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In this paper, we report texture measurement of the fabrics by a multimodal MEMS sensor. This sensor has 

sensitivity to both multi-axial force vector and light. Therefore, we can evaluate tactile texture by force 

measurement and visual texture by light measurement. This sensor has a possibility for texture measurement 

with both visual and tactile information in substitution for the human sensory test. In this work, various fabrics 

were chosen as the target object and evaluated by sensory test method using 10 test subjects. The dependences of 

the sensor output on reflection of probe light, reactive force, and frictional force by active approaching and 

touching of the sensor to the object surface were also measured. As a result, it is demonstrated that there is a 

good correlation between the results of the human sensory test and features of visual and tactile sensor output. 
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1. 緒 言 

アパレル産業では従来の Ready-made に代わって IoT を

用いた Custom-made が期待されている。布製品において見

え方や触感に対して影響を与える質感が非常に重要となっ

ている(1)。人間が対象物の表面質感を感じるとき，触覚と視

覚の両方の感覚を用いて質感を得ている(2)(3)。一般的に対象

物の質感は，人間の視覚や触覚を用いた感性工学による手

法を用いて計測されている(4)。しかしながら，感性工学によ

る質感計測手法は長い計測時間やコストの面で問題があ

り，評価者の主観に依存しているため，定量性，再現性を欠

いている。 

我々は，力と光に対して感度をもつ MEMS 複合センサを

用いた計測技術を提案してきた。先行研究では，垂直力や剪

断力は MEMS 技術により作製されたマイクロカンチレバ

ー上のひずみゲージを用いて抵抗変化として計測し(5)，光は

センサの基板である Si の光電効果を利用しそのインピーダ

ンス変化として計測している(6)。さらに，このセンサを用い

て，対象物の硬度，凹凸，厚み，色に依存した質感計測を行

った(7)。本研究では，色・材質が異なる様々な布について，

光と多軸力を計測可能な MEMS 複合センサにより計測し

た視覚的・触覚的情報と，人間の感性による評価との相関性

を評価した。 

2. センサの検出原理 

図 1 に光・ひずみ複合センサを用いた表面質感の計測シ

ステムの概念図を示した。マイクロカンチレバーは MEMS

プロセスによって SOI ウエハ上に作製され，弾性樹脂であ

るPoly-dimethyl-siloxane(PDMS)に埋め込まれた構造であ

る。対象物がセンサに接触した際に生じる垂直力や剪断力

はマイクロカンチレバー上のひずみゲージの抵抗変化とし

てセンシングしている。一方，LED のプローブ光による入

射光は Si の光電効果によるキャリア増減をそのインピーダ

ンス変化としてセンシングしている。 

 

図 1 光・ひずみ複合センサを用いた 

表面質感の計測システムの概念図 

Fig. 1. A conceptual illustration of a measurement 

system for characterization of surface texture of the 

object using the optical and force combo sensor. 
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3. 実験方法 

〈3･1〉 対象物  図 2 に質感評価実験に用いた様々な

種類の対象物を示す。綿，不織布，サテンなどさまざまな材

質や黄，青，緑，ピンクなどのさまざまな色の 23 種類を採

用した。 

 

 
 

図 2 評価に用いた対象物(布) 

Fig. 2. Target objects (fabrics) for evaluation. 

 

〈3･2〉 官能試験(感性評価)  対象物に対して，20 代

男性 10人の被験者の視覚と触覚の感覚を用いて官能試験を

行った(9)。実験手法としては 7 段階の Semantic Differential 

(SD) 法を用い，硬軟感，冷温感，重厚感，高級感，好み等

に関する 19 種類の形容詞対を評価項目として採用した。 

 

〈3･3〉 触覚センシングによる評価  図 3 に触覚セン

シングの計測概念図を示した。対象物の触覚的質感を計測

するために，2 種類のセンサと対象物を相対的に動かしなが

ら行う計測を行った。一つは，Z ステージを用いて対象物を

センサ表面に対して 200 m まで押し込み引き上げる計測

である。もう一つは垂直方向に 0.5 N の力でセンサと対象物

を押し当て，水平に 100 m/s のスピードで動かしすべらせ

た。 

 

 
 

図 3 触覚センシングの計測法概念図 

Fig. 3. A schematic illustration of the measurement 

method for the tactile sensing. 

〈3･4〉 光学的センシングによる評価  図 4 に視覚セ

ンシングの計測法概念図を示した。センサ横にフルカラー

LED を設置し，その光をプローブ光として対象物に照射し，

反射光をセンサに入射させた。この LED は中心波長がそれ

ぞれ 470 nm(青色)，525 nm(緑色)，621 nm(赤色)の 3 色の

光を発光することができる。このとき，センサのインピーダ

ンスは対象物の色，粗さ，光沢などに依存して変化する。 

 

 

 
図 4 視覚センシングの計測法概念図 

Fig. 4. A schematic illustration of the measurement 

method for the tactile sensing. 

