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    We have developed MEMS sensor sensitive to vertical load shear load for precise grasping control. This sensor can 

detect force using a strain gauge on a cantilever inside a silicone elastomer. It is found that output of the sensor strongly 

depends on the hardness of the object and contact angle to the objector. To detect more detail information of contact, we 

have designed a new sensor with miniaturized cantilevers arranged at high density.  
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1. 緒言 

近年，様々な分野で人の代わりに作業するロボットの導入

が期待されている。ロボットが人の代わりに作業するにあた

ってロボットは接触や操作・把持を様々な硬さや形状の物体

に対して行うことが想定される。その中で問題となるのが変

形しやすい柔軟物の安定した把持である。把持の対象となる

柔軟物に妥当な制御を行わなければ対象に対して過剰な力

がかかり損傷を与えてしまう(1)。対象物に対して妥当な制御

を行うためには対象物の硬さや形状などの情報に関しての

適切な検知を行う必要がある。 

我々は開発した多軸触覚MEMSセンサを用いて，接触や，

滑りをフィードバックした把持制御システムを提案してい

るが，物体の硬さは考慮しておらず，柔軟物では把持を行っ

た際に変形が生じるという課題がある(2) (3)。本研究では，よ

り精密な把持制御のため，物体の硬さや接触角度とセンサ出

力の関係を調べ，さらに詳細な接触検知のための新たなセン

サの開発と評価を行った。 
 

2. MEMS触覚センサの構造及び検知原理 

〈2･1〉 MEMS 触覚センサの構造  本実験で使用する多

軸触覚 MEMS センサの概要を図 1，2 に示す。図 1 は半球 

形状，図 2 は円柱形状の接触突起部を持つセンサ本体の写 

真と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 3 個，1mm



内に配置され，シリコーン樹脂(PDMS)層内に封止されてお

り，その上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。図 1 の半球形状の接触部は直径 2.1mm であ

り，図 2 の円柱形状の接触部は直径 1.6mm，高さ 2mm であ

る。この MEMS カンチレバーの断面図を図 3 に示す。この

センサは SOI ウェハ上に絶縁層として Si3N4を成膜し，ひ

ずみゲージ層とし NiCr，配線層として Au，カンチレバー

を残留応力により傾斜させるために応力層として Cr を成

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する。 
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図 1 半球突起部のMEMS センサ 

    (a)写真          (b)概略図 

Fig. 1. Hemisphere-shaped of the MEMS sensor.  

(a)A photograph (b)A schematic illustration 
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図 2 円柱突起部のMEMS センサ 

    (a)写真          (b)概略図 

Fig. 2. Cylindrical-shaped of the MEMS sensor.  

(a)A photograph (b)A schematic illustration 

 

図 3 MEMS カンチレバーの断面 

Fig. 3.A cross-sectional view of MEMS sensor. 

 

〈2･2〉 MEMS触覚センサの検知原理   

触覚センサに垂直荷重やせん断荷重が印加されたときの

カンチレバーの動きの概略図を図 4(a)(b)に示す。垂直荷重や

せん断荷重によりカンチレバーが変形することでその抵抗

が変化するため，この抵抗変化を計測することで触覚センシ

ングを行う。図 5(a)(b)に垂直荷重，せん断荷重に対するセン

サの応答を示す。図 4(a)より，垂直荷重に対して PDMS は

横方向に変形するため，カンチレバーは反る方向へと変形し，

ひずみゲージが圧縮することで抵抗が変化する。図 4(b)に示

すようにせん断荷重に対してカンチレバーが変形するため，

印加されるせん断荷重の方向により抵抗が増減する。 

 

(a) 

(b) 

図 4 カンチレバーの変形挙動  
(a)垂直荷重 (b)せん断荷重 

Fig.4.Deformation models of the cantilever. 

(a)Normal load  (b)Shear load 

(a) 

 

(b) 

図 5 荷重によるセンサ応答特性 

(a)垂直荷重 (b)せん断荷重 

Fig. 5. Response characteristic of the sensor by 

(a)normal load (b)shear load 

 

3. 実験方法 

MEMS 触覚センサの柔軟物との接触や接触角度を変えた実

験を行うために使用した 6 軸力センサ(UFS2012A-05，ニッ

タ)を取り付けた x 軸，y 軸，z 軸の方向に移動させることが

できる 3 軸電動ステージ(SHOT-204MS，シグマ光機)を図 6

に示す。まず実験 1 では図 7 に示す硬さの異なる試料を図 8

のように垂直方向からセンサにそれぞれの試料で最も硬い

試料に対して 1N の荷重をかけた時のセンサの応答(105ppm)

になるまで押し付け，センサと試料が接触してから押し付け

た距離と硬さの関係を見る。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

図 6  3 軸電動ステージ 

Fig.6.  3-axis motorized stage 



 

 図 7 実験 1 に用いた試料 

Fig.7. Samples used in experiment 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 実験 1 概略図 

Fig. 8. A schematic illustration of the  

experiment 1 

 
実験 2 では，センサの PDMS 接触部上面が接触対象(Acrylic)

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，条件の違いによるセンサの出力を評価する。図 9 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。 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 実験 2 概略図 

Fig.9 A schematic illustration of the experiment 2. 

