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Sensing of proximity and touching is very important for dexterous robots. We have proposed a single sensor which can 

detect proximity and touch force simultaneously. In this work, optical detection part for proximity sensing has been 

improved by employing the interdigital electrode with mesh, and the sensitivity for proximity can be enhanced 4 times 

more than that of the previous sensor. 
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1. 緒言 

 先進国諸国では超少子高齢化社会の到来による若年労働

者人口の減少と要介護者の増大が懸念されている。それに

伴い、人に代わって介護や器用な作業を行う次世代型ロボ

ットが注目を集めている。介護ロボットが人の生活を支援

するには、作業の安全性を保障するために、作業対象に対

する近接および接触力・滑りを検知する必要がある。 

 我々はこれまでに 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ってきた[1,2]。

さらに、この触覚センサに近接検知機能を付与した近接・

接触コンボセンシングの手法について検討し、単一の素子

で直流ひずみゲージ抵抗の変化により接触圧力・滑り（剪

断力）を、交流インピーダンスの変化により近接を検知で

きることを示した[3,4]。本研究では、これまでの実験結果

をもとに、近接検知のための光検出部の設計最適化および

作製と評価を行ったので報告する。 

2. センサ構造と検知原理の概要 

 図 1 に本センサによる接触・近接コンボセンシングの概

念図を示す。図 1(a)に示すように、シリコン(Si)単結晶基板

上に接触検知部としてMEMSプロセスにより作製した 3つ

のマイクロカンチレバー構造が、直径 1.5 mm程度内に収ま

るように形成されている。検知部の保護と接触部の柔軟性

のため、3つのカンチレバー構造全体を半球状に成形したエ

ラストマ内に埋め込んでいる。図 1(b)のように、対象物の

接触によりエラストマの変形を、それに追随するカンチレ

バー構造のひずみ変化による NiCr 薄膜ひずみゲージの抵

抗変化として電気的に検出する。カンチレバーに傾斜構造

を持たせ、さらに向きを変えて複数配置することにより、

接触の方向によりそれぞれのカンチレバーの変化が異な

る。これらのひずみゲージ抵抗の変化を組み合わせて計

測・解析することで、接触力の大きさと方向を同時に検知

することが可能である[5]。 

また、本センサに用いている基板部は単結晶 Siであり、

半導体としての電気的特性を持つ。電気信号を取り出す配

線(Au)と Si は絶縁層 (Si3N4)により絶縁されているが、高

周波では配線-Si 層間の静電容量が無視できなくなり、図

2(a)に示すような配線-絶縁層-半導体-絶縁層-配線という経

路 が 並 列 に 接 続 さ れ た 回 路 (metal-insulator- 

semiconductor; MISダイオード)となる。この経路は絶縁膜

の静電容量 Ci と半導体と金属の仕事関数差によって Si 中

のキャリアが排斥されて生じる空乏層の静電容量 Cd、そし

て Si自体の抵抗 Rsを含む。さらに Au配線間にも空気を介

した静電容量 Cwが存在する。図 2 (b)にこれの等価回路図

を示す。なお、Au 配線自体の抵抗は十分に小さく、また

SiO2絶縁層が比較的厚いため最下層Si基板の影響は小さい

ため無視している。Si層内にはセンサに入射する光により、

常にキャリアの光励起および拡散・再結合が生じており、

定常状態では一定量の過剰キャリアが存在している。物体

の接近によりセンサに入射する光強度が変化すると、過剰

キャリアの量が変化する (光導電効果)。Siの抵抗 Rsおよび

空乏層容量 Cdは Si 中のキャリア濃度に依存するので、結

果として図 2 (b) に示した回路のインピーダンスが物体の

接近により変化する[4]。つまり、高周波でのインピーダン

ス計測によって近接距離を計測可能であると考えられる。 
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Fig.1 Conceptual diagrams of touch force sensing, (a) 

a schematic view of the tactile sensor and (b) a 

cross-sectional view of the microcantilever for 

force detection. 

