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In this study, we measured output characteristics of a MEMS sensor, which is sensitive to proximity distance, 

contact force, and slipping, for controlling manipulation of soft objects. This sensor can detect the proximity due to the 
internal photoelectric effect in the Si substrate and the contact information including normal and shear loads using 
deflection of the cantilever, which is fabricated on the substrate surface and embedded in the silicone elastomer. It is 
demonstrated that soft objects can be gripped without large deformation by the manipulator controlled using output 
from the sensor with hemisphere-shaped PDMS and gripping force can be adjusted automatically when the object is 
lifted up. Furthermore, we have designed and fabricated a new sensor with miniaturized micro cantilever arranged 
densely to detect load distribution with higher spatial resolution. 
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1. 緒言 
近年、工業以外でも医療・農業など様々な分野において、ロ

ボットマニピュレーション技術の導入が進められている。そ

の目的としては、農作物の収穫や人体内部の手術など、従来は

人が手で行っていたような複雑な作業を自動化あるいは遠隔

操作した機械で行うことがある。この場合、マニピュレータで

操作・把持対象とする物体は形状や硬さが多岐に渡ることが

想定され、特に変形しやすい柔らかい物体を対象とした把持

の場合、適切な物性情報の検知が行えなければマニピュレー

タが対象物を握りつぶすなどの損傷を与えてしまうことがあ

る[1]。したがって、人が行う様な繊細な把持マニピュレーシ

ョンの実現のためには、対象物の近接や接触時の変形、滑り等

を反映した把持制御が必要となる。 
我々は、対象物の安定した把持のために、これまで開発した

近接触覚複合 MEMSセンサを用いて、近接と接触荷重、滑り

荷重を単一のセンサで検知し、その信号フィードバックによ

る把持制御システムを構築した[2][3]。しかし、硬さが小さい

対象物の場合は把持した際の変形が大きくなってしまい、適

切な把持制御ができなくなるという問題があった。本研究で

は、センサの接触部の形状を検討するとともに、従来と比べて

マイクロカンチレバーを小型化し高密度に配置したセンサを

作製し、より詳細な荷重の分布計測を試みた。 
 

2. 測定原理 

本実験で使用する近接触覚複合 MEMSセンサの概要を図

1、2に示す。図 1(a)はこれまで用いてきた円柱形状、図 2(a)
は半球形状の接触部を持つセンサ本体の写真であり、図 1(b)
および図 2(b)はそれぞれの概略図となっている。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上面

のシリコーン樹脂(PDMS)層内に封止され、更にその上面に荷

重検知を行うための PDMS製の接触部が搭載されている。

PDMS接触部上面に荷重が加わると、カンチレバーのたわみ 
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Fig. 1 (a) A photograph of cylindrical-shaped MEMS sensor  
and (b) a schematic illustration of the MEMS sensor. 
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Fig. 2 (a) A photograph of hemisphere-shaped MEMS sensor  

and (b) a schematic illustration of the MEMS sensor. 
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Fig. 3 Deformation models of the cantilevers for  
(a) normal and (b) shear loads. 



が変化しひずみゲージの抵抗がそれに伴い変化し、そこから

触覚情報の取得、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 3(a)と図 3(b)に示す。今回の実験では接触後

の出力変化に重点を置くため触覚センシングのみを評価対象

とし、データ解析の簡素化のために計測に用いるカンチレバ

ーを１つとした。 
 

3. 実験内容 
柔軟物を把持しその際のセンサ出力変化を評価するため、図

4(a)に示す小型の電動ハンド(コガネイ、EWHA-12A)を用いた。

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、センサを実装した PCB上でブリッジ回路によって抵

抗から電圧に変換され、アンプで増幅される。この電圧出力が

PLC(Programmable Logic Controller，FX5U-32M, 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。また、ハン

