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 In this Paper, we report the proximity and tactile combination MEMS sensor for controlling manipulation of 

delicate objects. This sensor can detect proximity of the object by the internal photoelectric effect in Si substrate. And 
normal and shear loads as tactile information are also detectable by deflection of three cantilevers fabricated on the 
substrate surface and embedded in the silicone elastomer. The sensor is attached on the electromotive actuator and the 
sensor outputs are obtained during grip of the target object. The proximity output depends on distance to the target 
object. On the other hand, the tactile output depends on normal load applied by gripping the object. Furthermore, it is 
demonstrated that slipping of the gripping object can be detected by the tactile output. Therefore, gripping force can 
be controlled by monitoring of the sensor output.   
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1. 緒 言 

近年、作業の自動化による人的作業の削減や効率化を図る

ために、製造業だけでなく農業、医療福祉など様々な分野で

ロボットが導入されつつある。その中でも、従来人間が作業

を行っていた部分のロボット化には困難な部分が多数存在し、

その一つとして挙げられるのが物体の把持や組み立て等のマ

ニピュレーションである。製造業で扱う把持対象物は形状や

重量が一定で剛性の高い物体がほとんどであったが、製造業

以外でもロボットが導入されようとする現在では、柔軟物、

複雑な形状の物体、様々な重量の物体も把持対象物として考

慮しなければならない[1]。しかし、柔軟物をハンドで把持す

る際に近接・接触情報を検知できなければ、行き過ぎや把持

後の制御エラーが懸念され、同時に把持対象物の破損の恐れ

がある。したがって、柔軟物の把持にはハンドと対象物間の

近接及び接触情報による動作の精密な制御が必要となる。 

我々はこれまで、近接と接触を単一の小型素子で複合検知

できる MEMSセンサを開発してきた[2]。本稿では、このセン

サを小型電動ハンドに取り付け、対象物との接触前後におけ

るセンサ出力を取得し、評価することにより、スマートなマ

ニピュレーション制御の可能性が示されたので報告する。             

 

2.  近接及び接触測定原理 
 本実験で使用する近接触覚複合 MEMSセンサの概念図を 

図 1に示す。図 1(a)はセンサ本体の写真であり、その構造の概 

略が図 1(b)である。上面に薄膜ひずみゲージが形成された複

数の MEMSカンチレバー構造が、直径 1.6 mmで高さ 2 mm の

円柱型弾性シリコーン樹脂（ポリジメチルシロキサン; PDMS）

に埋め込まれており、センサチップ全体のサイズは 5mm□で

ある。PDMS円柱部上面に荷重が加わると、カンチレバーが

それに伴い変形する。この変形によるひずみゲージ抵抗の変

化を読み取ることで接触情報の取得、すなわち触覚センシン

グを行う。このカンチレバーの垂直荷重、せん断荷重それぞ

れに対する変形モデルをそれぞれ図 2(a)と図 2(b)に示したが、

荷重の印加される方向に依存してカンチレバーの変形の挙動

が異なるため、それぞれのカンチレバーからの出力を組み合

わせることで荷重の方向が検知可能である。さらに、このセ 
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 Fig. 1 (a) A photograph of the MEMS sensor, and  

  (b) a schematic illustration of the MEMS sensor.  
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   Fig. 2 (a), (b) Deformation models of the cantilevers for normal      

  and shear loads, and 

 (c) Internal photoelectric effect occur in Si substrate. 
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Fig. 3 (a) A photograph of the electromotive actuator, and  

  (b) a schematic illustration of the experimental model. 



