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A low-cost torque sensor particularized for friction compensation inside a gear was developed
using an optical interrupter. A hysteresis-free property was achieved by a hollow-cylindrical strain
body which deforms within the elastic region. An instrumentation amplifier was also designed
in order to cancel the common-mode noise and increase the S/N ratio.
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1 はじめに

外界と積極的に相互作用し，高度なタスクを行えるロボットに

対する期待と要求が年々高まっている．これらのロボットの関節

には，タスクを遂行する十分な位置決め精度を確保するための剛

性と，予期しない接触に応答できる柔軟性という相反する性質が

求められる．

ロボットを柔軟に応答させる方法として，表面に感圧センサ

[1]を搭載する方法や，ばね・ダンパなどの柔軟要素を挿入する方
法 [2] が考えられるが，前者はセンサ未設置部の接触は検知不可
能であり，後者は制御精度の著しい低下を招く．剛性と柔軟性を

実現するためにはアクチュエータの制御により剛性の調節が可能

な能動柔軟性が適している．能動柔軟性は外力とアクチュエータ

の発生力が直接的に相互作用することで達成されるため，駆動系

において外力がアクチュエータに伝達可能である，いわゆるバッ

クドライバビリティを有していなければならない．

産業用ロボットの関節は，回転型電磁モータに高減速比減速

器を組み合わせてユニットを小型化しつつ，制御に適した高トル

ク・低回転数を得る構成が一般的である．代表的なロボット用減

速器は歯車伝達であるが，歯車の接点における摩擦はバックドラ

イバビリティの大幅な低下を招く．ハードウェアによるバックド

ライバブルな駆動系の実現方法はダイレクトドライブが挙げら

れるが，大型化などの問題が残り困難である [3]一方，バックド
ライバビリティ低下の原因となる減速器内摩擦のみをソフトウェ

ア的に補償する方法が提案されている [4, 5]．これらの方法では，
減速器内摩擦を負荷トルクと分離するためにトルクセンサによる

負荷トルク推定が必要である．従来，十分な精度を有する高価な

トルク計測装置が要求されていたため，必ずしも広く利用できる

ものではなかった．

石川ら [6]は，減速器内摩擦補償において，トルクフィードバッ
クによる推定に加え，予め同定した動摩擦補償電圧をフィード

フォワードにモータ電圧に重畳する (以下，FF+FB摩擦補償と
呼ぶ)ことで，トルクセンサの要求性能を緩和し，安価にシステ
ムを構築できる方法を提案した．使用されたのはフォトインタラ

プタを用いた簡易な梁型トルクセンサであったが，出力アームが

の収束性や応答周波数の点で十分な性能が得られていなかった．

それほど高い摩擦推定精度は要求されないものの，センサのノイ

ズやヒステリシスの影響を低減する必要がある．

本稿では，回転型電磁モータと減速器の組み合わせにおける

FF+FB摩擦補償制御において高精度位置決めとバックドライバ
ビリティを実現する十分な性能を持ち，かつ安価なトルクセンサ

の構成方法を提案する．円筒起歪体と複数の素子を用いた変位検

出及び計装アンプの利用によりこれを達成する．開発したトルク
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Fig.1 A coupled joint drive system comprising a motor,
a transmission and a link

センサを用いて FF+FB 摩擦補償制御を施した位置サーボ制御
実験を行い，駆動系全体の高精度位置決めとバックドライバビリ

ティを確認した．

2 トルクセンサと FF+FB摩擦補償制御

2.1 摩擦補償制御におけるトルクセンサの必要性

図 1 のような，モータ＋減速器＋リンクからなる関節駆動シ
ステムを考える．

リンクの運動方程式は次式のようになる．

Hq̈ + b = τ − τe (1)

ただし，H は慣性モーメント，q は関節角度，bはコリオリ力・
遠心力・重力によるトルク，τ はリンクと減速器間のトルク，τe
は外力によるトルクである．

また，モータの回路方程式と運動方程式，減速器の運動方程式

を整理すると，次式が得られる．

Jq̈ = Ke−Dq̇ − τd − τ (2)

