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図 1 触覚センサの概略図 

Fig. 1. A schematic diagram of the tactile 

sensor. 
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The surface texture of objects has been characterized by active touching with the multi-axial tactile sensor of the 

microcantilever and the elastomer.  The output change reflected by surface roughness can be obtained in the case of 

≥ 25 m.  It is found that the hemisphere shape of the elastomer surface over the cantilever is more suitable than 

cylindrical shape.  Moreover, coefficient of static friction can be obtained from the output change from static state to 

dynamic state of the tactile sensor.  

 

キーワード：触覚センサ，アクティブタッチ，マイクロカンチレバー，表面テクスチャ，PDMS  

(Tactile sensor, active touch, microcantilever, surface texture, PDMS) 

 

1. はじめに 

人間の指先の触覚は静止した状態で約 100m以下の粗さ

が判別できないが，指先を能動的に動かすアクティブタッ

チによりマイクロメータオーダの凹凸を識別することがで

きる(1)。この動的タッチにより紙質の違いや材料表面の仕上

げをつるつる・ザラザラといったような物体表面のテクス

チャの違いも認識することが可能である。このような表面

テクスチャの検出には人間の指先の表面形状，すなわち指

紋が重要な役割を果たしていると考えられている(2)。 

一方，我々はロボットにおける物体把持状態認識や介護

における褥瘡予防装置などへの応用を念頭に置いた小型多

軸触覚センサの研究開発を行なってきた (3)-(9)。これは

MEMS技術を用いて作製した複数の傾斜マイクロカンチレ

バーをエラストマに埋め込んだものであり，垂直方向の力

だけではなく水平方向の 2 軸の剪断力も同時に検出するこ

とが可能である。このセンサを用いて，人間のアクティブ

タッチと同様にセンサを対象物に対して接触させて動かし

て計測することにより，紙の表面の摩擦状態の違いや凹凸

を反映した計測結果を得ることに成功している(10,11)。しか

し，人間の指紋と同様に，対象物と接触するセンサ表面の

形状によりセンサの出力が変わるものと考えられる。そこ

で，今回，触覚センサ表面のエラストマの形状が動的計測

に与える影響を検討したので報告する。 

2. 触覚センサの検知原理 

図 1 に我々が開発している触覚センサの概略図を示す。

触覚センサに外部から力が印加されると，エラストマが変

形し，それに伴って埋め込まれたマイクロカンチレバーが

変形する。カンチレバーの変形はカンチレバー上に作製し

た薄膜ひずみゲージの電気抵抗変化として検出される。マ

イクロカンチレバーはセンサ表面に対して傾斜した形状を

持っているため，垂直方向にも水平方向にも変形可能であ

り，抵抗変化は外部から印加される垂直力と 2軸の剪断力，

計 3軸の力の関数となる(5)。すなわち，異なる方向を向いた

3つのカンチレバーを配置しておくと，それぞれのひずみゲ

ージの抵抗変化から，印加された 3 軸方向の力を求めるこ

とが可能である。 
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図 2 マイクロカンチレバーの断面構造図 

Fig. 2. A cross-sectional view of the 

microcantilever. 

 

図 3 作製した触覚センサ素子の顕微鏡写真とエラストマ

形状 

Fig. 3. Fabricated tactile sensor elements and 

elastomer. 

 

図 4 動的テクスチャ計測のための測定系 

Fig. 4. A system for dynamic texture 

measurement. 