ンサは基板材料として半導体である単結晶 Si（シリコン）を

用いており、図 2(c)に示すように、光が入射すると内部光電効

果により Si中の電子が励起され、Siの電気抵抗率が減少する。

センサに物体が近づいた際、センサに入射する光量が変化し、

これに伴い電気抵抗率の増減が生じるため、この変化を読み

取ることで近接覚センシングを行う。 

 

3.  実験方法 
 物体の把持によるセンサ出力の変化を評価するため、図 3

に示す小型の電動ハンドを用いた。図 3(b)に示すように、ハン

ドの指部分の片側には PCBに搭載したセンサを取り付け、も

う片方には参照圧力センサとしてロードセルを取り付ける。

また、センサとロードセルの間に把持対象物としてアクリル

製の角柱を配置する。 

光による近接検知のためのプローブとして、センサの上部 

1 cm離した所に白色 LEDを取り付ける。この LED光は対象

物に反射し、その反射光がセンサに入射する。ハンドを動作

させ、センサを対象物に近づけていく際に生じる入射光量の

変化を、Siの交流インピーダンスの変化として LCR測定器（日

置電機，3532-50）によって計測する。 

 また、接触状態の検知は、ハンドを動作させた時、対象物

との接触時の荷重をセンサにより計測することで行う。この

ときセンサ出力は、PCB上でブリッジ回路によって抵抗変化

から電圧変化に変換され、アンプで増幅される。この電圧出

力が PLC（Programmable Logic Controller，三菱電機）に取り込

まれることで、ハンドの動作が制御される。 

 

4.  実験結果及び考察 

 ハンドが動作する前の状態で、センサと対象物間の距離は

12.8 mmであった。この位置からハンドを対象物に向かって

0.1 mm/s の速度前進させたときの Siインピーダンスの変化を

図 4に示す。このとき、12.8 mmから約 3 mmの区間でインピ

ーダンスが減少し、また 3 mm 付近でこのグラフは極値をとり、

転じて接触するまでの区間で、インピーダンスが増加すると

いう変化が見られた。これはセンサと対象物が近づくにつれ

て、センサに入射する光量が増加するが、近づきすぎると逆

に反射光がセンサに入射しにくくなり、入射光量が減少して

いくことによる。その境界がこの実験では約 3 mmであり、こ

の部分で極値となった。このようにインピーダンス変化を読

み取ることで物体の近接を検知し、接触直前であるかの判定

が可能となる。 

 図 5に対象物に対してハンドを前進させ把持し、センサの

出力が設定値になると後退させるという動作をさせた時の触

覚センサ出力と参照ロードセル出力を示す。センサとロード

セルが同様の出力を示しており、センサによる把持時の垂直

荷重変化の計測を確認できた。次に、対象物に対してハンド

を前進させ把持し、触覚センサの出力が一定値になるところ

で停止させ、その状態を保持するような動作をさせた時のそ

れぞれの出力変化を図 6に示す。約 8秒まで接触により垂直

荷重が増加し、設定値に達するとほぼ一定の力を保ち、把持

が行われている。すなわち、触覚センサで検知した垂直荷重

による把持制御が可能である。また、約 22秒後に、対象物に

重力方向の荷重を 0.5 N加えたところ、せん断荷重によりセン

サの出力が低下したため、ハンドをさらに前進させる制御が

行われ、ロードセルの出力が増加している。このことから、

物体把持時に滑りが発生した時、本センサによりそれを検知

し、滑らないように把持力を強めるといった制御が可能であ

るといえる。 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 4 Impedance change rate of the sensor as a function of  

   distance to the target object.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 5 Outputs of the sensor and load cell when the actuator      

    approaches and contacts to the target object.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Outputs of the sensor and load cell during gripping of the 

target object by the actuator. 

 



5.  結 言 

 本稿では、近接触覚複合 MEMSセンサを電動ハンドに取り

付け、把持対象物との接触前後の出力変化を計測した。今回

の対象物としてアクリル角柱を用いたが、この実験システム

で近接、接触、滑りを検出でき、また滑り時のセンサ変化出

力により把持力の制御が可能であることがわかった。今後は 

柔軟物把持時のセンサ出力による最適な把持制御を行うシス

テムの構築を目指す。 
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