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In this work, dependence of impedance of MEMS proximity and tactile sensor using Si on light and electric 

field has been investigated.  The impedance decreases with increase of illuminance so that the sensor can 

detect reflected light from the proximate object.  Moreover, the impedance changes at proximity distance of 10 

mm without light because of change of electric field distribution.  It is considered that accuracy detection of 

proximity can be achieved by combination measurement of both light and electric field. 
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1．序論 

少子高齢化社会の到来による若年労働者人口の減少によ

って，人間の代わりに介護や手作業を行う器用なロボット

が必要とされている。そのようなロボットには物体の接触

を精密に検知する機能が必須である。そのため，これまで

に対象物との接触力・滑りを検出する触覚センサと対象物

との非接触で検出する近接センサがそれぞれ提案されてお

り，各センサを混載した複合型センサを用いたロボットハ

ンドの開発の報告がある(1)(2)。また，一つのセンサで触覚と

近接覚を同時に検出する手法も報告されている。(3)(4)しか

し，センサのサイズが大きく，家庭内での利用を考えた時

に人間サイズのロボットハンドの指先に搭載することは困

難である。 

これまでに，我々は触覚と近接覚情報を同時に単一の素

子で検知できる MEMS センサの研究を行ってきた。本セン

サでは、マイクロカンチレバー上の直流ひずみゲージ抵抗

で接触力，プローブ光の反射による Si の交流インピーダン

スの変化で近接覚をそれぞれ検知することに成功している

(5)(6)。しかし，光による近接検知法では透明な物体や 10 mm

未満のセンサ近傍の物体の検出が困難である等の問題があ

った。そこで，本研究では光による検知の更なる詳細の検

討に加えて，配線間の静電容量を利用した新たな近接検知

法を検討し，その原理を解析するための実験を行った。 

2．触覚センサの検出原理 

図 1(a)に近接覚・触覚センサの検知原理を示す。また，  
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図 1 (a)近接覚・触覚検知原理， 

 (b)センサ断面図，(c)等価回路 

Fig. 1. (a) A schematic illustration of proximity and 

touch force sensing and (b) a cross-sectional view of the 

proximity sensing part and (c) an equivalent circuit 

diagram of the sensor. 
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図 1(b)にセンサの断面図および図 1(c)にその等価回路を示

