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ポリオキシメチレン樹脂の表面形状・色計測による質感評価 
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In this work, we have evaluated the planed surface of polyoxymethylene resin by light- and strain-sensitive 

MEMS tactile sensor. It is confirmed that the sensor output is correlated with surface profile and frictional 

characteristics of the resin. Additionally, it is demonstrated that difference of the surface color of the resin can be 

detected by this sensor. 
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1. 緒 言 

近年，家電製品や家具，自動車の内装品など様々な製品

で，付加価値を高めるために質感が重要視されるようにな

りつつある(1)。しかし，質感のデザインにおいては，「色見

本」に相当するような標準的な基準が存在しないことが課

題である。一般的に，質感の評価は人の感性により行われて

いるが，個人の主観や経験，体調に左右されるため，客観性

や再現性の面で課題がある。摩擦係数など，質感をもたらす

個々の物理的な特性を計測し基準とする手法もあるが(2)，質

感をもたらす要因は様々であり，さらにそれらが複合的に

影響し合っているため，評価結果が人による質感の感じ方

と異なることも多い。 

これまで，我々の研究グループでは，MEMS多軸触覚セ

ンサの開発を行ってきた(3)。これはヒトの指先の触覚機能を

センサチップ上で簡易的に再現することを目的としたもの

である。先行研究にて開発された触覚センサは，ヒトの皮膚

を模したエラストマ内に傾斜形状を持つ，MEMSプロセス

により Si基板上に作製したカンチレバーを有している。接

触部の変形についてはカンチレバー上のひずみゲージの抵

抗変化からセンシングし(4)，光については半導体である Si

基板の光電効果によるインピーダンス変化からセンシング

を行う(5)。これにより垂直力・せん断力・光のマルチセンシ

ングが可能となっている。 

先行研究では，これを用い，アクティブタッチセンシング

による質感評価を行った(6)。アクティブタッチセンシングと

は，触覚センサと対象物を相対的に動かしながら，その時の

出力の時間変化の違いから質感の違いを評価する手法であ

る。先行研究の結果から，対象物の硬度や厚み，表面粗さや

色・反射率の違いと相関性のあるセンサ出力が得られるこ

とが明らかになり，本手法の質感評価法としての有効性を

示した。本研究では，触覚センサによる質感計測を実際に製

品に用いられる樹脂素材に適用し，表面加工の有無や色の

違いによる質感評価を行った。 

2. センサの構造と検出原理 

図１(a)に触覚センサの概略図，(b)にマイクロカンチレバ

ーの光学顕微鏡写真を示す。また，図 2 はマイクロカンチ

レバー断面の構造図である。本研究で用いる触覚センサは，

Si 基板上に表面マイクロマシニングにより作製したマイク

ロカンチレバーが，半球状の弾性樹脂 PDMS(Poly-

dimethyl-siloxane)に埋め込まれた形となっている。検出原

理としては，センサに垂直力やせん断力などの外力が加わ

ると，その外力の方向に応じて PDMS，そして内部のカン

チレバーに変形が生じる。このカンチレバーの変形をカン

チレバー上の NiCr 薄膜ひずみゲージの抵抗変化として検

出する。また，センサに光が入射すると，基板に用いられて

いる Si の光電効果により Si 内部のキャリアが増加し，セ

ンサの交流インピーダンスが低下する。このインピーダン

スの変化により光を検知する。 
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図 1 (a)触覚センサの概略図及び 

(b)マイクロカンチレバー写真 

Fig.1. (a) A schematic illustration of the tactile 

sensor and (b) microcantilevers fabricated on the surface 

of the tactile sensor. 

 

 

図 2 マイクロカンチレバー断面の構造図 

Fig.2.  A cross-sectional structure of the 

microcantilever. 

3. 実験方法 

〈3･1〉 対象物  対象物には，様々な電気部品等の外

装や自動車パネル等の内装に用いられるポリオキシメチレ

ン(POM)樹脂を使用した。図 3 に実際の写真およびそれぞ

れ右隣に光学顕微鏡で拡大した写真を示す。白色と黒色の 2

色，それぞれ成型後にプレーナーにより表面平削り加工を

施したものとそうでないものの 2 種の計 4 種を用意した。

すべり試験はそれらすべて 4 種について，光試験は表面加

工を施していないものの 2色について行った。 

 

図 3 実験に用いた対象物(POM樹脂) 

Fig.3. Target objects for the experiment. 

