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１．は じ め に

近年，モノのインターネット(Internet of 
Things; IoT)技術により，多数多種類のセン

サがネットワークで接続され，そこから得ら

れる多くの情報を活用していこうという取組

が多くの分野で行われている．産業分野では，

ドイツにおいて「Industry 4.0」として提唱さ

れているように，生産工場のスマート化によ

る「第 4 の産業革命」が期待されている1)．

これは，さまざまな機械やパイプライン等，

工場のさまざまな場所に設置された種々のセ

ンサからの情報をビッグデータとして収集・

分析し，効率化や最適化，低コスト化，ある

いはカスタムメイド化を図り，製品の国際的

な競争力を向上しようというものである．さ

らに，本邦政府は「Society 5.0」として，世

界に先駆けた超スマート社会の実現を目標と

して掲げており，産業分野はもちろん，ケア

システムや災害対策，交通，インフラ等，社

会のあらゆる面で IoT や情報通信(ICT)技術

を活用するため，その基盤となるロボット，

センサ，バイオテクノロジー，素材・ナノテ

クノロジー，光・量⼦等の技術について強

化を推進している2)．このような中で用いら

れるセンサの小型化や高機能化に寄与するの

が MEMS 技術である．MEMS とは，「Micro-

Electro-Mechanical Systems」のアクロニムで，

電気的な機能と機械的な機能を併せ持った微

小装置のことである3)．LSI に用いられる半

導体の微細加工技術を応用することで，m
オーダーの非常に小さい可動構造を一括大量

に作製でき，これらを検知部として用いるこ

とで，加速度センサやジャイロセンサ等，ス

マートフォン等に多数搭載できるような小型

で安価なセンサデバイスが実現されている．

さらに，構造自体が電気的な機能を兼ね備え，

さらに官能膜等の機能性薄膜を集積化するこ

とで，物理的なセンサだけではなく，化学セ

ンサやバイオセンサ等，さまざまな機能のセ

ンサへの応用が可能である．

著者らのグループも，とくにセンサ機能の

複合化を念頭に置き，触覚センサ4)や化学セ

ンサ5)，バイオセンサ6)等の研究を進めてい

る．これらのセンサはヘルスケア分野や工場

のスマート化，あるいはサービスロボット等

での応用を期待している．本論文では，とく

に半導体としての性質と MEMS 構造を組み

合わせ，単一のセンサデバイスで光・温度と

多軸接触力を同時に検知できるコンボセンサ

と，それを用いた物体の質感計測手法につい

て解説する．このセンサは対象物からの反射

光と接触時の荷重と滑り，温度変化を同時に

計測可能であり，これにより対象物の近接・

接触状況を検知することで，スマート社会に

おいて人と共存するロボットに安全性と作業

性を付与することができる．また，物体の質
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感とは人間の視覚・触覚が複合した感性的な

