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(57)【要約】
【課題】フレキシブル回路基板の構成要素で成形でき、
しかも、屈曲時の低計測誤差、高い柔軟性、小型高密度
性、耐熱性などに優れる圧力センサ及びその製造方法並
びに圧力検出モジュールを提供する。
【解決手段】一つ以上の電極を有する導電体パターン４
が設けられたベースフィルム２と、導電体パターン４の
電極を覆うようにベースフィルム２に積層されるカバー
フィルム５と、カバーフィルム５とベースフィルム２間
に設けられ、電極とカバーフィルム５の間に所定の隙間
を有する中空部６を構成するスペーサ７と、電極とスペ
ーサ７との間に土手８、を備え、カバーフィルム５の中
空部６に対応する部分は、圧力に応じて電極に接離する
方向に変形可能で、電極との接触圧に応じて接触抵抗が
変化する感圧部を有し、接触抵抗の変化によって圧力を
検出する構成となっている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一つ以上の電極を有する導電体パターンが設けられたベースフィルムと、
　該導電体パターンの電極を覆うようにベースフィルムに積層されるカバーフィルムと、
　該カバーフィルムとベースフィルム間に設けられ、前記電極とカバーフィルムの間に所
定の隙間を有する中空部を構成するスペーサと、を備え、
　前記カバーフィルムの前記中空部に対応する部分は、圧力に応じて前記電極に接離する
方向に変形可能で、前記電極との接触圧に応じて接触抵抗が変化する感圧部を有し、接触
抵抗の変化によって圧力を検出する構成となっていることを特徴とする圧力センサ。
【請求項２】
　前記電極と前記スペーサの間に土手が設けられている請求項１に記載の圧力センサ。
【請求項３】
　前記電極が前記ベースフィルムに並べて配置される一対の電極である請求項１または２
に記載の圧力センサ。
【請求項４】
　前記電極が前記ベースフィルムに１つであり、感圧部と電気的に接続されている前記カ
バーフィルム上の電極を１つ有する請求項１または２に記載の圧力センサ。
【請求項５】
　前記ベースフィルムは帯状構成で、前記中空部はベースフィルムの一方の側縁に開放さ
れている請求項１乃至４のいずれかの項に記載の圧力センサ。
【請求項６】
　前記導電体パターンの電極を含む中空部に露出する部分には、酸化防止用の金属メッキ
が施されている請求項１乃至５のいずれかの項に記載の圧力センサ。
【請求項７】
　前記カバーフィルムには、屈曲時の引張り力を軽減するための切れ込みが設けられてい
る請求項１乃至６のいずれかに記載の圧力センサ。
【請求項８】
　前記感圧部はカバーフィルムに成膜された感圧用薄膜である請求項１乃至７のいずれか
の項に記載の圧力センサ。
【請求項９】
　前記スペーサまたは／および土手が、感光性カバーからなる請求項１乃至８のいずれか
の項に記載の圧力センサ。
【請求項１０】
　前記カバーフィルム上に突起を付けた請求項１乃至９のいずれかの項に記載の圧力セン
サ。
【請求項１１】
　ベースフィルム上に一対の電極を備えた導電体パターンを形成し、
　該ベースフィルムに感光性カバーを積層すると共に、少なくとも前記導電体パターンの
一対の電極に対応する部分を除去して露出させ、感光性カバーの残存部分によって導電体
パターンの残りの部分を覆い、
　前記導電体パターンの一対の電極を含む露出部分について酸化防止用の金属メッキ処理
を施し、
　その後、前記電極との接触圧によって接触抵抗が変化する感圧部が予め形成されたカバ
ーフィルムを積層し、前記感光性カバーの残存部分と接着剤にて貼り合わせることで、前
記感光性カバーの除去した一対の電極に対応する部分に中空部を形成することを特徴とす
る圧力センサの製造方法。
【請求項１２】
　ベースフィルム上に一つの電極を備えた導電体パターンを形成し、
　該ベースフィルムに感光性カバーを積層すると共に、少なくとも前記導電体パターンの
電極に対応する部分を除去して露出させ、感光性カバーの残存部分によって導電体パター
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ンの残りの部分を覆い、
　前記導電体パターンの電極を含む露出部分について酸化防止用の金属メッキ処理を施し
、
　その後、前記電極との接触圧によって接触抵抗が変化する感圧部および前記感圧部に電
気的に接続された電極が予め形成されたカバーフィルムを積層し、前記感光性カバーの残
存部分と接着剤にて貼り合わせることで、前記感光性カバーの除去した電極に対応する部
分に中空部を形成することを特徴とする圧力センサの製造方法。
【請求項１３】
　前記感光性カバーの前記ベースフィルム上の前記電極に対応する部分を除去する際に、
感光性カバーを利用し、前記中空部の手前に、中空部への接着剤の流れ込みを防止する土
手を造形し、該土手にはカバーフィルムは非接着とすることを特徴とする請求項１１また
は１２に記載の圧力センサの製造方法。
【請求項１４】
　１つ又は複数の帯状部を有するフレキシブル回路基板と、
　フレキシブル回路基板を構成する１つ又は複数の帯状部に配置された請求項１乃至１０
のいずれかの項に記載の圧力センサと、を備えた圧力検出モジュール。
【請求項１５】
　前記帯状体は、複数の帯状部が階層的に分岐しているツリー構造から構成されており、
各分岐帯状部の末端部位に圧力センサが設けられている請求項１４に記載の圧力検出モジ
ュール。
【請求項１６】
　フレキシブル回路基板に設けた１つ以上の通信用端子と、
　フレキシブル回路基板に設けられ、フレキシブル回路基板を延出する配線によって前記
圧力センサ及び通信用端子に電気的に接続され、各圧力センサにより取得された情報を取
得し、当該情報を通信用端子に送信する通信機能を有する１つ以上の電子回路部と、を備
えた請求項１４又は１５に記載の圧力検出モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フレキシブル回路基板に一体的に形成可能で、球状曲面を含む柔軟曲面に用
いる圧力分布の計測に適した圧力センサ及びその製造方法並びに圧力検出モジュールに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　市販されている一般的な圧力分布センサは、基本的に四角形状の薄いシートから構成さ
