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柔軟触覚センサのアレイ化
Toward large-scale tactile sensor implementation: array of flexible tactile sensor using
spiral inductors and magnetorheological elastomer sheet
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To address issues on conventional tactile sensors, such as low durability, sensitivity, and maintainability, we have
proposed a flexible tactile sensor using a magnetorheological elastomer and a spiral inductor. To measure contact force
distributions with an array sensor using several inductors, we should investigate interferences among inductors because
our sensor works based on electromagnetic effect. In this study, we investigated how the inductance of the one inductor
of a pair of inductors changes when another neighboring inductor is activated. The results demonstrated that the
inductance increased when the neighboring inductor was activated, and that the amount of increase was reduced with
a larger distance condition between the two inductors. We concluded that two inductors should be separated over 20
mm to maintain the sensor response curve obtained in a single activation condition.
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1. 緒言
ロボットに触覚を与えるため数多くの触覚センサが開発さ
れてきた（例として文献[1-6]を参照）が耐久性や感度，メンテ
ナンス性，製造の容易さなどといった多くの課題が残されて
いる．これらの課題を解決するため，筆者らは磁性エラストマ
とスパイラルコイルを組み合わせた柔軟触覚センサを提案し
てきた[7-9]．このセンサは，スパイラルコイルの上にシリコー
ンゴムのシートおよび磁性エラストマのシート（鉄粉を含有
させたシリコーンゴムシート）を順に敷いた構造である（図 1）．
接触力が与えられると磁性エラストマシート中の鉄粉がスパ
イラルコイルに接近するため，スパイラルコイルのインダク
タンスが増加する．この原理により，センサ表面に与えた接触
力をインダクタンスの変化として検出することができる．こ
れまでに筆者らは単一のスパイラルコイルについて接触力と
インダクタンス変化の関係を明らかにしてきた[7,9]．
上記センサを用いてセンサ表面に与えられた接触力の分布
を検出するためには，必要な空間解像度に応じた数のコイル
を実装することが必要となる．この場合，複数のインダクタン
スディジタルコンバータを用いて各コイルのインダクタンス
を同時に測定し，接触力の分布を測定することが想定される．
しかし，インダクタンス測定に伴うコイルへの電流付加（以下，
コイルの駆動と呼ぶ）によって生じるコイル間の電磁気的相
互作用により，各コイルのインダクタンス測定値に変化が生
じることが推察される．この干渉によって生じるインダクタ
ンスの変化量が，接触力によって生じるインダクタンスの変
化量より大きい場合，接触力の測定が困難となることが予想
される．
そこで本研究では直径 10 mm の 2 つのスパイラルコイルを
用い，コイル同士を近接させて駆動した際に測定対象のコイ
ルに生じるインダクタンス変化を測定した．その結果，隣接す
るコイルを駆動した場合，測定対象であるコイルのインダク
タンスは高い再現度で一定値増加することを確認した．また，
この増加量はコイル同士が離れるにつれて急激に減少するこ
とを確認した．そこで，この増加量が接触力の測定に影響しな
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Fig. 1 Our previously-proposed flexible tactile sensor: (a) appearance
of the sensor; (b) its cross-sectional schematic. A spiral inductor is
printed on a circuit board while magnetorheological elastomer and
silicon rubber sheets are placed on the board. The proposed sensor
can measure the applied normal force by monitoring the change in
inductance of the spiral inductor.
い距離を調べた結果，2 つのコイルを中心間距離で 20 mm 以
上離せば良いことがわかった．さらに 2 つのコイルを 20 mm
離した状況で，隣接するコイルを駆動した場合としない場合
の条件間で接触力に対するインダクタンス変化を比較した結
果，センサ押し込み量に対するインダクタンス変化曲線は２
条件でほぼ変わらなかった．したがって，本研究で用いた直径
10 mm のコイルであれば中心間距離を 20 mm 以上として実装
すると，コイル同士の干渉によって生じるインダクタンス変
化が接触力の測定に影響を与えないことを確認した．

No. 18-2 Proceedings of the 2018 JSME Conference on Robotics and Mechatronics, Kitakyushu, Japan, June 2-5, 2018
1A1-K15(1)

