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 This paper addresses measurement with tactile sensor and FEM analysis of multi-layered flexible model for skin 

diagnosis. In the multi-axial-force MEMS sensor, we evaluated the change of output by contact with the multi-layered 

flexible object. A test piece similar to human skin consisting of a rigid layer and a flexible layer is prepared. The sensor 

output depends greatly on the ratio and hardness of the hard layer and the thickness of the flexible layer of the 

specimen, and the contact surface. Compared with the results of FEM analysis, it is suggested that the difference of the 

dependence is caused by the constant compressive load applied at the time of shear deformation. 
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1. 緒 言  

現在,皮膚病や褥瘡, がん診断などの皮膚に対する診断は

触診など医師の感覚と経験に頼る場合が多いが, 超少子高

齢化社会における医療リソースの確保の面から, 将来的に

は装置による自動診断や遠隔診断が期待されている。 人間

の皮膚は硬さの異なる組織からなる多層構造であり, この

ような診断を行う装置では, 人間と同様の高度な感覚のセ

ンシングが必要である。そこで, 我々は開発した垂直力・せ

ん断力に感度を持つ触覚センサを, 硬質層と柔軟層からな

る皮膚モデルに対して接触させ, 圧縮・せん断方向に変形を

与えた時の出力を計測した。その結果, モデルの硬質層と柔

軟層の割合, 接触面等に大きく依存する結果を得ており[1], 

センサ出力から皮膚内部の情報を診断する可能性を示して

いる。しかし, その挙動に関しては不明な部分があり, 今回, 

有限要素法によりセンサと皮膚モデルの接触時の解析を行

った。  

2. 触覚センサの検知原理と多層柔軟物に対する

圧縮・せん断計測  

〈2･1〉 センサの構造  図 1 に触覚センサの写真(a)と

その概略図(b)を示す。 図 1(b)のように,  5 mm 四方の Si

基板上に表面マイクロマシンニングにより 3 つのマイクロ

カンチレバーが作製されている。カンチレバー保護のため，

スピンコートによりPDMS(Poly-dimethyl-siloxane)を薄く

(40 µm)塗布し硬化させる。さらに，荷重を集中させ感度を

上げるために円柱状の 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。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。また，応力層(Cr)により，カ

ンチレバーが基板からリリースされると，引張応力により

自立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。この構造のおかげ

で，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。 

 
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)に外力に対するセ

ンサ応答を示す。カンチレバーへの荷重の方向によってひ

ずみゲージの抵抗変化は異なる挙動を示す。これによって,
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垂直荷重とせん断荷重の区別が可能である。(a)の垂直荷重

に対しては,PDMSが水平方向に膨張することにより,3つの

カンチレバーは全て反る方向に変形する。このとき,カンチ

レバー上に製膜されたひずみゲージは長さが減少し断面積

が増加するとともに, 抵抗率(ΔR/R)が低下するため, 抵抗

が減少する。(b)のせん断荷重に対しては,カンチレバーに与

える荷重の方向によって, カンチレバーが無荷重時よりも

長さが伸びる方向に変化するものと, 反る方向に変化する

ものがあり, それらの抵抗率の変化の違いからせん断荷重

の印加方向を計測することが可能である。 

 

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. 

 

〈2･3〉 多層柔軟物に対する圧縮・せん断計測  

皮膚を模した測定対象物として, より柔軟な皮下組織に

相当するウレタンゲル（ヤング率：0.12MPa）と硬質な表

皮に相当する PDMS（ヤング率：1MPa）の二層で構成さ

れる試験片を準備した。柔軟層と硬質層を合わせた厚さ

（全体の厚さ）を t , 硬質層である PDMS の厚さを th と

すると,t に対する thの比( =th/t )は全体の硬さを表す指標と

なる。一つ目の実験として、図 4 に示すように，対象物を

触覚センサに押し付け, 圧縮変形を印加した時のセンサ出

力を評価した。二つ目の実験として, 図 5 に示すように対

象物を一定荷重(約 0.5 N)で触覚センサに押し付けた後に

水平方向に移動させ,せん断変形を印加した時の出力を測

定した。また,硬質層と柔軟層を上下反転させ, 触覚センサ

に接触する面を変えた時の圧縮およびせん断変形に対する

センサ出力も計測した。 

多層柔軟物に対して圧縮・せん断変形を加えた時の測定

結果を図 6 に示す。単位変形率あたりの出力変化（傾き）

を,試験片の全体の厚さに対する硬質層の厚さ th/t に対して

プロットした。圧縮・せん断変形印加のいずれの場合も,硬

質層の厚さが増すにつれ,単位変形率あたりの出力変化が増

加することがわかる。これは、硬質層が占める割合が増加

することにより、等価的に全体の硬さが増大し、同じ変形

でもセンサに印加される力が大きくなるためである。しか

し,その依存性は圧縮変形の場合とせん断変形の場合明らか

に異なっている。 

接触面を変えた際の圧縮およびせん断変形に対するセン

サ出力の結果を図 7,8 にそれぞれ示す。圧縮変形の場合で

は,接触面を変えてもあまりセンサ出力に変化が見られない

が, せん断変形では,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が大幅に小さくなっている。これは,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せん断力が小さくなるためであると考

えられる。 

このように圧縮およびせん断変形印加に対するセンサ出

力の変化は多層柔軟物の内部構造と強い相関があるが,その

関係は非常に複雑であるため,次項以降ではモデルによりそ

の相関性が再現できるか解析を試みた。 

 

図 4 圧縮計測の概略図 

Fig. 4.  Schematic of compressive test 

 

