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図 1 サンプルとして使用した布 

Fig. 1. Fabric samples used in experiments. 

 

 

 

MEMS触覚センサによる材質感計測と感性評価との比較 
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Measurement of Material Textures Using MEMS Tactile Sensor and Comparison with Sensory Evaluation 

Takashi Shiwa＊, Yuta Namba, Takashi Abe, Masayuki Sohgawa, (Niigata University)  

 

Texture of various fabrics were measured by developed MEMS tactile sensor using microcantilevers embedded 

in the elastomer resin and measured data are compared with results of human sensory evaluation. Measured 

data of the tactile sensor show strong correlation with some averaging scores of sensory evaluation including 

short-piled, warm, and fine sensations of fabrics. Furthermore, touch force and tracing speed with human finger 

in sensory test were measured. Touch force of finger approximately agrees with normal force in measurement 

using the tactile sensor. 

 

キーワード：触覚センサ，質感計測，触感，温冷感，感性評価 

(Tactile Sensor, Texture Measurement, Tactile Sensation, Thermal Sensation, Sensory Evaluation) 

 

1. はじめに 

触り心地や光沢感といった質感のデザインは、表面加飾

技術の発達もあり、高級感の演出など他製品との差別化の

ために自動車や家電製品などで重要視されるようになって

きている(1)。また、繊維製品においても、温冷感や快適性、

着心地を高めた機能性繊維の応用が広がっている(2)。このよ

うに製品の質感向上が図られているが、質感は人の感覚に

由来するものであり、その定量的・客観的な評価は困難で

ある。人が実際に製品を観察したり触ったりして評価する

官能試験が主に用いられているが、個人差によるバラつき

やデータ収集のためにコストと時間がかかることが問題で

あった。一方、専用の装置を用いて質感に関する物理的特

性を評価する手法がある。代表的なのが摩擦や引張り・圧

縮 、 熱 物 性 な ど 質 感 に 影 響 す る 特 性 を 調 べ る

KES(Kawabata Evaluation System)と呼ばれる一連の装

置群である(3)。しかし、それぞれの特性評価に専用の装置が

一つずつ必要でありコストがかかるのに加え、質感には

様々な特性や表面状態が複合的に影響を及ぼすため、各々

の特性を単独で評価するだけでは不十分であり実際の人の

感覚と整合しないケースも多いようである。 

我々のグループでは、上記のような課題を解決すべく、

MEMS技術を用いた小型触覚センサチップを用いた質感の

評価手法を提案している(4)-(8)。このセンサは垂直荷重、剪断

荷重、光および温度に対して複合的に感度を持ち、接触時

の押込みによる反力と伝熱による温度変化、なぞり時の接

触力や摩擦力、および反射光による光学的特性の評価が単

一のデバイスで可能である。KES のように多くの装置を用

意せずとも複合的な評価ができ、また大量生産による低コ

スト化が可能である。これまでの研究において、紙葉類や

金属、樹脂などにセンサを近接・接触させ、さらに水平方

向になぞりの動きをさせることで、それらの硬さ、表面粗

さ、摩擦、色、熱容量などの特性に由来する質感の違いを、

センサ出力の変化としてデータ化できることを示してき

た。しかし、その有効性をより明確に示すためには、人の

感覚で官能試験した結果と比較し、相関のある結果が得ら

れているか明らかにするとともに、人が感じるのと同じ質

感を計測するためには、人が触れる時と同程度の接触時の

荷重やなぞりの速度などとの比較検証を行う必要がある。

そこで、本研究では触覚センサによる布類のなぞり計測に

焦点を絞り、センサによる計測を行うとともに、官能試験

とその時の人のなぞり動作の観測を行った。 
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図 2 PCB上に実装したMEMS触覚センサチップ 

Fig. 2. MEMS tactile sensor chip mounted on 

PCB. 

表 1 官能試験の代表的な評価項目に対する平均スコアと標準偏差(カッコ内) 

Table 1. Average score and standard deviation (in parentheses) of sensory evaluation. 

