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Cr-N 薄膜ひずみゲージを用いた MEMS 触覚センサの感度向上 
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In this work, we have fabricated the tactile sensor using microcantilevers with Cr-N thin film strain gauge which has 
high gauge factor. In our previous works, NiCr thin film was employed as strain gauge, however, resistance change 
was relatively small because of its low gauge factor. The gauge factor of Cr-N thin film is 7 times higher than that of 
NiCr with higher gauge rate than NiCr, thus sensitivity of the sensor is expected to be improved. The tactile sensor 
with Cr-N thin film is successfully fabricated and strain gauge as ohmic resistance can be obtained. It is demonstrated 

that fabricated sensor has linear sensitivity to both normal and shear forces. 
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1.  緒 言 

近年、様々なモノがインターネットで相互に接続され、こ

れらから得た情報をお互いにやり取り・集約・解析する IoT

が注目されている(1)。産業分野においては IoT によるモノの

データ化や自動化を実現するスマート工場の導入が進めら

れつつある。顧客の様々なニーズに応えることのできる生産

システムの構築が目標とされ、それに合わせた最適な組み合

わせの選択による、生産の効率化が期待できる。IoT 躍進の

背景にはセンサの進化が大きく影響している。モノから情報

を得るにはセンサが必要不可欠であるため、目的に応じた多

種多様なセンサが開発されている。 

このような背景の下、我々は MEMS 多軸触覚センサの開

発を行ってきた(2)。これは人の指先の触覚機能をセンサチッ

プ上で簡易的に再現することを目的としたものであり、例え

ばマニピュレータに搭載することで、モノに触れた時の硬さ

や滑り等の触覚情報を得て、より器用なハンドリングが可能

となる。この触覚センサは、人の皮膚を模したエラストマ内

にMEMSプロセスにより Si基板上に作製した微小カンチレ

バーを封止したものである。外力印加によりエラストマが 3

次元的に変形し、それに伴うカンチレバーのたわみ変化を

NiCr合金薄膜ひずみゲージの抵抗変化として検出する。しか

し、NiCrは抵抗温度係数(TCR)が小さく温度安定性が高いが、

単位ひずみ当たりの抵抗変化率(ゲージ率)は約 2 と小さく、

たわみ変化による抵抗の変化が小さいという課題があった。

また、半導体を用いたピエゾ抵抗はゲージ率は大きいが、

TCRも高く温度補償回路が必須となる。一方、電磁材料研究

所で開発された Cr に少量の窒素を添加した Cr-N 薄膜は、

ゲージ率が約 14と NiCrの 7倍の高いゲージ率を持ち、さら

に TCR を 0 付近に制御可能であり、圧力センサ等に応用さ

れている(3)。そこで、本論文では NiCr 薄膜の代わりに新た

に Cr-N薄膜を用いた触覚センサの試作を行った。 

 

2.  触覚センサの作製プロセス 

 図 1に触覚センサの概略図、また、図 2にマイクロカンチ

レバー断面の構造図を示す。本研究で用いる触覚センサは、

SOI基板上に絶縁層として Si3N4を成膜後、Cr-N薄膜をひず 

 

 
 

みゲージ層としてスパッタリングにより成膜した。Cr-N 薄

膜はフォトリソグラフィとウェットエッチングによりミア

ンダ状にパターニングした。さらに、Au、サイトップがそれ

ぞれ配線および保護層として形成されている。カンチレバー

構造はバッファードフッ酸により SOI の埋込酸化膜層を犠

牲層としてエッチングすることで作製される。その後、エラ

ストマとして PDMSを塗布し硬化させる。 

 
 
 
 

                                 
 

 
Fig. 1  A schematic illustration of the tactile sensor 

 

 
 

Fig. 2  A schematic of cross-sectional structure of the 
microcantilever 

 

3.  Cr-N 薄膜ひずみゲージを用いた触覚センサの特性評価 

 

