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１．は じ め に

近年，情報化社会においてセンサの役割と

応用分野はますます広がり続けている．民生

分野ではスマートフォンやタブレット機器と

いった携帯端末には，加速度センサ，角速度

(ジャイロ)センサ，磁気センサ，照度センサ，

近接センサ等，すでにいくつもの小型センサ

が搭載され，センサの塊ともいってもよいく

らいである．また，産業分野では，特にドイ

ツにおいて「Industry 4.0」として提唱されて

いる，生産工場のスマート化による「第 4 の

産業革命」が注目されている1)．これは，さ

まざまな機械やパイプライン等，工場のさま

ざまな場所に設置されたセンサからの情報を

ビッグデータとして収集・分析し，効率化や

最適化，低コスト化を図るものである．さら

に，少子高齢化社会の到来により，介護・福

祉分野で活躍するサポートロボットの普及が

期待されており，これらの安全性・作業性の

ためには，周りの環境認識のため，やはり多

数の小型センサが必要となる．このように，

われわれの身の回りのありとあらゆるところ

でデータを収集するためのセンサの利用が広

がっていくものと考えられる．

このような広範囲でのセンサデバイスの応

用を可能としているのが，MEMS 技術によ

るセンサの小型化，高機能化である．MEMS
とは，「Micro-Electro-Mechanical Systems」の

アクロニムで，電気的な機能と機械的な機能

を併せ持った微小装置のことである2)．半導

体の微細加工技術を応用することで，m
オーダーの非常に小さい可動構造を作製する

ことが可能であり，これを検知部として用い

ることで，指先にいくつも載るレベルの大き

さのセンサデバイスを作製できる．また，

MEMS デバイスは一つの作製工程でたくさ

んのデバイスを一括して作製できるため，

CPU やメモリといった半導体 LSI と同様に，

大量生産による低コスト化が容易である．さ

らに，構造自体が電気的な機能を兼ね備え，

さらに官能膜等の機能性薄膜を集積化するこ

とで，物理的なセンサだけではなく，化学セ

ンサやバイオセンサ等，さまざまな機能のセ

ンサへの応用が可能である．

著者らのグループも，とくにセンサ機能の

複合化を念頭に置き，触覚センサ3)や化学セ

ンサ4)，バイオセンサ5)等の研究を進めてい

る．本論文では，とくに半導体としての性質

と MEMS 構造を組み合わせ，単一のセンサ

デバイスで近接と接触力を同時に検知できる

コンボセンサについて解説する．

２．近接覚・触覚コンボセンサの

検知原理

2．1 触覚検知の原理

図１に触覚のセンシング原理を示す．検知

部は MEMS 技術により作製した先端の向き
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が異なる複数の片持ち梁(マイクロカンチレ