す。図 1(a)に示すように，シリコン(Si)単結晶基板上に検知

部として NiCr 薄膜が製膜されたマイクロカンチレバー構

造が形成され，エラストマ(弾性樹脂)内に埋め込まれてい

る。センサに対象物体が接触し，エラストマが変形すると

カンチレバーが撓むことで NiCr 薄膜の抵抗が変化する。図

1(c)の等価回路において，直流での計測の場合は Si3N4薄膜

が絶縁膜として働くため，NiCr 薄膜の抵抗(Rg)変化のみを

検出ができる。また，本センサは向きが異なる傾斜構造を

持つカンチレバーを複数配置している。垂直方向に接触力

が加わると，各カンチレバーは同様に変形する。一方で，

せん断力が加わる場合は，その向きに応じて変形する。そ

こで，これらのカンチレバー上の NiCr 薄膜抵抗の変化を解

析することで，接触力の大きさと方向を検知できる(6)。 

一方，高周波の場合は Si3N4薄膜はキャパシタとして振る

舞うため，配線‐絶縁体‐半導体‐絶縁体‐配線という経

路の回路が並列に接続された形になる。この経路は，絶縁

膜の静電容量Ciと半導体と金属の仕事関数差によりSi中の

キャリアが排斥されて生じる空乏層の静電容量 Cd，および

Si 自体の抵抗 Rsを含む。Si 層内には対象物に反射してセン

サに入射する光により常にキャリアの光励起および拡散・

再結合が生じており，定常状態では一定量の過剰キャリア

が存在している。物体の接近によりセンサに入射する光強

度が変化すると，過剰キャリアの量が変化する。Si の抵抗

Rsおよび空乏層内容量 Cdは Si 中のキャリア濃度に依存す

るため，結果として高周波等価回路のインピーダンスが物

体接近により変化する(7)。また，Au 配線間にも空気を介し

た静電容量(Cw)が存在しており，物体接近によって容量が変

化する可能性がある。 

図 2 に有限要素法により解析した Si 基板上の配線間の電

界分布を示す。なお、有限要素解析には ANSYS を用いた。

図 2(a)は導体(抵抗率～0)が存在する場合、(b)は誘電体(比誘

電率 10)が存在する場合、(c)は基板上部に物体が存在しない

場合であるが、それぞれの場合において電界分布に変化が

生じており、これにより配線間の静電容量が変化すると考

えられる。以上により、直流もしくはそれに近い低周波イ

ンピーダンスの計測により接触力，静電容量が無視できな

い高周波でのインピーダンス計測により近接距離を，単一

素子の回路でそれぞれ計測可能である。 

3． 実験方法 

近接検知の詳細な検討を行うため，Si 基板(SOI，n 型，

10 Ωcm)を用いて触覚の検知部を取り除いた試料を作製し

た。また，配線容量のみの影響を調べるため，光に対して

感度を持たないガラス基板を用いた試料を作製した。まず，

Si 基板に絶縁膜(Si3N4)を製膜し，次にそれぞれの基板に電

極(Au)と接着層(NiCr)をスパッタリング法もしくは真空蒸

着法で製膜し，フォトリソグラフィによりパタニングした。

Si 基板では電極間ギャップが 250 µm，500 µm，1000 µm

の 3 つのパターンを作製した。一方，ガラス基板は，厚み 
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図 3. 実験試料の断面構造(a)Si 基板， 

(b)ガラス基板(厚み 150 µm)， 

(c)ガラス基板(厚み 500 µm) 

Fig. 3. Sectional structure of the experiment sample 

(a)Si substrate 

(b)Glass substrate (thickness 150µm)) 

(c)Glass substrate (thickness 500µm)).  

150 µm，500 µm でそれぞれ電極間ギャップが 100 µm，250 

µm を作製した。 

作製した試料のインピーダンスは LCR メータ(HIOKI ，

3532-50)を用いて 0～5MHz の周波数範囲で計測した。 

4． 実験結果と考察 

〈4･1〉配線間距離の影響  配線間距離の影響を調べるた

めに，図 3(a)，(b)に示した Si 基板とガラス基板のインピー

ダンスを計測した。図 4 にガラス基板と Si 基板のインピー

ダンスの周波数依存性を示す。また，図 5，6 にそれぞれの

ベクトル線図を示す。ガラス基板では，配線間距離が小さ

いほど静電容量が大きくなるため，インピーダンスが小さ

くなる。また，図 5 からインピーダンスが虚軸上を移動す

ることからキャパシタのみで構成される回路であることが

わかる。一方で Si 基板では，配線間距離を大きくするとイ

ンピーダンスが増加し，また，図 6 に示すようにインピー

ダンスの軌跡が第 4 象限上にあるため，Si の抵抗を含む回

路になっていることがわかる。 

〈4･2〉光に対するセンサの感度  次に，光に対するセ

ンサの感度を調べるために図 3(a)に示した Si 基板のインピ
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図 2 有限要素法による電界分布解析結果，(a)導体，(b)誘電

体，(c)物体なし 

Fig. 2. Electric field analyzed by the finite 
element analysis, (a)conductor, (b) dielectric, 

and (c)without object. 
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ーダンスの照度に対する依存性を調べた。白色発光ダイオ

ード(LED)を試料から 30 mm 離して設置し，LED に印加す

る電圧により照度を変化させた。なお，今回の測定は，暗

環境ではなく通常の実験室で行ったため，室内照明などの

環境光による影響を考慮する必要がある。まず，試料を設

置した位置の照度を照度計で計測したところ，150 lx であ

った。LED を 30 mm 離したところに設置した場合，それ

が影となり試料に入射する環境光の量は周囲の 50%程度と

なるため約 75 lx であり，今回の実験の範囲(～3500 lx)では

影響が小さいと考えられる。図 7 にインピーダンスの照度

に対する依存性を示す。Si の抵抗率はキャリア濃度に反比

例し，また空乏層の幅はキャリア濃度が大きくなると減少

するため空乏層の容量は増加する(8)。照度が増加すると光導

電効果により Si 中に生成するキャリアが増加し，それによ

り Si の抵抗が減少するとともに空乏層容量が増加し，全体

としてインピーダンスが減少すると考えられる。図 8 に照

度 0，94，184 lx のときインピーダンスの電極間ギャップ

に対する依存性を示す。電極間ギャップが大きくなるにつ 
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図 4. インピーダンスの周波数特性 

Fig. 4. Frequency characteristics of the impedance. 
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図 5. ガラス基板のインピーダンスベクトル線図 

Fig. 5. Impedance vector diagram of the glass 

substrate. 

