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序論

1. MEMS とは？

MEMS とは，「Micro Electro Mechanical Systems，微小電気機械システム」の略称で，
半導体の製造技術を応用展開した微細加工技術（マイクロマシニング技術）を用いて作製
される．MEMS デバイスの素材には単結晶シリコンが広く使われる．単結晶シリコンは，
半導体物性を持つ物質であると伴に．優れた機械特性 [1]を有していることから，数 mm 角
のチップ上に電気回路，制御回路，機械要素を集積化できる．現に圧力，加速度，流速，
ジャイロ，傾きなどを測定するセンサや，プリンタヘッド，マイクロフォンなどの多くの
MEMS デバイスが自動車，エンターテインメント，情報家電，医療分野などの幅広い産業
で 実 用 化 さ れ て い る [2-6] ． さ ら に 近 年 MEMS 技 術 は ， Micro-Total-Analysis
System(μ-TAS)に代表されるバイオ分野などでも使用されてきており，その技術開発は多岐
に広がってきている．また，これまで培ってきた MEMS 加工技術を柔軟な特性を持つポリ
マー材料に展開し，シリコンには無いフレキシブルな構造を持つデバイスの開発も進んで
いる [7]．

2. MEMS センサ

センサとは，人間の感覚器に代わり，光，温度，磁気，圧力，加速度，流量などの物理
量やその変化量を，抵抗変化，静電容量変化，磁気量変化，光変化などに対する物理法則
を用いて検出する素子，もしくは信号処理しやすいように適切な電気信号に変換して感知
する装置と定義される．例えば，ダイアフラムの撓み量を半導体ひずみゲージ（ピエゾ抵
抗素子）の抵抗変化によって電気信号に変換する圧力センサなどがあげられる [8-9]．
近年，マイクロマシニング技術を用いた MEMS センサの小型化が盛んになっている．一
般的にセンサをマイクロ化する利点として以下のようなものがあげられる．
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・

小型化及びアレイ状に配置することによる空間分解能の向上

・ 半導体プロセス，薄膜形成プロセスなどのバッチプロセスによる低コスト化
・ 信号処理回路との一体化による出力性能の向上
・ 省電力化

上記の利点を満たす例としては触覚センサがあげられる．すなわち，触覚センサを小型
化してアレイ状に配置すれば，人間の触覚受容器の分布密度に近い空間分解能でセンシン
グが可能となる．また，触覚センサを多数配置する場合でも省電力化できる．このように
触覚センサは，マイクロ化することでセンシング機能の向上が期待できる．従って，本研
究では MEMS センサについて，特にマイクロ触覚センサの開発に焦点を合わせる．

3. マイクロ触覚センサ

3.1 人間の触覚機能
ここでは，本研究で対象とする触覚に関して用語を統一するとともにその働きと構造を
概説する．
広義の触覚，すなわち人間の五感の一つとしての触覚は，脳の体性感覚野に投射する感
覚であり，皮膚感覚と自己受容感覚との総称である．自己受容感覚とは，筋肉，腱，関節
および前庭に受容器があり，四肢および身体各部の状態（姿勢，位置，動きなど）につい
ての情報を知覚する．皮膚感覚とは，狭義の触覚，圧覚，温度感覚（温覚と冷覚），痛覚な
ど，皮膚に存在する受容細胞によって受容され，体表面に生起すると知覚される感覚のこ
とを指す．これらはそれぞれの名の通り，触れる感覚，圧迫を感じる感覚，温かさや冷た
さ，痛みを感じとるものである．本研究で取り扱う触覚は，この皮膚感覚のうち，機械的
刺激による感覚である狭義の触覚および圧覚に相当する [10]．
この触覚は，機械的刺激が皮膚に与えられることによって生じる感覚であり，皮膚下に
存在する機械受容器によって受容される．皮膚機械受容器には，表皮の最深部に存在する
メルケル細胞，真皮の最外層にあるマイスナー小体，深層にあるパチニ小体，ルフィニ終
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末などがある．これらは主に圧力に反応し始めてから，順応して反応しなくなるまでの時
間特性が異なる．順応が早い細胞（マイスナー小体，パチニ小体）は圧力がかかり続けて
いる状態では反応しないため，圧力の変化や振動があるときにのみ反応する．順応が遅い
細胞（メルケル細胞，ルフィニ終末）は持続的な圧力の存在に反応する．人間の皮膚は，
これらの受容器から得られる情報を処理することで，物体との接触状態，硬さ，位置など
を感知する．その情報で我々は，物体を壊さないように持つことや滑らないように把持す
ることができる．また，触れる，触られることで位置を把握したり，他人とのコミュニケ
ーションをとったりしている [11-12]．

3.2 従来の触覚センサ
このように，触覚は人間にとって必要不可欠な感覚であるが，触覚の機能を代行する工
学センサは，視覚や聴覚に比べて格段に初歩的なレベルにある．この大きな理由としては，
これまで開発されてきた触覚センサの主な利用先が，工場などにおけるロボットオートメ
ーション工程であり，センサはある決まった部位に埋め込まれ，あらかじめ決められた行
動や物体の取り扱いができれば十分であったことによる．すなわち，素性のわからない物
体の情報をセンシングして操作することや，人間の皮膚のように広い面積でセンシングす
るという目的で研究開発されていない．一方，近年，介護ロボットやペットロボット，ヒ
ューマノイドロボットなどの開発事例が多くなってきている．これらのロボットではその
目的はもはや上記のような作業の遂行にとどまらず，人間を取り巻く環境の一部として
我々と接触し，コミュニケーションをとることが要求される．そのためには，ロボットは，
繊細な情報センシング，ハンドリング，更に人間の皮膚のような全身でのセンシングが必
要とされる．すなわち，使用する部位によって以下に示す二種類の性能を持つ触覚センサ
が要求される．
(a) 物体に対して繊細な操作が必要となる部位（四肢，指先など）
一つのデバイスで接触力および硬さの複数の物理量が検出可能な触覚センサ
(b) 物体との接触状態を広い範囲において検出する部分
任意の三次元曲面上かつ大面積に実装でき，接触力及びその分布が検出可能な触覚セ
ンサ
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このような用途に対して，高い空間分解能を有するマイクロ触覚センサが最適である．
すなわちマイクロ触覚センサでは，高い空間分解能で対象物の物理量検出及び接触部の凹
凸形状の取得や位置同定ができる．以下に現状のマイクロ触覚センサの開発事例を紹介す
る [13-48]．

◆ 基板に単結晶シリコンを用いた場合の触覚センサ
(1) 静電容量型接触力センサ [40-41]
本方式では，シリコンチップ内の空隙部に平行平板電極，上部に接触部を持った構造
となっている（図 3-1）．対象物が突起部に接触した際に生じる静電容量変化を検出する
ことで接触力を算出する．

(2) ピエゾ抵抗素子型接触力センサ [42-44]
本方式では，ピエゾ抵抗変化を用いて接触力を検出する．半導体ひずみゲージ（ピエ
ゾ抵抗素子）に力を加え変形させると，エネルギーバンド構造が変化し，その結果，半
導体ひずみゲージの抵抗値が変化する．金属製ひずみゲージでは，検出感度を示すゲー
ジ率が 2-4 倍程度であるのに対し，
半導体ひずみゲージでは 20-100 倍もの感度を有する．
また，MEMS 技術を用いれば，シリコンチップ上に半導体ひずみゲージを作り込め，微
小構造体と一体化したデバイスを作製できる．図 3-2 のセンサは，接触部とそれを支える
4 つの梁からなる．4 つの梁部に半導体ひずみゲージが配置されており，接触部に加わっ
接触部

接触部
電極部

ピエゾ抵抗素子

図 3-1 静電容量型接触力センサ

図 3-2 ピエゾ抵抗素子型接触力センサ
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電極

圧電振動子部

図 3-3 圧電素子型硬さセンサ
た力を半導体ひずみゲージで測定し荷重を検出する．またこのセンサは，4 つの半導体ひ
ずみゲージからの信号を解析することで，センサに加わった荷重成分を x, y, z 方向に分
けて算出できる．

(3) 圧電素子型硬さセンサ [45]
本方式では，圧電振動子をセンサ素子として使用している．共振状態にある振動子に物
体を接触させた際に生じる共振状態の変化から，物体の硬さ検出を行う．
（図 3-3）．本方
式では，上記(1)，(2)と異なり，接触物体の硬さを検出することが可能であるが，その反
面，物体との接触力を検出することは難しい．

◆ 基板にフレキシブル樹脂を用いた場合の触覚センサ
(4) 静電容量型フレキシブル接触力センサ [46]
本方式では，(1)と同様にシート状樹脂基板中に作り込んだ平行平板電極間の静電容量
変化を検出することで，接触部に加わった接触力を算出する．図 3-4 のセンサでは，PDMS
樹脂中に銅製の平行板間電極が埋め込まれている．フレキシブルな樹脂を構造材として
用いているため，センサ自体を柔軟に折り曲げることができ，曲面上に配置することが
可能となっている．

(5) ひずみゲージ型フレキシブル接触力センサ [47-48]
本方式では，シート状の樹脂基板上に金属ひずみゲージを作製し，その抵抗変化から
接触力の検出を行っている．フレキシブルな樹脂で作製されているため，柔軟に折り曲
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図 3-4 静電容量型フレキシブル接触力センサ

図 3-5 ひずみゲージ型フレキシブル接触力センサ

硬さ測定部

熱伝導率測定部
Ni抵抗温度
デバイス

接触物
荷重

参照Ni抵抗
温度デバイス

硬さ参照部

硬さ測定部

NiCrゲージ
硬さ参照部

図 3-6 ひずみゲージ型フレキシブル接触力，硬さセンサ
げて曲面上への配置が可能となっている．図 3-5 のセンサは，ポリイミド樹脂中に Ni-Cr
の金属ひずみゲージが作りこまれている．接触部に加わった力をひずみゲージの抵抗変
化から接触力に変換して検出する．また，図 3-6 のセンサのように，ポリイミド樹脂中に
複数個の金属ひずみゲージを作り込み，これを用いて，接触物体の硬さを検出する試み
もなされている．
（接触力検出を行うポリイミド樹脂製ダイアフラム（周縁部に Ni-Cr 金
属ひずみゲージを配置）の隣に参照用のバルク部を設け，接触時における両部の撓み量
の比から硬さを検出する．）
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以上のように，多種多様なマイクロ触覚センサが開発されている．これらは表 3-1 のよう
に分類できる．
このように，
「デバイスを複数個組み合わせることで，接触力と硬さを検出できるセンサ
(5)」や「曲面上へ実装してセンシングが可能なセンサ (4)，(5)」も開発されてきている．
しかしながらこれまでに開発されてきたセンサは何れも『一つのデバイス構造で接触力と
硬さの両方の物理量を検出すること』ができない．また後述するように，樹脂基板を用い
たフレキシブルな触覚センサでも『任意の三次元曲面形状かつ大面積部位への実装』は困
難であるという大きな課題がある．以下にその詳細を述べる．

① 一つのデバイス構造による一つの物理量検出
これまで開発されたセンサは何れも，「センサ＝受動素子」という概念でとらえられて
いるために，一つのデバイス構造で一つの物理量しか検出することができない．すなわ
ち，従来の触覚センサは受動素子であるために，単一の素子構造では接触力もしくは硬
さの何れか一方の物理量しか検出できないという制限がある．

② フレキシブル樹脂シートを用いた曲面上実装
PDMS やポリイミド樹脂といった柔らかなシート状樹脂基板で作製された触覚センサ
は曲げに対する柔軟性を有している．しかしながらそれらは何れも，一軸のみの曲げに
対してしか適用できない．すなわち，円柱表面のような一軸方向への曲率を有する面上
での実装は可能であるが，球体表面のような二軸の曲率を有する三次元曲面形状への実
装は適用できず，貼付け時に皺が発生してしまう（図 3-7）．

表 3-1 従来のマイクロ触覚センサ

シリコンセンサ
接触力検出

(1)

(2)

○

○

硬さ検出

(3)
○

曲面上への実装

樹脂センサ
(4)

(5)

○

○

△
○
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(a) 円柱形状への適用

(b) 球形状への適用

図 3-7 シート状センサの曲面への適用

(a) 織物状神経束刺激電極

(b) 織物状電気配線構造体
図 3-8 織物状構造体製作例

上記②の課題に対して，立命館大の小西ら，イリノイ大学の N. Chen らは，三次元曲面
上への実装を目的とした織物状構造体を提案している [49-50]．小西らは，ポリエステルフ
ァイバーを用いた織物構造体を作製し，それを用いて神経束刺激電極を柔軟に固定する用
途に用いている（図 3-8(a)） [49]．また，N. Chen らは，フォトリソグラフィ技術を用い
た織物状の電気配線構造体の作製方法を提案しており，コイルを球面上へ実装している（図
3-8(b)）[50]．これらは何れも織物状の構造をしているため，三次元曲面上に実装すること
は可能である．しかしながら，電気配線構造体への利用を目的として作製されているため
センシング機能を有さない．また後者は，フォトリソグラフィ技術を用いて作製している
ため，露光装置の大きさや基板に使用する材料の都合上から，作製できるデバイスの大き
さに制限があり，大面積に展開することが困難である．

-8-

序論

4.

本研究の目的

本研究では，人間の生活環境内で仕事を行うロボットに対して高度なセンシング機能を
担う触覚センシングシステムを提供することを目的とする．具体的には，① 物体を操作す
る部位で用いるセンサとして，
『一つのデバイス構造で接触力及び硬さの両方をセンシング
できる触覚センサ』を，② 全身に実装できるセンサとして，『任意の三次元形状上かつ大
面積部位に実装できる構造を持ち，接触力及びその分布が検出可能な触覚センサ』の二種
類の触覚センサを開発し，これらを併せ用いることでロボットシステムの高度化を図る．
以下にそれぞれの触覚センサの具体的な開発概念および目標について述べる．

① 一つのデバイス構造で接触力と硬さの両方をセンシングできる触覚センサ
「センサ＝受動素子」であるという既成概念を打ち破り，センサに能動素子であるアク
チュエータを付加し，
「センサ＝受動素子＋能動素子」という新しい捉え方をすることで，
一つのデバイス構造で複数の物理量の検出が可能なセンシング機能を実現する．具体的に
はこの概念を触覚センサに適用し，受動センサをアクチュエータで駆動させて能動的なセ
ンシングを行うことにより，単一センサ素子で対象物の接触力と硬さの両方の情報が取得
できる能動型触覚センサデバイスを開発する．本触覚センサを準静的，動的に駆動させて
物体の情報センシングを行えば，物体の静的硬さおよび動的硬さの取得が期待できる．こ
のようなセンサをロボットの四肢，指先などの物体を操作する部位に実装させれば，物体
を繊細にハンドリングできるだけでなく，物体の識別が可能な触覚センシング機構を実現
できる．

② 三次元曲面形状上かつ大面積への展開が可能な触覚センサ
織物状構造をセンサ形態に導入することで，任意の三次元形状かつ大面積部位上への実
装かつセンシングが可能なセンサを実現する．具体的には，センサの構成素材として
MEMS 薄膜形成技術で修飾した人工中空繊維を導入し，それらを織ることで織物状触覚
センサデバイスを実現する．そして，人工繊維の縦糸，横糸の交点において接触圧を検出
する．このように作製する触覚センサは，自身が衣服のような織物状構造であるため，任
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意の曲面にフィットでき，かつ大面積に展開することができる．これをロボットが着衣す
る衣服として作製すれば，全身でのセンシングが可能なウエアラブルな触覚センシング機
構が実現できる．

本論文では，これら触覚センシングシステムを構成する二種類の触覚センサデバイスの
開発を，第 1 部で「能動型触覚センサデバイス」について，第 2 部で「織物状触覚センサ
デバイス」について述べる．
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はじめに

近年，介護ロボット，ヒューマノイドロボット，ペットロボットなどの開発事例が多く
なってきている．これらは人間と同じ生活環境下で活動し，我々の様々な要求に応えなけ
ればならない．行動を通して外界とインタラクションを行い，学び，適応していくような
知的なロボットにおいて物体に直接触れる部位では，物体の情報を正確に取得するための
繊細な触覚センシング機能が必要となる．すなわち，人間の触覚機構のように物体の接触
力と硬さの複数の物理量検出ができる触覚センサが必要となる．しかしながら，これまで
に開発されたマイクロ触覚センサは，物体の硬さか接触力の何れか一方しか検出すること
ができない．人間は，物体を触る際に能動的に働きかけることによって物体の硬さを認識
しているのに対し，従来の触覚センサは，物体の情報を受動的にセンシングするのみであ
ったからである．すなわち，センサが物体に対して働きかけることができれば，単一の物
理量検出に留まらず，複数の物理量検出が可能となる．このようなデバイスは，センサに
能動素子であるアクチュエータを集積できる MEMS 技術を用いて初めて実現できる．本研
究では，この概念を従来の触覚センサに適用し，単一センサ素子で対象物の接触力および
硬さの両方の情報が検出できる能動型触覚センサデバイスの開発を行う．
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能動型触覚センサデバイスの構造及び設計

1.1 動作原理
本研究で提案する能動型触覚センサの一形態を図 1-1 に示す．本センサデバイスは，セン
シング部と駆動部からなる．センシング部は中央表面に突起部を持つダイアフラム構造か
らなり，ダイアフラムの周縁部にはダイアフラムの撓みを検出するための半導体ひずみゲ
ージ（ピエゾ抵抗素子）が作りこまれている．また，ダイアフラム裏面には永久磁石を貼
り付けており，その下部にはフラットコイルを備えている．フラットコイルと永久磁石と
で磁気アクチュエータを構成し，その駆動力でダイアフラムを上下方向に駆動させる．本
触覚センサデバイスは，センシング部を二つの異なるモード（準静的駆動モード及び振動
駆動モード）で動作させることで，対象物の異なった物理量を検出できる．図 1-2，1-3 を
用いてセンサデバイスの動作原理を説明する．なお，図はセンサを 3 つアレイ状に配置し
た場合を示してある．

Diaphragm

Piezo resistor

Mesa

Flat-coil

Permanent magnet

図 1-1 磁気駆動能動型触覚センサ概略図

(1) 準静的駆動モード
本方式では接触力とアクチュエータの駆動力との力の釣り合いが取れている状態で接触
力および硬さ検出を行う．ダイアフラム部に力を印加していない状態で凹凸形状を有する
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物体がセンシング部の突起部に接触すると，図 1-2(a) に示すように接触している部分では
ダイアフラム部が下方向に撓む．この時のダイアフラムのひずみ量を半導体ひずみゲージ
により検出することで対象物の接触力を把握できる．また，接触している部分と接触して
いない部分とのセンサ出力を把握することで対象物の二次元表面性状も検出できる．次に，
対象物が接触している状態でフラットコイルに直流電流を印加して，ダイアフラムを対象
物方向，即ち，図の上方向に駆動させると，接触部分は対象物の弾性に応じて変形する（図
1-2(b)）．従って，ダイアフラムの変位量と印加した力との関係を測定することで対象物の
硬さ（微小線形変形領域での荷重と変位の関係：ばね定数 Ks）を計測できる（図 1-2(c)）．

Bumpy surface

Contact
No contact
Arrayed active tactile sensor

Contact

(a) Detecting contact-force distribution and
two-dimensional surface texture image
Object

Magnetic field
Magnetic field
Deformation No deformation Deformation

(b) Detecting elastic-coefficient distribution
in non-vibrated driving

Displacement of diaphragm

Object

Soft object

Hard object
Driving force to diaphragm

(c) Relationship between displacement and
driving force at diaphragm structure

図 1-2 準静的駆動モード動作原理
(2) 振動駆動モード
本方式ではダイアフラムを共振周波数で振動させ，物体の接触による共振特性の変化か
ら硬さ検出を行う（図 1-3）．センシング部は物体と接触した状態で振動し，接触物体の機
械的特性値に応じて振動振幅，共振周波数，位相特性などの出力信号が変化する（図 1-3(b)）．
上記「(1)準静的駆動モード」では接触物体の硬さ情報として，ばね定数のみしか検出でき
ないが，本方式では対象物のばね定数 Ks 以外にも，振動においてダンパ成分となる粘性減
衰係数 Cs を評価できるという特徴がある．本センサを集中定数回路（バネマス系で構成）
でモデル化すると（図 1-3(c)），運動方程式は以下のようになる．
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Phase
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Displacement
of diaphragm

A
Object

Ac

non-contact
f

Magnetic field
Magnetic field
Resonated No-deformation Resonated

Frequency

(a) Detecting elastic- and damping
coefficient in vibrated driving

(b) Relationships between displacement and phase shift
versus frequency of input signal at diaphragm structure