 

4. 実験結果 

〈4･1〉 官能試験による布の評価  図 5 に黄，青，桃，

緑の各色の不織布に対して触覚と視覚を用いて官能試験を

行った結果を示す。例えば，硬軟感や冷温感では，同じ生地

であっても色に依存する場合があることが有意性をもって

示されている。すなわち，布の質感をセンシングするために

は視覚情報と触覚情報の両方を取得する必要があることが

示唆される。 
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図 5 色の異なる不織布に対する感性評価から得られた各

評価項目に対する肯定度(p: p 値, N: 被験者数) 

Fig. 5. Average score of each evaluation item in sensory 

test of non-woven fabric with different colors (Error bar : 

standard deviation). 
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〈4･2〉 触覚センシングによる布の評価  図 6 と図 7 に

様々な布に対する押し込み・引き上げ時のひずみ抵抗変化

の押込み深さ依存性，およびすべらせた時の抵抗変化の押

込み深さ依存性を示す。図 6 に示すように，綿のような薄

い布では押込み時の反力が大きいため抵抗変化が大きく，

不織布のような厚手の布では変形により反力が小さいため

抵抗変化が小さい。また，同じ不織布で色の異なる場合はほ

ぼ同じ変化を示しており，光学的特性の影響は受けていな

いことが分かる。一方，図 7 ではすべり開始時からの抵抗

変化が布の種類により大きく異なっており，摩擦係数や表

面粗さ，弾性等の違いを反映したものと考えられる。 
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図 6 布の種類が異なる対象物に対する押し込み・引き上

げ時の抵抗変化の押込み深さ依存性 

Fig. 6. Relative resistance changes of strain gauge on 

the microcantilever of the sensor as a function of 

indentation depth. 
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図 7 布の種類が異なる対象物表面をすべらせた時の抵抗

変化の押込み深さ依存性 

Fig. 7. Relative resistance changes of strain gauge on 

the microcantilever of the sensor as a function of time 

when the sensor is slid on the objects. 

 

〈4･3〉 視覚センシングによる布の評価  図 8 に様々な

色の不織布に対し，RGB 三色のプローブ光を照射した時の

反射光によるセンサのインピーダンス変化を示す。同じ材

質で異なる色の布に対するインピーダンス変化は，プロー

ブ光の色と布の色の組み合わせに依存して変化しているこ

とが分かる。例えば，黄色の布に対しては赤色プローブ光を

照射した時の変化が最も大きくなっているが，青色の布で

は青色プローブ光の時の変化が最も大きい。一方，図 9 に

は同じ色(黄色)で異なる材質の布に対する変化を示す。いず

れの布でも赤色プローブ光に対する変化が最も大きくなっ

ているのは同じであるが，その変化の大きさは材質により

異なる。これは，表面の反射率の違いを反映したものである

と考えられる。 
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図 8 色の異なる不織布対象物に対して RGB 光を照射し

た時のインピーダンス変化 

Fig. 8. Relative impedance decreases of the sensor 

when non-woven fabrics of various colors is irradiated 

with red, green, and blue color probe lights. 
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図 9 布の種類が異なる黄色の対象物に対して 
RGB 光を照射した時のインピーダンス変化 

Fig. 9. Relative impedance change of the sensor when 

various kinds of fabrics of the same color (yellow) are 

irradiated with red, green, and blue color probe lights. 
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〈4･4〉 センサ出力と官能試験の比較  図 10 に官能試

験の冷温感の温かさに対する肯定度(温かいと感じるほど

大きい)の平均値を Z軸とし，青色プローブ光を入射させた

際のインピーダンス変化と押し込み時の最大ひずみ抵抗変

化をそれぞれ X,Y 軸とした 3次元グラフを示した。図 10の

着色部分は重回帰分析で得た平面である。官能試験から得

られた温かさの平均肯定度はこの平面上に近い位置に分布

しており，センサから得られた青色光照射時のインピーダ

ンス変化と押込み時抵抗変化の両方に負の相関があること

が分かる(インピーダンス変化 : R = -0.59, 抵抗変化 : R 

=  

-0.77)。すなわち，青色の反射が強いほど，また布からもた

らされる反力が大きい(硬い)ほど温かく感じない(冷たく

感じる)ことが示唆され，我々の定性的な感覚と一致してい

るといえる。この結果から，本センサの出力を，視覚的感覚

と触覚的感覚の複合した質感の指標とすることが可能であ

ると考える。 

 

 
 
図 10 布に対する感性評価から得られた冷温感の平均スコ

アと青色光照射時のインピーダンス変化，押し込み時に生

じる最大ひずみ抵抗変化の関係 

Fig. 10. A 3-dimensional plot of average score for 

coolness induce by sensory test, the impedance decrease 

with blue light intensity, and the maximum resistance 

change induced by indentation. 

 

5. 結 言 

本研究では，光・ひずみ複合センサを用いてさまざまな布

に対する質感計測を実施し，センサ出力と人間の感性から

得られた結果と比較を行った。官能試験の結果から布の質

感は色と触り心地の双方の影響を受けることが分かった。

また，光・ひずみ複合センサから得られた出力は対象物の触

覚的特徴と視覚的特徴の両方と相関があることを実証し

た。その結果，本研究で用いた計測手法は定量性，再現性が

ある質感の評価手法として期待できる。 
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