2. 提案センサ

150 mm
提案する柔軟触覚センサの外観と模式図を図 1 に示す．提
m
案センサは，シリコーンゴムシートに磁性エラストマシート
m
0
を重ねた 2 層構造のエラストマシート，及びフレキシブル基
15
板上に配線で実装したスパイラルコイルから構成される．磁
Magnetorheological
性エラストマ（Magnetorheological elastomer: MRE）は，シリコ
elastomer sheet
ーンゴムなどの弾性材料に高い透磁率を持つ磁性粒子を含有
させた機能性材料である．
Silicon rubber sheet
磁性粒子を含有する磁性エラストマは高い透磁率を有して
いるため，提案センサにおいてコイルの磁気コアとして機能
Plastic holder
(a)
する．2 層構造のエラストマ表面に接触力が与えられると，そ
の大きさに応じて磁性エラストマとコイル間距離が短くなる．
Main inductor
Plastic holder
これは原理的にコイルのインダクタンスを変化させる作用を
Neighboring inductor
持つため，インダクタンス値を測定することで表面に与えら
れた接触力の測定が可能となる．
製作した提案センサを図 2 に示す．2 層構造のエラストマは
150 mm 角で厚みが 10 mm のシリコーンゴムシート上に，厚
み 2 mm の磁性エラストマシートを積層したものである．シリ
コーンゴムの原料として，Ecoflex00-30（Smooth-On 社）を使
用した．このシリコーンゴムに粒子径 50 μm の鉄粉を体積比
Flexible printed circuit board
Inductor interval d
20 %で混合したものを磁性エラストマとした．このエラスト
マは位置決め用の樹脂製ホルダ上に敷き，2 枚のフレキシブル
(b)
基板はホルダ下面に貼り付けた（図 2(b)）
．各基板にはそれぞ
Fig. 2 Developed proposed sensor: (a) appearance of the developed
れ 4 つのコイルが実装されているが，今回用いるのは基板毎
sensor; (b) bottom view of the developed sensor.
に 1 つのみである．基板にパターン配線で実装したコイルは
直径 10 mm の 2 層のスパイラルコイルとした．配線幅と配線
間幅はともに 0.1 mm であり，巻き数は両面合計で 32 ターン
とした．フレキシブル基板の位置を貼り替えることで，2 つの
Analog-to-digital
converter
Forceｰtorque sensor
コイルの中心間距離 d を調整できるようにした．以後，センサ
応答の計測対象とするコイルをメインコイルと呼び，一方の
Cylindrical
コイルを隣接コイルと呼ぶ．
indenter

3. 実験
3.1 実験環境
押込力及び隣接コイルの駆動のそれぞれに対するメインコ
イルのインダクタンス変化を計測するため，図 3 に示す環境
でインダクタンスを測定した．センサは 3 軸ロボットステー
ジ（IAI 社製 TTA-C3-WA-30-25-10）に取り付けた．3 軸ステー
ジにはフォーストルクセンサ（F/T センサ; BL Autotech 社製
Mini 2/10-A）を取り付け，F/T センサには先端には樹脂製で円
柱形状の圧子（直径 10 mm）を取り付けた．F/T センサの出力
はアナログディジタル変換器（CONTEC 社製 AI-1664LAXUSB）を用いて測定した．コイルインダクタンスはインダクタ
ンスディジタルコンバータ（テキサスインスツルメンツ社製
LDC1614EVM）を用いてパソコンで取得した．両者ともにサ
ンプリング周波数は 50 Hz とした．
3.2 押込力に対するインダクタンス変化
まず，隣接コイルを駆動させない条件で，押込力を与えた際
にメインコイルに生じるインダクタンス変化を測定した．実
験手順は文献[7, 9]と同様であり，圧子中心がコイル中心と一
致する位置において，圧子をエラストマ表面から 6 mm 押し込
む測定を 10 回繰り返した．
押込力に対するインダクタンス変化の様子を図 4 に示す．
図中，実線および拡大図中の黒点が 10 回の試行における平均
値であり，灰色の領域が標準偏差 2σ の領域である．結果より，
与えた接触力に対してインダクタンスは再現度よく単調増加
した．この測定において，エラストマを 6 mm 押し込んだ際の
最大のインダクタンス変化量（初期値からの増加分）は 10 試
行平均で 0.0032 μH であった．