Contacted
Cs
object

Ks
u

md + ms
f0sinwt
Sensor
element

contact
fc

Cd

Kd

m: mass
K: spring constant
C: viscous damping
cofficient
subscript d: device
s: contacted object

(c) Lumped parameter circuit model of sensor system
図 1-3 振動駆動モード動作原理

(md + ms )u&& + (C d + C s )u& + (K d

+ K s )u = f 0 sin ωt

(1-1)

ここで，md, ms は，それぞれセンシング部の質量，対象物中で振動する部分の質量を表し
ており，Cd, Cs および Kd, Ks は，それぞれセンシング部および対象物の粘性減衰係数，ば
ね定数を表している．また，f0，ω は，アクチュエータの出力，周波数を表している．上式
より振動振幅値および位相は次のようになる．

u=

[(K

f0
d

+ K s ) − (md + m s )ω 2

]

2

+ (C d + C s ) ω 2
2
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⎛ (K d + K s ) − (m d + m s )ω 2
φ = tan ⎜⎜
− (C d + C s )ω
⎝
−1

⎞
⎟
⎟
⎠

(1-3)

また，センシング部の共振周波数，Q 値及び共振時の振幅はそれぞれ次式(1-4)，(1-5)，(1-6)
になる．

Kd + Ks
md + ms

ωn =

Q=

un =

(1-4)

(md + ms )(K d

+ Ks )

(1-5)

Cd + Cs

f0
Cd + Cs

md + ms
Kd + Ks

(1-6)

式(1-4)から，センシング部の共振周波数はばね定数及び質量に依存する．この時の質量と
はセンシング部自身の質量 md と対象物の等価質量（振動している部分のみ）ms とをあわ
せたものである．対象物の等価質量 ms は測定条件（センシング用突起部の押し込み量など）
によって変化するため，センシング部自身の質量 md と接触物体の等価質量 ms との大小関
係に応じて対象物の硬さ評価方法を以下の 2 つに分ける．

(a) 接触物体の等価質量 ms がセンシング部の質量 md に比べて十分小さい場合
接触物体の等価質量 ms がダイアフラムの質量 md に比べて十分小さく，md が振動系の質量
を支配する場合では，以下に示す手段で硬さ情報（ばね定数・粘性減衰係数）を求める．
① ばね定数
共振周波数は接触物体のばね定数のみに依存し，その値の増加とともに共振周波数も増加
する．従って，共振周波数の変化量を測定することで接触物体のばね定数を算出する．
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② 粘性減衰係数
振動の Q 値もしくは振幅値から接触物体の粘性減衰係数を算出する．Q 値はばね定数及
び粘性減衰係数に依存する（式(1-5)参照）．従って上記の共振周波数変化から算出したば
ね定数と，実験値である Q 値とを用いることで接触物体の粘性減衰係数 Cs を算出する．

(b) 接触物体の質量 ms がセンシング部の質量 md に比べて無視できない場合
接触物体の等価質量 ms がセンシング部の質量 md に比べて無視できず，振動の系に影響を
及ぼす場合では，上記(a)の場合と異なり，等価質量 ms が未知の値となるために振動実験値
（共振周波数，Q 値，位相差）のみからばね定数及び粘性減衰係数を求めることはできな
い．この場合においては振動駆動モードの実験値に準静的駆動モードで得られたばね定数
値を取り入れることで硬さ情報の算出を行う．詳細は以下の通りである．
① ばね定数
ばね定数に関しては準静的駆動モードで得られたばね定数値を用いる．この値を用いるこ
とで共振周波数特性から未知数であった等価質量 ms を算出する．
② 粘性減衰係数
上記(a)と同様に，振動の Q 値もしくは振幅値から接触物体の粘性減衰係数を算出する．
準静的駆動モードで得られたばね定数値，共振周波数から算出した等価質量 ms，Q 値を
用いることで，接触物体の粘性減衰係数 Cs を算出する．

1.2 センシング部設計
物体接触時における触覚センサデバイスの力学モデルを作成し，センサデバイスの構造
解析および設計を行った．

1.2.1 準静的駆動におけるセンサ構造設計
(1) 接触物の硬さに対するセンシング部の感度特性
接触物の硬さに対するセンシング部の感度特性評価を行った．センシング用ダイアフラ
ムの半径を r，突起部の半径を a とし，突起部は剛体，ダイアフラム周縁部は固定支持され
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ているものとする（図 1-4）．センサデバイスの突起部が対象物に接触した場合を初期条件
として，集中荷重 F をダイアフラムに加えた場合にダイアフラムが x 撓んだ状態を考える．
このとき，ダイアフラムに印加した力 F，変位量 x，接触物のばね定数 Ks，ダイアフラム
のばね定数 Kd との関係は次式になる．

F = (K d + K s ) ⋅ x

(1-7)

上式から，横軸に接触物のばね定数 Ks（対数 ln(Ks)）を，縦軸にダイアフラムの撓み量
x をとり，接触物のばね定数に対するセンサの感度曲線を描いた（図 1-5）．センサの検出感
度は接触物のばね定数 Ks とダイアフラムのばね定数 Kd の大小関係により以下のように変
化する．
Ks << Kd

Ks

Kd

Ks >> Kd

F
Kd

Object
F

X
a

Deformation X

Es, νs
Ed, νd

F
2Kd

0

r
ln(Kd)
ln(Kd)+2

図 1-4 センシング部動作モデル

ln(Ks)
ln(Kd)-2

Elastic constant Ks of object

図 1-5 センサ感度曲線

(a) Ks<<Kd
接触物のばね定数 Ks がダイアフラムのばね定数 Kd に比べ十分小さい範囲では，ダイア
フラムの変形量は対象物の接触の有無に依らず，ダイアフラムはそれ自身の剛性で変形す
る．従って，Ks と Kd がこの範囲にあるとき，センサは接触物のばね定数を検出することが
困難できない．

(b) Ks>>Kd
(a)とは逆に，接触物のばね定数が大きすぎる場合は，ダイアフラムに力を印加しても変

-18-

第1部

能動型触覚センサデバイス

形することができない．従って，Ks と Kd がこのような関係の場合でも，センサは接触物の
ばね定数を検出することが困難できない．

(c) Ks≒Kd
接触物のばね定数 Ks とダイアフラムのばね定数 Kd が同じ大きさの領域にある場合，接
触物の弾性に応じてダイアフラムが変形する．従って，センサはこの範囲で最も感度良く
接触物のばね定数を検出できる．検出することの可能なばね定数の範囲は Ks/e2～Ks e2 とな
る．

以上の結果より，センシング部の構造に関して以下の事柄がわかった．
① 対象物のばね定数とほぼ同等の値を有するようにセンシング用ダイアフラムのばね定
数を設計することで，検出感度を最も高くできる．
センサデバイスの検出領域を変化できる．
② ダイアフラムのばね定数 Kd を変化させれば，
③ センシング構造の設計（ダイアフラムのばね定数 Kd の決定）には，検出対象となる物
体のばね定数領域を決定する必要がある．

(2) センシング部構造設計（センシング構造の寸法決定）
接触物のばね定数 Ks とダイアフラムのばね定数 Kd について検討を行い，接触物を人間
の指とした場合のセンシング構造の寸法を決定した．

(a) 対象物のばね定数 Ks
今回は，人間に触れたことを検出する用途を想定し，人間の指を検出対象物としてセン
シング構造の仕様を決定した．そのために，人間の指のばね定数について実験的に求めた．
指先中央部における変位と荷重の関係を評価するために図 1-6 に示す実験装置を用いた．装
置は，指先を固定するステージ，レーザー変位計，平行板ばねを用いた荷重変位機構から
なる．平行板ばねの片端には押し込み部となるステンレスのピン（直径 1 mm）を取り付け
た．予め特性を把握した平行板ばねを使用し押し込み実験を行った．実験は被験者 2 名の
右手人差し指，中指，薬指，親指について計測した．そのときの荷重と指の変形量の関係
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を図 1-7 に示す．今回の実験から，指の弾性定数値 Ks は，13-20 gf/mm と測定された．後
述する式(1-10)式を用いると，133.8-196.12 N/m と算出される．よって，今回はこの値の
平均値を取ることで Ks = 165 N/m とした．
0.5
レーザ変位計

0.45

被験者A
被験者B

0.4
荷重押し込み用針

平行板バネ

0.35
0.3
0.25
Z stage

0.2
0.15

指

0.1
0.05
X stage

0

0

図 1-6 荷重変位機構

5

10
荷重 (gf)

15

20

図 1-7 指の変形量と荷重の関係

(b) 接触物のばね定数 Kd
接触物を半無限の大きさを持つ弾性体と仮定し，そこに大きさ F の力で剛体棒を圧入す
る場合を考える．接触物の変位量 x は次式のようになる．

1 −ν s F
x=
⋅
Es
2a
2

(1-8)

ここで，a はセンシング部突起部の半径，Es，νs は，それぞれ物体のヤング率とポアソン
比である．上式より接触物のばね定数 Ks は以下のようになる．

Ks =

Ks =

F
x

(1-9)

2aE s
1 −ν s

(1-10)

2
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(c) ダイアフラムのばね定数 Kd
センシング部の構造モデルとして，中央に剛体突起部を持つ円板外周固定支持モデル（図
1-8）を適用すると，ダイアフラムの撓み量 xd，応力σd は以下の式で与えられる．

x max

Fa 2
= α 12 ⋅
Ed h 3

σ max = m β12 ⋅

F
h2

(1-11),

(1-13),

α 12

2
⎞
3(1 − ν d ) ⎛ 1
2t 2
2
⎜
=
(1 − t ) −
(ln t ) 2 ⎟⎟
2
⎜
2π
1− t
⎝2
⎠

β12 = −

3 ⎛ 4
⎞
ln t + 2 ⎟
⎜
2
4π ⎝ 1 − t
⎠

(1-12)

(1-14)

ここで，h, t, Ed, νd, はそれぞれ，ダイアフラムの膜厚，突起部半径とダイアフラム半径
の比 t=a/r 及びダイアフラムのヤング率，ポアソン比を表している．
ダイアフラム内の応力，撓み量はダイアフラム内の突起支持部において極値をとる．以上
より，センシング用ダイアフラムのばね定数は次式となる [51]．

Kd =

F
x

(1-15)

2πE d

⎛ h3 ⎞ ⎛ 1
⎞
2t 2
2
⎜
⎟
⎜
Kd =
⋅ (1 − t ) −
(ln t ) 2 ⎟⎟
2 ⎜ 2 ⎟ ⎜
2
1− t
3(1 − ν d ) ⎝ r ⎠ ⎝ 2
⎠

−1

xd
h
a F
r

σr
0

σθ

0

図 1-8 円板外周固定支持モデル
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以上(b)(c)の結果から，センシング用ダイアフラムの構造設計では，ダイアフラム部の半
径 r と，厚さ h との関係は以下のようになる．

Ks = Kd

2aE s
1 −ν s

2

a
r

2πE d

⎛ h3 ⎞ ⎛ 1
⎞
2t 2
2
⎜
⎟
⎜
(
1
)
(ln t ) 2 ⎟⎟
=
⋅
−
t
−
2 ⎜ 2 ⎟ ⎜
2
1− t
3(1 − ν d ) ⎝ r ⎠ ⎝ 2
⎠

2πE d

h3
r =
⋅
2
3(1 − ν d ) t
3

t=

(1-17),

⎛1
⎞
2t 2
(ln t ) 2 ⎟⎟
⋅ ⎜⎜ (1 − t 2 ) −
2
1− t
⎝2
⎠

(1-18)

−1

(1-19)

−1

(1-20)

(a)にて得た人間の指のばね定数 Ks=165 N/m を用いて，ダイアフラムの半径 r と突起部
の半径 a との比であるボス比 t=a/r をパラメータとし，式(1-16)を用いてダイアフラム半
径 r，膜厚 h との関係をグラフにした（図 1-9）．本センサデバイスではダイアフラムの撓
みを検出するために Si にボロンを拡散させた半導体ひずみゲージを用いている．半導体ひ
ずみゲージの埋め込み深さが 3 μm であるためダイアフラム断面垂直方向にかかる応力分
布の影響を考慮すると，ダイアフラムの膜厚 h は少なくとも 6 μm 以上とする必要がある．
Points of designed devices
10

Thickness of diaphragm: h (μm)

Area in which piezo-resistance
on the diaphragm works

t=0.2

8

t=0.3
t=0.4

6

t=0.5
t=0.6

4

t=0.7
2

0

0

0.5

1.0
1.5
2.0
Radius of diaphragm: r (mm)

2.5

図 1-9 ダイアフラム半径 r と膜厚 h の関係
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図中にセンシングデバイスの作製可能領域を色付けで示した．

図 1-9 より，ダイアフラムの半径 r が 2 mm とすると，センシング部の作製条件を満足
するにはダイアフラム部と突起部の比 t は 0.3 以下とする必要がある．t が 0.3 のとき，突
起部半径 a は 0.6 mm，ダイアフラム膜厚 h は 6.5 μm，t が 0.2 のとき，a は 0.4 mm，h
は 7.6 μm であることがわかった．従って，準静的駆動の観点からは今回作製するセンシン
グ部の仕様を以下のように決定した．

センシング部（センシングダイアフラム）の仕様
・薄膜部の半径 r = 2 mm，突起部半径 a = 0.4 mm（ボス比 t = 0.2），膜厚 h = 7.6 μm
・ダイアフラムのばね定数 Kd = 162.6 N/m

なお，センサデバイスが検出可能な接触物体のばね定数 Ks の範囲は図 1-5 から 22.0～
1201.5 N/m となり，十分に条件を満たしている．

1.2.2 振動駆動におけるセンサ構造設計

物体接触時においてセンサを振動駆動させたときの力学モデル（図 1-3）から，センサデ
バイスの構造解析及び設計を行った．
振動駆動方式では，センシング部を共振周波数で駆動させたとき，物体の接触による共
振特性の変化から硬さ検出を行う．ここで，物体接触時の共振周波数ωn（式(1-3)）と無負
荷時の共振周波数ωn0 の比ωn/ωn0 は以下のようになる．

ωn
( K d + K s )md
=
ω n0
K d (md + ms )

(1-21)

式(1-21)において，センシング部の質量 md を一定としてばね定数 Kd で偏微分すると式
(1-21)は以下のようになる．
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⎛ω
∂⎜⎜ n
ωn0
− ⎝
∂K d

⎞
⎟⎟
⎠=

Ks

Kd + Ks
Kd

md
md + ms 2 K d ( K d + K s )

(1-22)

式(1-22)は，センシング部の質量 md 一定の条件において，ばね定数 Kd のセンシング部に
Ks の物体が接触したときの共振周波数変化（センサ感度）を表す．
同様に，センシング部のばね定数 Kd を一定として，md で偏微分すると，Kd 一定の条件に
おけるセンサ感度は式(1-23)で表される．

⎛ω
∂⎜⎜ n
⎝ ω n0
∂md

⎞
⎟⎟
⎠=

ms

md
md + m s

kd + ks
kd
2m d ( m d + m s )

(1-23)

ここで，Ks を人間の指のばね定数(Ks=165 N/m)として，式(1-22)及び(1-23)をグラフに表す
と図 1-8 及び図 1-9 となる．
30
0.005

Gradient of ωn/ωn0

25
Gradient of ωn/ωn0

0.004
0.003
0.002

15
10
5

0.001

0

20

200

400
600
Spring constant Kd (N/m)

5

800

6

7
8
-6
Mass x10 (kg)

9

10

図 1-8 ばね定数変化に対するセンサ感度

図 1-9 センサ質量変化に対するセンサ感度

(md 一定)

(Kd 一定)

この結果から，Ks >> Kd の条件においてはセンサは物体の接触を検出できない．また，物
体接触に対する物体接触時のセンシング部の共振周波数変化に対する感度を高くするため
には，md 一定では Kd の値を小さく設計し，Kd 一定では md の値を小さく設計すれば良い
ことがわかった．しかしながら本触覚センサは今回，準静的駆動方式での使用も想定して
設計を行っていため，Kd の最小値を準静的駆動時に決めた値として設計を行った．従って，
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センシング部ダイアフラムの半径を r=2 mm としたとき，h=7.6 μm，Kd=162.6 N/m，a=0.4
mm このときの振動部の共振周波数理論値ωn0 は 728 Hz となる（md=8 x 10-6 kg）．

本センサの駆動方法を振動駆動方式のみに限定して設計する場合には，センシング部半
導体ひずみゲージ拡散層部の設計条件を考慮して，ダイアフラムの膜厚 h を 6 μm に固定し
て，Kd 及び md が小さくなるように各条件を決定すればよい．今回は作製しないが，以下
にその場合の設計例をあげる．突起部の半径 a をパラメータとしたダイアフラムの半径 a
と Kd 及び md の関係を図 1-10(a)，(b)に示す．
2000
1800

Spring constant Kd (N/m)

1600
1400

0.2

1200
0.1

1000
800

a=0.05

600
400
200
0

0

0.5

1
1.5
Radius of diaphragm r (mm)

2

2.5

(a) ダイアフラム半径とばね定数 Kd の関係
8.00
7.95

Mass md x10-6 (kg)

7.90
7.85
7.80
0.2

7.75
7.70
7.65

0.1
7.60
7.55
0

a=0.05
0.5

1
1.5
Radius of diaphragm r (mm)

2

(b) ダイアフラム半径とセンシング部質量 md の関係
図 1-10 ダイアフラム半径 r と Kd 及び md の関係
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この結果から，突起部の半径 a を小さくすることで Kd 及び md が小さくなることがわかる．
ダイアフラム半径に対しては，Kd を小さく設計すること（ダイアフラム半径 r を大きくす
る）と， md を小さく設計すること（ダイアフラム半径を小さくする）は，互いにトレード
オフの関係にある．しかしながら，ダイアフラム半径を小さくしたときの md の変化量は高々
2%であり，ダイアフラム半径を大きくし，Kd を小さくする方が感度は高く設計できる．以
上から，ダイアフラム半径 r を 2 mm，突起部半径 a を 0.05 mm と設計すれば感度よく検
出できると考える．このときのセンシング部のばね定数 Kd は 43.8 N/m，共振周波数ωn0 は
377.5 Hz となる．

また，本触覚センサはセンシング部を共振周波数で駆動させたとき，物体の接触によっ
てダイアフラム部の振幅量が変化し，その変化から粘性減衰定数の検出を行う．ここで，
物体接触時の振幅値 un（式(1-5)）と無負荷時の振幅値 un0 の比 un/un0 は以下のようになる．

un
=
u n0

Cd

K d (md + ms )
( K d + K s )md

(1-24)

Cd + Cd

粘性減衰定数 Cd のセンシング部に Cs の物体が接触したときの振幅値の変化量は以下で与
えられる．

⎛u
∂⎜⎜ n
⎝ u n0
∂C d

⎞
K d (md + ms )
⎟⎟ C s
( K d + K s )md
⎠=
(C d + C d ) 2

(1-25)

設計した Kd，md，人間の指を検出対象としたとき，指の粘性減衰定数値 Cs = 2 Ns/m（文
献値から引用）[52-53]を用いて式(1-25)をグラフに表すと図 1-11 のようになる．
以上から，振幅値変化に対する感度を 0.15 と設計したとすると，センシング部の粘性減衰
定数 Cd は，0.47 Ns/m 以下となっている必要がある．
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1

Gradient of un/un0

0.8
0.6
0.4
0.2

2
4
6
Viscous damping coefficient Cs (Ns/m)

8

図 1-11 ばね定数変化に対するセンサ感度

1.3 磁気力駆動部設計
本研究の能動型触覚センサデバイスは，センシング部を二つの駆動方式（準静的駆動方
式及び振動駆動方式）で動作させ接触物体の硬さ検出を行う．従って，駆動部には両方の
動作（準静的及び振動駆動）が可能な方式が必要となる．本研究では上記要求を満たす駆
動機構として磁気力アクチュエータを提案した．具体的には，ダイアフラム裏面に永久磁
石を貼り付け，ダイアフラム下部に設けたフラットコイルが発生する磁場でダイアフラム
を駆動させる．従って駆動部設計では以下の項目を検討しその仕様を決定した．
(1) フラットコイルによる発生磁場
(2) フラットコイルによる発生磁場と永久磁石との相互作用力
(3) 磁気力アクチュエータの仕様決定
以下にその詳細を述べる．

(1) フラットコイルによる発生磁場
フラットコイルが任意の点 P に形成する磁場を以下に示す物理モデルを用いて求めた．
① 正方形電流路（コイル一巻き分）が点 P に形成する磁場を求める．
② 異なる大きさの正方形電流路（同心）がそれぞれ点 P に形成する磁場を求め，これ
らのベクトル量を足し合わせてフラットコイル全体が発生する磁場の強さを求める．
以下にその詳細を述べる．

