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触覚機能を内包する高速・高精度近接覚センサ
―第 1 報：センサモジュールの開発と接触判定の実現―
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We developed a compact size proximity sensor that detects the distance and the tilt angle
of an object surface within 1ms, capable of the distance resolution approximately 20-times more
precise than existing sensors. And, we realized a robust contact detection method using the sensor
that does not depend on the reflectance, the tilt angle and shapes of an object surface. Highprecision measurement of the distance enables contact detection independent of the contact force.
In this paper, we describe the principle, parameters and the circuit of the sensor for precision
measurement and contact detection method. We also demonstrated that the hand could catch
the paper balloon fast without crushing it.
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本論文では，市販の測距センサと比較して 1/10 以下の計測時
間 (<1 ms) で，かつ 20 倍以上の分解能 (<50 µm) で距離と傾き
を検出可能な小型近接覚センサを開発する（図 1(a)）．さらに，
高精度な距離計測に基づく接触判定により，壊れやすい物体（紙
風船）の高速キャッチを実現する．
物体との接触判定は，触覚または力覚センサの出力が閾値を超
えた時点とするのが一般的である．この場合，反力が極端に小さ
い物体や，わずかな接触力で塑性変形する物体の検知は難しい．
そこで，我々は距離ゼロミリメートルを新たに接触と定義する．
物体との距離を高精度に計測することで反力に依存しない接触検
知が可能となり，ソフトタッチかつ高速な把持が実現できる．さ
らに，指先面上に配置した弾性体の変形を計測することで，接触
後の力覚推定が可能となる（図 1(c)）．本方式は把持前の物体位
置と接触後の力覚を不感帯なしで計測することから，柔軟物や壊
れやすい物体の高速把持・操作への応用が期待できる．本論文で
はこの第一報として，高速・高精度近接覚センサの開発と接触検
知手法を実現する．
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2.1 目標仕様
• 最小距離: <3 mm

Fig.1 Over view of the two fingers of the high-speed robot
hand equipped with the proximity sensors.

• 最大距離: 20 mm
• 距離分解能: <0.1 mm
• 傾き角度範囲: ±45 ◦
• 傾き角度誤差: <1 ◦
• 計測時間: <1.0 ms
• 寸法 W×D×H: 20×30×40 mm
指先上に配置する弾性体の厚みを 3 mm と設定し，最小検出距
離は 3 mm 以下とした．また，力覚推定に基づくフィードバック
制御を高速応答で実行するために，計測時間は 1.0 ms 以下とす
る．なお，力覚推定の際の弾性体の変位計測は数段階程度の分解

能があれば把持・操作では十分有用であると考え，距離分解能は
0.1 mm 以下とした．
物体面の光の反射率推定を用いる距離計測手法 [1] [2] や TOF
方式の測距センサがすでにあるが，いずれも距離分解能と誤差は
数ミリメートルオーダーである．従って，市販のセンサや反射率
推定の組み合わせにより，目標仕様を実現することは困難であり，
新たにセンサを開発する必要がある．

2.2 検出原理
我々は増田ら [3] が提案した距離・傾き検出原理に注目した．
本検出原理は，物体面の光の反射率に依存しない計測が可能であ
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り，また，受光部が一つであるため処理回路を小型化しやすく，
近距離で高精度な測定が可能である．
ただし，文献 [3] のセンサはサイズが大きく (直径:80 mm)，セ
ンサ出力の応答時間は 17 ms 以上，計測誤差は ±2 mm であった．
我々はセンサの小型化と計測精度向上を両立するために，新た
な光学設計パラメータ（LED 配置のオフセット，ピンホール受
光部）を導入する．また，センサ出力の応答を高速化するために
フォトダイオードを使用し，高精度な計測系とするためにロック
インアンプを用いる．以降では，検出原理と新たに導入する光学
設計を述べ，回路構成を示す．
図 2 (a) にセンサ LED とフォトダイオードの配置を示す．フォ
トダイオードはセンサ XY 平面の原点にあり，原点を中心とする
半径 a または b の円と X または Y 軸の交点に合計 8 つの LED
が配置されている．以前に提案されたセンサは全ての LED が同
一平面上に配置されていたが，我々のセンサでは内側と外側の
LED 配置にオフセット距離 do を設け，さらに，受光部の上部に
ピンホールを配置する．
本センサは距離モードと傾きモードを切り替えて計測を行う．
距離モードでは図 2 (b) に示す通り，LED 1，4 と 2, 3 をそれぞ
れ位相が 90 度ずれた変調信号で発光させ，受光部で観測される
信号の位相 φ(d) を検出することで距離を計測する．一方，傾き
モードでは，図 2 (c) に示す通り，LED 1 と 4 を変調光源とし，
受光部で観測される位相 φ(d, δ) を検出することで傾きを計測す
る．なお，2 つのモードでは以下 4 つの仮定を置く．