れている。シート形状なので、筒状曲面での計測は可能であるが、球状曲面を含む柔軟曲
面での計測には適さない。これは、（Ｎ×Ｍ）点の圧力点を（Ｎ＋Ｍ）本の配線で信号収
集する省配線技術（マトリクス配線）と関係しており、縦横する配線のため計測領域形状
が四角形状などに制約されるためである。
　また、これらの圧力分布センサは、ＰＥＴフィルムと印刷配線で実装されたものが主流
となっているが、配線の印刷精度やマイグレーションのため配線密度が低く、また配線に
柔軟性がなく曲げ屈曲耐性がない。さらに、半田リフローにも適さないため、部品実装が
困難であり、信号処理装置と大型コネクタで接続しなければならない問題も抱えている。
【０００３】
　これらの問題に対し、多様な曲面上でも圧力分布を計測可能な触覚センサを実現するも
のとして、帯状部を備えたツリー状基板からなり、またマトリクス配線ではなく、アナロ
グ－デジタル変換や通信ができる小型ＩＣなどをセンサシート上に部品実装したＩＣ型省
配線に基づく技術が提案されている（特許文献１参照）。
　この特許文献１のツリー状基板では、帯状部に沿って圧力検出部と配線を敷設するため
、スペースが狭く高密度配線が必要であり、またＩＣ型省配線のために電子部品を基板上
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に直接実装する必要がある。
　そのため、圧力検出は、上記したような一般的なＰＥＴフィルムと印刷配線による方法
ではなく、一般的な電子機器に利用されているフレキシブル回路基板の利用が適している
。
【０００４】
　特許文献１では、圧力検出部に適用される圧力センサの構成は任意としているが、既存
の圧力センサによると、計測誤差が生じ、柔軟性を高くできない、小型化が困難といった
問題がある。
　たとえば、一般的な圧力分布センサに用いられる圧力検出機構は、２枚のフィルムに感
圧抵抗素材や弾性誘電体を挟み込んだ構造が主流となっている（たとえば、ニッタ（株）
のＦｌｅｘｉＦｏｒｃｅ（商品名）や　Ｔｅｋｓｃａｎ（商品名）等）。
　しかし、このタイプの圧力分布センサは、屈曲すると内部圧力が発生してしまい、外部
圧が作用した場合と区別がつかず、計測誤差が生じる。これは、各層の曲率が異なるため
、屈曲部において互いに近づこうとしてセンサシートの法線方向に内部圧力が発生するも
ので、曲率が大きいほどその値は大きくなる。
　スペーサとカバーフィルムの接着工程の際、接着剤がセンサ部へ流れ込むことで、電極
の導電性を損ない、センサ特性を悪化させる。このため、小型化が困難である。特に、複
数のセンサを高密度で実装する場合、限られた接着面積を有効活用し、かつ、電極部の中
空構造を維持することが困難な課題である。
【０００５】
　感圧抵抗素材を塗布する方式では、屈曲時にフィルム面に沿った伸張力が生じて誤差に
なることもある。屈曲時、特に動的に曲率が変化する場合、この内部圧力と本来計測した
い外部圧力を区別することは非常に困難で、柔軟曲面における圧力分布計測の大きな誤差
要因となっている。
　また、マトリクス配線を使ったセンサや、弾性誘電体を挟み込んだ静電容量方式では、
上下のフィルムに電極や配線が必要となるためセンサが厚くなり、屈曲性が悪化する問題
がある。これは、センサの屈曲自体に外力を要することを意味し、本来計測したい外力に
対する誤差にもなる。
【０００６】
　圧力検出部には、このような感圧素材などを挟み込んだ方式以外に、部品として圧力検
出素子を実装する方法もあるが、この場合、半田リフローや導電接着剤により取付けする
ことになるが、半田や接着剤の硬さ、屈曲による剥がれなど耐久性が低い。また、接着は
実装コストが高い、などと言った問題がある。特に、半田の場合、パッド部やカバーレイ
の開口部のサイズ、取り付け誤差など、半田メッキ周辺に要する余分な領域が大きく、小
型高密度化が難しいといった問題もある。
　さらに、一般的な感圧抵抗は、導電粉をゴムなどのバインダーに分散したものが主流で
あるが、これらは耐熱性が高いとは言えない。カバーフィルムの接着工程やＩＣ型省配線
に必要な半田リフローと共存するには、一定の耐熱性も必要となるため、素材には注意が
必要となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－７８３８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上記した従来技術の問題点を解決するためになされたもので、その目的とす
るところは、フレキシブル回路基板の構成要素で成形でき、しかも、屈曲時の低計測誤差
、高い柔軟性、小型高密度性、耐熱性などに優れる圧力センサ及びその製造方法並びに圧
力検出モジュールを提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明の圧力センサは、
　一つ以上の電極を有する導電体パターンが設けられたベースフィルムと、
　該導電体パターンの電極を覆うようにベースフィルムに積層されるカバーフィルムと、
　該カバーフィルムとベースフィルム間に設けられ、前記電極とカバーフィルムの間に所
定の隙間を有する中空部を構成するスペーサと、を備え、
　前記カバーフィルムの前記中空部に対応する部分は、圧力に応じて前記電極に接離する
方向に変形可能で、前記電極との接触圧に応じて接触抵抗が変化する感圧部を有し、接触
抵抗の変化によって圧力を検出する構成となっていることを特徴とする。
　このようにすれば、センサが屈曲しても、屈曲変形は中空部によって吸収されるので、
内部圧力の発生を軽減でき、計測誤差を低くすることができる。
　また、電極を含む導電体パターンはベースフィルムだけで、厚さは薄く、柔軟で屈曲性
がよいので、屈曲自体に要する外力は小さく、計測誤差をより低くできる。
　電極を含む導電体パターンは、通常のフレキシブル回路基板の配線層と同様に成形でき
るので、小型で配線密度を高くすることができる。
　さらに、接触抵抗方式としているので、耐熱性が高く、ＩＣ型省配線に必要なリフロー
工程にも適している。
【００１０】
　前記電極と前記スペーサの間に土手を設ければ、スペーサ上にカバーフィルムを接着す
