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This paper describes a novel force sensing system using nail deformation. Due to the two strain gauges attached 

to a nail, the magnitude and direction of the force applied to the fingertips can be measured. We devise a compact and 
easy-to-install sensor system and also introduce a calibration method. In the proof experiment, several types of basic 
verification were performed, then the applicability to work using fingertips was investigated. 
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1. はじめに 
人手による製品製造において，手指を器用に動かすことを

求められる作業は多く存在する．そこでは，作業者が熟練した

スキルに基づいて対象とする部品などを器用に操作している．

そのスキルを計測データから得ようとするときには，まず，何

をどのようにセンシングするかをよく検討する必要がある．

このとき，一つの重要な要素は，熟練者のスキルを損なわない

方式によってセンシングを可能にすることである．なぜなら，

求められる操作によっては，作業者にとって重要な接触感覚

があり，それを損なうようなセンシング方式では，適切なデー

タが取得できなくなる可能性があるためである． 

本研究の目的は，細かな指使いが求められる製造作業にお

いて利用できる，指先力を計測するためのセンサシステムを

構築することである．対象作業の一つは，縫製である．縫製作

業においてはミシンという便利な道具があるものの，現状で

は，基本的に人が布部品を器用に操作することが必要である．

自動化の取り組みは存在するものの[1][2]，対象とできる作

業はいまだに限定的である．よって，今後の自動化技術に求め

られる期待は大きい．また，ミシンの機能を高度化し，熟練技

術を必要としない作業を可能にすることも望ましい．いずれ

にせよ，まず我々がやるべきことは，布製品製造における熟練

者の指使いを計測し，その操作スキルを知ることである．その

成果をミシンそのものや周辺の自動機に組み込むことで，人

手不足の解消等に寄与できる．そして，縫製作業のほかにも，

食品工場におけるパッケージングや，電化製品を組み立てる

ときのケーブルの配線などにも同様の効果が期待できる． 

以上の考えに基づいて，本稿では指先にかかる力を計測す

るための方法を提案する．我々は，人のツメに複数のひずみゲ

ージを貼り付け，指腹にかかる力の大きさ及び方向を計測す

るアプローチを採る．これまでにも，モニタリングデータの収

集等の目的で，同様のセンシング方式が提案されてきている

[3][4]．一方で，本研究では，製品製造現場における計測を目

指しており，それに伴い従来研究では考慮されていない事柄

を解決する必要もあった．  

本研究の貢献は次のとおりである． 

 ツメ上に二つのひずみゲージを貼り付けることにより，

指先にかかる様々な力の大きさおよび方向を計測可能に

した．また，指腹部のどこに力がかかっているかについ

ても提案センサで推定できる可能性を示した． 

 実際の作業者からデータ収集をおこなうことを念頭にお

き，指先部分のセンサの体積を小さく抑えた．また，取

り付けを容易にするための方式を考案し，ノウハウを示

した．そして，提案方式に適したキャリブレーション手

法を検討した． 

 実際にセンサシステムを構築し，基礎実験および布生地

操作の実験をおこなった．そこでは，いくつかの分類問

題を解くことで，提案センサの有効性を確認した． 

2. 課題とアプローチ 

2.1 要求事項 

製造作業において指先の力を計測するとき，センサに望ま

れることは大きく４つある． 

1. 指先の感覚を失わないセンシング方式であること．なぜ

なら，これが実現できないと，作業者がいつもどおりに

作業できない可能性があるからである． 

2. 作業の邪魔にならない大きさで指先に設置できること． 

3. 計測データから，指腹部表面にかかる力の位置，大きさ

および方向が推定できること．このうち，力のかかる位

置は我々の知る限り従来研究では検証されていない．し

かしながら，我々の目的にとっては重要であるため，要

求に含める． 

4. 取り付けが容易で，使い出しまでの手間が少ないこと．

このことは，作業者からデータ収集を進めようとする筆

者らの本来の目的にとって大変重要な事柄である．逆に

言えば，この点を満たしながら，項目 1～ 3 を達成する