の放射照度は光路の逆二乗に比例する．また，物体面は拡散反射
であるから，放射照度は光の入射角の余弦と反射率 α に比例す
る．従って，光電流は式 (1) で与えられる.

IL =

)
cα { I0 (1 + sin ωt) (
cos(θ2 + δ) + cos(θ2 − δ)
cos δ
(a2 + d2 )

+

)}
I90 (1 + cos ωt) (
cos(θ1 + δ) + cos(θ1 − δ)
2
2
(b + d )

= 2cα

(1)

( d I (1 + sin ωt)
(d + do )I90 (1 + cos ωt) )
0
+
(a2 + d2 )3/2
(b2 + (d + do )2 )3/2

ここで，c は放射照度から光電流への変換係数であり，I0◦ と I90◦
はそれぞれ位相 0 ◦ と 90 ◦ 信号による LED の発光強度である．
また，ω は LED の発光周波数で，a と b は内側と外側の LED
配置間隔，d は物体面との距離，δ は面の傾き角度，θ1 と θ2 は
面に対する外側 LED と内側 LED の光の入射角である．
光電流の時間変化は ω を含む項が支配的であるから，IL の時
間変化は式 (2) で与えられる.

(
∆IL
d
I0 cos ωt
≃ 2cαω
∆t
(a2 + d2 )3/2

1) LED は点光源で無指向特性
2) フォトダイオードは鋭い指向性

−

3) LED 発光周波数はロボットの動作周波数より十分高周波

(b2

)
(d + do )
I90 sin ωt
2
3/2
+ (d + do ) )

(2)

4) 物体面は拡散反射特性
これらの仮定の内，1)∼3) は光学設計と回路設計でよく近似でき
るため，仮定 4) により，鏡面反射特性の物体が検出対象物から
除外されるのみである．

2.3 距離モード
距離モードでの位相 φ(d) と距離 d の関係を述べる．フォトダ
イオードに流れる光電流は，LED に照らされた物体面の放射照
度に比例する．LED は点光源であるから，物体面の反射点 r で
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2.4 傾きモード
傾きモードでは LED 1 と 4 をそれぞれ位相が 90 度ずれた波形
で発光させる．傾きモードでの光電流 IL は式 (4) で与えられる.
(
cα
I0 (1 + sin ωt) cos(θ1 − δ)
IL =
2
2
cos δ(b + (d + do ) )
(4)
)
+ I90 (1 + cos ωt) cos(θ1 + δ)
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ここで，A は光電流変化の振幅であり，位相 φ(d) は式 (3) で与
えられる.

距離モードでの位相 φ(d) は，物体面の反射率 α と傾き角度 δ を
含まないため，位相を検出することで面の反射率と傾き角度に依
存しない距離計測が可能である．
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距離モードと同様に，光電流の時間変化は ω を含む項が支配的
であるから，IL の時間変化は式 (5) で与えられる.
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ここで，B は傾きモードでの光電流変化の振幅であり，位相 φ(δ, d)
は式 (6) で与えられる.

φ(δ, d) = tan−1

1+cosωt
B sin{ ωt + φ(δ, d) }

Fig.2 (a) Arrangement of the LEDs and the photo-diode
of the sensor. (b) Distance mode, (c) Tilt mode.

d + do − b · tan δ )
I0 d + do + b · tan δ

(I

90

(6)

傾きモードでの位相 φ(δ, d) は，物体面の反射率 α を含まないか
ら，面の反射率に依存しない傾き計測が可能である．ただし，位
相 φ(δ, d) は距離を含むため，距離モードでの計測値を基に位相
の補正を行い，傾き角度を検出する．
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(in the distance mode) (7)
Vrate−d = V0◦ /V90◦
V0◦ /V90◦ − 1
Vrate−δ =
(in the tilt mode)
(8)
1 + V0◦ /V90◦
ここで，V0◦ と V90◦ は，各モードにおける位相 0 度信号，また
は位相 90 度信号による回路の出力電圧である．