 Cotton Satin Webbing Fur Silk Polyester Towel Quilting Nylon 

Softness 3.9 (1.7) 5.8 (1.0) 2.1 (1.2) 6.4 (0.7) 5.4 (1.5) 5.7 (0.7) 4.1 (1.5) 4.4 (1.3) 2.2 (0.8) 

Warmness 3.0 (0.7) 3.4 (1.0) 5.2 (0.7) 6.3 (0.7) 2.8 (0.8) 3.0 (0.9) 4.6 (1.1) 5.2 (1.7) 2.8 (0.7) 

Fineness 4.9 (0.9) 6.1 (0.8) 1.6 (0.7) 4.9 (1.4) 5.4 (1.4) 5.6 (1.5) 2.0 (0.7) 3.2 (1.2) 4.9 (1.6) 

Pile-shortness 6.2 (1.0) 6.3 (0.9) 5.2 (1.6) 1.9 (2.0) 6.4 (0.5) 5.9 (1.7) 3.1 (0.8) 5.7 (1.1) 6.7 (0.7) 
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図 3 官能試験時の人の指先の位置変化計測結果 

Fig. 3. Measurement result of displacement of 

fingertip in sensory evaluation. 
2. 実験方法 

〈2･1〉 使用サンプルと官能評価  質感の評価対象と

して、図 1 に示す材質や厚み、繊維密度や編み方などが異

なる 9種類の布を用意した。これらを成人男性 8名、女性 4

名の計 12名の被験者に触ってもらい、「温かい-冷たい」、「粗

い-細かい」などの 18 種類の形容詞対について、7 段階の

Semantic Differential (SD) 法によりスコア付けした。触る

際の接触荷重や移動量の計測のため、サンプルは 20 cm角

にカットし、接触時の荷重ベクトルや接触位置を検出可能

な触覚フォースプレート(TF 2020, テック技販)の上に固定

した。なお、触り方については触覚フォースプレートの最

大荷重を超えないようにあまり強く押さないということ以

外は特に指示をしていない。 

 

〈2･2〉 触覚センサの検知原理とそれによるなぞり計測  

触覚センサは Siウェハ上に表面マイクロマシニングによる

微細加工でマイクロカンチレバーを作製し、それを弾性樹

脂(エラストマ)で封止したものである。物体の接触によりエ

ラストマが 3 次元的に変形し、その方向と大きさに応じて

カンチレバーのたわみが変化する。このたわみ変化をカン

チレバー上に形成している薄膜ひずみゲージの電気抵抗変

化として検出する。本実験で用いた試作センサを図 2 に示

す。5 mm角のセンサチップを市販の PCB上に実装し、金

ワイヤボンディングでチップ上の電極パッドと電気的に接

続した。チップの中心部に長さ 0.3 mm、幅 0.2 mmのカン

チレバーが作製されており、それが厚み数十m のエラスト

マ(ポリジメチルシロキサン; PDMS)で封止され、さらにカ

ンチレバーの直上に半球形状のエラストマ突出部を設けて

いる。この突出部を計測対象物に接触させる。 

このセンサを水平自動ステージ上に設置し、垂直自動ス

テージに設置したサンプルを上からKESで摩擦感計測を行

う時の荷重(3)と同程度の 0.5 Nの垂直力で押し当て、水平に

動かすことでサンプル表面を 0.1 mm/sの速度でなぞり、こ

の時のカンチレバー上ひずみゲージ抵抗の時間変化をセン

サ出力としてデジタルマルチメータ(R6581, ADCMT)で計

測した。 

3. 結果と考察 

〈3･1〉 官能試験による評価結果  代表的な評価項目

についての官能試験における各サンプルの平均スコアと標

準偏差を表 1に示す。例えば、温かさ(Warmness)のスコア

では、Fur (毛皮)が最も高く、Silk(絹)および Nylon(ナイロ

ン繊維)が最小値、すなわち冷たく感じるという結果となっ

ている。一方、毛足の短さ(Pile-shortness)については逆に

Fur が最も低く、Silk や Nylon では高くなっており、温か

さと毛足の短さには逆の傾向があることが分かる。また、

柔らかさ(Softness)や細かさ(Fineness)では、Webbing(アク

リルテープ、カバンの持ち手やベルトなどに使われる目の

粗いテープ状生地)が他に比べて小さい値となっており、こ

の布が硬くて粗いことを示している。なお、各平均スコア

の最大値と中間値の間で有意水準 5%の t検定を行ったとこ

ろ、表 1 に示した評価項目すべてにおいて有意差が見られ

た(例えば「乾湿」などここに示さなかった評価項目につい

ては有意差がないものもあった)。 

また、この時のある被験者が Cottonを触った際の、指先

の位置の計測結果を図 3 に示す。一定時間ごとに往復する
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図 4 官能試験時の人の指先による垂直荷重計測結果 

Fig. 4. Measurement result of normal force 

applied by fingertip in sensory evaluation. 
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図 5 触覚センサによるなぞり計測時の出力変化 

Fig. 5. Output change of tactile sensor in the 

sliding measurement. 

