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研究成果の概要：人工臓器や生体組織における圧力分布を高精度に測定するために新規的な溝
付きリニアアレイセンサーを考案して実用化を目指している。この新圧力センサーではシリコ
ンの単結晶平板にセンサー長手方向と垂直な方向に溝を設け、それぞれのビーム面上にひずみ
ゲージを配置している。試作したセンサーの荷重負荷試験を行い有限要素法による構造解析で
考察した。その結果、構造解析によるセンサー出力の予測が可能となりセンサーの設計方法確
立の可能性が示唆された。 
 

交付額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 

２００６年度 1,600,000 0 1,600,000 

２００７年度 1,100,000 330,000 1,430,000 

２００８年度 400,000 120,000 520,000 

年度    

  年度    

総 計 3,100,000 450,000 3,550,000 

 

 

研究分野：医歯薬学 

科研費の分科・細目：外科系臨床医学・心臓大血管外科学 

キーワード：人工臓器、再生医療、リニアアレイセンサー、血圧測定 

 
１．研究開始当初の背景 

心血管系の障害に対して人工臓器さらに
再生医療を応用した治療の研究・臨床が試み
られてきている。心臓に関する再生医療では
東京女子医大で開発された心筋シートが有
効視されている。研究代表者らも機械工学的
観点から、その実用化を目指して共同研究を
行ってきている。しかし、心筋シートも重ね
合わせて収縮力の増強を計るときに様々な
問題がある。その一つは心筋組織に浮腫が発
生して組織が障害されることがある。心筋組
織に浮腫が生じるとった問題は生化学的な
原因解析も必要であるが組織間の圧力を測

定するといった機械工学の基礎的な技術が
有用と考える。一方、重度心不全には補助人
工心臓の臨床応用が盛んに行われていてい
るが、その耐久性やコスト等の面では多くの
解決すべき問題を抱えている。 

 

２．研究の目的 

研究代表者らは心臓外科学の更なる発展
に機械工学の側面から解決すべき目標とし
て以下の 3 点を設定している。 

（1）組織工学による心筋シート開発に機械
工学を基盤として新規開発中の圧力センサ
ーを応用して再生医療の実現を支援する。 

研究種目：基盤研究（C） 

研究期間：2006～2008 

課題番号：１８５９１５６１ 

研究課題名（和文） 再生医療や人工臓器埋め込み等を目的とした新規的なリニアアレイ圧力

センサーの開発 

  

研究課題名（英文） Development of newly designed pressure sensor for regenerative 

medicine and artificial organs 

研究代表者 

藤本 哲男（FUJIMOTO TETSUO） 

芝浦工業大学・工学部・教授 
研究者番号：50267473 
 

 

  

 

 



 

 

（2）人工心臓を主体とした人工臓器に圧
力・流量センサーを埋め込みその性能向上を
目指す。 
（3）手術中に連続モニター可能な非観血的
血圧測定システムを構築する。 
これらの目標を達成可能な超小型の高感度
圧力センサーの開発ならびに設計法の確立
を本研究の目的とした。 

 

３．研究の方法 

(1) リニアアレイ圧力センサーの概要 
従来より使用されてきた圧力センサーは、

図 1に示すような平板型のリニアアレイ圧力
センサーである。一般にシリコンの単結晶板
にエッチングにより抵抗線が作りこまれて
いる。両脇には配線を行うためのボンディン
グパッドが配置されている。ボンディングパ
ッドに配線を施し、抵抗線はそれぞれ独立し
たブリッジ回路の一部となり、平板上には複
数のエレメントが構成される。この圧力セン
サーは上側が測定面であるため、例えばこの
面を被測定物すなわち手首の橈骨動脈上の
皮膚に押し当てると、シリコンのダイアフラ
ムにたわみが生じて血圧を推定することが
可能となる（これがトノメトリー法である）。
このタイプの圧力センサーでは、小型化が図
れるため微小な面積であってもその圧力分
布が測定できる点で優れている。しかし、共
通のダイアフラム上に複数のエレメントが
並んでいるため、エレメント間の相互の力学
的影響つまりクロストークが問題になる。ま
たこの方式では平板のダイアフラムを使う
ことからセンサーの感度を上げることも困
難である。これらの従来用いられていた平板
リニアアレイセンサーにおける感度とクロ
ストークという問題を解決するために研究
代表者らは新規的な溝付きのリニアアレイ
センサーを考案した（図 2）。この圧力センサ 

ーでは、シリコンの単結晶平板にセンサー 

図１ 平板リニアアレイセンサー 

 