3. 触覚センサの作製方法 

図 2 にマイクロカンチレバーの断面構造を示す。マイク

ロカンチレバー構造として SOI ウェハのデバイス層を用

い，絶縁層として LPCVD により成膜した Si3N4薄膜，歪

みゲージとしてスパッタリングにより成膜した NiCr 合金

薄膜(ターゲット重量組成比 Ni:Cr=45:55)，カンチレバーを

傾斜させる応力層として電子ビーム蒸着により成膜した Cr

層，および配線として Auが積層されている。基板からカン

チレバー構造をリリースするには，バッファードフッ酸

(BHF)により SOI ウェハの埋込酸化膜層を犠牲層としてエ

ッチングする。カンチレバー構造が基板から切り離される

と，Cr 層の残留応力によって応力に片寄りのあるバイメタ

ル構造となり，自動的にカンチレバーが基板面から持ち上

がった構造となる(12)。犠牲層エッチングの後，純水で洗浄

し，さらに基板へのスティッキングを防ぐためにエタノー

ルで置換してから，真空中で乾燥させることでマイクロカ

ンチレバー構造が完成する。 

図 3 に乾燥後の触覚センサ 1 素子の光学顕微鏡写真を示

す。3つのカンチレバーが向かい合っている中央部が各カン

チレバーの持ち上がっている先端部であり，顕微鏡の落射

照明光が斜め方向に反射されているために黒く見えてい

る。この複数のマイクロカンチレバー構造を作製した触覚

センサ基板上に，樹脂製の型枠を用いてエラストマを形成

する。型枠として従来の円柱形状のものと(7)，新たに半球形

状のものを用意した。アレイの素子数は 2×3で，それぞれ

の間隔は 2mmである。 

4. 実験結果と考察 

〈4･1〉 計測方法  作製した触覚センサによる動的計

測を図 4 に示すような測定系により行った。治具の先端部

分に測定したい物質を貼り付けて，Z軸ステージをセンサ表

面と垂直方向に動かし，一定の垂直荷重でセンサ表面に押

し付けた。その後，触覚センサを保持している XY軸ステー

ジを水平方向に動かすことで動的な質感計測を行った。セ

ンサの移動速度は 1mm/secとした。印加されている垂直力

および剪断力は治具に取り付けた 6 軸力センサ(ニッタ, 

UFS2A-05)により計測している。触覚センサの出力として

はひずみゲージの電気抵抗値変化を高精度デジタルマルチ

メータ(ADVANTEST, R6581)で計測した。データのサンプ

リング周期は 20 Hzとした。 
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図 5 Rz=100m の粗さ標準片 

Fig. 5. Surface roughness scale of Rz = 100m. 

図 6 縞模様の間隔の Rzに対する依存性 

Fig. 6. Pitch of surface roughness as a function 

of Rz. 

 

図 7  Rz=100mの粗さ標準片に対する円柱形表面触覚セ

ンサの出力変化 

Fig. 7. Output change of tactile sensor slipping 

on surface roughness scale of as a function of Rz. 

〈4･2〉 表面凹凸の周期と触覚センサ出力変化  本報

告では計測対象として表面粗さ標準片(日本金属電鋳)を用

いた。これは粗さが規格化されており，人間の触覚により

工作物の表面と比較し，表面の加工仕上げの目安とするも

のである。粗さの指標としては最大高さ粗さの公称値 Rzが

用いられる(13)。図 5に Rz=100m の粗さ標準片を示す。標

準片は形削加工により一定間隔の縞状の表面に仕上げられ

ている。粗さ標準片の表面凹凸を触針式表面形状測定器 

(Veeco, dektak 3st)により計測し，縞の間隔を求めた結果を

図 6に示す。Rz=25-100mの粗さ標準片に対し，50gfの垂

直荷重を印加しつつ触覚センサを水平方向に動かしたとこ

ろ，出力に周期的な変化が現れた。図 7 に Rz=100m の標

準片に対するセンサ抵抗値(円柱形表面)の時間変化を示す。

計測開始から 5 秒まではセンサを静止させており，出力に

変化は見られない。5秒以降触覚センサを粗さ標準片の縞模

様と垂直方向に 1mm/secの速度で動かしているが，約 1秒

の周期で出力が変化している。図 6 に示したように，

Rz=100m の縞の間隔は 1mmであり，出力の変化はこれに

対応していると考えられる。同様に，Rz=25m 以上では出

力変化の周期と縞模様の周期が対応していることがわかっ

た。しかし，Rz=12.5m 以下では周期的なセンサ出力の変

化はほとんど見られなかった。すなわち，本触覚センサで

表面粗さを凹凸の変化として検出できる下限は 25m 程度

であることが示された。 

    

