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あらまし エラストマー内に埋め込まれたマイクロカンチレバー構造を用いた圧力と剪断力を同時に計測できる多軸

触覚アレイセンサの設計・作製を行った．Cr/Si二層構造を用いることで，圧力・剪断力双方で変形する傾斜形状のカ

ンチレバーを作製できた．傾斜カンチレバー構造はエラストマー内に破損や変形なしに埋め込むことができ，表面の

柔らかい触覚センサを実現できた．対向したカンチレバーの垂直圧力印加に対する出力は同符号となり，一方剪断力

印加に対しては異符号となったので，出力の和・差分を取ることで圧力・剪断力を分離して計測可能であることを示

した．また，剪断力の方向については，印加した方向のカンチレバーの出力電圧は大きく，それと垂直な方向のカン

チレバーは小さかったため，これらの出力から剪断力の方向を検知することができると考えられる．

キーワード 触覚センサ，表面マイクロマシニング，カンチレバー，エラストマー，有限要素法
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Abstract Tactile array sensors with macro-cantilevers embedded in elastomer which can detect both normal and

shear stresses have been designed and fabricated. Inclined cantilevers sensitive to normal and shear stresses can be

obtained by using Cr/Si bilayer structure. These cantilevers can be successfully embedded in the elastomer without

their destruction. The outputs from opposite cantilevers are same signs in the case of normal stress application,

but the outputs are opposite signs in the case of shear stress. So, normal and shear stresses can be distinguished

by summation and difference of outputs, respectively. Moreover, it is found that the direction of shear stress can be

decided from direction of respondent cantilevers.
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1. ま え が き

少子高齢化社会を迎え，介護など人にサービスを提供する

ヒューマンサポートロボットや農作物などの柔らかい物体を把

持して作業を行う産業用ロボットが注目されている．従来のロ

ボットとは異なり，このような用途ではロボットに触覚機能を

持たせて把持状態の認識と把持力の制御を行うことが必須で

ある．人間の指先のような正確な把持状態の認識には，物体を

把持したときの圧力とともに，物体が滑り落ちそうになる時に

重力によって把持部に加わる剪断力を検知することが重要であ

る [4]．さらに人の指先はおおよそ 1–2mmの 2点を弁別でき，

また数十 Paから数百 kPaまでの広範囲の力を感じることがで

き，このことにより人は非常に器用に物体を扱うことができる．

また，身体や農作物など把持する相手を傷つけない柔らかい表

面であること，ロボットに搭載するためには信号処理回路との

集積化が可能であることなどが要求される．

そこで我々は，上記のポイントを兼ね備えたものとして，

MEMS(microelectromechanical systems)技術により作製した

マイクロカンチレバーを用いて，圧力と剪断力を同時に検出で

きる触覚センサを提案している [1]～[3]．MEMS技術を用いる

ことで，高密度に素子を実装でき，また LSIを用いた信号処理

回路との集積化も可能である．さらに，マイクロカンチレバー

を弾性樹脂 (エラストマー)で覆うことにより，柔らかい表面を

実現でき，エラストマーの硬さをコントロールすることで様々

な計測範囲を持つ触覚センサを実現できると考えられる．本稿

ではこれらの触覚センサの構造作製と評価について得られた結

果を述べる．

2. 触覚センサの動作原理

図 1に提案する触覚センサ素子の概略図を示す．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

る．また，これらのカンチレバーは柔らかいエラストマー内に

埋め込まれている．さらに，カンチレバーは圧力および剪断力

双方に感度を持たせるために，各層の残留応力差を利用した反

図 1 触覚センサ素子の概略図

Fig. 1 A schematic view of the tactile sensor element.