 

〈3･2〉 すべり試験  図 4 にすべり試験の概念図を示

す。ジグに対象物を取り付け，三軸ステージで垂直荷重が

0.5 Nになるようセンサに近づけ接触させた。そして，抵抗

変化を測定開始してから 5 秒後からセンサを設置したステ

ージを水平方向に 0.1 mm/sで 5 mm移動させ，その間のカ

ンチレバー上のひずみゲージ抵抗の時間変化を計測した。

また，図 3 からも分かるように対象物表面の非加工面には

射出金型成形による筋状の模様，加工面には平削り加工の

際に生じた縞状の切削条痕があるため，それらの模様及び

痕に対してそれぞれ平行方向(A)・垂直方向(B)の 2方向で計

測を行った。なお，計測は 5 回繰り返して行いその平均を

測定結果とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 すべり試験の概念図と測定方向 

Fig.4. A schematic illustration of the measurement 

method for the sliding experiment and direction of 

measurement. 

 

〈3･3〉 凹凸計測  すべり試験で得た計測結果と対象

物の表面形状を比較するために，表面粗さ測定機(SJ-401，

Mitutoyo)を用いて表面形状の計測を行った。なお，すべり

試験の計測箇所と粗さ測定機での計測箇所はできるだけ合

わせるようにしたが，測定系が異なるため，完全に一致して

いるわけではない。 

 

〈3･4〉 光試験  図 5 に光試験の概念図を示す。本実

験は環境光による外乱を避けるため暗幕内で行なった。ま

た，プローブ光源としてセンサから 14 mm 離れた位置に

LED(RGB 3 色フルカラー)を設置し点灯させた。LEDの光

は対象物に反射させ，反射光をセンサに入射させた。まず，

ジグに対象物を取り付け，三軸ステージで垂直荷重が 0.3 N

になるようセンサに近づけ接触させ，この点を接触点とし

た。次に、この接触点から垂直方向上向きに 10 mm離しイ

ンピーダンスの測定を行った。なお，3.2項の実験と同様に，

計測は 5 回繰り返して行いその平均を測定結果とした。ま

た，用いた LEDは中心波長がそれぞれ 621 nm(赤色)， 525 

nm(緑色)， 470 nm(青色)の光を発することができるもので

ある。 

 

図 5 光試験の概念図 

Fig.5. A schematic illustration of the measurement 

method for the light experiment. 
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4. 実験結果 

〈4･1〉 すべり試験のセンシング結果  図 6に白色及

び黒色 POMそれぞれのすべり試験におけるひずみゲージ

の抵抗変化を示す。横軸が計測開始からの時間，縦軸が抵

抗変化率を示している。なお，抵抗変化率は計測開始時の

抵抗を基準として算出した。3.2項で述べたように，計測

開始から 5秒後に水平ステージによる移動を行っている。

いずれについても，抵抗変化率はステージの移動が始まる

と同時に急激に増加し，ある点から変化が小さくなる。こ

れは，センサの PDMS・対象物間の状態が静止状態からす

べり状態に移行していることを表している。抵抗変化率が

急激に増加している範囲では，PDMS・対象物間で静止摩

擦力が働き PDMSが滑らずに徐々に変形する。そして，

それが最大静止摩擦力を超えると，働く力は動摩擦力とな

り，PDMSはある程度変形を保ったまますべり始める。こ

のような状態の変化が図 6に表れている。 

 それぞれの結果を比べると，抵抗変化率の最大値やすべ

り移動中の抵抗変化に違いがある。抵抗変化率の最大値の

違いは静止摩擦係数の違いから，すべり移動中の抵抗変化

の違いは動摩擦係数や表面形状の違いから発生している。

表面加工なしのものの抵抗変化率の最大値について着目す

ると，白色・黒色共通して A方向の方が高く，B方向との

差は白色の方が黒色よりも明確に大きいことが分かる。そ

れらについて，三軸ステージに取り付けられている 6軸力

覚センサ出力により計測した垂直荷重とせん断荷重の比か

ら静止摩擦係数の算出を行った結果，白色・黒色共通して

A方向の方が高く，B方向との差は白色の方が黒色よりも

大きくなっており，すべり前のセンサの抵抗変化は静止摩

擦力によるものであることが分かる。また，表面加工あり

のものの方向 Bに着目すると，白色・黒色共通して，抵抗

変化率が他の計測結果にはみられないような周期的なピー

ク（図中矢印）が現れている。方向 Bは表面加工による切

削条痕を横切る方向であり，それによる凹凸と関連してい

ることが考えられるため，次項にて検証する。 

 

