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We have measured the interaction between A proteins and liposomes immobilized on micro-cantilever surface 

with NiCr thin film as strain gauge. In this work, the compensation method to distinguish mechanical deflection 

of the micro-cantilever from thermal effects is investigated. Furthermore, measurement in the solution flow with 

a microfluidic channel is also investigated. As a result, it is confirmed that the reference resistance could 

compensate it for influence of the temperature to be added to the micro-cantilever. In addition, it is confirmed that 

resistance can measure in the fluid with microfluidic structure.   
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1. はじめに  

近年，バイオテクノロジーは生体を対象とした技術でバイ

オエレクロトロニクスの分野は急速に開けつつある。この分

野においての研究開発のうちバイオセンサが最も盛んであ

る。特にバイオセンサでは，抗原分子などが分子認識部とし

て使用され，特定の抗体-抗原反応による相互作用など特定

の生体分子を検知することができる(1)。複数の生体分子の含

む溶液などでの測定に優れている。一方，リポソームは一般

的に用いられる抗体分子に比べると選択性が低いため，一般

的なバイオセンサとしては劣るが，アルツハイマー病の原因

となる人体内の濃細胞膜上にある Aの挙動を検知できる点

などで優れている(2)。 

 我々は，MEMS プロセスにより作製したマイクロカンチレ

バーを用いたバイオセンサの開発を行ってきた(3)。これはカ

ンチレバー上に生体脂質膜の人工モデルであるリポソームを

固定化し，生体タンパク質との相互作用によるマイクロカン

チレバーの変位を計測するものである。このような用途での

カンチレバー計測の手法としては，主として光てこ(4)やレー

ザドップラー振動計(5)などの光学的手法が用いられている 

 

が，これらは外部に光学系を必要するため，測定システムが

比較的複雑になり，信号処理回路とのモノリシックでの集積

化が困難である。一方，電気的にカンチレバーを計測する手

法としては，大きく分けて，カンチレバーを共振振動させ，

その共振周波数や位相の変化として計測する方法と，カンチ

レバー表面のひずみの変化をひずみゲージ抵抗の変化として

計測する方法がある(6)。前者は分子の質量を感度良く計測で

きるが，カンチレバーを振動させるための励振部が必要であ

る。一方，後者は励振の必要がなく，より簡便な測定系で相

互作用による表面ストレスの変化が計測可能である。通常，

後者のようにカンチレバーのひずみを計測する場合，ゲージ

率の高い Si ピエゾ抵抗が用いられることが多いが，抵抗温

度係数が高く温度安定性に欠けるため，我々はより抵抗温度

係数の小さい NiCr 薄膜のひずみゲージを用いている(7)。こ

れまで，作製したセンサを用いて A をはじめとした生体タ

ンパク質の検知に成功している。しかし，安定した測定を行

うために NiCr をひずみゲージとしてセンサの作製を行い，

そして，測定する生体分子に及ぼす環境による影響に注目

し，より正確な測定が行えるようにするためのセンサ構造の
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検討を行う。今回は温度によるセンサの影響及び，液体の流

れに対するセンサの影響の評価を行った。 

2. 作製方法  

〈2･1〉 センサの設計  図 1 にマイクロカンチレバーの

断面の概略を示す。カンチレバーの構造材は Si であり，絶

縁膜(Si3N4)を介して NiCr のひずみゲージ薄膜を作製して

いる。さらにそれらを表面パシベーション用のポリマー薄

膜(Cytop, 旭硝子)により被覆している。環境温度の変化や，

反応により発生した熱により，カンチレバー上の温度が変

化した場合，NiCr の抵抗が変化する。さらに，各層の線膨

張係数の差により，カンチレバーの撓みが変化することで，

表面のひずみが変化するので，この効果によっても NiCr の

抵抗が変化すると考えられる。そこで，基板上にも NiCr の

抵抗を設けることで，温度による変化を補償できるように

している。  

 

  

図 1 マイクロカンチレバーの断面図  

Fig.1. A schematic view of a cross-sectional structure of 

the micro-cantilever . 

  

〈2･2〉 マイクロカンチレバーの作製工程  材料には 

SOI(Silicon On Insulator , SOI)ウェハを用いた。SOI ウェ

ハは上層から活性層と呼ばれる Si 層，埋め込み酸化膜層と

呼ばれる SiO2，支持層と呼ばれる Si 層で構成されており，

これらの層の厚みは，それぞれ 2.5 µm，1.0 µm，500  

µm となる。  

初めに，SOI ウェハにスパッタリング法を用いて Si3N4， 

NiCr，配線用 Au を製膜する。 Si3N4 の膜厚は 75  nm， 

NiCr は 50 nm，Au は 200 nm である。次に，フォトリソ

グラフィとエッチングによりそれらのパターニングを行う。

そして， Cytop をスピンコート法を用いて 4 µm 塗布し 

200 oC で 1 時間キュアを行った。その後，SOI ウェハの埋

め込み酸化膜層である SiO2を除去しカンチレバーとするた

めバッファードフッ酸(Buffered Hydrogen Fluoride, BHF)