 

Fig.2 (a) A cross-sectional view of the proximity 

sensing part and (b) an equivalent circuit 

diagram of the sensor. 

 

3. 実験方法 

3.1 センサの設計と作製方法 

 センサの近接検知の感度を向上させるため、対象物の近

接を検知するための光検知部を設計した。前述のように物

体近接による光の変化は、Si 中の空乏層容量変化および抵

抗変化として検知する。これまでの実験結果から、空乏層

容量がより感度に大きく影響することが明らかとなってい

る[6]。そこで、検知部の抵抗に対する空乏層容量の増加と

省スペース化のため、図 3 に示すように、電極間距離を近

づけた櫛形の平面電極を設計した。比較のため電極面積の

異なる二種類を用いた。また、空乏層に入射する光量を増

加させるために、電極にそれぞれメッシュを行ったものを

作製した。センサは Si単結晶ウェハを MEMS プロセスに

より加工して作製した。ウェハとして Si 層の下に埋込酸化

膜層が作製されている SOI (silicon on insulator) 基板を使

用し、 MEMS プロセスによってマイクロカンチレバー構

造を作製した。センサの作製プロセスを図 4に示す。       

 

 

Fig.3 Designed interdigital electrodes. All 

dimensions are in mm. 

 

Fig.4 Fabrication process of the microcantilever 

sensor. 

 

SOI ウェハ表面に Si3N4 の絶縁膜、NiCr ひずみゲージ層

および Au 配線層をスパッタリングによってそれぞれ製膜

し、フォトリソグラフィによってパタニングをした。さら

に表面保護やその残留応力によるカンチレバーの傾斜構造

形成のため、高い可視光線透過率をもつ Cytop(旭硝子)をス

ピンコートし、反応性イオンエッチング(RIE) 用いてエッ

チングをした。カンチレバー下の埋込酸化膜層をバッファ

ードフッ酸 (BHF) によって溶解することで、カンチレバー

構造を基板からリリースした。最後にカンチレバー構造を

エラストマ(ポリジメチルシロキサン; PDMS)で封止するこ

とで接触力検知部を作製した。作製したセンサの写真を図 5 

(a)に示す。作成したセンサの大きさは 8 mm × 8 mm で、

接触力検知部は φ2.1 mm の半球形状である。図 5(b)にエラ

ストマ封止前の検知部の光学顕微鏡写真を示す。カンチレ

バー先端が黒く見えることから、設計通り傾斜形状になっ

ている事が分かる。 



 

 

3／6 

 

Fig.5 Photographs of (a) a fabricated sensor and (b) 

microcantilevers. 

 

Fig.6 A diagrammatical view of the system for 

frequency impedance characterization of the 

sensor with and without LED light. 

 

3.2 センサの光検知部の評価方法 

 作製したセンサの近接検知部の光に対する電気特性の依

存性評価を行うために図 6 のような計測システムで測定を

行った。センサと 3 cm離して白色チップ LED(エレキット，

LK-1WH-6)を設置し、 LED の消灯時と点灯時のセンサの

インピーダンスの周波数依存性を LCR メータ(日置電気，

3532-50)により計測した。測定は環境光を除いた暗室内で

行った。インピーダンス測定時の印加交流電圧は 1 V、測定

周波数は 50 Hz～5 MHz まで計測した。 

 

3.3 物体近接・接触によるセンサ出力変化の計測方法 

 図 7 に作製したセンサを用いた近接距離・接触力計測用

システムを示す。センサを水平 2 軸電動ステージに固定し、

対象物を垂直 Z 軸ステージに取り付け、上下に移動させる

ことで、センサ表面に近接・接触させた。検知対象物とし

ては白色の PTFE 板 (20 mm×20 mm) を用いた。接触力

によるひずみゲージ抵抗変化はデジタルマルチメータ (ア

ドバンテスト，R6581) で直流抵抗を計測することで行っ

た。センサに隣接して白色チップ LEDを設置しプローブ光

とし、それが対象物に反射してセンサに入射する光による

インピーダンス変化を LCRメータにより計測した。 

 

