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Abstract: In this study, we developed a hand-held type tactile sensor using a thin plate with PVDF film for evaluating
surface properties such as micro-step shapes. We examined a method to calculate the scanning length using the signals from
a pair of the two sensors during manually tracing the target surface.

１．緒言
Probe

ものづくりの現場における製品の品質検査工程では，
目視や画像の検査だけでは判別が困難なケースが数多

PVDF
film

くあり，人間の触覚を利用した検査が行われることが
ある 1~3)．しかしながら，触感に頼った検査は主観的で
あいまいな評価に陥ってしまうため，定量的なデータ

Sensor A Sensor B

を取得でき，なおかつ，従来の測定機器よりも簡便に
表面状態の測定計測を行える手法の開発が望まれる．

Casing

我々は，微小段差等の表面状態を計測する手法とし
て，高分子圧電材料であるポリフッ化ビニリデン
（PVDF）を検出素子とし，薄板はりの構造により構成
される Whisker 型の触覚センサ 4~ 6)について検討してき
7~9)

た

．PVDF は，軽量・柔軟で，広範囲の周波数に応

答する等の利点を有する．また，変位の時間微分に比
例した出力が得られるため，動的に素早く対象面をな
ぞった場合に凹凸やエッジ等の急激な変化がある部分
で大きな出力が得られることに特長がある．
我々の過去の研究において，薄板型触覚センサを自
動ステージ上に固定し対象面上を走査させることで，

Fluorine resin plate

十 µm オーダの段差検出や微小な表面粗さを評価でき
7, 8)

ることを示してきた

Fig. 1 Prototype hand-held type tactile sensor

．また，2 組の触覚センサを同

時に走査させることにより，走査速度の評価も行える
ことを示した 9)．

ンサ部は，
厚さ 0.1 [mm]の金属製薄板はり（幅 12.7 [mm]）

本研究では，表面状態の検査を簡便なシステムで実

からなり，検出素子として PVDF フィルム（東京セン

現することを目指し，人が手動で走査できる携帯型の

サ製，SDT1-028K）
を貼り付けた．薄板はりの先端には，

触覚センサシステムについて試作検討を行った．人が

直径 0.93 [mm] の半球面プローブ（ミスミ製，NP-120N）

センサを手動で走査する際には，走査速度を一定に保
を熱硬化性エポキシ樹脂によって取り付け，トレーシ
つことができないが，形状プロファイルを評価するた
ング動作をする際の接触点とした．プローブの先端は，
めには，センサが走査した移動量を把握することが必
過度の摩擦状態を防ぐため，フッ素樹脂系潤滑剤（フ
要である．そこで本報告では，携帯型の触覚センサに
ァインケミカルジャパン製，FC-250）を塗布し，コー
ついて，走査量の評価実験を行った．
ティングを行った．
この薄板はり型のセンサ部を 2 組作製し，人の手で

２．実験
把持可能なケーシング（外形寸法：100×50×60 [mm]）

2.1 試作センサ
の内部に片持ちはりの状態で固定した（固定部からプ
試作した携帯型触覚センサの形状を Fig.1 に示す．セ

ローブ先端までの長さ：50 [mm]）．プローブ先端は，
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ケーシング底面のスリットから 8 [mm]露出させており，

前側）の波形について，段差の登り時もしくは下り時

プローブを対象面に押し当て，薄板はりを一定たわま

を区別せず，波形がピーク（指標 i，i=1～8）をとる時

せた状態を初期状態とし，対象表面上を走査させるこ

刻を，一定の閾値を用いて検出した．次に，このセン

ととした．また，携帯型触覚センサの底面は計測の際

サ A の波形ピークをトリガーとし，この時刻以降全て

の滑りやすさを向上させるため，フッ素加工プレート

のセンサ B の波形と，波形ピークの前後 20 [ms]幅で切

（ミスミ製，PTFE-200-20）を貼り付けた．

り出したセンサ A のピーク波形との相互相関をとり，

センサ部は，対象面の凹凸高さによって，はり形状

波形の類似度を調べた．相互相関の値は，複数のピー

がたわみ，結果として PVDF の伸縮変形による出力電

クを有するが，設定した閾値以上のピークを最初にと

7~9)