-27-

第1部

能動型触覚センサデバイス

z
P(x,y,z)

B0(P0)

I

P0(0,0,z)

I ds’

A

θ

a

ds’

D
P'

γ
dB

ds'

B

P

x

a

C

y

I

図 1-12 正方形電流路が作る磁場

図 1-13 線状電流に関するビオ・サバールの法則

図 1-12 のような一辺の長さが a の正方形電流路をフラットコイル一巻き分と仮定し，点
P (x, y, z)における磁束密度 B(P)を求める．なお，今回作製する磁気力アクチュエータでは，
センシング部の中心，即ちダイアフラム裏面に貼り付けられた永久磁石の中心とフラット
コイルの中心軸を揃えて配置するため，フラットコイル中心部（永久磁石中心部，x=0, y=0
とした点 P0(0, 0, z)の磁束密度 B0(P)のみを算出した．算出過程は以下の通りである．
図 1-13 のように定常電流 I が曲線上を流れているとする．線上の任意の点 P’において線素
を ds’，電流素辺を Ids’とすると，電流素辺が点 P に作る磁束密度 dB は次式で表される [54]．

dB(P Ids ′, P ′) =

μ 0 Ids ′ × r (P ′, P )
4π r (P ′, P )

(1-26)

3

回路上全ての電流素辺の作る微小な磁束密度(1-26)式を積分することで，回路全体（コイル
一巻き分）の電流 I が点 P に作る磁束密度 B(T)を求めることができる（ビオ・サバールの
法則）．

B(P ) = ∫

回路全体

μ 0 Ids′ × r (P ′, P )
4π r (P ′, P )

(1-27)

3
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上式より，正方形の各辺 AB，BC，CD，DA が作る磁束密度を足し合わすことで正方形電
流路（図 1-12）を反時計回りに流れる電流 I が作る磁束密度を求める．先ず x 軸に平行な 2

⎛
⎝

辺 AB，CD について計算すると以下のようになる．なお，2 辺上の点は P ′⎜ x ′,m

a ⎞
,0 ⎟ で表
2 ⎠

すことができる．

ds′ = dx′i

P′P = − x′i ±

(1-28),

a
j + zk
2

(1-29)

上式を式(1-27)に代入すると，平行な 2 辺 AB，CD が形成する磁束密度は以下のようにな
る．

B(P )( AB ,CD ) = ∫

a 2

⎛
⎝

a ⎞
2 ⎠

μ 0 I ⎜ − zj + k ⎟dx ′
32

−a 2

+∫

a 2

⎛
⎝

a ⎞
2 ⎠

μ 0 I ⎜ − zj − k ⎟dx ′

−a 2

32

1
1
⎛
⎞
⎛
⎞
4π ⎜ x ′ 2 + a 2 + z 2 ⎟
4π ⎜ x ′ 2 + a 2 + z 2 ⎟
4
4
⎝
⎠
⎝
⎠
2
a 2
μ0 a I
μ 0 Iadx ′
k
k =
=∫
12
32
−a 2
⎛ 2 1 2
⎛ 2 1 2⎞ ⎛ 2 1 2⎞
2⎞
4π ⎜ z + a ⎟ ⋅ ⎜ z + a ⎟
4π ⎜ x ′ + a + z ⎟
4 ⎠ ⎝
2 ⎠
4
⎝
⎝
⎠

(1-30)

⎛
⎝

同様に，y 軸に平行な 2 辺 BC，DA について計算する．この 2 辺上の点は P′⎜ x′,0,m

a⎞
⎟で
2⎠

あるので，

ds′ = dy′i

(1-31),

a
P′P = ± i − y′i + zk
2

(1-32)

となり，式(1-27)に代入すると y 軸に平行な 2 辺（BC，DA）が形成する磁束密度は次式に
なる．

B(P )( BC , DA ) =

μ0 a 2 I
1 ⎞ ⎛
1 ⎞
⎛
4π ⎜ z 2 + a 2 ⎟ ⋅ ⎜ z 2 + a 2 ⎟
4 ⎠ ⎝
2 ⎠
⎝
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以上，全ての辺による磁束密度を加え合わせると正方形電流路が P0(0, 0, z)に作る磁束密度
B0(P0)は次式になる．

B 0 (P0 ) =

μ0a 2 I
1 ⎞ ⎛
1 ⎞
⎛
2π ⎜ z 2 + a 2 ⎟ ⋅ ⎜ z 2 + a 2 ⎟
4 ⎠ ⎝
2 ⎠
⎝

12

k

(1-34)

(2) フラットコイルによる発生磁場と永久磁石との相互作用力
フラットコイル中心軸上（P0(0, 0, z)点）に置かれた永久磁石に作用する磁気力は次式の
ようになる [55-56]．但し，コイルの発生する磁場を H0(P0)，永久磁石の磁化の大きさを M，
磁石の体積を C とする．

B0 (P0 ) = μ0 Η 0 (P0 )

F = ±M

(1-35)

∂
H 0 (P0 )C
∂z

(1-36)

(3) 磁気力アクチュエータの仕様決定
上記(1)(2)の結果より，発生する磁気力を評価し作製するフラットコイルの仕様を以下のよ
うに決定した．なお，今回は表 1-1 に示した永久磁石を磁気力駆動に用いた．
① ダイアフラム変位量（目標値）の決定
・センシング部と駆動部との実装形態を考慮し，フラットコイルと永久磁石との距離を
1.5 mm とした（図 1-14）．
・フラットコイルに直流電流を 0.8 A 印加したときに，ダイアフラムが 4 μm 準静的に変
形することを仕様目標とした．
② 発生磁気力目標値
ダイアフラムのばね定数 162.6 N/m，対象物である指のばね定数 165 N/m を用いて，式
(1-7)から上記①の仕様を満たすために必要な磁気力 1.4 mN を算出した．
③ フラットコイル寸法仕様の決定
・厚膜ホトレジストによる製作条件を考慮して，フラットコイルの配線幅及びピッチ間隔
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表 1-1 永久磁石特性
C//
C⊥
1x1x1
Nd-Fe-B

大きさ
材質

Br
(T)
1.33
磁 残留磁束密度
999～
H
(kA/m)
気
cB
保磁力
特
1273～
HcJ
(kA/m)
性 最大エネルギー積 (BH)
3
330～366
(kJ/m )
max
-0.11
(%/K)
残留磁束密度温度係数
温
-0.61
(%/K)
保磁力温度係数
度
特
(1/K) 7.3 x 10-6 -1.1x10 -6
熱膨張係数
性
350
(℃)
キュリー点
3
(kg/m )
7.55 x 103
密度
940
(MPa)
圧縮強度
材
150
(GPa)
ヤング率
料
600
(Hv)
ビッカース硬度
特
-6
(Ω・m)
1.4
x 10
比電気抵抗
性
6.2
6.7
(W/m・K)
熱伝導率
2
(J/kg・K)
4.6
x
10
比熱

x

図 1-14 コイル磁石間距離
をそれぞれ 90 μm, 50 μm とした．
・フラットコイルの巻数をパラメータとして，磁気アクチュエータの発生力とフラットコ
イル-永久磁石間距離との関係を求めた（図 1-15）．
・磁気力のグラフから，上記①②の仕様（発生力:1.4 mN@1.5 mm）を満たす条件として，
フラットコイルの巻数を 14 回と決定した．なお，フラットコイルの大きさはセンシン
グ用ダイアフラムとほぼ同じ大きさである 4.2 mm 角となる．
(4) フラットコイル構造の多段化
本フラットコイルデバイスは MEMS 加工技術を使用して作製するため，コイルパターン
を精度良く多段に積み重ねることができる．磁気力算出式で示したように，コイルパター
ンによる発生力はコイルの巻数に依存する．そのためフラットコイルを多段にすることで
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大出力化もしくは低電流駆動化の何れかが可能となる．そこで上記コイルパターンを 2 段
にした場合の磁気力の計算結果を図 1-16 に示した．図中のパラメータはコイルの巻数であ
る（xx-yy: 1 層目巻数-2 層目巻数）．本計算結果から以下のことがわかる．
① 1 段目の巻数による発生力の増加は，14 巻でほぼ一定値に近づく．そのため，1 段目
の巻数を 14 巻からさらに増やすよりも，2 段目にコイルを形成した方がより大きな発
生力が得られる．
② 2 段にすることで，2 倍の発生力を得ることができる．
Turns
20
18
14
10
5
1

5.0

Magnetic force (mN)

4.0
3.0
2.0
1.0
0
0

0.5

1.0
Displacement (mm)

1.5

2.0

図 1-15 フラットコイル巻数に対する磁気力の関係

Turns (1st-2nd layer)
14-14
14-10
14- 5
14- 1
20- 0
14- 0

Magnetic force (mN)

8.0

6.0

4.0

2.0

00

図 1-16

0.5

1.0
Displacement (mm)

1.5

2.0

2 段型フラットコイル巻数に対する磁気力の関係
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また，フラットコイルを積層することで，磁気力が最大となるコイル-永久磁石間隔でセ
ンサデバイスを実装できるという利点もある．例えば，コイルパターンが１段の場合，コ
イル中央部から配線の引き出しがあるため，コイル-永久磁石間隔を任意に設定することが
できない．しかしながら，コイルパターンを 2 段にすることで配線引き出し用のコンタク
トパッドをコイルの外側に設けることが可能となる．これにより，実装時におけるコイル永久磁石間隔での配線障害がなくなり，その結果，磁気力が最大となるコイル-永久磁石間
隔でデバイスを実装できる．例えば，コイル-永久磁石間隔距離 0.75 mm でセンサデバイス
を実装すれば発生力を設計値の 5 倍（6.8 mN）にできる．

1.4 まとめ
本章では，
「センサ=受動素子+能動素子」という概念に基づいた新規な触覚センサを提案
し，その設計手法を確立した．また，人間の指を対象物体としてそのセンサデバイス仕様
値を決定した．詳細は以下の通りである．

① 一つのデバイス構造で複数の物理量検出が可能な能動型触覚センサを提案した．提案し
たセンサは，一つのセンサ構造で，接触力，対象物のばね定数，粘性減衰係数を測定す
ることができる．
② 能動型触覚センサデバイスは，突起部を有したダイアフラム構造からなる．その周縁部
にはダイアフラムの撓みを検出する半導体ひずみゲージが作り込まれている．また，裏
面に貼り付けた永久磁石と下部に備えたフラットコイルとで磁気力アクチュエータを
形成し，ダイアフラムの駆動に用いる．
③ 材料力学モデルでセンシングにおける感度特性を解析するとともにデバイス仕様の設
計指針を確立した．静的駆動においては，センシング用ダイアフラムのばね定数を接触
物のそれと同等にすることで検出感度を最も高くできる．
④ 人間の指を検出対象物としてセンシング構造の仕様を決定した．詳細は以下の通りであ
る．
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・人間の指のばね定数 Ks=165 N/m
・センサデバイスの仕様
ダイアフラム部半径：2 mm，突起部半径：0.4 mm，膜厚：7.6 μm
センサデバイスのばね定数 Kd：162.6 N/m
共振周波数 ωn0：728 Hz
検出可能な対象物のばね定数 Ks の範囲：22.0～1201.5 N/m N/m
⑤ 磁気力アクチュエータの設計指針を決定し，以下の各種仕様を決定した．
・磁気力アクチュエータの仕様
永久磁石駆動用フラットコイルの大きさ：4.2 mm 角，
線幅，ピッチ幅，巻数：90 μm，50 μm，14 回
設計したアクチュエータの発生力：1.4 mN
センシング部最大変位量：4.0 μm
また，作製するコイルを 2 段とすることで，アクチュエータの大出力化，低消費電力化
の何れかを実現することが可能であることを計算値から得た．
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磁気駆動能動型触覚センサデバイスの作製

本章では，磁気駆動能動型触覚センサデバイスの作製プロセスについて述べる．能動型
触覚センサデバイスは，接触した際の変位を検出するダイアフラム構造と，ダイアフラム
を駆動するアクチュエータ部からなる．本研究では，これらを個別に作製し，組み合わせ
て実装することでセンサデバイスを作製した（図 2-1）．以下に，センシング用 Si ダイアフ
ラムと駆動用 2 層フラットコイルの作製方法について述べる．

センシング部

永久磁石

実装用冶具

組み立て
フラットコイル
能動型触覚センサデバイス

図 2-1 磁気駆動能動型触覚センサデバイス組み図

2.1 センシング用 Si 製ダイアフラム作製プロセス
MEMS 加工技術を用いてセンシング用 Si 製ダイアフラム構造を作製した．本加工プロセ
スは基本的にはバルクマイクロマシニングによる半導体圧力センサの加工プロセスを基に
している．図 2-2 に加工プロセス図を，表 2-1 に作製条件を示す．
(a) 変位検出用半導体ひずみゲージの形成
センシング用 Si ダイアフラムの作製基板として n 型の単結晶 Si ウェハを用いた（面方
位 (100), オリフラ方向 <110>, 厚さ 425 μm の 4 inch 基板）
．熱酸化によりウェハ表
面に酸化膜を形成し，フォトリソグラフィにて半導体ひずみゲージ形成用のパターニン
グを行った．パターン窓にボロンを拡散ドーピングして p 型の半導体ひずみゲージを形
成した．
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(b) 絶縁層・エッチングマスク材の形成
再度熱酸化で基板表面に酸化膜層を形成した後，裏面にダイアフラムエッチングマスク
用の窒化膜を堆積させた．
(c) 配線パターンニング-1
半導体ひずみゲージ用のコンタクトパッド部を作製した後，スパッタ及びエッチングに
より Al 配線を形成した．最後にウェハ表面保護のための窒化膜を形成した．
(d) 配線パターンニング-2
Al 配線用コンタクトパッドを形成するとともにウェハ裏面にダイアフラム作製用のエ
ッチングマスクパターンを形成した．
(e) Si 製ダイアフラムの作製
単結晶 Si の結晶異方性ウェットエッチングにより，ダイアフラム部を形成した．なお，
エッチング時において基板表面はエッチャントに触れないように物理的に保護した．
(f) 永久磁石及び突起部取り付け
ダイアフラム裏面に磁気アクチュエータを構成する永久磁石を手作業で接着剤により
取り付けた．また，表面に Si 製突起部を接着剤で取り付けた．

表 2-1 センシング部作製プロセス条件
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(a)

(b)

(c)

(d)

n-Si
p-Si
SiO2

(e)

Si3N4
Al
Si

(f)

Permanent magnet
図 2-2 センシング部作製プロセス
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2.2 センシング用 Si 製ダイアフラム作製結果
作製したセンシング用ダイアフラムの光学顕微鏡写真を図 2-3 に，概略図を図 2-4 に示す．
またその仕様を表 2-2 に示す．

Diaphragm

Contact pad

Piezo resistance

Al wire
Si-mesa

piezo resistance

0.8 mm
<110>

500 µm
425 µm

4 mm
6 mm

(100)

1 mm

10 µm

Parmanent magnet

図 2-3 センシング部光学顕微鏡写真

図 2-4 センシング部概略図

表 2-2 作製したセンシング部仕様
6.0 mm) x 6.0 mm) x 425 μm)

6.0 mm) x 6.0 mm) x 425 μm)

4.0 (mm) x 4.0 (mm) x 7.6 (μm)

4.0 (mm) x 4.0 (mm) x 10 (μm)

0.8 (mm) x 0.8 (mm) x 500 (μm)

0.8 (mm) x 0.8 (mm) x 500 (μm)

センシング用 Si 製ダイアフラムの大きさは 6 mm x 6 mm x 425 μm で，ダイアフラム部
は 4 mm x 4 mm x 10 μm である．ダイアフラム表面には突起部として 0.8 mm x 0.8 mm x
500 μm の Si を貼り付けた．ダイアフラム周縁部（4 ヶ所）にはダイアフラムの変位量を検
出するための半導体ひずみゲージが作り込まれている．また，温度補償用としてこれらと
同一のものを変位検出用ひずみゲージの外側（ダイアフラム支持部分）に設け，変位検出
用と温度補償用とでハーフブリッジ回路を構成している．ひずみゲージによる信号検出に
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は，半導体ひずみゲージで構成したハーフブリッジ回路と外部ハーフブリッジ回路とを組
み合わせてブリッジ回路を構成し，これによりダイアフラムの撓み量を検出する．単結晶
Si の結晶異方性ウェットエッチングにおいて，エッチング量を時間で管理したため，ダイ
アフラムの厚さが設計値である 7.6 μm に対して，2.4 μm の加工誤差を含んだ 10.0 μm と
厚くなった．しかしながらセンサの感度を決めるダイアフラムのばね定数は，Kd = 370 N/m
と，対象物に対する検出感度領域内（50～2730 N/m）にあり，作製したデバイスでも接触
物体の硬さ検出が可能であると判断した．なお，磁気力アクチュエータによる変位は 2.5 μm
になる．
最終的に，センシング用 Si 製ダイアフラム構造と磁気力アクチュエータ構造とをハイブリ
ッド実装する際には，ダイアフラム裏面に大きさ 1.0 x 1.0 x 1.0 (mm), 1.3 T の永久磁石を
貼り付ける．

2.3 アクチュエータ用 2 層フラットコイル作製プロセス
本研究の能動型触覚センサは，センシング用ダイアフラムの裏面に貼り付けた永久磁石
とその下側に設けたフラットコイルとの磁場の相互作用でダイアフラムを駆動する．「2.3
磁気力駆動部設計」のところで述べたように，磁気力はフラットコイルに流す電流値に比
例して大きくなるため，大きな駆動出力を得るには電流値を大きくするのが望ましい．し
かしながら，その場合にはフラットコイルでの発熱（電気抵抗による）が問題となる．従
って本研究のようにフラットコイルを磁気力駆動機構の一部として用いる場合には，コイ
ル配線の断面積を大きくし配線抵抗を下げる，もしくは多層のコイルを形成して印加電流
値を下げる必要がある．全体の寸法を変更しないように断面積を大きくするためには，フ
ラットコイルの膜厚を厚くすればよい．また，フォトリソグラフィ技術を用いれば，コイ
ルパターンを精度良く多段に積み重ねることが可能である．以上のことから，本研究では
MEMS 加工技術でパターニングが可能な感光性の厚膜レジストと電気めっき技術とを使用
することで配線断面積の大きくするとともに，多層のフラットコイルを多層化することで
電流値を抑えることにした．作製プロセスを図 2-5 に示す．また，表 2-3 にプロセスの詳細
条件を示す．
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図 2-5

2 層フラットコイル作製プロセス
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① 基板
フラットコイルデバイスの作製には，面方位(100)，オリフラ方向<110>，厚さ 500 μm の
単結晶 Si ウェハを用いた．Si 基板を用いた理由は，感光性厚膜樹脂との密着性及びフラ
ットコイル作製後に各素子をダイシングソーで分離切断するためである．
② 絶縁層形成
Si ウェハを熱酸化し基板表面に絶縁層として酸化膜を形成する．
③ フラットコイル反転パターンの形成
フラットコイル反転パターンをポジ型のフォトレジストで形成する．
④ 薄膜フラットコイルパターンの形成（めっき用シード層形成）
スパッタにより Cr-Au 金属薄膜をウェハ表面全体に堆積させ，その後，アセトンでレジ
ストを除去する（リフトオフ工程）．これにより，薄膜状のフラットコイルが形成される．
なお，スパッタで金属膜を形成する前に逆スパッタモードで基板表面の吸着物を除去し，
基板と金属膜との密着性を向上させた．
⑤ フラットコイル用型材の形成
薄膜状フラットコイル上にめっき用の型となる構造体を形成する．具体的には感光性ネガ
型厚膜レジスト（SU-8 3000）を用いてパターニングを行いめっき用の型を形成する．
⑥ フラットコイルの作製
電気めっきを行い薄膜配線部 Cr-Au 上にのみ，SU-8 の型枠に沿って Cu を成長させる．
これにより 1 段目のフラットコイルが出来上がる．
⑦ フラットコイルの多段化：層間絶縁の形成
フラットコイル 1 段目と 2 段目の間の絶縁層として溶媒希釈した SU-8 を塗布し，その後，
フォトリソグラフィでボンディングパッド部，コイル 1 段目と 2 段目の接続部分を形成す
る．
⑧ フラットコイルの多段化：フラットコイル反転パターンの形成
フラットコイル 1 段目の作製と同様に，ポジ型フォトレジストでフラットコイル 2 段目の
反転パターンを形成する．
⑨ フラットコイルの多段化：薄膜フラットコイルの作製
スパッタにより Cr-Au 金属薄膜を堆積させ，その後，アセトンでレジストを除去し，薄
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膜状の 2 段目フラットコイルを形成する．
⑩ フラットコイルの多段化：フラットコイル用型材の形成
感光性ネガ型厚膜レジスト（SU-8 3000）を塗布及びパターニングを行い，めっき用の型
を形成する．
⑪ フラットコイルの多段化：フラットコイルの形成
電気めっきを行い Cr-Au 上にのみ Cu を成長させる．これにより 2 段目のフラットコイル
が出来上がる．
表 2-3

