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We have developed a single sensor which can detect proximity and multi-axial touch force for smart- manipulation 

control of delicate objects. In this work, a measurement technique with modulated probe light to reduce of the 

environmental noise for proximity sensing has been reported. The white LED as probe light was switched at 150Hz. 

Although the sensor output includes environmental noise from power source and room light, it is demonstrated that the 

proximity distance can be distinguished as amplitude of frequency component at 150Hz. 
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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]。また、近接覚検知のための光検知

部を同一基板上に作製し、評価を行った[5]。本研究では、

近接覚検知のための環境光の影響の受けにくい光計測手法

について検討を行ったので報告する。 

2. センサの光検知原理の概要 

図 1 に近接覚・触覚コンボセンサの概略図を示す。接触検

知部としてシリコン(Si)単結晶基板上に作製した3つのマイ

クロカンチレバーを直径2.1mmの半球状に成形されたエラ

ストマ内に埋め込んでいる。接触によりエラストマの変形 

Fig.1 Proximity and Tactile Combo Sensor 

 

が傾斜構造を持たせたカンチレバーに伝わり、接触力の向

きによってカンチレバーのひずみ変化が異なる。その変化

をカンチレバー上に堆積した 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ことによって接触圧力・滑

りを検知する[6]。 

近接検知部としては、櫛形の平面電極に基板上を作製し

ている。この電極は高周波では図 2(a)に示すような等価回

路となる。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
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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]。近接検知部は光計測の感

度向上のため、空乏層容量の増大と空乏層近傍に入射する

光量を増加させるためにメッシュ状の櫛形電極としている

[6]。 

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

sensing part and (b) an equivalent circuit 

diagram of the sensor. 

3. 環境ノイズの影響とプローブ光の変調 

図 3(a)のように、本センサは物体から反射したプローブ

光を検知することで近接を測定する。光を用いた近接測定

には環境光等によるノイズが問題となる。そのため、本研

究では図 3(b)のような測定回路で A-B 間の電圧波形をオシ

ロスコープにより観測し、ノイズの影響を評価した。この

時、環境光による影響を考慮して室内灯下(水銀灯:100Hz)

および簡易暗室内で測定を行った。なお、センサに入力し

た正弦波交流電圧の周波数は 450Hz、C0=500pF である。 

図 4(a)は暗室内、(b)は室内灯下での出力波形を示す。環

境光のない状態ではセンサの測定周波数と電源ノイズの影

響が現れている。また環境光のある状態ではセンサの電圧

が減少していることから、入射した環境光によってセンサ

のインピーダンスが減少したことがわかる。このことから

環境光やノイズの影響は無視できない。 

そこで、プローブ光を一定の周波数で変調し、センサか

ら変調された周波数の成分のみを取り出して測定すること

によって環境ノイズに影響されない近接測定ができるので

はないかと考えた。図 5 にプローブ光とした白色 LEDへの

入力電圧波形を示す。０V から 6V まで変化する方形波電圧

を印加し、150Hz で光を ON,OFF させた。 

4. 変調したプローブ光を用いた近接覚測定 

図 3(a)のようにセンサを水平 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、センサ表面に近接させた。同時にセンサに隣接し

て設置した LED光をプローブとし、その反射光をセンサに

より検知した。検知対象物としては白色の PTFE 板 (20  

Fig.3 (a) A measurement setup for proximity sensing. 

 (b) Measurement circuit of the sensor. 

 

Fig.4   The waveforms of sensor output voltage 

(a)without room light and (b) with room light. 

 

 

Fig.5    Applied voltage to LED (150Hz) for modulated 

probe light. 

 

mm×20 mm) を用いた。センサには図 3(b)のように前節と

同様の回路で周波数 450Hz の正弦波電圧を入力し、センサ

と対象物間の距離が 0～50 mm の間の A-B間の電圧波形を

オシロスコープで観測した。 

 図 6 にセンサと物体間の距離が 3 mm、15 mm のときの

波形をそれぞれ示す。点線で示したように、正弦波に 150Hz

のプローブ光変化の成分が重畳されていることがわかる。

またセンサと物体間の距離が離れるとセンサに入射される

プローブ光の光強度が小さくなるので、15 mm の方が重畳

成分による変化が小さい結果となっている。 

 図 7 に暗室内および室内灯下と、室内灯下でプローブ
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光変調を用いたときのセンサ出力の近接距離に対する依存

性を示す。なお、プローブ光を変調した時の出力は、図 3(b)

のA-B間の電圧波形をFFTにより周波数スペクトルに変換

し、150Hz の成分の強度変化率とした。また、変調を行わ

ない時の出力は LCRメータ(日置電気，3532-50)を用いて測

定した 450Hz おけるインピーダンス変化率である。変調を

行わない近接測定では、暗室内では 50 mm 程度までの近接

距離が計測可能であるが、室内灯下では 10 mm 以上の距離

になると環境光の影響を受けてしまい、近接覚測定が困難

となることがわかる。一方、変調したプローブ光を用いた

近接覚測定では、室内灯下でもセンサと物体との距離に応

じて暗室内とほぼ同様な変化を示し、50 mm までの近接距

離の正確な計測が可能であることが分かる。このことから

光を用いた近接覚測定において、環境光ノイズの影響を低

減するためには、プローブ光を変調する手法が有効である

ことを示したといえる。 

 

Fig.6  The waveforms of sensor output voltage with 

probe light modulated at 150Hz. The distance between 

sensor and object is (a) 3 and (b) 15 mm. 

 

Fig.7   Impedance change rate measured by LCR 

meter and amplitude change rate of frequency 

spectrum at 150Hz with modulated light as a 

function of distance between the sensor surface 

and a PTFE board. 

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

小型センサの近接覚検知において、環境光の影響を受けに

くい光計測手法について検討を行った。センサへの環境光

や電気的ノイズの影響を調べ、プローブ光の変調による対

策を行った。これにより、室内灯等、環境光の影響が強い

場合においても、暗室内と同等のセンサを用いた近接覚測

定を可能とした。今後、バンドパスフィルタ回路を用いる

ことで、出力電圧からリアルタイムで変調周波数成分を取

り出した計測を行いたいと考えている。 
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