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In this work, multiple MEMS tactile sensors were installed on handgrip of the tool and gripping state of the 

tool was measured as output from these sensors. Tactile sensors were successfully built in handgrip of the tool 

model and force change applied by hand gripping can be measured from output of the sensors. Furthermore, it is 

suggested that the moment load applied to tip of the tool model can be indirectly estimated from output of the 

tactile sensors built in handgrip. 
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1. 緒言 

近年、少子高齢化による生産人口の減少が問題になって

いる。その解決策として、これまで人に頼ってきた作業を

行えるようなロボット技術を取り入れることや、熟達した

技術の次世代へのスムースな継承により作業の効率化を図

ることなどの対策が取られている。しかし、これまで人の

手に頼っていた生産技術は、触覚を始めとした個人の感覚

に依存しているため、ロボットによる自動化や次世代への

継承には困難を伴う(1)。これをデータ化するためには、人が

工具等を扱う際の触覚をデータ化することが必要である。

触覚技術は近年研究が盛んになってきているが、特に

MEMS(micro electro mechanical systems)技術を用いた触

覚センサは、小型化や低コスト化が可能である点や、垂直

荷重だけではなくすべりや温冷との複合的検知と言った多

機能性から注目を集めている。 

我々は、これまでに MEMS 技術によりシリコンチップ上

に作製したマイクロカンチレバー（片持ち梁）を、弾性樹

脂であるポリジメチルシロキサン(PDMS)に封止した構造

の触覚センサの開発を行ってきた(2),(3)。このセンサは 5 mm

角のチップ状で非常に小型であり、また、接触荷重に加え

てすべりの検知が可能であり、これをロボットハンドに設

置することで物体把持の精密な制御が可能であることを示

した(4)。同様に、人の手の触覚をデータ化するためには、人

の手に触覚センサを設置することが考えられ、把持による

接触荷重分布を計測するセンサを設置した手袋を着用して

計測を行った研究がある(5)。しかし、センシング用の手袋を

着用すること自体が繊細な人の触覚を妨げるため、素手の

場合と同様に作業することは困難である。また、単に把持

による荷重分布を計測するだけでは、例えば工具先端に負

荷がかかった場合に把持部に作用するモーメントの変化は

検知できない。そこで、本研究では、開発した小型 MEMS

触覚センサチップを工具の把持部に設置することで、作業

者の触覚を妨げることなく、かつ、単に把持力分布だけで

なく、工具に負荷が作用した時の把持面で働くモーメント

変化の検出を目指した。 

2.  触覚センサの概要と工具への設置 

〈2･1〉 触覚センサの構造と検知原理 

本章で用いる触覚センサは、図 1 に示すように 5 mm 角

のシリコン基板上に 3 本のカンチレバーを 3 方向に対称に

配置し、半球状の弾性樹脂の中に封止したものである。こ

れらのカンチレバーは図 2 に示すように弾性樹脂の 3 次元

的な変形に応じてたわみが変化するため、弾性樹脂に印加

される垂直荷重だけでなく、せん断荷重にも応答する。カ

ンチレバーを向きを変えて 3 本配置することによって、各

カンチレバーの向きによる垂直・せん断荷重への応答性の

違いから荷重の方向と大きさが検知可能である。カンチレ

バーのたわみ変化はカンチレバー表面に形成したひずみゲ

ージ薄膜の抵抗変化として検出する。 
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図 1 カンチレバーを弾性樹脂に封止した触覚センサ 

Fig.1. A schematic illustration of tactile sensor with 

cantilevers embedded in the elastomer. 

 

 

 

図 2 弾性樹脂中の(a)垂直荷重および(b)せん断荷重に対

するカンチレバーたわみ変化 

Fig.2. Deflection of cantilevers embedded in the 

elastomer for applying (a) normal force and (b) 

shear force. 

 

〈2･2〉 触覚センサのグリップ部への設置と計測方法 

 道具を把持した際の把持部での接触力が測定できるか検

証するために、市販の電動ドリルのグリップ部に 3 個の触

覚センサを設置した。触覚センサは図 3 に示すように、把

持した時に指の第 2 関節である近位指節間関節あたり（セ

ンサ 1）、第二指から第五指の付け根である指尖球（センサ

2）、第一指の付け根の母指球（センサ 3）に接触するように

配置した。把持時に触覚センサの保護とその設置による違

和感軽減のために、グリップ部のゴムカバーを取り除いて

触覚センサを設置し、シリコーンゴムのシートで被覆した。

触覚センサのカンチレバー上ひずみゲージ抵抗変化は、チ

ップ上に設置した参照抵抗と直列接続して分圧回路を構成

し、高分解能多チャンネル電圧入力モジュール(NI 9209、

National Instruments)を用いて電圧変化として計測した。な

お、センサ 1、2、3 の荷重に対する電圧変化率の応答をあ

らかじめ計測した結果、それぞれ 1 N あたり 110 ppm、123 

ppm、130 ppm であった。 

 実験手順としては、触覚センサを設置した電動ドリルを

人の手で把持し、その後、図 4 に示すようにドリル先端部

を物体に押し当てて固定し、上向きに持ち上げた際のそれ

ぞれのセンサ出力の変化を計測した。 

図 3 電動ドリルのグリップ部へ設置した触覚センサ 

Fig.3. Tactile sensors installed on the handgrip of 

an electric drill. 

