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In this paper, we newly fabricated a sensor located cantilevers that miniaturized to one fifths size from conventional 

one, and evaluated its basic characteristics. By the miniaturized cantilever, it became possible to locate cantilevers 

with high density and an interdigitated array electrode on the chip. The cantilever and the interdigitated array 

electrode can detect force and light, respectively. As a result, by using the interdigitated array electrode, it was shown 

that light detection can be performed with higher sensitivity than conventional method. In addition, it was confirmed 

that the fabricated cantilever has load responsiveness equivalent to conventional cantilever and almost no hysteresis. 
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１．緒 言 

 近年，製造業に限られていたオートメーション技術が，作

業の効率化，高齢化や介護人口の減少に対応するため，ある

いは，人件費削減のために人間の生活の中に浸透しつつある

(1, 2)．一方で，人間のように繊細な把持を行うためにロボッ

トハンドの研究が活発に行われている．その中で，「行き過

ぎ」による把持対象物の損傷，破壊防止のため，視覚に相当

する近接覚センサや，「力制御エラー」や「滑り」を防止す

るため，人間の触覚に相当する触覚センサが重要になる(3)． 

 我々はこれまで，製造業だけでなく農業や医療福祉分野で

の応用を想定した単一素子の近接触覚複合 MEMS センサを

開発してきた(4)．さらに，このセンサを小型電動ハンドに実

装することで，そのセンサの近接覚，触覚出力フィードバッ

クによる物体の把持制御に成功している(5)．しかし，このセ

ンサの検知部は縦×横が 290 μm×200 μmと比較的大きく，

人間の触覚受容器のように高密度な配置困難であり，微小領

域の接触力やせん断力の分布の検知にも限界があった． 

 本論文では，より人間に近い繊細な把持制御を行うために，

検知部であるカンチレバーの大きさを従来のものから 1/5へ

と小型化し，さらにカンチレバーを高密度に配置したセンサ

を作製し，その基礎特性を評価した． 

 

２．作製した触覚センサの構造 

 本研究における触覚センサの検知部はカンチレバー構造

をしており，その上部にひずみゲージが形成されている．力

が加わるとカンチレバーが変形し，ひずみゲージの抵抗が変

化するため，これにより力を検知可能である．図 1(a)に従来

のカンチレバー，図 1(b)に新しく作製したカンチレバーの設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計図を示す．図 1(a)，(b)を比較すると，カンチレバー部の面

積が従来のものから 1/5へと縮小され，より高密度に配置す

ることが可能となっている．また，このカンチレバーを複数

配置した触覚センサの写真を図 2に示す．図 2(a)は従来のカ

ンチレバーによる触覚検知部，図 2(b)，(c)は新しく設計した

カンチレバーによる触覚検知部である．ここで，便宜的に図

2(a)のセンサを Sensor A，図 2(b)を Sensor B，図 2(c)を Sensor 

C と呼称する．Sensor Aは直径 1 mmの円内に 3本のカンチ

レバーしか配置できなかった．しかし，新しく設計したカン

チレバーにより，Sensor B ではカンチレバーを同数のまま，

0.4 mmの円内に配置可能とし，Sensor Cでは 1 mmの円内に

カンチレバーをより高密度に 12 本配置することで，従来よ

りも高い力の空間分解能が期待できる．また，カンチレバー

の占める面積が小さくなったため，Sensor B, Cでは光検出用

のメッシュ状櫛形電極を設けることが可能となった(6)． 

 

３．新しく作製したカンチレバーの基礎特性 

3-1 作製したカンチレバーの構造 作製されたカンチレ

バーの断面構造の模式図を図 3 に示す．このセンサは SOI 

ウェハ上に絶縁層として Si3N4を成膜後，NiCrを薄膜ひずみ

ゲージ層，Auを配線層，Cr を応力層として成膜，パターニ

ングし，表面マイクロマシニングによりカンチレバー構造を

作製している(4)．従来のカンチレバーでは Cr 層の残留引張

応力により高さ 20-30 μm ほど自律的に反った構造となるが

(7)，今回新たに設計したカンチレバーでは長さや幅が異なり，

反りの量が変化するため，レーザー変位計（キーエンス，

LT-9000）によりカンチレバー先端の高さを測定した．測定 
Fig. 1  Design of microcantilever in(a) previous works 

and (b) this work. 