ただし，減速比 γ, モータのロータ慣性モーメント (高速回転ギ
アの慣性を含む)JM，低速回転ギアの慣性モーメント JG，モー

タ定数 KM，モータ端子間抵抗 R を用いて，J ≡ γ2JM + JG，

K ≡ γKM/R，D ≡ γ2K2
M/Rとした．

トルクセンサを搭載しない場合, リンクからの逆駆動トルク τ
は陽に得られず，これを消去すると，式 (1)，式 (2)から次式を
得る．

(H + J)q̈ +Dq̇ + b = Ke− τd − τe (3)

柔軟な関節制御とするためには，外力 τe とモータ入力電圧 eの
みが相互作用しなければならない．しかし，式 (3)において，エ
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(a) Exploded view (b) Exterior of the manufuc-
tured sensor

(c) Inner circuit for IV con-
version

(d) Mounted
circuit in
sensor

Fig.2 Torsion bar type torque sensor unit

ンコーダから取得可能な q̈，q̇ だけでは原理的に τd と τe を分離
不可能である．

トルクセンサにより τ を推定できれば，式 (2)による外乱オブ
ザーバ [7]から

τd = Ke− Jq̈ −Dq̇ − τ (4)

のように τd を計算できる. したがって，eに予め τd を補償する
電圧を重畳しておくことによってその影響を補償し，

e = e′ +K−1τd (5)

とすれば，式 (3)は

(H + J)q̈ +Dq̇ + b = Ke′ − τe (6)

と変形できる．すなわち，e′ を新たな入力とすることで，関節に
所望の制御を施すことが可能である．

2.2 FF+FB摩擦補償

減速器内部摩擦推定において，石川ら [6]はフィードフォワー
ドによる摩擦推定によりその大部分を補償した後，外乱オブザー

バを用いた負荷トルクフィードバックにより残留摩擦を補償した．

摩擦は粘性摩擦や静止摩擦，動摩擦，Stribeck効果 1 など微視的

現象が複合した複雑な現象であるが，これらのうち，粘性摩擦や

動摩擦は速度の関数として実験的に比較的容易に同定可能である

ことを利用した．これにより，摩擦推定の要求精度を緩和でき，

システムを安価に構成することが可能である．

2.3 フォトインタラプタを用いたトルクセンサ

本研究では，変位検出素子としてフォトインタラプタを用いた

Tsetserukou ら [8] の方法を採用した．フォトインタラプタは，
発光ダイオードとフォトトランジスタの間を物体が遮ることで生

じる光量変化を出力電圧の変化として検出する素子である．負荷

トルクは，センサの起歪部が変形し，これを介して設置されてい

るフォトインタラプタとスリットに生じる相対変位から推定でき

る．素子自体は 1個数百円以下と安価かつ小型軽量であり，S/N
比が高いといった長所がある一方で，温度変化に敏感であり，ト

ルクセンサの出力が非線形になりやすいという欠点がある．

石川らの用いた梁型トルクセンサ [6]は梁の変形量をフォトイ
ンタラプタを用いて計測するものであったが，ボルト締結部バッ

クラッシュ及び材料の塑性変形によるヒステリシス，衝撃応答の

遅れ，素子の温度ドリフト，低 S/N比の問題が顕著であった．こ
れらに対し，新たに開発するトルクセンサでは主に次の改良を行

う．(1)トルク伝達経路よりバックラッシュ要因を排除する．(2)
起歪体として応力集中が小さいトーションバーを用い材料の塑性

変形を抑制する．(3)フォトインタラプタを複数用い，計装アン
プによる信号処理で高 S/N比化する．
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Fig.3 Design study; (a)A7075 for high yield stress and
low module of elasticity, (b)diameter/hight rela-
tionship of a cylinder that matches preferable de-
formation for photo-interrupter to detect

(a) Cross-section
view

(b) Photo-Interrupter place

Fig.4 Parts of the torque sensor; (a)hollow-cylindrical
strain body(red part), (b)three photo-interrupters,
two for measuring deformation, the other for tem-
perature compensation

