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Abstract

The multi-axis tactile sensors for a human support robot have been fabricated and characterized. Reasonably

sloped Cr/Si cantilevers with piezoresistance layer were fabricated by surface micromachining technology and cov-

ered with elastomer material. The sensitivity of resistance change rate to normal stress is about 3 × 10−5 kPa−1.

On the other hand, the sensitivity to shear stress is about 8 × 10−5 kPa−1. It is considered that fabricated tactile

sensors have enough sensitivity for human support robots.
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1. はじめに

近年、少子高齢化社会の到来とともに、人にサービスを

提供し同じ環境で共存するヒューマンロボットセンサが注

目されている (1)。そのようなロボットは人体と直接接触し

作業を行うため、その動作において十分な安全性と作業性

の保証が必須である。このためには、ロボットに人間のよ

うな皮膚全体で圧力や剪断力を感知する触覚機能を与える

必要がある。しかし、人間の触覚並みの解像度でこれらを

同時に計測可能な触覚センサはまだ実現されていない。

我々はこの機能を実現するセンサとして、傾斜角を持つ

マイクロカンチレバーを組み合わせることにより、圧力お

よび水平方向 2軸の剪断力の計 3軸の応力を計測する集積

化多軸触覚センサシステムを提案している (2)。これまで、

集積化を前提として LSI プロセスとの整合性やカンチレ

バー形状の制御性などを検討し、Crを応力制御層に用い、

Si表面マイクロマシニングによって作製したカンチレバー

が本触覚センサに適しているということを示した (3)(4)。今

回、Cr/Si 構造のカンチレバーを用いた触覚センサ素子を

作製し、圧力および剪断力に対する応答を測定したので報

告する。

2. 多軸触覚センサの構造

図 1に多軸触覚センサの概略図を示す。対向した二つの

カンチレバーを一組とし、二組が直角をなすように配置す
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図 1 多軸触覚センサの概略図

Fig. 1. Schematic view of a tri-axial tactile sensor

る。また、これらのカンチレバーは柔らかい弾性樹脂 (エラ

ストマー)内に埋め込まれている。一般的にカンチレバーは

なるべく反りのないように設計するが (5)、そのようなカン

チレバーは圧力に対してのみ変形する。一方、垂直に立ち

上がったカンチレバーは剪断力に対してのみ反応する (6)。

我々の触覚センサに用いるカンチレバーは、圧力および剪
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図 2 カンチレバーの断面構造

Fig. 2. A cross-sectional view of the fabricated cantilever

断力双方によって変形できるように、数十度程度の傾斜を

持つように、故意に反った形状になるように作製している。

カンチレバーには圧電抵抗層が設けられており、これにより

力が加わった時の変形を電気抵抗値の変化として検知する。

今、一組について考えると、エラストマー表面に垂直な

圧力が加わった場合、対向した傾斜カンチレバーは双方下

方向に変形する。一方、エラストマー表面に横方向の剪断

力が加わった場合には、対向したカンチレバーの一つは下

方向に、もう一つは上方向に変形する。すなわち、圧力を

計測するには双方の出力の和を取り、水平な剪断力を計測

するには双方の出力の差を取ることにより、それらを同時

に計測することが可能になる。これを二組直角に配置して

用いることにより、図 1に示す x, y, z 三軸方向の圧力およ

び剪断を計測する触覚センサを実現できる。また、エラス

トマー材料の硬さを選ぶことで、適応できる力の大きさの

範囲を調節することが可能である。

3. 作製方法

まず、圧電抵抗となる p-Si層を形成するために、SOIウェ

ハ (活性層厚: 2.5 µm, 埋込酸化膜厚: 1.0 µm)の活性層表

面に B+ のイオン注入を行った。その後、応力制御層であ

る Cr層と p-Si層を絶縁するための SiN層を LPCVD法に

より 200 nm形成した。それから、Cr層を 100 nm形成し、

パタニングを行った。次に SiNおよび Siをカンチレバー部

を除いてエッチングし、Au/Cr(∼500 nm)を製膜し、配線

を作製した。最後に犠牲層エッチング用の窓をフォトレジ

ストで形成し、埋込酸化膜層を BHFによりエッチングし

カンチレバーを基板からリリースした。このとき、カンチ

レバーは Cr層と Si層の応力差により上方へ屈曲する。水

洗の後、基板へのスティッキング防止のためエタノールに

置換し、真空乾燥を行った。最終的なカンチレバーの断面

構造を図 2に示す。

カンチレバーのリリース・乾燥後、エラストマーへの封

入を行った。シリコーンゴムの型 (厚さ 1 mm)をチップ上

に張り付け、その中にポリジメチルシロキサン (PDMS; 東

レダウコーニング SILPOT184)を流し込み、乾燥・硬化さ

せた。

1 mm

(a) 素子全体

200 µm

(b) カンチレバー部拡大

図 3 触覚センサ素子の写真

Fig. 3. Photographs of fabricated tactile sensors
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図 4 エラストマーの表面形状

