板貫通加工により作製した(a) Tiマイクロカンチレ

バーと(b)SiO2マイクロカンチレバーの光学顕微鏡写真 

Fig. 4. Microscopic images of (a) Ti and (b) 

SiO2 micro-cantilevers fabricated through the 

substrate. 

て最適である。結晶性と機械的特性の良い Si層を得ること

が困難であるため、本研究では、SiO2薄膜を作製した Si基

板に別の Si基板を貼り合わせ、それを研磨して Siが 2.5 µm

になるまで薄化することで作製した SOI(silicon on 

insulator)基板を用いた。図 1に作製プロセスの概略を示す。

SOI 基板にフォトリソグラフィでフォトレジストのパタン

を作製（図 1(b)）し、それをマスクとして Siをエッチング

によりカンチレバーとなるパタンに形成する（図 1(c)）。続

いて犠牲層となる SiO2をエッチングし、カンチレバー構造

となる部分を基板からリリースする（図 1(d)）。なお、エッ

チング液としてフッ化水素酸とフッ化アンモニウム溶液を

1:6で混合したバッファードフッ酸を用いている。その後、

純水によるリンスとフォトレジストの除去を行って Siのカ

ンチレバー構造ができる。なお、犠牲層である SiO2の厚さ、

すなわち、カンチレバー構造と基板の間の距離は 1 µmと非

常に小さく、犠牲層エッチング後の乾燥時に水の表面張力

により、基板への張り付き（スティッキング）を起こす可

能性がある(4)。そのため、我々は乾燥前に純水からエタノー

ルを経て、融点が室温に近く、比較的高温でも固化し、昇

華させやすい 2-メチル-2ープロパノール(tert-ブチルアルコ

ール)へと置換し、さらに真空乾燥を行うことでスティッキ

ングを防ぐプロセスとしている。 

図 2 に Si カンチレバーの作製例の電子顕微鏡写真を示

す。カンチレバーは長さ 300 µm、幅 200 µm、厚み 2.5 µm

である。図 2 右側が固定端であり、先端が基板から切り離

されて片持ち梁構造となっていることがわかる。また、カ

ンチレバー上に多数の孔が空いているが、これは犠牲層エ

ッチングの時間をできるだけ短縮するためのものである。 

 

〈2･2〉 基板貫通加工による SiO2、Ti マイクロカンチレ

バーの作製        Siウェハを熱酸化したSiO2薄膜をカンチレ

バーとする場合や、Ti 基板を加工してマイクロカンチレバ

ーの場合に、SF6 をエッチングガスとした DRIE を用いた

バルクプロセスにより基板を貫通加工による作製を行って

いる。Ti の貫通加工プロセスを図 3 に示す(2)。長時間の加

工を行う DRIE では、フォトレジストはマスク材としては

不足であり、より SF6 でエッチングされにくい金属薄膜を

マスクとして用いる。例えば、Ti の加工では、フォトレジ

ストパタンを鋳型とした電解めっきによって作製したNi薄

膜をマスクとして用いている（図 3(b), (c)）。フォトレジス

トを除去した後、DRIEにより貫通加工を行う（図3(d), (e)）。

フッ化物イオンやフッ素ラジカルとの反応を用いたドライ

エッチングでは、Siの場合は反応生成物として揮発性の Si

フッ化物となり除去されるが、Ti の場合は反応生成物の

TiF4 の揮発温度が 557K と比較的高く、基板等への再堆積

が懸念されるため、真空ポンプによる排気速度の最適化や、

基板温度を高温に保つ等の対策を行っている(2)(4)。SiO2のカ

ンチレバーの場合は、カンチレバーとなる部分の SiO2をフ

ォトリソグラフィによりパタニングしておき、その下の Si

を DRIEにより除去し SiO2のみを残す。最後にマスクとし

た金属薄膜を除去し完成となる。 

Ti と SiO2マイクロカンチレバーの加工例を図 4に示す。

Tiのカンチレバー（図 4(a)）のサイズはそれぞれ、長さ 400 

µm、幅 50 µm、厚み 5 µmである。一方、SiO2のカンチレ

バー（図 4(a)）は長さ 400 µm、幅 320 µm、厚み~2 µmで

ある。なお、SiO2 カンチレバーには上方に撓みが生じてい

るが、これはカンチレバー上に積層した検知部や電極とな

る薄膜の応力によるものである。 
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図 5 Siマイクロカンチレバーを用いた触覚センサの(a)概

略図と(b)写真 

Fig. 5. Schematic illustrations and a 

photograph of the tactile sensor using Si 

micro-cantilevers. 

10 µm

 
図 6 Siマイクロカンチレバー上に成長させたアミロイド

β繊維の電子顕微鏡写真 

Fig. 6. SEM images of amyloid beta fibrils 

grown on the Si micro-cantilever. 