りを持つ形状をしている．カンチレバーには歪みゲージ層を設

け，これにより力が印加されたとき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

双方ともに下方向に変形する．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，3

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．

3. マイクロカンチレバー歪み変形の解析と試作

3. 1 形状制御方法と有限要素法による構造解析

反りのない水平なカンチレバーでは上方からの圧力にによっ

て容易に変形するが剪断力によっては変形を受けにくくなる

が，一方，垂直なカンチレバーでは逆に剪断力によっては容易

に変形するが垂直圧力では変形が難しい．すなわち、これらの

形状では圧力と剪断力に対する感度が大きく異なることとな

る．我々の提案するセンサにおいては，一つのカンチレバーで

圧力・剪断力双方に感度を持つ必要があるので，適度に反り傾

斜を持った形状が必要である．傾斜した構造を作製するために

は磁力で曲げる方法が提案されているが [5]，構造を自己的に

変形させる方法が簡便であり，プロセス設計上有利であると考

えられる．そこで我々は薄膜内の残留応力を利用してカンチレ

バー構造を反らせる方法を用いることにした．製膜後の残留応

力が比較的大きく，また LSIプロセスとの整合性を備えた材料

としては，線膨張係数の大きい Cr, Al, Ti，Si3N4 等が考えら

れるが，カンチレバーをリリースする犠牲層エッチングプロセ

スにフッ化水素酸 (HF)を用いるため，これに対する耐性が低

い Alや Tiは使用できず，Crと Si3N4 を候補として選定した．

カンチレバー構造を試作する前に，まず有限要素法による

構造解析を行った．有限要素解析のパッケージとしては AN-

SYS(ANSYS, Inc.)を使用した．解析に使用した材料定数を表

1に示す．成膜に真空蒸着法を用いた場合，蒸着源から材料が

蒸発し基板上で固体となって薄膜が形成されることになるので，

融点の温度で熱歪みを 0とし，室温での熱歪みによる構造の変

形を計算する．カンチレバー構造は Crもしくは Si3N4 と Siの

二層からなる断面を定義した SHELL 要素 (shell 181) を用い

て構成した．このカンチレバー構造の一端に自由度拘束条件を

与え，静的解析を行った．

表 1 有限要素解析に用いた材料定数 [6], [7]

Table 1 Material constants for the finite element analysis.

Cr Si3N4 Si

弾性率 (GPa) 279 310 c11: 165.7,

c12: 63.9, c44: 79.6

ポアソン比 0.21 0.24 —

線膨張係数 (10−6/K) 6.5 3.3 2.6

融点 (◦C) 1860 1900 —
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図 2 有限要素法により計算した Cr/Si カンチレバー構造の反り形状

(カンチレバー長 L = 50–500 µm)

Fig. 2 A cross-sectional view of curled Cr/Si cantilever calcu-

lated by finite element method (cantilever length L = 50–

500 µm).
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図 3 有限要素解析によるカンチレバー (長さ 500 µm，幅 100 µm)

の先端高さの Cr，Si3N4 膜厚依存性
Fig. 3 Tip height of the cantilever with 500 µm length and

100 µm width as a function of Cr and Si3N4 thickness.

図 2は有限要素法により計算した Cr薄膜を用いたカンチレ

バーの反り形状を，様々なカンチレバー長の場合について重ね

合わせたものである．各層の厚みはそれぞれ Cr: 100 nm, Si:

1.5 µmである．カンチレバーの反りはおおよそ円弧に近い形

状になっており、カンチレバーが長くなるとともに先端の高さ

も高くなっていることが分かる．Si3N4 の場合もおおよそ同じ

ような結果が得られた．図 3に Cr層あるいは Si3N4 層の膜厚

に対するカンチレバー先端高さ (カンチレバー長: 500 µm，カ

ンチレバー幅: 100 µm)を示す．Crもしくは Si3N4 層が厚く

なるにつれカンチレバー高は大きくなり，500 nm程度でいず

れも飽和している．つまり，これらの膜厚で反り形状をコント

ロール可能であることが分かる．また，Crは Si3N4 に比べて

高さが大きいことが分かる．すなわち，Cr の方が広範囲での

高さの制御ができ，Si3N4 はより小さい範囲で細かく制御が可

能であることが示唆されている．

3. 2 カンチレバー構造の試作

有限要素解析の結果から，Crと Si3N4 どちらによっても傾

斜カンチレバー構造が得られるであろうことが示されたので，

実際にカンチレバー構造を作製し，有限要素法からだけでは必

図 4 Cr/Si カンチレバー構造の電子顕微鏡写真

Fig. 4 A SEM image of the Cr/Si cantilever.

