
XX－XX－XX 

 

1／6 

 

 

NiCr ゲージ薄膜の抵抗温度係数低減によるカンチレバー型触覚センサ

の高分解能化 
 

守口 祐介, 平嶋 大樹

＊, 植松 達也, 寒川 雅之, 金島 岳, 奥山 雅則（大阪大学）
 

野間 春生（ATR）
 

 

High Resolution Tactile Sensor with Microcantilevers by Redusing TCR of NiCr-Gauge-Thin-Film 

Y. Moriguchi, D. Hirashima＊, T. Uematsu, M. Sohgawa, T. Kanashima, M. Okuyama (Osaka University)  

H. Noma (ATR) 

 

We have developed a tactile sensor with three inclined microcantilevers which can detect tri-axial forces.  In 

this work, changes of temperature coefficient of resistance (TCR) by releasing cantilevers and embedding them 

in the elastomer have been investigated.  TCR increases after releasing the microcantilever from the substrate 

because of deformation by temperature and decreases after embedding in the elastomer.  TCR has the least 

value at Cr: 75wt% in NiCr alloy thin film.  Using NiCr (Cr: 75wt%) film, it is demonstrated that drift and 

noise of outputs can be reduced to one-thirty and one-fifth, respectively. 
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(tactile sensor ,cantilever, coefficient of thermal expansion, temperature coefficient of resistance, elastomer, 

NiCr thin film) 

 

1. はじめに 

近年、高齢化が進んで労働人口が減少していく中、高齢

者の生活を補助する介護など人々の生活を補助するヒュー

マンサポートロボットが注目されている。また、部品のは

め込みや、果物や野菜といった柔らかい農産物を傷つけな

いように扱える器用な産業用ロボットの実現が期待されて

いる。この様な動作をロボットに行わせるためには，人間

の指先のように物体把持の状態を鋭敏に認識する必要があ

る。人間の指先には垂直圧力に加え剪断力も検知できる触

角機能が存在し，これにより物体把持による反力および滑

りを知覚することで人間は把持力をコントロールしてい

る。このため、圧力と剪断力を同時検知できる触覚センサ

の研究開発が期待されており、我々はこれを実現するもの

として、エラストマに埋め込まれた傾斜角を持つマイクロ

カンチレバーを用いて、垂直圧力および２軸の剪断力の計

３軸力を計測することができる集積化多軸触覚センサシス

テムを提案している
(1)
。上記のようなロボットにおける用途

においては、触覚センサは様々な環境下で用いられること

になるため、温度に対する特性を考慮しなければならない。

このため、検知部であるひずみゲージ抵抗については、温

度に対する補正を行うか、温度に対する抵抗値の変化が小

さい材料を用いる必要がある。 

これまで検知部分の NiCr の組成比を変化させた薄膜で

作製することで、抵抗温度係数(temperature coefficient of 

resistance; TCR)を低減し、温度ドリフトの影響を小さくし

てきたが
(2)
、NiCr 薄膜内の組成比を調整するために Ni と

Cr それぞれ別のターゲットを用いて成膜しているため組成

や抵抗温度係数の再現性に乏しかった。また、我々が提案

するマイクロカンチレバー型触覚センサの構造では熱膨張

率の差を利用して反り構造を作製することから、温度変化

によりカンチレバーの変形が生じることが考えられるが、

この影響を考慮していなかった。 

そこで、今回は Cr 含有率 10～90wt%の NiCr 焼結材を用

意し、これらをターゲット材としてスパッタリング法によ

り成膜することで触覚センサ素子のひずみゲージの薄膜の

状態安定化を図った。また、マイクロカンチレバーのリリ

ースやその保護用エラストマ中への埋め込みによる抵抗温

度係数の変化について検討した。さらに最適組成比の NiCr

合金薄膜をひずみゲージとして用いることにより、触覚セ

ンサの出力ドリフトとノイズの低減を行い検知分解能の向

上を図ったので報告する。 
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2. 触覚センサ素子の作製方法 