3

距離・傾き検出実験

開発したセンサの距離・傾き検出特性を検証した．実験で
は Teensy3.2 の AD 変換器を使用して電圧値を計測した．な
お，AD 変換値のバラつきを小さくするためにメディアンフィ
ルタ（窓サイズ 5）ではずれ値を除去した．一回の AD 変換時
間は 56 µs(Synchronized read of 2ch in one shot mode, 16bitdifferential, Frequenncy of the ADC Clock = 6.2 MHz, Hardware Averaging=8, Sampling Speed=0.97 µs) であり，メディ
アンフィルタに使用するサンプルは 1 ms ごとに 1 サンプルの更
新レートであるから，計測時間全体への影響は小さい．

3.1 距離検出
図 4(a) にセンサの距離検出特性を示す． 横軸は物体との距離
d で，縦軸は距離モードでの電圧出力比率 Vrate−d である．対象物
は Kodak Gray Card の反射率 90%と 18%を使用した．図 4 よ
り，電圧出力比率 Vrate−d は距離 2.7 mm から単調減少しており，
反射率 90%と 18% での出力はよく一致した．把持制御では近距
離から接触に至るまでの正確な距離計測が重要であるから，本セ
ンサは適した特性を持つ．最小検出距離は 2.7 mm であるが，厚
さ 3 mm の弾性体を実装するため，接触からゴム変位量 0.3 mm
まで距離計測が可能である．
また，図 4(b) に物体面の傾き角度と距離検出特性の関係を示
す．横軸は物体面の傾き角度 δ であり，縦軸は距離モードでの電
圧出力比率 Vrate−d である．グラフ内の各線は一定距離ごとでの
結果を示している．
(a)
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Fig.3 Block diagram of the circuit of the sensor.
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Fig.4 The voltage output Vrate−d in the distance mode.

3
Distance output (calibrated) dout [mm]

2.5 回路構成
二位相式ロックインアンプを用いて信号の位相を高精度に検出
する．図 3 に回路のブロック図を示す．
回路出力の整定時間は約 200 µs であり，使用するマイコンボー
ド (Teensy3.2) の AD 変換時間は 56 µs である．従って，一回の
距離または傾き計測に要する合計時間は 256 µs であり，以前に提
案されたセンサ [3] と比べて 60 倍以上の高速化を実現した．2 つ
の傾き角度と距離計測に要する合計時間は 768 µs であり，1 ms
以内での計測が可能となった．
なお，ハンド指先サイズに回路を小型化するために，LED の
変調信号には矩形波を使用した．この場合，変調周波数の奇数次
の成分はノイズとして復調されるため，変調信号の周波数は商用
電源やモータの制御周波数とは異なる 41.67 kHz とした．また，
マイコン内での位相の計算コストを最小限にするために，三角関
数は使用せずに以下の電圧出力の比率を使用した．
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Fig.5 Detected distance values when the distance was
measured 10 times in the distance mode.
同図より，傾き角度 δ が変化した場合も電圧出力比率 Vrate−d
はほぼ一定の値を保っている．従って，センサ面垂直方向の距離
を傾き角度 δ に依存せずに計測可能である．
次に，電圧出力から実距離へのキャリブレーションを行い，距
離検出の分解能と誤差を評価した．電圧出力比率 Vrate−d [-] を線
形な距離 dout [mm] に変換するために，図 4 の反射率 90%での
実験データからルックアップテーブルを作成し，線形補完を用い
て電圧出力比率 Vrate−d から距離 dout [mm] を計算した．
図 5 の箱ひげ図に，各距離で 10 回距離を計測した際の検出
距離のバラつきを示す．横軸は物体との距離 d, 縦軸は検出距離
dout [mm] で，2.7∼3 mm 内の区間で 50 µm 毎に計測した結果で
ある．また，エラーバー下部の STD は 10 回の計測結果の標準偏
差であり，MEAN は平均値である．図 5 より，検出距離のバラつ
きは非常に小さく，標準偏差の 6 倍 (±3σ) を分解能 1 とすると，
分解能は 44 µm である．平均値と実距離間の誤差も 60 µm と非
常に小さい．市販の測距センサの分解能は 1 mm，誤差は ±2 mm
程度であるから，本センサは 3 mm 以下の距離区間内では市販セ
ンサの 20 倍以上の分解能を持つ．

