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In our previous works, MEMS tactile sensor using microcantilevers has for gripping control of a soft object by a 
robotic hand has been developed, however, improvement of its sensitivity for more precise control has been an 
critical issue. In this work, significant sensitivity improvement of the tactile sensor has been achieved by redesign of 
the microcantilever.  
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1. 緒言 
近年、技術の進歩に伴い感覚をフィードバックするための

五感デバイスの研究開発が盛んとなっている。その中でも VR

技術や人間型ロボットなどの分野において、視覚・聴覚につ

いてはセンサの小型化、低コスト化、高機能化が進み、その

信号処理技術も発達し、日常生活にも浸透しつつある。そこ

にさらに触覚を付与することによって、再現性を高める試み

も行われている。しかし、触覚は視覚・聴覚のような汎用的

で小型・低コストなセンサが実現できていない。触感や品質

管理などの評価を触覚センサにより定量的に行えるようにな

れば、人間の行う仕事の負担の一部をロボットに代替するこ

とが可能になり、日常生活における質の向上及び負担の軽減

が期待される。そのためには、人の触覚に匹敵するような高

感度な触覚センサが必要とされる。 

我々はこれまで、MEMS 技術により作製した微小カンチレ

バー構造を用いた触覚センサで、接触時の垂直・せん断荷重

の計測が可能であることを示してきた[1]。また、これを実装

したロボットハンドによる柔軟物の把持制御[2]や、物体表面

の質感を反映したデータ取得を行ってきた[3]。しかし、より

柔らかい物体の把持制御や微細な質感情報の取得のために更

なるセンサの高感度化が必要であった。そこで、本研究では、

カンチレバー形状とひずみ検知部の設計を改善することによ

り感度の向上を図った。 

 

2．触覚センサの検出原理と検出部の設計 

本研究で設計したMEMS触覚センサの概要を示す（図 1（a））。

プリント基板上に 5 mm×5 mm のセンサチップを実装してお

り、表面に薄膜ひずみゲージが形成されたカンチレバー構造

をチップ上に作製し、厚さ数十 µm 程度の PDMS(ポリジメチ

ルシロキサン)薄膜により封止している。さらにその上に Φ2 

mm の PDMS の半球突起を接着している（図１(b)）。突起上

部に荷重が加わると PDMS の変形に伴いカンチレバーのたわ

み形状が変化し、これによるひずみゲージの抵抗変化を計測

する。垂直荷重、せん断荷重それぞれに対するカンチレバー

のたわみ変化のモデルを図 2 に示す。垂直荷重の印加により、

カンチレバー周囲の PDMS が水平方向に押し広げられるよう

に変形するため、カンチレバーのたわみが増加しひずみ抵抗

は減少する(図 2(a))。一方、せん断荷重の場合は、その方向に

応じてひずみ抵抗が増減する(図 2(b))。 

 図 3 に先行研究と本研究でのカンチレバーの設計図を示す。

先行研究における設計（図 3(a)）では、ひずみゲージの配線は

カンチレバー全体にミアンダ状に配置していたが、本研究で

はひずみゲージを応力の集中するカンチレバーの固定端付近

に配置した(図 3(b))。また、今回提案するカンチレバーはひず

みゲージの形は同じであるが、カンチレバーの面積が異なる

大小 2 種類を用意し、面積の大きいカンチレバーはより応力

が集中するよう固定端を細く設計した。 

 

(a)          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Fig.1 (a) Optical images of a tactile sensor chip and MEMS 

cantilevers, (b) a schematic image of PDMS bump on the 

tactile sensor 
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Fig. 2 Behavior of cantilever embedded in PDMS deformed by 

applying (a) normal and (b) shear forces 
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Fig.3 (a) Layout of cantilevers designed in previous and 

     (b) this works 

 

3．実験結果及び考察 

電動ステージと治具を用いて、作製した触覚センサの PDMS

突起を垂直に押下することで、垂直荷重に対する応答性を調

べた。また、垂直に 1 N 荷重を加えた状態で、カンチレバー

の固定端から自由端の方向に 500 µm水平にステージを移動さ

せることでせん断荷重を印加し応答を測定した。 

先行研究で作製されたカンチレバーと今回新たに設計した

面積大小の 2 種類のカンチレバーを用いたセンサの垂直荷重

及びせん断荷重に対する応答（ひずみ抵抗の変化）を図 4 に

示す。図 4(a)に示すように、いずれのセンサも垂直荷重に対し

線形な応答を示すが、その大きさは先行研究よりも新設計カ

ンチレバーを用いたセンサの方が大幅に大きくなっているこ

とが分かる。この結果から、ひずみゲージを応力の集中する

部分のみに配置することで大きく感度の向上が可能である。

また、設計した 2種類の大きさのカンチレバー間の比較では、

大きいほうがより感度が向上している。そのため、感度はカ

ンチレバーの大きさにも依存することがわかる。図 4(b)に示す

ように、せん断荷重に対する応答においても同様に新たな設

計のカンチレバーを用いることにより感度が大きく向上して

いる。また、大きいカンチレバーを用いたセンサの方が小さ

いものより約 3 倍感度大きくなっており、せん断荷重ではカ

ンチレバーのサイズが大きく影響することが分かる。 

以上の垂直・せん断荷重に対する感度を、従来設計のセン

サの感度を 1 として比較すると図 5 のようになる。垂直荷重

に対する感度は大小いずれの設計でも先行研究に対して 20倍

以上もの感度向上を達成できた。一方、せん断荷重に対する

感度も大きく向上しているが、その度合いは大きなカンチレ

バーでは 20 倍弱、小さなものでは 5 倍程度の向上にとどまっ

た。この差の原因として、図 2 に模式的に示したように、せ

ん断荷重印加時は垂直荷重印加時とはカンチレバーのたわみ

形状の変化が異なり、固定端付近の応力分布が異なったこと

が考えられる。また、本研究の結果から、カンチレバーを大

きく設計することで感度がより向上できることが分かったが、

カンチレバーを大きくすることでチップ上に占めるサイズは

大きくなり、検知部の空間分解能は減少するため、用途によ

って設計を考慮する必要がある。 
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Fig.4  Response of the tactile sensor using cantilever designed in 

previous and this works as a function of applied (a) normal 

and (b) shear forces  
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Fig.5  Comparison of sensitivities to (a) normal and (b) shear 

forces between previous and this works 

 

 

5．結言 

 本稿では、MEMS 触覚センサの検知部であるマイクロカン

チレバーについて、応力の集中する部分のみにひずみゲージ

を配置した設計とすることで従来よりも高感度化を図った。

その結果、先行研究で作製されたセンサに比べて垂直荷重、

せん断荷重共に垂直荷重で 20 倍以上、せん断荷重で 5 倍～18

倍と大幅に感度が向上した。著者らのグループでは、すでに

ひずみゲージの材料として従来よりもゲージ率（ひずみ感度）

の高い材料を用いることで数倍～10 倍程度の感度向上が可能

なことを示しており[4]、今回の結果を併用することで、最大

200 倍程度もの感度向上が期待できる。 
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