ことが一つのチャレンジである． 

以上の考察より，指腹にセンサを取り付ける方式や，爪上にや

や大きな筐体が載る方式[3][5]は採用しにくい． 

2.2 本研究のアプローチ 

上記の要求事項 1～4 について，次のように応える． 

1. 爪にひずみゲージを貼り付けて，爪の変形を計測するこ

とで，指腹にかかる力を計測する方式を採用する．これ

により，指腹には何も付加されないので，触覚を維持す

ることができる． 

2. ひずみゲージは小型であり，作業の邪魔にはなりにくい．

ただし，外力に非常に敏感であることから，センサおよ

びセンサ付近の配線に爪以外からの外力がかかることは

避けなければならない．そこで，爪上部にカバーを設置

することとして，余計な外力を排除するとともに，ケー

ブルの固定にも利用する．また，計測器等は手から離れ

たところに置くことで，指にはセンサ・カバー・ケーブ

ル以外のものが付かないようにする． 

3. ひずみゲージを爪上の適切な配置に二つ貼り付けること

とし，配置も検討する．その後，大きさ方向，位置のそ

れぞれを計測可能であるかを確かめる． 



4. ひずみゲージを貼り付けたネイルシールを爪に装着する

方法を検討する．これにより，貼り付けおよび取り外し

が容易であることを確かめる．ただし，簡易な方式にし

たことで計測性能が落ちないように工夫する． 

爪にひずみゲージを貼り付ける方式は，これまでにもいくつ

か検討されている．島脇らの研究[4]によると，指先に力がか

かった時，変形した指腹部が爪を両面側から押し付けるとい

った性質が分かっている．これにより爪にはひずみが生まれ

る．より詳しい分析が，Sakuma et al. [3] に記載されてい

る．そこでは，3D Digital Image Correlation（DIC）測定シ

ステムを用いて，爪全体の変形を定量化した． 

爪の中央部分は平坦な形状であり，ひずみゲージをとりつ

けることが比較的容易である．しかしながら，指腹に力をかけ

たときの変形は，周辺部のほうが大きい．ただし，爪の周辺部

は曲率が高く，ひずみゲージを貼り付ける位置としては不適

切である．よって，その中間地点に適切な貼り付けどころを探

すのが妥当である．  

なお，生体データをモニタリングするような目的の場合は，

センシング部と受信機を無線化するといった工夫が求められ

る．しかし，本研究ではその必要性は低い．よって，指の動き

が大きく阻害されない範囲で，指先から手首部にケーブルが

存在してもよいとする．これにより，指先での占有体積をでき

る限り小さくし，指先周辺で操作対象物が引っかかるといっ

た事態が起きないようにする． 

3. 指先接触力センサ 
図 1 の左と中央に示す配置で二つのひずみゲージを取り付

ける．そして，指先に力がかかった時の爪変形量をひずみゲー

ジで計測し，力の大きさや方向，接触している位置を推定する．

使用したひずみゲージは，共和電業製の KFGS-3-120-C1-27で

ある．センシング部を構成するその他の要素として，ネイルカ

バーとネイルシール，ケーブルがある．これらをまとめた本計

測システムの指先での体積は，例えば文献[2]で用いられた指

先力センサよりも 88％減少している．ひずみゲージで得られ

たデータは，まずデータロガーで抽出され，その後ラップトッ

プ PC へ転送される仕組みである．データロガーには，キーエ

ンス製の NR-XH1, NR-ST04 の組み合わせを利用した． 

取り付け方法は次のとおりである．まず市販のネイルシー

ルをツメの大きさよりも少し小さい程度に切り取る．そして，

ネイルシールの接着面ではない側に，接着剤を使用してひず

みゲージを貼り付ける．それをツメに貼り付ける．そののち，

ネイルカバーを指に装着し，ひずみゲージから出ているケー

ブルをカバーの所定の場所にはめ込む．その先のケーブルは，

手首にはめたリストバンドで固定することとした．以上によ

り，指先を使った作業において邪魔になる要素を極力排除し

つつ，着脱が比較的容易になった． 

4. 実験 

4.1 センサのキャリブレーション 

センサ出力を実際にかかっている力の値と合わせるため，

次の方法でキャリブレーションをおこなった．まず，図 2 に示

すように，水平なテーブルの上に三軸触覚センサ[6]を置き，

その上に薄い板を置いた．その板へ提案センサを装着した指

を上方から押し当てた．その時のセンサ出力値を記録し，三軸

触覚センサの出力値が 0～10[N]を示した時のセンサ出力値を

抽出した． 

図 3 左のグラフは，指を押し付けた時のひずみゲージと指

先にかかる力をプロットしたものである．左下のグラフは貼

り付け位置①の爪ひずみと指先にかかる力の関係を示してい

る．この図より，指先にかかる力が大きいほどひずみは負の方

向に変化し，それらは対数関数に近い関係にあることが分か

る．そこで，式(1)へのあてはめをおこない変数𝑎, 𝑏を特定する． 

 𝑦 = 𝑎 log 𝑥 + 𝑏 (1) 