図１(a)に作製した触覚センサの断面構造を示す。作製に用

いた SOI ウエハは活性層(Si): 2.5 µm で，埋込酸化膜層

(SiO2): 1 µm，支持層(Si): 500 µm である。まず，フッ化水

素酸 1%水溶液に１分間浸漬することにより表面の自然酸

化膜を除去し，スパッタリング法により絶縁層(Si3N4)を

300 nm 活性層上に成膜した。次に応力検知層(NiCr)と配線

層(Au)をスパッタリング法により、それぞれ 50 nm / 100 

nm 成膜した。その後，フォトリソグラフィーによりパター

ンを形成した。応力制御層としてポリマー材料であるサイ

トップ(CTL-813NMD; 旭硝子)をスピンコートし 200℃で

硬化させた後，反応性イオンエッチング(RIE)によるエッチ

ングでカンチレバーを基板からリリースするための犠牲層

エッチング窓を形成した。マイクロカンチレバー下の埋込

酸化膜層(SiO2)を犠牲層として、バッファードフッ酸(BHF)

に浸漬することにより犠牲層エッチングを行った。超純水

で洗浄後、表面張力による基板へのスティッキングを防止

するため、エタノール、t-ブチルアルコールの順に水分を置

換し、真空冷凍乾燥法によって乾燥させた。図１(b)に乾燥

後の触覚センサ１素子の光学顕微鏡写真を示す。また図 1(c)

にはレーザ光を用いた 3 次元形状測定システム(キーエンス 

KS-1100)により計測した立体形状を示す。これよりマイク

ロカンチレバーが傾斜形状を持つことがわかり、その先端

の高さは 30～40 µm であった。この後，カンチレバー構造

上に厚さ 1 mm のエラストマ（ポリジメチルシロキサン; 

PDMS）に埋め込むことで保護し，プリント基板上に搭載

して Au ワイヤボンディングによる配線を施した。図 1(d)

には作製した触覚センサの写真を示す。   

３.  作製した触覚センサ素子の抵抗温度係数 

〈3･1〉マイクロカンチレバー構造における見かけの抵抗

温度係数の変化  

温度変化とひずみ変化が同時に起きた場合の抵抗の元の

抵抗値に対する変化率は以下の式で表される。 

εβ ∆+∆=∆ kTRR / ……………………………(1) 

前項は、温度変化により金属中の格子振動が大きくなる

ことによる、材料自体の抵抗率の変化を示す。この効果に

よる抵抗値の変化量はひずみゲージに用いられる金属の種

類や合金の組成比によって変化する。また後項はひずみに

より抵抗体の長さや幅が変化することによる抵抗値変化で

あり、k はゲージ率と呼ばれ典型的なひずみゲージでは k=2

である。我々が用いているマイクロカンチレバー構造にお

いては、応力層(CYTOP)と活性層(Si)の線膨張係数の差によ

り、温度変化( T∆ )によりマイクロカンチレバーに次式で

表されるような変形(いわゆるバイメタル効果)が現れる
 (3)
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図 1: 作製した触覚センサ素子(a) カンチレバーの断面構

造 (b)素子写真(c) 形状測定システムによるカンチレ

バーの立体形状(d)作製した触覚センサの全体図 

 

ここで、 ρ はカンチレバーの曲率半径、

1α ,
2α は各層の

線膨張係数であり、また A はヤング率と各層の膜厚から得

られる定数であり、次式で表される。 
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ここで、 A は応力層と活性層のヤング率 E1,E2と各層の

厚さ h1, h2から得られる定数であり、 

)( 2111 hhhs += , )( 2122 hhhs += ,
12 EE=ω  

である。これらの式から以下のように温度変化によるひず

みの変化を計算することができる。 
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ただし、t はカンチレバーの中立軸からひずみゲージ層まで

の距離である。これらのことから、温度変化が生じた場合、

式(1)の前項のような真の TCR に加え、温度変化によるひず

みが加わるため見かけの TCR が生じると考えられる。我々

が用いているような室温で上方に反ったカンチレバーの場

35 
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合、温度が上昇すると反りの減る方向に変形し、カンチレ

バー表面のひずみは引張方向に増えることとなるので、式

(1)の後項は正の値になると考えられる。 

 

