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1. 緒   言 

近年，製造業以外でも医療や農業などの分野でロボット技術の導入が期待されている．ロボットが生体や農産

物などの柔軟物で不定形なものを器用に把持するためには，その接触の状況をセンシングするための触覚センサ

が必要である(1)．我々はこれまで，MEMS技術を用いて作製したマイクロカンチレバー構造を柔軟なシリコーン

樹脂に埋め込んだマイクロ触覚センサチップの開発を行ってきた．このセンサは接触による垂直方向の荷重だけ

でなく，滑りによるせん断荷重にも感度を持ち，さらに光を用いて接触直前の近接を計測することも可能である
(2)．さらに，このセンサを小型電動マニピュレータに設置して，センサ出力のフィードバックにより把持力を制

御し，柔軟物をあまり変形させることなく把持することに成功している(3)．しかし，実際の場面では，把持対象

物の表面は曲面であったり，凹凸があったりする複雑な形状を持つことも考えられ，そのためセンサと接触する

角度は一定とは限らず部分的に接触する場合も生じうる．そこで，本研究では触覚センサのシリコーン樹脂接触

部の形状と対象物との接触角度の関係を調べた． 

 

2. 触覚センサの構造・検知原理 

力の検知部であるマイクロカンチレバーは Siウェハの表面を MEMS プロセスにより微細加工して作製する．

チップに裁断した後のサイズは 5 mm角であり，その中心部に長さ 290 m，幅 200 mのマイクロカンチレバー

が 3本，向きを変えて 3回対称になるよう配置されている．チップの表面にシリコーン樹脂（ポリジメチルシロ

キサン; PDMS）を 100 m以下の厚みになるようにスピンコート後，熱硬化してマイクロカンチレバーを封止し

た．さらにチップ上に円柱形状や半球形状に成型したシリコーン樹脂を接着し接触部とした．図 1に円柱形状お

よび半球形状の接触部を持つ触覚センサの概略図を示す．シリコーン樹脂の接触部に対象物が接触すると，シリ

コーンが変形しそれに伴って埋め込まれたマイクロカンチレバーのたわみが変化する．マイクロカンチレバー上

にはひずみゲージとなる NiCr薄膜の細線が形成されており，たわみに応じて抵抗が変化する．マイクロカンチレ

バーのたわみ変化は，シリコーンの変形量だけでなく変形の方向に依存するため，方向の異なる複数のマイクロ

カンチレバーの変化を組み合わせることで，接触によるシリコーン樹脂の変形を三次元的に得ることができる． 

 

 

 
*1 学生員，新潟大学（〒950-2181 新潟県新潟市西区五十嵐二の町 8050） 
*2 正員，新潟大学 
*3 正員，新潟大学 

E-mail: sohgawa@eng.niigata-u.ac.jp 



 

3. 実験方法と結果 

3・1 実験方法 

図 2(a)のように触覚センサチップを傾斜ステージに設置し，Z 軸ステージに取り付けた治具を接触対象物とし

て垂直方向に押し当てる．傾斜ステージにより接触する角度を X方向および Y 方向にそれぞれ 10°傾け，その

時の各マイクロカンチレバーのひずみゲージ抵抗の変化をデジタルマルチメータで計測しセンサ出力とした．な

お，3本のマイクロカンチレバーの方向とX，Y方向の関係は図 2(b)のようになっている． 

 

3・2 円柱形状接触部触覚センサの接触角度による出力変化 

図 3に円柱形状接触部を有する触覚センサの出力（マイクロカンチレバー上ひずみゲージ抵抗）の治具の移動

量に対する変化を示す．なお，出力は無負荷時の抵抗値を基準とし，そこからの変化率で表している．移動量が

小さい領域では抵抗はほぼ変化していないが，これは治具とセンサが接触していないためである．接触後はマイ

クロカンチレバー3本ともひずみゲージ抵抗がそれぞれ変化している．接触時に角度がついていない場合（0°）

は 3本ともほぼ同様に，治具の移動量に対して単調に減少する変化を示す．これは接触によりシリコーン樹脂が

圧縮され，横方向に広がる変形を示すため，マイクロカンチレバーのたわみが増加するからである．しかし，10°

角度を付けた接触の場合は，傾けた方向とマイクロカンチレバーの方向の位置関係により，それぞれ変化が異な

ることが分かる．図 3(a)に示すX方向で 10°傾けた場合，①で示したマイクロカンチレバーのひずみゲージ抵抗

が他のものより小さい移動量で増加しはじめ，その後減少に転じている．これは，角度が付くことにより接触部

の①に近い部分が先に片当たりで接触し，マイクロカンチレバーのたわみが減少する方向にシリコーンが変形す

るためである．Y方向に対しても同様に，最初に片当たりで接触する部分である③のマイクロカンチレバーが他

のものより小さい移動量で変化し始め，さらに増加していることが分かる．このように，円柱型接触部を用いた

場合，わずかな接触角度変化により触覚センサの出力は大きく変わる．言い換えれば，接触角度に対して非常に

敏感であり，マイクロカンチレバーの数を増やして出力変化を解析することにより，センサの出力からどのよう

Fig. 1  Schematic illustrations of tactile sensor with (a) cylindrical and (b) hemispherical silicone bumps. 

Fig. 2  (a) A schematic of Measurement setup for angled contact to the tactile sensor and (b) directional relationship between 

X, Y axes and micro cantilevers. 
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な角度で接触が起きているかが逆に得られる可能性がある． 

 

3・3 半球形状接触部触覚センサの接触角度による出力変化 

図 4に半球形状接触部の触覚センサの角度を付けた場合の治具の移動量に対する出力変化を示す．図 3の円柱

形状の場合と異なり，角度を付けた場合も 3本のマイクロカンチレバーのひずみ抵抗はいずれも単調に減少して

いる．また，変化し始める移動量も 3本ともほぼ同じである．これは，半球形状の場合は点に近い状態で接触す

るため，半球形状のような片当たりでの接触が起きないためであると考えられる．よって，接触部を半球形状に

することで，少しの接触角度の変化であれば許容できる把持制御が可能であるといえる． 

 

4. 結   語 

本研究では開発したマイクロ触覚センサチップと対象物の接触角度による出力変化を測定し，その変化がシリ

コーン樹脂の接触部の形状に大きく依存することを示した．円柱形状の接触部の場合，センサの出力は接触角度

によって大きく変化するため，この出力変化を解析することで角度を含めた接触状況を得られる可能性がある．

一方，半球形状の場合は，角度に対する変化が小さく，小さい接触角度の変化であれば出力に影響しないことが

示された．今後は，接触部を複数にしたり，マイクロカンチレバーの数を増やしたりすることで，角度を含む接

触状況の検出をより詳細に検出できるセンサを作製することを考えている． 

Fig. 3  Resistance changes of strain gauge on micro cantilevers of the tactile sensor with cylindrical silicone bump in the case 

of 10˚ angled contact in (a) X and (b) Y direction. 

Fig. 4  Resistance changes of strain gauge on micro cantilevers of the tactile sensor with hemispherical silicone bump in the 

case of 10˚ angled contact in (a) X and (b) Y direction. 
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