 

3. 触覚センサによる把持状態検出実験結果 

前節に示したように電動ドリルのグリップ部 3 か所に触

覚センサを設置し、それを人の手で把持して先端に荷重を

印加した際の、各触覚センサのカンチレバーからの出力電

圧の時間変化を図 5 に示す。なお、カンチレバーの向きは

自由端がすべて上方向である。3 か所のセンサの位置に対し

て同じように把持力が印加されていることで、センサの出

力変化は類似したものになっている。測定開始から 20 秒後

の時点を見ると、手で把持を始めることにより、全てのセ

ンサに同様に垂直荷重が印加され、電圧が減少している。

その後、ドリル先端を固定したまま上に持ち上げると、グ

リップ部上向きにせん断荷重が印加されるため、電圧が上

昇する。上にかける力を止めた 90 秒ではせん断荷重から解

放されるため電圧が大きく減少し、さらに把持した手を離

すことで垂直荷重が減少し、電圧は測定開始時の値へと戻

っている。この結果から、工具のグリップ部の把持と、先

端部に印加した荷重による把持部の変化を、触覚センサで

検知できていることがわかる． 

 

図 4 触覚センサを設置した電動ドリルの把持と先端への

荷重印加 

Fig.4. Gripping of the electric drill with tactile sensors 

and applying force on the tip. 
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図 5 触覚センサを設置した電動ドリル把持および先端へ

の荷重印加による(a)センサ 1、(b)センサ 2、(c)センサ 3 の

出力変化 

Fig.5.  Output changes of tactile sensors, (a) sensor 

1, (b) sensor 2, and (c) sensor3, installed on handgrip 

of the electric drill by gripping and applying force on 

the drill tip. 

4. グリップ部への触覚センサ内蔵と把持状態検

出 

〈4･1〉工具の把持状態検出の問題点 

前述のように工具に触覚センサを取り付け、把持実験を

行った際、主に以下の 3 つの問題が発生した。 

（1）  既存のセンサでは、エラストマ突起に接する点での

荷重計測となるため、物体の複雑な把持状況を検知するに

は空間分解能が小さい。 

（2）センサチップを実装する回路基板の剛性が大きく、取

り付けるグリップ部の曲面形状と一体化できないため、正

確な把持測定が行えず、また、グリップ部の表面形状に影

響する。 

（3）シリコーンゴムシートの被覆のため、把持によるグリ

ップ部の変形を直接計測できていない。 

 これらの問題を解決するためには、グリップ部と触覚セ

ンサを一体とし、さらに 1 つのセンサで広い面積の検知を

行う必要がある。ここで、これまでの研究において、触覚

センサチップ全体を弾性樹脂中に埋め込んだ場合、一つの

カンチレバーで±5 mm の範囲の検知が可能であることが

示されている(6)。そこで、弾性樹脂を用いたグリップ部に触

覚センサ全体を埋め込むことで、広い面積の検知と工具と

の一体化の可能性を検証するための工具モデルを作製して

把持実験を行った。 

 

〈4･2〉触覚センサをグリップ部に内蔵した工具モデルの作

製 

 グリップ部の弾性樹脂の材料としては従来の触覚セン

サの突起部として用いていたものと同じ PDMS を使用し

た。長さ 180 mm、面積 25 mm×25 mm、肉厚 2 mm の中

空アルミ角材を工具モデルとし、エポキシ樹脂で触覚セン

サを実装した回路基板を取り付け、3D プリンタで作製した

型に固定した後、PDMS を型に流し込み、恒温槽で 90℃、

12 時間加熱して硬化させてグリップ部とした。作製した工

具モデルを図 6 に示す。 

 

図 6 (a) 触覚センサ内蔵グリップ付き工具モデル、(b) グ

リップ内に埋め込んだ触覚センサ実装基板、(c) 触覚センサ

のカンチレバー検知部の位置関係 

Fig.6. (a) A tool model with handgrip built in tactile 

sensor, (b) tactile sensor mounted on PCB for embedding 

in handgrip, and (c) layout of cantilevers in tactile 

sensor. 

 

〈4･3〉触覚センサ内蔵工具モデルの把持実験 

 本項の実験手順では、まず、工具モデルのグリップ部を

軽く把持した状態から 20 秒まで待機し、20 秒で強い力で

把持し 40 秒で除荷する。この手順でグリップ部に内蔵して

設置している触覚センサの位置を変えて実験を行う。セン

サの位置については、図 7 に示す。センサ位置は指尖球側 
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図 7 (a) 人の手による工具モデル把持の様子とセンサ位置

((b)上面、(c)側面) 

Fig.7. (a) Gripping of handgrip of the tool model by hand 

and tactile sensor location ((b) on the top and (c) side). 