図 5 せん断計測の概略図 

Fig. 5. Schematic of shear test 

 

 

図 6 層の比に応じたセンサの応答 

Fig . 6  Sensor response based on layer ratio 
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図 7 接触面を変えた場合の圧縮変形に対するセンサ出力 

Fig. 7. Sensor output for compression deformation when 

contact surface is changed 

 

 

図 8 接触面を変えた場合の圧縮変形に対するセンサ出力 

Fig. 8. Sensor output for compression deformation when 

contact surface is changed 

 

 

3. 有限要素法によるモデリングと解析 

図5に有限要素解析で用いたモデルの例を示す。解析に

はANSYS(ver18.1)を用い，各サンプルに対してセンサ及

び2層柔軟物からなるモデルを作成し解析を行った。ただ

し，モデルの簡略化のため，2次元断面モデルを用い，ま

た，PDMS突起部内にカンチレバー領域を作成せず, その

先端に相当する領域のPDMSの変位量をカンチレバーの変

位とみなし, それがカンチレバー表面ひずみと比例すると

考えた。圧縮変形を与える場合は，境界条件としてセンサ

のSi基板の底面の全自由度を拘束して固定し，柔軟物底面

を Y 方向に700 µm 強制変位させた。一方，せん断変形

を与える場合は，同様にSi基板の底面を固定し，柔軟物底

面をY方向の変位自由度を固定しつつ，X方向に200 µm 強

制変位させた。さらに，センサを垂直方向に押し込んでか

ら水平方向に移動させせん断変形を加えるという，実際の

実験の状態に近づけるため，実験で約0.5Nの垂直荷重にな

るように押し込んだ距離だけSi基板底面をY方向に強制変

位し，せん断と同時に圧縮変形を印加した場合についても

解析を行った。表4にモデルの材料特性を示す。また，図7

に有限要素解析の結果の例を示す。 

 

図9 有限要素解析で用いたモデルの例 

Fig. 9.  Examples of models used in FEM analysis 

 

 

図10 有限要素解析の結果の例 

Fig . 10.   Example of FEM analysis results 

 

表4 材料特性 

Table 1.  Material properties for FEM analysis model 

 

4. 触覚センサと多層柔軟物の解析結果 

図11に圧縮変形を印加した場合の実験結果と解析結果の
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比較を示す。横軸は二層柔軟物の全体の厚さに対する硬質

層の厚さの比th/tであり,左縦軸が実験におけるひずみ抵抗

変化, 右縦軸が解析におけるカンチレバー先端付近に相当

するPDMS変位量である。なお, いずれも全体の変形率あ

たりで正規化している。実験結果と解析結果は非常に似た

傾向を示しており,実験を有限要素解析で十分再現できてい

るものと考えられる。一方,図12にせん断変形のみを印加し

た場合の実験結果と解析結果の比較を示す。硬質層の厚さ

に対して増加する傾向は一致しているが，硬質層が薄いと

ころでは実験と解析に大きな乖離が見られ、実験結果の硬

質層厚さに対する依存性が再現できていないことが分か

る。これは、実験ではせん断変形を印加する際に滑るのを

避けるため垂直方向に0.5 Nの荷重を印加しているため、

実際はせん断変形だけでなく圧縮変形も加わっているため

であると考えられる。それを考慮しせん断変形と同時に圧

縮変形を印加した場合の解析結果を図13に示す。解析時の

圧縮変形量として実際に実験で加えた値を用いたため、解

析結果にバラツキが生じているが,実験結果の急激に増加し

て一定以上の割合になると飽和する傾向がよく一致してい

る。このことは，せん断変形時に同時に印加している圧縮

変形がセンサ出力に大きく影響することを示しており，圧

縮とせん断変形を様々に変化させて同時に印加した時の変

化を調べることで，より詳細に対象物の内部構造の情報が

得られることを示唆している。 

また，センサと対象物の接触面を柔軟層に変えた際の解

析も行った。 

図14は接触面を変えた場合の実験結果と解析結果であり,

左図は圧縮変形印加時,右図はせん断変形印加時（圧縮変形

も印加）の結果である。圧縮変形時では,接触面を変えても

実験結果と同様に解析結果も差が小さいことがわかる。一

方,せん断変形の場合,接触面を変えると,その硬さに依存し

て出力が変化するという実験結果が解析によっても再現さ

れた。 

 

 

図11 圧縮変形印加時の解析結果 

Fig. 11. Analysis result with compressive deformation 

 

 

図12 せん断変形印加時の解析結果 

Fig . 12. Analysis result with shear deformation 
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図13 せん断変形と同時に圧縮変形を印加した場合の解析

結果 

Fig .13.Analysis result with compressive and shear 

deformation 

 

 

図 14  接触面を変えた場合の圧縮変形時の解析結果 

Fig . 14. Analysis result of dependence on contact surface 

with compression and shear deformation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 結 言 

本論文では触覚センサを皮膚を模した多層柔軟物に接触

させ、圧縮変形やせん断変形を印加した時のセンサ出力変

化と多層柔軟物の内部構造の相関性を明らかにするため有

限要素モデルを作成し解析を行った。センサ出力変化は試

験片の硬質層の厚さや接触面の硬さに依存するが，その依

存性は圧縮変形の場合とせん断変形の場合で異なっている

が,有限要素法による解析結果と比較することで，その依存

性の違いはせん断変形時に同時に印加した一定圧縮荷重に

起因することが示唆された。このことから，センサ出力の

様々な圧縮・せん断変形に対する変化を調べることで，外

から触覚センサを接触させることで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。 
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