〈3･2〉 NiCr ひずみゲージ薄膜の抵抗温度係数の組成比

依存性 

NiCrひずみゲージ薄膜の TCRの組成比依存性を調べるた

め、ひずみゲージ層の成膜に用いるターゲットとして、Cr

含有率が 10～90wt%の NiCr 合金焼結ターゲットを用いた

触覚センサ素子を作製した。マイクロカンチレバー構造を

作製する前のひずみゲージ抵抗のTCRのターゲット組成比

依存性を図 2に示す。TCR は Ni:Cr の比に大きく依存し、

Cr の濃度が 40～80wt%の間で比較的小さい値(100ppm/K

以下)を取る。この傾向は Ni と Cr 別々のターゲットを用い

て基板を回転させて成膜した場合と同じであるが
(2)
、それに

比べてバラツキの少ない安定した値が得られている。また、

文献(2)では負の TCR が現れる場合があったが、今回の結果

ではそのようなことはなくほぼ正の値となっている。もっ

とも低い抵抗温度係数は Cr 含有率 75wt%を用いて作製し

たもので、ある程度のバラツキはあったものの、約 5 ppm/K

以下に抑えられた。 
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図2: マイクロカンチレバー構造を作製前におけるひずみ

ゲージ抵抗の TCR のターゲット組成比依存性 

 

〈3･3〉 マイクロカンチレバー構造の作製とエラストマ

への埋め込みによる抵抗温度係数の変化 

図 3 にマイクロカンチレバーの作製前後とエラストマへ

の埋込を行った後の TCR を示す。基板からのマイクロカン

チレバーのリリース後は 3 章で議論したように温度変化に

より変形が生じるため、大きく TCR が上昇している。式(4)

よりゲージ率をk=2と仮定して見かけのTCR増加を計算す

ると、31ppm/K となる。図 3 における各 Cr 濃度の TCR 増

加はある程度のバラツキはあるが、その平均は約 30ppm/K

であり、式(1)からの予測値とよく一致しており、TCR の増

加が温度変形による見かけ上のものであることが分かる。

一方、マイクロカンチレバーをエラストマ中へ埋め込むこ

とによりTCR上昇は抑制される。これはエラストマにより、

熱ひずみによるカンチレバーの変形が抑えられるためであ

る。最も低い TCR を示した NiCr(Cr: 75wt%)を用いたセン

サにおいて、リリース後には 30ppm/K と上昇したが、エ

ラストマ中への埋め込みにより 14ppm/K へ減少した。しか

し、リリース前の値(5ppm/K 以下)に比べるとなおもわずか

であるが高くなっている。これはエラストマそのものの熱

膨張によりマイクロカンチレバーが変形させられるためで

あると考えられ、これを防ぐためには熱膨張のより小さい

エラストマ材料を用いる必要がある。 
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図3: マイクロカンチレバーの作製前後とエラストマへの埋

込を行った後の TCR の変化 

４. 触覚センサの素子出力の評価 

〈4･1〉 ひずみゲージ抵抗値の時間的ドリフト 

一般的にひずみゲージに用いられる NiCr 合金の組成比

であるCr濃度20wt%の薄膜と、前章の測定で最も低いTCR

を示した Cr 濃度 75wt%の薄膜を用いて作製した触覚セン

サ素子のひずみゲージ抵抗の通電開始からの時間変化を図

4 に示す。通電により抵抗部でジュール熱が発生し、マイク

ロカンチレバー周囲の温度が変化していくため抵抗値に時

間的なドリフトが見られる。測定では測定電流 1 mA を流

し、ひずみゲージ抵抗はデジタルマルチメータにて 50 分間

にわたり連続に計測した。図 4 に示すように、測定通電開

始直後から抵抗値は急激に上昇し、一定時間後に飽和して

いることがわかる。飽和した際の NiCr(Cr: 20wt%)と

NiCr(Cr: 75wt%)薄膜ひずみゲージを用いたセンサの抵抗

変化率はそれぞれ 275ppm，9ppm となった。これらセンサ

の室温における初期抵抗値はそれぞれ 1.36 kΩ，2.41 kΩで

あることから、通電による発熱量は NiCr(Cr: 75wt%))の方

が多いにも関わらず、ドリフトを NiCr(Cr: 20wt%)の 3%程

度に抑えることができた。ドリフトが小さいほど、出力の

時間的安定性が高くなるため、出力の S/N 比の上昇につな

がると考えられる 
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Cr : 20 wt%

Cr : 75 wt%

Cr : 20 wt%
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図 4: Cr:20 wt%と Cr:75 wt%を用いた触覚センサ抵抗

