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In this study, we successfully measured the discolored skin under pressure and difference in multilayered structure using 

a light and multiaxial force combo MEMS sensor. It is found that this sensor can detect color change of the finger pad and 

the sensor output depends on multi-layered structure of the flexible object.Therefore, it is demonstrated that this sensor 

is useful for evaluation of dermal tissue. 
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1. 緒言 

 超少子高齢化社会を迎え，医療費の増大や介護の負担増

大が懸念されている。そこで，癌や内臓・皮膚疾患などの

早期発見のための触診の自動化や，介護負担軽減のための

要介護者の褥瘡リスクモニタリングが期待されている。こ

れらにおいては，皮膚の外部荷重による圧縮・引張・剪断

変形を計測することが必要であるが，それだけではなく，

うっ血や血流阻害，炎症などによる皮膚変色も同時に検知

することが求められる。さらに，皮膚組織は硬さの異なる

多層で構成された柔軟な構造であるが，皮膚内部変形の評

価のためには，各層の硬さや厚みの情報を含んだセンサ出

力の取得が重要である。これまで，我々のグループでは単

一の素子で光と多軸力を複合検知可能な MEMS センサの研

究及び，本センサを見た目や触り心地を含む表面質感の測

定，ロボットハンドによる柔軟な把持制御への応用を考え

研究を行ってきたが(1,2,3)，新たに対象物の色が変化する場

合の出力変化と，多層構造柔軟物に対する依存性を評価し

たので報告する。 

2. センサの検知原理及び作製工程 

 図１に本研究で用いた光・多軸力複合 MEMS センサを示

し，図 2 にその概略図を示す。図からわかるように 5 mm

四方の非常に小型なシリコン(Si)基板上に MEMS プロセス

により多軸力検知部として 3 つのマイクロカンチレバーが

作製され，透明なエラストマに埋め込まれている。エラス

トマの変形をカンチレバー上の NiCr 薄膜ひずみゲージが

変形した際のひずみ抵抗変化として電気的に検出する。カ

ンチレバーが傾斜構造を持っており，配置する角度を変え

ることにより荷重方向によってカンチレバー毎に応答が異

なるため，これらの応答を検知・解析することにより，荷

重の大きさと方向を同時に検知可能である(1)。また，本セン

サに使用している基板は単結晶 Si であり，光が入射すると

内部光電効果によりインピーダンスが変化するので，光に

対しても感度を持つ。このセンサは SOI ウェハ上に絶縁層

として Si3N4 を成膜後，NiCr を薄膜ひずみゲージ層，Au

を配線層，Cr を応力層として成膜，パターニングし，表面

マイクロマシニングによりカンチレバー構造を作製する。

Cr 薄膜は真空蒸着法により成膜されるが，Si との熱膨張係

数の差により薄膜中には残留引張応力が生じる。カンチレ

バーが基板からリリースされると，この引張応力により自

動的に上向きに反る変形が生じ，カンチレバー先端が 40 

μm ほど持ち上げられた傾斜構造となる(4)。最後に接触部と

なるエラストマ(ポリジメチルシロキサン：PDMS)を形成し

た。まず，カンチレバー部保護のため，スピンコートによ

りPDMSを薄く(40 m)塗布し硬化させる。円柱状のPDMS 

(直径 1.6 mm，高さ 2 mm)を別にモールドを用いて作製し

ておき，PDMS 薄膜上に接着し，検知用の接触部とした。 
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図 1 光・多軸力複合 MEMS センサ 

Fig. 1. Light and multiaxial force combo MEMS sensor 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 光・多軸力複合 MEMS センサの概略図 

Fig. 2. A schematic illustration of the light and force 

sensitive MEMS sensor 

3. センサの色応答性 

 一般的に物体の色は色相，彩度，明度の三要素で表され

る。色が変化するということは，これらの値が変化すると

いうことを意味しており，センサの光に対する応答(インピ

ーダンス変化)がこれらの三要素に対して依存性を持ってい

れば，本センサにより変色が検知可能であるといえる。そ

こで，まず，光の三要素に対するセンサの応答性を調べた。

図 3 にセンサのインピーダンスの色に対する依存性測定の

概略図を示す。センサに隣接して白色 LEDを配置すること

で光をスライドガラス上に置いた様々な色の対象物へ照射

し，その反射光がセンサへ入射する。この時，反射光は対

象物の反射率や色に依存しており，それに応じてインピー

ダンスに変化が生じる。例として，図 4 に色相を 0 °，明

度を 100 %に固定し，彩度のみを変化させた色をプリンタ

で印刷した紙に対して，白色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率(5 MHz)を示す。Si の光の

吸収端は近赤外領域にあり，本センサは可視光領域に広く

感度を持つ(5)。彩度が小さい場合は反射光が白色，すなわち

可視光領域全体の成分が反射されるが，彩度が大きくなる

につれ，特定の波長成分のみが反射されるようになるため，

Si の光吸収の減少とともにインピーダンスは上昇する。 

 色の違いを本センサのインピーダンスの変化として検知

可能であることが分かったので，実際に生体の色の変化が

検知可能か検証した。スライドガラス上に生体指を載せ，

押付けると血流が阻害され皮膚の色が変化するが，この色

の変化の検知を試みた。図 5 に生体指の色変化によるイン

ピーダンス変化を示す。指先への荷重印加による色変化に

応じてインピーダンスが変化しており，本センサにより生

体への荷重印加に伴う皮膚色変化の検知が可能と言える。 

 

図 3 色測定の概略図 

Fig. 3. A schematic illustration of measuring color 

 