バー)が，弾性樹脂(エラストマ)に埋め込ま

れた構造である．マイクロカンチレバーはお

よそ 0.3 mm 程度のサイズであり，MEMS 技

術によりシリコン基板の表面を微細加工して

作製する．薄膜中の応力を制御することによ

り，カンチレバーには傾斜を持たせている．

また，エラストマは人間の皮膚と同程度の硬

さを持っており，接触部のサイズは 1 mm 程

度である．物体の接触によりエラストマが変

形すると，それに追随してカンチレバーの先

端が変位する．この変位の大きさと方向は，

図１下に示すように，外力の印加された大き

さ・方向に依存する．例えば，垂直方向に圧

力が印加された場合，向かい合う方向のカン

チレバーには同様な変位が生じる．一方，水

平方向に剪断力が印加された場合，カンチレ

バーの変位の方向はその向きと力の向きとの

関係により異なる．すなわち，複数のカンチ

レバーの変位から印加された外力と大きさと

方向を検知することが可能である6)．なお，

カンチレバーの変位はカンチレバー上に設け

たニッケルクロム合金ひずみゲージ薄膜の直

流電気抵抗の変化として検知する．ニッケル

クロム合金は半導体ひずみゲージ(ピエゾ抵

抗)に比べると感度は小さいが，その組成比

を制御することで，抵抗温度係数をほぼゼロ

(＜20 ppm)にすることができ，出力の安定

性が高い3)．

2．2 近接検知の原理

図２はセンサのマイクロカンチレバー部分

の断面を模式的に表した図である．前項で述

べたように，対象物が接触するとエラストマ

が変形し，それに伴いカンチレバーが変位し

そのときのひずみゲージ薄膜の電気抵抗の変

化を検出することで接触力を計測する．一方，

本センサは基板として半導体の一種であるシ

リコンを用いている．太陽電池やフォトダイ

オードの原理と同様に，シリコンに光が照射

されると，光導電効果によりキャリアが生成

され，電気の流れやすさ(インピーダンス)が

変化する．そこで，対象物に対してプローブ

光を照射し，距離によって変化する反射光の

大きさをシリコンのインピーダンスの変化と

して検知することが可能である7)．シリコン

基板と電気配線層は絶縁膜によって電気的に

絶縁されているが，計測周波数を高くしてい
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図１ 触覚センサの検知原理
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くと，その部分がコンデンサとして働くため，

シリコンを通る経路の計測が可能となる．図

３に本センサの等価電気回路図を示す．直流

での計測では，カンチレバーの変位に依存す

るひずみゲージ薄膜の抵抗 Rg のみが計測さ

れる．高周波交流での計測では，コンデンサ

として働く絶縁膜(Ci)を通した経路のイン

ピーダンス(シリコンの電気抵抗 Rs および空

乏層静電容量 Cd)が並列に接続された回路が

計測されることになる．Rs や Cd は光伝導効

果により変化するので，この経路のインピー

ダンスは入射光強度に依存する．すなわち，

測定周波数を変化させることで，一つのセン

サで触覚と近接を両方検知可能である．

2．2 他方式との比較

本研究と同様に MEMS 構造を用いた触覚

センサの研究例は多く存在し，いずれも微小

な検知部と高感度が特徴である8)．例えば，

東京大学の高橋らはピエゾ抵抗と MEMS 両

持ち梁構造を用いた 3 軸触覚センサを開発し

ている9)．このセンサは本研究と同程度の大

きさの検知部で同程度の垂直力と剪断力を検

知可能としているが，近接は検知できない．

また，比較的作製プロセスが複雑であり，ま

たピエゾ抵抗の作製のためイオン注入や高温

プロセスを必要とする．本研究ではシンプル

な片持ち梁構造を用いており，また，検知方

式として室温で形成可能な金属薄膜ひずみ

ゲージを用いており，高温でのプロセスや高

価な処理装置を必要としないため，コスト面

で有利である．さらに，近接センサにもさま

ざまな方式が存在し，例えばキーエンスから

は電磁誘導方式を用いた近接センサが市販さ

れている．しかし，この方式では対象物が金

属に限られ，また計測距離を大きくするため

には検知部も大きくする必要がある．また，

触覚と近接覚を一体化したセンサが福岡大学

の辻らにより提案されている10)．これは，触

覚は弾性体を挟んだ電極間の静電容量変化と

して検知し，近接は上部電極の自己静電容量

変化を用いて検知するものである．しかし，

自己静電容量を用いた近接検知は計測距離が

小さく，また対象物の材質の導電率や誘電率

により検知可能距離が変化することや，電磁

ノイズの影響が大きいといった欠点がある．

静電容量による触覚検知にも，出力の線形性

が悪いことや構造が複雑になるという問題が

ある．本研究では電気的な雑音の影響を受け

にくい光方式を用い，さらに単純な構造の検

知部で触覚と近接を検知可能としており，セ

ンサのサイズや計測精度の面で有利である．

これらの比較を表１にまとめた．

Rg Cw

Ci

Cd

Cd

Ci

Rs

直流

高周波

図３ 検知部の等価電気回路

表１ 本研究の近接覚・触覚センサと他方式との比較

本研究 福岡大・辻ら10) 東大・高橋ら9) キーエンス(ESシリーズ)

触覚検知原理 ひずみゲージ 静電容量変化 ピエゾ抵抗 なし

近接覚検知原理 光導電効果 静電容量変化 なし 電磁誘導

計測範囲 垂直 0 ～ 500 kPa 0 ～ 0.8 mm 0 ～ 400 kPa なし

剪断 0 ～ 50 kPa なし 0 ～ 100 kPa なし

近接 0 ～ 50 mm 0 ～ 15 mm なし 0 ～ 1.2 mm 0 ～ 70 mm

サイズ 5×5 mm2 17×17 mm2 2×2 mm2 2.8 mmφ 90 mmφ
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３．センサの試作結果

