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Abstract

The tactile sensor with cantilevers embedded in the elastomer for human support robots has been fabricated. To

suppress the effect of temperature against the sensor output, NiCr thin film strain gauge was employed as a stress

detecting element instead of Pt thin film because of its low temperature coefficient of resistivity. It is found that

fabricated NiCr thin film gauge sensor has third temperature coefficient of resistance compared with Pt thin film

gauge sensor. The tactile sensor with NiCr thin film strain gauge can detect about 0.5 kPa (5 gf/cm2) of both normal

and shear stresses with time stability.
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1. はじめに
人にサービスを提供するヒューマンサポートロボットに

十分な安全性と作業性を与えるためには、センサ・信号処
理・アクチュエータが協調して動作することが必要である。
センサに関しては特に直接対象物と接して情報を得る触覚
が重要であり、中でも人間の皮膚並の機能を持った触覚セ
ンサの開発には強い要望が寄せられている。我々はこれを
満たすものとして、傾斜角を持つマイクロカンチレバーを
2組用いて、圧力および水平方向 2軸の剪断力を計測可能
な集積化多軸触覚センサシステムを提案している (1)。
これまで Pt 薄膜歪みゲージおよび p+-Siピエゾ抵抗を

用いたセンサにおける測定結果について報告した (2) (3)。し
かし、抵抗値の温度依存性が大きいためとみられる出力の
ドリフトが比較的大きく、出力の時間的安定性、分解能の
向上が課題であった。今回、従来のものに比べ抵抗温度係
数の小さい材料として NiCr合金薄膜を用いた歪みゲージ
を組み込んだ触覚センサを作製し、温度による抵抗率変化
への影響および垂直応力・剪断応力を加えたときの反応に
ついて測定した。

2. 多軸触覚センサの動作原理
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
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。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

図 1 多軸触覚センサの概略図
Fig. 1. A schematic view of the tri-axial tactile sensor.

残留応力差を利用した反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
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図 2 カンチレバーの断面図
Fig. 2. A cross-view of the fabricated cantilever.

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、図 1に示す x, y, zの 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。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 (4)。

3. 触覚センサ構造とプロセス

触覚検知部であるマイクロカンチレバーは表面マイクロ
マシンプロセスにより作製した。カンチレバーの断面図を
図 2に示す。SOIウェハ (活性層厚: 2.5 µm、埋込酸化膜層
(BOX)厚: 1.0 µm、ウェハ厚: 500 µm)の表面にNiCr(ター
ゲット組成比 Ni:Cr=0.8:0.2,膜厚: 約 30 nm)およびAu(膜
厚: 400 nm)を真空蒸着もしくはスパッタリングにより製
膜した。その後、フォトリソグラフィおよびエッチングに
より配線および歪みゲージのパターンを形成した。次に反
り形状制御層であるポリマー材料としてサイトップ (CTL-

813NMD, 旭硝子) をスピンコートし、200◦Cで 1時間、熱
硬化させた。ポリマー層の厚さは約 2 µmである。リアク
ティブイオンエッチング (RIE) 法を用い、O2 プラズマで
ポリマー層を、SF6プラズマで Si活性層をそれぞれドライ
エッチングし犠牲層エッチング用の窓を作製した。最後にカ
ンチレバー構造下の BOX層をバッファードフッ酸 (BHF)

で犠牲層エッチングし、水洗・アルコール置換後、真空凍結
乾燥法によりカンチレバー構造を作製した。カンチレバー
構造作製プロセスが終了したチップ表面には、エラストマー
であるポリジメチルシロキサン (PDMS; Silpot184, 東レダ
ウ・コーニング)を塗布し、エラストマー内にカンチレバー
構造を封入する。
完成した素子の写真を図 3に示す。図 3(a)の白い部分が

エラストマーに覆われている部分であり、その中にカンチ
レバーが埋め込まれている。図 3(b)はカンチレバー部の拡
大写真である。カンチレバーが上向きの反りを持っている
ことが分かる。

4. 実験結果と考察

〈4・1〉 抵抗値への温度の影響 まず、作製した NiCr

薄膜歪みゲージ触覚センサが従来の Pt薄膜歪みゲージの
ものに比べ、抵抗温度係数が減少しているか確認するため、
それぞれの抵抗値の温度依存性を測定した。図 4にNiCrお

図 3 作製した触覚センサの写真。(a) チップ全体、(b) カ
ンチレバー

Fig. 3. Photographs of the fabricated tactile sensor, (a)

the tactile sensor chip and (b) cantilever.

図 4 NiCr および Pt 薄膜歪みゲージ抵抗値の温度依存性
Fig. 4. Resistances of NiCr and Pt strain gauge as a

function of the temperature.