2 層フラットコイル作製プロセス条件

μ
μ
μ

μ
μ

-42-

第1部

2.4

能動型触覚センサデバイス

2 層フラットコイルの作製結果

フラットコイルデバイスの作製結果写真を図 2-6 に示す（１段目のみ）
．また，表 2-4 に
フラットコイルデバイスの仕様を示す．

4.2 mm

4.2 mm

表 2-4 フラットコイル仕様
サイズ
ライン幅
ピッチ幅
抵抗
巻き数

4.2 (mm) x 4.2 (mm) x 35 (μm)
90 (μm)
50 (μm)
2.0 (Ω)
14 (turns)

Contact pad

図 2-6 作製したフラットコイル
現在のところ，フラットコイル 2 層目用の金属膜パターン（リフトオフ法）の歩留まり
が良くないという課題がある．原因はフラットコイル１段目上に生じた凹凸である．めっ
き埋め込み後の基板表面の凹凸が大きく，その結果，リフトオフ用のフォトレジストのパ
ターンがマスク通りに形成されない．本問題は１段目フラットコイル形成後に形成する絶
縁層（SU-8）を厚塗りすることで解決できる．実際に絶縁層（SU-8）の塗布粘度を高くし
基板の平坦化を試みたところ，ウェハ中心付近に配置したところで 2 層目のフラットコイ
ルを作製できた（図 2-7，2-8)．今後，作製条件を最適化することで歩留まり良く多段フラ
ットコイルを作製可能できると考える．また現在では，シート状の SU-8 樹脂も入手するこ
とが可能である．液状の SU-8 に代えて，厚膜及び薄膜のシート状 SU-8 樹脂を用いて同様
のプロセスを行うことで，1，2 層間に生じる凹凸の問題は回避できると考える．
なお，磁気力駆動構造を設計する際にフラットコイル 1 段のみでもアクチュエータとし
ての仕様を満たすように設計しているため，１段コイルデバイスでも硬さ検出をすること
は可能である．ただ，駆動機構の低電力化・大出力化などを考慮するとフラットコイルの
多段化は必要であり，今後の重要な研究課題である．
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図 2-7 作製した 2 層型フラットコイル（めっき前）

図 2-8 作製した 2 層型フラットコイル（めっき後）

2.5 まとめ
「1. 能動型触覚センサデバイスの構造及び設計」での能動型触覚センサデバイスの設計
仕様に基づき，センシング用 Si 製ダイアフラム及び磁気力駆動用フラットコイルの作製プ
ロセスを確立した．作製したセンシング部及び駆動部（フラットコイル，永久磁石）の仕
様は以下の通りである．

① センシング用 Si 製ダイアフラム構造
・デバイス全体

6.0 mm x 6.0 mm x 425 μm
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・ダイアフラム部

4.0 mm x 4.0 mm x 10 μm

・突起部

0.8 mm x 0.8 mm x 500 μm

・ばね定数

Kd = 370 N/m

・検出可能範囲

50～2736 N/m

② 磁気力駆動機構
・フラットコイル

4.2 mm x 4.2 mm x 35 μm，巻数 14

・永久磁石

1.0 mm x 1.0 mm x 1.0 mm, 1.3 T

なお，① センシング用 Si 製ダイアフラム構造の膜厚が設計値より厚くなってしまい，そ
れに伴ってばね定数が設計値よりも高くなってしまった．しかしながら，製作したデバイ
スのばね定数は，対象物体の硬さ検出感度領域内にあり本デバイスでも硬さ検出が可能で
ある．また，② 2 層フラットコイルデバイス作製については，多段構造を歩留まり良く作
製できるレベルまでには至ってはいない．しかしながら，設計仕様で１段フラットコイル
でも硬さ検出ができるようにアクチュエータの仕様を決めているので硬さ検出は可能であ
る．しかしながら磁気力駆動の大出力化，低電力化に向け，フラットコイルの多段化を実
現することは今後の大きな研究課題である．
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センシング部及び駆動部の基本特性

本章では，能動型触覚センサデバイスを構成するセンシング部：Si 製ダイアフラム部，
および駆動部：フラットコイルを用いた磁気力アクチュエータ，それぞれの基本特性を評
価した．

3.1

Si 製ダイアフラムセンシング部の基本特性評価

能動型触覚センサでは，接触物体の変形量をダイアフラムに設けた半導体ひずみゲージ
で検出する．そこで，能動型触覚センサデバイスとして実装する前に，作製した Si 製ダイ
アフラムの変位量検出機能を評価した．本実験では，ダイアフラム駆動源に発生力を既知
荷重として正確に評価できる空気圧アクチュエータを用いた．また，センシング基本特性
として以下の項目を評価した．
・ 印加圧力に対するセンサ出力特性
（ダイアフラムへの印加圧力と半導体ひずみゲージ出力信号との関係）
・ ダイアフラムの変位量に対するセンサ出力特性
（ダイアフラム変形量と半導体ひずみゲージ出力信号との関係）
なお，何れの実験も接触物がない無負荷の条件で行った．

3.1.1 実験方法
Si 製ダイアフラムセンシング部の基本特性を評価するための実験装置概略図を図 3-1 に
示す．センシング部は金属製の冶具に接着剤で固定されており，ダイアフラム下部には駆
動源として空気室（空気圧アクチュエータ）が備えられている．空気室と圧力源（コンプ
レッサ）との間にレギュレータがあり，これによりセンシング部へ加わる圧力を調整でき
る．Si 製ダイアフラム表面の変位検出にはレーザ変位計を用いた（ダイアフラム中央に設
けた突起部の変位をレーザ変位計で測定した）
．またダイアフラム周縁部に作り込んだ半導
体ひずみゲージからの出力信号処理には図 3-2 のブリッジ回路を用いた．本ブリッジ回路は
二つのハーフブリッジからなる．一つは Si 製センシング部（一対の半導体ひずみゲージ）
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上に設けたもので，もう一つは半導体ひずみゲージと同等の大きさの外部抵抗素子からな
るハーフブリッジである．ブリッジ回路へは ADVANTEST 社製電圧／電流発生器 R6144
を用いて定電流を印加した．ブリッジ回路からの出力信号はオペアンプで増幅しオシロス
コープにて検出（ダイアフラムの撓み量検出）した．実験条件を表 3-1 に示す．

Laser displacement
sensor
Pressure sensor
Electrical
signal

Gas

Regulator

High pressure
gas supply

Port
図 3-1 センシング部空気圧駆動装置概略図

Mesa structure

Ra

Ra=920Ω

R=1 kΩ

R1

I=1 mA
Rb R2

Rtr=200 Ω

R4 Rd
R=1 kΩ
R3

R1=920Ω

Rc

Diaphragm

x 100
Vo

Piezo-resistance

図 3-2 半導体ひずみゲージ用ブリッジ回路

表 3-1 センシング部基本特性評価実験条件

印加圧力

0-80 (kPa)

ブリッジ回路印加電流

DC 1 (mA)

出力増幅率

100 倍
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実験結果

本実験で得られた結果は以下の通りである（図 3-3(a)-(c)参照）．
(a) 印加圧力に対する Si 製ダイアフラムの変形量（レーザー変位計で計測）
印加圧力に対する Si 製ダイアフラムの変形量をレーザ変位計にて計測した（図 2.3-3(a)）．
印加圧力が低い領域（0～15 kPa）においてはダイアフラムの変形は圧力に対して線形に
変化した．しかしながら，圧力がそれ以上の領域では，徐々に非線形性を示した．これは，
ダイアフラムの変形が膜厚半長を超える大撓み変形となり，ダイアフラムの中央面に生じ
る引張りの影響が無視できない領域になったためである．また，本計測は，圧力を加える
場合（0→80 kPa）と，圧力を除荷する場合（80→0 kPa）両方において計測を行ったが，
圧力に対してヒステリシスを示さなかった．従って作製した Si 製ダイアフラムには圧縮
の残留応力による座屈は発生していないと考える．また，本結果からばね定数を算出する
と，Kd は約 2500 N/m であり，理論値よりも大幅に硬くなってしまった．突起部及び永
久磁石貼付け（接着剤による貼付け）においてダイアフラムに引張りの残留応力が発生し
てしまい，その結果理論値よりも硬くなったと考えている．このばね定数での検出可能範
囲は，338～18472.6 N/m である．

(b) 印加圧力に対するセンサデバイスの出力の関係
印加圧力に対する Si 製ダイアフラムの変形量をダイアフラム上に作り込んだ半導体ひず
みゲージからの出力にて計測した（図 3-3(b)）．上記(a)のレーザ変位計計測結果と同様に，
印加圧力が低い領域（0-15 kPa）においてひずみゲージ（変位量センサ）の出力信号は圧
力に対して線形に変化し，それ以上の圧力になると非線形性になった．また，上記(a)と
同様に圧力変化に対するヒステリシスを示すこともなかった．

(c) ダイアフラムの変形量に対するセンサデバイスの出力の関係
上記(a)(b)の結果を基に，ダイアフラム変位量に対する半導体ひずみゲージ出力信号特性
を求めた（図 3-3(c)）．グラフから，作製した Si 製ダイアフラムセンサは，0～15 kPa，0
～10 μm の微小変形領域においては，変位に対して線形な出力信号が得られることを確認
した．この領域での変位に対する本センサの感度は 20 mV/μm であった．

-49-

能動型触覚センサデバイス

40
35

Displacement (μm)

30
loading
unloading

25
20
15
10
5
0

0

20

40
60
Pressure [kPa]

80

100

(a) 印加圧力とダイアフラム変位量の関係
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(b) 印加圧力とセンサ出力値の関係
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(c) ダイアフラム変形量とセンサ出力の関係
図 3-3 ダイアフラムセンシング部の基本特性評価
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以上(a)(b)(c)の結果より，圧力に対して Si 製ダイアフラムが線形に変形する領域を明らか
にした（線形領域：0～15 kPa， 0～10 μm）．「2.1 センシング部設計」において，ダイア
フラムの復元力はフックの法則（ F = kx ）によるものと仮定して Si 製ダイアフラム形状を
決定していることから，今回作製した Si 製センシング部の検出有効領域は 0～15 kPa であ
る．以上より，Si 製ダイアフラムセンシング部における検出特性は以下のようになる．
① 硬さ検出可能圧力範囲（線形変形領域）：0-15 kPa
（ダイアフラム変形量： 0～10 μm）
② 変位に対する検出感度：20 mV/μm

3.2

フラットコイル駆動部の基本特性評価

作製したフラットコイルと永久磁石からなる磁気力アクチュエータの発生磁気力を評価
した．具体的には，触覚センサを駆動させる際と同様の条件を，平行板ばねを用いた荷重
変位機構を用いて構築し磁気力を測定した．以下にその詳細を示す．

3.2.1

実験方法

平行板ばねからなる荷重変位機構（図 3-4）を用いて，作製したフラットコイルが発生す
る磁場でどの程度の磁気力が得られるのかを評価した．フラットコイルへの配線にはワイ
ヤーボンダを用いた．コイル中心部とコイル外側の電極パッドに Al ワイヤを取り付け，他
端を外部回路へと接続した（図 3-5）．平行板ばねの先端部にセンサに使用するものと同じ
永久磁石を取り付け，これをコイル中心軸上に配置した．以下に実験の手順を示す．
① フラットコイルに電流を印加し磁場を発生させ，平行板ばね先端に取り付けた永久磁石
に磁気力を作用させ板ばねを変形させる．
② 板ばね先端部の変位量をレーザ変位計にて測定する．
③ 予め求めておいた平行板ばねのばね定数（荷重と変位の関係）を用いて，発生力を算出
する．
以上のように，本評価装置では磁気力により生じる板ばねのたわみ量を検出することで発
生力を算出する．実験条件の詳細を表 3-2 に示す．
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Laser disp. sensor

Double cantilever
spring
Permanent
magnet
1.5mm

Al wire

Flat coil

Z stage
XYstage

X-Y-Z stage

図 3-4 フラットコイル基本特性評価装置

図 3-5 フラットコイル配線写真

表 3-2 フラットコイル基本特性評価実験条件

3.2.2

印加電流

0 → 0.8 (A)

フラットコイル-永久磁石間距離

1.5 (mm)

平行板ばね弾性定数

15.4 (N/m)

実験結果

本磁気力アクチュエータの発生力測定値および理論値の比較を図 3-6 に示す．横軸がフラ
ットコイルへの印加電流値，縦軸が発生力である．実験値は理論値とほぼ一致しており物
理モデル通り得られる磁気力は電流値に比例していた．また，作製した磁気力駆動機構で
能動型触覚センサの設計値仕様（1.4 mN＠駆動電流：0.8 A）を満たすことを確認した．
なお，今回は１段型フラットコイルを用いたために，コイル中心部から配線引き出しを行
う必要があった（図 3-5）．このため配線がコイルと永久磁石との間に位置し，その結果，
磁気力が最大となる位置までフラットコイルを永久磁石に近づけることができなかった．
今後，2 段型のフラットコイルを用いることで本問題を解決し，磁気力アクチュエータの高
出力化，低電力化を図りたい．
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図 3-6 フラットコイル発生力 実験結果及び理論値

3.3

まとめ

能動型触覚センサデバイスを構成するセンシング部：Si 製ダイアフラム部，および駆動
部：フラットコイルを用いた磁気力アクチュエータ，それぞれの基本特性を評価した．得
られた測定値は以下の通りである．

① センシング用 Si 製ダイアフラム部
空気圧駆動源を用いて Si 製ダイアフラムセンシング部の基本特性を評価した．詳細は以
下の通りである．
(a) 硬さ検出可能圧力範囲（線形変形領域）：0～15 kPa
（ダイアフラム変形量： 0～10 μm）
(b) 変位に対する検出感度：20 mV/μm

② フラットコイル駆動部
・平行板ばねを用いた荷重変位機構を用いることでフラットコイルにより永久磁石に作用
する磁気力を計測し実験値と理論値とがほぼ一致することを確認した.
・磁気力駆動機構で能動型触覚センサの設計値仕様（1.4 mN＠駆動電流：0.8 A）を満た
すことを確認した．
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能動型触覚センサによる硬さ検出

本章では，Si 製ダイアフラムセンシング部とフラットコイル駆動部をハイブリッド実装
することで，磁気駆動能動型触覚センサデバイスを作製し（図 4-1），それを用いて硬さ識
別機能を評価した．

センシング部

実装用冶具

永久磁石

センシング部

フラットコイル

組み立て
フラットコイル

図 4-1 磁気駆動能動型触覚センサ組み図
4.1 能動型触覚センサデバイスの基本特性評価
磁気力駆動による能動型触覚センサの基本特性を評価した．具体的には以下に示す二つ
の特性を検討した．
① 磁気力によるダイアフラムの準静的駆動
② 磁気力によるダイアフラムの振動駆動
以下にその検討結果を示す．

4.1.1 磁気力によるダイアフラムの準静的駆動
能動型触覚センサの駆動部であるフラットコイルに直流電流を印加し，磁気力によるダ
イアフラムの駆動を試みた．しかしながら，現時点では組立工程（薄膜形成及び接着剤に
よる突起，永久磁石固定）において，ダイアフラムに引張の残留応力が発生してしまい，
その結果，ダイアフラムのばね定数 Kd が理論値よりも大きくなってしまっている（3.1.2 参
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照）．このため，設計・製作した磁気力駆動機構による発生力ではダイアフラムを準静的に
駆動させることができなかった（印加電流: 0.8 A）．従って今回の実験では，磁気力駆動に
よる準静的駆動モードでの硬さ検出機能評価を行うことはできなかった．本問題について
は組立時においてダイアフラム部に残留応力が生じないように応力制御を行えば回避する
ことができる．今後の検討課題の一つである．

4.1.2 磁気力によるダイアフラムの振動駆動
本能動型触覚センサデバイスは，上記「準静的駆動モード」以外に振動駆動モード（ダ
イアフラムを共振周波数で振動させ，物体接触による共振特性の変化から接触物体の硬さ
認識を行う）にて接触物体の硬さ認識を行うことが可能である．ここではハイブリッド実
装した能動型触覚センサにおける共振周波数特性を評価した．具体的には，磁気力駆動に
よるダイアフラムセンシング部の共振周波数特性を測定した（接触物体なし）．図 4-2 に評
価実験装置を示す．本装置は，フラットコイル駆動用信号発生器，増幅器，半導体ひずみ
ゲージ出力信号計測用オシロスコープ，ダイアフラム部振動計測用レーザドップラー振動
計及び振動出力信号解析用 FFT アナライザ（レーザドップラー振動計及び半導体ひずみゲ
ージの出力信号解析）からなる．フラットコイル駆動部に振幅 0.3 Ap-p , 0～5 kHz の交流
駆動用電流を印加しダイアフラムの共振特性を評価した．磁気力駆動によるセンシング用
ダイアフラムの共振特性（振幅・位相）を以下に示す（図 4-3）．また，得られた共振周波
数及び振幅値は以下のようになった．
・ 共振周波数：2,850 Hz
・ 振幅（共振時）：5-7 μm
この結果からも，ダイアフラムのばね定数が高くなっていることを確認した．本結果か
らばね定数を算出すると，Kd = 2500 N/m であった．
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Generator
図 4-2 ダイアフラム共振特性評価装置
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図 4.3 センシング部ダイアフラム共振特性

4.2 能動型触覚センサデバイスによる硬さ検出機能評価
硬さの異なるシリコーンゴムサンプル（ばね定数の異なる）を用いて本センサデバイス
の硬さ識別機能を評価した．「4.1 能動型触覚センサデバイスの基本特性評価」でも述べた
ように磁気力では準静的駆動モードでの硬さ検出が困難である．従って，準静的駆動モー
ドについては，
「3. センシング部及び駆動部の基本特性」で用いた空気圧駆動源を代用して
硬さ検出を試みた．一方，振動駆動モードについては今回製作した磁気力駆動機構でセン
シングダイアフラムを共振させ硬さ検出機能を評価した．以下にその詳細を述べる．
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4.2.1 実験方法
(1) 硬さ機能評価用樹脂サンプル
実験にはゴム硬度の異なる数種類の樹脂サンプルを用いた．表 4-1 に実験に用いた樹脂サン
プルの主な物性値を示した．ゴムサンプルの大きさは 5 x 10 x 30 mm（幅 x 長さ x 高さ）
のものを用いた（図 4-4）．
表 4-1 樹脂サンプル物性値

Object

Material

Hardness

Young's modules
(MPa)

Spring constant
Ks (kN/m)

KE441T

Si rubber

A20

0.77

0.82

KE45T

Si rubber

A30

3.82

1.23

KE40RTV

Si rubber

A60

5.85

4.07

TSE3946

Si rubber

A70

5.85

7.80

KE24

Si rubber

A80

9.91

13.21

Polyurethane

Polyurethane

D70

548

687.1

Object
Parmanent
magnet

Flat coil

X-Y-Z-θ stage

図 4-4 樹脂サンプル

図 4-5 硬さ識別機能評価用装置

(2) 実験装置
硬さ識別機能評価用装置を図 4-5 に示す．本装置は「4.1.2 磁気力によるダイアフラムの振
動駆動」にて用いた実験装置を硬さ識別機能評価用に一部変更したものである．具体的に
は，レーザドップラー振動計を取り除き，センサ上に硬さ識別用サンプル固定ホルダを設
けた．樹脂サンプルをサンプルホルダに取り付け，これを触覚センサ上に設けたホルダに
固定するという構造になっている．従って本評価装置は「触覚センサと接しない側の樹脂
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サンプル端面は動かない」という固定条件になっている．触覚センサを x-y-z ステージ上に
設置し，これを用いて，ダイアフラム上に設けた突起部と樹脂サンプルとの初期接触量を
制御した．準静的駆動モードでの硬さ検出では駆動源部を「図 3-1 センシング部基本特性
評価装置」に示した空気圧源に交換して計測を行った．硬さ検出のための実験手順は以下
のとおりである．

① 被検出物である樹脂サンプルをサンプルホルダに取り付け，触覚センサ下部に設けた
x-y-z ステージを用いて触覚センサと樹脂サンプルとの位置あわせを行う．
② z ステージを用いて触覚センサ突起部（ダイアフラム上突起部）と樹脂サンプルを接触
させる．この時，半導体ひずみゲージの出力信号を用いて樹脂サンプルに対するセンサ
突起部の押し込み量（初期押し込み量）を一定値（1 μm@ 20 mV）とした．
③ センシングダイアフラムを駆動して触覚センサによる硬さ検出を行う．準静的モードで
は空気圧駆動源を，振動モードではフラットコイル及び永久磁石による磁気力駆動源に
てダイアフラムを駆動した．
各モードにおける実験結果を以下に示す．