4. 実験結果と考察 

4.1 センサ光検知部の電気的特性 

 図 8 に図 3 の櫛形電極を持つセンサのインピーダンスの

周波数特性のベクトル線図を示す。それぞれのインピーダ

ンスの軌跡が第 4 象限上にあるため，容量成分と抵抗成分

を含む回路になっていることがわかる。また、LED光の有 

 

Fig.7 A measurement setup for proximity and touch 

force sensing. 

 

Fig.8 Vector diagrams of the impedance of 

interdigitated array electrodes. 

 

無によってセンサのインピーダンスのベクトル軌跡が変化

していることがわかる。インピーダンスの絶対値は光の照

射によりいずれも減少している。これは第 2 章で述べたよ

うに Siの光導電効果によって過剰キャリアが発生し、Siの

抵抗が減少するとともに空乏層容量が大きくなるため、こ

れらの効果によりインピーダンスが減少していることによ

ると考えられる。また、どの電極形状においても、500 Hz

～1 kHz を境にインピーダンスの位相の変化の傾きが変化

している。図 9 は各近接検知部の電極形状における周波数

特性とLEDを点灯させた時のインピーダンスの変化率を示

す。いずれも位相の傾きが変化する付近の周波数 500 Hz～

1 kHzでインピーダンスの変化が大きい。4種の電極形状の

中ではメッシュ状に孔を開けた電極(c)と(d)が光に対してよ

り大きいインピーダンス変化を示した。これらの電極では、

電極の縁からの距離が短く、光生成キャリアが空乏層へ拡

散しやすく、空乏層容量の変化がより大きくなるため、高

感度化していると考えられる。 
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Fig.9 Frequency dependence of light-induced 

impedance change rate of the sensors with 

various interdigital electrodes for proximity 

sensing. (a), (b), (c) and (d) correspond to the 

electrodes drawn in Fig.3. 

 

 このことから櫛形電極をメッシュ状にすることで光検知

の高感度化が可能であることがわかった。 

 

4.2 近接・接触測定結果 

 図 10に接触時・非接触時それぞれの場合の、センサ表面

と対象物(PTFE 板)間の距離に対するひずみゲージ抵抗と

近接検知部の交流インピーダンス絶対値  (100 Hz～1 

MHz) の変化を測定した結果を示す。近接計測には図 9 の

結果から、4種の中で感度が優れた図 3 (c) の電極形状を採

用した。なお、縦軸の値は距離 0 mm (接触点) におけるひ

ずみゲージ抵抗およびインピーダンスを基準とした変化率

で示している。また、横軸の負の値はセンサに対し対象物

体が接触し押込まれている距離を示す。ひずみゲージ抵抗

はLEDが消灯している場合の非接触時は距離に対してほと

んど変化せず、LED が点灯している場合は距離に対して依

存性のある変化を示した。本来ならばひずみゲージ抵抗は

光に対して変化しないはずであるが、LED 照射時に変化が

現れたのは、絶縁膜から Si基板にリーク電流が流れており、

そちらの経路の抵抗成分が含まれていたためと考えられ

る。一方、接触時はどちらの場合も押し込み距離に対して

単調な減少を示した。PTFE 板の押込みによりエラストマ

が変形し、カンチレバーのひずみが変化したと考えられ、

ひずみゲージ抵抗によって押し込みによる接触力の計測が

可能であることを示している。 

 一方、近接検知部のインピーダンスは、非接触時に物体

近接に伴い、大きく減少していることが分かる。周波数 1 

kHzにおいてLEDを消灯した場合の近接測定では変化が見

られなかったので、この変化が光によるものであることは

明らかである。すなわち、インピーダンスの減少は、物体

の近接によりプローブ光の反射光が大きくなるためであ

る。光強度は距離の 2乗に反比例するため、近づくほど急 

 

Fig.10 Resistance change rates of strain gauge 

and impedance change rates of proximity 

sensor as a function of distance between the 

sensor surface and object. 