よび Pt薄膜歪みゲージの温度に対する抵抗変化率を示す。
温度は恒温層により 30◦C–40◦Cに変化させている。図 4の
傾きよりそれぞれの抵抗温度係数が求められ、Pt薄膜ゲー
ジセンサは 0.11%/K、NiCr薄膜ゲージセンサは 0.035%/K

となる。なお、Pt、NiCrのそれぞれのバルク単体での抵抗
温度係数は 0.39%/K、0.011%/Kである (5) (6)。今回作製し
た触覚センサの NiCr薄膜ゲージは単体での値よりも抵抗
温度係数が大きくなっているものの、従来の Pt薄膜ゲージ
センサに比べて温度による影響を約 1/3に低減することが
できた。NiCr薄膜ゲージは 30 nmの薄膜であり、残留応
力や膜厚によって抵抗温度係数が大きく変化するため (7)、
製膜条件や構造の見直しでさらに抵抗温度係数を低減でき
ることが期待される。

〈4・2〉 圧力・剪断力に対する応答測定 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
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図 5 圧力および剪断力に対する応答測定
Fig. 5. Measurement of response to normal and shear

stresses.

図 6 Pt薄膜歪みゲージを用いた触覚センサの圧力に対す
る抵抗値変化

Fig. 6. Resistance change of the tactile sensor with Pt

strain gauge to normal stress.

マー表面を押す。一方、剪断力を印加する場合は治具と試
料表面の滑りを防ぐため、治具をエラストマー表面に密着
させ、試料を固定した XY ステージを水平方向に動かす。
治具に取り付けた 6軸力センサ (UFS2A-05, ニッタ)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 (R6581, アドバ
ンテスト)により測定した。なお、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計算して
いる。
まず、従来の Pt 薄膜歪みゲージを用いた触覚センサの

圧力および剪断力に対する応答測定の結果をそれぞれ図 6、
図 7に示す。ある程度大きな圧力、剪断力では線形性はあ
るものの、印加圧力・剪断力が低いところでは線形になっ
ていない。また、2 回の測定を行っているが、1 回目と 2

回目で抵抗値の変化の経路が異なっている。線形な領域で

図 7 Pt薄膜歪みゲージを用いた触覚センサの剪断力に対
する抵抗値変化

Fig. 7. Resistance change of the tactile sensor with Pt

strain gauge to shear stress.

図 8 NiCr薄膜歪みゲージを用いた触覚センサの圧力に対
する抵抗値変化

Fig. 8. Resistance change of the tactile sensor with NiCr

strain gauge to normal stress.

の感度 (力に対する抵抗変化率の傾き) は圧力に対して約
3 × 10−4%/kPa、剪断力に対して約 6 × 10−3%/kPa であ
る。 図 8に圧力に対する NiCr薄膜歪みゲージの抵抗値変
化を示す。Ptに比べると圧力に対して非常に線形性の良い
変化を示している。また、1回目と 2回目の測定で抵抗値は
同じ変化を示しており、時間的安定性が高いと言える。一
方、剪断力に対する抵抗値変化を図 9に示す。こちらも圧
力の場合と同様、線形性が良く、ドリフトも発生していな
い。ただし、感度は 4×10−5%/kPa、5×10−4%/kPaと Pt

に比べて一桁程度小さくなっている。
ここで、ゲージ率を k、抵抗温度係数を αとすると歪み
変化 ∆εおよび温度変化 ∆T による歪みゲージの抵抗変化
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図 9 NiCr薄膜歪みゲージを用いた触覚センサの剪断力に
対する抵抗値変化

Fig. 9. Resistance change of the tactile sensor with NiCr

strain gauge to shear stress.

率は次式で表される。
∆R

R
= k∆ε + α∆T · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (1)

Pt薄膜ゲージの場合、ゲージ率 kは 4–6と比較的大きく感
度が良いが、前項で示したように αが大きいため式 (1)の
2項目の影響が大きく、歪み変化∆εが小さい、すなわち印
加圧力・剪断力が小さい領域では 1項目による抵抗値変化
が埋もれてしまう。また、温度変化は抵抗測定のための通
電で発生するジュール熱によるものが主であり、時間的に
変動しているため、1回目と 2回目の測定結果が一致して
いない。一方、NiCr薄膜ゲージではゲージ率 k は 2程度
であり、歪みに対する感度では Ptに劣るが、αが小さいた
め、より小さい圧力・剪断力においても、式 (1)の第 2項
が無視できるため、Pt薄膜ゲージに比べ最小分解能が高く
できる。今回、NiCr薄膜ゲージを用いたセンサでは、時間
的に安定して最小 0.5 kPa(5 gf/cm2)の圧力と剪断力の検
出が可能となった。

5. ま と め
ヒューマンサポートロポットへの応用を考えた多軸触覚

センサについて、検知部として従来の Pt薄膜歪みゲージに
代わりNiCr薄膜歪みゲージを用いることにより分解能の向
上を図った。作製したNiCr薄膜ゲージを用いたセンサで温
度に対する抵抗値の変化を測定したところ、抵抗温度係数
が Pt薄膜ゲージを用いたものに比べ 1/3となったことが分
かった。圧力および剪断力に対する応答を測定したところ、
従来のものに比べ感度は減少したものの、温度ドリフトの
影響を減らすことができ、その結果最小で 0.5 kPaの圧力・
剪断力を時間的に安定に計測することが可能になった。
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