図 5 Cr/Siカンチレバー先端高さの計測値と有限要素解析結果との比

較 (カンチレバー長: 50–200 µm，カンチレバー幅: 45–55 µm)

Fig. 5 Tip heights of the Cr/Si cantilevers as a function of the

cantilever length (width: 45–55 µm).

ずしも分からない形状のばらつきや作製プロセスの難易につい

て検討した．作製プロセスとしては SOI ウェハ上に Cr(真空

蒸着法)もしくは Si3N4(LPCVD法, 基板温度: 780◦C)を成膜

し，フォトリソグラフィを用いてそれらの膜と Si活性層をパタ

ニングして，犠牲層エッチング用の窓を作製した．その後カン

チレバー下部の埋込酸化膜層を犠牲層とし，それをバッファー

ドフッ酸 (BHF, 20%)に浸漬しエッチングすることによりカン

チレバーを基板からリリースした．水洗後，基板への張り付き

を防ぐため，エタノールで置換してから真空中で乾燥を行った．

図 4 に作製した Cr/Si カンチレバー構造 (Cr: 100 nm, Si:

1.5 µm) の電子顕微鏡写真を示す．カンチレバーの長さは

200 µm，幅は 10 µmである．有限要素解析の結果と同様な傾

斜カンチレバー構造が得られていることが分かる．図 5，6は

カンチレバー先端高さの有限要素解析結果との比較である．カ

ンチレバーの高さは光学顕微鏡により観察したときの基板表面

とカンチレバー先端の焦点差の距離から求めた．作製したカン

チレバーの高さは有限要素解析の結果とよく一致している．ま

た，幅が 50 µm 程度と小さいもの (図 5) に比べ幅が 100 µm

以上の大きいもの (図 6)の方が高さのばらつきが小さいことが

分かる．ところが，長さが 500 mumと長いカンチレバーにお
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図 6 Cr/Siカンチレバー先端高さの計測値と有限要素解析結果との比較

(カンチレバー長: 100–500 µm，カンチレバー幅: 95–200 µm)

Fig. 6 Tip heights of the Cr/Si cantilevers as a function of the

cantilever length (width: 95–200 µm).

図 7 捩れ変形を起こした Cr/Si カンチレバー

Fig. 7 A photograph of the twisted Cr/Si cantilever.

図 8 Si3N4/Si カンチレバー構造の電子顕微鏡写真

Fig. 8 A SEM image of the Si3N4/Si cantilever.

いては，解析した高さに比べて大幅に小さくなっている．これ

は図 7に示すように，横方向の捩れ変形を起こしているためで

あり，カンチレバーが大きくなると膜厚のばらつきなどにより

残留応力に分布が生じるため，このような現象が起こると考え

られる．すなわち，カンチレバーの長さは 500 µmよりは短く

なるように，また幅は 100 µm以上に設計する必要があること

がこの試作結果から示唆された．

図 8に試作した Si3N4/Siカンチレバーの電子顕微鏡写真を

示す．反り形状を持ったカンチレバーは得られているものの，

ところどころにクラックが発生し剥がれも生じている．このこ

とから全体的に見て反り量にばらつきが大きいのに加え，歩留

まりも低く，Si3N4 薄膜は反り形状を作製する残留応力印加層

としては適していないということが分かり，Cr 薄膜をカンチ

レバーの形状制御に用いることとした．

4. 触覚センサの作製プロセス

前項での試作結果を元に，マイクロカンチレバー構造を用い

た触覚センサ素子を設計・作製した．カンチレバーの長さは前

項の結果から 500 µm以下が望ましく，また，人の指先と同程

度の空間分解能が求められることから 1素子の大きさは 1 mm

程度とする必要がある．しかしあまり短くすると今度はカンチ

レバーの反り量が確保できなくなってしまう．これらの兼ね合

いからカンチレバーの長さは 300 µmに設定した．また，捻り

の発生を防ぎ，カンチレバーの横方向からの力を極力受けない

ようにし，さらに強度と集積度を上げることを目的として，先

端に向かって細くなる三角形の形状とした．図 5，6で示したよ

うに，カンチレバー幅が大きいほど先端高さのばらつきは小さ

く安定するので，カンチレバーの幅 (三角形の底辺)は 200 µm

に設定した．Cr 層の厚さは経験的に 200 nm 以上では剥がれ

が発生する恐れがあるので 100 nmとし，Siの厚さはプロセス

中の破損を防ぎ歩留まりを上げるため，少し厚めの 2.5 µmと

した．この構造で有限要素法を用いて反り形状を計算すると，

先端高さは 40 µm程度となる．

以上の設計でフォトマスクパターンを作製し，図 9に示すカ

ンチレバーを有する触覚センサを以下のプロセスにより作製し

た．まず，圧力検知層として 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，イオン注入 (注入種:

B+, 注入量: 5× 1014 cm−2) により p+-Siピエゾ抵抗層を選択

形成した．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 Si3N4 層を LPCVD 法により 200 nm 形成し、反応

性イオンエッチング (RIE)によりパタニングした．なお，前節

の結果にもあったように，通常の成膜条件ではクラックが発生

する恐れがあるため，この Si3N4 膜は残留応力が小さくなるよ

う条件を調整して成膜している．この Si3N4 膜上に，真空蒸着

法により Cr層を 100 nm形成し，リフトオフによりパターン

ニングを行った．次に真空蒸着により Au/Cr(∼200 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

トリソグラフィで形成し，チップにダイシングした後，埋込酸

化膜層を BHFにより犠牲層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層の残留応

力により応力差により自動的に上方へ屈曲する．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，真空中

で乾燥を行った．カンチレバーのリリース・乾燥後，エラスト

マーへの埋め込みを行った．型枠をチップに取り付け，その中

に硬化剤と混合した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．

完成後の触覚センサの写真を図 10に示す．図 10チップの大

きさは 18 × 18 mm2 である．図 10(b)は光学顕微鏡によるセ
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図 9 カンチレバーの断面構造

Fig. 9 A cross-sectional view of the fabricated cantilever.

図 10 作製した触覚センサチップ写真．(a) チップをパッケージ上で

配線した素子，(b)3 × 3 センサ素子アレイ部拡大図．
Fig. 10 Photographs of (a) the fabricated tactile sensor chip wired

on package and (b) 3 × 3 sensor elements array.

図 11 エラストマー内のアレイ構造

Fig. 11 The array structure embedded in the elastomer.

ンサ素子部の拡大写真である．三角形の部分がカンチレバーで

あり，傾斜を持っているために顕微鏡の落射照明光の反射方向

がずれて黒く見えている．図 1に示したように，十字様に配置

されたカンチレバー 4つで一つの素子であり，3× 3 mm2 内に

3 × 3の計 9つの素子を配置している．

図 11にエラストマーに埋め込んだカンチレバーの形状をレー

ザを用いた光学的形状測定システム (キーエンス KS-1100)に

より計測した結果を示す．エラストマー内でもすべてのカン

チレバーが傾斜した構造を保っており，その先端の高さは光学

的測定でおよそ 20–30 µ 程度の範囲であった．エラストマー

(PDMS) の屈折率が 1.416 であるので [8]，実際の高さはおよ

そ 30–40 µm程度であり，±5 µm程度のばらつきはあるもの

の設計時の有限要素解析とほぼ一致した．

5. 圧力・剪断力に対するセンサ出力

作製した触覚センサの圧力および剪断力に対する出力を計測

図 12 力印加によるカンチレバー抵抗変化検出用ブリッジ回路

Fig. 12 The bridge circuit for resistance change of cantilever by

stress application.

図 13 触覚センサ素子からの出力電圧の垂直圧力依存性

Fig. 13 The outputs of a fabricated tactile sensor element as a

function of applied normal stress.

