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This paper addresses development of tactile sensor for measuring in wet/underwater environment using 

fluoroelastomer as sensor protection part. We have developed a tactile sensor that has sensitivity to force and 

light and can detect tactile sensations in multiple ways. On the other hand, it was difficult to measure in 

environments affecting sensor response such as wet/underwater environment. Therefore, in this work, we newly 

employ fluoroelastomer instead of PDMS as the elastomer material, and improve water resistance of the sensor 

with same response to force and light in air. It is possible that tactile measurement with this sensor even in a wet 

object or in water. 
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1. 緒 言 

現在，IoT やロボティクスの進歩に伴い，人間の五感のひ

とつである触覚の重要性が高まってきている。例えばネッ

トワークを介した商取引などにおいて，画像や素材に加え

定量化された触覚情報を示すことで，購買者は実際に商品

を手に取らずともその手触りを推測することができる。ま

た，自動工場でのロボットハンドによる把持においては，人

が感じるのに近い触覚のセンシングを行うことで，機械に

よる繊細な把持が可能となり従来困難であった柔軟物の把

持も実現できる。こうした背景から様々な触覚のセンシン

グ技術が研究されているが，触覚の応用が発展を見せてい

く上で，触覚センシングが行われる環境は多様化してくる。

水回りの商品については湿潤状態での質感も重要であり，

またロボットハンドの把持も液中で行う場合もある。その

ため触覚センサには用途に応じて使われる環境への耐性が

必要となる。 

我々はこれまで，光と力を単一素子で同時検知できる触

覚センサを開発してきた(1)(2)。このセンサはカンチレバー上

のひずみゲージによりセンサ表面に印加された力を検知

し，また基板材料 Si の内部光電効果により，光を検知する

ことができる。本センサは表面にシリコーンゴムエラスト

マをコーティングすることで微小なカンチレバー構造体を

保護しているのだが，吸水による膨潤や配線への影響から

湿潤環境においては正常な測定が困難であった。そこで本

論文ではコーティングするエラストマとして新たに耐薬品

性や防湿性に優れるフッ素エラストマを用いることで，セ

ンサの応答を劣化させずに耐水性を向上させ，本センサの

湿潤・水中環境での有用性を示した。 

2. 触覚センサの構造および検知原理 

〈2･1〉 触覚センサの構造  本研究で用いた触覚セン

サの写真および概略図を図 1（a），（b）に示す。本センサは

5 mm 角の大きさで，センサチップ中央から直径 1 mm 円

内にマイクロカンチレバー構造体が 3 回対称に配置された

形状をしている。またチップ表面の構造体はエラストマ層

によって覆われており，対象物との接触部として円柱形（直

径 1.6 mm，高さ 2 mm）のエラストマ突起を設けている。

これらのエラストマはセンサの構造体を保護すると同時に

センサ感度を調節する役割も持っている。 

センサのカンチレバー断面図を図 2 に示す。本センサは

SOIウェハ上に Si3N4，NiCr，Au，Crをそれぞれ絶縁層，

薄膜ひずみゲージ層，配線層，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ってカンチレバー構

造を形成することで作製される。このカンチレバーは Cr応

力層による引張応力で，基板からリリースされた際に自律

的に反った構造となる。 

カンチレバー作製後，チップ表面にエラストマ溶液をス

ピンコートし，真空脱気後に熱硬化させることで，カンチレ

バーをエラストマ層で封止し，さらに別途型取りして作製

した円柱形突起部を接着する。エラストマとして，従来は

PDMS（SILPOT184，東レ・ダウコーニング）を用いてい
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たが，今回は新たに耐薬品性や防湿性に優れるフッ素エラ

ストマ（SIFEL2618，信越化学工業）を用いた。表 1 にそ

れぞれのエラストマの特性を示す。なお，従来の PDMS の

表面へ耐水性のコーティングを施すことも考えられるが，

表面コーティングの硬さが PDMS と異なるため，出力に非

線形が生じる懸念があり，材料そのものを変えることとし

た。 

 

図 1 触覚センサの構造（a）写真（b）概略図 

Fig. 1. (a) A photograph and (b) a schematic 

illustration of tactile sensor. 

 

図 2 MEMS 触覚センサの断面 

Fig. 2. A cross-sectional view of tactile sensor. 