を用いて犠牲層エッチングを行った。犠牲層エッチングが

完了した後，超純水で洗浄し，スティッキング防止のため，

エタノールと t-ブチルアルコール置換処理後に真空乾燥を

行った。図 2 に光学顕微鏡で撮影したマイクロカンチレバ

ーの写真を示す。図で黒く変色している部分がカンチレバ

ーである。これは，カンチレバーが傾斜を持っているため

である。また，カンチレバーの左側には，カンチレバー上

と同形状の NiCr の抵抗線を設けている。  

  

  

図.2 光学顕微鏡で見たマイクロカンチレバーの写真  

Fig.2. Optical microscope image of fabricated micro- 

 cantilever .  

〈2･3〉 マイクロ流路作製工程  図 3 に微小流路構造

の作製工程，図 4 に微小流路構造を設置したセンサの模式

図を示す。微小流路構造の材料として ポリジメチルシロキ

サン(Poly-Di-Methyl-Siloxane,PDMS)を用いた。初めに，

流路となる部分のモールドを作製する。ガラス基板に SU-

8 を用いてフォトリソグラフィ法により所望のパターンに

パターニングしモールドとする。この時のモールドの寸法

は 10 mm×1.5 mm，高さは約 300 µm である。次に，モ

ールドの周囲を囲み PDMS を流し込み，90oC で 30 分加

熱し PDMS を硬化させる。PDMS の硬化後，モールドか

らPDMS を取り外す。流路の出入口をドリルにより開口し

た後，センサ基板上に PDMS を自然吸着させ，基板との

接着部に PDMS で補強した。  

 
図 3 微小流路構造の作製行程  

Fig.3. Fabrication process of PDMS   
Microfluidic structure . 

  

  

   

  

Si 

A u 

SiO 2 

Si 3 N 4 
Si 

Cytop 
NiCr 

Au 

  

( a) Coat SU - 8  to glass 

( b) Photolithography 

( d) Release of PDMS from the mold 

( c) Castling PDMS into SU - 8  mold 

( e) Cutting PDMS  microfluidic 
structure  

( f) Drilling for inlet and outlet 

g) Bonding  ( microfluidic structure  
and micro - cantilever substrate 



3/5 

 

 
(a) bird’s eye view     (b)cross-sectional view  

図 4 微小流路構造の模式図  

Fig 4.Schematic illustrations of the micro- 

 cantilever with microfluidic structure.    

3. 実験結果および考察  

〈3･1〉  A -リポソーム相互作用計測結果  図 5 は A

を 0.1wt%のアンモニア水に溶解させた後，その溶液を 

12 時間静置した後に，リポソームを固定化したマイクロカ

ンチレバー上に 10 L 滴下した時の，抵抗の時間変化であ

る。カンチレバー上のひずみゲージ抵抗は 2000 s までに

約 250 ppm 変化し，それ以降抵抗変化は飽和している。

なお，純水中やリポソームを固定化していないカンチレバ

ーでは，このような変化は起こらず抵抗はほぼ一定であり，

この変化は Aと リポソームの相互作用によるものである

ことは明らかである。また，溶解後の静置時間が 9 時間ま

での場合には，測定開始後 1 時間での抵抗変化は 100 

ppm であり，図 5 の結果よりも小さい(8)。Aはモノマー

の状態ではリポソームとの相互作用を起こしにくく、凝集

することで相互作用能が高まることが報告されており(9)，

溶解後 12 時間以上静置することで Aの凝集が進んでい

るものと考えられる。このように，Aが凝集しリポソーム

と相互作用するまでには時間がかかり，その間の挙動を計

測したい場合は 10 時間以上のオーダーでの計測が必要と

なる。その際に，滴下した微量 A溶液の蒸発や凝集によ

る濃度変化や，環境温度の変化が Aの挙動に与える影響

を考慮する必要がある。このため、環境温度の変化を考慮

した計測手法と，蒸発を防ぎ溶液を一定濃度で供給するた

めの微小流路が必要となる。  

 

 

 

 

図 5 A溶液中のカンチレバー上ひずみゲージ抵抗の

時間変化  

Fig.5. Resistance changing rate of strain gauge on  

the cantilever in A solution. 
  