Proposed sensor

Personal computer

Inductance-to-digital
converter

Tri-axis robot stage

Fig. 3 Experimental setup for measuring the change in inductance. A
normal force was applied to the sensor surface by a three-axis robot
stage with a cylindrical indenter. A personal computer captured the
inductance and the outputs of a force–torque sensor via an
inductance-to-digital converter and analog-to-digital converter.
3.3 コイル間距離がインダクタンス測定値に与える影響
次に，隣接コイルを駆動した条件でメインコイルに生じる
インダクタンス変化を確認した．図 5 に，両コイルの中心間距
離を変化させた場合のメインコイルのインダクタンス変化量
（初期インダクタンスからの差分値）を示す．ここでは，コイ
ル間距離 d を 10 mm から 30 mm まで 5 mm 毎に変化させ，各
距離において 10 回測定を行った．なお，d＝10 mm の時は両
コイルの最外端が接する条件である．図中，黒点がインダクタ
ンス変化量の平均値であり，エラーバーは標準偏差 2σ を表し
ている．参考のため，センサを 6 mm 押し込んだ際のインダク
タンス増加量（3.2 項で測定したもの）を図中の破線で示して
いる．
結果，隣接コイルを駆動させるとメインコイルのインダク
タンスは増加した．また，この増加量はコイル中心間距離が離
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Fig. 4 Inductance change versus the applied normal force across 10
trials. The solid line and shaded gray region indicate the mean value
of the inductance and twice the standard deviation (2σ) of inductance,
respectively. The inductance monotonically increases with the
applied normal force.
れるにつれて急激に減少している．加えて，インダクタンスの
変化量に対して 2σ の区間が極めて小さかった．このため隣接
コイルが駆動した際に生じるインダクタンスの増加は非常に
再現性が良いものであった．
また接触力を与えた際に，隣接コイルを駆動したことによ
るインダクタンスの増加量に変化がみられるかを確認した．
隣接コイルを駆動した条件及びしない条件の，センサ押し込
みに対するインダクタンス変化の比較を図 6 に示す．3.1 項の
実験と同様に圧子とコイル中心が一致する位置においてセン
サ表面を 6 mm 押し込んだ．ここでコイル中心間の距離は，図
5 で求めたインダクタンス変化がセンサ応答に比べて小さい
20 mm とした．図中，黒色破線が隣接コイルを駆動していな
い場合の，灰色実線が駆動した場合の 5 回測定におけるイン
ダクタンス変化の平均値をそれぞれ示している．結果より，押
し込んだ深さに関わらず両曲線は値がほぼ一致している．し
たがって無負荷時に干渉が抑えられるコイル間距離を確保す
ることで，押込力印加時にも干渉が抑えられることを確認し
た．

