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In this paper, we report the texture quantitative measurement using the miniature multi-axial tactile sensor with 

microcantilevers which are fabricated by MEMS technology and embedded in the elastomer. The Si microcantilevers 
are deformed by both normal and shear forces and the deflection of the cantilever can be detected as resistance 
change of a strain gauge. The resistance changes by active-touching (pushing and sliding) to the object have been 
characterized and they are correlated with hardness, thickness, and roughness of the object. The first component 
obtained by principal component analysis of the correlation matrix among the resistance changes shows the surface 
texture characteristics (roughness, smoothness, friction) of the object. On the other hand, the second principal 
component shows texture characteristics including both bulky and elastic feelings of the object. 
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1. 緒 言 
 近年、製造業では人件費削減や生産の効率化のため、産業

用ロボットのニーズが高まっている。産業用ロボットは、製

造業での溶接、組み立て、加工などの分野においてすでに実

用化がされている。一方、自動車や電化製品等の製品では、

付加価値向上のために、「質感」が重視されつつあるが、その

評価は人間の感性に頼っており、定量性や再現性の面で問題

がある。このように、人間の触覚に依存する作業を機械化す

るためには、人間の指を模倣した高機能な触覚センサによる

評価が必要となる。 

 我々はこれまで、MEMS 構造を弾性樹脂（エラストマ）に

封止した小型多軸触覚センサの開発を行い、紙や布、プラス

チック等の試料の上で動かしたときのセンサ出力変化の違い

から、質感の似たグループに定性的に分類することを可能と

した[1,2]。しかし、対象物の表面粗さや硬さといった物理的特

性との相関性が明らかにされておらず、質感を定量的に表す

までには至っていない。そこで、本研究では質感の定量的計

測を目指すため、硬度、厚みと表面粗さを変化させた試料に

対するセンサ出力の依存性を評価したので報告する。 

 

2. 触覚センサの検知原理とアクティブタッチ計測 

 図 1 に我々が開発している触覚センサの概念図を示す[1]。

図 1(a)に示すように、MEMS プロセスにより単結晶シリコン

(Si)基板上に検知部としてマイクロカンチレバーを作製した。

このカンチレバーは、直径 2.1 mmの半球状で、皮膚と同程度

の硬さのエラストマ（ポリジメチルシロキサン, PDMS）に埋

め込まれている。また、図 1(b)に示すようにカンチレバー構造

は、1 mmの円内に収まるように形成されている。触覚センサ

に垂直力、剪断力が印加されるとカンチレバーが変形する。

このカンチレバーの変形は、NiCr 薄膜ひずみゲージを用いて

抵抗変化としてセンシングしている。 

本研究では質感の計測方法として、人間が物体を触って質

感を得る場合と同様に、作製した触覚センサを対象物に能動 
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Fig. 1 (a) Conceptual structure of tactile sensor, and (b) a 

photograph of the microcantilevers. 

 

的に接触させ計測するアクティブタッチ計測を用いた。この

時に得られたセンシング出力の変化量に対して主成分分析に

よる総合化を行い、主成分を得ることで質感の評価軸とした。 

 
 

3. 実験方法 
触覚センサを対象物に対して垂直方向に押し込んだ後に引

き上げる計測と、水平方向に滑らせる計測を行った。押し込

み・引き上げ計測では、触覚センサに対象物を接触させたの

ち、接触点から 2 m/s の速度で 200 mまで押し込み、再び

接触点まで引き上げた際の抵抗変化を計測した。また、滑り

計測では、触覚センサに対象物を接触させ、5 m/s で水平に

カンチレバーの先端方向と直角となる方向に動かした際の抵

抗変化を計測した。 

評価対象として、硬度、厚みのパラメータを変化させて計

測するために、種々のゴム（クロロプレンゴム、シリコーン

ゴム、ウレタンゴム、他）を使用した。ショア A硬度が 25〜

90 と異なる 15 種と、一定硬度(ショア A45)で 1 mm〜10 mm

の異なる厚みの 9 種の試料を用いた。なお、材質によって異

なる摩擦や凹凸といった特性を等しくするため、接触面をカ

バーガラスで被覆した。また、表面粗さに対する依存性を評

価するため、カバーガラスの表面をフォトリソグラフィとフ

ッ化水素酸によるエッチングで凹凸加工して試料とした。未

加工時の表面粗さは Rzで 0.03 mであり、凹凸加工により Rz 

=3.49 mまでの計 11種の試料を作製した。 
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4. 実験結果と考察 
 