Fig. 4. The surface profile of the elastomer

4. 実験結果と考察

〈4・1〉 形状による評価 完成した触覚センサチップ

の写真を図 3に示す。エラストマー内に埋め込んでもカン

チレバーが破壊したりしていないことがわかる。エラスト

マー表面のプロファイルを図 4に示す。中央付近はおおよ

そ平坦であるが、エラストマーの端の方は約 10–15 µm程

度高くなっている。これはエラストマー液を型に流し込ん

だときの表面張力によるものと考えられる。エラストマー

全体の厚み (1 mm) に対して 1%程度なので、印加する圧

力の均一性には大きな影響はないと考えられる。また、図

4中の拡大図に示すように、中央付近では粗さはおおよそ

1 µm以内に収まっている。

〈4・2〉 圧力・剪断力に対する応答 圧力および剪断

力に対する応答は図 5 に示すような系を用いて測定した。

まず、水平 (x, y軸)方向に動くステージに測定する試料を

固定する。圧力を印加する場合は、垂直 (z軸)方向に動く

ステージに取り付けた円柱状の治具により試料のエラスト

マー表面を押す。一方、剪断力を印加する場合は、治具と

試料表面の滑べりを防ぐため、治具をエラストマー表面に

ある程度押し付けた状態で (すなわち幾らか圧力を印加し

た状態で)、試料を取り付けたXYステージを水平方向に動
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図 5 触覚センサの圧力・剪断力応答測定系

Fig. 5. Measurement system for a response of the tactile

sensor to normal and shear stress

かす。治具に取り付けた 6軸力センサ (ニッタ UFS2A-05)

によりそのときにかかる力およびモーメントを測定し、同

時に試料の抵抗値変化をデジタルマルチメータ (アドバン

テスト R6581)により測定した。圧力は 6軸力センサで測

定した z軸方向の力をエラストマーの表面積で除して計算

した。剪断力は 6軸力センサで測定した x方向および y方

向のモーメントを力センサのモーメント中心から試料表面

までの距離で除して試料表面にかかる剪断力を計算し、そ

れをさらに表面積で除して単位面積あたりの剪断力とした。

図 6 に圧力に対するカンチレバーの抵抗値変化を示す。

ここで圧力の負の値は、下方向に圧力がかけられているこ

とを示している。圧力を印加すると抵抗値が線形に増大し

ていることが分かる。また、加圧と減圧時にヒステリシス

特性もほとんど現れていない。圧力が 0のところでわずか

に抵抗値のばらつきが見られるのは、温度による抵抗値の

ドリフトによるものと考えられる。図 6の右軸には、圧力

を印加する前の抵抗値Rに対する圧力を印加した時の抵抗

値変化率 ∆R/R を示している。圧力に対する抵抗変化の

感度 (圧力-抵抗変化率特性の傾き)は約 3× 10−5 kPa−1 と

なる。

図 7に剪断力に対するカンチレバーの抵抗値変化を示す。

剪断力は滑べりを防ぐために圧力を印加した状態で測定し

ている。カンチレバーの方向に平行に力を加えた場合、抵

抗値は大きく変化する。一方、カンチレバーの方向に垂直

に力を加えた場合、抵抗値はあまり変化しない。垂直方向

の力に対する感度は 0になるのが理想であるが、それでも

剪断力の方向の認識には十分な感度の指向性を持っている

と考えられる。カンチレバーに平行な方向では、剪断力を

印加していない時の抵抗値に対する印加時の変化値変化率

は、約 8 × 10−5 kPa−1 となった。

反対方向に向いたカンチレバーを二つ用いて、圧力と剪
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図 6 圧力に対する抵抗値の変化

Fig. 6. Resistance of the cantilever as a function of nor-

mal stress
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図 7 剪断力に対する抵抗値の変化

Fig. 7. Resistance of the cantilever as a function of shear

stress

断力を区別して計測できるか実験を行った。図 8は剪断力

を印加したときの二つのカンチレバーの抵抗変化率とそれ

らの和および差である。それぞれの抵抗値の差分は剪断力

に比例して増大している。一方、それらの和はそれぞれの

変化を打ち消し合い小さな変化となっている。この測定で

は、圧力は一定値を印加しているので本来は和は一定の値

とならなければならないはずだが、二つのカンチレバーに

感度の差があるため、和も完全に 0とはなっていない。今

後、構造やプロセスの見直しや感度の補正などで対応する

必要があるが、いずれにせよ、第 2項で述べた方法を用い

て、剪断力のみを抽出できることが可能であることが実証

されたと言える。
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図 8 対向したカンチレバーを使った剪断力の検出

Fig. 8. Detection of shear stress by using face-to-face

cantilevers

5. ま と め

ヒューマンサポートロボットへの応用を考えた、Cr/Siカ

ンチレバー構造およびエラストマーを用いた触覚センサを

表面マイクロマシニング技術を用いて作製し、評価を行っ

た。カンチレバーはエラストマーの塗布により破壊される

ことなく、また空隙なくエラストマー内に埋め込むことが

できた。作製した触覚センサの圧力および剪断力に対する

応答を測定した。垂直圧力に対しては抵抗値の変化率で約

3× 10−5 kPa−1 の感度が得られた。一方、剪断力に対して

はカンチレバーの向きに応じた良好な指向特性が得られ、

その抵抗変化率は 8× 10−5 kPa−1であった。また、作製し

た素子の多軸触覚センサとしての動作を確認した。剪断力

の印加に対して、対向したカンチレバーの抵抗値は互いに

逆方向の傾きで変化し、それぞれの差分は剪断力に比例し

て増大し、一方それらの和は打ち消されほぼ 0となる。す

なわち、対向したカンチレバーの抵抗値変化の差分を取る

ことにより、剪断力だけを抽出しての計測が可能であるこ

とを示した。
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