る際に、中空部への、溶けた接着剤の流れ込みを防止することができ、接着剤による影響
を排除できる。
　前記電極が前記ベースフィルムに並べて配置される一対の電極として構成してもよいし
、前記ベースフィルムに１つとし、感圧部と電気的に接続されている構成とすることもで
きる。
【００１１】
　ベースフィルムは帯状構成で、前記中空部はベースフィルムの一方の側縁に片側開放さ
れる構成とすれば、より柔軟性が高くなり、計測誤差を低くすることができる。
　前記導電体パターンの中空部に露出する部分に、酸化防止用の金メッキ等の金属導体の
メッキを施しておけば、電極の酸化による劣化を防止することができる。
　また、メッキには、メッキマスクが必要であるが、感光性カバー等のスペーサで覆われ
た部分にはメッキがつかないため、感光性カバーと金属メッキによって、完全に銅箔等で
形成される導電体パターンを保護することができる。
　前記カバーフィルムに、屈曲時の引張り力を軽減するための切れ込みを設けておけば、
屈曲時の内部圧力の発生をより一層軽減することができ、計測誤差を一層低くすることが
できる。
　また、感圧部はカバーフィルムに成膜された感圧用薄膜としておけば、一般のフレキシ
ブル回路基板の生産ライン内でラミネートできるので、特殊な実装工程を減らすことがで
き、低コスト化が実現できる。
　前記スペーサまたは／および土手を、感光性カバーから構成すれば、マスクを使用した
露光・現像によって微細な形状に加工できるため、任意に、覆う部分と覆わない部分を選
択、作製でき、中空部や土手を、高精度に形成することができる。
　カバーフィルム上に突起を付けておけば、カバーフィルムが中空部に押し込まれやすく
なり、初期感度を高める効果が生まれる
【００１２】
　また、本発明の圧力センサの製造方法は、ベースフィルム上に一対の電極を備えた導電
体パターンを形成し、
　該ベースフィルムに感光性カバーを積層すると共に、少なくとも前記導電体パターンの
一対の電極に対応する部分を除去して露出させ、感光性カバーの残存部分によって導電体
パターンの残りの部分を覆い、
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　前記導電体パターンの一対の電極を含む露出部分について酸化防止用の金属メッキ処理
を施し、
　その後、前記電極との接触圧によって接触抵抗が変化する感圧部が予め形成されたカバ
ーフィルムを積層し、前記感光性カバーの残存部分と接着剤にて貼り合わせることで、前
記感光性カバーの除去した一対の電極に対応する部分に中空部を形成することを特徴とす
る。
　感光性カバーの一対の電極に対応する部分を除去する際に、感光性カバーを利用し、前
記中空部の手前に、中空部への接着剤の流れ込みを防止する土手を造形し、該土手にはカ
バーフィルムは非接着とすることを特徴とする。
　また、他の製造方法は、ベースフィルム上に一つの電極を備えた導電体パターンを形成
し、
　該ベースフィルムに感光性カバーを積層すると共に、少なくとも前記導電体パターンの
電極に対応する部分を除去して露出させ、感光性カバーの残存部分によって導電体パター
ンの残りの部分を覆い、
　前記導電体パターンの電極を含む露出部分について酸化防止用の金属メッキ処理を施し
、
　その後、前記電極との接触圧によって接触抵抗が変化する感圧部および前記感圧部に電
気的に接続された電極が予め形成されたカバーフィルムを積層し、前記感光性カバーの残
存部分と接着剤にて貼り合わせることで、前記感光性カバーの除去した電極に対応する部
分に中空部を形成することを特徴とする。
　また、上記製造方法において、前記感光性カバーの前記ベースフィルム上の前記電極に
対応する部分を除去する際に、感光性カバーを利用し、前記中空部の手前に、中空部への
接着剤の流れ込みを防止する土手を造形し、該土手にはカバーフィルムは非接着とするこ
とが好適である。
【００１３】
　また、本発明の圧力検出モジュールは、１つ又は複数の帯状部を有するフレキシブル回
路基板と、フレキシブル回路基板を構成する１つ又は複数の帯状部に配置された上記した
圧力センサと、を備えた構成となっている。
　このように、圧力センサをフレキシブル回路基板に組み込むことで、球状曲面などの立
体的な形状に対しても圧力センサを密接させることができ、圧力分布を正確に検出するこ
とができる。
　また、複数の帯状部を階層的に分岐しているツリー構造から構成し、各分岐帯状部の末
端部位に圧力センサを設ければ、圧力センサの検出部位をより高密度に配置できる。
　また、フレキシブル回路基板には、１つ以上の通信用端子と、フレキシブル回路基板に
設けられた配線によって前記圧力センサ及び通信用端子に電気的に接続され、各圧力セン
サにより取得された情報を受信し、当該情報を通信用端子に送信する通信機能を有する１
つ以上の電子回路部と、を備えた構造とすることもできる。
【発明の効果】
【００１４】
　以上説明したように、本発明によれば、中空部が形成されているので、高い柔軟性が得
られ、屈曲の影響が少なく、計測誤差を小さくできる。
　また、導電体パターンは、従来のフレキシブル回路基板の配線層と同様に高密度性を実
現でき、小型化を図ることができる。
　さらに、接触抵抗を利用しているので、耐熱性にも優れ、半田リフロー等にも適用可能
である。
　また、フレキシブル回路基板に用いられる材料で構成されるので、従来のフレキシブル
回路基板の製造設備によって、容易に製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の圧力センサの概略構成を示すもので、（Ａ）はフィルムカバーを外して
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中空部を露出させた状態の概略分解斜視図、（Ｂ）はフィルムカバーを閉じた状態の概略
分解斜視図、（Ｃ）は各部の厚さを誇張して示す概略断面図である。
【図２】（Ａ）乃至（Ｄ）は図１の圧力センサの各層構成を分解して示す平面図。
【図３】（Ａ）乃至（Ｅ）は図１の圧力センサの各層構成を分解して示す断面図。
【図４】（Ａ）乃至（Ｄ）は切り込みパターン例を示す説明図、（Ｅ）及び（Ｆ）は切れ
込み位置と電極の接触状態の関係を示す説明図。