3.2 傾き角度検出
図 6 に傾き検出特性を示す．横軸が物体面の傾き角度 δ, 縦軸
が傾きモードでの電圧出力比 Vrate−δ である．グラフの各線は一
定距離ごとの結果をプロットしている．図 6 より，電圧出力比
Vrate−δ は物体面の傾き角度 δ に比例しており，反射率に依存し
ない計測が可能である．
次に，電圧出力比 Vrate−δ から実傾き角度への変換を行い検出
誤差を評価した．反射率 90% の実験データ（図 6）から一定距
離ごとに Vrate−δ の傾きと切片を計算し，ルックアップテーブル
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Fig.6 The voltage output Vrate−δ in the tilt mode.
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Fig.7 Detected tilt angle values in the tilt mode
を作成した．実傾き角度の検出では，まず距離値 dout を検出し，
ルックアップテーブルと線形補完を用いて，電圧比 Vrate−δ を実
傾き角度に変換するための傾きと切片を計算する．そしてこの傾
きと切片を用いて傾き角度を線形近似で計算した．
図 7 に反射率 90%と 18% の面での傾き角度検出の結果を示
す．各グラフの横軸は物体面の傾き角度 δ であり，縦軸は検出し
た傾き角度 δout である．近距離になるほど原点での傾き検出精
度は向上しており，2.8mm では誤差 −0.85◦ であった．最大検出
角度は ±45 ◦ であり，2.8∼20 mm の距離内で距離と反射率によ
らずに傾き角度の検出が可能である．

4

化するごとに指先位置の変化量 ∆X とセンサの距離変化 ∆dout
を更新し，2 つの値の差 ∆X − ∆dout が 0.09 mm(距離分解能の
2 倍の値) 以上になった場合，接触と判定した．
紙風船をキャッチした際の連続写真を図 8 に示す．紙風船は反
力が極端に小さく，人間でも全く潰さずに把持することは非常に
難しいが，ロボットハンドは人間と同等かそれ以下の変形で紙風
船をキャッチすることに成功した．

5

把持実験

開発したセンサを高速ロボットハンドの 2 指に搭載し，紙風船
のキャッチ実験を行った．各近接覚センサの出力は 1Mbps のシリ
アル通信により Teensy3.2 から LPC1768 マイコンに送信される．
そして，LPC1768 は 100Mbps の Ethernet 通信 (UDP) により
ハンドコントローラ (dSPACE) に距離値を送信する．dSPACE
は距離値に基づいてハンド各指 2 関節を 1 ms 周期でフィードバッ
ク制御する．
プログラムは，指先の位置制御と距離検出に基づく接触判定を
実装した．指先の位置制御は，指先の姿勢は一定とし，物体と指
先ゴム面との間の距離が 0 mm となるよう関節角度を制御する．
具体的には，現在指先位置とセンサ距離値から位置の逆運動学を
用いて目標関節角度を計算し，角度ベースの PD 制御により各指
の 2 つの屈曲関節を制御する．
接触判定は 2 つの条件を用いた．一つ目はセンサ距離値が目
標距離（接触面のゴム厚）以下になった場合である．二つ目は順
運動学で計算した指先位置の変化とセンサ距離値の変化の間で偏
差が生じた場合である．凹凸のある物体の場合，条件 1) のみで
は正確な接触判定は難しいが，条件 2) により接触判定のロバス
ト性が向上する．条件 2) は具体的には，指先位置が 0.1 mm 変

結論

本論文では，市販の測距センサの 20 倍以上の距離分解能を持
ち，1 ms 以内で距離と傾きを検出可能な小型近接覚センサを開
発した．さらに，開発したセンサを高速ハンドの指先に搭載し，
紙風船の高速キャッチを実現した．距離ゼロミリメートルを接触
と定義することで，従来の触覚センサでは把持が困難であった反
力が極端に小さい物体の把持が可能となった．
今後は指先上に配置した弾性体の変形計測に基づく力覚推定手
法について研究を進める．
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