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This paper addresses development of light and force sensitive MEMS sensor for monitoring skin conditions.  

This MEMS sensor can detect 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, respectively. In clinical skin diagnosis, doctor 

conducts visual inspection and palpation at the same time. We tried to objectify this complex diagnosis by 

measuring the loads applied to the skin and changes in skin color simultaneously. As a result, it is demonstrated 

that the process of skin color change due to load can be monitored by the sensor output. Therefore, the sensor is 

useful for skin diagnosis and monitoring skin conditions. 
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1. 緒 言 

皮膚とは，体表面を覆い外部環境と体内とを隔て人体の

恒常性を保つ器官であり，外界の知覚や身体の保護など，

その機能は多岐に渡る。そのため皮膚の正確な性状を知り，

疾患等をいち早く発見することは健康な生活を考える上で

重要な課題であると言える。 

現在，臨床における主な皮膚性状の検査方法は，医師に

よる触診と視診である。しかし現在のこの手法は医師個人

の主観による評価であるため，正確な診断には医師の経験

や熟練が要求される。そのため，触診もしくは視診を代替

する客観的な診断機器の研究が，これまでにも様々行われ

てきた(1)。しかしながら，実際の診断では荷重による皮膚の

変色を観察するなど，触診と視診が相互に作用する場合が

ある。そのため，医師が行う診断により近い測定機器の開

発のためには，触覚情報と視覚情報を複合的かつ同時に測

定できる検知部が必要であると考えられる。 

我々はこれまで，光と力を単一素子で検知できる光・力

複合 MEMS センサを開発してきた(2)(3)。このセンサはカン

チレバー上のひずみゲージにより力を検知し，また Si 基板

を用いているため，内部光電効果により光を検知すること

ができる。これまでの研究により，本センサは印加された

荷重や対象物の質感，色の変化などがセンシングできるこ

とが分かっている(4)(5)。本論文では，皮膚表面が荷重によっ

て変色する現象に注目し，実際の生体指を用いて，触覚情

報と視覚情報の同時複合検知が可能であることを実証し，

本センサの皮膚性状計測用デバイスとしての有用性を示し

た。 

 

2. 光・力複合 MEMS センサの構造及び検知原理 

〈2･1〉 光・力複合 MEMS センサの構造  本実験で使

用した光・力複合 MEMS センサの写真を図 1(a)に，その概

略図を図 1(b)に示す。このセンサは 5 mm 角の大きさで，

センサチップの中央から 1 mm円内にMEMSカンチレバー

構造が 3 回対称に配置された形状をしている。また，チッ

プ表面はシリコーンゴムのPoly-dimethyl-siloxane(PDMS)

層で覆われており，対象物との接触部として円柱型(直径 2 

mm，高さ 3.5 mm)の PDMS 突起を設けている。 

またセンサのカンチレバー部断面図を図 2 に示す。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

ってカンチレバー構造が作製される。Cr 応力層の残留圧縮

応力によりカンチレバーは自律的に反った構造となる。 
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図 1 MEMS センサの構造 (a)写真 (b)概略図 

Fig. 1. (a)A photograph and (b) a schematic illustration 

of the MEMS sensor. 

 

図 2 MEMS センサの断面 

Fig. 2. A cross-sectional view of MEMS sensor. 

 

〈2･2〉 力の検出原理  図 3(a)，(b)は垂直荷重および

せん断荷重に対するカンチレバーの変形挙動の概略図を示

している。測定部の PDMS 突起に外力がはたらくと，その

内部の傾斜構造のカンチレバーが変形する。カンチレバー

上には NiCrによるひずみゲージが堆積されており，カンチ

レバーの変形に伴い，このひずみゲージが変形し，電気抵

抗（ひずみ抵抗）が変化する。この時，図 3 にあるように，

垂直荷重・せん断荷重よってカンチレバーの変形方向が異

なってくる。前節で説明したように，このカンチレバーは 3

回対称に配置されているため，それぞれのカンチレバーの

応答から印加された荷重の大きさや方向を検知することが

可能となっている。本論文において，特に実験に使用した

垂直荷重へのセンサの応答特性を図 4 に示す。 

 

図 3 カンチレバーの変形挙動 (a)垂直荷重 (b)せん断荷重 

Fig. 3. Deformation models of the cantilever by 

(a)normal load and (b)shear load. 

 

図 4 垂直荷重によるセンサのひずみ抵抗変化 

Fig. 4. Strain resistance change of the sensor 

 as a function of normal load. 

 

〈2･3〉 光の検出原理  図 5はセンサに光を照射した際

の断面の概念図である。このセンサは基板に半導体材料で

ある単結晶シリコン(Si)を用いている。Si に光が照射される

と，内部光電効果により光子のエネルギーを受けた Si 内部

の価電子が励起され，光キャリアが生成される。それによ

り Si の電気抵抗率や空乏層容量が変化するため，これらの

変化をインピーダンス変化として読み取ることによって光

のセンシングを行うことができる。またインピーダンスに

はひずみゲージの直流抵抗成分も含まれるが，このセンサ

における抵抗変化の大きさはインピーダンス変化に比べて

非常に微小なものであるため，本論文中におけるインピー

ダンス変化は抵抗変化と独立しているものとみなす。 

 図 6 に対象物の彩度変化に対するセンサの光応答特性を

示す。対象物へ光を照射し，その反射光をセンサに入射さ

せることで，対象物の見た目の変化をセンシングすること

ができる。Si の吸収端は近赤外領域にあり、本センサは可

視光全域に感度を持つ。彩度が高くなるにつれて、特定の

波長成分以外(図 6 の場合は赤に相当する成分)の反射光が

減少するため、センサに入射する光の波長積分強度が小さ

くなりインピーダンスが増加している。 

 

図 5 Si 基板で生じる内部光電効果 

Fig. 5. Internal photoelectric effect in Si substrate. 
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図 6 彩度に対するセンサのインピーダンス変化 

Fig. 6. Impedance change of the sensor as a function of 

saturation of reflected light. 