【図５】圧力センサに切れ込みを入れた例を示す説明図。
【図６】本発明の圧力センサの導電体パターン、感光性カバーの被覆パターン及びフィル
ムカバーの切れ込みパターンのパターン例１を示す図。
【図７】圧力と抵抗値変化の一例を示すグラフ。
【図８】本発明の圧力センサの導電体パターン、感光性カバーの被覆パターン及びフィル
ムカバーの切れ込みパターンのパターン例２を示す図。
【図９】本発明の圧力センサの導電体パターン、感光性カバーの被覆パターン及びフィル
ムカバーの切れ込みパターンのパターン例３を示す図。
【図１０】本発明の圧力センサの導電体パターン、感光性カバーの被覆パターン及びフィ
ルムカバーの切れ込みパターン例４を示す図。
【図１１】（Ａ）は本発明の圧力センサの他の電極の他のパターンを示す図、（Ｂ）は本
発明の圧力センサに補強板を設ける場合のパターン例を示す図。
【図１２】（Ａ）は本発明の圧力センサが適用される圧力検出モジュールを示す図、（Ｂ
）は本発明の圧力検出モジュールの適用例を示す図、（Ｃ）は他の圧力検出モジュールを
示す図。
【図１３】本発明の圧力センサの別の概略構成を示すもので、（Ａ）は接着シートの端面
をスペーサとしての感光性カバーより後退させた例を示す概略断面図、（Ｂ）は感光性カ
バーを土手としてのみ用いる例を示す概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　［概念構成］
　まず、本発明を実施するための概念構成について説明する。
　本発明の圧力センサは、接触抵抗方式にもとづく検出原理を導入し、これをフレキシブ
ル回路基板の内部に直接埋め込んだ構造とする。
　具体的には、圧力センサを、ベースフィルム、フィルムカバー、感光性カバー（ＰＳＣ
：Ｐｈｏｔｏ－Ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　Ｃｏｖｅｒ）など、汎用的なフレキシブル回路基板
の構成素材で構築することで、フレキシブル回路基板の内部に圧力センサを埋め込む構造
を実現する。
　この圧力センサは、土手による接着剤の電極への流れ込み防止によって圧力検出部を小
型に構成できるため高密度化に適するだけでなく、中空構造を導入することで、屈曲時の
内部圧力を抑制する。さらに、電極を片面に集約することで、薄さや柔軟性を高める。ま
た、接触抵抗方式は耐熱性があり、ＩＣ型省配線に必要なリフロー工程にも適している。
これにより、薄さと柔軟性が高まり計測精度が向上するだけでなく、半田パッドなどの取
付け部位を不要とし、小型高密度化や耐久性を高める。
　さらに、圧力センサについて、既存のフレキシブル回路基板の製造工程を大きく変更す
ることなく、低コストで実現できるようにする。
【００１７】
　以下に図面を参照して、この発明を実施するための形態を例示的に詳しく説明する。た
だし、以下の実施形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対配置など
は、特に特定的な記載がない限りは、この発明の範囲をそれらのみに限定する趣旨のもの
ではない。
　［実施の形態］
　＜１：圧力センサの概略構成＞
　図１を参照して、本実施の形態に係る圧力センサ１の概略構成について説明する。
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　図１（Ａ）はカバーフィルムを外して示す模式的斜視図、（Ｂ）は（Ａ）のカバーフィ
ルムを積層した状態の模式的斜視図、（Ｃ）は模式的断面図である。
【００１８】
［基本構成］
　図１に示すように、本実施形態に係る圧力センサ１は、フレキシブル回路基板を構成す
る導電体パターン４が形成されたベースフィルム２とカバーフィルム５の任意の位置に、
中空部６を構成し、その内部に一対の電極４１、４２を構成したものである。そして、カ
バーフィルム５の電極４１，４２と対面する面に、感圧用薄膜３を成膜することで、圧力
がかかったときの接触抵抗の変化を検出する圧力検出部を構成する。
　中空部６を構成するために、ベースフィルム２とカバーフィルム５の間に、中空部６を
取り囲むように土手８、さらにそれを囲むようにスペーサ７が介装されている。
【００１９】
　このように、圧力センサ１を構成するためには、ポリイミドフィルム等のベースフィル
ム２とカバーフィルム５の、２枚のフィルムで、電極４１，４２を挟み込み、スペーサ７
に接着する。
　スペーサ７は、カバーフィルムを接着する接着剤、もしくは、非接着性のスペーサ素材
に接着剤を積層させたものなどで構成される。
　カバーフィルム５を相手材に貼り合わせる場合、予め接着剤を塗布あるいは形状加工し
た接着剤シートを貼り合わせた積層体を構成し、温度・圧力をかけて相手材とのラミネー
トを行う。これによって一度に、大面積かつ高精度に多数の圧力センサを製造することが
できる。
　ところが、接着剤はラミネート時の熱により接着剤が軟化し周辺部に流れ出し出すため
中空構造にしたい部分に流れ出し、その中空部６を塞いだり、狭くしてしまったりという
問題があるために、感光性カバーや印刷インクなどを利用して土手８を造形し、土手８に
よって接着剤の流れ込みを防止する。
【００２０】
　また、ベースフィルム２やカバーフィルム５として、フレキシブル回路基板の一般的な
材料であるポリイミドは、水分や酸素を透過するため、電極等４１，４２を含む導電体パ
ターン４をスペーサ７、メッキ９のいずれかによって保護することにより、製造工程中お
よび使用時に酸化してしまうということを防ぐことができる。
【００２１】
［各部詳細構成］
　次に、ここで挙げた各層についてさらに詳しく説明する。
［ベースフィルム２、カバーフィルム５について］
　ベースフィルム２及びカバーフィルム５には、ポリイミドフィルムが用いられる。もち
ろん、ポリイミドフィルムに限られず、例えば、ポリエステル、ポリアミド、ポリカーボ
ネート、ポリアリレート、ポリフェニレンエーテル、ポリフェニレンスルフィド、ポリエ
ーテルスルホン、ポリエーテルイミド、液晶ポリマー、ポリエーテルエーテルケトン、環
状ポリオレフィン、ポリアミドイミド、熱可塑性ポリイミド、ポリエチレンテレフタレー
ト、シクロオレフィンポリマーから選ばれる１種からなるフィルム、又は複数の樹脂フィ