長手方向と垂直な方向に溝を設け、それぞれ
のビーム面上にはひずみゲージを配置する。
このセンサーの特徴は、溝を設けたことによ
り平板では問題であった感度とクロストー
クの問題を解決する可能性が十分にあるこ
とである。また、一段高いビーム面上に抵抗
線を配置して被測定面にひずみゲージおよ
びその配線がないため、コーティングの必要
性がない。 

図 2 溝付きリニアアレイセンサー 
 
(2) 有限要素法を応用した圧力センサーの
設計法 
 新たに考案した溝付きリニアアレイ圧力
センサーは溝を有するために、はりの断面形
状も矩形ではなく変則的となり、理論的に荷
重と変形の力学的関係を解析することは容
易ではない。そこで本研究では汎用構造解析
システム LUSAS を用いて有限要素法により
解析した。図 3 に示すのは構造解析結果の一
例である。センサー形状とその表面上のひず
み分布がわかる。 

 
図 3 有限要素法によるセンサーの構造解析 

 
(3) 圧力センサーの製作方法 
センサーの溝はフォトリソグラフィーと

呼ばれる集積回路の製造に用いられる技術
を利用して加工される。図 4 にフォトリソグ
ラフィーのプロセスを示す。シリコンの酸化
膜の上にエッチング液に侵されない感光性
の化学物質であるフォトレジストを塗布し、
マスクによりその一部に光を当てて現像を
行うと、露光されたレジストは選択的に除去
される。この後、エッチング液に浸すと、シ
リコンが露出している場所では溝が形成さ
れる。 図 5 には試作した圧力センサーの正
面図と断面図、図 6 にはフォトリソグラフィ
ーにより試作したセンサーの拡大写真を示
す。センサーの一つの要素は 0.4x0.25x0.1mm



 

 

という微小なサイズであることがわかる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4 フォトリソグラフィーのプロセス 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5 試作センサーの設計図 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6 試作センサーの拡大写真 
 
４．研究成果 

従来より使用されてきた圧力センサーは、
平板型のリニアアレイ圧力センサーであり、
共通のダイアフラム上に複数のエレメント
が並んでいるため、エレメント間の相互の力
学的影響つまりクロストークが問題になる。
またこの方式では平板のダイアフラムを使
うことからセンサーの感度を上げることも
困難である。本研究の応用対象となる人工臓
器や生体組織における圧力分布を高精度に
測定するには新たな方式が必要とされる。従
来用いられていた平板リニアアレイセンサ
ーにおける感度とクロストークという問題
を解決するために新規的な溝付きのリニア
アレイセンサーを考案して実用化を目指し

ている。この新圧力センサーでは、シリコン
の単結晶平板にセンサー長手方向と垂直な
方向に溝を設け、それぞれのビーム面上には
ひずみゲージを配置している。このセンサー
の特徴は、溝を設けたことにより平板では問
題であった感度とクロストークの問題を解
決する可能性が十分にあることは有限要素
法による構造解析により予測された。センサ
ーの寸法は 0.5x4.3x0.1mm という微小なシ
リコーンチップ上に 10 組の圧力センサーを
フォトリソグラフィーにより製作した。 

(1) 高感度センサーの実現 
試作センサーの荷重負荷試験を実施した。

荷重と出力分布の結果の一例が図７であり
青色から赤色になるほど高出力を示す。ピン
ポイント荷重の 0.1mm 変位に対して出力電
圧は 0.8v 変化するという新センサーの高感
度が明らかとなり人工臓器や生体組織にお
ける圧力分布を測定するために十分な性能
であると考えられた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7 荷重負荷試験の結果 
 
(2) センサーの設計方法の確立 
センサー上に設置した抵抗要素の方向と

出力の関係について重点的に荷重負荷試験
を行い、その結果を有限要素法による構造解
析で考察した。試験結果はセンサーの短軸方
向の抵抗要素では長軸方向と比べて感度は
劣るもののクロストーク特性では著明な優
位性が認められた。図 8 に短軸方向抵抗要素
の出力結果を示す。短軸方向の抵抗要素につ
いて有限要素解析結果(図 9)と比較すると試
験結果の出力分布と同方向のひずみの分布
に相関がみられた。この相関から構造解析に
よるセンサー出力の予測が可能となり、セン 

図８ 短軸方向抵抗要素の出力結果 



 

 

図９ 短軸方向のひずみ解析結果 

 

サーの設計方法が確立できることが示唆さ
れた。 

以上の成果は国内外の関連する学会で報
告してきた。その反響としては人工心臓の研
究施設として世界的に評価の高いポーラン
ドの 

Artificial Heart Laboratory in Foundation 

for Cardiac Surgery Development, Zabrze 

より共同研究の申し出があったことを一例
としてあげておく。 
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