概念であるが，本センサを対象物へ能動的な

近接・接触させることにより，対象物の表面

反射や光沢といった光学的特性と，表面粗さ

や硬さ，摩擦，伝熱といった機械的特性を複

合的に反映したデータを得ることができ，こ

れにより人間の感性に準じた質感の定量的評

価が一つのセンサにより可能であると考えて

いる．

２．センサの検知原理と作製方法

2．1 光・温度・接触力複合検知原理

センサの基本的な構造としては，図１に示

すように，人間の皮膚を模した柔軟な弾性樹

脂(エラストマ)に MEMS プロセスにより単

結晶シリコン基板上に作製されたマイクロカ

ンチレバー(微小片持ち梁)を封止した，非常

にシンプルなものである．太陽電池やフォト

ダイオードに用いられるように，シリコンは

半導体であり，光が照射されるとそのエネル

ギーによりキャリアが励起され，電気伝導度

が増加する(光導電効果)．また，シリコンの

電気伝導度は温度にも依存する．温度が高く

なると，熱励起によりキャリア濃度は増加す

るため，電気伝導度が増加する．本センサで

はこれらによるインピーダンス(電気伝導度

の逆数)変化により光および温度を複合的に

検知する．一方，接触力はそれによるエラス

トマの変形をマイクロカンチレバーのたわみ

変化として検知する．マイクロカンチレバー

は傾斜した構造をしており，垂直方向にも水

平方向にもたわむことができる．図２に示す

ようにマイクロカンチレバーのたわみ変化は

その先端方向とエラストマへの荷重の印加方

向との関係に依存するため，マイクロカンチ

レバーを複数設置し，それらの変化を組み合

わせることで，接触荷重によるエラストマの

変形を三次元的に検出することが可能であ

る7, 8)．なお，マイクロカンチレバーのたわ

み変化はその表面に形成したニッケルクロム

合金薄膜ひずみ抵抗の抵抗変化として検知す

る．また，金属の抵抗は温度によっても変化

するため，結局，ひずみ抵抗は接触力と温度

に複合的に依存する．これらの原理により，

光・温度・多軸接触力に対して複合的に感度

を持つセンサが実現できる9)．

本センサの特徴としては，光・温度・接触

力を別々の検知部により検知するのではなく，

一つの検知部が複数の物理量に対して複合的

に感度を持つ点である．人間の外部環境の知

覚においては，五感の各感覚間のマルチモー

ダル・クロスモーダル性と，能動的な探索行

動(アクティブ・センシング)との組み合わせ

が重要である．本センサでは，後述するアク

ティブ・センシングを用いた手法により，あ

えて光・温度・多軸接触力を切り分けずに複

合的に計測することにより，各対象量間の相

関性を損なわずに検出することで，人間の感

覚と似たような感性的なデータの取得を目指

図２ 多軸接触荷重の検知原理

図１ 光・温度・接触力 MEMS コンボセンサの基本構造
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している．

2．2 MEMS コンボセンサの作製プロセ

ス

本センサの作製プロセスの概略を図３に示

す．材料としてシリコン基板上にシリコン酸

化膜層を介して薄膜シリコン層を形成した

silicon on insulator(SOI)基板を用いる．後述

するが，シリコン酸化膜層を犠牲層として化

学的にエッチングすることで，表面にマイク

ロカンチレバー構造を作製する．基板に絶縁

膜となるシリコン窒化膜層，配線となる金お

よびひずみ抵抗となるニッケルクロム合金の

薄膜をそれぞれ LPCVD 法およびスパッタリ

ング法により形成する．また，マイクロカン

チレバーに傾斜形状を持たせるために，カン

チレバーパターン上にクロム層を電子ビーム

蒸着により形成する．フォトリソグラフィに

よる回路パターン形成後，マイクロカンチレ

バーとなる部分の下のシリコン酸化膜層のみ

をバッファードフッ酸(HF 水溶液と NH4F 水

溶液の混合液)により選択的に溶解し，上部

薄膜シリコン層を基板から切り離してカンチ

レバー構造とする．作製プロセスでは特殊な

材料や加工法は用いておらず，一般的な装置

で簡便に作製できるため，結果として低コス

ト化が可能である．

微細加工後の工程として，基板にエラスト

マ(ポリジメチルシロキサン；PDMS)をコー

ティングしてカンチレバーを封止して検知部

としたのち，PCB 基板にダイボンディング

し信号取り出し用のワイヤをワイヤボンダー

にて接続する．試作した近接覚・触覚コンボ

センサを図４に示す．センサチップは配線等

も含め 5×5 mm2 の大きさである．触覚検知

部は直径約 1 mmで高さ 1 mm 程度の円柱形

状のエラストマ(PDMS)の中に，三回回転対

称の位置(120°毎)に配置したマイクロカンチ

レバーが 3 本封止されたものである．

３．MEMSコンボセンサの特性

3．1 光に対する応答

試作したセンサの光に対する応答を評価す

るため，白色 LED 光をセンサに照射した時

のシリコンを通る回路のインピーダンス変化

を LCR メータで測定した．なお，LED に印

加する電圧に対する照度の依存性をあらかじ

め照度計で計測した．図５に LED に印加す

る電圧により照射光の照度を変化させた場合

図４ MEMSコンボセンサの試作例
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犠牲層エッチングによる
カンチレバー構造リリース