4.2.2 準静的駆動モードによる硬さ検出
空気圧駆動源による接触物体の硬さ(ばね定数）検出を行った．図 4-6 に印加したガス圧
に対するセンサ出力変化を示す．ゴム硬度の異なる 5 種類の樹脂を比較してみるとゴム硬
度に応じて出力電圧に差があることがわかる．図 4-6 の結果を用いて，ダイアフラム部の線
形変形領域（0-15 kPa）におけるばね定数とセンサ出力電圧の関係を求めた（図 4-7）．本
触覚センサの硬さ検出可能範囲を図中に色付けした．図より，今回製作したデバイスでは
Ks=103～104 N/m のばね定数を有する対象物の硬さ検出（注：ここで言う「硬さ」とは，
ダイアフラム中央に設けた 0.8 mm x 0.8 mm の大きさの突起が対象物に進入する際の反発
力（バネ定数）で定義している）が可能であり，作製した触覚センサの検出可能範囲とほ
ぼ一致していることを確認した．
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Non-contact
TSE3946 (A70)
KE441T (A20)
KE24 (A80)
KE40-RTV (A60)
Polyurethane (D70)
15

Sensor output (mV)

10

5

0

-5

0

20

40
60
Applied pressure (kPa)

80

図 4-6 空気圧源による硬さ識別評価

A20

Non contact
15

A60
A70
A80

D70

P=5 (kPa)
P=10 (kPa)
Sensor output (mV)

第1部

P=15 (kPa)

10

5

0
100

101

102

103
Ks (N/m)

104

図 4-7 ばね定数とセンサ出力の関係
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4.2.3 振動駆動モードによる硬さ検出
磁気力によりセンシングダイアフラムを共振させる振動駆動モードでの硬さ検出を行っ
た．具体的には，樹脂サンプルの接触によりダイアフラムの共振周波数及び Q 値がどのよ
うに変化するか検討した．表 4-2 に硬さ識別実験条件を示す．
表 4-2 硬さ識別実験条件
印加電流

0.15 (A)

ブリッジ回路電流

DC 1 (mA)

出力増幅率

100 倍

初期薄膜変形量

1 (μm)

Non contact

Sensor output (mV)

80

A20

60

A30
40

A60

20

0
2000

2500

3000

3500
4000
Frequency (Hz)

4500

5000

図 4-8 硬さ識別センシング部出力

図 4-8 にセンシング出力信号の硬さ依存性を示す．グラフには，3 度実験を繰り返した中
の 1 試行結果を示した．また，上記で得られた結果より表 4-3 に本実験において得られた
共振周波数値及び Q 値を示す．これらの結果を用いて，ゴム硬度と共振周波数及び Q 値の
関係についてグラフに表示した（図 4-9）．なお，対象物が接触していないときの値をゴム
硬度 0 のときの値とした．得られた結果から以下のことがわかった．
(1) 共振周波数は，対象物のゴム硬度の増加とともに高周波数側にシフトした．
(2) 一方 Q 値は，対象物のゴム硬度の増加とともに減少した．
(3) 3 度の試行の結果のばらつきは 10%以下であった．これより，本実験は再現性よく行
えていると考えている．
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表 4-3 ゴムサンプル接触時における触覚センサの共振特性

Rubber hardness
(Shore A)

Resonant frequency
(Hz)

Q factor

Non-contact

2787.5 - 2790.0
2980.0 - 3030.0
3212.5 - 3287.5
3743.8 - 3906.3

21.9 - 22.5
14.9 - 15.5
15.4 - 17.1
12.5 - 13.7

A20
A30
A60

4000

25

3800

Frequency (Hz)

3400

15

3200
10

3000

Q factor

20

3600

Resonant frequency
Q factor

2800

5

2600
2400
Non contact 10

20

30
40
50
Rubber hardness (Shore A)

60

0
70

図 4-9 ゴム硬度と共振周波数及び Q 値の関係
次に，これらの結果と理論式（1.1 動作原理 (2) 振動駆動モード 参照）を用いて，対象
物のばね定数及び粘性減衰係数の値を評価した．以下にその評価手順及び結果を示す．

(1) 触覚センサの物理モデル
本実験の場合，樹脂サンプルに対するセンサ突起部の押し込み量は数 μm である．従って，
振動している部分の質量は高々10-9 kg でありダイアフラム駆動部の質量 7.9 x 10-6 kg に比
べて十分小さく無視することができる．従って，「1.1 動作原理，図 1.3」で示した物理モ
デルを図 4-10 のように変更した．

(2) ばね定数
共振周波数変化から樹脂サンプルのばね定数を算出した．次式に示すように，共振周波数
ω はばね定数 Kd+Ks（ダイアフラムと樹脂サンプルの合成ばね定数）の 1/2 乗に比例する．
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Contacted
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Cs

Ks
u

md
f0sinωt

Sensor
element

Cd

能動型触覚センサデバイス

Kd

m: mass
K: spring constant
C: viscous damping
coefficient
subscript d: device
s: contacted object

図 4-10 振動駆動モード検出モデル

ωn =

Kd + Ks
md

(1-37)

① センシングダイアフラムのばね定数 Kd
物体がセンシングダイアフラムに接触していないとき（無負荷時）における共振周波数と
センシングダイアフラムの質量 md = 7.9x10-6 kg から，センシングダイアフラムのばね定
数 Kd を求めた．

Kd = 2.5 x 103 N/m

② ゴムサンプルのばね定数 Ks
上記①の結果及び物体接触時における共振周波数変化からゴムサンプルのばね定数 Ks を
算出した（表 4-4）．

(3) 粘性減衰係数
物体接触による Q 値変化から樹脂サンプルの粘性減衰係数の算出を行った．具体的には，
Q 値および振動振幅値から以下に示す式（1-33）(1-34)を用いて，それぞれ別に粘性減衰係
数を算出した（表 4-4）．なお，センシングダイアフラム及ゴムサンプルのばね定数（Kd 及
び Ks）には上記(2)で求めた値を用いた．
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Q=

un =

md ⋅ (K d + K s )

(1-38)

Cd + Cs
f0
Cd + Cs

md
Kd + Ks

(1-39)

① センシングダイアフラムの粘性減衰係数 Cd
上記「(2) ばね定数，① センシングダイアフラムのばね定数 Kd」と同様に，物体がセン
シングダイアフラムに接触していないとき（無負荷時）における Q 値及び振動振幅値か
らセンシングダイアフラムの粘性減衰係数 Cd を求めた．

Cd = 6.5 x 10-3 Ns/m（Q 値より算出した値）

② ゴムサンプルの粘性減衰係数 Cs
上記①の結果を用いて物体接触時における Q 値から樹脂サンプルの粘性減衰係数 Cs を算
出した．

以上のようにして得られた対象物のばね定数 Ks 及び粘性減衰係数 Cs を表 4-4 に示す．
表 4-4 触覚センサの出力信号から算出したゴムサンプルのばね定数及び粘性減衰係数

Rubber hardness

Spring constant

(Shore A)

Ks (N/m)

A20
A30
A60

381.3 - 479.7
871.0 - 1038.5
2145.1 - 2567.3
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4.3 硬さ検出機能についての考察
本センサの振動駆動モードによる弾性，粘性減衰係数検出能力について以下に考察する．

4.3.1 ばね定数取得
一般的にゴム硬度を取得する方法としてゴム硬度計が用いられる．これは，ある一定の
硬さのばねを持つインデンターを対象物に押し込み，押し込みに対する反力と釣り合いで
ゴム硬度(Shore A)を定義している．本触覚センサで得られたばね定数の値を評価するため
に，ゴム硬度計で測定した値との比較をした．図 4-11 にゴム硬度と触覚センサから得られ
たばね定数値の関係を示す．これらの関係は線形に推移しており，本触覚センサおよび定
義したモデルを用いて対象物のばね定数が取得できていると考える．しかしながら，ゴム
硬度計と本触覚センサには測定時における押し込み量に明確な違いがあるため注意が必要
である．ゴム硬度計では対象物を 6 mm 押し込むのに対し，本触覚センサは数 μm の押し
込み量しかない．従って，ゴム硬度計で得られる対象物の硬さは内部の固さであり，本触
覚センサで得られるゴム硬度は対象物の表面の硬さである．もし表面に硬さが異なる材料
がコーティングされている場合には十分に注意する必要がある．

3000
2500

Ks (N/m)

2000
1500
1000
500
0
Non contact 10

20

30
40
50
Rubber hardness (Shore A)

60

図 4-11 ゴム硬度と得られたばね定数の関係
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4.3.2 粘性減衰係数取得
一般的に，固体の粘度特性には動粘度値と反発弾性値が使われる．動粘度値は，正弦波
振動時における応力-ひずみ曲線から導き出される．この値は通常，高分子一般に使用され
る．また，反発弾性値は，衝突時に材料が吸収するエネルギーとして定義される．従って，
この値は通常，振動吸収ゴムに用いられる．上記に示したとおり，固体の粘度は，物質の
違いにより異なった定義が用いられている．従って，現在，本触覚センサデバイスで得ら
れた粘性減衰係数値がこれらの粘度特性の何を示すのかは検討中である．

4.3.3 センサ素子間のばらつき評価
今回，手作業で触覚センサを組み立てた．また，接着剤を用いて永久磁石及び突起部を
取り付けた，そこでここでは，複数のセンサを用いて同様の実験を行い，個々のセンサの
ばらつきを評価した．本実験には 3 個のセンサを用い，それぞれ 3 度ずつ測定を行った．
図 4-12(a)，(b)にその結果を示す（振動駆動モードにて実験を行い，共振周波数と Q 値のば
らつきを評価した．）． 3 個のセンサ間におけるばらつきは 14％以下であった．
以上の実験結果から，本触覚センサデバイスを用いることで，単一の素子構造で対象物
のばね定数及び粘性減衰係数の両方を取得できる見通しを得た．

4000
3800
Frequency (Hz)

3600
3400
3200
3000

Sensor 1
Sensor 2
Sensor 3

2800
2600
2400
Non contact 10

20
30
40
50
Rubber hardness (Shore A)

図 4-12 (a) ゴム硬度と共振周波数の関係
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図 4-12 (b) ゴム硬度と Q 値の関係

4.4 まとめ
Si 製ダイアフラムセンシング部とフラットコイル駆動とをハイブリッド実装することで
能動型触覚センサデバイスを作製し，本センサデバイスによる硬さ識別機能を評価した．
得られた結果を以下に示す．

① 能動型触覚センサデバイスの基本特性評価
・現時点では組立工程において，ダイアフラムに引張の残留応力が発生してしまい，設計・
製作した磁気力駆動機構による発生力ではダイアフラムを準静的駆動モードで動作させ
ることができなかった（印加電流: 0.8 A）．
・磁気力駆動によるダイアフラムセンシング部の共振周波数特性を検討した（接触物体な
し，振幅 0.3 A，0～5 kHz）．得られた共振特性は以下のとおりである．
・共振周波数：2,850 Hz
・振幅（共振時）：5-7 μm

② 能動型触覚センサデバイスによる硬さ検出機能評価
ゴム硬度の異なる樹脂サンプルを用いてダイアフラム駆動による硬さ識別機能を評価した．
得られた結果は以下のとおりである．
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・ ゴム硬度の増加に伴い共振周波数が増加し，Q 値は減少した．
・ 3 度の試行における単一デバイス内での測定値のばらつきは 10%以下であった．
・ 共振周波数値および Q 値から，対象物のばね定数及び粘性減衰係数を算出した．
なお，ばね定数値は，ゴム硬度計から得た硬さと比例した関係を示した．
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能動触覚センサ実装形態の検討

本章では，空気圧駆動方式の能動型触覚センサ構造を用いて，以下に示す二つのデバイス
実装形態を検討した．

5.1

DIP（Dual Inline Package）ソケットタイプ

市販の IC 回路をプリント基板に取り付けるときに用いる DIP ソケット上に触覚センサデ
バイスを組み込んだ．プリント基板上の制御回路と触覚センサデバイスとの一体化を容易
に行うことができる．また，基板への取り付けに標準化された DIP ソケットを用いている
ために仕様の異なったセンサデバイスチップの交換も容易に行うことができる．DIP ソケ
ットタイプの実装形態を図 5-1 に示す．センシング用ダイアフラム素子，空気圧チャンバ，
DIP ソケットのそれぞれをエポキシ樹脂にて接着した．センシング素子からの配線には銅
線を用い，銀ペーストにて固定した．最後に接触による過負荷防止を目的とした保護カバ
ーをセンサ上に設置した．図 5-2 に DIP ソケットタイプ実装の外観を示す．

図 5-1

DIP ソケットタイプ実装形態の詳細

5.2 フレキシブル配線タイプ
触覚センサデバイスの配線としてフレキシブル樹脂でできた基板を用いて外部との接続
を行う．フレキシブルな配線を用いているため，センサデバイス設置に対する制限が上記
の DIP ソケットに対して緩やかになるという特徴がある．
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ガスコネクター

保護カバー
Siダイアフラム基板

DIPソケット
空気圧チャンバー

図 5-2

DIP ソケットタイプ実装形態の外観

（左：保護カバーを取り除いた状態，右：取り付けた状態）
図 5-3 にフレキシブル配線タイプの実装形態を示す．基材には厚さ 25 μm の銅張ポリイミ
ド基板を用い，それをフォトリソグラフィ技術及びエッチングによりパターニング加工し
てフレキシブル配線を作製した．製作したフレキシブル基板を図 5-4 に示す．また，本配線
方式では，フレキシブル基板の配線と同じ間隔で配線引き出し部を有するセンサデバイス
を用いた（図 5-5）．フレキシブル基板とセンシング素子（ワイヤーボンダによる Au バン
プがコンタクトパッド上に形成されている）の接合にはフリップチップボンダを用いた．
なお，接合剤には異方性導電接着剤を用いた．図 5-6 にフレキシブル配線実装した能動型触
覚センサを示す．

図 5-3 フレキシブル配線実装形態

図 5-4 フレキシブル配線
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図 5-5 フレキシブル配線接続用センシング部-

フレキシブル配線

保護カバー

ガス圧チャンバー
Siダイアフラム基板

図 5-6 フレキシブル配線タイプ実装形態の外観
（左：保護カバーを取り除いた状態，右：取り付けた状態）

-71-

第1部

能動型触覚センサデバイス

第1部

6.

能動型触覚センサデバイス

まとめおよび今後の課題

センサに能動素子であるアクチュエータを付加し，「センサ＝受動素子＋能動素子」とい
う新しい捉え方をすることで，一つのデバイス構造で複数の物理量検出が可能なセンシン
グ機能を有するセンサを実現できる．本章では，この考え方を触覚センサに適用し，人間
の指先のように，単一センサ素子で接触力と硬さの両方を検出することができる能動型触
覚センサデバイスを開発した．上記能動型触覚センサを実現することを目的として，Si 製
ダイアフラム変位センサと，ダイアフラムを駆動する磁気力アクチュエータとの一体化を
図りその動作機能を評価した．本研究で得られた結論を以下に示す．

(1) 能動型触覚センサの構造に対する設計手法の確立
人間の指を対象物体としてそのセンサデバイス仕様値を決定した．詳細は以下の通りであ
る．
① 能動型触覚センサでは一つのセンサ素子構造で，接触力，対象物体のばね定数，粘性減
衰係数を計測できる．
② 材料力学モデルを用いてセンシングにおける感度特性を解析するとともにデバイス仕
様に対する設計指針を確立した．センシング用ダイアフラムのばね定数を接触物のそれと
同等にすることで検出感度を最も高くできる．
③ 人間の指を検出対象物としてセンシング構造の仕様を決定した．詳細は以下の通りであ
る．
・人間の指のばね定数 Ks=165 N/m
・センサデバイスの仕様
ダイアフラム部半径：2 mm，突起部半径：0.4 mm，膜厚：7.6 μm
センサデバイスのばね定数 Kd：162.6 N/m
検出可能な対象物のばね定数 Ks の範囲：22.0～1201.5 N/m
④ 駆動部である磁気力アクチュエータの設計指針を確立しこれに基づき各種仕様を決定
した．永久磁石駆動用フラットコイルの大きさは 4.2 mm 角，線幅及びピッチ幅はそれぞ
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れ 90 μm, 50 μm，で巻数は 14 回である．なお，設計したアクチュエータの発生力は 1.4
mN，変位は 4.0 μm である．

(2) 能動型触覚センサ作製プロセスの確立
能動型触覚センサデバイスの設計値仕様に基づき，センシング用 Si 製ダイアフラム及び磁
気力駆動用フラットコイルの作製プロセスを確立した．作製したセンシング部及び駆動部
（フラットコイル，永久磁石）の仕様は以下の通りである．
① センシング用 Si 製ダイアフラム構造
・デバイス全体

6.0 mm x 6.0 mm x 425 μm

・ダイアフラム部

4.0 mm x 4.0 mm x 10 μm

・突起部

0.8 mm x 0.8 mm x 500 μm

・ばね定数

Kd = 370 N/m

・検出可能範囲

50～2736 N/m

② 磁気力駆動機構
・フラットコイル

4.2 mm x 4.2 mm x 35 μm，巻数 14

・永久磁石

1.0 mm x 1.0 mm x 1.0 mm, 1.3 T

なお，センシング用 Si 製ダイアフラム構造のばね定数が設計値よりも大きくなってしまっ
た．

(3) センシング用 Si 製ダイアフラム部とフラットコイル駆動部の基本特性
能動型触覚センサの主構成要素である，センシング用 Si 製ダイアフラム部とフラットコイ
ル駆動部，それぞれの基本特性を評価した．
① センシング用 Si 製ダイアフラム部
空気圧駆動源を用いて Si 製ダイアフラムセンシング部の基本特性を評価した．詳細は以
下の通りである．
(a) 硬さ検出可能圧力範囲（線形変形領域）：0～15 kPa
（ダイアフラム変形量： 0～10 μm）
(b) 変位に対する検出感度：20 mV/μm
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(c) ダイアフラムばね定数 Kd：2500 N/m
突起部及び磁石貼付けによって，ダイアフラムに引っ張りの残留応力が加わり，膜が理論
値よりも高くなった．
② フラットコイル駆動部
・平行板ばねを用いた荷重変位機構を用いることでフラットコイルにより永久磁石に作用
する磁気力を計測し実験値と理論値とがほぼ一致することを確認した.
・磁気力駆動機構で能動型触覚センサの設計値仕様（1.4 mN＠駆動電流：0.8 A）を満た
すことを確認した．

(4) 能動型触覚センサによる硬さ検出
Si 製ダイアフラムセンシング部とフラットコイル駆動とをハイブリッド実装することで能
動型触覚センサデバイスを作製し，本センサデバイスによる硬さ識別機能を評価した．得
られた結果を以下に示す．
① 能動型触覚センサデバイスの基本特性評価
・現時点では組立工程において，ダイアフラムに引張の残留応力が発生してしまい，設計・
製作した磁気力駆動機構による発生力ではダイアフラムを準静的駆動モードで動作さ
せることができなかった（印加電流: 0.8 A）．
・磁気力駆動によるダイアフラムセンシング部の共振周波数特性を検討した（接触物体な
し，振幅 0.3 A，0～5 kHz）．得られた共振特性は以下のとおりである．
・共振周波数：2,850 Hz
・ 振幅（共振時）：5-7 μm

② 能動型触覚センサデバイスによる硬さ検出機能評価
ゴム硬度の異なる樹脂サンプルを用いてダイアフラム駆動による硬さ識別機能を評価した．
得られた結果は以下のとおりである．
・ ゴム硬度の増加に伴い共振周波数が増加し，Q 値は減少した．
・ 3 度の試行における単一デバイス内での測定値のばらつきは 10%以下であった．
・ 共振周波数値および Q 値から，対象物のばね定数及び粘性減衰係数を算出した．
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なお，ばね定数値は，ゴム硬度計から得た硬さと比例した関係を示した．

(5) 能動型触覚センサに実装形態の検討
空気圧駆動方式の能動型触覚センサ構造を用いて二つの実装形態（Dual Inline Package
(DIP)ソケットタイプ，フレキシブル配線タイプ）について検討した．

能動型触覚センサに関する今後の研究課題を以下に示す．
(1) 磁気力駆動機構デバイスとそれを用いた能動型触覚センサデバイスの開発
（多段フラットコイル構造を用いた磁気駆動能動型触覚センサデバイスの開発）
(2) 能動型触覚センサによる検出結果（ばね定数・粘性減衰係数）の妥当性の検討
(3) センサデバイスの集積化・アレイ化による二次元分布量検出の検討
(4) 人間の指の硬さを検出できるセンサへするための作製プロセスの最適化
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はじめに

