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Development of pressure measurement technique for micro-gas flows and its application

Yu Matsuda＊
In micro gas flows, some specific phenomena on/near a wall, such as velocity slip,
temperature jump, and thermal transpiration, play an important role; thus, the measurement of
a physical quantity on a wall is very important. The authors developed a micro channel by the
PDMS micro-molding technique with mixing a pressure-sensitive dye into PDMS: i.e., a micro
channel fabricated by PSP, which is named PSCC (pressure-sensitive channel chip). In PSCC,
phosphorescence dye is used as an oxygen probe. The micro-channel (PSCC) with 200 μm
×100 μm cross section and 2.0 mm long was fabricated. The pressure distribution with the
inlet and outlet pressures of 101 kPa and 30 kPa was successfully measured by PSCC. The
measured pressure distribution indicates that the gas flow near the exit of the channel is
compressible flow and the flow is choked at the end of the channel.
１．はじめに
近年，系の代表長さが数百 μm 程度の MEMS (Micro Electro-Mechanical Systems) に代表されるマイクロデバイスの研究
開発が盛んに行われている．これらのデバイスの高信頼化・高性能化には，デバイス内部あるいはその周囲での熱流体現
象に対する理解が重要である．マイクロスケールの液体流に関する研究は盛んに実施されているが，気体流に関する研究
は，MEMS が通常気体中で動作するなどといった重要性があるにも関わらず，未だ研究の初期段階にあるといえる．マ
イクロ気体流の解析に関しては，多くが数値計算によるものであり，実験的解析例は少数である．これは特にスケールの
小ささゆえに流路内での計測が困難であることによる．また，実験例が極めて少数のため，数値計算モデルの妥当性に関
しても議論も少数である．実験的解析に関してこれまでに報告されている研究例として，マイクロ流路の出入口での圧力
差計測を通じて流路全体での圧力損失を見積もる，あるいは微細加工によりマイクロ流路内に圧力孔を設置し内部流動を
探るなどの試みがある．例えば Turner ら(1)は 1.0 mm 幅の流路に 200 μm 幅の圧力孔を設け流路内の圧力計測を行ってい
る．Kohl ら(2)は断面形状が 25 μm 角や 100 μm 角などの 5 種類の流路に幅 7 μm 程度，高さ 10 μm 程度の圧力孔を設け，
流路内の圧力分布計測を行っている．しかしながら，これらは圧力孔設置位置でのデータしか得られず，流れ場の全体に
わたる詳細な解析には不向きである．また，圧力孔が流路サイズに比べ比較的大きくなるため，これらが流れに及ぼす影
響を無視することが出来ないと考えられ，流路内部で生じている流動現象を正確に知ることは原理的に困難である．近年，
Huang ら(3)は PSP (Pressure-Sensitive Paint) によりマイクロ流路内の圧力分布計測を実施しているが，低倍率のレンズでの
撮影のため十分な空間分解能が達成されておらず，やはり流れの詳細を議論するには至っていない．そこで本研究では，
これまでに著者らが開発した感圧流路チップ (PSCC: Pressure-Sensitive Channel Chip)(4) により流路幅 200 μm，流路深さ
91 μm の矩形断面積を有する直線形状のマイクロ流路内の圧力分布計測を顕微鏡下において実施した．

2．PSCC による圧力分布計測の原理
PSCC による圧力計測法は PSP による圧力計測法と同様である．PSCC あるいは PSP では，色素分子に光を照射した際
に発せられるルミネッセンスが酸素分子との相互作用によって消光される原理を利用している．PSCC あるいは PSP の発
光強度は酸素分圧に応じて変化するため，PSCC の発光強度分布をカメラで撮影することにより圧力分布を計測すること
が可能となる．発光強度と圧力の関係は以下の Stern-Volmer の関係式によって表わされる．
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ここで A，B は Stern-Volmer 係数と呼ばれる定数であり，較正実験によって求められる．
本研究では，既報の手順(4)に従って PSCC を作製した．マイクロ流路材質には PDMS (poly(dimethylsiloxane)) を用い，こ
れに感圧性色素として PtTFPP (Pt(II) tetrakis (pentafluorophenyl) porphyrin) を混入して PSCC を作製した．具体的な混合比
は PDMS の前駆体，硬化剤，色素分子 PtTFPP を質量比 1：0.1：0.0001 とした．この溶液をセンサー層としてスピンコー
トにより成膜した．本研究で作製した PSCC においては pref=50 kPa として，Stern-Volmer 係数は A=0.31, B=0.69 であった．

3．圧力分布計測
圧力分布計測は蛍光顕微鏡(Olympus，BX61)を用いて行っ
た．撮影には 10 倍の対物レンズを使用した．光源はキセノ
ンショートアークランプを用い，バンドパスフィルター（透
過波長: 400±20 nm）に透過させることにより，色素分子を励
起するのに適切な波長の光を取り出し励起光とした．PSCC
からの発光は，ロングパスフィルター (透過限界 600nm) を

図 1 マイクロ流路内の圧力分布

介して励起光を取り除いた後，EMCCD カメラで撮像し，得
られた画像をパーソナルコンピューターにて処理した．本研
究では試料気体として酸素 21%と窒素 79%の混合ガスを用
い，流入圧力を 101 kPa，流出圧力を 30 kPa と流入流出圧力
比を 0.3 として流路に通風し圧力分布計測を行った．また参
照画像は流入，流出圧力を共に 50 kPa として流れが生じてい
ない無風時に撮影した．なお，通風時の流量を流量計 (山武，
MQV0002) によって計測したところ 4.0×10-6 kg/s であった．

図 2 マイクロ流路出口部での圧力分布(5)

この流量は，作製した PSCC の流路断面において一次元等エ
ントロピー流れを仮定して計算されるチョーク流れの流量
4.2×10-6 kg/s に非常に近い値であり，実際には摩擦等の粘性
散逸の影響があることを考えると，両者は良く一致している．
圧力分布計測結果を図 1 から 3 に示す．図 1 に流路全体で
の圧力分布を，図 2 に流路出口部での圧力分布を示す．また
図 3 には流路出口部での流路中心軸上の圧力分布を示す．図
3 中では原点を流路出口位置に採っている．図 1 から上流か
ら下流にかけて圧力が徐々に降下する様子が確認できる．特
に図 2，3 を見ると流路出口付近である-0.15 から 0 mm の間
において急峻な圧力低下が確認できる．これは一次元のファ

図 3 マイクロ流路中心線での圧力分布(6)

ノー流れに見られる流れ方向と圧力の関係と定性的に一致
する．すなわち，直線管出口付近では圧縮性の効果が強く現
れ，出口において流れがチョークしていると考えられる．以
上により，従来研究では困難であった流路内部での詳細な流動解析への PSCC の適用可能性が示された．
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