 

 にセンサが来るように把持した時を側面、第一指の付け

根の母指球にセンサが来るように把持した時を上面とす

る。 

カンチレバー3 における実験の結果を図 8 に示す。図 8(a)

はセンサ位置が上面の場合、図 8(b)はセンサ位置が側面の

場合の結果である。センサ位置が上面の場合には把持によ

る触覚センサの出力変化はほとんど見られなかった。これ

は、把持した際に上面、すなわち母指球付近には力がかか

っていないことを示す。一方、センサ位置が側面の場合に

は、出力電圧は把持により大きく低下した。把持時に工具

モデルの重さを支えるために、側面となる指尖球側に大き

な把持力が加わり、センサ出力が変化したものと考えられ 

 

 

 

図 8 工具モデル把持時のグリップ部に内蔵した触覚セン

サ出力変化。 

(a) センサ位置が上面の場合、 (b) センサ位置が側面の場合 

Fig.8. Output change of tactile sensor built in the tool 

model when sensor is on (a) the top and (b) side of 

handgrip. 

る。今回は一つの触覚センサで位置を変えて把持を行った

が、それぞれの面に触覚センサを内蔵しておくことで、把

持の向きと強さを検知できることがわかる。 

 次に、グリップ部を軽く把持した状態で 20秒まで待機し、

20秒で工具モデル先端をフォースプレートに2～2.5 Nの力

で押し付け、40 秒でフォースプレートから離した場合の触

覚センサの出力変化を測定した。フォースプレートは先端

に印加される荷重を計測するために使用した。この実験で

は、先端の荷重印加によってグリップ部に印加されるモー

メントの計測を考慮し、センサが側面に来るように把持し

た。なお、この実験では分圧回路を使用せず、デジタルマ

ルチメータを用いて直接センサのカンチレバー上ひずみゲ

ージ抵抗の変化を計測した。 

 この実験による触覚センサの応答を図 7 に示す。計測に

使用した 2 つのカンチレバーの向きは、図 6(c)に示したよ

うに、カンチレバー1 では自由端は水平面から 30°下に傾

いた方向、カンチレバー3 では自由端が鉛直上向きである。

図 9(a)より、カンチレバー1 については工具モデル先端に荷

重を印加してもほとんど出力は変化しなかった。一方、カ

ンチレバー3 については、モデル先端に荷重を印加すると出

力（ひずみゲージ抵抗）は大きく減少した。工具モデル先

端にはフォースプレートに押し付けることで上向きのモー

メントが働く。それにより、工具の根元付近にあるグリッ

プ部には逆方向の下向きのモーメントが作用し、グリップ

部の手との接触面には下向きのせん断力が印加される。こ

れにより、カンチレバー3 のたわみ量が増加し、表面の圧縮

ひずみが増えることで、ひずみゲージの抵抗が減少すると

考えられる。カンチレバー1 は水平方向に近い向きであるの

で、下向きのせん断力に対してほぼたわみが変化しないた

め、ひずみゲージ抵抗も変化していない。このように、カ

ンチレバーの向きによって応答性が異なるため、先端部に

かかる力によりグリップ部に作用するモーメントで生じる

せん断力の向きを内蔵した触覚センサで検知できているこ

とがわかる。 

5. 結言 

本研究では、生産技術における工具などの把持状況を測

定し、データ化することを目的として、触覚センサによる

把持力の測定を目指した。工具のグリップ部表面に触覚セ

ンサを設置し、人の手による把持を行った結果、把持力と

工具先端荷重による変化を触覚センサにより計測できる可

能性を示した。しかし、接触点での計測であり空間分解能

が小さい、実装基板の剛性が大きくグリップ部の曲面との

一体化が困難、センサの保護のためゴムシートで被覆して

おり直接手の影響を直接に計測できないといった問題が明

らかとなった。これらの問題に対して、触覚センサ全体を

グリップ部に埋め込み内蔵することで、グリップ部の表面

形状に影響を与えず把持しやすくなり、かつ、測定面積が

大きく把持によるグリップ部の変形を直接計測することが

可能となる。実際にグリップ部に触覚センサを内蔵した工
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具のモデルを作製し、把持時および先端荷重時における把

持面にかかる総合的な力が検知できていることを示した。 

 

 

 

図 9 工具モデル先端に荷重を印加した時のグリップ部内

蔵触覚センサの出力(ひずみゲージ抵抗)変化。(a) カンチレ

バー1、(b)カンチレバー3 

Fig.9. Resistance change of strain gauge on (a) 

cantilever 1 and (b) cantilever 3 in tactile sensor 

built in handgrip by applying force to the tip of the 

tool model. 
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