近年，介護ロボットやペットロボット，ヒューマノイドロボットなどの開発事例が多く
なってきている．これらは人間と同じ生活環境で活動する．その結果，我々とコミュニケ
ーションをとると共に，ロボットのあらゆる部位が物理的に人間と接触する機会が増えて
くる．従って，ロボットの表面全体に接触力および荷重点を知覚できる触覚センシング機
構が必要となる．しかしながら，これまでに開発された触覚センサでは，三次元曲面形状
でかつ大面積を有する物体表面に実装することができない．本研究では，織物状構造を触
覚センサ構造として導入することで，大面積を有する三次元曲面上に実装でき，しかも接
触力およびその分布が検出可能な触覚センサの開発を実現することを目的とする．具体的
には，弾性体繊維材料に MEMS 薄膜形成技術を適用して人工繊維を作製し，それを衣服の
ように織ることで，三次元曲面上に実装できる織物状触覚センサデバイスの開発を行う．
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織物状触覚センサデバイスの構造及び設計

1.1 動作原理
織物状触覚センサデバイスの構造概略図を図 1-1 に示す．本触覚センサデバイスでは，弾
性体の中空糸を芯材とし，その外周部に金属薄膜及び絶縁薄膜を被覆することで人工繊維
を作製し（図 1-1(a)），これらを織ることで織物状の触覚センサを作製する（図 1-1(b)）．織
物状構造における縦糸と横糸の交点が接触力の検出部となる（図 1-2）．
縦糸と横糸の交点では，上下の繊維の金属薄膜が極板となりコンデンサが形成される．
織物状センサに接触圧（垂直応力）が加わると，各交点では接触圧に応じて交差した 2 本
の人工繊維が弾性変形し二本間の接触面積が増加する．すなわち，センサに加わった接触
圧に応じて，二本間のコンデンサの静電容量が増加する．従って，本織物状触覚センサデ
バイスは，この静電容量変化を検出することで，センサに加わった接触圧を検出すること
ができる．本織物状触覚センサデバイスは以下の四つの利点がある．

Metal layer
Elastic tube

Insulation layer

(a) 人工中空繊維概略図

(b) 織物状センサ概略図

図 1-1 織物状センサデバイス概略図

Contact area change

Hollow fiber

Load

Contact area

No load

Applied load

図 1-2 織物状触覚センサデバイス検出原理
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(1) 三次元自由曲面上でのセンシング
本触覚センサは，人工的に加工して作製した人工繊維を織ることで作製する．従って，
衣服のように任意の三次元自由曲面上へ実装でき，その表面上でのセンシングが可能で
ある．

(2) 大面積でのセンシング
本触覚センサは織物状構造であるため，センサを構成する人工繊維を長く作製すれば，
それを衣服のように織るだけで，大面積センシングへと拡張できる．

(3) 接触圧の二次元分布量の取得
本触覚センサでは，縦糸と横糸の交点全てが接触圧の検出部となる．従って，その全て
の点での静電容量変化を順次測定すれば，接触圧を二次元分布量として測定できる．ま
た，その測定分解能は人工繊維で構成される縦糸と横糸の間隔で決まり，目的に応じて
綿糸などの繊維と組み合わせることで容易に設計変更できる．

(4) ウエアラブルセンサとしての実装
人工中空繊維を衣服などへ直接織り込む，もしくは人工中空繊維で作製した織物状触覚
センサを衣服などへパッチ状に縫い付けることで，ウエアラブルなセンサとしての実装
が可能である（図 1-3）．

Pillow
Clothes
Bed

Fabric tactile sensor

Shoes

Chair

図 1-3 織物状触覚センサデバイス応用例
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1.2 織物状センサにおける繊維変形モデル
本織物状触覚センサデバイスを構成する素材には中空の弾性体材料を用いる．1.1 節に示
した検出原理からわかる通り，中実（中空でない）弾性体を素材として用いることも可能
である．しかしながら中空構造を持つ弾性体は，内径の大きさを変えるだけで，外径を維
持しつつ用途に合わせて適当な検出感度を持つ人工中空繊維を作製できる．そこでここで
は，接触圧による人工中空繊維の変形を表現する理論モデルを作成し，センサデバイスを
作製するための設計指針を構築した．

1.2.1 人工中空繊維の変形モデル
まず，一本の人工中空繊維における荷重に対する変形の関係を表す材料力学モデルを作
成した．センサと同様の状態を表すモデルとして，両端が自由な条件での薄肉円筒につい
て考える（図 1-4）．円筒の中心部分に上下面から荷重 P が加わったとき，荷重点における
垂直方向の微小変形量δ は以下の等式を満たす [57]．

3

lE ⎛ h ⎞
P = 1.12
⎜ ⎟δ
1 −ν 2 ⎝ a ⎠

(

(2-1)

)

P

l

l

P

O

h
2a

P

P

P

h
a

P

図 1-4 人工中空繊維変形モデル
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ここで，P は垂直荷重，a は円筒半径，l は荷重印加点から円筒端までの長さ，E は材料
のヤング率，h は円筒の厚さ，νは材料のポアソン比を表す．
式(2-1)より，荷重と変形量の関係は，微小変形領域においては線形に推移する．従って，
この領域では，式(2-1)はフックの法則（P=kδ）の関係を満たすことになる．円筒のばね定
数を k0 として，式(2-1)にフックの法則を適用すると k0 は，

El ⎛ h ⎞
k0 = 1.12
⎜ ⎟
(1 −ν 2 ) ⎝ a ⎠

3

(2-2)

で与えられる．人工中空繊維を織物状センサとして用いる場合は，繊維は上側部分のみか
ら力を受け，下側部分は交差する繊維によって拘束された条件となる．従って，上側部分
のみからの荷重で円筒が変形すると考えると（図 1-5(a)），一本の人工中空繊維のばね定数
ks は以下のように修正される．

k s = 2.24

El ⎛ h ⎞
⎜ ⎟
(1 − ν 2 ) ⎝ a ⎠

3

(2-3)

次に，二本の人工中空繊維が交差している状態で最上面から接触圧を受ける場合を考える．
このとき，下段の人工中空繊維の下側部分は拘束され，二本の繊維が変形する．すなわち，
二本の人工中空繊維の変形は，一本の人工中空繊維が直列ばねの関係で繋がれたこととし
て考えることができる（図 1-5(b)）．以上のことから，交点における二本の中空繊維のばね
定数 ktotal は以下で表される．

P

P

P

P

ks
ktotal=1/2ks

ks

C

(a) 一本の中空繊維の変形

ks

(b) 二本の中空繊維の変形

図 1-5 人工中空繊維の変形とばねモデル
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1
ks
2

(2-4)

これにより，式(2-3)及び式(2-4)を用いれば，交点での人工中空繊維の変形に関するばね定
数を設計できる．また，式(2-1)を用いれば荷重変位曲線を予測できる．
（但し，荷重は 1/2P
となる．）

1.2.2 接触面積の変化モデル
本触覚センサでは，二本の交差した繊維間での静電容量変化を測定して荷重を検出する．
接触部での静電容量は交点での接触面積に応じて線形に変化する．
（センサ出力は接触面積
の変化に応じて変化する．）従って，上記で求めた円筒モデルにおける荷重と変位との関係
から荷重と接触面積との関係を求めることにした．
まず，人工中空繊維の微小変形について考える．交差する二本の中空繊維の上側部分に
接触圧が加わり，円筒がδ 変形したとき，交差する繊維の交点部分ではδ/2 変形する（図
1-6(a)）．このとき，交点での接触部分は微小変形領域では円形状となっていると仮定する
（図 1-6(b)）．接触部の半径を r とすると，r，a，δの関係は，

O

O
a

a
Applied load
δ/2

a-δ/2
r
Deformation

(a) 接触部の変形モデル

O
a
a-δ/2
r

S

(b) 接触部断面積
図 1-6 中空繊維の変形と接触面積の関係
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δ

a 2 = (a − ) 2 + r 2
2
∴r = −
2

δ2
4

+ aδ

(2-5)

と表すことができる．人工中空繊維の変形量δ/2 が，半径 a に比べて十分に小さいときには，
式(2-5)は，以下のように近似できる．

r 2 ≈ aδ

(2-6)

式(2-6)より，接触面積 S は，

S = πr 2 = πaδ

(2-7)

となる．センサ出力は，二本の交差する繊維間の接触面積と線形な関係にある．従って式
(2-7)は，センサ出力が，人工中空繊維の半径 a 及び変形量δと線形であることを示している．
荷重に対する接触面積の変化の関係については，式(2-1)，(2-4)，(2-7)から以下のように導
かれる．

S = πa

P
k

(2-8)

この結果から，センサ出力は，印加荷重及び人工中空繊維のばね定数の逆数に比例した関
係になる．

1.3 まとめ
任意の三次元自由曲面上に実装することができる織物状触覚センサを提案し，織物状セ
ンサにおける力学的変形モデルを作成した．詳細は以下の通りである．

-84-

第2部

①

織物状触覚センサデバイス

中空弾性体上に金属薄膜及び絶縁薄膜を皮膜して人工中空繊維素材を作製し，それら
を織ることで織物状触覚センサを提案した．

②

織物状触覚センサでは，縦横に織った人工中空繊維の各交点での静電容量が形成され，
これを測定対象とすることで接触圧を検出する．織物状触覚センサは以下に示す特徴
を有する．
・ 織物状構造であるため，三次元自由曲面上へ実装することができる．その結果，任
意の曲面上での接触圧センシングが可能となる．
・ 検出対象に応じてセンシング領域を大面積へと拡張できる．
・ 織物状構造の全ての交点を順次センシングすることで，接触圧の二次元分布を得る
ことができる．また，綿糸と人工繊維とを組み合わせることで容易に測定分解能を
変更できる．
・ 中空人工繊維を衣服に直接織り込む，または，織物状センサをパッチ上に継ぎ当て
ることでウエアラブルな用途へも展開できる．

③

織物状触覚センサ作製における，材料力学モデル（荷重に対する中空繊維の変形モデ
ル）を作成した．
・

荷重と変形量の関係
3

lE ⎛ h ⎞
P = 1.12
⎜ ⎟ δ
1 −ν 2 ⎝ a ⎠

(

・

)

変形量と接触面積の関係

S = πr 2 = πaδ
・

荷重と接触面積の関係

S = πa

P
k
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織物状触覚センサデバイスの作製

2.1 織物状触覚センサの作製プロセス
織物状触覚センサデバイスの作製プロセスについて述べる．図 2-1 に作製プロセスの概略
図，表 2-1 に作製条件を示す．以下に各プロセスの詳細を述べる．

(a) シリコーンゴムチューブ

(b) 金属薄膜層形成（スパッタリング）
Au：250 nm

(c) 絶縁薄膜層形成（パリレン蒸着）

(d) 織物状構造の形成

パリレン C：1 μm
図 2-1 織物状触覚センサ作製プロセス

(a) 中空弾性体
本織物状触覚センサデバイスを構成する人工中空繊維の芯材には，市販のシリコーンゴ
ムチューブを用いた（永柳工業株式会社製及びアズワン株式会社製）
．本研究では，外径
及び内径が異なる 5 種類のシリコーンゴムチューブを用いて人工中空繊維の作製を行っ
た（表 2-2）．シリコーンゴムはヤング率が数 MPa と低いため，柔軟性のある織物状構造
を作製でき，容易に三次元曲面上にフィットさせることができる．また弾性にも富むた
め，交点での変形を利用する本触覚センサデバイスには適した材料である．
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表 2-1 人工中空繊維作製プロセス

工程
金属膜形成

前処理

Au膜形成

条件
装置
プラズマアッシャー O2
100 W, 100 ccp
1 min
（O2, Arプラズマ）
Ar
100 W, 100 ccp
スパッタ
250 nm 30 min
100 W

パリレン
1 mm 60 min ダイマー量 1.2 g
プラズマアッシャー
O2
10 min 100 W, 100 ccp
絶縁層剥離
（O2プラズマ）

絶縁膜形成 パリレン蒸着

表 2-2 使用したシリコーンゴムチューブの寸法

No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5

外径 (mm) 内径 (mm) 膜厚 (mm)
0.25
0.17
0.04
1
0.5
0.25
2
1
0.5
3
1
1
3
2
0.5

(b) 金属薄膜被覆
センサの極板部分として，シリコーンゴムチューブの外周部表面にスパッタリングで均
一に金薄膜を被膜した．まず，酸素及びアルゴンプラズマでシリコーンゴムチューブの
表面を叩いて表面吸着物の除去を行い，金属膜とゴムチューブの密着性を向上させた．
通常，スパッタリングではチューブの裏面側（影となる部分）には膜が形成されない（図
2-2）．そこで本研究では，スパッタ装置内でのシリコーンゴムチューブ回転機構を開発し，
これによりチューブ表面に膜が均一に付くようにした．図 2-3 にその機構の写真を示す．
スパッタ装置内における基板ホルダーの回転を 90 度変換することでシリコーンゴムチュ
ーブ固定部を回転させる．回転方向の変換には，O-リングとターンテーブルとの摩擦を
用いた．金薄膜の膜厚は導電性が取れる膜厚を実験的に求め，約 250 nm とした．

(c) 絶縁膜被覆
シリコーンゴムチューブ表面に金電極を形成した後，絶縁層として，パリレン C 薄膜を
蒸着した．パリレン C は，先ほどのスパッタとは異なり，チューブ表面に均一に蒸着さ
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Au

Au

Ar

e-

e-

eee-

図 2-2 スパッタリングでの問題点

Mechanism
O-ring

Fiber

Rotation
Fiber

図 2-3 スパッタ内回転機構
れる．表 2-3 にパリレン C の機械的・電気的特性を示す．パリレン C は，高い絶縁破壊
強さを持つ樹脂である．なお，シリコーンゴムに比べて数百倍程度高いヤング率値を持
ことから，パリレン C の膜厚を 1 μm と薄く設定した．

(d) 織物状触覚センサデバイスの作製
電気的接続部分を確保するために，人工中空繊維の端部分のみの絶縁層（パリレン C）を
剥がして電極部を作製した．人工中空繊維の端部分以外をガラス板でカバーした状態で，
酸素プラズマを用いてパリレン C 層のみをエッチングした．以上の工程で，人工中空繊
維が完成する．次に作製した人工中空繊維を格子状に織ることで織物状触覚センサを作
製した．今回は手作業でこれらを織った．最後に，絶縁膜を剥がした電極部分に導電性
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接着剤を用いて銅線を接続し電気的配線を行った．

2.2 織物状触覚センサの作製結果
図 2-4(a)-(c)に作製した人工中空繊維，その断面 SEM 写真及び，人工中空繊維のみで格
子状に織った織物状センサを示す．(c)の織物状触覚センサの間隔は約 1 mm である．また，
表 2-3 パリレン C 特性
3

1.289

融点

g/cm
℃

ヤング率

GPa

2.76

破断値%

200

降伏値%

2.9

V/mm

188

密度
一
般
特
性

伸び率

絶縁破壊強さ
電
気
60 Hz
的
3
特 比誘電率 10 Hz
性
106 Hz

280

3.15
3.1
2.95

図 2-5 に人工中空繊維と綿糸を組み合わせて作製した織物状触覚センサを示す．何れも外径
が 250 μm のシリコーンゴムチューブで作製した人工繊維を用いた場合である．但し，三パ
ターンともそれぞれ人工中空繊維の本数及び間隔が異なるため，検出点の総数及び測定分
解能が異なる．また，表 2-4 に図 2-5 の織物状触覚センサの詳細な仕様を示す．人工中空繊
維の間隔は，織物状触覚センサの接触圧の二次元分解能に相当するため，人工中空繊維の
みで織る，もしくは必要に応じて綿糸などと組み合わせて織ることで容易に変更できる．

現在のところ，本織物状触覚センサの作製にあたり，以下に示す課題がある．
・ 研究開発用スパッタ装置で金薄膜電極を作製しており，このため，人工繊維の長さが
25 cm と限られてしまう．
・ 電気的配線の取り出し部に導電性接着剤（銀ペースト）を用いているために，織り込み
操作などで断線する場合がある．
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・ 手作業にて織物状触覚センサを織り上げている．
一つ目の課題は，触覚センサを大面積化へと拡張する場合には解決しなければならない．
これについては，スパッタによる金属薄膜形成を無電解めっき法に置き換えることで解決
できると考えている．
二つ目の課題については，柔軟性のある導電性材料を用いることで解決できる．例えば，
シリコーン樹脂系の導電接着剤は曲げや伸びに対する柔軟性があると言われており，これ
を用いることで解決を図る．

(a) 作製した人工中空繊維

40 µm
250 µm
(b) 人工中空繊維断面写真

(c) 人工繊維のみで織った織物状センサ
図 2-4 作製した人工中空繊維及び織物状センサ
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5 mm

Artificial
hollow fibers
Cotton yarns

Artificial
hollow fibers

(a) 3 x 5 の人工繊維を織り込んだ織物状センサ

Artificial
hollow fibers

5 mm
Artificial
hollow fibers

(b) 5 x 5 の人工繊維を織り込んだ織物状センサ

5 mm

Artificial
hollow fibers
Cotton yarns
(c) 4 x 4 の人工繊維を織り込んだ織物状センサ
図 2-5 人工中空繊維と綿糸を組み合わせて作製した織物状触覚センサ
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表 2-4 作製した織物状触覚センサの仕様

(a)
(b)
(c)

縦方向
横方向
全体の大きさ
検出点数
(W x L) (mm)
繊維数(本） 間隔 （mm） 繊維数(本） 間隔 (mm)
3
1.7
5
12
15
50 x 15
5
2
5
2
25
20 x 15
4
2
4
6
16
50 x 15

シリコーンゴムは非常に弾性に富む材質であるが，金属薄膜及び絶縁薄膜はそれに比べ
て劣るため，人工中空繊維は引っ張り方向の力には弱く断線してしまう（4.1 参照）．一方，
既存の織り機は何れも繊維に張力をかけながら織っていく方式である．従って，三つ目の
課題に対して既存の織り機をそのまま本織物状センサに適用することは難しい．人工中空
繊維が耐えられる張力のみで織ることができる装置，延性に富んだもしくは張力方向に強
い人工中空繊維を開発する必要がある．

2.3 まとめ
織物状触覚センサデバイスの作製プロセスを確立した．特にシリコーンゴムチューブの
外周部に均一に金属薄膜をスパッタするための装置を開発した．今回作製した織物状触覚
センサ作製プロセスの仕様は以下の通りである．

・ シリコーンゴムチューブ
（外径 x 内径）

No.1：0.25 x 0.17 (mm)
No.2：1.0 x 0.5 (mm)
No.3：2.0 x 1.0 (mm)
No.4：3.0 x 2.0 (mm)
No.5：3.0 x 1.0 (mm)

・ 金属薄膜層形成

Au ：250 nm

・ 絶縁薄膜層形成

パリレン C：1 μm
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作製した織物状触覚センサ（3 種類）

(a)
(b)
(c)

縦方向
横方向
検出点数
間隔 （mm） 間隔 (mm)
1.7
12
15
2
2
25
2
6
16

現在のところ，作製した人工中空繊維及び織物状触覚センサは，作製できる人工中空繊
維の長さに限りがある，電気的配線取り出し部の脆弱性，織機への適用が難しいという問
題点を抱えている．これらの問題点は触覚センサデバイスの実用化に向けての今後の大き
な研究課題である．
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3. 織物状触覚センサデバイスにおける変形モデルの評価

本章では，
「1.2 織物状センサにおける繊維変形モデル」にて構築したモデルの有効性に
ついて実験的に評価した．本実験には，「2

織物状触覚センサデバイスの作製」にて作製

した同じ長さの 5 種類の人工中空繊維を用いた．まず本実験に先立ち，各材料のヤング率
を測定した．具体的には，各繊維を軸方向に引っ張ったときの荷重とひずみ量を計測し，
それらの値と各々の中空繊維の断面積を用いて，ヤング率を算出した．結果から，No. 1 と
No. 5 のみのヤング率が他の繊維に比べてやや高いことがわかった．繊維変形モデルでの式
(2-3)，(2-4) に示したとおり，繊維のばね定数は概ね繊維の半径 a と膜厚 h の比の 3 乗(h/a)3
とヤング率 E との積 E(h/a)3 によって決まる．このことから，今回実験に用いる人工中空繊
維の寸法，ヤング率及び E(h/a)3 の値を表 3-1 にまとめる．
表 3-1 人工中空繊維の仕様

No.1
No.2
No.3
No.4
No.5

External diameter Inner diameter Thickness
Young's
E(h/a)3
2a (mm)
2b (mm)
h (mm) modulus (MPa) (x105)
0.25
0.17
0.04
1.5
0.49
1
0.5
0.25
1.0
1.25
2
1
0.5
1.0
1.25
3
1
1
1.0
2.96
3
2
0.5
1.4
0.52