ルムを積層した積層フィルムを用いることができる。
　なお、ベースフィルム２及びカバーフィルム５の厚さは５～１００μｍが好ましく、特
に５～５０μｍであるとよい。
　ベースフィルム２及びカバーフィルム５に用いられる材料は、同じ材料であってもよい
し、それぞれ異なる材料が選択されてもよい。
【００２２】
［導電体パターン］
　図２に示すように、積層されるベースフィルム２とカバーフィルム５は同一幅の細い帯
状構成で、電極４１，４２は、ベースフィルム２の長手方向に所定隙間を介して互いに離
間して直列に配置された平面電極によって構成されている。また、他方の側縁側には、複
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数本の配線層４３が延びている。
　電極４１，４２が設けられる中空部６は、ベースフィルム２の一方の電極４１，４２側
の側縁に片寄った位置に設けられ、側縁に開放されている。この例では、ベースフィルム
２の長手方向に長い矩形状で、一方の長辺が開放側の側縁で、長手方向両端の端辺が開放
側の側縁に対して直角に延びており、他方の長辺が開放側の側縁と平行に延びている。
　電極４１，４２は、銅や銀、アルミニウム等の公知の金属又はカーボンなどの導体によ
って導電体パターン４として一体的に構成される。この実施例では、導電体パターン４は
、ベースフィルム２の表面に、接着層１１を介して積層した圧延銅箔又は電解銅箔をエッ
チング加工する、所謂サブトラクティブ法にて形成する。その他の導電体パターン４の形
成方法としては、ベースフィルム２上に、銅のような金属を用いて、蒸着またはスパッタ
、湿式メッキ等の方法の他、銀またはナノカーボン等を含む導電性ペーストの印刷により
形成することもできる。
【００２３】
　接着層１１は、熱可塑性ポリイミド等の公知の熱可塑性樹脂、またはシアネートエステ
ル系樹脂、ポリフェニレンエーテル系樹脂、フェノール系樹脂、ナフタレン樹脂、ユリア
樹脂、アミノ樹脂、アルキッド樹脂、ケイ素樹脂、フラン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂
、エポキシ樹脂、及びポリウレタン樹脂等の公知の熱硬化性樹脂を用いて形成される。あ
るいは、接着層１２は、上述の有機樹脂に、シリカまたはアルミナ等の無機フィラーを分
散させたもので形成することもできる。
【００２４】
［接触抵抗方式の導入］
　この実施例では、感圧部として、カバーフィルム５に感圧用薄膜３が成膜されている。
この感圧用薄膜３は、有機、無機材料を問わず電極と接触することにより接触抵抗変化を
生じる材料により構成されている。
　この例では、ポリイミドフィルムからなるカバーフィルム５上に酸化銅や硫化銅などの
感圧用薄膜３を形成したものと、ＦＰＣの銅配線を利用した電極４１、４２の表面に金メ
ッキを施した導体を組み合わせることで、圧力センサを構成している。
　すなわち、導電体同士には接触抵抗が存在するが、一般に圧力の増減で接触抵抗が増減
するため、圧力検出に利用できる。しかし、銅と銅の接触抵抗では、わずかな圧力で抵抗
値が大きく低下するため、ダイナミックレンジがでず、圧力検出用として利用するのは難
しい。
【００２５】
　これに対し、硫化銅や酸化銅などの半導体と、銀や金といった導体の組み合わせによる
接触抵抗では、低圧力時の接触抵抗が数ＫΩ　～数ＭΩ　であり、圧力が増すにつれて数
Ω　～数ＫΩ　へと変化するため、非常にダイナミックレンジが大きくできるという特徴
がある。
　そこで、カバーフィルム５に感圧用薄膜３を成膜したフィルムを用意すれば、一般のＦ
ＰＣの生産ライン内でラミネートでき、特殊な実装工程を減らすことができ、低コスト化
が実現できる。
　フィルムに感圧用薄膜３を形成する手法としては、ポリイミドフィルムに酸化銅などを
スパッタリングや蒸着などで皮膜化する方法や、ポリイミドフィルム上に貼り合わせた銅
箔を酸化することで表面を酸化銅にする方法、あるいは銅インクや亜酸化銅インクを印刷
または塗布して大気中で加熱することで酸化銅を形成することができる。
　このように、感圧用薄膜３を成膜したカバーフィルム５を用意すれば、一般のＦＰＣの
生産ライン内でラミネートでき、特殊な実装工程を減らすことができ、低コスト化が実現
できる。
【００２６】
［スペーサ７］
　スペーサ７は、感光性カバーや印刷インクなどとし、スペーサ７とカバーフィルム５の
間は接着層１２により接着される。スペーサ７を接着剤とし、接着層１２と同一のものと
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しても構成できる。
　感光性カバーは、高精度に銅配線の上に保護膜を形成することができるが、２　枚のポ
リイミドフィルムを接着するためには使われない光硬化樹脂である。
　一般的には、カバーレイとして、ポリイミドフィルム等のフィルムカバーと感光性カバ
ーとは目的に合わせ別々に使用される。機械的あるいは化学的な強度が要求される場合は
、フィルムカバーが使用され、実装部品周辺部の寸法公差が要求され、機械的あるいは化
学的な強度がそれほど要求されない場合に、感光性カバーが使用される。合わせて使用さ
れる場合は、フィルムカバーをラミネートし、カバーされていない領域に感光性カバーが
部分的に使用される場合がある。
　本実施の形態では、カバーレイとして、ポリイミドのカバーフィルム５とスペーサ７と
して作用する感光性カバーの二層構造として使用し、まず、中空構造内部に構成する電極
部を除いて感光性カバーによって電極４１，４２を含む導電体パターン４の露出領域を保
護する。
　感光性カバーは、マスクを使用した露光・現像によって微細な形状に加工できるため、
任意に、覆う部分と覆わない部分を選択、作製でき、高い寸法精度も実現できる。
【００２７】
［導電体パターン４の露出部のメッキ］
　感圧用薄膜３と対向する電極４１，４２は、劣化を防ぐために金メッキなどメッキを施
すのが望ましい。通常、金メッキ等のメッキ処理は、カバーレイなどが施された最終に近
い段階で行われるが、本方式の場合、カバーフィルム５を張り合わせる前の段階で行う。
この場合、電極４１，４２以外の配線部分も露出しているため全面に金メッキがなされる