 

〈2･2〉 力の検出原理  図 3（a），（b）に垂直荷重およ

びせん断荷重に対するカンチレバーの変形挙動の概略図を

示す。測定部のエラストマ突起に外力がはたらくと，その内

部の傾斜構造のカンチレバーが変形する。カンチレバー上

にはNiCrによるひずみゲージが堆積されており，カンチレ

バーの変形に伴い，このひずみゲージが変形し，電気抵抗

（ひずみ抵抗）が変化する。この時，図 3 にあるように垂直

荷重・せん断荷重によってカンチレバーの変形方向が異な

ってくる。前述したように，このカンチレバーは 3 回対称

に配置されているため，それぞれのカンチレバーの応答か

ら印加された荷重の大きさや方向を検知することが可能と

なっている。 

 

図 3 カンチレバーの変形挙動 (a)垂直荷重 (b)せん断荷重 

Fig. 3. Deformation models of the cantilever by 

(a) normal load and (b) shear load. 

〈2･2〉 光の検出原理  図 4 はセンサに光を照射した際

の断面の概念図である。Si 基板に光が照射されると内部光

電効果により光子のエネルギーを受けた Si 内部の価電子が

励起され，光キャリアが生成される。それにより Si の電気

抵抗率や空乏層容量が変化するため，これらをインピーダ

ンス変化として読み取ることができる。なお，本センサの光

源にはセンサ上に実装した小型チップ LED を用いており，

このLEDから照射さたれた光が対象物に反射しその反射光

を検知することで，対象物との距離を光の減衰量から求め

ることができる。 

 

図 4 Si 基板で生じる内部光電効果 

Fig. 4. Internal photoelectric effect in Si substrate. 

 

〈2･3〉 センサの実装  図 5（a），（b）は PDMS および

フッ素エラストマをコーティング後のセンサ写真である。

PDMS を用いたセンサは表面の透明度が非常に高いのに比

べて，フッ素エラストマを用いたセンサは特に接触部にお

いて素材特有の乳白色が現れている。作製したセンサチッ

プの配線等の実装は，従来エラストマ硬化後に電極部を露

出させて行っていたが，フッ素エラストマは基板への密着

性が高く硬化後の電極部の露出が困難であったため，配線

後にエラストマ塗布を行った。この実装工程の変更は，同時

に配線を表面に露出させずセンサの耐水性向上の役割も担

っている。 

 

図 5 （a）PDMS および（b）フッ素エラストマ 

コーティング後の触覚センサ写真 

Fig. 5. Photographs of tactile sensors coated with  

(a) PDMS and (b) fluoroelastomer. 

 

3. 実験方法 

〈3･1〉 エラストマ材料の耐水試験  図 6 にエラストマ

材料の耐水性を比較するために作製した液体封止構造体の

概略図を示す。センサコーティング用のエラストマとして

従来用いていたPDMSと本研究によって新たに提案された

フッ素エラストマの長期耐水性を比較するため，図 6 のよ

うな構造体内を純水で満たし密閉し，一定雰囲気内で長時
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表 1 エラストマの特性 

Table 1. Elastomer properties. 

 PDMS フッ素エラストマ 

外観 透明 乳白色 

硬化前粘度（Pa・s） 3.5 2.8 

デュロメータ硬さ A 43 34 

比重 1.03 1.77 

 

□□□□□□□。 
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間静置した。この時，数時間置きに重量を測定し，その重量

変化からエラストマ構造体内の純水の減少の様子を確認し

た。 

 

図 6 エラストマ液体封止構造体 

Fig. 6. Elastomer liquid sealing structure. 

 

〈3･2〉 浸漬垂直荷重試験  図 7に浸漬荷重試験の実験

装置の写真を，図 8 には本実験用にリザーバを設けた触覚

センサの写真を示す。本実験ではそれぞれのエラストマ材

料を用いて作製したセンサの耐水性を比較するため，空気

中および純水中において荷重印加試験を行った。センサを 3

軸電動ステージ（SHOT-204MS，シグマ光機）上に設置し，

アクリルシリンダを用いてセンサに垂直荷重を印加した。

この時のセンサのひずみ抵抗変化をデジタルマルチメータ

（R6581，アドバンテスト）で測定し，実際に印加された荷

重を参照用として 6軸力センサ（USF2012A-05，ニッタ）

で測定した。その後，リザーバ内を純水で満たし 3 時間静

置した後に再び同様の荷重を印加し，浸漬前後でのセンサ

応答を比較した。 

 

図 7 浸漬荷重試験の実験装置 

Fig. 7. Experimental setup for immersion load test. 

 

図 8 リザーバ付き触覚センサ 

Fig. 8. Tactile sensor with reservoir. 