3-1 Cr-N薄膜ひずみゲージのパターニングと抵抗値 図

3に Cr-N薄膜をひずみゲージとして用いた触覚センサの、

作製プロセス途中における光学顕微鏡写真を示す。先行研究

で作製された NiCr薄膜と同様に、Cr-N薄膜のミアンダ状抵

抗パターンが作製できていることが分かる。1つのセンサ

チップ上にカンチレバーが 3本あり、それぞれの上にひずみ

ゲージが配置されている。またその近傍に 1つずつ参照用の

抵抗を配置している。デジタルマルチメータ(R6581,ADCMT)
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によりひずみゲージの抵抗を測定した結果、①番の抵抗値は

1.31 kΩ、②番の抵抗値は 1.42 kΩ、③番の抵抗値は 1.28 kΩ

となった。これらの値は平均すると約 1.34 kΩとなり、標準

偏差は 0.06 kΩと抵抗のバラつきは小さいといえる。 

 
   
Fig. 3  An optical microscopic image of fabricated Cr-N 

meander patterns for strain gauge 
 

3-2 Cr-N薄膜ひずみゲージの電流電圧特性 図4にパターニ

ングした Cr-N薄膜ひずみゲージの電流電圧特性を示す。電

圧に対して電流が線形に変化するオーミックな特性を有し

ていることが分かる。また、図 5には離れた電極間のリーク

電流の測定結果を示す。Auの配線の下にはCr-N薄膜があり、

それを介して Si3N4の絶縁膜に電圧が印加される。印加電圧

が高くなるとリーク電流が増大しているが、その値は 10 V

において 0.2 Aであり、抵抗値に換算すると約 50 MΩにな

るため、Cr-N薄膜ひずみゲージの抵抗に比べると十分高く、

計測上問題とならないことが示された。 
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Fig. 4  Current-voltage characteristics of Cr-N thin film 
strain gauge 
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Fig. 5  Leakage current between the electrodes through 
the insulating layer 

 

3-3 触覚センサの実装と外力印加による Cr-N 薄膜ひずみ

ゲージの抵抗変化 図 6に作製したセンサを PCBに実装し

た写真を示す。金線を用いたワイヤボンディングによりセン

サと PCBを電気的に接続した。図 7にエラストマに垂直お

よびせん断荷重を印加した際の、それぞれに対する Cr-N薄

膜ひずみゲージの抵抗変化率を示す。抵抗は垂直、せん断荷

重双方に対してほぼ線形な変化を示しており、垂直荷重に対

しては 250 ppm/N、せん断荷重に対しては 50 ppm/N程度の

感度となっている。荷重に対する感度はひずみゲージ抵抗の

ゲージ率だけでなく、エラストマの形状やサイズ、カンチレ

バーの初期たわみなどにも依存するため、一概に比較はでき

ないが、従来の NiCr薄膜を用いたセンサと比較しても同等

かそれ以上の感度となることが分かった。 

 
 

  
 

Fig. 6  A photograph of fabricated tactile sensor using Cr-N 
thin film strain gauge mounted on PCB 

 

 
Fig. 7  Resistance change rate of Cr-N thin film strain 
gauge as a function of (a) normal and (b) shear forces 

 

4 結 言 

 本研究では NiCr薄膜ひずみゲージと比較して高いゲージ

率を持つ Cr-N薄膜ひずみゲージを使用した触覚センサの試

作と評価を行った。Cr-N薄膜を用いたひずみゲージパター

ンの作製に成功し、バラつきが少なく、良好なオーミック特

性を示す抵抗を得ることができた。また、Cr-N薄膜を介し

たリーク電流が十分小さいことを確認した。さらに、作製し

た触覚センサを実装し、垂直、せん断荷重双方に対して線形

にひずみゲージ抵抗が変化することを確認し、また、その感

度は従来のものと比較して同等あるいはそれ以上となるこ

とが示された。 
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