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Here we reports a comb structure cantilever modeled by bristled wings of thrips. The comb structure is
formed at the edges of the cantilever and its surrounding frame. Then, it acts as a continuous membrane due
to the effects of low Reynolds numbers. When differential pressure is applied to the cantilever surface, both
comb structures act as airflow suppression through the gap. The leakage of the fabricated comb cantilever
was smaller than the normal cantilever due to the overlapping area of the comb. The proposed structure may
be useful as a sensitive barometric pressure change sensor.

１．研究背景
MEMS 差圧センサとして、カンチレバーを利用し、周囲の
隙間を数ミクロンにすることで、圧力差を高感度に計測できる
(1,2)

。カンチレバー型差圧センサに空気チャンバを取り付けるこ

とで、室内のドアの開閉等による 10 Pa 程度の微小な気圧の変
化が検出可能となる(3)。この時、カンチレバー周りの空気漏れ
を抑えることでさらなるセンサ感度の向上が期待できると考
えられる。一方で、体長 1 mm 程度の飛翔昆虫であるアザミウ
マの翼は膜状になっておらず支柱と多数の毛で構成された毛
状となっていることが知られている。このとき低レイノルズ数
領域の空気の粘性の効果によって、隣り合う毛の間に空気がほ
とんど流れず、1 枚の翼のように振る舞っていることが示唆さ
れている(4)。
本研究の目的は、大変形領域での空気漏れを抑制する、アザ
ミウマの毛状翼を規範とした櫛歯構造を形成したカンチレバー

図 1. 櫛歯構造カンチレバーの概念図

型差圧センサを実現することである（図 1(a)）。カンチレバーの先端を数ミクロンの凸凹構造を面内方向にパターニング
することで、櫛歯構造がカンチレバー及び周囲に形成される。カンチレバーに圧力差が加わると、通常のカンチレバーと
同様に面外方向に変形する。このとき、粘性の効果で両方の櫛歯構造において、櫛歯間に空気流れがほとんどないため、
カンチレバー先端周りはあたかも 2 枚の板が上下に重なり合っているような流れ場となる。このため、単純なカンチレバ
ーと比較して、微小変形領域ではギャップの総面積の関係から空気漏れが大きいが、大変形領域では重なり合う櫛歯の効
果により空気漏れが抑えられると考えられる（図 1(b)）。
これらの背景を基に本研究では、数十 Pa の圧力差領域での検出を目的とし、提案する櫛歯構造を形成したカンチレ
バーを試作した。以下では試作したカンチレバーの空気漏れに関する実験結果について報告する。

２．カンチレバーの試作
試作した櫛歯構造を形成したカンチレバー型差圧センサを図 2 に示す。2 mm×2 mm×0.3 mm のチップの中心にカンチ
レバーが形成されており、カンチレバーの表面にピエゾ抵抗層を形成することで圧力差を抵抗変化から検出できる。カン
チレバーの大きさは 500 µm×200 µm×1 µm となっており、櫛歯ありとなしの両方の構造を試作した。櫛歯の大きさは、50
µm×5 µm となっており、空気が漏れうるギャップの総面積は櫛歯なしのカンチレバーと比較して約 3 倍広い。
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差圧センサは SOI ウェハから
MEMS プロセスによって製作さ
れる。製作プロセスについては
参考文献(2)に詳しい。
試作したそれぞれのカンチレ
バー型差圧センサに対して、上
面と下面に圧力差を印加した際

図 2. 試作したカンチレバー構造の写真

の抵抗変化率を評価した。計測時には圧力の異なるチャンバ間に差圧センサを配置し、抵抗変化を計測する（図
3(a)）。計測時においては、チャンバ間の圧力差は圧力校正器によって一
定の値に保たれている。実験の結果、抵抗変化率はどちらの差圧センサ
も 8.7×10-5 Pa-1 となっており、圧力差に対するセンサとしての感度は同等
であった。

３．空気漏れ評価
圧力差に対する抵抗変化率を求めたそれぞれの差圧センサを用いて、
空気漏れの評価を行った。実験方法としては、圧力差に対する評価実験
と同様に圧力の異なるチャンバ間に差圧センサを配置する（図 3(a)）
。一
定の圧力を印加後、圧力校正器のつながっているバルブを閉じる。その
結果、カンチレバーのギャップから空気が漏れ、チャンバ間の圧力差が
減少する。空気の漏れ量は圧力差の減少速度に比例するので、この時の
圧力差変化を差圧センサの信号から計測することで、漏れ量を評価でき
る（図 3(b)）。櫛歯ありのカンチレバー構造は櫛歯なしのカンチレバー構
造のそれぞれの減少速度を求め、比を計算することで櫛歯構造の漏れを
評価した。
計測した各圧力差における空気漏れの比を図 3 に示す。10 Pa から 80 Pa
までの圧力差で実験を行った。実験の結果、圧力差が 10 Pa においては、
ギャップの総面積の比とほぼ同等の 3 倍の空気漏れがあった。圧力差が
大きくなるに応じて、空気の漏れ量の比は小さくなり、60 Pa 付近で漏れ
量は逆転することが分かる。さらに 80 Pa においては、櫛歯ありのカンチ
レバー構造のほうが 10%程度漏れ量が少なくなる結果となった。

図 3. (a) 実験セットアップの概念図。(b) 圧力差を
図３. (a) 実験セットアップの概念図。(b) 圧力差を
印加した際の応答。(c)空気漏れの比。
印加した際の応答。(c) 空気漏れの比。

４．結言
アザミウマの毛状翼を規範とする櫛歯構造を形成したカンチレバー型差圧センサを試作し、空気漏れの評価を行った。
計測の結果、櫛歯ありのカンチレバー構造は櫛歯なしのカンチレバー構造と比較して、10 Pa の圧力差のときには、ギャ
ップの総面積の比とほぼ同等の 3 倍の空気漏れがあった。一方で、80 Pa においては、櫛歯ありのカンチレバー構造のほ
うが 10%程度漏れ量が少なかった。これらの実験結果から、提案する櫛歯構造を用いることで、微小変形領域で空気漏
れが増大し、大変形領域で空気漏れを減少させる効果があることが確認できる。今後は、この効果をさらに強めることが
可能である櫛歯の形状を探求するとともに気圧変化センサとしての感度評価を行っていく予定である。
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