3 トルクセンサの設計

図 2に示すトーションバー型トルクセンサを設計,製作した．
図 4(a)に示すように，起歪体を単純な円筒軸とすることで部品

加工コストを低減した．これはラジアル荷重強度を増す，応力が

集中しにくく塑性変形を生じにくいという利点もある．材料には，

変位/トルク比が大きくなるよう剛性率 Gが比較的小さく，かつ
塑性変形を避けるため降伏応力が高い材料として超々ジュラルミ

ン A7075-T6を選択した (図 3(a))．起歪部の寸法は許容トルク
(±20[Nm])に対し検出素子設置部の変位を十分に確保しつつ，高
さ 15[mm]，外径 20[mm]，内径 14[mm]に抑えた (図 3(b)). 決
定寸法における安全率は 15以上であり，変形が弾性域内でヒス
テリシス抑制を期待できる．

また，フォトインタラプタが安価であることを利用し，これを

変位計測用として 2個，温度補償用として 1個，合計 3個搭載し
た．フォトインタラプタラプタの設置部を図 4(b)に示す．前者は
フォトインタラプタの個体差による出力の安定化およびノイズの

1Stribeck は流体潤滑軸受に関する摩擦作用状態を，境界潤滑領域，
混合潤滑領域，流体潤滑領域の三つの潤滑状態に区分した．
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Fig.5 Output characteristics of the de-
veloped torque sensor

Fig.6 Impulse response by plastic hammer

(a) Front view (b) Isometric drawing

Fig.7 Force applied points for crosstalk elimination test

Fig.8 Result of crosstalk elimination test

低減，後者は温度ドリフトの低減に貢献する．これらのフォトイ

ンタラプタの出力信号は，約 1.6[kHz]のローパス特性を持たせ
た電流電圧変換回路により電圧へ変換され，アナログ回路により

平均化および減算処理が行われる．減算処理においては，加算回

路と計装アンプ回路を比較し，低ドリフト，低ノイズが確認され

た計装アンプ (LT1167)を用いた．なお，微弱なフォトインタラ
プタの出力電流は，ノイズ混入低減のためフォトインタラプタに

近い位置で電圧に変換されることが望まれる．よって，本センサ

では起歪部の周囲，上段と下段のスペースに電流電圧変換回路を

設置した．回路及び回路をセンサ内部に設置した様子を図 2(c)，
図 2(d) に示す．その他設計において工夫した点を次に挙げる．

• ハーモニックドライブにセンサの一部が埋まるように設置
可能とし，設置時の全高を低減した．

• フォトインタラプタ設置位置と起歪部ねじれ軸の距離を極
力大きくし，変位量を確保した．

• トルク伝達経路からボルト締結などのバックラッシュ要因
を排除し，これに起因するヒステリシスを抑制した．

• スリット初期位置調節部をひずみが極小となる位置に設置
することでバックラッシの発生を抑制した．

4 性能評価試験と制御実験

4.1 出力特性同定試験

アナログ出力電圧を較正したフォースゲージ (IMADA ZP-
200N)を用いて開発したトルクセンサにトルクを印加し，これら
を同一の ADコンバータ (Contec AIO-121602AL-PCI)で同時
に取得することで，負荷トルクの大きさとセンサの出力電圧の関

係を調べた．得られた出力特性を図 5に示す．

Fig.9 External view of experimental instrument

図 5より，負荷トルクとセンサの出力は誤差の範囲内でヒステ
リシスレスであり，高い線形性を有することが分かる．最小二乗

法によりこれらの関係を得た．

4.2 衝撃応答試験

衝撃応答性を調べるため，プラスチックハンマーを用いてイン

パルス状のトルクを印加し，この時のフォースゲージのアナログ

出力電圧とトルクセンサの出力電圧をADコンバータによりサン
プリング周波数 10[kHz]で取得した．結果を図 6に示す．なお，
それぞれの出力電圧は較正値および図 5 の関係を用いてトルク
値に変換している．約 1[kHz]程度の衝撃に対して，少なくとも
フォースゲージよりも小さい遅れで，最大約 2[Nm]程度の誤差
で推定された．

