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Humans recognize surface texture of objects by perception of force and vibration during contact. In our previous work, it is 

demonstrated that multi-axial contact force can be detected by tactile sensor using Si microcantilevers with thin film strain 

gauge embedded in the elastomer. In this work, to detect vibration, Si microcantilever with PZT thin film embedded in the 

elastomer has been newly fabricated and characterized. As a result, the output voltage depending on vibration frequency can 

be successfully obtained from PZT on the fabricated microcantilever. Furthermore, the microcantilever has been thinned by 

dry etching process after fabrication and it is suggested that sensitivity and frequency characteristics of the vibrational tactile 

sensor can be controlled. 
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1. 緒言 

人間が感じる五感のうち，触覚は全身に分布する唯一の

感覚であり，接触，探索動作を行うことで物体の質感情報を

取得する能動的な感覚である(1)。近年，自動車や家電などの

製品の開発においても質感は重視されるようになってきて

おり，質感の向上により製品に付加価値を与えることがで

きる(2)。現在質感の評価は人による官能評価が中心である

が，個人差や体調によるばらつきにより，定量性・再現性に

課題がある。質感を評価するにあたり，個人による主観的な

評価でなく，センサにより客観的な数値化を行うことによ

り定量的な評価を行うことができれば，上述のような質感

を重視した製品開発において非常に有用である。人間は接

触時の荷重の大きさと，その時間的変化(振動)を周波数特性

の異なる受容器によってそれぞれ知覚し，複合的に触覚を

認識している。 

人間の，特に質感を感じる指先では高密度に数十～数百

m の触受容器が分布しており，それを再現するためには検

知素子を小さくできる MEMS 構造を用いたセンサが有利で

あるため，抵抗や静電容量などの変化を用いて荷重や圧力

を検出する MEMS センサが多く提案されてきた(3,4)。一方，

振動を検出するセンサとして，PVDF などの圧電体を用いた

研究があるが，MEMS ではなく比較的大きなフィルム状の

ものが多い(4)。MEMS を用いたものでは PZT でカンチレバ

ーを振動させてその共振特性の変化から荷重を計測するセ

ンサが提案されているが(5)，振動の検出は行っていない。ま

た，人間の触覚のように複数の周波数特性の検知部を備え

た触覚センサの研究はこれまでに行われていない。そこで

我々は，圧電検知で振動を，ひずみ検知で静的荷重を検出す

ることにより電気的周波数応答性の異なる信号を複合検知

できる手法を提案している(6)。前述したように，人間の触覚

においても複数の周波数特性の受容器により知覚されてい

るため，複数の周波数特性の信号からより人間が感じるの
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に近い質感評価が可能になると考えている。本稿では，市販

の圧電フィルムとひずみゲージを用いて作製したモデルに

よる原理検証を行うとともに，小型化に向けて MEMS プロ

セスにより圧電体薄膜を堆積させたマイクロカンチレバー

を作製し，それをエラストマで封止した構造の振動覚セン

サの作製と評価を行った。さらに，ドライエッチングにより

追加工を行うことで，マイクロカンチレバーの厚みを調整

し感度の向上を目指した。 

 