 

4. 実験結果及び考察 

〈4･1〉実験 1 硬さと押込み量の関係  まず実験 1 の結

果を図 10 に示す。抵抗変化率 105ppm での押込み距離はそ

れぞれ硬いほうから 368µm，612µm，760µm となり，抵抗

変化は接触する物体が硬いほど押込みに対して大きく変化

しているが，シリコーンでは硬さが異なるものに対して押込

み量が小さい時と大きい時で変化が逆転している。これはセ

ンサの接触する突起部である PDMS の硬さが 50 程度であ

り，それと同程度の硬さの物体との接触ではセンサの突起部

と物体の双方で変形が起きることに関係すると考えられる。 

 

図 10 センサ出力と押込み量 

Fig.10. Outputs of sensor as a function of  

indentation depth 

 

〈4･2〉実験 2 角度を与えた接触のセンサ応答 

 図 12 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の抵抗変

化を示す。図 11(a)から，円柱形状センサに対して角度を付

けて 0.5N までの荷重を印加すると，Y の正方向に 10°傾け

た場合に他の場合と正負が異なる抵抗変化を示しているこ

とが分かる。図 11(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, 半球形状センサでは接触部分同士

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，円柱形状センサではカンチレバーと水

平な方向の角度変化をこの変化から逆に検知できると言え

る。 

 

(a)                            (b) 

         

図 11 センサの抵抗変化のセンサと物体間の角度の依存性 

 (a)円柱形状 PDMS               (b)半球形状 PDMS 

Fig.11 Dependence of resistance change of the sensor on 

angle between the object and the sensor  

 (a) cylindrical PDMS            (b) hemisphere PDMS. 

 



5. カンチレバーを小型化・高密度配置したセンサ 

人間の指先には触覚の受容器となるマイスナー小体は 140

個/cm2，メルケル触盤は 70 個/cm2あり(4)，人間と同様に複雑

な表面形状を持つ対象物における接触状況の判別を行うに

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と実験 2と同じ条件を用いて

角度変化を与え，0.5N の垂直荷重をかけた時の角度検知精度

を評価した。作製したセンサの概略図を図 12 に示す。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 mm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。

接触部形状は円柱形状を用い，作製したセンサにせん断荷重

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。左側にあるカンチレバーはたわみが小さ

くなる方向に変形するため抵抗が上昇し，逆に右側付近のカ

ンチレバーはたわみが大きくなる方向に変形し抵抗が減少

していることが分かる。また，上側および下側のカンチレバ

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，抵

抗があまり変化していない。図 14 に実験 2 と同条件で角度

を付けて対象物に接触させ 0.5N の荷重を印加した結果を示

す。角度を付けない状態では、全体に垂直荷重が印加される

ため、全てのカンチレバーで抵抗が減少するが、角度を付け

ることで、先に接触する部分からせん断力がはたらくため、

角度を与える方向に応じたカンチレバーの抵抗が増加して

いることが分かる。例えば X 方向に角度+10°を与えた図

14(a)では，図 9 のように右側が先に対象物と接触するが、そ

の付近に分布するカンチレバーで抵抗が増加している。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ると考える。 

 

 

図 12  12 個のカンチレバーの概略図 

Fig. 12 A schematic illustration of 12 cantilevers. 

 

 

 

 

 

図 13  0.24Nのせん断荷重をかけた時の 

小型カンチレバーの抵抗変化 

Fig.13 Resistance change of the miniaturized cantilevers 

in the case of shear load of 0.24 N. 
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(c)                          (d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14  0.5Nの垂直荷重をかけた時の 

抵抗変化の角度に対する依存性 

Fig.14 Dependence of resistance change in the case of 

normal load of 0.5 N on angle   

(a)+X/10°(b)-X/10°(c)+Y/10°(d)-Y/10° 

 



6. 結言 

 垂直荷重，せん断荷重を検知できる多軸触覚 MEMS セン

サを用いてセンサと接触する物体の硬さをセンサの出力と

押込み量によって推測できることを示した。また，接触する

角度が変化した場合，半球形状では急激な出力の変化を起こ

しにくく安定した出力を保つことができるが，円柱形状では

角度に大きく依存した出力となることが分かった。新たに設

計した従来より小型化したカンチレバーを高密度配置した

センサでは荷重印加の分布をより詳しく知ることができ，従

来のセンサでは知ることが困難なセンサと物体がどのよう

な角度で接触しているかを詳細に知ることが可能であるこ

とを示した。 
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