 

〈3･3〉 近接応答比較試験  図 9はエラストマ材料によ

るセンサの光応答を比較するために行った近接試験の概略

図である。本試験は透明度が高い PDMSとやや乳白色のフ

ッ素エラストマで光応答への感度に違いが出るかを確認す

るために行われた。3軸ステージにセンサを取り付け，それ

と対向するように白色紙の対象面を治具に取り付け配置し

た。センサはインピーダンス測定のために LCR メータ

（3532-50，HIOKI）に接続した。対象面をセンサから 1 cm

離した状態で測定を開始し，センサに接触するまでステー

ジによって移動させ，この時のインピーダンスからセンサ

の近接応答をそれぞれのエラストマを用いたセンサで測定

した。 

 

図 9 近接応答試験の概略図 

Fig. 9. A schematic illustration of proximity response 

test. 

4. 実験結果 

〈4･1〉 エラストマ材料の耐水試験  図 10 は各エラス

トマの液体封止構造体における液体封止開始からの経過時

間と構造体全体の重量変化のグラフであり，図 11はこの時

のそれぞれの構造体の外観の様子である。PDMS を用いた

構造体では時間の経過とともに重量が減少していき最終的

には封止した純水はほぼ全てなくなってしまったのが確認

できる。一方でフッ素エラストマを用いた構造体の場合，初

めに僅かな重量減少が見られるのみで，それ以降での液体

の透過は見られなかった。 

 

 

図 10 液体封止構造体の重量変化 

Fig. 10. Weight change of sealing structures. 

 

図 11 液体封止構造体の外観の変化 

Fig. 11. Appearance change of liquid sealing structures. 
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〈4･2〉 浸漬垂直荷重試験  図 12，13 はそれぞれ

PDMS，フッ素エラストマを用いたセンサでの浸漬前後の

垂直荷重応答のグラフで，印加された荷重とセンサのひず

み抵抗変化を表している。図 12から分かるように，PDMS

をエラストマとして用いたセンサでは，浸漬後に応答に大

きなノイズが加わり実際のセンサ応答が確認できない状態

になってしまった。一方で図 13のフッ素エラストマを用い

たセンサの応答では，浸漬の前後における応答の変化がほ

とんど見られなかった。これはエラストマの耐水性や配線

への密着性がフッ素エラストマでは PDMSに比べて高く，

その結果センサ上での電気的リークが起きなかったためと

考えられる。またフッ素エラストマは浸漬によるエラスト

マの膨潤も少なく，センサ感度の変化もほとんど見られな

かった。 

 これらの結果から，フッ素エラストマを用いて本センサ

を作製することでセンサの耐水性を向上さることができ，

湿潤・水中環境での測定におけるフッ素エラストマの有用

性を示せた。また、フッ素エラストマの硬さは PDMSに比

べて小さいため（表 1 参照）、ひずみ抵抗の垂直荷重に対す

る感度（傾き）が大きくなっており，さらに線形性を保って

いるため，フッ素エラストマを用いたセンサは PDMSを用

いたものと同等以上の荷重計測が可能であるといえる。 

 

図 12 PDMSを用いたセンサの浸漬荷重試験結果 

Fig. 12. Immersion load test result of sensor with 

PDMS 

 

図 13 液状フッ素エラストマを用いたセンサの浸漬荷重試

験結果 

Fig. 13. Immersion load test result of sensor with liquid 

fluoroelastomer. 

 

〈4･3〉 近接覚応答比較試験  図 14 は各エラストマを

用いたセンサでの近接試験における対象物の高さとインピ

ーダンス応答のグラフである。なお，インピーダンスはセン

サ表面と対称面の距離が 10 mmの時の値を基準としてそこ

からの変化率で示している。このグラフから PDMSとフッ

素エラストマを用いたセンサでのインピーダンス応答に大

きな差異がないことが分かる。これは光を検知するための

電極を乳白色の突起部の外に設置しており，突起部以外の

部分ではフッ素エラストマでも透明度が高いためである

（図 5参照）。この結果より光応答において，PDMSとフッ

素エラストマのそれぞれを用いたセンサはほとんど同様に

測定が可能であることが示された。 

 

図 14 近接試験による各センサのインピーダンス変化 

Fig. 14. Impedance changes of each sensor by proximity 

test. 

 

5. 結 言 

本論文では，力や光に感度を持つ触覚センサのエラスト

マ材料にフッ素エラストマを材料に用いることで，PDMS

を用いた際と比べてセンサ応答をあまり変えずに耐水性を

向上させ，水中・湿潤環境での力の測定に成功した。これに

より本センサの作製におけるフッ素エラストマの有用性を

示せた。 

今後，湿潤による質感の変化の測定や液中での把持制御

等，これまで困難であった環境下での本センサの使用が可

能となったことで本センサの応用範囲が拡大され，触覚セ

ンシングの更なる発展が期待される。 
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