 

表 2 5秒ごとの触覚センサ出力データと官能試験平均スコアの間の相関係数 

Table 2. Correlation coefficients between tactile sensor output and average scores in sensory evaluation. 

 5 s 10 s 15 s 20 s 25 s 30 s 35 s 40 s 45 s 50 s 55 s 

Softness -0.25 -0.18 -0.03 0.09 0.08 -0.37 -0.42 -0.2 0.03 0.13 -0.15 

Warmness -0.84 -0.82 -0.79 -0.61 -0.43 -0.18 -0.07 -0.14 -0.18 -0.13 0.001 

Fineness 0.24 0.15 0.18 0.14 -0.05 -0.6 -0.68 -0.46 -0.22 -0.18 -0.52 

Pile-shortness 0.86 0.6 0.58 0.34 0.17 0.13 0.1 0.14 0.08 -0.04 -0.1 

 

表 3 各時点間の触覚センサ出力の差分と官能試験平均スコア間の相関係数 

Table 3. Correlation coefficients between difference of tactile sensor and average scores in sensory evaluation. 

 5 – 10 s 10 – 15 s 15 – 20 s 20 – 25 s  25 – 30 s 30 – 35 s 35 – 40 s 40 – 45 s 45 – 50 s 50 – 55 s 

Softness -0.17 0.36 0.29 -0.03 -0.64 -0.37 0.6 0.52 0.37 -0.68 

Warmness -0.82 -0.28 0.05 0.47 0.4 0.59 -0.15 -0.19 0.01 0.35 

Fineness 0.16 0.15 -0.01 -0.65 -0.76 -0.63 0.6 0.43 -0.02 -0.84 

Pile-shortness 0.59 0.24 -0.29 -0.54 -0.08 -0.12 0.09 -0.08 -0.38 -0.15 

 

ようななぞり動作が見られ、移動時の傾き、すなわち速度

はほぼ一定になっていることが分かる。他の被験者におい

ては、往復をさせずに片道でなぞるケースもあったが、い

ずれにしても移動時の傾きは一定の傾向にあり、また、静

止した状態で深く押込むなどのなぞり以外の動作をした被

験者はいなかった。傾きから速度を求めると、人によりば

らつきはあるもののおよそ 100 mm/s 程度の速度でなぞり

を行っていることが分かった。次に、同じ時の指先による

垂直荷重の変化を図 4 に示す。この被験者の場合、おおよ

そ 0.3 N 程度で押し当ててなぞり動作を行っていることが

分かる。これはどの布に対してもおおよそ共通であった。

また、他の被験者の結果を見ると、ばらつきはあるが垂直

荷重の範囲はおおよそ 0.2 N～1.0 Nの範囲内であった。 

 

〈3･2〉 触覚センサによる計測と相関分析  いくつか

の布に対する触覚センサによるなぞり計測の結果を図 5 に

示す。測定開始から 5 s後に水平ステージの移動を開始して

いるが、移動開始直後から静止摩擦力の増大によりセンサ

出力が増大している。その増加量は布の種類に大きく依存

していることが分かる。その後最大静止摩擦力を超えてセ

ンサが布の上を滑り始めるが、滑っている時の変化の様子

も布の種類によって大きく異なっている。例えば、Webbing

だと上下に大きく変動しているが、Quilting や Fur では単

調に上昇し続けている。 

このように布の種類によってなぞり計測時の触覚センサ

出力の時間的な変化は大きく異なっている。そこで、3.1項

の官能試験による評価結果とセンサ出力の時系列データと

の相関性を分析した。時系列データを全て用いるとデータ

量が多くなるため、出力の時間的変化が埋もれない程度に、

5 sごとにデータを抜き出してそれらと官能試験スコアとの

相関係数を求めた。その結果を表 2 に示す。また、それら

の直前(5 s 前)のデータとの差分を求め、同様に相関係数を

求めた結果を表 3に示す。なお、0.7以上の強い相関が得ら

れたデータを太字で示している。表の 5 s付近のステージ移

動開始後から滑り始めるくらいまでのデータは温かさと強

い負の相関を示し、一方で毛足の短さとは正の強い相関を

示している。これは 3.2項で述べたように、毛足と温かさは
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図 6 触覚センサによるなぞり計測時の出力変化 

Fig. 6. Output dependence on moving speed in 

the sliding measurement. 