4.3 多軸干渉試験

図 7に示す 4点に対し最大約 200[N]の力を印加した際のセン
サによる推定トルクを図 8に示す．これより，特定の荷重方向で
トルク印加換算時の 25%にあたる最大約 3[Nm]の誤推定が発生
していることが分かり，本センサの課題と言える．解決案として

は，ユニット化においてセンサにトルク以外の力がかからないよ

う対策する，またはフォトインタラプタの設置個数，位置を工夫

し曲げ方向変位が相殺されるようにする等が考えられる．

4.4 制御実験

梁型トルクセンサ [6]，トーションバー型トルクセンサに対し，
(a)摩擦補償なし，(b)フィードバック摩擦補償のみ，(c)FF+FB
摩擦補償，を用いた PID位置制御を施した．実験装置は図 9の
ようにコアレス DCモータ (maxon RE-max29 + MRエンコー
ダML512)，ハーモニックドライブ減速器 (SHG-14-80-2UH-SP)
から成る駆動ユニットであり，モータの軸と減速器入力軸はディ

スクカップリングにより接続されている．さらに，減速器にはト

ルクセンサを介して出力アームが設置されている．実験は，次の

手順でトルクを印加し，出力アームの角度及びトルクセンサの推

定トルク値を記録した．

1. 約 5[s]時点において，5[Nm]程度のトルクをゆっくりと印
加する．

2. 約 10[s] 時点において，負荷していたトルクを素早く除荷
する．

3. 約 15[s]時点において，10[Nm]程度のトルクを素早く瞬間
的に加える．
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(a) Beam without compensation (b) Beam with only FB compensation (c) Beam with FB+FF compensation

(d) Torsion without compensation (e) Torsion with FB compensation (f) Torsion with FF+FB compensation

Fig.10 Comparison between beam type torque sensor (a)∼(c) and torsion bar type torque sensor (d)∼(f) under
three different conditions about friction compensation; without compensation((a)(d)), with only feedback
compensation((b)(e)) and with feed-forward + feedback compensation((c)(f)).

以上の操作により得られたアームの出力角とセンサによるト

ルク推定値の時系列変化を図 10 に示す．図 10 より，トーショ
ンバー型トルクセンサは梁型トルクセンサと比較してノイズが約

90%低減され，ドリフトも抑制されていることが分かる．また，
梁型トルクセンサにおいて見られたアーム出力の階段状の揺動は

なくなり，目標値 (Angle = 0 [Deg.]) に収束していることが確
認出来る．階段状の揺動は静止摩擦補償の不十分さが原因と考え

られ，本センサを用いることでこれを十分に補償可能であること

が示された．

5 おわりに

高減速比減速器と回転型電磁モータの組み合わせにおいて，バッ

クドライバビリティを実現するための減速器内摩擦補償を目的と

したトルクセンシングシステムを安価に構成することを目的とし，

次の特長を持つトルクセンサを安価に開発した．

• 変位計測用素子としてフォトインタラプタを用い，変位計
測用に二個，温度補償用に一個搭載した．

• 起歪体形状に円筒軸を採用し，単純な形状とすることで加
工コスト削減および応力分散によるヒステリシス低減を達

成した．

• トルク伝達経路からバックラッシュ要因を排除し，機構的
ヒステリシスを防止した．

• アナログ減算処理に計装アンプを採用し，高 S/N比，低ド
リフトとした．

• 許容トルク (±20[Nm]) 内の使用において，線形出力，ヒス
テリシスレスである．

• 約 20[Nm]，1[kHz]程度の衝撃荷重に対して応答可能かつ推
定誤差は最大 2[Nm]である．

• 特定の曲げ方向荷重において最大 25%の多軸干渉誤推定が
確認される．

また，FF+FB摩擦補償 PID位置制御を本センサを用いて駆動
系に適用し，高精度かつバックドライバビリティを有したシステ

ムが実現されていることから，本センサが十分な性能を持つこと

を示した．今後は多軸干渉問題の解決が求められる．
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