図 3 右のグラフは，ひずみゲージ①について，上記結果を用

いて指先にかかる力とセンサ出力を補正した結果である．概

ね適切な補正が実現できた． 

4.2 計測性能の検証 

提案方式の計測性能を知るために，センサは人差し指に装

着していくつかの基礎的な実験をおこなった．図 4 は，指先に

かける力の方向と 2 つのひずみ出力値の関係を示したもので

ある．この実験では，右手人差し指に提案センサを装着し，押

し付け方向の力が 2N になるよう維持しながら，図の右上①～

⑤の方向にせん断力を 5 秒間かけ続けた．グラフより，二つの

Fig. 1 Arrangement of strain gauges 
Fig. 2 Sensor calibration method 

Fig. 3 Sensor data before and after calibration 



ひずみゲージの組み合わせを用いれば，指先にかかる力の方

向を分類できる可能性があることが判る． 

図 5 は，力をかける指腹の位置と 2 つのひずみゲージの出

力値の関係を示したものである．この実験では，右手人差し指

に提案センサを装着し，図中左上に示す通り指腹部を 9 分割

して，それぞれの位置での押し付け力が 2N になるよう 5 秒間

計測した．グラフはその結果の一部をプロットしたものであ

り，接触点ごとに出力値が異なるということが判る．そこで，

各位置について 10 回ずつデータを取り，それを用いた k 近傍

法により押しつけ位置の推定をおこなったところ，識別率は

82％であった． 

縫製作業に関わる性能検証のため，机上にきれいに積み重

なった複数枚の布生地を用意した．それを親指と人差し指の

みを用いて 1 枚だけめくる作業をおこなわせた．使用した布

生地は，肌着等に用いられる綿布である．薄く，軽く，お互い

がくっつきやすい性質がある．よって，一度に複数枚を摘んで

しまうことがよく起こる．検証実験では，1 枚だけめくれたと

きと複数枚めくってしまったときのデータを訓練用として各

1 回，テスト用として各 10 回収集した．失敗検知処理には，

二つの時系列データの類似度を求める手法である DTW

（Dynamic Time Warping）を用いた．失敗検知の成功率は 80%

であった． 

この実験において，1 枚めくりに成功した場合と 2 枚一度に

めくってしまった場合のセンサデータを図 6 に示す．二つの

データ間には明らかな違いがある．この要因は次のように考

えられる．この実験では，1 枚だけ裏返すことを意図して作業

をおこなった．ただし，複数枚挟むと布の厚みが増する．する

と，もともと一枚の布をつまむために指先の距離と加える力

を調整していたものが，厚みが増すだけで無理な力が加わり，

ひずみゲージの出力値も大きくなった． 

5. まとめ 
本稿では，二つのひずみゲージを爪に貼り付けることで，指

先にかかる力を計測する方式について述べた．ツメのひずみ

方を考慮したうえでセンサの貼り付け位置を策定した．また，

取り付け・取り外しを容易にするための工夫を考案した．そし

て，せん断方向の力を計測可能であること，指腹の押しつけ位

置を推定可能であること，細かな指使いを要する作業の分類

が可能であることなどを実験によって確かめた．以上より，従

来方式よりも詳細なセンシングが可能であることを示した． 

今後の展望として，まずは実際の縫製作業におけるデータ

収集をおこない，性能の検証を進める必要がある．さらには，

指先の動きを計測する方式と組み合わせ，より詳細なスキル

の抽出をおこなっていく． 
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Fig. 5 Relationship between pressing position and 
sensor value 

Fig. 6 Measurement data for picking up the top of fabric sheets 

Fig. 4 Relationship between shear force and sensor value 