表 3.1 に示したように，人工中空繊維は以下の関係にある．
① No. 2 と No. 3 は外径及び内径が異なるが，ばね定数を決める E(h/a)3 の値が等しい．す
なわち理論上は同じばね定数の値を持つ（ k No.2 = k No.3 ）．
② No. 4 と No. 5 は外径が同じであるが，内径及び E(h/a)3 の値は No. 4 の方が大きな値を
持っている．すなわち理論上は，No. 4 の方が大きな（硬い）ばね定数の値を持つ
（ k No.4 > k No.5 ）．
③ No. 1 と No. 5 は外径，内径ともに異なった値を持つが，E(h/a)3 の値は近い値を持って
いる．すなわち理論上，両者は似たばね定数の値を持つ（ k No.1 ≈ k No.5 ）．
以上より，理論上は，これら 5 本の人工中空繊維のばね定数の大きさは，
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k No.4 > k No.2 = k No.3 > k No.5 ≈ k No.1 の関係にある．

3.1 人工中空繊維の変形モデルの評価
「1.2.1

人工中空繊維の変形モデル」にて作成した，人工中空繊維に荷重を印加したと

きの，荷重と変形量のモデルについて実験的に評価した．本実験には，図 3-1 に示す平行板
ばねからなる荷重変位機構を用いた．平行板ばね自由端には荷重印加部として直径 2.0 mm
のピンが取り付けている．もう一方の端は x-y-z ステージ上に固定してあり，これを用いて
位置合わせを行うことで交点部のみを正確に押印することができる．荷重印加による人工
中空繊維の変形量は，レーザー変位計を用いて直接計測した．z ステージの移動量からレー
ザー変位計で測定した人工中空繊維の変形量を差し引いて平行板ばねを求め，この値と予
め測定しておいた平行板ばねのばね定数とを用いて，交点に加わった荷重を算出した．
まず，一本及び二本の人工中空繊維を用いた場合の荷重に対する変形量の関係を評価し
た．一本の繊維を評価するときには，直径 2.0 mm のステンレス製の棒（ピンの直径と同じ，
人工中空繊維より十分に硬い）を繊維の下側に直交するように配置して交点での荷重印加
を行った．これは，人工中空繊維下側部分での拘束条件を荷重印加部と同じ点にするため
である．二本での変形量測定の際には，二本を交差させた状態で配置し，交点に荷重を印
加した．一本の人工中空繊維への荷重と変形量の関係を図 3-2(a)に，二本の繊維での関係を
図 3-2(b)に示す．

Laser-displacement
sensor

Hollow fiber
Stainless
steel rod

Double-cantilever
spring

Z stage
XY stage

XYZ stage

図 3-1 平行板ばねからなる荷重変位機構
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80
70

No. 1: 0.25 x 0.17
No. 2: 1.0 x 0.5
No. 3: 2.0 x 1.0
No. 4: 3.0 x 1.0
No. 5: 3.0 x 2.0

Applied load (mN)

60

ks=1.454

50
40
0.663

30

0.653
20
0.295
10
0

0.253

0

10

20

30
40
Fiber deformation (µm)

50

60

(a) 一本の人工中空繊維の荷重と変形量の関係
25
No. 1: 0.25 x 0.17
No. 2: 1.0 x 0.5
No. 3: 2.0 x 1.0
No. 4: 3.0 x 1.0
No. 5: 3.0 x 2.0

Applied load (mN)

20

ktotal=0.690

15
0.379
0.323

10

0.161
0.155

5

0

0

5

10

15

20
25
30
Fiber deformation (µm)

35

40

45

50

(b) 二本の人工中空繊維の荷重と変形量の関係
図 3-2 人工中空繊維の荷重と変形量の関係

これらの結果から以下のことを確認した．
(1) 一本及び二本を交差させた何れの場合でも，交点での印加荷重の増加に伴って人工中空
繊維の変形量はほぼ線形に増加した．
(2) 上記①及び③のように，理論上のばね定数が同じもしくは近い関係にある 2 種類の繊維
のグラフの傾きは，概ね似た値となった．
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表 3-2 実験から求めたばね定数値

No.1
No.2
No.3
No.4
No.5

Experimental value of
spring constant
Cross k total
Single k s
(mN/µm)
(mN/µm)
0.253
0.155
0.663
0.389
0.653
0.334
1.454
0.690
0.295
0.161

1.6

Spring constant ks and ktotal

1.4
Single fiber
Crossed fibers

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

0

0.5

1

1.5
2
2.5
Theoretical value E(h/a)3 (x105)

3

3.5

図 3-3 ばね定数と E(h/a)3 の関係
(3) 得られたグラフの傾きからそれぞれのばね定数（グラフの傾き）を算出すると（表 3-2），
1 本の人工中空繊維から得られたばね定数の値はいずれも，二本を交差させた繊維から
得られたばね定数の値の概ね 1/2 の値であり，式(2-4)の結果に沿う結果が得られた．
(4) 式(2-3)で表されるモデルでは，ばね定数は中空繊維の半径と膜厚の比の 3 乗とヤング率
の積である E(h/a)3 の値と比例した関係となる．そこで，実験から得られたばね定数の
値と E(h/a)3 の関係を図 3-3 に表した．この結果から，これらの関係は線形の関係にあ
り，式(2-3)で示したモデルと一致することを確認した．
(5) 実験から求めたばね定数の値と式(2-3)を用いて，本実験において，ピンで押印したとき
に変形に関わっている中空繊維の長さ 2l の値について算出した（図 1-4 参照）．表 3-3
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表 3-3 変形に関わる人工中空繊維の範囲

No.1
No.2
No.3
No.4
No.5

External diameter Inner diameter Thickness 2l
2a (mm)
2b (mm)
h (mm) (mm)
0.25
0.17
0.04
4.2
1
0.5
0.25
4.3
2
1
0.5
4.2
3
1
1
4.0
3
2
0.5
4.6

にその値を示す．これらの値から，いずれの繊維でもほぼピンの直径の 2 倍の 4l（約 4
mm）の長さ部分が変形に関わっていることがわかった．

以上の実験結果から，
「3.1 織物状触覚センサデバイス及び構造設計」で構築した人工中
空繊維の変形モデルで，実際の繊維の変形問題を扱うことができることを確認した．

3.2 接触面積変化とセンサ出力のモデルの評価
次に，「1.2.2

接触面積の変化モデル」にて作成した，印加荷重及び変形量に対する人

工中空繊維の接触面積との関係を表すモデルについて実験的に検討した．本触覚センサは，
接触面積に比例して出力が変化する．従って，接触面積の変化についてはセンサ出力を測
定することで評価した．本実験で用いた織物状触覚センサの静電容量変化検出回路を図
3-4 に示す．(a)静電容量変化検出部に 10 kHz，10 Vp-p の信号を入力して回路を駆動させ，
交点での静電容量を電圧に変換する．(b)信号増幅部で出力信号を 100 倍に増幅し，その後，
(c)信号計測部においてロックインアンプを使用してセンサ出力信号を 10 kHz で同期検波
する．
これらを用いて測定したセンサ出力と人工中空繊維の変形量の関係及び，センサ出力と
印加荷重との関係をそれぞれ図 3-5(a)，(b)に示す．また，それぞれのグラフの傾きを表 3-4
にまとめる．
・ 初期のセンサ出力値
(1) センサの初期値（荷重を印加していないとき）は，人工中空繊維の半径に依存し，そ
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図 3-4 静電容量検出回路

表 3-4 センサ出力と変形量及び荷重の関係 グラフの傾き

No.1
No.2
No.3
No.4
No.5

Sensitivity of sensor to
deformation (mV/µm)

Sensitivity of sensor to
applied load (mV/mN)

0.225
0.524
0.509
0.628
0.624

0.132
0.132
0.147
0.085
0.348

の値は，繊維の半径が大きくなるほど大きな値をとった．また，同じ半径の繊維では，
ほぼ同じ値をとった（No. 4 と No. 5）．この結果を踏まえて，式(2-7)，(2-8)（1 章 参
照）を初期接触面積 S0 を考慮した形に変更した（式(2-9)，(2-10)）．

・ 変形量に対するセンサ出力の関係（図 3-5(a)）
(2) センサ出力は，人工中空繊維の変形量に対して線形に増加した．これは，式(2-7)の関
係と一致する．しかしながら式(2-7)のモデルではグラフの傾きは，繊維の半径 a の値
に比例するはずであるが，本実験結果では，センサ出力は必ずしもこの法則に従わな
かった．No. 2 から No. 5 のセンサ出力は，繊維の半径は異なるにも関わらず傾きは
似た値となった．一方，No. 1 の傾きは他と比べて小さな値をとった．この原因は以
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(a) 人工中空繊維の変形量とセンサ出力値の関係
35
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No. 5: 3.0 x 2.0

20

25

(b) 人工中空繊維の荷重とセンサ出力の関係
図 3-5 人工中空繊維のセンサ出力と変形量及び荷重の関係
下のように考えている．本実験では，変形量δを 50 μm 以下の範囲で行っている．こ
の値は，No. 2 から No. 5 の繊維では，何れも半径 a の 1/10 以下（ δ ≤ 1 10 a ）と十
分に小さい範囲であるが，No. 1 では，δ = 2 5 a となっている．以上より，は，No. 1
では式(2-7)において示した繊維の半径の値が実験結果に反映しているのに対し，No.
2 から No. 5 に関しては変形量δが繊維の半径に比べて十分に小さい量であるため，式
(2-7)には半径の差が反映されず，実験結果にその差が生じなかったと考えている．
以上のことから，No. 2 から No. 5 の繊維の変形に関しては，式(2-7)及び式(2-8)を以下のよ
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うに変更した．

S = Cδ + S 0

S=

C
P + S0
k

(δ < 1 10 a )

(δ < 1 10 a)

(9)
(10)

ここで，C は定数，S0 は初期接触面積を表す．
・ 印加荷重に対するセンサ出力の関係（図 3-5(b)）
(3) センサ出力は，人工中空繊維への印加荷重の増加とともに増加した．これは式(2-8)
のモデルと一致する．
(4) 次に，図 3-5(b)のグラフから傾き成分を算出した．式(2-10)に示したように，No. 2
から No. 5 の試料に関してグラフの傾きは，ばね定数の逆数 1/k に比例した関係とな
る．そこで図 3-6 に，実験的に得られた二本でのばね定数の逆数 1/ktotal と図 3-5(b)
の傾きとの関係を示す．グラフから，これらの二つの値は式(2-10)の通り比例した関
係を示した．しかしながら，No. 1 に関してはここでも小さな値をとった．これは，
No. 2 から No. 5 の繊維の場合と比べて No. 1 の繊維のみが，半径 a に対して比較的
大きな変形をしているため，式(2-8)において半径 a の値が結果に作用したと考える．

以上から，
「1.2.2 接触面積の変化モデル」にて構築した織物状触覚センサの接触面積の
変化モデルに関して，変形量δが半径 a に対して十分に小さい条件において，その式に初期
値を付加する及び半径の値を一定にすることで実際の変形に対応できることを確認した．
センサの機能を最大限に使用するためには，変形量δの値が半径 a に比べて大きい条件（大
変形の領域）に対しても，その変形挙動を表現できるモデルを構築することが必要であり，
今後の大きな研究課題である．

3.3 まとめ
本章では，
「1.

織物状触覚センサデバイス及び構造設計」にて構築した繊維の変形モデ

ルの有効性について検証した．得られた結果は以下の通りである．
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Gradient of graph of the relationship between
the applied load and the sensor output
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図 3-6 ばね定数の逆数と荷重出力グラフの傾きの関係
人工中空繊維変形モデルの有効性
① 一本及び二本の繊維を交差させた何れの場合でも，交点への印加荷重の増加に伴い，
人工中空繊維の変形量はほぼ線形に増加した．
② 理論上のばね定数が同じもしくは近い関係にある二種類の繊維は荷重変位曲線におい
て傾きがほぼ等しくなった．
③ 一本の人工中空繊維の押し込みから得られたばね定数の値はいずれも，二本の交差さ
せた繊維の押し込みから得られたばね定数の値の概ね 1/2 の値となった．
④ ばね定数は作成した繊維変形モデルで示唆したように，中空繊維の半径と膜厚の比の
3 乗とヤング率の積である E(h/a)3 の値と比例した関係を示した．

以上より，構築した人工中空繊維の荷重に対する変形モデルは，実際の繊維の変形挙動
と一致することを確認した．

接触面積変化とセンサ出力のモデルの有効性
① 初期のセンサ出力値
センサの初期値（荷重を印加していないとき）は，人工中空繊維の半径に依存し，その
値は，繊維の半径が大きくなるほど大きな値となった．
② 変形量に対するセンサ出力の関係
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外径 250 μm の人工中空繊維（No. 1）に関しては，センサ出力に繊維の半径の影響が
現れたが，外径 1，2，3 mm の繊維（No. 2～No. 5）のセンサ出力には，半径の影響は表
れなかった．
③ 印加荷重に対するセンサ出力の関係
外径 1，2，3 mm の繊維（No. 2～No. 5）の繊維に関しては，繊維変形モデルで示唆
されるように，センサ出力とばね定数の逆数とは比例した関係となった．外径 250 μm の
人工中空繊維（No. 1）に関しては，実験結果に半径の影響が表れた．

以上から，織物状触覚センサの接触面積の変形モデルに関して，変形量δが半径 a に対し
て十分に小さい条件において，初期値を付加する及び半径の値を一定にすることで実際の
変形に対応できることを確認した．センサの機能を最大限に使用するためには，変形量δの
値が半径 a に比べて大きい条件（大変形の領域）に対しても，その変形挙動を表現できる
モデルを構築することが必要であり，今後の大きな研究課題である．
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織物状触覚センサデバイスの基本特性評価

本章では，
「2.

織物状触覚センサデバイスの作製」にて作製した織物状触覚センサデバ

イスの基本特性評価について述べる．今回，基本特性の評価には，織物状構造の織り易さ
などを考慮して，表 2-2 の No. 1（外径 250 μm，内径 170 μm）の人工中空繊維を用いて作
製した織物状センサを使用した．以下にその詳細について述べる．

4.1 人工中空繊維の伸び特性
今回作製した人工繊維の軸方向への伸びに対する耐性について評価した．人工中空繊維
は，弾性体の芯材に金属薄膜及び絶縁薄膜を被覆して作製する．従って，繊維の軸方向の
伸びに対しては金属薄膜部分が破断する可能性がある．実験には長さ 25 mm の人工繊維を
用いた．引っ張りながら，繊維両端間の電気抵抗を測定することで人工中空繊維の伸びに
対する耐性を測定した．実験結果を図 4-1 に示す．電気抵抗は伸び量の増加に応じて線形的
に増加した．繰り返しの荷重印加，除荷に対しても同様の抵抗変化を示した．また，人工
繊維を軸方向に引っ張り，降伏点を測定したところ，約 10 %の伸び量で電気的に断線した．
その後は，荷重を除荷して元の長さに戻しても，抵抗値は初期値に戻らず電気的に断線し
たままであった．表面の金属部分が人工繊維の伸びにより破断したためだと考える．この
結果から，今回作製した人工繊維の膜厚条件では 10%のひずみ量まで耐性を持つことを確
認した．

4.2 織物状触覚センサデバイスによる接触力検出
次に織物状触覚センサデバイスの出力特性について評価した．「3.

織物状触覚センサデ

バイスの変形モデル評価」で人工中空繊維の微小変形領域での変形挙動及びセンサ出力に
ついて考察した．ここでは，大変形領域における中空繊維の変形量とセンサ出力変化を評
価した．
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図 4-1 人工中空繊維の伸び特性
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図 4-2 交差した 2 本の人工中空繊維の荷重に対するセンサ出力値

4.2.1 大変形領域における織物状触覚センサの接触力検出
まず，交差した二本の人工中空繊維に対する荷重とセンサ出力値との関係を評価した．
図 4-2 にその結果を示す．グラフから，0 mN(13 mV）から 25 mN（18 mV）あたりまで，
センサ出力値ほぼ線形に増加した．その後，73 mN（22 mV）あたりまでわずかに増加率
が減少し，さらにその後は急激に傾きが減少した．270 mN（28 mV）あたりからはセンサ
出力値はほぼ一定値に漸近した．最終的には，センサ出力値は初期値の約 2 倍の値となっ
た．この結果から，人工中空繊維の変形を大変形領域まで拡張すれば，さらに広い測定レ
ンジを持つ触覚センサが作製できることがわかった．
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図 4-3 織物状触覚センサ概略図
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図 4-4 織物状触覚センサの荷重とセンサ出力値の関係
次に，人工中空繊維と綿糸とを組み合わせて作製した織物状触覚センサ（2 章 図 2-5 参
照）の出力特性について評価した．図 4-3 に使用した織物状触覚センサの概略図を示す．縦
糸と横糸の人工中空繊維の間隔はそれぞれ 2.0 mm，6.0 mm であり，16 点の検出点を持つ．
各交点を区別するために，縦糸側に 1 から 4 までの数字，横糸側に A から D の記号を振り，
各交点をそれらの数字と記号の組み合わせで示すこととした．
まず，本織物状触覚センサの各交点における印加荷重とセンサ出力値の関係を調べた．
「3.
織物状触覚センサデバイス変形モデル評価

図 3-1」と同様の荷重変位機構を用いて，交点

で荷重を印加し，そのときの出力値を測定した．実験では，B2，B3，C3，C4，D3 の 5 点
について測定した．印加荷重とセンサ出力値の関係を図 4-4 に示す．この結果から以下のこ
とがわかった．
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・ 印加荷重に対するセンサ出力特性は各点でほぼ同様の傾向で変化した．

・ 最終的にセンサ出力値は 14 mV（0 mV）から 22 mV（300 mN）まで約 1.6 倍の変化
を示した．
以上から，織物状触覚センサでは，人工繊維で構成される各交点において荷重を検出でき
ることを確認した．

また，織る前の人工中空繊維のセンサ出力値と比較すると，以下のことがいえる．
人工繊維を織物状にすることで，初期状態（荷重を印加していない状態）での出力値がわ
ずかに増加する．また，荷重に対するセンサ出力の変化量（検出感度）が減少した（織る
前の約 25 %の値）．
これらの原因としては現在，以下の理由を考えている．
・ 人工中空繊維を織ることで，周りの糸との相互作用が発生し繊維が変形した．この結果，
交点に荷重を印加していない初期出力値が増加した．
・ 交点部分に荷重を印加する際に直径 2.0 mm の円柱状のピンを用いた．この大きさは人
工中空繊維及び綿糸の直径に比べて大きい．このため，交点周辺の部分にも力が加わっ
てしまい，結果的に繊維の交点部分には平行板ばねによる荷重の一部しか加わらなかっ
た可能性がある．

4.2.2 クロストーク評価
次に，織物状触覚センサのクロストーク特性を評価した．具体的には，C3 に荷重を加え
たときにその周りの点（B2，B3，C4，D3）の出力値がどの程度変化するか検討した．各
検出点（B2，B3，C4，D3）と C3 点との距離はそれぞれ，12.2，2.0，12.0，2.0 mm であ
る．図 4-5 にクロストーク評価結果について示す．グラフには，C3 に荷重を印加したとき
の C3 の出力値も同時に示している．グラフから，C3 への荷重の影響を受けて，C3（荷重
点）の周りの点のセンサ出力値はわずかに増加した．またその影響は，検出点から近い点
の方が大きく現れた．しかしながら，クロストークの影響は，最大でも C3 の出力値の 1/4
以下であった．この結果から，本触覚センサは少なくとも 2 mm 以上の空間分解能で，荷
重点と非荷重点を区別できる能力を持っていることがわかった．
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図 4-5 織物状触覚センサのクロストーク特性

以上から，本織物状触覚センサデバイスでは，人工繊維で形成されるそれぞれの交点で
の静電容量変化をセンサ出力値として取得することで，センサに加わった荷重を検出でき
ることを確認した．しかしながら現時点ではまだ，織物として織ったときにある有限の接
触面積を有する荷重が加わった際，その荷重がどのように分散されて，交点にどれぐらい
の荷重が加わるのか解析できていない．今後さらに周りの糸を含んだ変形解析をする必要
がある．また，織物状構造の複数の点に同時に集中荷重を加えたときの二次元荷重分布情
報の検出も今後の大きな研究課題である．この課題については検出回路を構築中である．

4.3 まとめ
「2. 織物状触覚センサデバイスの作製」にて作製した織物状触覚センサの基本特性につ
いて評価した．得られた結果は以下の通りである．

・ 人工中空繊維の伸び特性
今回の膜厚条件における人工中空繊維の軸方向の伸びに対する耐性について評価した．伸
長させたときの電気的抵抗変化を測定し，約 10%の伸び歪みで金属薄膜部分が断線するこ
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とを確認した．