ドを一定の把持力で安定させるためにセンサ出力値に上限と

下限を設定し、その中間にセンサ出力値が収まるようにプロ

グラムで制御する。 
実験 1 では図 4(b)に示すように、ハンドの片側には PCB上

に実装したセンサを取り付け、もう片側には土台となるアク

リル板を取り付ける。把持対象物となる柔軟物はアクリル板

上に両面テープで仮止めしておく。センサの PDMS接触部が

柔軟物に接触してから、出力値が上限値に達するまでの間に

ハンドの指が移動した距離を柔軟物の変形量として、把持対

象物のデュロメータ A 硬さや出力値と比較し評価する。 
実験 2 では図 5 に示すように、両側の PDMS接触部の上面

の位置が一致するように、ハンドの指にセンサをそれぞれ設

置し、ハンドを Z 軸ステージに取り付ける。把持する柔軟物

にはおもりを取り付け、7種類の試料の重さを 25.5 gに統一し

た。センサの PDMS接触部で対象物を挟んで把持し、センサ

の出力が安定してから 10 s後に Z 軸ステージを 5 s間一定速

度(300 µm/s)で上昇させ、その後持ち上げた状態で静止させる

ことで、把持対象物の自重により生じるせん断荷重がもたら

すセンサ出力の変化を評価する。なお、測定に用いるカンチレ

バーの実際の位置関係は図 6に示すとおりである。 
 実験 3 では、センサの PDMS接触部上面が接触対象に対し

て角度が付いた状態で接触する場合のセンサ出力を測定し、

条件の違いによって把持の安定に影響が出るのかを評価する。

図 7 に示すように、水平方向から 10°傾けたセンサの PDMS
接触部に対して垂直方向から一定の荷重(0.5N)を静的に印加

する。センサを固定している X-Y 軸ステージを X 軸方向の正

負にそれぞれ 10°、Y 軸方向の正負にもそれぞれ 10°の計 4
方向に傾け、各方向でのセンサの出力を測定する。 

そして、これらの実験 1~3 を円柱形状センサ・半球形状セ

ンサの両方でそれぞれ行い、その結果を比較する。 
 

4. 実験結果及び考察 
4.1 実験 1. 把持時の柔軟物変形量の測定 

図 8 は実験 1 における各試料の硬さと変形量及び変形率の

関係を示したグラフである。なお変形率は変形量を試料の共

通厚さ 6.2 mmで除した値である。上限値と下限値はそれぞれ

の試料でハンドがプログラムにおける想定通りの動作から外

れた挙動を示すこと(オーバーフロー)のない最大値を設定し

た。円柱形状センサで測定した場合、プロット点は硬さが小さ

くなるにつれて変形量が大きくなる傾向にあり、硬さ 25以上

の試料では変形率を最大 8~10%までで抑えられているが、硬

さ 20以下の試料では変形率が 10%を超え、最大 17%になるこ 
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Fig.4 (a) A photograph of the electric manipulator and 
(b) a schematic illustration of the experiment 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5 A schematic illustration of the experiment 2. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fig.6 Positional relationship between the sensor and the cantilever 

direction used for control of gripping. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.7 A schematic illustration of the experiment 3. 
 
とが分かる。一方、半球形状センサの場合、途中まで対象物が

柔らかくなるにつれ変形率が上がる傾向にあるのは円柱形状

の場合と同様であるが、7種類全ての試料でその変形率は 10%
未満となっている。 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.8 Deformation amount of soft objects during pressing by the 
sensor’s PDMS of cylindrical and hemisphere. 

 
以上の結果から、硬さと変形量には相関性が見られること

が分かったが、半球形状センサで実験 1を行った場合、対象物

の変形量が円柱形状の場合と比較して約 1/4 まで抑えられる

ことが確認できた。なお、今回の実験で設定したセンサの垂直

荷重印加量は全ての試料およびセンサでの測定において同値

である。したがって、半球形状センサは特に柔らかい物体の把

持において、把持対象物に与える変形量の少なさという点で

円柱形状センサよりも適していると言える。考えられる理由

としては、半球形状 PDMSの対象物との接触面積が円柱形状

に比べて小さくなるため、面積当たりの荷重が大きくなりセ

ンサの感度が高くなっていることが挙げられる。また、更なる

把持精度向上実現のために、近接覚センサとしての機能を用

いて、接触直前の状況を検知による制御を併用することも有

効であると考えている。 
 
4.2 実験 2. 持ち上げ時の滑りによる影響の評価 

続いて実験 2 における結果を図 9 に示す。デュロメータ A
硬さ 20 以上の柔軟物では、上限値を最低の 1.9 mVとすると

接触した瞬間に把持が安定したとプログラムが判断してしま

うため、上限値を 2.5 mV、20以下の柔軟物では 1.9 mVと設

定した。図 9(a)は円柱形状センサを用いてアクリル材と試料 1
及び 3 をそれぞれ把持し持ち上げた際の出力値のグラフを上

下に並べて比較した図である。アクリルの場合、把持すること

でセンサ出力が増加し、その後持ち上げることで重力により

せん断荷重が働き出力は一瞬下がるが、すぐに設定値に戻る

ように把持力を強める制御がなされていることが分かる。し

かし、柔軟物の場合は、持ち上げた際のせん断荷重によりセン

サ出力が減少し、それを設定値に戻そうとする制御は出来て

いるが、出力値は設定値まで戻っておらず、制御が失敗してい

ることが分かる。一方、半球形状センサで同様の実験を行うと、

図 9(b)に示すような結果が得られた。図 9(a)と比較すると、こ

ちらは持ち上げ後の出力値が設定値まで戻っており、制御が

成功していることが確認できる。 
以上の結果から、滑りによるせん断荷重に対応する柔軟物

把持制御には円柱形状センサよりも半球形状センサが適して

いることが示唆された。持ち上げ後の出力変動が小さくなっ

ていることから、半球形状の接触部を用いた場合、PDMS接触

部が柔軟物に押し込まれるにつれて接触面積が増えると同時

に PDMS接触部の高さが減少したことで、静止摩擦力の補助

を受けやすく、突起自体もしなりが発生しにくくなり柔軟物

をより支えやすくなったと考えられる。 
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Fig.9 Outputs change of the sensor with (a) cylindrical PDMS and 

(b) hemisphere PDMS when the object is gripped and then lifted up. 
 