 

 

 

 

れてインピーダンスが増加していることがわかる。電極間

ギャップは Si 中を電流が流れる距離に相当しており、それ

による Si 抵抗 Rs の増加によるものと考えられる。 

〈4･3〉近接実験  次に，物体を近接させた時のインピー

ダンス変化を調べた。図 9 に実験方法の概略図を示す。試

料の隣に白色 LED を設置し，プローブ光としている。また，

対象物として白色 PTFE 薄板(35 mm×35 mm，厚み 1 mm)

を試料と対面した位置に設置し，試料との距離を変化させ

た時のインピーダンスを計測した。図 10 に LED 光(30 mm

で 3460 lx)をプローブとした PTFE 板との近接距離に対す

るインピーダンス変化を示す。Si 基板では，試料が離れて

いるときは物体の接近により反射光が大きくなるためイン

ピーダンスが減少するが，10 mm 程度以下になると光が入

射しにくくなるため逆に増加している。一方，ガラス基板

では光に対しては変化しないため，物体との距離に対して

インピーダンスが単調に増加する。これは，物体近接によ

り配線間静電容量が変化したためと考えられる。 
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図 6. Si 基板のインピーダンスベクトル線図 

Fig. 6. Impedance vector diagram of the Si substrate. 
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図 7 Si 基板のインピーダンスの照度に対する変化 

Fig. 7. Impedance of the Si substrate as a function of 

illuminance. 
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図 8. インピーダンスの電極間ギャップに対する依存性 

Fig. 8. Dependence of the impedance on the gap between 

the electrode. 
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図 9 物体近接によるインピーダンス変化の測定方法 

Fig. 9. A measurement setup for impedance change by 

proximate object. 
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図 10 物体を試料に近づけたときのインピーダンス変化 

Fig. 10. Impedance change as a function of distance 

between the substrate and the object. 

5． まとめ 

近接覚・触覚マルチモーダルセンサの近接検知原理の解

析を行った。まず，配線間距離の影響，光に対するセンサ

の感度を詳細に調べるために触覚検知部を省いた Si 基板の

試料と，また，配線間容量による影響を調べるためにガラ

ス基板の試料を作製し，インピーダンスの周波数依存性と

ベクトル線図を測定し、Si 基板では高周波で光に対して感

度を持つ Si を通る経路を含む回路になっていることを確認

した。一方、ガラス基板で配線間容量のみの計測が可能で

あることを示した。 

光に対するセンサの感度を調べるために Si 基板に白色

LED 光を試料から照射し，インピーダンスの変化を測定し

たところ、照度に対してインピーダンスが減少することが

確認された。また、電極間ギャップが大きくなるにつれて

インピーダンスが増加していることがわかり、これは Si 中

の経路長の増加による Si 抵抗の増加によるものと考えられ

る。 

ガラス基板に物体を近づけると，インピーダンスが単調

に増加することがわかった。これは物体の存在により、配

線周囲の電界分布が変化し、配線間容量が変化したことに

よると考えられる。これらの結果から，提案しているセン

サは物体近接による反射光変化と電界分布変化の両方に感

度を持つことを示したといえる。電界分布による配線間静

電容量変化の計測を組み合わせることで，反射光による計

測では困難であった透明な物体やセンサ近傍の近接計測が

可能となると考えられる。しかし、現状の設計では、配線

間容量によるインピーダンスは Si を通る経路のインピーダ

ンスに比べると 3 桁程度大きく、光に対する変化に埋もれ

てしまうため、これらのインピーダンスの大きさを近づけ

るような設計の変更が必要であり、今後の課題である。 
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