。全面が金メッキされると、コストがかかり、Ｎｉ　メッキでは、柔軟性が損なわれ、耐
久性が悪化する。
　そのため、電極４１、４２以外の配線部分はメッキから保護するのが望ましい。　通常
は粘着シールなどでマスクするが、高分解能な小型の圧力検出素子を構成するためには、
粘着シールでのマスクは位置精度がでないため困難である。そこで、薄い感光性カバーに
よりカバーする方法を導入する。
　スペーサ７として感光性カバーを用いた場合には、それをメッキマスクとして使用する
こともできる。
【００２８】
［土手の構造（接着剤流入防止）］
　スペーサ７が被覆されたベースフィルム２に、カバーフィルム５が接着剤１２によって
貼り合わされて、電極露出領域に中空部６が構成される。接着層１２は常温では固体だが
高温化で流動化させ２　枚のフィルムに密着させた状態で熱硬化することで接着される。
　接触抵抗方式では、感圧用薄膜３と電極４１，４２が分離している必要があるが、圧力
検知部以外では２　枚のフィルムは接着されている必要がある。この場合、圧力検知部の
み接着層を取り除いてから２　枚のフィルムを熱接着すればよいが、高温状態では接着層
が流動化し感圧検知部に流れ込んでしまう。
　そこで、前もって圧力検知部の周りに土手８によって囲いを作ることにより、液状化し
た接着剤が流れ込んでくるのを防ぐことができる。本実施の形態のように、感光性カバー
を用いると加工精度や位置精度を高く土手の構造を作製できる。
　また、このような土手８のような構造は、圧力検知部が無負荷時に電極４１，４２に接
触してしまうのを防ぐ役目も果たすことができる。
　この例では、矩形状の中空部の３辺を取り囲むように、コ字形状に形成される。
　このように構成した圧力センサ１における感光性カバーによるスペーサ７、導電体パタ
ーンの保護、土手８による接着剤流入防止等の使用方法、構造は、本発明独自の技術であ
り、量産性を損なうことなく実現でき、従来にない大面積、高密度で安価な圧力センサを
製造できる。
【００２９】
［センサ部に突起］
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　本センサはフィルムのように薄型という特徴を持っているが、中空構造のために、初期
加重が必要となる。より高い感度が要求される場合には、中空部の上のカバーフィルム上
に小さな突起をつけると、カバーフィルムが中空部分に押し込まれやすくなり、初期感度
を高める効果が生まれる。
　圧力検出部のカバーフィルム５の感圧用薄膜３の裏面上部に数μｍ～数十μｍ高さの突
起を形成し、その突起が外部から押されることでわずかな圧力でも検知できるよう高感度
化も可能である。
　突起は、突起は、印刷、樹脂、接着剤、エッチングした銅箔、フィルムのパンチングな
どにより形成する方法が考えられる。
【００３０】
　［対極構造］
　以上の説明では、電極４１、４２をベースフィルム２上のみに構成する例を示したが、
１つの電極をベースフィルム２、もう１つの電極をカバーフィルム５に電極の上に感圧用
薄膜３を構成することもできる。この場合、屈曲性は悪くなるが、電極の面積を大きくす
ることができ、感度を高めることが可能となる。
【００３１】
　［囲み］
　側面の片側開放構造のみならず、中空部が密閉する構成もあり得る。
　同様に、土手８は、コの字形状のみならず、電極をすべて囲むものでもよい。
【００３２】
　［製造方法］
　本発明の圧力センサは、次のように製造される。
　電極との接触圧によって接触抵抗が変化する感圧用薄膜３が予め形成されたカバーフィ
ルム５を予め準備しておく。
　まず、ベースフィルム２上に一対の電極４１，４２及び各種配線層４３を含む導電体パ
ターン４を形成する（図２（Ａ）、（Ｂ）、図３（Ａ）、（Ｂ）参照）。
　次に、導電体パターン４が形成されたベースフィルム２に、スペーサ７となる感光性カ
バーを積層する。そして、少なくとも導電体パターン６の一対の電極４１，４２に対応す
る部分を露出させるため感光性カバーを露光・現像し、感光性カバーの残存部分によって
導電体パターン４の残りの部分を被覆する（図２（Ｃ）、図３（Ｃ）参照）。
　次いで、導電体パターン４の一対の電極４１，４２を含む露出部分について酸化防止用
の金属メッキ処理を施す（図示せず）。
　次に、予め準備したカバーフィルム５を積層し、スペーサ７を被覆したベースフィルム
２と接着剤１２にて貼り合わせることで、スペーサ７を除去した一対の電極４１、４２の
露出部に中空部６を形成する（図２（Ｄ）、（Ｅ）、図３（Ｄ）、（Ｅ）参照）。
　また、スペーサ７の露出部を除去する際に、中空部６を取り囲むように土手８を造形し
ておき、中空部６への接着剤１２の流れ込みを防止する。土手８はカバーフィルム５と非
接着とする。
【００３３】
［圧力センサの作用］
　次に、本実施の形態に係る圧力センサの作用について説明する。
　一対の電極４１，４２には不図示の電流源に接続されている。圧力が作用していない状
態では、カバーフィルム５の中空部６に対応する感圧部分５１と電極４２とは離れており
、電極４１、４２間には電流は流れない。
　所定の圧力が作用すると、中空部６に対応する感圧部分５１がたわみ変形して感圧用薄
膜３が電極４１，４２に接触し、接触圧に応じて接触抵抗が変化し、電極間に流れる電流
が変化する。
　感圧用薄膜３に感圧抵抗素材を用いた場合は、接触抵抗に加えて、感圧用薄膜３自身の
圧力による電気抵抗の変化により、抵抗値が大きく変化し、この電気抵抗の変化を電気信
号として取り出し、圧力を検出する。



(12) JP 2012-247372 A 2012.12.13

10

20

30

40

50

　また、単純に屈曲して感圧部分５１が変形したとしても、中空部６の初期隙間によって
ある程度変形が吸収されるので、屈曲による計測誤差は軽減される。
　ベースフィルムは帯状構成で、前記中空部はベースフィルムの一方の側縁に片側開放さ
れているので、感圧部分５１が圧力変化に応じて変形しやすい。また、中空部６内の空気
は外部と流通するので、感圧部分５１の変形を阻害しない。
【００３４】
［切れ込みによる内部圧力の低減化］
　次に、カバーフィルム５に切れ込み１０を入れた形態について説明する。
　カバーフィルム５に切れ込み１０を入れることで、屈曲時のカバーフィルム５に作用す