．この PVDF フィルムからの出力は，外

る時間を，センサ A, B が同一の段差形状を通過する際

部の電流プリアンプ（NF 回路ブロック製，LI-76）に

の時間のずれ量とした．この時間のずれ量を τi とする

よ り 電 流 - 電 圧 変 換 を 行 い ， A/D 変 換 器 （ National

と，この走査時刻間の平均的な走査速度 vi は，センサ

Instruments 製，USB-9234）
を介して PC に取り込んだ．

A, B 間の距離 （8.9
l
[mm]）を用いて次式で計算できる．

荷を生じる

vi = l τ i

4

なお，アンプの利得は 10 [V/A]と設定した．

(1)

上記の手法により，走査速度 vi を走査時間全体にわ

2.2 実験方法

たって求めた．ここで，vi をとる時刻は，センサ A, B

走査対象のサンプルとして，平滑なアクリルプレー

が同一の段差を通過する 2 つの時刻の中間時刻（Ti）と

ト上に不等間隔に配置した 20, 40, 60 [µm]のフィラーゲ

して対応付けた．最終的に，各段差の登りもしくは下

ージ（各幅：12.7 [mm]）を用いた．この形状プロファ

り間（i～i+1 区間）の走査量 di ~i+1 は，次式の通り求め

イルを Fig. 2 に示す．試作した携帯型触覚センサを用い

る．

di ~i+1 = (vi+1 + vi )(Ti +1 − Ti ) 2

て，この対象サンプル上を，およそ 1 秒内で走査した．
実験は 5 回繰り返した．

(2)
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2.3 走査量の検出方法
Fig. 3（a）に，センサを走査した際に得られる典型的
な出力波形を示す．20 [µm] の微小な段差についても，
触覚センサにより，段差の登り時，下り時に特徴的な
波形が得られていた．
しかし，特にセンサが段差を下ったときに得られる
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出力は，基準面との衝突に起因する周波数帯域の高い
過渡的な自由振動波形が生じている 7)．そこで，走査量
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(b) Exponential averaged signal

の評価を行いやすくするため，得られたセンサ出力に

Fig.3

対して指数移動平均処理（時定数：30 [ms]）を行った

Sensor output

（Fig. 3（b）
）．結果，段差の登り（信号の＋側）
，段差

３．結果
の下り時（信号の－側）が明瞭に識別できる状態とな
繰り返し 5 回走査したときの，走査速度の変化状態

った．また，段差高さの大きさに応じた出力が得られ

を Fig. 4 に示す．ここで，最初の段差（20 [µm]）を通

ていることもわかる．
指数移動平均により得られた，センサ A（進行方向

過する際に求められる時刻 T1 を 0 [s]とした．走査時，
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極力一定速度で走査させるようにしたが，始動，スト

４．まとめ

ップ等の影響により走査速度が一定となっていないこ
本研究では，携帯型触覚センサについて試作実験を
とがわかる．
行い，携帯型のセンサシステムで課題となる走査量の
センサ出力値を用いて，対象形状のプロファイルを
評価方法について検討を行った．本研究の結果を以下
算出したものを Fig. 5 に示す．グラフ縦軸には，実際の

にまとめる．

段差高さに対応する値として，センサ出力の生波形を

・20 [µm]程度の微小な段差について，簡便な計測シス

時間積分処理した値を用いた．これは，センサが段差
テムで評価が可能であった．
を登る時もしくは降りる時に現れる信号は，段差の幾
・従来の表面粗さ計と比較して，大きな速度で対象面
何形状に対応した時間微分応答を示し，この信号値を
上の走査を行い，段差幅，間隔が評価可能であった．
時間積分した値は，段差高さと線形に比例する 7)ことを
今後，ケーシング内にアンプ基板も含めた実装を行
利用したものである．この時間積分値は，各段差の登
う予定である．また，様々な計測状況におけるロバス
り時下り時についてのみ個別に求めることとし，その
ト性を考慮した検討を行い，簡便な表面性状の評価ツ
積分区間はピーク波形が生じる時刻の前後 20 [ms]の幅

ールの開発を行っていきたい．

とした．この時間積分値を合算していくことで，最終
的に対象形状の高さに対応した値を求められる．また，
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