4.3 実験 3. 角度を有した接触による応答への影響の評価 
 図 10に角度を付けて対象物とセンサを接触させた時の垂直

方向移動距離に対するセンサのカンチレバー上ひずみ抵抗の

変化を示す。図 10(a)から、円柱形状センサに対して角度を付

けて接触を行うと、Y の正方向に 10°傾けた場合に他の場合

と正負が異なるひずみ抵抗変化を示していることが分かる。

一方、図 10(b)からは、半球形状センサを用いた場合だとどの

方向でも抵抗変化の傾きの正負が揃っていることが確認でき

る。以上より、半球形状センサは円柱形状センサと比較した場

合、接触部分同士がある程度平行でなくとも出力に急激な変

化が発生しづらいということが言える。また、実験 3の結果を

踏まえると、実験 2 において円柱形状センサで持ち上げた後

に垂直荷重を強めているにもかかわらず出力値が下がり続け

たのは、接触面で角度が発生し、カンチレバーおよび搭載され

たひずみゲージが本来想定していた挙動と逆方向へ変形した

ためであると推測できる。 
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Fig.11 Dependence of resistance change of the sensor on angle 
between the object and the sensor with (a) cylindrical PDMS and 

(b) hemisphere PDMS. 



5. カンチレバーをさらに小型化・高密度配置した 
新しいセンサの作製 

 実験 3 の結果から、半球形状センサが円柱形状センサより

も把持時の接触角度の変化に適応できていることは上述した。

しかし、球面や、さらにより複雑な表面形状を持つ対象物にお

ける接触状況の判別には、カンチレバー3個では空間的な分解

能が足りない場合もあると考えられる。そこで、カンチレバー

をさらに小型化・高密度化したセンサを新たに作製し、そのセ

ンサにせん断荷重を印加した際の方向検知精度を評価した。 

作製したセンサの写真を図 12(a)に、概要図を図 12(b)にそれぞ

れ示す。なお、センサチップの大きさは従来のセンサと同じ 5 
mm×5 mm である。カンチレバー一つ当たりの大きさは従来

に比べ縦の長さが約 1/2、横幅が約 1/3となっており、従来の

同じ 1 mmφ内に合計 12個と従来の 3倍のカンチレバーの高密

度化を実現した。実際にせん断荷重 0.24 Nを印加し、出力値

ごとにカンチレバーを色分けした結果を図 13に示す。従来の

カンチレバー3個のセンサでは、接触部全体に印加されている

せん断荷重の大きさと方向を検知することができるが、接触

部に分布荷重が加えられた場合は検知が困難であった。新た

にカンチレバーを 12 個にすることによって、図 13 における

ひずみ抵抗の変化から、左上部にあるカンチレバーはたわみ

が小さくなる方向に変形し、逆に右下部付近のカンチレバー

はたわみが大きくなる方向に変形していることが分かる。ま

た、右上部および左下部のカンチレバーは印加したせん断荷

重の方向と垂直な方向であるため、たわみがあまり変化して

いない。このように、接触の場所ごとに細かくカンチレバーの

動きを検知できるため、垂直荷重やせん断荷重に空間的な分

布がある場合も正確に接触の状況を把握でき、その情報から

より繊細な把持制御が可能となると考えている。 
 

6. 結言 
本論文では、垂直荷重およびせん断荷重とすべりを検知で

きる MEMS触覚センサを小型電動ハンドの指に設置し、把持

対象物である柔軟物の硬さに応じたセンサ出力値を用いるプ

ログラムによる一定把持力での把持制御を行った。センサの

移動距離と出力値から柔軟物の硬さと変形量を推定でき、ま

た、PDMS 接触部に半球形状を採用したセンサを用いること

で把持制御をより精密に行うことが可能であると分かった。

さらに、新たに作製したカンチレバー高密度集積化センサで

は、従来のセンサに比べ、荷重印加の空間分布をより詳細に検

知することが可能であることが確認できた。 
 
(a)                   (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 12 (a) A layout of newly fabricated sensor 
and (b) a schematic illustration of 12 cantilevers. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig.13 Resistance change of the miniaturized cantilevers in the case 

of shear load of 0.24 N. 
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