 

激に変化する特性を示している。また、5 mm程度以下の接

触点近傍において、逆にインピーダンスが接触時よりも減

少しているが、これは以前の結果[4]と同様、接触点に近づ

くにつれ反射光がセンサに入射しにくくなるためである。

押込み距離に対してもインピーダンス変化がわずかに見ら

れるのは同様の理由である。これはセンサチップ上に LED

を集積化し、光検知部にできるだけ光源を近づけることで

防ぐことが可能と考えられる。 

インピーダンスの物体近接距離に対する変化率は 1 kHz 

において最大となり、以前のセンサ[4]に比べて約 4 倍の変

化率を示した。これは 4.1 項に示したように、500 Hz～1 

kHz 程度で光に対するインピーダンスの変化率がもっとも

大きくなるためである。この結果から、近接検知部の電極

形状の設計最適化と、最適な計測周波数の設定により大幅

に近接検知の感度を向上することが可能であることを示し

た。 

 

4.3 作製したセンサの等価回路分析 

 これまでに述べた近接検知部のインピーダンスの周波数

特性を検証するために、等価回路分析を行った。図 11は実

験結果から想定されるセンサの等価回路図である。図 2 の

回路に絶縁層のリーク電流を考慮し、絶縁層の抵抗追加し、

また 4.2項の LEDが消灯した場合の物体との近接測定の結

果から配線容量の影響は小さいとし除外した。 

この等価回路について回路シミュレータ(LTspice)により

解析を行った。各要素は測定結果をもとにして Rs = 65.5 , 

Ri = 3 M, Ci = 34.3 pFと仮定した。前述したように、光

検知部のインピーダンス変化は空乏層容量の影響が大きい

ので、空乏層容量をCd = 30 pF, 100 pF, 400 pFと変化させ、

その時のインピーダンス特性の変化を調べた。解析結果の

ベクトル線図を図 12に示す。この解析結果は図 8のセンサ

の光検知部のインピーダンス周波数特性と同様、途中で位

相の傾きが変化するベクトル軌跡となっていることがわか

り、想定した等価回路は概ね実際のセンサの光検出の特性

とよく一致していると考えられる。 
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Fig.11 Equivalent circuit of the sensor, (a) 

cross-sectional view and (b) circuit diagram.  

 

Fig.12 A vector diagram of analyzed impedance of 

equivalent circuit of the sensor. 

 

5. 結言 

 接触力と近接距離を単一の素子でコンボセンシングする

小型センサの光検知部について設計・作製しその電気的特

性を評価した。接触力は MEMS構造をエラストマで封止し

た検知部のひずみゲージ抵抗の変化により計測し、近接距

離は対象物に照射したLED光の反射光変化に対する櫛形電

極のインピーダンス変化として計測する。光検出部の櫛形

電極にメッシュ状の孔を設けることで、光に対する感度が

大幅に向上することがわかった。作製したセンサの近接距

離に対するインピーダンスの変化率は 1 kHz の測定周波数

で最大であり、以前のものと比べて約 4 倍に感度が向上し

た。さらに光検出原理の等価回路分析を行い、おおよそ想

定通りの回路となっていることが分かった。将来的には、

センサチップ上に LEDを集積化することにより、空間分解

能を高めるとともに、現状では、接触力検知部のひずみゲ

ージ抵抗と光検知部のインピーダンスを、直流と交流を切

り替えて測定しているが、これらを同一の測定系で検知す

るシステムを可能にしたいと考えている。 
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