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In this paper, we report that the texture measurement of the object including tactile, warm/cool, and visual 

sensations by a multimodal MEMS sensor. This MEMS sensor can detects force as resistance change of the strain 

gauge on the micro-cantilever and light as impedance change of the Si layer by the photoconductive effect. The 

sensor maintained near human body temperature by a heater can also detect a temperature drop by heat 

transfer from the sensor to the contact object as resistance change of the strain gauge or impedance change of Si. 

In this work, three different materials were chosen as the target object for measurement of the surface texture, 

and they were characterized by difference of sensor output in active sensing (approximating and pressing of the 

sensor with probe light) experiments to the sensor surface. Therefore, it is demonstrated that surface texture 

including mechanical, optical, and thermal characteristics of various materials can be evaluated by active 

sensing using proposed MEMS multi-modal sensor. 
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1. 緒 言 

近年、衣類や家具、自動車のような製品において、付加

価値向上のため、テクスチャデザインがより重要になって

きている(1)。一般的にそれらの製品の質感は感応試験により

評価されている(2)。しかしその結果は評価者の主観や評価時

の対象物の物理的な状態に依存しているため、定量性・再

現性に課題がある。そこで、人の感覚に頼らない質感評価

のための触覚センサを用いた計測手法が提案されている

(3),(4)が、人が感じる質感は触感だけでなく視覚による見た目

の影響を受けている(5)。そのため、人が感じるのに近い質感

を捉えるには、触覚と視覚の要素を合わせたマルチモーダ

ルな計測が必要である。そこで我々は、マイクロカンチレ

バー上のひずみ抵抗変化により接触力を、Si の光導電効果

によるインピーダンス変化により光をそれぞれ検知できる

複合 MEMS センサにより、対象物の視覚と触覚を合わせた

質感の計測手法を提案している(6)。しかし、人が感じる質感

の重要な構成要素として冷温感があり(7)、より詳細な質感の

特徴を得るには温度に関する計測も必要である。一般的に、

物体の電気伝導度は温度に依存するため、我々のセンサの

ひずみ抵抗や Si 層のインピーダンスはひずみや光に対して

だけでなく、温度に対しても感度があると考えられる。そ

こで本研究では、本センサを用いて触覚・視覚に関する情

報に加え、冷温感についても単一のセンサで計測可能か実

験を行った。 

2. センサの構造と検出原理 

〈2･1〉 複合MEMSセンサの構造 図1(a)(b)はそれぞれ

本センサの概略図とマイクロカンチレバーの断面図を示し

ている。SOI ウェハの薄膜 Si 層を表面マイクロマシニング

により微細加工することにより作製されるマイクロカンチ

レバーは、Cr 層の残留応力により図 1(b)に示すように反っ

た形状をしている。図 1(a)のように、マイクロカンチレバ

ーがセンサの接触部となる半球状の PDMSに埋め込まれた

構造になっている。それぞれのマイクロカンチレバー上に

はひずみを抵抗変化として検出するための薄膜状のひずみ 
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図 1 (a)マルチモーダル MEMS センサの概略図と(b)マイ

クロカンチレバーの断面図 

Fig. 1. Conceptual illustrations of (a) the multimodal 

MEMS sensor and (b) a cross-sectional structure of the 

micro-cantilever. 

 

ゲージが設けられており、3 つのマイクロカンチレバーが直

径 1 mm の範囲で 120°間隔で配置されている。SOI ウェ

ハ上には絶縁層として SiN、検知部のひずみゲージ薄膜と

して NiCr、マイクロカンチレバーを傾斜させるための応力

層として Cr、配線として Au が積層・パターニングされて

いる。直流計測では電気的特性にひずみゲージの抵抗のみ

が影響するが、高周波での交流計測では SiN の絶縁層を介

して Si 層にも電流が流れるため、Si 層の電気伝導度や空乏

層容量の影響を受ける。これらは入射光がある場合に光導

電効果により変化するため、結果として高周波におけるイ

ンピーダンスは入射光強度に依存することになる(8)。 

 