(a) 円柱形表面センサ    (b) 半球形表面センサ 

図 8  Rz=100mの粗さ標準片に対する出力変化の周波数スペクトル 

Fig. 8. Frequency spectra of the output for slipping on surface roughness scale of Rz = 100 m. 
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(a) 円柱形表面センサ 

 

(b) 半球形表面センサ 

図 9 ピーク強度の Rzに対する依存性 

Fig. 9. Peak intensity as a function of Rz. 

 

図 10  Rz=1.6mの粗さ標準片に対し触覚センサ(円柱形

表面)を滑らせた時の出力変化の垂直荷重依存性 

Fig. 10. Dependence of the output of the tactile 

sensor on vertical load. 

〈4･3〉 センサ表面形状による違い  図 8 に表面のエ

ラストマ形状が(a)円柱形状と(b)半球形状の触覚センサの，

Rz=100m の粗さ標準片に対する動的出力変化をフーリエ

変換した周波数スペクトルを示す。円柱，半球いずれの表

面形状のセンサにおいても 1Hz のところに最大のピークが

現れていることがわかる。Rz=100m の標準片の凹凸の間

隔は 1mm であり，センサの移動速度は 1mm/sec であるの

で，出力変化の周波数は標準片の縞の周期を反映したもの

となっている。しかし，図 8(a)の円柱形表面のセンサ出力

では 1Hzの他にも 2Hz，3Hzでもピークを示している。こ

れは円柱形の表面を持つ触覚センサの出力の変化が非正弦

波的であり，整数倍の高調波成分を含むことを意味してい

る。一方，図 8(b)の半球形の場合は 1Hz の主ピークに対し

高調波成分が十分に抑えられていることがわかる。すなわ

ち，表面の凹凸の周期を正確に求めたい場合には半球形の

表面が有利であると考えられる。また，図 9 に周波数スペ

クトル(図 8)の主ピーク強度の Rzに対する依存性を示す。ピ

ーク強度は半球形表面のセンサの方が大きく，この結果か

らも半球形の方が凹凸検知に適しているといえる。 

〈4･4〉 静摩擦係数と触覚センサ出力   図 10 に

Rz=1.6m の粗さ標準片に対し触覚センサ(円柱形表面)を滑

らせた時の出力変化の垂直荷重依存性を示す。前述したよ

うに出力変化に標準片表面の凹凸を反映した周期的な変化

は現れていないが，5秒以降の静止状態からの最大変化量は

垂直荷重に依存して増加するという傾向が見られる。図 11

に円柱形表面と半球形表面の静止状態からの最大出力変化

量の垂直荷重に対する依存性を示す。図 11(a)の円柱形表面

のセンサについては垂直荷重が大きい場合には最大出力変

化量が垂直荷重に比例している。一方，図 11(b)の半球形表

面については垂直荷重が大きくなると飽和していくような

傾向がある。 

センサの出力変化はセンサを水平方向に動かした時の摩

擦による剪断力によるものと考えられるので，センサ出力

の変化∆𝑅 𝑅⁄ は摩擦の法則より次式で表される(14)。 

∆ 

 
= 𝑘

  

 
 .............................................................. (１) 

ここで𝑊は垂直荷重，𝑘はセンサの移動方向の単位面積あた

りの剪断力に対する感度，𝜇は静摩擦係数，𝐴は接触面積で

ある。式(１)より，円柱形表面の場合，表面が完全に対象物

と接触していれば接触面積𝐴は一定であり，センサ出力の最

大変化量は垂直荷重に比例することになる。図 11(a)におい

て低垂直荷重時に傾きが少し小さくなっているのは，加工

精度の問題や計測時の設置精度の問題でセンサ表面が対象

物と完全に平行になっておらず，センサ表面の一部のみが

接触した状態になっているためであると考えられる。図

11(a)の垂直荷重の大きい部分の最大出力変化の傾きを用い

て，式(１)より静摩擦係数を求め，摩擦計(トライボギアミ

ューズ, 新東科学)による計測値と比較した結果を図 12 に

示す。摩擦計により計測した静摩擦係数と，触覚センサの

出力変化から式(１)により求めた静摩擦係数がほぼ一致し
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(a) 円柱形表面センサ 