逆の傾向を示し、毛足が短い(温かさのスコアが低い)ものほ

ど静止摩擦力が大きくはたらき、滑り始めるまでのセンサ

出力変化が大きいためであると考えられる。 

一方、細かさは表 2 では比較的高い相関を示すデータは

あるものの、0.7以上の強い相関を示すデータは得られなか

った。しかし、表 3の直前のデータとの差分との相関では、

30 sおよび 55 sのデータが強い相関を示すことが分かる。

これは図 5のWebbingのように細かさスコアが小さい、す

なわち粗いものでは滑っている時にセンサ出力が大きく変

動するため、直前のデータとの差分が大きくなるためであ

ると考えられる。このことから、センサ出力の時系列デー

タと合わせて、その時間的な差分を取ることで、より感性

スコアと相関のある結果が得られることが分かった。なお、

柔らかさについては今回のデータでは強い相関は得られて

いない。これは、今回の実験ではなぞり計測時のセンサ出

力のみしか用いていないためであり、対象物の硬さに依存

することが分かっている押込み時のセンサ出力変化とは相

関が得られると考えている。 

 

〈3･3〉 測定条件についての考察  3.1項の結果から、

布に触る場合、人はおよそ 0.2～1.0 N程度の垂直荷重で指

先を接触させ、およそ 100 mm/s のほぼ一定な速度でなぞ

っていることが分かった。また、なぞり動作のみで静止し

たまま押し込むという動作は行っていなかった。まず、触

覚センサを用いた計測において、垂直荷重については KES

での評価法を参考に 0.5 N と設定したが、人の指先の垂直

荷重の中間的な値となり、妥当性があることが分かる。た

だ、これは対象物を布に限った場合であり、硬さが大きく

異なる金属やゴムなどでは荷重が異なる可能性があり、今

後の調査解析が必要である。 

また、速度については 0.1 mm/s一定でなぞり計測を行っ

たが、速度一定という点では人の場合と共通しているもの

の、速度の大きさはかなり小さい。そこで、なぞり速度を

上げて計測を行った結果を図 6 に示す。なお、水平自動ス

テージの速度の制限のため、最大 10 mm/sの速度とした。

5 秒で水平移動を開始した後の立ち上がりの変化は多少の

ばらつきはあるものの、速度に対する依存性は小さいこと

が分かる。これは、前述したように、滑り出すまでの出力

変化は静止摩擦力によるものであり、それは垂直荷重に依

存するが速度に依存しないためであると考えられる。 

しかし、滑り後の動摩擦状態における変化については、

今回は明確にみられていないものの、速度の影響は表れる

可能性がある。指先の皮膚やセンサに用いている PDMSは

粘弾性が高く、高速での対象物表面における凹凸や摩擦振

動による指の変形挙動は周波数特性を考慮する必要がある

とともに、系全体や検知部などの共振特性も考慮する必要

がある。また、人の触覚は感度の周波数特性が異なる複数

の触覚受容器で感知されており、センサにおいても同様に

複数の周波数特性での計測が必要となると考えている。 

 

4. おわりに 

本研究では MEMS 触覚センサを用いて布の質感をデー

タ化する手法について、人による官能試験との比較を行い、

その有効性を検証した。触覚センサを用いたなぞり計測に

より、布の特徴を反映したセンサ出力が得られ、官能試験

で得られた毛足やそれと関連する温冷、細かさ等の評価ス

コアと強い相関を示すことが明らかになった。また、人が

布を触る時の速度や荷重を計測し、触覚センサ計測時のそ

れらの条件の妥当性を検討した。接触時の荷重については、

触覚センサでの計測時の 0.5 N という値には十分な妥当性

があることが示された。なぞり速度については測定系の制

限により人がなぞる速度での計測はできなかったが、速度

に対する出力の依存性は小さく、なぞり速度が遅くてもあ

まり問題がないことが分かった。しかし、粘弾性や共振特

性を考慮すると、速度の影響は表れるものと考えられ、今

後、測定系の改良やセンサの周波数特性の検討を行ってい

く必要がある。 
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