  

〈3･2〉  参照抵抗を用いた温度補正の評価  まず，ヒ

ータと温度コントローラにより基板を置くステージの

温度を制御し，カンチレバー上の NiCr ひずみゲージ

抵抗と基板上の参照抵抗の温度に対する変化を測定し

た。抵抗は高精度デジタルマルチメータ (R6581, 

ADCMT)を用いて 4 線式抵抗測定により計測した。

図 6 に抵抗変化率の温度依存性を示す。カンチレバ

ー上ひずみゲージ抵抗と参照抵抗の比較では，温度に

対する抵抗変化の傾き(抵抗温度係数; TCR)がわずか

に異なることが分かる。これは，カンチレバーは基板

から離れて 

 
  

図 6 カンチレバー上ひずみゲージ抵抗と基板上抵抗

の温度依存性と温度補正結果  

Fig.6.  Resistance changing rates of strain gauge on 

the cantilever, reference resistance on the substrate, 

and compensated data as a function of temperature. 
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いるため，基板上とは熱伝導特性が異なることや，カ

ンチレバーとそれに積層した絶縁膜や電極，保護層間

の線膨張係数差による熱ひずみの効果が存在するため

であると考えられる。図 の測定結果より，ひずみゲー

ジ抵抗変化R/R，基板上抵抗変化R’/R’はいずれも温

度に対して線形であり，また，ひずみゲージ抵抗はカ

ンチレバー上に発生するひずみに比例するので，次の

式のように表すことができる。  

    

  
  

    
ここで，1, 2はそれぞれの抵抗温度係数，T は

温度，k はひずみゲージ抵抗のゲージ率，はカンチレバー

上に加わるひずみである。これらの式を変形し，温度の項を

消去すると，ひずみによる抵抗変化は  

     

と示すことができ，あらかじめ実験的にそれぞれの抵抗温

度係数を求めておくことで，温度の影響を排除して，カン

チレバーのひずみだけを計測することが可能である。図 6 

に示したように，式(3)を用いて温度補正をした結果，33oC

～ 38oCの温度変化の範囲において，抵抗変化の範囲を 3 

=154 ppm に抑えることができた。  

〈3･3〉  微量流路構造内の流体解析  次に，測定対象溶

液を微小流路構造に流した時の流速分布を調べるため，流

路内の流体解析を行った。ANSYS を用いた有限要素解析に

より，カンチレバーのある位置を中心に長さ 2.5mm までを

モデル化し解析を行った。流路の高さは実際に作製したも

のと同じく 300 µm とし，流入口での流速を 10. 0 mm/min 

とした。図 7 に微小流路内の流速分布の解析結果を示す。

今回設計した流路では層流での流速分布となっており，流

速は流路壁からの距離に依存する。流速の影響を考慮する

ならば，カンチレバーの高さについて検討することが必要

であることが分かる。  

  

 

図 7 微小流路内の流速分布解析結果  

Fig.7. An analysis result of flow distribution in 

the microfluidic structure model  

  

〈3･4〉  微小流路構造を用いた流体内でのマイクロ

カンチレバーの抵抗変化  本節では，実際に前述で示し

たように作製した微小流路構造内で，流体を流した場

合のカンチレバー上ひずみゲージ抵抗の変化を計測し

た。図8 に作製した微小流路構造を設置したマイクロカ

ンチレバーセンサチップの外観写真を示す。流路内部

の寸法は，横 10 mm，縦 1.5 mm，高さはおよそ 300 

µm である。流入口に接続したシリコーンチューブを介

して容器から純水を供給する。流出口に接続したシリ

コーンチューブには，シリンジを接続し，マイクロシ

リンジポンプ(日本ジェネティックス)により吸引する。

吸引の速度は 10 mm/min，50 mm/min,100 mm/min 

とした。ブロモチモールブルーにより呈色させた純水

を導入して観察した結果，流路内に一様に溶液が導入

されることが確認できた。 

図 9 に微小流路構造内を流れる純水中での抵抗変化

の時間依存性を示す。大気中での計測と比較して，静

止液体中，流体中いずれも抵抗安定性に大きな変化は

なかった。ただ，さらに長時間(～1 時間)の測定におい

ては，流体中では緩やかな抵抗のドリフトがみられた。

この原因は現在のところ明らかではないが，流速の変

  

 

図 8 微小流路構造を設置したセンサの正面図 

Fig.8.Shematic image of fabricated micro-cantilever  

with microfluidic structure. 

 

(1) 

(2) 

(3) 
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動や大気中や静止液体中との熱的特性の違いが影響し

ているものと考えられ，今後それらを考慮した測定や

補正の方法を検討する必要がある。  

 

4. おわりに  

本研究では，リポソームを固定化したマイクロカンチレバ

ーを用いた A相互作用の計測において，抵抗の温度依存性

を低減するための計測手法と，測定溶液の濃度変化の影響を

低減し安定供給するための微小流路構造について検討した。

参照抵抗とカンチレバー上ひずみゲージ抵抗の温度特性をあ

らかじめ測定することで，33～38℃の間で抵抗変化のバラ

つきを 154 ppm に抑えることに成功した。また，微小流路

構造中にマイクロカンチレバーを設置し，液体を流した時の

抵抗変化を測定したところ，大気中や静止液体中とほぼ変わ

らない安定性を示した。今後，この温度補償手法と微小流路

を用いた計測により，温度変化の影響も考慮したさらなる長

時間安定な Aの挙動の計測を行っていく。  
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図 9 微小流路構造内での抵抗変化の時間依存性 

Fig.9. Resistance changing in fluid . 

 