〈2･2〉 触覚センシングの原理 図 2(a)(b)はそれぞれ半

球 PDMS 上に垂直荷重を加えたときの概略図とマイクロカ

ンチレバー上ひずみゲージ薄膜の抵抗変化を示す。センサ

表面に垂直荷重が印加された時、図 2(a)に示すように

PDMS が水平方向に拡がるように変形するのに伴い、マイ

クロカンチレバーの反りが大きくなり、それにより表面の

圧縮ひずみが増加するため、図 2(b)に示すように、ひずみ

ゲージ薄膜の抵抗が低下する。このひずみによる抵抗変化

から垂直荷重を計測することが可能である。 

 

〈2･3〉 光センシングの原理 図 3 に測定周波数 5 MHz

時の電極間インピーダンスのセンサへの入射光照度に対す

る依存性を示す。光導電効果により SOI ウェハの Si 層に電

子正孔対が生成されるため、キャリア濃度が増加する。こ

れにより、Si の電気伝導度が上昇し、また空乏幅が減少す 
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(b) 

図 2 (a)垂直荷重印加時のセンサ概略図と(b)マイクロカ

ンチレバー上ひずみゲージ薄膜の抵抗変化の垂直荷重に対

する依存性 

Fig 2. (a) A conceptual illustration of the sensor with 

normal force and (b) the resistance change of the strain 

gauge on the micro-cantilever in the sensor as a function 

of the applied force. 

 

 

図 3 センサの Si 層インピーダンスの光照度依存性 

Fig. 3. A light illuminance dependence of the impedance 

change of the sensor. 
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ることにより空乏層容量は増加する。その結果として、電

極間のインピーダンスは入射光の照度に依存して減少す

る。よって、センサに入射する光強度はこのインピーダン

ス変化として検知することができる。 

 

〈2･4〉 温度依存性 図4に(a)ひずみゲージ薄膜の抵抗お

よび(b)Si 層のインピーダンスの 40℃からの温度降下に対

する変化を示す。センサの温度が低下すると、Si 層のイン

ピーダンスと NiCrひずみゲージ薄膜の抵抗はともに上昇

する。これは Si 層中のキャリア濃度が温度により増加する

ことと、NiCrがアモルファス的な特性であることにより、

いずれも負の抵抗温度係数を持つためである。ここで、温

度変化による PDMSの熱膨張に伴うカンチレバーの変形に

よるひずみゲージ抵抗変化も考えられるが、PDMS の線膨

張係数 3.1×10-4 1/℃と図 2(b)の結果から計算すると、これ

による影響はおよそ 0.1 ppm/℃であり、図 4(a)の変化に比

べると十分に小さく無視できる。なお、図 4 から明らかな

ように、インピーダンスはひずみ抵抗よりも温度依存性が

かなり大きく、感度としては-0.3～1.5%/℃である。これら

の温度依存性を利用することで、新たに検知部を設けるこ

となく、冷温感を接触力・光と複合的に計測することを考

え、以降の実験を行った。 

 