3．1 作製プロセス

本センサの作製プロセスの概略を図４に示

す．材料としてシリコン基板上にシリコン酸

化膜層を介して薄膜シリコン層を形成した

silicon on insulator(SOI)基板を用いた．後述

するが，シリコン酸化膜層を犠牲層として化

学的にエッチングすることで，表面にマイク

ロカンチレバー構造を作製する．基板に絶縁

膜となるシリコン窒化膜層，配線となる金お

よびひずみゲージとなるニッケルクロム合金

の薄膜をそれぞれ LPCVD 法およびスパッタ

リング法により形成する．また，マイクロカ

ンチレバーに傾斜形状を持たせるために，カ

ンチレバー上にクロム層を電子ビーム蒸着に

より形成する．フォトリソグラフィによる回

路パターン形成後，マイクロカンチレバーと

なる部分の下のシリコン酸化膜層のみをバッ

ファードフッ酸(HF 水溶液と NH4F 水溶液の

混合液)により選択的に溶解し，上部薄膜シ

リコン層を基板から切り離してカンチレバー

構造とする．作製プロセスでは特殊な材料や

加工法は用いておらず，基本的に半導体 LSI
のプロセスと整合性がある．

微細加工後の工程として，基板にエラスト

マ(ポリジメチルシロキサン；PDMS)をコー

ティングしてカンチレバーを封止して検知部

としたのち，PCB 基板にダイボンディング

し信号取り出し用のワイヤをワイヤボンダー

にて接続する．試作した近接覚・触覚コンボ

センサを図５に示す．センサチップは配線等

も含め 5×5 mm2 の大きさである．触覚検知

部は直径約 1 mm で高さ 1 mm 程度の円柱形

状のエラストマ(PDMS)の中に，120°対称の

位置に配置したマイクロカンチレバーが 3 本

Si3N4製膜
（LPCVD)

Au/NiCr製膜
(スパッタリング)

電極・ひずみゲージ
パターニング

Cr製膜・パターニング
(電子ビーム蒸着)

カンチレバー構造形成用
パターン作製

犠牲層エッチングによる
カンチレバー構造リリース

エラストマ封止

ワイヤ配線

図４ センサの作製プロセス概略

マイクロカンチレバー

エラストマ

エラストマ内部0.5 mm

1 mm

5 mm
5 mm

試作センサチップ

触覚検知部

図５ 試作センサの写真
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封止されたものである．

3．2 接触力の計測

試作したセンサの触覚検知部に，外力を印

加してカンチレバー上のひずみゲージ薄膜の

抵抗変化を計測した．センサを水平 2 軸ス

テージに固定し，垂直ステージに押圧用治具

と参照用力覚センサを取り付け，垂直ステー

ジを動かすことで治具をセンサ表面に押し当

てて垂直力を印加した．剪断力は治具を押し

当てた状態で水平方向にセンサを動かすこと

で印加した．電気抵抗はデジタルマルチメー

タにより計測した．図６に各軸に対する抵抗

変化の測定結果を示す．図６(a)は単位面積

当たりの垂直力 Fz に対する抵抗変化を示し

ている．垂直力に対して抵抗が線形に変化し

ていることが分かる．一方，図６(b)は剪断

力に対する変化である．剪断力はカンチレ

バーの先端の向きに平行な方向にステージを

動かした場合を Fx，垂直な方向に動かした

場合を Fy としている．Fx に対しては垂直力

の場合と同様，抵抗が線形に変化しているが，

Fy に対してはほとんど変化しない．すなわ

ち，抵抗の変化は剪断力の大きさだけでなく

方向に対しても依存していることが分かる．

抵抗の変化がそれぞれの方向の力に対して線

形に変化するので，比例定数を kx，ky，kz と

すると，抵抗変化は次式のように表される．

zzyyxx FkFkFk
R
R




⑴

つまり，あらかじめ試験により 3 本のカンチ

レバー上抵抗の比例定数を求めておけば，Fx，

Fy，Fzを抵抗変化から求めることが可能であ

る6)．実際に，抵抗変化を電圧に変換し，増

幅して A/D 変換してコンピュータに取り込

み，リアルタイムで 3 軸の力を演算するシス

テムを試作し，印加した力の大きさと方向を

表示させることに成功している9)．

3．3 近接計測

図７に白色 LED 光をセンサに直接入射し

た場合の，光を入射しない時を基準としたセ

ンサのインピーダンスの変化率の照度に対す

る依存性を示す．照度が大きくなるにつれて

センサのインピーダンスは減少することが分

図６ 垂直力(a)および剪断力(b)に対するカンチレバー上のひずみゲージ薄膜抵抗変化

図７ 照射光照度に対するインピーダンス変化
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かる．一般的に半導体内で光照射により生成