(a)                        (b) 

Fig. 2  Optical microscopic images of fabricated tactile sensors 
with (a) conventional microcantilevers (Sensor A), (b) 3 newly 

designed microcantilevers (Sensor B) and (c) 12 newly designed 
microcantilevers (Sensor C). 

(a)                 (b)                 (c) 
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は Sensor Bのチップを 3枚用意し，計 9本のカンチレバーに

対し行った．その結果，それらの平均が 9.60 μm，標準偏差

が 0.70 μmとなり 10 μm近い反り高さがあることが確認され

た． 

3-2 櫛形電極の光応答特性 本研究における触覚センサで

は，近接検知の方法として Si 基板内で生じる内部光電効果

を利用している．センサに光が照射されると Si 層における

価電子の励起により電子-正孔対が生成され，Si の電気抵抗

率や空乏層容量が変化するので，これを読み取ることで近接

覚センシングを行う．以前の報告において，メッシュ状に孔

を開けた櫛形電極のキャパシタを用いることにより，光に対

する感度を向上できることを明らかにした(8)．その結果に基

づき，設計・作製した近接検知用キャパシタ電極を図 4(a)に

示す．図 4(b)には照射光の照度に対する電極間のインピーダ

ンス変化(5 MHz)を示したが，櫛形電極を用いたものは従来

のものに比べ大きく，感度が向上していることがわかる． 

3-3 作製したカンチレバーの光・荷重応答性 接触力と近接

を分離して検知するためには，カンチレバー上のひずみゲー

ジ抵抗はひずみに対してのみ感度を持ち，光に対して感度を

持たないことが望ましい．しかし，以前の試作結果において

は，Si層へのリーク電流により光に対して変化が生じる場合

があった(9)．そこで，今回作製したカンチレバーのひずみ

ゲージ抵抗の照射光照度依存性を測定した結果を図5に示す．

図5からひずみゲージ抵抗はほぼ光に感度を持たないことが

確認され，近接覚との分離が可能であることが示された． 

また，作製したセンサの荷重に対する感度を測定するため，

垂直荷重，せん断荷重印加実験を行い，従来のものと比較し

た．その結果をそれぞれ図 6, 7に示す．なお，測定の際，カ

ンチレバーは厚さ 30-40 μmの Poly-dimethyl-siloxane (PDMS) 

によって保護し，接触部として直径 1.6 mm，高さ 2 mm の

PDMS円柱突起が取り付けられている．図 6, 7から，今回作

製したカンチレバーは従来のものと比べ，垂直荷重に対して

わずかに感度は劣るが，せん断荷重に対しては感度が向上し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ており，良好な応答性があることが確認された．これは，従

来との反り高さの違いによるものであると考えられる． 

 

４．結 言 

 本論文では，従来よりも小型なカンチレバーを配置したセ

ンサを新たに作製し，その基礎特性を評価した．櫛形電極に

より，従来よりも高感度に近接の検知が行えることが示され，

新しく作製されたカンチレバーの荷重応答性は従来のもの

と同等の感度があり，ヒステリシスもほぼないことが確認さ

れた．また，以上の結果からカンチレバーの反り高さは荷重

検知という点で 10 μm程度で十分なことが確認された．小

型化によりカンチレバーの高密度配置が可能となることで，

より高空間分解能でエラストマの複雑な変形を検知し，その

フィードバックによる柔軟物等の把持制御が期待できる． 
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Fig. 3  A cross-sectional view of MEMS sensor. 

Fig. 4  (a) Photograph of Interdigitated array electrode, and 
(b) optical responsivity of conventional method and 

interdigitated array electrode, respectively. 

Fig. 5  Optical responsivity of the strain gauge resistance. 

Fig. 6  Response characteristic for normal load of 
(a) conventional cantilever, and (b) fabricated cantilever. 

Fig. 7  Response characteristic for shear load of 
(a) conventional cantilever, and (b) fabricated cantilever. 

(a)                       (b) 

(a)                       (b) 

(a)               (b)        