 

3. 皮膚の色・力複合同時測定実験 

〈3･1〉 実験装置  図 8 に実験装置の概略図を示す。本

実験では荷重によるひずみ抵抗変化と色変化によるインピ

ーダンス変化を同時に測定するため，センサをひずみ抵抗

測定用のデジタルマルチメータ(R6581，アドバンテスト)と

インピーダンス測定用の LCR メータ(3532-50，HIOKI)に

接続した。また，色変化を測定するための光源として，白

色 LEDチップをセンサに隣接させ設置した。 

 

図 8 実験装置 

Fig. 8. Experimental setup. 

 

〈3･2〉 測定対象  本実験では荷重による皮膚の変色を

測定するため，毛細血管が集中し変色の大きな指先皮膚を

測定対象とした。また実験当日，被験者の健康状態に問題

はなく，指先の皮膚性状も異変がなく健康な状態であった。 

〈3･3〉 実験方法  図 9 に本実験の概略図を示す。セン

サと LEDを隣接させ，人差し指腹部でセンサに垂直荷重を

与えた。参照用の重量計を目安に 0.4 N，0.3 N，0.2 N，0.15 

N，0.1 N，0.05 N の大きさで一定時間ずつ間隔を開けて荷

重を印加した。指先に荷重が印加されると皮膚内の毛細血

管が圧迫されることで血流量が変化し，赤色から白色へと

変色する。図 10 にスライドガラス上に作製したダミーの

PDMS 突起を用いて荷重を印加した時の皮膚の変色の様子

を撮影した写真を示す。この時のセンサのひずみ抵抗変化

およびインピーダンス変化を同時に測定することで荷重に

よる皮膚の変色の様子を計測した。 

 

 

図 9 皮膚の色・力複合同時測定実験の概略図 

Fig. 9.  A schematic illustration of color and force 

composite measurement of skin. 

 

4. 実験結果 

 図 11に荷重印加によるセンサのひずみ抵抗変化およびイ

ンピーダンス変化のグラフを示す。図 11(a)はセンサの抵抗

変化率のグラフで，変化率が 0 の時，荷重は 0 N であり，

印加される荷重の大きさが大きくなるにつれて抵抗変化率

も負の方向へ変化する。図 11(b)はセンサのインピーダンス

変化率で，変化率が 0 の時，皮膚は通常時の赤色を示して

おり，皮膚が白色に近づくにつれてインピーダンス変化率

も負の方向へ変化する。この測定結果より，荷重を印加す

ることでセンサの抵抗とインピーダンスが同時に変化して

いることが分かる。これは図 10 に示したように、荷重の印

加と同時に皮膚が赤色から白色へ変化していることを本セ

ンサにより計測できていることを示している。 

 図 12 は，図 11 に示す測定結果について各荷重において

時間平均を取り，抵抗変化とインピーダンス変化の相関を

示したグラフである。このグラフにおける上側の横軸は，

〈2･2〉節に示したセンサの力応答から導き出した垂直荷重

の推定値である。この結果から，印加された荷重の大きさ

が大きくなるほど皮膚の色も白色へと変化しインピーダン

スが減少しているが，その変化が徐々に飽和する傾向へ向

かっていることが分かる。これは皮膚の色変化が毛細血管

中の血液量の変化によって引き起こされるため，ある荷重

以上になると血液が流れなくなり皮膚の色が収束するため

だと考えられる(6)。 

これらの結果から，このセンサを用いて皮膚へ荷重を印

加することで，その時の荷重の大きさや色変化の様子を同

時に計測できることが示された。また荷重による皮膚の色

変化の様子や収束点などは，毛細血管や血液の状態も含め

た皮膚性状によって異なってくると考えられるため，視覚

と触覚が相互に作用する場合においても，本センサの客観

的な診断機器としての有用性を示すことができた。 
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図 10 荷重による皮膚の色変化写真 

Fig. 10. Photographs of skin color change by loads. 

 

 

 

図 11 生体指によるセンサへの荷重印加時の 

(a)抵抗変化および(b)インピーダンス変化 

Fig. 11. (a) Resistance change and (b) impedance 

change when finger applies loads to the sensor. 
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図 12 生体指で荷重印加した時の抵抗変化と 

インピーダンス変化の関係 

Fig. 12. Relationship between resistance change and 

impedance change when finger applies loads to the 

sensor. 

 

5. 結 言 

 本論文では，光・力複合 MEMS センサを用いて視覚・触

覚が相互に作用する場合の皮膚診断を想定した試験を行っ

た。荷重の印加に伴う皮膚の色変化の様子をセンサの抵

抗・インピーダンスの変化から複合的に同時計測すること

ができ，視覚情報や触覚情報の双方が相互的に作用する皮

膚診断においても光・力複合 MEMS センサの皮膚性状計測

用デバイスとしての有用性を実証することができた。 

 今後，センサによって測定可能な対象物表面の質感情報

や温度情報も同時に測定することで更なる診断機器として

の可能性を広げる他，皮膚診断のみならず褥瘡などにおけ

るリアルタイムモニタリングへのセンサの適応も考えてい

きたい。 
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