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 Abstract: In this paper, we introduce a novel wearable sensor that can measure contact force 

applied to fingertip. The sensor measures the amount of finger width deformation by attaching a 
tactile sensor to the fingernail side. That is, because the proposed sensor does not cover the palm side 
of fingertip, sensing can be performed without impairing the feel of the fingertip of the person wearing.  
Through several experiments, it was confirmed that the fingertip force could be obtained as relative 
values. Moreover, the applicability to motion classification was confirmed using the drawing problem 
as an example. 
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1. 緒言 

近年，様々な産業現場で機械による自動化が進められてい

るが，人による熟練技術が必要とされる場面は未だに多く残

されている．また，熟練技術を人から人へ継承することも時

間と労力がかかるため，その短縮および効率化が求められて

いる．熟練技術を継承するにあたり，重要なデータのひとつ

として指先の力が挙げられる．例えば，布製品などを扱う現

場では，多様な指使いによって柔軟物体を操作している．そ

こでは，見た目の情報だけでなく，指先にかかる力を用いた

行動判断がなされていることが容易に想像できる． 

これまで，指先の力を測る方法として，指先に直接指サッ

クのようなセンサを取り付ける方法[1]や，対象物自体にセン

サを取り付ける方法[2]などが行われている．これらは，装着

者が発している力や手の姿勢を正確にとる目的に有用である．

一方で，前者の方法では指先と接触物の間に装着物が挟まれ

ることになるため，指先の感覚をたよりにする作業では，作

業者の能力をいつも通り発揮できない可能性がある．また，

後者の方法では対象物が変わるたびに異なるセンサを作る必

要性や取り換える手間がかかる可能性がある．   

 そのため本稿では，指と対象物の間に何もない状態で指先

にかかる力を計測できる装着型接触力センサを提案する．ま

た，開発したセンサから得られた時系列データの処理をし，

動作の判別を行うことで，技術習得の支援とすることを目的

とする． 

 

2.  装着型接触力センサ 
2.1 センサの概要 

相澤ら[3]によると，円孔に対し指を押し付けた時に円孔に

入り込む皮膚の変位量は，押付時には荷重に従って変位は増

加し，荷重が大きくなると変位の増加は緩やかになることが

示されている．また，この時の変位と指幅の変形量には関係

性があると考えられる．そのため本稿では，指と対象物の間

に何も挿入しない状態で指先にかかる力を計測する方法とし

て，指幅の変形に着目する．例えば，指の腹をテーブル上に

押しつけると，指の断面は扁平状になる．そのまません断方

向に力をかければ，片側に肉が寄る．この形状変化を力デー

タに変換することで，接触力の大きさと方向を計測すること

を考える． 

  図 1 は，以上の着想に基づいて筆者らが提案する装着型接

触力センサの外観である．3D プリンターを用いてレジンで造

形された 4種類の部品と，3軸触覚センサから構成されている．

触覚センサは，タッチエンス株式会社製のショッカクチップ

[4]である．ボックスパーツを軸として構成しており，アーム

パーツによる力を正確に伝えるため，アームと 3 軸触覚セン

サの間にプレートパーツを挿入している．この装置では，指

先の指幅の変形に伴い発生した力を，爪側に設置した 3 軸触

覚センサを用いて計測する．すなわち，指側面の変化がアー

ムを介して触覚センサへ伝わるようになっている．このセン

サを指先に装着する際には，爪とボックスのブリッジ部分を

両面テープ等で固定し，指の両側面をアームにて挟み込む．

また，リングパーツを指の第 2 関節にはめることによって，

装着感を向上させるとともに，計測値を増幅する．触覚セン

サ以外のパーツは簡単に取り外しできるようになっており，

指サイズに個人差がある場合にも，アームとリングの部品を

交換すれば対応できるようになっている． 

Fig. 1 Configuration of wearable fingertip contact force sensor 

 



2.2 指先力の計測原理 

 提案するセンサで計測対象となるのは，図 2 に示す z 軸方

向，x 軸方向にかかる力である．本節では，この 2 軸それぞれ

についての計測原理を説明する． 

 