 
(b) 半球形表面センサ 

図 11 静止状態からの最大出力変化量の垂直荷重依存性 

Fig. 11. Maximum change of the output as a 

function of vertical load. 

 

図 13 半球形表面触覚センサの出力変化から求めた静摩擦

係数の摩擦計による計測値との比較 

Fig. 13. Comparison of coefficient of static 

friction obtained from the output of hemisphere 

tactile sensor with that measured by a friction 

meter. 

 

図 12 円柱形表面触覚センサの出力変化から求めた静摩擦

係数の摩擦計による計測値との比較 

Fig. 12. Comparison of coefficient of static 

friction obtained from the output of cylindrical 

tactile sensor with that measured by a friction 

meter. 

ていることがわかる。今回の計測対象である粗さ標準片は

すべて同一の材質でできているため，摩擦係数にあまり変

化が見られなかったが，材質が異なる物体の場合は摩擦係

数の違いにより表面テクスチャの識別が可能であると考え

られる。 

一方，半球形表面の場合は接触面積が一定ではない。ヘ

ルツの弾性接触理論によると，球体が平面に接触する場合

の接触面の半径𝑟は次式で表される(15)。 

𝑟 = √
   

   

 
 ............................................................. (２) 

ここで，𝜌は球体の半径，𝐸′は接触物のヤング率(𝐸 ,  𝐸 )とポ

アソン比(𝜎 ,  𝜎 )から次式のように計算される等価ヤング率

である。 

𝐸′ =
 

(
    

 

  
 

    
 

  
)
 ..................................................... (３) 

これらの式から，センサ出力の最大変化量は次式のように

垂直荷重𝑊の 1/3乗に比例する。 

∆ 

 
= 𝑘

  

   = 𝑘
  

 (
   

   
)
   = 𝑘

 

 
(
   

   
)
    

√𝑊
 

 ......... (４) 

式(４)を用いて図 11(b)の結果をフィッティングして求め

た静摩擦係数を図 13に示す。触覚センサの出力変化量の垂

直荷重依存性からフィッティングで求めた値は，摩擦計に

より計測した結果に比べ約 1/2の値になっている。この結果

のずれは半球形状を形成するときの型枠の加工精度による

ものと考えられる。これらの結果から，静摩擦係数を正確

に求めるためには，円柱形のエラストマ表面を持つ触覚セ

ンサが適していることがわかった。 
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5. まとめ 

多軸触覚センサを用いて物体の表面テクスチャ計測を試

みた。計測のための標準試料として，市販の粗さ標準片を

用い，その表面に触覚センサを接触させ，滑らせてその時

の出力の時間変化を測定した。その結果，粗さの最大高さ

Rzが 25m 以上の標準片については，表面の凹凸を反映し

た出力変化が得られた。さらにセンサの表面のエラストマ

が円柱形の場合と半球形の場合で出力変化に差異が見ら

れ，表面の凹凸を計測する場合には半球形の方が有利であ

ることがわかった。 

また，凹凸を反映した出力変化が見られない標準片につ

いて静止状態からのセンサ出力変化量から摩擦係数を求め

た。円柱形エラストマを用いた触覚センサの測定結果から

摩擦係数を正確に求めることができたが，標準片の Rzによ

る違いは静摩擦係数からは区別が困難であった。しかし，

材質が異なる場合には摩擦係数の違いが大きいため，今回

の結果より触覚センサ出力から材質を識別することが可能

であることを示したと言える。 
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