4.1 アクティブタッチ計測によるセンサ出力変化 

 図 2 に押し込み・引き上げ計測を行った時の抵抗の時間変

化の試料硬度に対する依存性を示す。硬度が増加するにつれ

て、最大押し込み時の抵抗変化量が大きくなっていることが

わかる。これは、硬度が増加するにつれセンサが受けるゴム

の反力が大きくなることによる。図 3 は滑り計測時の抵抗時

間変化の表面粗さに対する依存性を示している。センサは測

定開始後 5秒間静止させており、その間、抵抗は一定である。

5秒以降にセンサを水平方向に滑らせているが、抵抗はまず急

激に増大し、最大値を取った後、変化が小さくなる。これは

センサ表面に対する摩擦力の挙動を反映しており、静止摩擦

状態から動摩擦状態への移行を示しており、そのタイミング

や最大静止摩擦力が表面粗さに依存していることがわかる。

これらの結果から、アクティブタッチ計測による触覚センサ

の出力変化が対象物の厚みや表面粗さ等の特性に依存してい

ることがわかる。 

このような計測を硬度、厚み、表面粗さを変化させた試験

片すべてに対して行い、それぞれのパラメータと定量的な相

関性を持つような特徴的な出力変化（例えば、図 2,3における

最大抵抗変化量等）を求めた。 

 

4.2 主成分分析による質感評価 

 前項で求めた出力変化は硬度、厚み、表面粗さそれぞれに

対して相関があり、それらを総合化するため、主成分分析を

行った。具体的には、各出力変化間の相関行列に対して固有

値解析を行うことで得られた固有ベクトル（主成分）を軸と

することで、図 4 のようなプロットが得られた。横軸は第 1

主成分（寄与率：66 %）、縦軸は第 2主成分（寄与率：24 %）

を示しており、寄与率の合計は 90%となり、これら 2 つの主

成分で 4 つの出力変化の特徴をほぼ縮約したこととなる。前

項に示したように、出力変化と硬さ、厚み、表面粗さのそれ

ぞれとの定量的相関が得られていることから、主成分軸と各

パラメータを定量的に関連付けることができると考えられる。

第 1 主成分は、表面粗さの変化を大きく反映していることか

ら、質感においてすべすべ・ざらざらといった表面の特性を

表す評価軸に相当する。しかし、硬さと厚みを変えた試料に

ついては表面を未加工のカバーガラスで覆い特性を統一した

にもかかわらず、第 1 主成分の値が変化しており、第 1 主成

分には表面粗さだけでなく、例えばカバーガラスとゴムの接

触面のズレ等、今回はコントロールしていないパラメータが

含まれていると考えられる。すなわち、より正確な評価軸と

するには、それらをコントロールした計測を行い、センサ出

力変化との相関を調べる必要がある。一方、第 2 主成分は硬

度、厚みの変化を大きく反映しており、またそれらが一定で

あるカバーガラスについてはほぼ変化がみられないことから、

硬度と厚みを総合化した弾力性や嵩高感を含む質感を表して

いる評価軸と定義できる。 

 

5. 結 言 

MEMS構造をエラストマに埋め込んだ超小型触覚センサを

用いて、硬度、厚み、表面粗さを変えた試料に対してアクテ

ィブタッチ計測を行い、それらに対するセンシング出力の依

存性を計測した。出力の変化はそれらに対し特徴的な依存性

を持ち、それらの相関関係を主成分分析することで、今回変

化させたパラメータにより変化する質感に対応する定量的評

価軸を抽出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Relative resistance changes of the tactile sensor as a function 

of time when the objects are indented on the sensor and then pulled 

up. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 3 Relative resistance changes of tactile sensor as a function of 

time when the sensor is slid on the objects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4 Principal component mapping of various objects for 

the first and second principal components. 
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