2. モデルによる原理検証 

0.1 mm 厚のチタン箔を 13 mm×40 mm に切り出し，端か

ら 27 mm までを基板に固定して作製したカンチレバー上

に，市販の圧電フィルム(PVDF)とひずみゲージを貼り付け，

さらにエラストマ(ポリジメチルシロキサン; PDMS)により

封止し，直径 10 mm の半球の PDMS 接触部突起をつけたセ

ンサモデル(図 1)を作製した。圧電フィルムとひずみゲージ

の大きさは異なるが，できるだけ同じ位置になるように積

層して設置している。カンチレバーの同じ個所の機械的振

動を異なる電気的周波数特性の圧電効果とひずみ抵抗効果

で検知することを目指したものである。このモデルの PDMS

部に加振器(PET-01，IMV)で振動を印加した場合のひずみゲ

ージと圧電フィルムの出力の周波数依存性を図 2 に示す。

なお，印加振動周波数により加振器の振動振幅が異なるた

め，出力は振動振幅 1 mm あたりで正規化している。ひずみ

ゲージからの出力は周波数が低い場合に出力の最大値を示

しているのに対し，圧電フィルムからの出力は 80 Hz まで増

大し，それ以降は減少している。80 Hz でピークとなってい

るのは PDMS 内に封止されたカンチレバーの機械的な共振

特性によるものである。ひずみゲージの出力にピークが現

れていないのは，加振器の振幅が周波数特性を持ち、30 Hz

で最大となりそれ以上では周波数に対して単調に減少する

ためである。これにより，単一のカンチレバー上にひずみ検

知部と圧電検知部を集積することで，それぞれから振動周

波数に依存した出力が得られることが示された。 

これまでの研究において，ひずみゲージを用いた触覚セ

ンサについては，カンチレバーが幅 70 μm，長さ 155 μm，

厚み 2.5 μm の小型のデバイスを実現している(7)。本研究で

は，まだ実現していない小型化したカンチレバー上の圧電

検知部による振動の検知を目標とし，圧電体薄膜を積層し

たカンチレバーを PDMS で封止したセンサの設計と検証を

行う。 

3. センサの作製 

図 3 にセンサチップの設計図(a)と断面構造(b)を示す。ま

た，表 1 に図 3(b)の断面構造の各層の詳細を示す。設計した

図面に基づき，電気学会の圧電 MEMS デバイス調査専門委

員会により提供されたマルチプロジェクトウェハ(MPW)サ

ービスを利用し，センサチップを作製した。Si カンチレバー 

 

(a) 

 

(b) 

図 1 圧電フィルムとひずみゲージを用いた触覚センサ

モデル(a)とその断面構造(b) 

Fig. 1 (a) A mock-up of tactile sensor with piezoelectric film 

and strain gauge and  

(b) schematic illustration of cross-sectional structure 

 

図 2 センサモデルの圧電・ひずみ出力の周波数依存性 

Fig.2 Frequency dependences of piezoelectric and strain 

outputs of the sensor model 

 

固定端近辺に圧電体薄膜(PZT)を堆積させ，振動検知部とし

ている。Si カンチレバーの平面は底辺 0.38 mm，高さ 3 mm

の三角形であり，厚さは 0.02 mm である。Si カンチレバー

は将来的な多軸方向の振動検知を目的として，自由端が異

なる方向になるように複数配置している。水平方向の振動

に対して，カンチレバーの振動はその先端の向きと振動の

向きの関係に依存すると考えられる。水平方向に印加した

振動とカンチレバー先端方向が一致する場合に感度が高く

なり，それらが垂直となるとき感度が 0 となる。X 方向と Y

方向だけでは 45°でどちらも振動に対する感度が小さくな

るため、X，Y それぞれに対し，45°傾けた方向にも配置 
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(a)  

 

(b) 

図 3 センサの設計図(a)と A-A の断面構造 (b) 

Fig.3 (a)Design and (b)sectional structure (A-A) of the 

sensor 

 

し，多軸検知での感度向上を狙っている。なお，本稿では一

つのカンチレバーの形成と評価に主眼を置いたため、水平

方向の振動に対するカンチレバーの向きによる特性は評価

していない。図 4 に作製したセンサの外観(a)とセンサチッ

プ全体の光学顕微鏡写真(b)，および Si カンチレバーの先端

の SEM 画像(c)を示す。Si カンチレバーは堆積層間の応力差

により，わずかに上方に反った初期たわみを持つ形状とな

っている。作製したセンサチップに PDMS(SILPOT184, 東

レ・ダウコーニング, ショア A 硬さ：50)をスピンコートし

てカンチレバーを封止した後、接触部となる突起を PDMS

で作製し，センサチップ全体を覆うように突起を接着した。

封止の際，カンチレバーの下部を空洞とすることで感度の

向上を図った。また，突起はアクリル板に直径 5 mm のドリ

ルで窪みを付けて型とし，PDMS を流し込むことで作製し

た。接触部の PDMS に振動が印加されると，PDMS の振動

変形に伴いカンチレバーがたわみ，カンチレバー上の PZT

薄膜の圧電効果により起電力が発生するため，これを出力

として測定する。 

4. 加振試験に対する応答 

振動に対する応答の評価を行うために，加振器によりセン

サの接触部に垂直方向の振動を印加した際の出力電圧をオ

シロスコープで測定した。測定した出力の周波数スペクト

ルを高速フーリエ変換(FFT)により解析し，加振器で印加し

た振動の周波数との対応を調べた。なお，加振器による振動

は周波数により振幅が異なるため，出力は振動振幅 1 mm あ

たりで正規化して評価を行った。人間が感じる振動を検知

するセンサとしては，周波数が 1 kHz 程度までの振動を測定

できればよく(8)，印加振動周波数としては 30～1200 Hz の範

囲とした。なお，30 Hz と 1200 Hz での振動振幅はそれぞれ 

表 1 図 3(b)における断面構造における各層の詳細 

Table 1. Detailed information of each layer in Fig.3(b) 