した．印加される力による抵抗の変化は，図 12に示すような，

一辺をカンチレバー上の抵抗としてチップ上に形成したホイー

トストンブリッジ回路の出力電圧として検出する．抵抗の変化

(∆R/R)が非常に小さいとき，ブリッジ回路の出力 V は次式

のように表される [9]．

V =
1

4

∆R

R0
E (1)

ここで，E はブリッジ回路に印加する電源電圧であり，今回の

計測では 8 Vである．圧力の印加は Z 軸方向に動くステージに

取り付けた治具によって行った．その時にサンプルに加わって

いる力は，治具に取り付けた市販の 6軸力センサ (ニッタ UFS

システム)にて計測した．一方，剪断力の印加は，Z 軸方向の治

具をサンプル表面に当てた状態で，サンプルを固定したステー

ジを水平方向に移動させることで行った．この時に印加されて

いる剪断力は 6軸力センサにより治具の先端にかかるモーメン

トを計測することで求めた．

図 13に一つのセンサ素子内の 4方向を向いたカンチレバー

からの圧力に対する出力電圧を示す．十字状に配置したカンチ

レバーすべてが同符号の電圧を出力している．一方，図 14，15

はそれぞれ x方向 (右から左方向),y 方向 (下から上方向)の剪

断力を印加した場合の一触覚センサ素子内の 4カンチレバーか

らの出力電圧を示している．剪断力を印加する方向に応じて，

x方向であれば右と左を向いたカンチレバーが，y 方向であれ

ば上と下を向いたカンチレバーがそれぞれ異符号の電圧を出力

している．これらの結果からまず，出力の和と差分により圧力
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図 14 触覚センサ素子からの出力電圧の印加剪断力依存性 (x 方向)

Fig. 14 The outputs of a fabricated tactile sensor element as a

function of applied shear stress (x).

図 15 触覚センサ素子からの出力電圧の印加剪断力依存性 (y 方向)

Fig. 15 The outputs of a fabricated tactile sensor element as a

function of applied shear stress (y).

と剪断力をそれぞれ分離して検知することができることが分か

る．また，剪断力を印加した方向と垂直な方向のカンチレバー

の出力電圧変化がほぼゼロであることから，剪断力の方向も検

知できることが分かる．すなわち，このセンサ素子を用いるこ

とで，x，y，zの 3軸方向の力を検出可能であると考えられる．

圧力・剪断力の最小分解能としてはおよそ 5 kPaであり，これ

は 1 cm2 あたり 50 g程度のものを判別できる程度である．人

の指先の触覚の分解能と比較すると二桁ほど大きいが，数 cm2

程度のロボットの指先で最小で数百 g程度の物体を把持状態を

識別するのには十分な分解能であると考えられる．また，検知

範囲は今回の計測では最大 150 kPaまで破壊されることなく，

また出力の線形性を保ったまま計測できており，指先で数十 kg

単位の物体を把持する場合でも十分に使用可能であると考えら

れる．

6. む す び

次世代ロボットでの用途を念頭に置き，エラストマー内に埋

め込んだマイクロカンチレバー構造を用い，垂直圧力および水

平 2 方向の剪断力を検知できる多機能触覚センサを作製した．

まず，圧力・剪断力双方に感度を持つように傾斜したマイクロ

カンチレバー構造を作製するために，有限要素法による解析

を行い Si 上に Cr もしくは Si3N4 の薄膜を作製することで上

に反った形状のカンチレバーが作製できると予測できた．実際

に MEMS 技術を用いてマイクロカンチレバー構造を試作し，

Cr/Siカンチレバー構造については解析どおり制御性良く反り

形状が得られることを確認した．Si3N4/Si カンチレバー構造

に関しては，薄膜にクラックや剥がれが生じてしまうため制御

性及び作製歩留まりに問題があったため，傾斜構造制御のため

には Cr薄膜を用いることとし，これらの結果を元に触覚セン

サ素子を設計・作製した．作製した触覚センサ素子のカンチレ

バー構造はエラストマー内に埋め込んでも破損なく傾斜形状を

保っていることが確認できた．また，力に対する出力を測定し

たところ，圧力に対しては素子内のすべてのカンチレバーから

同符号の出力が得られ，一方剪断力に対しては印加方向に応じ

た方向のカンチレバーから異符号の出力が得られた．このこと

から，作製した触覚センサ素子を用いて垂直圧力と水平 2方向

の剪断力を同時に分離して計測可能であると考えられる．また，

計測できる力の分解能はおよそ 5 kPaと想定する用途において

十分な値が得られ，さらに 150 kPa程度まで破壊されずに出力

の線形性を保ったまま計測可能であり，一つのセンサ素子で広

範囲の重さの物体の把持に有効であることを示した．
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