エラストマ封止

ワイヤ配線

図３ MEMSコンボセンサの作製プロセス例
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の，シリコンのインピーダンスの非照射時に

対する変化率を示す．照射光照度が増加する

につれて，インピーダンスは減少しているこ

とが分かる．光を照射することにより，光導

電効果に基づきシリコン中のキャリア濃度が

増加し，電気伝導度の増加によりインピーダ

ンスが減少したと考えられる．よって，本セ

ンサのシリコンのインピーダンス変化により，

光の強さを検知することが可能である．

3．2 温度に対する応答

センサをヒータにより 40℃まで加熱し，

そこから冷却した時の温度降下に対するひず

み抵抗とシリコンのインピーダンスの変化を

測定した．なお，加熱温度は人間の深部体温

を想定したものであり，温度は熱電対により

計測している．また，ひずみ抵抗は高精度デ

ジタルマルチメータにより計測している．図

６にひずみ抵抗およびシリコンのインピーダ

ンスの温度降下に対する変化を示す．温度の

低下に応じてひずみ抵抗とインピーダンスは

ともに増加している．温度が低下するとキャ

リアが減少するのでシリコンの電気伝導度が

低下し，インピーダンスが増加する．ひずみ

抵抗の場合は少し複雑であり，通常の金属で

は温度が低下すると結晶格子振動によるキャ

リアの散乱が減少するので抵抗は減少(抵抗

温度係数が正)するが，本センサで用いてい

る組成比 5：5 のニッケルクロム合金では，

結晶性が小さくアモルファスに近い状態と

なっており，抵抗温度係数が負となっている

ため，図６(a)のように抵抗が増加したもの

と考えられる10)．いずれにせよ，本センサの

ひずみ抵抗およびインピーダンス変化により，

温度の変化が検知可能であることが分かる．

3．3 接触力に対する応答

3 軸電動ステージを用いてセンサ表面のエ

ラストマに荷重を印加し，接触力に対する応

答を評価した．Z 軸ステージに取り付けた治

具をセンサに押し付けることで垂直荷重を，

治具をセンサに一定荷重で押し付けた状態で

XY 軸ステージを水平方向に動かすことで剪

断荷重を印加した．センサに印加される荷重

は治具に取り付けた 6 軸力覚センサによりモ

ニタリングしている．図７にマイクロカンチ

図５ シリコンのインピーダンスの照射光照度依存性

図６ ひずみ抵抗およびシリコンのインピーダンスの温度依存性
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レバー上ひずみ抵抗の垂直荷重および剪断荷