値の通電開始からの時間ドリフトの比較 

 

〈4･2〉 触覚センサ素子の外部力印加に対する抵抗変化 

 NiCr(Cr: 20wt%)と NiCr(Cr: 75wt%)を用いて作製した

触覚センサの垂直圧力と剪断力に対する抵抗変化の測定を

行った。力印加に対する抵抗変化を測定するための測定系

の写真を図 5 に示す。XY-Stage 上に作製したセンサを両面

テープで固定し、直径 1 cm のアクリル製の円柱をエラスト

マ表面に接触させる。この後 Z-Stage を動かすことで垂直

圧力を印加し、また XY-Stage を動かすことで剪断力を印加

する。この時、センサに印加した力はアクリル製の円柱の

根元に取り付けた 6 軸力センサ(UFS 2A-05 ニッタ)にて測

定する。また、センサの抵抗値変化はデジタルマルチメー

タで測定する。垂直圧力応答に関しては、接触した地点を

基準にアクリル製の円柱を 10 µm ずつの計 100 µm 押し付

けることで印加を行った。これを 3 回連続で行った時の結

果を図 6(a)に示す。また剪断力に関しては、x 軸方向に 10 

µm ずつの計 100 mm 動かしていくことで印加を行った。同

様に 3 回連続で測定したものを図 6(b)に示す。Cr: 20wt%

を用いた触覚センサは前項で述べた抵抗値の時間的ドリフ

トのため、３回の計測の間に直線がシフトしてしまってい

る。さらに、周囲の温度ゆらぎによると思われる雑音も大

きい。一方、TCR が最小である Cr: 75wt%を用いたものは

3 回の計測で抵抗値の変化はほぼ同じ直線状を通り、雑音も

非常に小さい。図 7 に垂直圧力印加に対する抵抗変化を直

線近似した場合の傾き(すなわち力に対する感度)と決定係

数(R2
値)の NiCr 薄膜中 Cr 濃度に対する依存性を示す。感

度はバラツキが大きいが、これはマイクロカンチレバーの

反り形状のバラツキに起因するものであり、Cr 濃度に対す

る依存性は小さいと考えられる。また、R2
値は TCR の依存

性と相関があり、Cr 濃度が 20wt%のとき 0.922 と低く、

75wt%で最も 1 に近い 0.981 という値になる。これらの結

果から、Cr 濃度が 75wt%の NiCr 合金薄膜を触覚センサ素

子のひずみゲージ部に用いることで、温度に対する安定性

を高め、触覚センサの高分解能化につながると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5：測定系写真 

(a) 垂直圧力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 剪断力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6: Cr:20 wt%と Cr:75 wt%を用いた触覚センサの垂直圧

力(a)と剪断力(b)に対する抵抗変化 
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図7: 垂直圧力印加に対する抵抗変化の直線近似の傾きと決

定係数(R2
値)の NiCr 薄膜中 Cr 濃度に対する依存性 

 

 

５. まとめ 

Cr含有率 10～90wt%の NiCr焼結合金ターゲットを用い

てカンチレバー型触覚センサを作製して各々の抵抗温度係

数(TCR)を測定した。最も低い TCR を示す NiCr の Cr 含有

率は 75wt%であり，その値はおよそ 5ppm/K 以下であった。

マイクロカンチレバーの作製により TCR は平均して

30ppm/K 程度の増加がみられたものの、エラストマ中に埋

め込むことにより 14ppm/K と TCR の上昇を抑制すること

ができた。最適な Cr 含有率 75wt%を用いて触覚センサを

作製ことにより，センサの出力ドリフトを 9ppm/K まで低

減し，触覚センサの高分解能化が可能になることを示した。

今後はこの薄膜を用いて作製した触覚センサにより、ロボ

ットハンドによる物体把持状態の認識精度向上や、表面テ

クスチャ認識の計測などを行っていく予定である。 
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