2.2.1 z 方向力の計測原理 

 指先に z 軸方向の力がかかると，図 3 左に示すように，指

の断面が扁平状となり，指側面に接するアームを押し出す．

また，アームの通過点に支点を挟むことで力の方向を変え，3

軸触覚センサに力を伝えることができる．この原理を用いて，

指幅の変形量を力として 3 軸触覚センサに伝え，z 軸方向の力

を計測する． 

2.2.2 x 方向力の計測原理 

 指先を物体に押し付けた状態でせん断方向に力をかけると，

図 3 右に示すように，片側に肉が寄った状態で指幅が変形す

る．その結果，両アームの押し出し量にも差が出る．この違

いを的確にとらえるため，それぞれのアームと 3 軸触覚セン

サの接触点をずらしておく．これにより，3 軸触覚センサにか

かる力に偏りが発生し，偏りに応じた x 軸方向の力が出力さ

れる．この原理を用いて指幅変形量の偏りを力として 3 軸触

覚センサに伝え，x 軸方向の力を計測する．  

 

3.  センサ特性評価実験 

3.1 実験条件・方法 

 提案センサの特性を評価するため 2 つの検証実験をおこな

った．1 つ目の実験では，図 4 に示すように，薄い板を張り付

けた 3 軸触覚センサを机上に置き，提案センサを装着した状

態でそこに指を当てた．垂直に押しつける動作と横方向にス

ライドする動作をそれぞれ行い，取得データを評価した．2 つ

目は，上記と同じよう指にセンサを装着した状態で，電子ば

かりがそれぞれ 50,100,200,300,400,500,600,800,1000[g]を示し

た時のセンサ出力値を評価した．どちらの実験においても，

提案センサは実験者の利き腕の人差し指に装着した．サンプ

リング周波数は 50[Hz]とした．また，センサ出力値は装着時

に 0 となるように調整をした．被験者は 20 代の男性 3 人であ

った． 

 

3.2 結果・考察 

図 5 上段は，提案センサの z 軸出力と，机上センサの z 軸出

力を示したグラフである．どちらの出力値もほとんど同じよ

うに推移していた．しかし，指にかかる力が大きくなればな

るほど，机上センサと提案センサの出力値の差が大きくなっ

Fig. 2 Direction of force applied to fingertip to be measured 

 
Fig. 4 Experimental setup 

 

Fig. 3 Measurement principle of fingertip force. Left: z 

direction, right: x direction 

 

Fig. 5 Measured value when pressing and sliding 

 



た．これは指幅の膨らみにも限界が存在することなどが考え

られる．また，図 5 下段はスライドしたときの出力値を示し

ているが，どちらの出力値も同じ方向へは追随しているもの

の，机上センサに比べ，提案センサから得られた出力値はか

なり小さくなっていた．これは，指をスライドさせる際に指

先が回転し，指に装着したセンサも一緒に回転してしまう．

それにより，正しい指の変形が 3 軸触覚センサに伝えられて

いないためだと考えられる． 

 図 6 は，被験者ごとに提案センサの z 軸出力と，電子ばか

りの値を示したグラフである．どの被験者のデータにおいて

も，指先にかかる力が大きくなればなるほどセンサ出力値の

傾きが減少しており，この場合のセンサ出力値は対数的な変

化をしていた．これは，先ほどと同じように指幅の膨らみに

も限界が存在することや，指幅の膨らみ具合によって膨らみ

やすさが変わってしまうといったことが考えられる．また，

被験者により少し出力値が異なっていた．これは，被験者に

よりセンサの装着位置が変わっている可能性や，指幅が広が

る特性に個人差があることなどが考えられる． 

 

4. 指先力の推定実験 

4.1 実験条件・方法 

提案センサの出力値を実際の指先にかかる力に近づけるた

めの推定実験をおこなった．まず，3 章と同じように薄い板を

張り付けた 3 軸触覚センサを机上に置き，提案センサを装着

した状態でそこに指を当てた．また，机上センサの出力値が

20[N]を越えるまで，押し付ける力を少しずつ大きくしながら

垂直に押し付けた．この動作により取得できた数値を用いて，

開発した装着型接触力センサにおける指先力を推定した． 

本実験では，机上センサの出力値が 0,2,6,10,15[N]に近い値

を示した時の提案センサ出力値を，机上センサの出力値と同

じ値になるようにそれぞれキャリブレーションをおこなった．

また，それぞれの推定値と，机上センサの出力値が 0～10[N]