る引張力を軽減する。カバーフィルム５に切れ込み１０を入れてあると引張力を減少でき
るため、結果として屈曲による内部圧力が減少することになる。
【００３５】
　図４には、圧力センサのカバーフィルム５をＩ字カットする場合と、Ｌ字状のカットす
る場合を模式的に示している。
　図４（Ａ）、（Ｂ）は、Ｉ字カットの例である。
　切れ込み１０は、中空部に対応する矩形状の感圧部分５１を、開放側の側縁から直角に
直線状にカットしている。引張力が完全にキャンセルできない。その代わり、製造自体は
簡単と言える。図４では切れ込み１０が反対側縁まで突っ切っていないが、突っ切りとす
ることも可能である。
　図４（Ｃ）、（Ｄ）は、Ｌ字カットの例である。
　切れ込み１０はＬ字形状で、中空部に対応する矩形状の感圧部分５１を、開放側の側縁
から直角に延びる横スリット１０ａと、横スリット１０ｂとによって構成される。
　このようにＬ型に切れ込み１０を入れると、中空部に対応する感圧部分５１が、片持ち
状態となり、屈曲時の内部圧力をほぼゼロにすることが可能である。内部圧力を完全にキ
ャンセルできる半面、切れ込み加工が難しく、状況に応じて、両者を使い分ける。
　図５は、図１の圧力センサに、切れ込みを入れた例を示している。
　図５（Ａ）はＩ字形状の切れ込みを設けた例、図５（Ｂ）は、Ｌ字形状の切れ込みを入
れた例である。
【００３６】
［切れ込みと電極形状との関係］
　図４（Ｅ）、（Ｆ）には、切れ込み１０と電極４１，４２の位置関係を示している。
　電極形状には、通常はクシ同士が噛み合うような形態の櫛型が利用される場合が多いが
、形状が小さくなってくると、櫛型では接触領域の有効面積が小さくなるので、小型の圧
力センサの場合は、単純な２つの平行した電極４１、４２が適している。
　また、電極サイズが小さくなってくると、電極４１，４２のサイズに対して接着層など
の厚みが有意に影響力を持つようになる。つまり、中空部６に対応する感圧部分５１を上
から押した場合、切れ込み１０近辺から接触が始まり、徐々に根元側に接触面が広がるよ
うに推移することになる。
　そのため、電極の分割位置を単純に中心に設定してしまうと、図４（Ｅ）に示すように
、片当たりしてしまうおそれがある。そこで、図４（Ｆ）に示すように、２つの電極４１
，４２を切れ込み１０に寄せる形で設定することが好ましい。
　同様の理由で、圧力検知領域の感圧部分５１を長手方向に平行に２分割すると根元側の
電極がほとんど接触できなくなってしまうため、直角に２　分割する形状にする必要があ
る。
【００３７】
　図６，８乃至図１０は、本発明の圧力センサの導電体パターン、感光性カバーの被覆パ
ターン及びフィルムカバーの切れ込みパターンの各種変形例を示している。
　基本的な構成は、上記実施の形態で説明した圧力センサと同じであり、同一の構成部分
については、同一の符号を付して、説明は省略する。
　変形例１
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　図６は、変形例１を示している。
　この変形例１は、（Ａ）カバーフィルム５の切れ込み１０がＬ字の代わりとしてＴ字形
状であり、（Ｂ）接着剤１２によって、（Ｃ）スペーサ７が被覆された、（Ｄ）ベースフ
ィルム２に貼りつけた時に、中空部６に対応する感圧部分５１が片持ち構造となり、自由
端が土手８の上に当接する構成（Ｅ）となっている。
　受圧変形する感圧部分５１の自由端が土手８に乗ることで、電極４１、４２とカバーフ
ィルム５の予期せぬ接触を防ぐ効果がある。
　土手８の側辺部と電極４１，４２との距離が短いことから、感光性カバーで被覆が必要
な配線層４３の領域を広くとることができ、同じ幅のベースフィルム２に対して配線数を
増やすことができる。
　この測定に使用した圧力センサは、ポリイミドシートのカバーフィルム５に、感圧用薄
膜３として、スパッタリングで酸化銅薄膜を形成し、予め形状加工した接着シート１２を
貼り合わせした材料を準備する。ベースフィルム２に積層した銅箔をエッチング加工して
導電体パターン４を形成し、感光性カバーをラミネートして露光・現像する。その後、電
極４１，４２表面にニッケルと金をメッキして、カバーフィルム５をラミネートし圧力セ
ンサを試作した。
　図７は、この圧力センサの圧力検知特性の測定例を示している。横軸が力（ログスケー
ル）、縦軸が、抵抗値である。圧力に応じて抵抗変化が発生し、再現性よく圧力および圧
力分布の測定ができることが確認された。
【００３８】
変形例２
　図８は、変形例２を示している。
　この変形例２は、（Ａ）カバーフィルム５の切れ込み１０がＩ字形状の突っ切りであり
、（Ｂ）接着剤によって、（Ｃ）スペーサ７が被覆された（Ｄ）ベースフィルム２に、（
Ｅ）中空構造となっている感圧部分５１が、縦横２辺で接着される構造である。中空構造
となっている感圧部分５１の自由端が、土手８の上に乗ることで、予期せぬ電極４１，４
２とカバーフィルム５との接触を防ぐことができる。
【００３９】
変形例３
　図９は、変形例３を示している。
　この変形例３は、（Ａ）カバーフィルム５の切り込み１０がＴ字形状であり、（Ｂ）接
着剤によって、カバーフィルム５を（Ｃ）スペーサ７が被覆された（Ｄ）ベースフィルム
２に貼りつけた時に、（Ｅ）中空構造となっている圧力を受圧する感圧部分が片持ち構造
となっているが、自由端が土手８の上に乗っていない。
　電極４１，４２と、中空構造となっている感圧部分５１が接触しやすくなるため、高感
度化が実現できる。また、電極４１，４２を囲む土手８が大きくなるため、配線領域、接
着面積が少なくなる。
【００４０】
変形例４
　図１０は、変形例４を示している。
　この変形例４は、（Ａ）カバーフィルム５の切れ込み１０がＩ字形状であり、（Ｂ）接
着剤によって、（Ｃ）スペーサ７が被覆された（Ｄ）ベースフィルム２に、（Ｅ）中空構
造となっている感圧部分５１が、縦横２　辺で接着される構造であるが、感圧部分５１が
土手８の上に乗らない構造となっている。
　これにより、電極４１，４２とカバーフィルム５との接触がしやすくなるため、高感度
化が実現できる。Ｉ字カットによって、構造が単純化し、配線領域、接着面積について広
くとることができる。
【００４１】
　また、上記各種変形例それぞれの構造において、電極４１，４２の形状について、図１