〈4･2〉 すべり試験のセンシング結果と凹凸計測結果の比

較  図 7，8 に表面粗さ測定機により計測した白色 POM

及び黒色 POM の加工表面の形状をそれぞれ示す。また， 

図 6 より抜き出して拡大したすべり試験におけるひずみゲ

ージの抵抗変化を図 9，10にそれぞれ示す。まず白色 POM

について，図 7 における凹凸の山と山の間隔は平均して

0.721 mmであった。同様に，図 9のすべり試験時の抵抗変

化において抵抗変化率の周期は平均して 7.1秒であり，距離

に換算すると 0.71 mmであった。一方，黒色 POMについ

て，図 8の山と山の間隔は 0.792 mmであり，図 10の抵抗

変化周期は 7.6秒（0.76 mm）であった。これらの比較によ

り，白色 POM・黒色 POM共通して，センサ出力の周期的

な変化はおおよそ加工表面の凹凸の周期に対応しているこ

とが分かった。また同時に，本研究で用いたセンサが 3 µm

程度の表面粗さにも応答を示すことが確認された。なお，抵

抗変化と表面形状とは周期はほぼ一致しているが，変化の

形状は若干異なる。これは，本センサと対象物の接触は点で

はなく面であり，また，表面の高さの変化による垂直反力変

化と摩擦力変化，あるいは山の壁面による水平方向の反力

等を複合的に反映しているためである。 

 また，表面粗さ測定機により表面非加工の白色 POMの表

面についても見てみると，図 11に示したように非加工表面

では周期が短いランダムな凹凸が存在する。レーザ顕微鏡

により測定したセンサの PDMS 先端の接触面積は約 0.8 

mm2で，接触面の直径は約 1 mmであり，この周期はそれ

よりはるかに小さいため，図 6 の抵抗変化には現れていな

い。 

 以上の事から，接触部となる PDMSがローパスフィルタ

の役割をし，比較的周期の長い凹凸のみが本センサにより

捉えられていることが分かる。  
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図 6 白色，黒色 POMそれぞれに対するすべり試験におけるひずみゲージの抵抗変化 

Fig.6. A resistance change rate of the strain gauge on the microcantilever of the sensor in sliding experiment for 

white and black POM, respectively. 
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図 7 表面凹凸加工した白色 POMの表面形状 

Fig.7. Surface profile of planed white POM. 

 

図 9 表面凹凸加工した白色 POM に対するすべり試験に

おけるひずみゲージの抵抗変化（方向 B） 

Fig.9. A resistance change rate of the strain gauge on 

the microcantilever of the sensor in the sliding 

experiment for planed white POM (direction B). 

図 11 表面非加工の白色 POMの表面形状 

Fig.11. Surface profile of not planed white POM. 

 

図 8 表面凹凸加工した黒色 POMの表面形状 

Fig.8.  Surface profile of planed black POM. 

 

図 10 表面凹凸加工した黒色 POMに対するすべり試験に

おけるひずみゲージの抵抗変化（方向 B） 

Fig.10. A resistance change rate of the strain gauge on 

the microcantilever of the sensor in the sliding 

experiment for planed black POM (direction B). 

 

〈4･3〉 光試験のセンシング結果  図 12 に白色 POM

および黒色 POM からの反射光による Si インピーダンス

の，暗環境下からの減少率をそれぞれ示す。インピーダンス

減少率は，LED 消灯時の暗幕内でのセンサ出力値を基準と

して算出した。三色すべての色の光において，減少率は白色

POMが大きく，黒色 POMが小さくなっており，白色 POM

の方が光の反射率が高いことを示している。これより，対象

物に光を照射した際に，対象物の色により異なる応答が検

出されることが確認された。 なお，三色のプローブ光を用

いていることから，対象物の色相が異なる場合でもそれぞ

れのプローブ光色に対する変化の組み合わせから，対象物

の色の情報を知ることが可能である(7)。 
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図 12 白色・黒色 POMに対する光試験における 

インピーダンス変化 

Fig.12. An impedance change rate of the sensor in the 

light experiment for white and black POM. 

 

5. 結 言 

本研究では，様々な電気部品等の外装や自動車パネル等

の内装に用いられる，ポリオキシメチレン(POM)樹脂の表

面質感を，光・ひずみ複合触覚センサにより評価した。すべ

り計測により得られたセンサ出力について，段差計により

樹脂表面の凹凸を計測し，その結果をこの周期的な応答を

と比較することで，センサ出力が表面形状に対応している

ことを示した。また，同じセンサを用いて行った光試験の結

果から，樹脂の表面色の違いを検知可能であることを示し

た。 

これらの結果から，本評価手法により定量的な質感評価

が可能になることが期待できる。今後は，樹脂の原料による

違いや，シボ，ヘアライン，塗装などの表面加飾についても

評価を行っていく。さらに，人による感性評価を行いセンサ

出力と比較を行い，触覚や視覚により得られる質感とセン

サ出力の相関関係を明らかにすることで，より実用性の高

いものになると考える。 
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