重印加に対する変化を示す．垂直荷重および

剪断荷重双方に対してひずみ抵抗が線形に変

化していることが分かる．すなわち，一つの

マイクロカンチレバーが垂直・剪断荷重の両

方に対して感度を持つ．

４．MEMSコンボセンサを用いた物体

  表面質感の計測

4．1 アクティブ・センシングによる質感

計測手法

物体の質感は家電や自動車等の製品に高級

感や触り心地の良さなどの付加価値を与える

ために，その設計において重要視されるよう

になってきている．しかし，質感の評価基準

には確立したものがなく，表面粗さや摩擦，

光沢等，個々の物理的特性をそれぞれ計測す

るか，もしくは人間の感性による官能評価に

より評価されている．これらの手法には課題

も多く，前者では質感を構成するパラメータ

とそれらの相関を網羅するには多種類の装置

と大きな手間がかかり，また，後者では主観

のバラつきによる定量性や再現性の問題があ

る．われわれが質感を感じる時は，物体をい

ろいろな角度や照明の下で「見て」，指先を

押し当てたりなぞったりして「触る」という

能動的な探索行動を行う．これらの探索行動

を行った際に感じる，物体の光学的・機械

的・熱的特性による視覚・触覚の違いを基に，

脳内で「質感」が構成されている．これらの

物体の物理的特性とわれわれが感じる質感の

間には，複合的な相関関係がある．例えば，

物体の表面粗さは，光沢感，なぞった時のつ

るつる・ざらざら感および冷温感に影響する．

逆に，光沢感は表面粗さだけでなく，物体の

材質や色，あるいは表面の濡れ等に影響され

る．すなわち，質感を計測するためには，

個々の物理的特性の計測では不十分であり，

それらに複合的に依存して感度を持つセンサ

による計測が必要である．

そこで著者らは光・温度・接触力 MEMS
コンボセンサを，図８に示すように人間の探

索行動と同様に能動的に対象物に対して動か

すことで，人間が感じるような質感を計測で

きないかと考えた．前項で示したように，著

者らの開発したセンサは光・温度・垂直荷

重・剪断荷重に対して，複合的に感度を持ち，

これらは人間の視覚・冷温覚・触覚に対応し

ている．これらを個別に計測したい場合は，

それぞれの相互の影響を排除して測定する必

要があるが，本手法はあえて相互の影響を排

図７ ひずみ抵抗の垂直荷重・剪断荷重依存性

図８ 質感評価のためのアクティブ・センシング
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除することなく，センサの動きとリンクさせ

て種々の物体の物理的特性を複合的に反映し

た出力を計測することで，物体の質感の特徴

を抽出しようというものである．

4．2 MEMS コンボセンサによる物体の

質感評価例

4．2．1 押し込み・なぞり動作によるセ

ンサのひずみ抵抗変化

本手法の有効性を確認するため，紙，布，

プラスチック等，さまざまな材質に対して，

前述のアクティブ・センシングを行い，質感

によるセンサ出力の違いを調べた11)．図９に

対象物にセンサを押し込んだ時のマイクロカ

ンチレバー上ひずみ抵抗の変化を示す．対象

物を 5 gf の垂直荷重で接触させ，そこから

200 m 押し込んだ後，元の位置まで引き上

げた．PET 樹脂のような比較的硬い，もし

くは光沢紙やティッシュペーパー等の薄っぺ

らい物体に対しては，押込み時にひずみ抵抗

が大きく減少する．それに対して，皮革や生

地，ポリスチレン(発泡スチロール)のような

柔らかくて厚みがあるものについてはひずみ

抵抗の減少は小さい．この違いは，押し込ん

だ時にセンサが受ける反力の違いを反映した

ものである．さらに，ポリスチレンやデニム

生地では，引き上げて元の位置まで戻ったと

きに，ひずみ抵抗が元の値(変化率 0)になら

ず増加している．押し込んだ時の変形が引き

上げ時に元に戻らず，接触させた時の垂直荷

重が印加されない分ひずみ抵抗が増加したこ

とを示しており，押し込みによる塑性変形や

粘弾性による変形の戻り遅れによるものと考

えられる．

次に，センサを対象物に対して，20 gf の
垂直荷重で接触させ，水平方向になぞらせた．

その時のひずみ抵抗の時間変化を図10に示す．

まず，なぞり開始時にひずみ抵抗が急激に増

加しているが，これは最大静止摩擦力を超え

るまで摩擦力が増加することによる．最大静

止摩擦力を超えると，動摩擦状態に移行し，

ひずみ抵抗変化は比較的緩やかになる．静摩

擦から動摩擦に移行するまでのひずみ抵抗変

化量は，対象物表面の摩擦係数の違いを反映

している．一方，動摩擦状態ではひずみ抵抗

は皮革やティッシュペーパーでは比較的一定

となっているが，デニム生地や PET 樹脂，

光沢紙では周期的に変化している．この周期

的なひずみ抵抗変化をフーリエ変換した周波

数スペクトルを図11に示す．デニム生地の場

合，0.05 Hz のみにピークがみられる．これ

に対応する周期は 20 s であり，なぞり速度

が 0.05 mm/s なので，長さの周期は 1 mm と

なる．図11 内の写真に示すように，デニム

生地の織目の幅が 1 mm であるので，この周

期的な変化は織目による凹凸を反映したもの

であることが分かる．一方，PET 樹脂では

2.1 Hz のピークに加え，その 2 倍， 3 倍の高

図９ 対象物にセンサを押し込んだときのひずみ抵抗変化 図10 センサで対象物をなぞったときのひずみ抵抗変化
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調波成分のピークも現れていることが分かる．