１（Ａ）に示すような櫛形電極とすることが可能である。
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　さらに、図１１（Ｂ）に示すように、圧力センサ１の裏側に、銅のパターンを残して補
強板１３とすることもできる。このように補強すれば、圧力センサ１のセンシング性能を
向上させることができる。
【００４２】
［電子部品実装によるモジュール化］
　図１２（Ａ）から（Ｃ）は、本発明の圧力センサを用いた圧力検出モジュールを示して
いる。図１２（Ｃ）に示す圧力検出モジュールは、単一の帯状部１１１を有するフレキシ
ブル回路基板１１０と、フレキシブル回路基板を構成する帯状部に複数配置された上述し
た本発明の圧力センサ１と、を備えた構成となっている。圧力センサ１は、各帯状部１１
１の側縁に並べられている。
　圧力検出モジュール１００は、さらに、フレキシブル回路基板１１０に設けた１つ以上
の通信用端子１２０と、フレキシブル回路基板１１０に設けられ、圧力センサ１の情報を
通信用端子に送信する通信機能を有する１つ以上の電子回路部１４０と、を備えた構成と
なっている。
　図１２（Ｃ）に示した形状は単一の帯であるが、これが複数の帯からなるツリー状でも
よいし、帯の形状が波状であってもよい。
　このようにフレキシブル配線板は耐熱性を持ち、部品実装が可能で有り、必要な個所に
電子部品やＩＣを搭載できる。これによって、圧力センサの周辺での信号処理や通信制御
が可能になる。外部の基板に接続の必要がないため、省配線、軽量化が可能であり、必要
であれば温度センサや他のセンサを実装して複合的なセンサモジュールとしての利用も考
えられる。
【００４３】
　図１２（Ａ）に示す圧力検出モジュール１００は、複数の帯状部１１１を有するフレキ
シブル回路基板１１０と、フレキシブル回路基板を構成する帯状部に配置された上述した
本発明の圧力センサ１と、を備えた構成となっている。複数の帯状部１１１は階層的に分
岐しているツリー構造から構成されており、圧力センサ１は、各帯状部１１１の末端部位
に設けられている。特に、圧力センサ１の間の配線部分について、柔軟な面に対してより
追従して変形しやすくなるように、ツリー構造の帯状部は、ジグザグ形状部１１２によっ
て接続された構成となっている。
　圧力検出モジュール１００は、さらに、フレキシブル回路基板１１０に設けた１つ以上
の通信用端子１２０と、フレキシブル回路基板１１０に設けられ、フレキシブル回路基板
１００を延出する配線１３０によって通信用端子１２０に電気的に接続され、複数の圧力
センサ１の情報を通信用端子に送信する通信機能を有する１つ以上の電子回路部１４０と
、を備えた構成となっている。
【００４４】
　圧力検出モジュールの形態は、適用部位に応じて、種々の構成とすることができる。た
とえば、図１２（Ｂ）は、帯状のフレキシブル回路基板１１０の任意箇所に圧力センサが
一体的に形成される。
【００４５】
　圧力センサ及び圧力検出モジュールを、大面積、高密度、かつ安価に製造する構造、手
法としては全圧力検知部をロールツーロール形式で、一度にラミネートし製作する方法だ
けでなく、カットしたシート形態による貼り合わせ、または部分的にラミネート、あるい
は個々に検知部を実装することも有効である。
　個々に検知部を実装するには予め検知部を製作する必要があるが、これによって、１　
種類のセンサだけでなく他のセンサとの組み合わせで複合的なセンサシステムが構成でき
る。
　さらに、任意の箇所だけのセンサ搭載が出来きるので予め標準的なセンサマトリックス
構造を作製し、必要な箇所だけに検知部を実装することで非常に効率的にセンサシステム
を構築できる。
　ただし、実装のためセンサマトリックス部と検知部に電極構造が必要であり、若干のコ
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分実装方式をとることが推奨される。
【００４６】
　なお、上記実施の形態の説明では、圧力センサが帯状構成で、片側開放の中空部を有す
る場合について説明したが、帯状構成でなくてもよいし、中空部については開放していな
くてもよい。要するに、フレキシブル回路基板を構成するベースフィルムとカバーフィル
ムの任意の箇所に中空部を形成し、電極を設け、電極を囲む土手を有し、圧力に応じて中
空部に対応する感圧用薄膜が接触し、接触抵抗方式によって圧力を検出できる構成であれ
ばよい。
　たとえば、図１３（Ａ）に示すように、土手８を設けず、接着シート１２の端面を感光
性カバーよりなるスペーサ７の端面より後退させ、熱圧着時に流動化した接着剤が中空部
に流れ込まないように保持する領域を確保することも可能である。図１３（Ｂ）　に示す
ように、感光性カバーを土手８としてのみ用い、それ以外の部分では厚い接着シート１２
でカバーフィルム５とベースフィルム２を貼るようにして、スペーサ７を兼用させても良
い。圧力センサを小型化しても、接着剤の流れ込みによる圧力センサの性能への影響を免
れるためには、接着剤が中空部に流れ込まないように構成することが、重要である。
【産業上の利用可能性】
【００４７】
　本発明の圧力センサ及び圧力検出モジュールは、主として、様々な球状曲面を含む曲面
、特に曲率が小さく動的な曲率変化も起こりえる柔軟な曲面（以降、柔軟曲面と表現する
）、などの圧力分布計測において、低計測誤差や高分解能性を要する用途に適する。
　例えば、人間やロボットの体表面、あるいは、それらと接する物体表面が代表的な計測
対象となる。主たる適用分野は、手指や足裏用触覚センサ（情報機器の入力装置、手にす
る製品の開発評価）、ロボットハンドや義手の触覚センサ、イスやベッドの面圧分布計測
（医療福祉、製品開発評価）、胴体や手足の圧力分布計測（医療、運動計測用、服飾開発
）等に広く適用可能である。
【符号の説明】
【００４８】
１…圧力センサ　２…ベースフィルム、３…感圧用薄膜、４…導電体パターン、５…カバ
ーフィルム、４１，４２…電極、６…中空部、７…感光性カバー、８…土手、９…メッキ
、１０…切れ込み、１００…圧力検出モジュール、１１１…帯状部
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