3. マイクロカンチレバーの応用例 

本項では前項で述べた方法により作製したマイクロカン

チレバーのデバイス応用例を述べる。マイクロカンチレバ

ー構造を実際のデバイスに用いる場合、その変位を計測し

電気信号に変換する必要がある。その方法として大きく分

けて、レーザ等を用いて外部から光学的に計測する方法と、

カンチレバー上に何らかの検知部を設ける方法がある。デ

バイスの小型化や信号処理回路との集積化という面では後

者の方が有利である。 

 

〈3･1〉 Si マイクロカンチレバーを用いた触覚センサ        

触覚センサとは、単純に考えれば対象物との接触時の反力

や滑り、摩擦といった情報を検知するデバイスである。人

間は物体の接触による皮膚の変形を、表皮や真皮中に点在

する感覚受容器からの神経パルスとして知覚している。こ

れを模して、我々は皮膚と近い硬度を持ったシリコーンゴ

ム（ポリジメチルシロキサン: PDMS）中に、その変形を検

知するためのマイクロカンチレバーを埋め込んだ構造の触

覚センサを提案している(1)(6)。 

図 5 に触覚センサの概略図と試作例を示す。マイクロカ

ンチレバーは図 1に示したプロセスを基本として作製した。

マイクロカンチレバーは図 5(a)下部に示すように垂直方向

だけでなく水平方向の変形にも追随可能とするため、Si と

応力差を発生する薄膜（真空蒸着による Crや熱膨張係数の

大きいポリマー）を積層し、上方に自発的に撓みを持つ形

状としている。変形によるカンチレバーの撓み量の変化は、

カンチレバー上に設けた薄膜ひずみゲージの抵抗変化とし

て検知する。このカンチレバーを複数本シリコーンゴム中

に埋め込んでおり、それぞれの撓み変化がゴムに印加され

る外力の大きさと方向に依存することから、それらを組み

合わせることで外力をベクトルとして計測することが可能

である(6)。マイクロカンチレバーの大きさは原理的にはフォ

トリソグラフィの分解能が許す限り小型化可能であるが、

ここではシリコーンの検知部が人間における指先の触覚の

空間分解能である 1~2 mmの大きさになるように、カンチ

レバーの長さは 0.3 mm程度に設計している。 

 

〈3･2〉 Siカンチレバーを用いた生体分子検知        前項と

同様の Siマイクロカンチレバー構造を用いて、生体分子を

検知するバイオセンサを作製している(7)(8)。カンチレバー上

に、生体分子と相互作用するような分子を固定化し、それ

による重量変化や応力の変化によるカンチレバーの撓み変

化を検知するものである。図 6 にカンチレバー上にリポソ

ームを固定化し、生体タンパク質(アミロイドβ繊維)を成長

させた例を示す(7)。生体分子との相互作用には、数時間から

数日という比較的長い時間が必要であるので、出力の時間

安定性や温度変化に対する安定性が重要である。本研究で

は、撓みを検知するひずみゲージとして、組成比を最適化

し抵抗温度係数を20 ppm/℃以下に低減したNiCr合金薄膜

(1)を用いて、安定性を高めている。また、生体分子を含む計

測対象の液が蒸発により減少しないように、シリコーンゴ

ムを用いた液滴保持構造を用いている(8)。 

 

〈2･3〉 Tiマイクロカンチレバーの応用        Tiカンチレバ

ーの作製プロセスを用いた微小手術針の作製を行っている
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10 µm

 

図 7 Ti微小針の電子顕微鏡写真 

Fig. 6. SEM images of the Ti microneedle. 

(9)。図 7に作製した微小針（幅 30 µm、厚み 50 µm）を示

す。先端を先鋭化することにより、皮膚を模したシリコー

ンゴムに低い抵抗力で穿刺可能であり、また Tiの高い靭性

により耐久性の高い針を得ることに成功している。 

一方、電気的機能を持たせたセンサデバイスの作製には、

検知部や配線との絶縁を行う層が必要である。Si の場合は

熱酸化することで容易に良好な絶縁性の SiO2薄膜が得られ

るが、Tiを熱酸化して得られる TiO2は絶縁性に乏しく、ほ

かの種類の薄膜を堆積する必要がある。また、堆積薄膜を

用いる場合も、単結晶の Ti基板を得ることは困難であるた

め、結晶粒界により表面粗さが大きく、十分な厚みの絶縁

膜が必要である。原料を塗布して乾燥、熱処理を繰り返す

化学溶液法を用いてシリカガラス薄膜を約 500 nm 製膜す

ることで、十分な絶縁性を確保できることを確認したが、

電気的デバイスへの応用は今後の課題である。 

 

4. まとめ 

本報告では、触覚センサ等の小型デバイスに応用するた

めのマイクロカンチレバーについて作製方法を中心に述べ

た。マイクロカンチレバーの材料として、MEMS分野で一

般的に用いられる Siのみならず、Ti等の新たな材料を用い

ることで、その機械的特性を生かした、例えば、より耐久

性や生体適合性の高いデバイスの開発が可能であると考え

る。 
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