・ 大変形領域における人工中空繊維の接触力検出
印加荷重の増加に伴って繊維間の静電容量は非線形に増加し，最終的に約 2 倍の値となっ
た．人工繊維の変形を大変形領域まで拡張すれば，センサの測定レンジを 250 mN まで大
きくできる．

・ 人工中空繊維と綿糸との組み合わせによる織物状触覚センサの荷重に対する出力特性
印加荷重の増加に伴って，人工繊維で形成される各交点でのセンサ出力は増加し，最終的
に約 1.6 倍の値となった．しかしながら，人工繊維を織り込むことで荷重に対する検出感度
が低下した．現在，周りの糸の干渉が原因であると考えている．織った後にセンサとして
の校正をする必要はあるが，センサに加わった荷重を検出できることを確認した．

・ クロストーク特性
荷重点での力の増加に伴い，荷重点以外の点でもセンサ出力値は増加したが，その値は最
大でも荷重点での出力値の 1/4 以下であり，十分に荷重点と非荷重点を区別できることを確
認した．最大空間分解能は，2 mm 以上であることを確認した．

以上から，本織物状触覚センサデバイスでは，交差する二本の繊維で形成される静電容
量をセンサ出力として取得することで加わった荷重を検出でき，しかも荷重点を識別でき
ることを確認した．
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5. 織物状触覚センサデバイスの実装形態

本章では，織物状触覚センサの実装形態について考える．人工中空繊維を格子状に織る
ことで作製する本織物状触覚センサは衣服のような形態を持つ．従って，ロボットなどの
全身に装着する際には，織物状触覚センサをウエアラブルな衣服として実装するような形
態が望ましい．ウエアラブルな実装形態を実現する方法として，① 作製した織物状触覚セ
ンサを衣服に継ぎ当てる，② 人工中空繊維を直接衣服に織り込む，の 2 種類の方法があげ
られる．上記二種類の方法を手袋に適用し，作製したセンサで接触荷重を測定できること
を確認した．以下にそれぞれの実装形態での評価について述べる．

5.1 継ぎ当て型ウエアラブル触覚センサ
綿糸と人工中空繊維を共に織ることで作製した織物状触覚センサ（2 章 図 2-5 参照）を
手袋の上に継ぎ布状に実装し，継ぎ当て型ウエアラブル触覚センサを作製した（図 5-1）．
具体的には，織物状触覚センサに用いた綿糸の一部を，手袋を構成している糸の隙間に織
り込むことで手袋とセンサを一体化した．次に，本センサの接触力検出機能評価を行った．
手袋内にプラスチックケースを挿入して，センサを x-y-z ステージ上に配置し，平行板ばね
からなる荷重変位機構を用いて交点に荷重を印加した．印加荷重とセンサ出力の関係につ
いて図 5-2 に示す．三点で測定した結果，印加荷重に対して同一にセンサ出力値が変化した．
センサ出力は，印加荷重の増加とともに 14 mV（0 mN）から 20 mV（300 mN）まで変化
し，初期値に対して約 1.4 倍まで変化した．しかしながら，手袋表面に継ぎ布状として実装
する前に比べて検出感度がわずかに下がった（4 章 図 4-4 参照）．これは，センサ布を手袋
上に実装したために，印加荷重により手袋も共に変形したためである．以上から，実装先
に応じてセンサを校正する必要があるが，継ぎ当て型でも接触荷重を検出できることを確
認した．
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図 5-1 継ぎ当て型ウエアラブル触覚センサ
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図 5-2 継ぎ当て型触覚センサにおける荷重とセンサ出力の関係

5.2 埋め込み型ウエアラブル触覚センサ
手袋のメッシュ内に人工中空繊維を直接織り込むことで，埋め込み型のウエアラブル触
覚センサを作製した（図 5-3）．本実装形態に関して，まず，外径 250 μm の人工中空繊維
を埋め込み材として試みたが，本人工中空繊維を埋め込んだ触覚センサでは，荷重を検出
することはできなかった．これは，手袋に用いられている糸の直径（約 2.0 mm）に対して
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人工中空繊維の外径が小さかったため，構成材として手袋内に完全に埋もれてしまい，効
果的に荷重が伝わらなかったためである．そこで次に，手袋の糸の直径とほぼ同じ大きさ
の外径 2.0 mm の人工中空繊維を用いて，これを手袋の中指部分に直接埋め込んだ．作製し
たセンサを用いて接触力の検出機能を評価した．ロボットなどが実際に身につけることを
想定し，人間がその手袋を嵌めて実験を行った．具体的には，手袋を嵌めた状態で，中指
部分を電子天秤に押し当てて荷重とセンサ出力の関係を計測した（図 5-4）．埋め込み型触
覚センサの荷重に対するセンサ出力の関係を図 5-5 に示す．
グラフから，印加荷重の増加に対してセンサ出力が，150 mV（0 mN）から 500 mV（3000
mN）まで増加し，本実装形態でも荷重を測定できることを確認した．3 度実験を繰り返し

Artificial hollow fiber

図 5-3 埋め込み型ウエアラブル触覚センサ
Normal load

Direct-knit-typetactile-sensor glove

Electrical balance

図 5-4 埋め込み型ウエアラブル触覚センサ実験方法
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図 5-5 埋め込み型触覚センサにおける荷重とセンサ出力の関係
た結果，出力値のばらつきは 6 %以内であった．センサ出力は最終的に初期値の約 3.3 倍
まで変化した．ただ，初期値が埋め込む前と比べて約 7 倍に増加した．これは，人間の手
に嵌めたことで，人間の手が持つ容量が回路内に寄生容量として入り込んでしまったため
であると考えている．ロボットに実装する場合には，センサは金属表面上に取り付けられ
るため，金属表面を GND にしておくことでこの影響は低減できると考えている．センサ出
力値の変化については，今回の実験では，人間の手に触覚センサを埋め込んだ手袋を装着
して電子天秤を押し込むという方法で荷重を印加したため，微小荷重を制御してセンサに
印加することができなかった．従って，
「3. 織物状触覚センサデバイスの変形モデル評価 図
3-5(b)」にて得た埋め込む前のセンサ出力と直接比較することはできない．今後，微小荷重
領域での特性評価を行い比較検討する必要がある．

以上から，作製した二種類のウエアラブルタイプ触覚センサにおいてでも，静電容量変
化によるセンサ検出で，印加荷重を測定できることを確認した．本実装方法を用いれば，
触覚センサをロボット表面にウエアラブルな形態で実装することが可能である．

5.3 まとめ
織物状触覚センサデバイスの実装形態として，以下に示す二種類のウエアラブル触覚セ
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ンサを提案した．
① 継ぎ当て型ウエアラブル触覚センサ
織物状触覚センサを手袋上に継ぎ布状として実装する，
「継ぎ当て型ウエアラブル触覚セ
ンサ」を作製した．センサ出力は，印加荷重の増加とともに 14 mV（0 mN）から 20 mV
（300 mN）まで，初期値の約 1.4 倍まで変化し，作製したセンサで荷重を検出できること
を確認した．

② 埋め込み型ウエアラブル触覚センサ
直径 2.0 mm の人工中空繊維を手袋のメッシュ内に直接埋め込む，「埋め込み型ウエアラ
ブル触覚センサ」を作製した．作製した触覚センサを人間の手に嵌めて荷重とセンサ出力
の関係を測定した結果，センサ出力が 150 mV（0 mN）から 500 mV（3000 mN）まで約
3.3 倍変化し，印加荷重を検出できることを確認した．

以上から，提案した 2 種類の実装方法：① 継ぎ当て型ウエアラブル触覚センサ及び，②
埋め込み型ウエアラブル触覚センサにおいて，荷重検出できることを確認した．
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6. まとめ及び今後の課題

大きな表面積と任意の断面形状とで構成されるロボットに実装でき，しかもその曲面上
で，接触力を二次元分布量としてセンシング可能な織物状触覚センサデバイスを開発した．
人工中空繊維を作製し，これを格子状に織ることで織物状触覚センサを作り上げた．また，
それらの実装形態として，ウエアラブルな手法を考案した．本研究で得られた結論を以下
に示す．

(1) 織物状触覚センサデバイスの構造及び設計手法の確立
織物状触覚センサ内において接触圧センサとして働く，人工中空繊維の変形モデルを作
成した．具体的には，人工繊維における力学的モデルを提案し，荷重印加に対する変形挙
動を明らかにした．詳細は以下の通りである．
① 織物状触覚センサにおける荷重に対するばね定数は，人工中空繊維の外径 2a，膜厚 h
及び材料のヤング率 E の比率に依存し，これらの値を用いることでセンサ検出感度に応
じたデバイス設計ができる．なお，交差した二本の人工中空繊維で構成される検出部の
ばね定数 ktotal は以下の式に従う．

k total

1
El ⎛ h ⎞
= k s = 1.12
⎜ ⎟
2
(1 − ν 2 ) ⎝ a ⎠

3

② 織物状触覚センサでは，二本の交差した繊維間での静電容量を測定することで荷重検出
を行う．静電容量が交点での接触面積に比例して変化すると仮定し，荷重 P（もしくは
変形量δ）と接触面積との関係を表すモデルを作成した．
人工繊維の変形量と接触面積との関係

S = πr 2 = πaδ
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人工繊維の荷重と接触面積の関係

S = πa

P
k

(2) 織物状触覚センサデバイスの作製プロセスの確立
織物状触覚センサデバイスの作製プロセスを確立した．特にシリコーンゴムチューブの
外周部に均一に金属薄膜をスパッタするための装置を開発した．今回作製した織物状触覚
センサ作製プロセスは以下の通りである．

No.1：0.25 x 0.17 (mm)

・ シリコーンゴムチューブ
（外径 x 内径）

No.2：1.0 x 0.5 (mm)
No.3：2.0 x 1.0 (mm)
No.4：3.0 x 2.0 (mm)
No.5：3.0 x 1.0 (mm)

・ 金属薄膜形成

Au ：250 nm

・ 絶縁薄膜形成

パリレン C：1 μm

作製した織物状触覚センサ（3 種類）

(a)
(b)
(c)

縦方向
横方向
検出点数
間隔 （mm） 間隔 (mm)
1.7
12
15
2
2
25
2
6
16

(3) 織物状触覚センサデバイスの変形モデルの有効性評価
人工繊維変形モデルの有効性について実験的に検証した．得られた結果は以下の通りで
ある．
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① 人工中空繊維の変形モデルの有効性
・ 微小変形領域において，印加荷重の増加に伴い人工繊維交点では繊維がほぼ線形に変形
した．
・ 理論上のばね定数が同じもしくは近い関係にある二種類の繊維は，荷重変位曲線におい
て傾きがほぼ等しくなった．
・ 1 本の人工中空繊維の押し込みから得られたばね定数の値はいずれも，2 本を交差させ
た繊維の押し込みから得られたばね定数の値の概ね 1/2 の値であった．
・ ばね定数は作成した繊維変形モデルで示唆したように人工繊維の半径と膜厚の比の 3
乗とヤング率の積である E(h/a)3 の値と比例した関係を示した．
以上より，構築した人工中空繊維の荷重に対する変形モデルは，実際の繊維の変形挙動
と一致することを確認した．．

② 接触面積変化とセンサ出力のモデルの有効性
・ 初期のセンサ出力値
センサの初期値（荷重を印加していないとき）は，人工中空繊維の半径に依存し，その
値は，繊維の半径が大きくなるほど大きな値となった．
・ 変形量に対するセンサ出力の関係
外径 250 μm の人工中空繊維（No. 1）に関しては，センサ出力に繊維の半径の影響が
表れたが，外径 1～3 mm の繊維（No. 2 から No. 5）のセンサ出力には，半径の影響は
表れなかった．
・ 印加荷重に対するセンサ出力の関係
外径 1～3 mm の繊維（No. 2 から No. 5）までの繊維に関しては，繊維変形モデルで
示唆されるようにセンサ出力とばね定数の逆数とは比例した関係となった．外径 250 μm
の人工中空繊維（No. 1）に関しては，実験結果に半径の影響が表れた．

以上から，織物状触覚センサの接触面積の変形モデルに関して，変形量δが半径 a に対し
て十分に小さい条件において，初期値を付加する及び半径の値を一定にすることで実際の
変形に対応できることを確認した．センサの機能を最大限に使用するためには，変形量δの
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値が半径 a に比べて大きい条件（大変形の領域）に対しても，その変形挙動を表現できる
モデルを構築することが必要であり，今後の大きな研究課題である．

(4) 織物状触覚センサデバイスの基本特性の評価
織物状触覚センサ（No. 1：直径 250 μm のシリコーンゴムチューブで作製したもの）の
基本特性について評価した．得られた結果は以下の通りである．
・ 人工中空繊維の伸び特性
人工中空繊維の軸方向の伸びに対する耐性について評価した．伸長させたときの電気的抵
抗変化を測定し，約 10%の伸び歪みで金属薄膜部分が断線することを確認した．

・ 大変形領域における人工中空繊維の接触力検出
印加荷重の増加に伴って繊維間の静電容量は非線形に増加し，最終的に約 2 倍の値となっ
た．人工繊維の変形を大変形領域まで拡張すれば，センサの測定レンジを 250 mN まで大
きくできる．

・ 人工中空繊維と綿糸を一緒に織り込んだ織物状触覚センサの荷重に対する出力特性
印加荷重の増加に伴って，人工繊維で形成される各交点でのセンサ出力は増加し，最終的
に約 1.6 倍の値となった．しかしながら，人工繊維を織り込むことで荷重に対する検出感度
が低下した．周りの糸との干渉が原因であると考えている．織った後にセンサとしての校
正をする必要はあるが，センサに加わった荷重を検出できることを確認した．

・ クロストーク特性
荷重点での力の増加に伴い，荷重点以外の点でもセンサ出力値は増加した．しかし，その
値は最大でも荷重点での出力値の 1/4 以下であり，荷重点と非荷重点を十分に区別できる能
力があることを確認した．最大空間分解能は，2 mm 以上であることを確認した．
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以上から，本織物状触覚センサデバイスでは，交差する二本の繊維で形成される静電容
量変化をセンサ出力として取得することで加わった荷重を検出でき，しかも荷重点を識別
できることを確認した．

(5) 織物状触覚センサデバイスの実装形態の検討
織物状触覚センサデバイスの実装形態として，以下に示す二種類のウエアラブル触覚セ
ンサを提案した．
① 継ぎ当て型ウエアラブル触覚センサ
織物状触覚センサを手袋上に継ぎ布状として実装する，
「継ぎ当て型ウエアラブル触覚セ
ンサ」を作製した．センサ出力は，印加荷重の増加とともに 14 mV（0 mN）から 20 mV
（300 mN）まで，初期値の約 1.4 倍まで変化し，作製したセンサで荷重を検出できること
を確認した．

② 埋め込み型ウエアラブル触覚センサ
直径 2.0 mm の人工中空繊維を手袋のメッシュ内に直接埋め込む，「埋め込み型ウエアラ
ブル触覚センサ」を作製した．作製した触覚センサを人間の手に嵌めて荷重とセンサ出力
の関係を測定した結果，センサ出力が 150 mV（0 mN）から 500 mV（3000 mN）まで約
3.3 倍変化し，印加荷重を検出できることを確認した．

以上から，提案した 2 種類の実装方法：① 継ぎ当て型ウエアラブル触覚センサ及び，② 埋
め込み型ウエアラブル触覚センサにおいて，荷重検出できることを確認した．

織物状触覚センサデバイスの今後の研究課題を以下に示す．
(1) 長い線長を持つ人工中空繊維の作製プロセスの確立
(2) 織機を用いた織物状触覚センサデバイスの作製手法の確立
(3) 接触面積変化モデルとセンサ出力との関係の検討（大変形領域での変形モデル）
(4) 二次元接触圧分布量測定用回路及びソフトウェアの開発
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近年，介護ロボット，ペットロボット，ヒューマノイドロボットなど，人間の生活環境
下で仕事を行うロボットの開発事例が多くなってきている．これらのロボットは，人間と
直接接触し，コミュニケーションをとることが要求される．そのためのロボットには，繊
細な情報センシング，ハンドリング，そして人間の皮膚のように全身でのセンシング機能
が必要とされる．すなわち，使用する部位によって以下に示す二種類の触覚センサが必要
となる．
(1) 物体に対して繊細な操作が必要となる部位（四肢，指先など）
1 つのデバイスで接触力と硬さの複数の物理量が検出できる触覚センサ
(2) 物体との接触状態を広範囲で検出する部分
任意の三次元曲面状かつ大面積部位に実装でき，接触圧及びその分布量が検出可能な触
覚センサ
しかしながら現在まで開発された触覚センサは何れも「一つのデバイス構造で接触力と硬
さの複数の物理量が検出できない」，また，「三次元曲面上かつ大面積へ実装できない」と
いう欠点があった．
本研究では上記問題を克服し，ロボット全身での高度な触覚センシングを実現する，①
対象物の接触力と硬さを一つのデバイス構造で取得できる「能動型触覚センサ」と，② 任
意の三次元曲面上でかつ大面積へと展開できる「織物状触覚センサ」の二種類の触覚セン
サデバイスを提案した．また，それらの構造解析，設計手法，マイクロマシニング技術に
よる作製プロセスを確立した．以下にそれぞれの触覚センサについて得られた成果を述べ
る．

① 能動型触覚センサ
受動センサである Si ダイアフラム部に能動素子である磁気アクチュエータを付加するこ
とで，一つのデバイス構造で接触力と硬さの両方の物理量が検出可能な磁気駆動能動型触
覚センサデバイスを開発し，以下に得られた結果を示す．
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・ 能動型触覚センサデバイスのセンシング部およびアクチュエータ部，それぞれについ
て構造解析を行い，作製するさいの設計手法を確立した．
・ センシング部 Si ダイアフラム構造及び，アクチュエータ部磁気マイクロフラットコ
イルを，マイクロマシニング技術を用いて製作する作製プロセスを確立した．
・ 作製した磁気駆動能動型触覚センサデバイスを用いて，対称物の硬さ検出を行った．
磁気アクチュエータにより，ダイアフラム部を振動駆動モードにて動作させた結果，
対象物のばね定数及び粘性減衰係数の取得ができ，本センサが，対象物を区別する機
能を持つことを確認した．
・ 能動型触覚センサデバイスの実装形態について，DIP ソケットを用いる方法とフレキ
シブルプリント基板にて直接配線を行う実装手法を確立した．

② 織物状触覚センサ
MEMS 薄膜形成技術を用いて，弾性体の芯材（シリコーンゴムチューブ）に均一に金属
薄膜（Au 薄膜）及び絶縁薄膜（パリレン C 薄膜）を被膜して人工中空繊維を作製し，これ
を衣服のように織ることで織物状触覚センサを開発した．以下に得られた結果を示す．
・ 織物状触覚センサデバイスにおける人工中空繊維変形挙動を表現する力学的モデル
及び，センサ出力値の変化を表現する物理モデルを確立した．
・ マイクロマシニング技術による人工中空繊維作製プロセスを確立した．特に，シリコ
ーンゴムチューブの表面に均一に金属薄膜をスパッタリングするための回転機構を
開発した．
・ 作製した人工中空繊維と綿糸とを組み合わせて，様々な分解能を持つ織物状触覚セン
サを作製した．
・ 織物状触覚センサにおいて接触圧を検出できることを確認した．また，隣り合う検出
点間でのクロストークを評価し，現状 2 mm の空間分解能で接触力検出できることを
確認した．
・ 織物状触覚センサの実装方法として，織物状触覚センサを衣服に継ぎ当てる，もしく
は人工中空繊維を直接衣服に織り込む，の二種類のウエアラブルな手法を提案し，何
れの実装形態でも接触圧を検出できることを確認した．
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以上から，本研究では，ロボット全身での高度な触覚センシングを実現することを目的
として二種類の触覚センサを開発し，それらがそれぞれの用途に対して有用な機能を持つ
ことを確認した．しかしながら，本研究で得られた成果は未だ基礎段階にあり，今後さら
に作製，実装，検出方法などの技術を検討することで，さらに高度な触覚センシングシス
テムへと発展できると考えている．
MEMS 技術の特長は，様々な分野の要素技術を融合して，新しい価値を創出できるとい
うことにある．本研究では，従来技術に新しいアイデアを取り入れ，MEMS 技術で繋ぐこ
とで，システムの価値を握る際立った特長を持つデバイスを実現した．本研究では，MEMS
技術の性質を理解し，その特長を生かすことで新しい世界の扉を開けるというビジョンを
具体的な形で提示できたと考えている．
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