図 4 彩度に対するセンサのインピーダンス変化 

Fig. 4. Impedance change rate of the sensor as a 

function of saturation 

 
図 5 生体指の色変化によるインピーダンス変化 

Fig. 5. Impedance change rate of the sensor depending 

on color change of finger 

4. 柔軟物の多層構造とセンサ出力の相関性評価 

 皮膚組織のような，比較的硬い層と柔らかい層からなる

多層構造に対し，センサの出力(ひずみゲージ抵抗)がどのよ

うな変化を示すか調べるため，硬質層(PDMS, E≈1 MPa)と

柔軟層(ウレタンゲル, E≈0.12 MPa)の 2 層からなる試験片

を作製した。図 6 に対象物変形の概略図を示す。柔軟層側

をステージに固定し，硬質層側をセンサのエラストマ部に

接触させ，圧縮方向に押し込むことで圧縮ひずみを，水平

方向にずらすことで剪断ひずみを印加した。図 7，8 に試験

片に印加した圧縮・剪断ひずみに対する，センサの出力変

化(ひずみゲージ抵抗変化 ΔR/R)を示す。なお，ひずみは圧

縮方向および剪断方向それぞれの試験片の変形量と厚みの

比から求めた。圧縮・剪断ひずみに対する出力変化の傾き

は各層の割合により異なっている。また，図 7 の圧縮ひず

みの場合は柔軟層の割合が大きくなるとひずみに対する出
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力変化が非線形となるが，一方，図 8 に示す剪断ひずみに

対しては柔軟層の割合が大きい場合も出力変化は線形にな

っている。図 9 に図 7，8 から求めた単位ひずみ当たりの出

力変化(傾き)を硬質層の割合に対してプロットした。なお，

出力変化が非線形の場合はひずみが比較的小さい範囲の変

化を線形と近似して傾きを求めた。圧縮・剪断ひずみいず

れの場合も，硬質層の割合が増すにつれ，ひずみに対する

傾きが増加していることが分かる。さらに，そのひずみに

対する依存性は圧縮と剪断では大きく異なっており，硬質

層の割合に対する増加が圧縮ひずみの場合は比較的緩やか

である。 

 

図 6 対象物変形の概略図 

Fig. 6. A schematic illustration of deformation of objects 

 

図 7 センサ出力の 2 層柔軟対象物に印加した圧縮ひずみ

に対する依存性 

Fig. 7. Dependence of the sensor output on compressive 

strain applied to the double-layered objects 

 
図 8 センサ出力の 2 層柔軟対象物に印加した剪断ひずみ

に対する依存性 

Fig. 8. Dependence of the sensor output on shear strain 

applied to the double-layered objects 

 
図 9 2 層の厚さの比に対するセンサの応答 

Fig. 9. The response of the sensor to the ratio of the 

thickness of the double-layered objects 

 

 上述の結果はセンサと対象物の接触面が硬質層（柔軟層

側を固定）の場合であったが，試験片を上下反転し，硬質

層側を固定し，柔軟層をセンサに接触させた時の出力につ

いても調べた。図 10，11 に，接触面を変えた時のセンサ出

力の試験片に印加された圧縮および剪断ひずみに対する変

化をそれぞれ示す。図 10 に示すように，圧縮ひずみの場合

は接触面を変えてもあまり変化しないが，剪断ひずみに対

しては接触面が柔軟層の場合は，硬質層の場合に比べて出

力変化の傾きが大幅に小さくなっている。これは，図 6 に

示したように，剪断ひずみはセンサに対して試験片を接触

させ横方向にずらすことで印加しているが，同じ横方向の

変位量に対して，試験片の表面が柔らかい方がセンサ表面

に加わる剪断力が小さくなるためである。このように，圧

縮・剪断ひずみ印加に対するセンサ出力変化は，多層柔軟

物の内部構造と強い相関があるため，センサ出力から逆に

多層構造の情報(硬さや厚みの比等)を推測することが可能

であることが示唆される。 
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図 10 接触面を変えた時のセンサ出力の圧縮ひずみ依存性

比較 

Fig. 10. Comparison of the sensor output by applied 

compressive strain when the contact surface is changed 

 

図 11 接触面を変えた時のセンサ出力の剪断ひずみ依存性

比較 

Fig. 11. Comparison of the sensor output by applied shear 

strain when the contact surface is changed 

5. 結言 

 本論文では，生体組織の荷重による変形と変色の同時モ

ニタリングを目指し，光・多軸力複合 MEMS センサにおい

て，対象物の色が変化する場合の出力変化と，多層構造柔

軟物との接触による出力変化を評価した。その結果，セン

サの光に対する出力は対象物の色に依存することが示され，

さらに，生体指の色変化をリアルタイムに検知可能である

ことを実証した。また，硬質層と柔軟層からなる試験片を

作製し，それをセンサに接触させ，試験片に圧縮および剪

断ひずみを印加した時のセンサ出力を測定したところ，セ

ンサ出力変化のひずみに対する変化は試験片の硬質層と柔

軟層の厚さの比や硬さ等の内部構造に大きく依存し，また

圧縮ひずみと剪断ひずみでその依存性が異なることが明ら

かになった。このことから，センサ出力の圧縮・剪断ひず

みに対する変化を調べることで，逆に対象物の内部構造の

情報を知ることが可能であると考えられる。これにより，

例えば皮膚の内部にしこりがないかを調べたり，また光と

同時検知することで褥瘡の初期症状である発赤を検知した

りすることが期待される。 

 今後はさらに多層複雑な柔軟物に対するセンサ出力変化

を評価・解析するとともに，有限要素法等の構造解析結果

と比較することで現象の解明を行っていくとともに，実際

の生体皮膚において一つのセンサによりひずみと変色の同

時検知を行っていく。 
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