〈2･5〉 接触実験系と試験片 物体をセンサに接触させた

時の冷温感の違いを計測できるか検証するため、密度や熱

特性の異なる 3 種類の試験片を準備した。表 1 に試験片の

物性値を示す。銅は高い熱伝導率を有し、一方でアクリル

と木材の熱伝導率は低い。また木材はアクリルよりも密度

が小さい。図 5 に質感計測の実験系と試験片の写真を示す。

プリント基板に取り付けたセンサを XY 軸電動ステージに

設置した。試験片は Z 軸電動ステージに印加力モニタリン

グ用の 6 軸力センサ(UFS 2012A-05，ニッタ)を介して固定

した真鍮製の治具に取付け、垂直方向に移動させセンサに

対して接近・接触させた。そのときの抵抗とインピーダン

スはそれぞれデジタルマルチメータ(R6581，アドバンテス

ト)と LCRメータ(3532-50，日置電機)を用いて測定した。 

 図 6 は接触試験の概略図を示す。センサは人間の深部体

温を想定し 40℃に加熱した。ステージに取付けた試験片

(R.T.)をセンサの 20 mm 上方から 1 mm/s で接近させ(図 6

左)、接触後、接触点からさらに 0.2 mm まで押し込んだ(図

6 右)。また白色 LEDをプローブ光としてセンサ近傍に配置

し、試験片からの反射光をセンサに入射させた。 

3. 実験結果と考察 

〈3･1〉 接触による変化 図 7は試験片と接触後のひずみ

ゲージ抵抗変化のグラフである。すべての試験片において

接触直後にひずみゲージ薄膜の抵抗が急速に減少してお

り、その後抵抗は徐々に増加している。抵抗は図 2 に示し

たように垂直荷重に対して減少するため、接触直後の減少 

 

(a) 

 

(b) 

図 4 (a)ひずみゲージ薄膜の抵抗と(b)Si 層インピーダンス

の温度依存性 

Fig. 4. Temperature dependences of (a) the resistance 

change of the strain gauge and (b) the impedance change 

of the Si substrate. 

表 1 本研究に用いた試験片の物性値(12)(13) 

Table 1 Physical properties of target objects used in this 

work.(8)(9) 

 Density 

(g/cm3) 

Specific 

heat 

capacity  

(J/ g ·K) 

Thermal 

conductivity 

(W/m·K) 

Copper 8.96 0.38 398 

Wood 0.4 1.3 0.16 

Acrylic 1.18 1.4 0.21 
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(a) 

 

(b) 

図 5 (a)実験系と(b)試験片の写真 

Fig. 5. Photographs of (a) the measurement setup and (b) 

target objects. 

 

はセンサ表面と試験片の接触力によるものである。一方、

抵抗は図 4(a)に示したように温度降下とともに増加するた

め、その緩やかな増加はセンサから試験片への伝熱による

温度低下によるものであると考えられる。すべての試験片

において接触力はほとんど等しい(0.5 N)が、接触後の抵抗

の減少量は若干のばらつきがある。このばらつきは接触力、

接触熱抵抗、表面粗さ等が複雑に影響し合っているためで

あると考えられる。これら要素の影響はセンサと対象物を

接触させた時の相対的な動作に依存する。例えば、接触さ

せたまま停止している場合には、接触力は変化しないが、

伝熱により温度は変化する。このように、我々が物体に触

れる時と同様に、センサと物体との間の相対的な動きとセ

ンサ出力の相関から、触感と冷温感を反映したような質感

の特徴量を見出していくのが今後の重要な研究課題であ

る。 

図 8は接触後の Si層インピーダンスの時間変化を示して

いる。銅の場合、インピーダンスは接触直後から時間とと

もに増加している。アクリルの場合、インピーダンスの変

化の仕方は銅の場合と似ているが、その変化は比較的小さ

い。図 4(b)に示したようにインピーダンスは温度降下とと

もに増加するため、これらの変化はやはり伝熱による温度 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 接触試験の概略図 

Fig. 6. A conceptual illustration of a contact experiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 ひずみゲージ薄膜の抵抗変化の時間依存性 

Fig. 7. Time dependences of the resistance change of the 

strain gauge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 温度変化に伴うインピーダンス変化の時間依存性 

Fig. 8. Time dependences of the impedance change with 

temperature change. 