4. 議論
隣接コイルを駆動した際，メインコイルのインダクタンス
が増加することを確認した．メインコイルのインダクタンス
は，そのコイルを貫く磁束の量によって決定される．隣接コイ
ルを駆動させた場合，隣接コイルが作る新たな磁束がメイン
コイルの作る磁束を強めるように作用する可能性があり，さ
らにこの効果はコイル同士が近いほど大きくなると考えられ
る．その結果，隣接コイルを駆動した際に，メインコイルのイ
ンダクタンスが増加すると考えられる．この他に，2 つのコイ
ルが接近することにより相互インダクタンスの成分が加わる
ことでインダクタンスに変化が生じることも想定される．メ
インコイルに他のコイルを近づけた際に生じる電磁気学的現
象に関しては，より正確な議論のために今後さらなる実験と
検証が必要である．
3.3 項の結果より，隣接コイルが駆動した際に生じるインダ
クタンスの増加量（ここではΔLN とする）は再現性が良いた
め，一見するとコイル間の距離と駆動タイミングが既知であ
れば補正可能のように思われる．しかしながら，大規模にコイ
ルを実装し測定を行う場合にはどのコイルがどのタイミング
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Fig. 5 Inductor interval d versus inductance changed caused by the
interference of two inductors. The dots and their error bars indicate
the mean value and twice the standard division (2σ) of measure
inductance change across 10 trials. For reference, the dotted line
indicate the inductance change when a vertical deformation of 6 mm
is applied.
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Fig. 6 Inductance change versus applied vertical deformation. The
solid and dotted lines indicate the mean value of measure inductance
change when a neighbor inductor with an interval of 20 mm was
driven or not driven across 5 trials, respectively.
で駆動しているかを測定者が把握することは容易ではない．
これは，多量のインダクタンスディジタルコンバータを同期
させながらインダクタンスを測定することは測定システムを
複雑にするからであり，実用上もそのような構成は避けるべ
きである．そのため，ΔLN を補正することは容易ではないと
いえる．
実用上の一つの解決手段は，隣接コイルが駆動した際のイ
ンダクタンス変化ΔLN がセンサ本来の応答，すなわち接触力
を与えた際のインダクタンスの増加量（ここではΔLS とする）
より十分小さくなるようなコイル配置にすることである．3.2
項で示したように，センサを 6 mm 押し込んだ際のインダクタ
ンスの増加量ΔLS は最大で 0.0032 μH であった．このΔLS と
ΔLN を比較すると，コイル中心間距離 d が 15 mm 以下の場合
はΔLN が大きい結果となった．したがって，コイル間の距離
を 15 mm 以下として実装した場合，隣接コイルが駆動したこ
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とによるインダクタンスの増加であるのか，接触力が加えら
れたことによる増加であるのかの弁別が困難となる．3.3 項の
結果より，コイル中心間距離 d が 20 mm 以上であればΔLN は
ΔLS に比べて十分小さいことがわかる．また，この関係は押込
力が与えられた場合にも大きく変化しないことも確認した．
したがって，大規模にコイルを実装した際，相互の干渉を受け
ずに接触力を測定するためには d を 20 mm 以上としてコイル
を実装すれば良いといえる．
以上で述べたように直径 10 mm のコイルを用いた場合は，
コイル間距離を 20 mm 以上離すことが干渉の問題を避ける一
つの方策である．一方で，コイルの実装密度は接触力の分布を
測定する際にその空間分解能を決定する要因となるため，ア
プリケーションによってはより高密度に配置できることが望
ましい．この場合考慮すべきは，単一のコイルの占める空間応
答領域とそのコイル間での重複である．先行研究[7]において
筆者らは直径 10 mm のコイルの空間応答を調べ，その応答領
域がコイル中心から半径 12 mm の円形であることを示した．
つまり，コイル同士を 20 mm 間隔で配置したとしても一部の
応答領域には重なる箇所があることを意味している．Lepora
らは 2 つの触覚センサの応答領域に重なりを設けることによ
ってそのセンサ間の応答が超解像技術を用いて補間可能なこ
とを示し，空間分解能を向上できることを示した[10]．提案セ
ンサにおいても，コイル同士の干渉を避けるためにコイル間
距離を離した際に生じる空間分解能の低下をこのような触覚
超解像技術を用いて補間できる可能性があり，この検証が今
後の課題の一つである．

5. 結論と今後の展望
提案するスパイラルコイルと磁性エラストマを組み合わせ
た柔軟触覚センサを大規模実装するため，本研究では隣接す
るコイルまでの距離が測定対象のコイルのインダクタンスに
与える影響を検証した．実験結果より，隣接するコイルを駆動
した際，測定対象のインダクタンスが増加し，その増加量はコ
イル中心間の距離が短いほど急激に大きくなることを確認し
た．この増加量が接触力の測定に影響を及ぼさないコイル中
心間の距離は 20 mm 以上の場合であった．また 2 つのコイル
を 20 mm 離した条件において，隣接するコイルを駆動させた
場合としない場合で接触力に対するインダクタンス変化を比
較した結果より，隣接するコイルが駆動したことによって生
じるインダクタンスの増加量は接触力には依存しないことを
確認した．したがって，本研究で用いた直径 10 mm のコイル
であれば中心間距離を 20 mm 以上として実装すると，コイル
間の干渉によって生じるインダクタンス変化が接触力の測定
に影響を与えないことを確認した．
今回の実験においては，直径が 10 mm のコイルのみの測定
を行った．一方で，隣接するコイルが駆動した際のインダクタ
ンスの増加量はコイルの他のパラメータ，例えばコイル直径，
コイル巻き数，測定電流等によって変動することが推察され
る．したがって，これらのパラメータを変えた際の増加量の変
化を網羅的に調査し，コイルを大規模実装する際の設計指針
を導出することが今後の課題として挙げられる．また，今回の
結果に基づいて複数のコイルをロボット表面などに実装し，
広い表面に与えられた接触力の分布測定も行う予定である．
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