されるキャリアは光の強さに比例し，また，

抵抗率はキャリア濃度に反比例するため，イ

ンピーダンスの大きさは照度に反比例するた

め8)，図７のような依存性を持つと考えられ

る．

次に，白色 LED をセンサに隣接して配置

し，その光をプローブ光として対象物(PTFE
板)に照射してセンサにより反射光の変化を

検知する実験を行った．また，同時に薄膜ひ

ずみゲージ抵抗による接触の計測も行った．

対象物は垂直ステージに取り付けた治具に固

定し，ステージを動かすことによりセンサに

近接・接触させた．図８に対象物との距離お

よび接触力に対するセンサのインピーダンス

と直流抵抗の変化を示す．図８の右側は近接

時の変化，左側は接触時の変化を示している．

まず，近接時には対象物が近づく(距離が小

さくなる)とともにインピーダンスが減少し

ている．一般的に照度は光源からの距離の 2
乗に反比例するので，対象物が接近するにつ

れて対象物で反射されるプローブ光の通過す

る距離が短くなるため，照度が増加するのを

検知していると考えられる．一方，近接時に

は直流抵抗はほとんど変化しておらず，接触

力が働いていない(接触していない)ことを示

している．このことから，センサのインピー

ダンスを計測することで，接触前の近接の状

況を検出可能である．接触時には直流抵抗が

接触力に比例して変化し，逆にインピーダン

スはあまり変化しない(押込みによりエラス

トマが変形するためわずかに変化する)ため，

接触後の状況は直流抵抗の計測で検出可能で

ある．

3．3 計測の応用例

3．3．1 触覚センサによる物体表面質感

計測

試作したセンサを対象物に対して押し込ん

だり滑らせたりさせ，その時の出力の変化か

ら対象物の質感を定量的に評価する手法につ

いての研究を行っている12)．図９はその計測

結果の一例であり，さまざまな質感を持つ紙

に対してセンサを押し当てて滑らせた時の触

覚出力変化(ひずみゲージ直流抵抗変化)であ

る．センサは横軸が 5 秒の時点から動かし始

めているが，静止摩擦力の増大とともに抵抗

が増大し，滑り始めると動摩擦状態に移行し

てあまり抵抗が変化しなくなる．この時の滑
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る手前の抵抗変化の大きさや，滑っている状

態での抵抗変化は，紙の表面質感を構成する

摩擦係数や表面凹凸に依存している．例えば，

光沢紙は摩擦係数が大きいため，滑る手前の

抵抗変化が大きく，ティッシュペーパやペー

パタオルでは凹凸が大きいため，滑っている

状態で抵抗が上下している．これらの特徴を

数値化して解析することで，物体表面の質感

を定量的に評価可能と考えている．また，将

来的には近接計測で用いている光導電効果を

利用し，表面反射や色といった視覚的な情報

も併せて検出し，マルチモーダルな質感計測

を実現したいと考えている．

3．3．2 触覚・近接覚計測による物体概

形の取得

センサを水平方向に移動させてスキャンす

ることで，簡易的に物体の 3 次元形状の概形

の計測を試みた7)．対象物としては直径 6 cm
のテープを用いた．図10にスキャンの結果を

示す．かなりぼやけてはいるが，テープの形

状の部分で反射光の増加によりインピーダン

スの減少が大きくなっていることが分かる．

将来的にはセンサをアレイ化することで，物

理的にセンサを動かすことなく，このような

概形が取得可能としたいと考えている．また，

触覚でも同様に，物体形状による接触力分布

をベクトルとして取得可能なことを示してお

り13)，近接と触覚を合わせて分布計測するこ

とで，例えばロボットなどにおける環境認識

能力の向上に貢献できると考える．

４．お わ り に

本論文では，MEMS 技術と半導体を用い

て作製した，触覚と近接覚を単一の素子で同

時に計測できるセンサについて紹介した．現

在，さらに温冷覚や振動覚との複合化を目指

し，さらなる研究を進めつつあるところであ

る．また，本センサを応用して，ロボットハ

ンドの精密制御による柔軟物の把持手法や褥

瘡予防のための皮膚変形評価装置などの開発

を，関連企業との共同研究により進めていく

予定である．
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図10 近接覚計測による物体概形取得例


