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In this work, we have employed Cr-N thin film has high sensitivity as strain gauge of the tactile sensor instead of NiCr 

and its sensitivity to applied force and temperature stability have been characterized. Temperature coefficient of 

resistance (TCR) of Cr-N thin film is relatively higher than NiCr, however, it is suggested that TCR can be reduced by 

controlling annealing temperature. Sensitivities to normal and shear forces of the tactile sensor with Cr-N thin film are 

2-3 times larger than previous one. 

 

キーワード：触覚センサ、ひずみゲージ、高ゲージ率、温度安定性、マイクロカンチレバー 

(Tactile Sensor, Cr-N Thin Film, High Gauge Factor, Temperature Stability, Microcantilever) 

 

1. 緒 言 

近年、ロボット技術の発達により様々な分野においてその

利用が増えている。しかし従来人間が行ってきた作業をロ

ボットが行う場合、様々な問題を抱えている。一つの問題と

して物体の把持や組み立てを行うためのマニピュレーショ

ン制御があげられる。製造業で扱われるワークは剛性が高く、

また、形状や質量ともに一定の場合が多いため、マニピュ

レーションは比較的容易であったが、今後ロボット技術が期

待される医療福祉分野や農業分野などでは、把持の対象とし

て生体のように軟らかく、形状が一定ではないものも想定さ

れる。このようなものを器用に把持するためには対象物を損

傷・破壊させないような精密なマニピュレーション制御が必

要である。人間が現状のロボットとは異なりこれらのものを

器用に把持できるのは、視覚と触覚のフィードバックによる

ものである。つまりロボットにおいても人間と同様な視覚、

触覚のフィードバック機能を持たせることができれば、軟ら

かく形状が一定ではない物体においても把持することが可

能となる(1)。そのためにロボットには触覚センサを搭載する

ことが求められる。 

一方、近年様々な製品における質感デザインが重要視され

るようになってきており、例としてスマートフォン、デスク、

自動車のハンドルやダッシュボード、クッションのビーズな

どがあげられる。これらに関しては従来では人の感覚で評価

されているが、「ふわふわ」「さらさら」などのオノマトペを

利用した定量化方法が提案されているが、個人の主観に基づ

く表現であるため完璧に質感を表現することができず、伝達

性や再現性に課題がある(2)。触覚センサによりこのような質

感を定量化することが可能となり、これを消費者と共有する

ことができれば、新たなビジネスの発展が可能となる。 

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(3) (4)。これはセンサチップ上で人の指先の触

覚機能を簡易的に再現することを目的としたものであり、こ

れによってモノの触覚情報を得ることができる。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 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、カンチレバーの

変形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、抵抗温度 

係数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

らに熱処理温度によって TCR を 0 付近に制御可能とされて

いる(5)。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い、感度と温度特

性の評価を行った。 

 

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 MEMS 触覚セ

ンサは、SOI(silicon on insulator)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、真空中にて 180℃あるいは 190℃で熱

処理を行った。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・

パターニングされている。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

を塗布しカンチレバーを封止して硬化させ、さらにカンチレ

バー部の上に半球状の PDMS を接着し接触部とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. A schematic illustration of the tactile sensor. 
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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 に熱処理温度が 180℃の Cr-N 薄膜をひずみゲージと

して用いた触覚センサの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 薄膜のミアンダ状ひ

ずみゲージ抵抗パターンが作製できている。1 つのセンサ

チップ上にカンチレバーが 3 本先端の向きを変えて形成さ

れるため、それぞれの上に相当する箇所にひずみゲージパ

ターンが配置されている。またその近傍に 1 つずつ同形状の

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)によりひずみゲージの抵抗を測定した結果、

3つのひずみゲージの抵抗値を平均すると約 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。ま

た、熱処理温度が 190℃の場合でも同様に作製することがで

き、3つのひずみゲージの抵抗値を平均すると約 3.1kΩ、 

標準偏差は 0.03kΩとなり、同様に抵抗のばらつきは少ない

といえる。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. An optical microscopic image of fabricated 

Cr-N meander patterns for strain gauge and reference 

resistance. 

 

<3･2> Cr-N 薄膜ひずみゲージを用いたセンサの抵抗温度 

係数  作製したセンサの温度特性を調べるため、ヒータ付 

プローバにてセンサの加熱時の Cr-N 薄膜ひずみゲージの抵 

抗変化を測定した。図 4 に 30℃における抵抗値を基準とし 

た Cr-N 薄膜ひずみゲージ抵抗の温度依存性を示す。Cr-N 

薄膜は成膜時の熱処理温度によって抵抗温度係数が変化し、 

180℃で熱処理を行ったものは抵抗温度係数が約+270 

ppm/℃、190℃で熱処理を行ったものは抵抗温度係数が約 

-380 ppm/℃ほどとなった。これまで用いた NiCr 薄膜では 

TCR は数十 ppm/℃程度であったので、それに比べると大き 

な値となっているが、Cr-N 薄膜では抵抗温度係数が正から 

負に変化しているため、熱処理温度を調整することによって 

抵抗温度係数を限りなく 0 に近づけることが可能と考えら 

れる。 

 

 

Fig.4. Resistance of Cr-N thin film as a function of 

temperature. 

 

<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 5 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(熱処

理温度 180℃、190℃)および NiCr 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し、それらのバラつきが

存在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、Cr-N 薄膜を用いたセンサはいず

れの熱処理条件でも高感度となることが分かった。ただ、そ

の感度向上は 2~3 倍程度にとどまっており、さらなる向上の

ためにはプロセス条件等の最適化が必要である。 

 

Fig. 5. Resistance change rate of Cr-N and NiCr thin 

film strain gauge as a function of (a) normal and (b) shear 

forces. 
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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 薄膜を用いた触覚センサを試作し、

Cr-N 薄膜の熱処理温度による温度特性への影響を調べ、熱

処理温度により抵抗温度係数が正から負へ変化することを

確認した。この結果は、熱処理温度の調整により抵抗温度係

数を 0 に近づけることが可能であることを示唆している。さ

らに、作製した触覚センサは垂直、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向上したことが示された。 
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