Number Name Material 
Thickness 

(μm) 

①  
Interlayer 

insulation film 
SiO2 0.6 

②  
Piezoelectric 

layer 
PZT 3 

③  Top electrode Pt 0.1 

④  
Bottom 

electrode 
Pt 0.1 

⑤  Wiring layer Pt 0.1 

⑥  Bottom oxide SiO2 1 

⑦  Handling layer Si 525 

⑧  
Buried oxide 

layer 
SiO2 1 

⑨  Device layer Si 20 

⑩  Top oxide SiO2 1 

 

                           (a)                                                 

(b)                      (c) 

図 4 作製したセンサの外観と Si カンチレバーの 

光学顕微鏡及び電子顕微鏡像 

Fig.4  (a) A photograph of fabricated sensor and (b) optical 

and (c) scanning electric microscopic  

images of microcantilevers  

 

0.551 mm，0.017 mm であった。 

500 Hz の振動を印加した際のオシロスコープの出力電圧

を図 5 に示す。加振器の振動による 500 Hz（周期: 0.002 s） 
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図 5 500 Hz の振動を印加した際の出力電圧 

Fig. 5 Output voltage by application of 500 Hz vibration 

 

の出力が確認できる。なお，青の包絡線で示した 50 Hz（周

期: 0.02 s）の出力変動が見られるが，これは加振器からの電

源ノイズによるものである。図 6 に 500 Hz と 1200 Hz の振

動センサに印加した際の電圧の周波数スペクトルを示す。

印加した振動の周波数に応じたピーク(図中矢印)が確認で

きる。図 7 は周波数スペクトルにおけるピーク強度の印加

振動周波数に対する依存性である。周波数が高くなるのに

伴い，振動振幅で正規化した出力が増加していることが分

かる。一般的に，一端が固定されたカンチレバー構造の共振

周波数は次式で求められる(9)。 

𝑓0 =
λ2

2𝜋𝑙2
√

𝐸𝐼

𝜌𝐴
             (1) 

ここで，λ：無次元定数(1.8751)，𝑙 ：長さ(m)，𝐸：ヤング率

(Pa)，𝐼：断面二次モーメント(m4)，𝜌：密度(kg/m3)， 𝐴：断

面積(m2)である。この式を用いて今回設計したカンチレバー

の共振周波数を計算するとおよそ 26000 Hz となり，今回の

測定周波数範囲より高いため，図 7 のような周波数が高く

なるほど出力が増加する依存性が得られたものと考えられ

る。今回測定した周波数の範囲は共振周波数よりもはるか

に低いが，PDMS に封止することで Q 値が小さくなり機械

的共振特性のピークがブロードになっており，低周波数領

域でも振動に対して十分に応答したものと考えられる。 

5. カンチレバーの追加工と出力評価 

 接触力に対する感度の向上を目的として，Si カンチレバ

ーを裏面からのドライエッチングにより厚みが薄くなるよ

う追加工した。カンチレバー下部の SiO2 のエッチングは

CF4，Si のエッチングは SF6プラズマによる反応性イオンエ

ッチング(RIE-5N，サムコ)により行った。それぞれの加工条

件を表 2 に示す。加工後の Si カンチレバーの写真を図 8 に

示す。裏面からの RIE でカンチレバー下部の SiO2層が無く

なったことにより，表面側の SiO2 層の圧縮応力によりカン

チレバーには下方に反る初期たわみが生じている。なお，追

加工後のカンチレバーの厚みは正確には評価できていない

が，エッチングレートから推測すると 0.015 mm 程度となっ 

 

(a) 

 

(b) 