これは，図11 内の挿図に示すように，ひず

み抵抗がのこぎり波的な変化をしていること

を示しており，動摩擦と静摩擦を繰り返すス

ティックスリップ現象を反映したものである

と考えられる．

このように，対象物に対してセンサを押し

込んだりなぞらせたりすることで，硬さや厚

み，表面粗さ，摩擦といった，質感を構成す

る物理的特性を反映した出力変化を得ること

が可能である．これにより，センサ出力変化

の違いの特徴を抽出し，解析を行うことで質

感を識別できる．

4．2．2 物体の色の検知

物体の色はその質感に影響し，同じ材質の

ものでも，色が異なるとわれわれが受ける質

感の印象も異なる．そこで，物体に RGB 三

原色の LED 光を照射し，その反射光を試作

センサで計測することで，物体の色が検知で

きるか調べた．図12に赤，緑，青，白の各色

の紙に，赤，緑，青の LED 光を照射した時

の非照射時に対するインピーダンス変化率を

示す．照射する光の色と対象物の色の組み合

わせにより，インピーダンス変化が異なるこ

とが分かる．例えば，赤色の紙では，赤色の

光に対する変化が大きく，緑や青の光に対す

る変化は比較的小さい．これは，赤色の光が

多く反射されるためである．緑や青の紙でも

同様に，良く反射する似た色の光に対してイ

ンピーダンス変化が大きくなっている．一方，

白の紙では，すべての色を反射するため，ど

の色の光に対しても同程度の変化となってい

る．このように，三原色の LED 光を用いる

ことにより，物体の色を識別可能であること

が分かる．なお，三原色の光を用いる代わり

に，白色光と三原色のカラーフィルタを用い

ることによっても同様の結果が得られている．

4．2．2 冷温感の検知

冷温感はわれわれが物体に触れた時に，伝

熱により皮膚から熱が奪われる感覚である．

センサを体温程度に加熱し，伝熱による温度

変化をセンサにより計測することで，人間と

同様の冷温感が評価できないか実験した9)．

センサの下に設置したフィルムヒータにより，

非接触時に 40℃になるようにセンサを一定

の熱量で加熱し，物体を 200 m 押し込んだ

時のひずみ抵抗とシリコンのインピーダンス

の時間変化を計測した．図13に金属(銅)，木

材，アクリルを接触させた時のひずみ抵抗お

よびインピーダンス変化を示す．ひずみ抵抗

は接触時に急激に減少した後，緩やかに増加

している．一方，インピーダンスは接触直後

から緩やかに増加している．接触時のひずみ

抵抗の減少は接触による垂直荷重印加による

ものである．ひずみ抵抗およびがインピーダ

ンスの緩やかな増加は，熱が物体に伝達する

ことでセンサの温度が低下したことによる．

図11 なぞり時のひずみ抵抗変化の周波数スペクトル

図12 光照射時インピーダンス変化の対象物の色に対する

依存性
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熱伝導率の高い金属の場合この増加が大きく，

比較的低熱伝導率の木材やアクリルでは増加

が小さくなっている．また，木材とアクリル

ではその変化の飽和の傾向が異なっているこ

とが分かる．これは熱容量の違いを反映して

いると考えられ，金属やアクリルのヒヤッと

した感じと木材の温もり感を区別できている

といえる．

５．お わ り に

本論文では光・温度・多軸接触力を複合的

に検知できる MEMS コンボセンサデバイス

と，それを用いた質感計測手法について解説

した．本手法の特色は，対象物の物理的特性

を個別に計測するのではなく，センサに人間

と同様の動きをさせるアクティブ・センシン

グにより，質感に関わる物理的特性を複合的

に反映した出力変化の特徴から，質感の違い

を見出そうというところにある．今後，さら

に光沢感や振動感等の計測手法と，複合的な

出力変化の特徴抽出とそれによる質感指標の

構築を検討するとともに，さまざまな材質・

環境・表面状態での計測を重ね，それを人間

の感性評価と比較することで，本手法の有効

性を示していきたいと考えている．
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図13 センサ加熱し物体を接触させた時の(a)ひずみ抵抗および(b)シリコンインピーダンスの時間変化