を示した時と 0～20[N]を示した時の実測値に対し 2 乗平均平

方根誤差を求めた．その他の条件は 3 章と同様であった． 

 

4.2 結果・考察 

 図 7,8 は，提案センサの z 軸出力と，机上センサの z 軸出力

の関係性を示したグラフである．また，表 1 は机上センサ出

力と推定値の 2 乗平均平方根誤差を示している． 

 表 1より，机上センサの出力値が 0～10[N]を示す範囲では，

6[N]でキャリブレーションを行ったときの 2 乗平均平方根誤

差が 1 番良い結果となっていた．また，0～20[N]を示す範囲で

は，15[N]でキャリブレーションを行ったときの値が 1 番良い

結果となっていた．また図 8 より，机上センサの出力値が 0

～7[N]辺りでは広い範囲で実測値に近い推定ができている結

果もあったが，それ以上の荷重がかかっている部分ではどの

結果もほとんどの範囲で誤差が大きくなっていた．これは，

指にかかる力が小さいときは 1 次関数的変化をしているが，

力が大きくなるほど対数的変化になり，傾きの減少が大きく

なるためであると考えられる． 

 

5. 動作判別の実験 

5.1 実験条件・方法 

 提案センサを用いて，動作判別の実験をおこなった．まず，

図 9のように利き腕の人差し指と中指に提案センサを装着し，

シャープペンシルを持った．その状態で，直線・丸・三角を

描く動作をサンプルデータとして各 1 回，テストデータとし

て各 5 回，合計で 18 回行い，センサ出力値を取得した．その

後，すべての取得値に対してローパスフィルタを通した．ま

Fig. 6 Measurements by multiple people 

 

Fig. 7 Data used for estimation 

 

Fig. 8 Estimation result 

Table 1 Root mean square error 



た，フィルタを通した値と DTW (Dynamic Time Warping)を用

いて各テストデータがどの動作のサンプルデータに似ている

かの判別を行なった．これにより，入力するテストデータが

どの動作データであったかを判別し，判別精度を求めた．今

回，分類に用いた DTW は python の tslearn ライブラリに実装

されているものを使用し，ローパスフィルタのカットオフ周

波数は 4[Hz]とした．また，その他の条件は 3 章と同様であっ

た． 

 

5.2 実験結果・考察 

 図 10 は，提案センサの z 軸出力を作業ごとに示した 1 例の

グラフである．また，表 2 は判別精度を示している．人差し

指から得られた出力値のみを用いたときの精度が 87[%]であ

るのに対し，中指から得られた出力値のみを用いたときの判

別精度は 67[%]と 20[%]もの差がみられた．これは，作業によ

って特徴的な出力値を得やすい指とそうでない指があるため

だと考えられる．また，片方の指の出力値からは正しい判別

ができているが，もう片方の指の出力値では間違っているこ

とがあった．そういった場合，2 つの指から得られた出力値を

組み合わせることで判別が正しくなる場合もあった．  

 

6. 結言 

 本稿では，指と対象物の間に何も挿入しない状態で指幅の

変形量から指先にかかる力を計測する装着型接触力センサを

提案した．また，センサ特性の評価実験や指先力推定実験や，

開発したセンサから得られたデータを用いた動作判別を行っ

た． 

今後の方針としては，皮膚の微細な変形量を伝えられる機

構を開発することで，3 軸目方向の力の取得や，微小な力変化

の取得を目指す予定である．また，今回の推定方法では狭い

範囲での推定はできても，すべての荷重帯において正確に推

定することは難しかった．これは，キャリブレーションを行

う点と範囲を複数点用意することや，取得値から近似曲線の

式を算出することで解決できると考えられるため，それに則

った推定の定式化を検討する必要がある．その他，今回の動

作判別システムだけでは技術習得の教示は難しいと考えられ

る．そのため，動作判別の精度向上や，別の技術習得に向け

た支援システムを開発する予定である． 
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Fig. 9 Depiction of symbols 

 

Fig. 10 Measurements when drawing symbols 

 

Table 2 Discrimination accuracy 

 