図 6 500 Hz(a)，1200 Hz(b)の振動を 

印加した際の周波数スペクトル 

Fig.6 Frequency spectra when vibrations of  

(a)500 Hz and (b)1200 Hz are applied 

 

図 7 振動振幅 1 mm あたりの 

出力対数強度の周波数依存性 

Fig.7 Frequency dependence of logarithmic output intensity  

per vibration amplitude of 1 mm 

 

ているものと想定している。加工したセンサチップは加工

前のものと同様に PDMS の突起で封止した。 

RIE により追加工したセンサに対して前項と同じ条件で

加振試験を行った。加工前と追加工後の周波数スペクトル

におけるピーク強度の，印加振動周波数に対する依存性を

比較した結果を図 9 に示す。追加工後のピーク強度は加工

前に比べておよそ 1.5 倍になった。これはカンチレバーの

厚みが薄くなることにより，印加振動振幅当たりの PDMS 
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表 2 カンチレバーの RIE 加工条件 

Table 2. Conditions of RIE for cantilever processing 

Target Gas 

Gas flow 

rate 

(sccm) 

Pressure 

(Pa) 

RF 

power 

(W) 

SiO2 CF4 100 25 100 

Si SF6 45 25 70 

 

 

図 8 RIE により追加工したカンチレバー 

Fig.8 A image of cantilevers after processing by RIE 

 

の変形によるカンチレバーのたわみ変位が大きくなったた

めと考えられる。また，(1)式における断面二次モーメントが

減少することで，共振周波数が低周波数側にシフトしたこ

とも要因として挙げられる。このように，カンチレバーに追

加工を施し厚みを薄くすることで共振特性と感度を制御す

ることが可能である。序論でも述べたように，本研究では人

間の触覚を参考に，複数の周波数特性を示す検知部からの

信号を総合して分析し，複雑な触覚センシングの実現を目

指している。本稿では圧電効果とひずみ抵抗の電気的周波

数特性の違いに着目したが，将来的には機械的共振特性の

制御によっても異なる周波数特性の検知部を得ることを目

指している。この結果は，一括で作製した同じ厚みのカンチ

レバーから追加工により様々な共振特性の検知部を作製す

るときに有用である。一方，振動に対する感度を向上するこ

とができたが，課題としては，先述したようにカンチレバー

の初期たわみが下方向に比較的大きくなっており，せん断

方向の振動に対する感度が低下することが懸念される。こ

れに対する改善方法としては，各層の厚みの最適化や圧縮

応力を中和する層を入れることを検討している。 

カンチレバーを薄くしたことにより感度は向上したが，

センサの強度の低下が懸念される。加工前のカンチレバー

を用いたセンサに 6.0 kgf 以上の荷重を与えても破損は確認

されなかった。今回の実験での最大振幅は 30 Hz の場合の

0.551 mm であり，そのときにセンサに印加される荷重は

0.19 kgf であるため，今回の印加振動では破壊を起こすこと

はなかった。なお，人間が質感を得るために触れる力の大き

さはおよそ 0.01～0.1 kgf 程度であり(10)，また，ロボットの

マニピュレーションにおける探索動作を考慮しても 1kgf ま

での力に耐えられればよいとされるため(3)，追加工により厚

さが加工前の 3/4 となっても触覚センサとして十分な強度

が確保されていると考えられる。 

 

 

図 9 加工前と追加工後の振動振幅 1 mm あたりの 

出力対数強度の周波数依存性 

Fig.9  Frequency dependence of output intensity per  

vibration amplitude of 1 mm before and after thin processing 

 

7. 結言 

本論文では Siのマイクロカンチレバーに PZT薄膜を圧電

体層として堆積させ，PDMS で封止したセンサを作製し，振

動に対する応答を評価した。作製したセンサからは印加振

動周波数の増加に伴い，印加振動振幅当たりの出力が増加

する応答が得られ，人間の触覚で感じられる振動刺激の周

波数範囲をカバーすることが確認できた。また，Si カンチレ

バーを薄くすることにより，センサの振動に対する感度を

向上することが可能であることが示された。 

今後，モデルで実証したような，ひずみゲージ薄膜と圧電

体層を単一のマイクロカンチレバー上に集積化すること

で，静的加重と振動を複合して検出するマイクロ触覚セン

サチップの実現を目指す。 
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