 

低下によるものである。銅とアクリルで変化量が異なるの

は、表 1 に示した熱伝導率の違いを反映しているものと考

えられる。一方、木材の場合、接触直後のインピーダンス

増加はアクリルと同様であるが、その後インピーダンスが
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徐々に減少する。アクリルと木材で接触直後のインピーダ

ンス増加の傾向が似ているのは、同程度の熱伝導率を持っ

ているためであり、初期のインピーダンス変化の要因は熱

伝導率の違いが支配的であるといえる。その後のインピー

ダンスの減少は、アクリルと木材で比熱は同程度であるが

密度は木材の方が小さいため、早い時間で温度変化が飽和

したためであると考えられる。すなわち、インピーダンス

変化には試験片の熱伝導率だけでなく密度や熱容量等、

様々な特性が影響している。 

 

〈3･2〉 近接時のインピーダンス変化 図 9はインピーダ

ンスのセンサ表面と試験片との距離に対する依存性を示

す。試験片がセンサに近づくにつれ、インピーダンスは徐々

に減少し、センサとの距離がおよそ 5 mm のときその変化

は最大となる。その後試験片がセンサ表面に近づくにつれ

センサに入射する光が減少するためインピーダンスは逆に

増加する。一方でプローブ光がない場合、図 9(a)に示すよ

うに、銅と木材のどちらの場合においてもインピーダンス

変化はほとんどみられない。しかし拡大図(図 9(b))におい

て、インピーダンスはプローブ光がない場合でもセンサ近

傍で若干増加していることが分かる。これは熱の対流や輻

射による伝熱でセンサの温度がわずかに低下した影響であ

ると考えられる。この結果は物体近傍において対象物の熱

的特性を非接触で検出できる可能性を意味する。また、図

10 は図 9(a)における最大インピーダンス減少率を示す。銅

の方が木材に比べて表面反射率が高いため、インピーダン

スの減少が大きくなっていることが分かる。すなわち、セ

ンサのインピーダンス変化から銅と木材の視覚的な違いを

はっきりと判別することが可能であるといえる。 

4. 結 言 

 マイクロカンチレバー上のひずみゲージ薄膜と Si 層のイ

ンピーダンスの接触力および光、温度に対する変化を利用

した MEMS センサにより、物体の触覚・視覚・冷温覚を含

んだマルチモーダルな質感の計測を試みた。センサ表面に

物体を接触させた時、物体の熱伝導率や熱容量に依存した

出力変化を計測することができた。また、それと同時に、

同じセンサにより物体の表面反射率や物体との接触時の力

に依存する変化も同時に得ることができた。ひずみゲージ

薄膜の抵抗と Si 層のインピーダンスの変化は、近接や接触

等のセンサと物体間の相対的な動きに起因する、伝熱や作

用・反作用、反射光入射等の物理的相互作用に依存してい

る。そのため、能動的な計測に伴う動きとセンサ出力の相

互関係から得られる物体表面の情報は、我々が物体を見

る・触るときと同様に触覚、光、冷温感に関する特徴を含

んでおり、個々の物理的特性を測るよりもより感性的な計

測が可能となると期待される。将来的には本センサを用い

て、触感と視感に加えて冷温感を含めたマルチモーダルな

質感の計測が可能になることにより、例えば、床などの建

材における快適感の向上や不快感の低減、または新感覚の

 

(a) 

 

(b) 

図 9 (a) インピーダンスのセンサ表面・試験片間距離依存

性と(b)プローブ光がない場合の拡大図 

Fig.9. (a) The impedance change of Si layer as a function 

of proximity distance between the sensor surface and the 

object and (b) the enlarged graph for without light.

 

図 10 近接試験における銅と木材の最大インピーダンス減

少率 

Fig. 10. The maximum impedance decrease rate in the 

proximity experiment of copper and wood. 
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素材の開発などへの応用や、靴など衣類の機能性の向上な

ど、多岐にわたる応用が期待される。そのためセンサのア

クティブな動かし方とセンサ出力変化との相関性から特徴

量を抽出するためのアルゴリズムの確立や、官能試験や脳

の神経活動計測を用いた人の感覚との比較を今後検討して

いく必要がある。 
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