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Abstract  

In our previous work, it is demonstrated that force and vibration can be detected by a cantilever with conventional 

strain gauge and piezoelectric film which is embedded in the elastomer．In this work, the Si microcantilever with 

PZT thin film has been fabricated and embedded in the elastomer for vibration sensing． 
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1．緒 言 

近年，製品の開発において，素材や表面形状に依存する

質感デザインによる付加価値向上が期待されている。現

在，質感の評価は人が物体を触った時の触覚による場合が

多いが，定量性・再現性に問題がある。人間と同様なセン

シング手法により，定量的な評価ができれば質感を重視し

た商品開発において非常に有用である。人間は接触時の荷

重の大きさと，その時間的変化（振動）にそれぞれ応答す

る触覚受容器を持つ。このような人間の触覚を参考に，

我々は圧電フィルムとひずみゲージを単一のカンチレバ

ーに設置し，PDMS で封止したモデルにより，圧電フィル

ムで振動，ひずみゲージで荷重の大きさを計測することで

時間応答性の異なる信号を複合検知できる手法を提案し

ている。本研究では，モデルでの動作原理検証を行うとと

もに，MEMS プロセスにより作製したカンチレバー上へ

圧電体薄膜を積層したカンチレバーを PDMS で封止した

センサを作製・評価した。 

 

 

2．触覚・振動覚センサの原理検証と設計・試作 

 

 市販のひずみゲージと圧電フィルムをチタン箔で作製し

たカンチレバー上に貼付し，それを PDMS で封止したモ

デルにより本手法の原理検証を行った。モデルの PDMS

部に対して加振器で振動を印加した場合の，ひずみゲージ

と圧電フィルムの出力の周波数依存性を図 1 に示す。な

お，加振器の周波数により振動振幅が異なるため，縦軸は

振動振幅 1 mm あたりで正規化している。ひずみゲージか

らの出力は低周波数で最大を示すのに対し，圧電フィルム

からの出力は 80 Hz 付近でピークを示す特性となってい

る。これにより，単一カンチレバー上に圧電検知部とひず

み検知部を集積することで同一の場所で周波数特性の異な

る検知ができることが示された。 

そこで，この結果に基づき，MEMS プロセスで作製する

マイクロカンチレバー上へのひずみ・圧電検知部の積層を

検討した。ひずみゲージを用いた触覚センサについてはカ

ンチレバーが 150 μm のデバイスを実現しているため(1)，

まずは圧電体薄膜を積層したカンチレバーにより振動が検

知できるか検証するためのセンサを設計した。図 2 にセン

サチップの設計図(a)と断面構造(b)を示す。設計した図面に

基づき、電気学会の圧電 MEMS 調査専門委員会により提供

された，マルチプロジェクトウェハサービスを利用してセ

ンサチップを作製した。Si カンチレバーの上に圧電体薄膜

(PZT)を堆積させ，振動検知部としている。Si カンチレバー

は多軸方向の検知を考慮し，異なる方向に 4 本配置してい

る。センサチップ全体接触部となるエラストマの PDMS で

封止した構造となっており，PDMS に振動が印加されると

PDMS の変形に伴いカンチレバーが撓み，カンチレバー上

の PZT 薄膜の圧電効果による起電力を出力として測定す

る。なお，カンチレバー下部は空洞として感度の向上を図っ

た。図 3 に作製したセンサの写真(a)，およびセンサチップ

の光学顕微鏡写真(b)と SEM 画像(c)を示す。カンチレバー

は堆積層間の応力差によって僅かに上方に反っている。 
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図 1  圧電・ひずみ出力の周波数依存性 

Fig.1  Frequency dependence of  piezoelectric / strain output 

図 2．センサの設計図(a)と断面構造(b) 

Fig.  2  (a)Design and (b)sectional structure of sensor 

 

(a)                           (b)                           (c)                         

図 3．作製したセンサとカンチレバー 

Fig．3  Fabricated (a)sensor and (b)(c)cantilever 

 

3．加振試験に対する応答 

 

振動に対する応答を評価するために，加振器によりセン

サの接触部に振動を印加した際の出力電圧をオシロスコー

プで測定した。測定した出力の周波数スペクトルを FFT 解

析により評価し，加振器で印加した振動の周波数との対応

を調べた。なお，加振器による振動は周波数依存性を持って

おり，印加周波数により振動振幅も変化するため 1 mm あ

たりの出力として評価した。人間の振動覚を測定するセン

サとして周波数が 1 kHz 以上の振動を測定できれば良いと

し (2)，実験条件として 30 ~ 1200 Hz の異なる周波数の振

動を与え，その出力を評価した。 

500 Hz の振動を印加した際のオシロスコープへの出力電

圧を図 4 に示す。振動による 500 Hz の出力と電源ノイズに

よる 50 Hz の出力が確認できる。図 5 に 100 Hz と 500Hz

の振動をセンサに印加した際の電圧の周波数スペクトルを

示す。印加した振動の周波数に対応したピーク(図中矢印)が

確認できる。図 6 は単位振動振幅たりの出力電圧のピーク

の大きさの印加振動周波数に対する依存性である。周波数

が高くなるのに伴い出力が増加していることが確認でき

る。カンチレバーの共振周波数𝑓0(Hz)は次式で求められる。 

𝑓0 =
λ2

2𝜋𝑙2
√

𝐸𝐼

𝜌𝐴
             (1) 

ここで、λ：無次元定数(1.8751)，𝑙 ：長さ(m)，𝐸：ヤング率

(Pa)，𝐼：断面二次モーメント(m4)，𝜌：密度(kg/m3)，𝐴：断
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面積(m2)である。ここから計算される今回設計したカンチレ

バーの共振周波数はおよそ 26000 Hz であり，今回の測定周

波数範囲よりはるかに高い。しかし，PDMS に封止するこ

とにより Q 値が小さくなりそれより低い周波数でも十分に

応答したものと考えられる。 

 

図 4． 500 Hz の振動を印加した際の 

オシロスコープへの出力電圧 

Fig. 4  Output voltage to the oscilloscope 

 by applying vibration 

 

(a) 

 

(b) 

図 5．100 Hz(a)，500 Hz(b)の振動を 

印加した際の周波数スペクトル 

Fig．5  Frequency spectrum when vibration of  

(a)100 Hz and (b)500 Hz is applied 

 

図 6．振動振幅 1 mm あたりの 

出力強度対数強度の周波数依存性 

Fig．6  Frequency dependence of output  

intensity versus logarithmic intensity  

per 1 mm of vibration amplitude 

 

4．結 言 

 

本論文では Si カンチレバーに PZT 薄膜を堆積させ，PDMS

で封止したセンサを作製し，振動に対する応答を評価した。

センサは振動に対して，印加振動周波数の増加に伴い出力

も増加する応答が得られ，人間が感じる周波数範囲をカバ

ーすることが確認できた。これらの結果から，PZT 薄膜を

Si カンチレバーに堆積させ，PDMS で封止した構造で振動

の計測が可能であることが示され，ひずみゲージと組み合

わせることで静的加重と振動を複合して検出する触覚セン

サの実現可能性が示唆された。 
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