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(57)【要約】
【課題】実際に付加された外力・モーメントと、センサ
素子で検出した検出値に基づいて求めた力・モーメント
との誤差を低減するセンサ装置を提供する。
【解決手段】センサ装置１０は、センサ素子１２と、セ
ンサ素子１２が検出した検出信号に基づいて、検出対象
に付加される予め決められた軸方向における力およびモ
ーメントの少なくも一方の値を第１の値として演算する
演算部２０とを有する複数の系統Ｓと、複数の系統Ｓの
各々の演算部２０が演算した第１の値を比較し、その差
が所定量以上の場合は、異常があると判断する異常判断
部２２とを備える。そして、複数の系統Ｓの少なくとも
１つの系統Ｓの演算部２０は、複数の系統Ｓの各々のセ
ンサ素子１２が検出した複数の検出信号に基づいて、検
出対象に付加される軸方向における力およびモーメント
の少なくとも一方の値を第２の値として演算する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検出対象にかかる外力およびモーメントの少なくとも一方を検出するためのセンサ素子
と、前記センサ素子が検出した検出信号に基づいて、前記検出対象に付加される予め決め
られた軸方向における力およびモーメントの少なくも一方の値を第１の値として演算する
演算部と、を有する複数の系統と、
　前記複数の系統の各々の前記演算部が演算した前記第１の値を比較し、その差が所定量
以上の場合は、異常があると判断する異常判断部と、
　を備え、
　前記複数の系統の少なくとも１つの前記系統の前記演算部は、前記複数の系統の各々の
前記センサ素子が検出した複数の前記検出信号に基づいて、前記検出対象に付加される前
記軸方向における力およびモーメントの少なくとも一方の値を第２の値として演算する
　ことを特徴とするセンサ装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のセンサ装置であって、
　前記複数の系統の各々は、前記センサ素子を複数有し、
　前記複数の系統の各々の前記演算部は、複数の前記軸方向における力およびモーメント
の少なくとも一方の値を演算する
　ことを特徴とするセンサ装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のセンサ装置であって、
　前記複数の系統の各々の前記演算部は、自己の前記系統の前記センサ素子が検出した前
記検出信号を前記第１の値に変換するための第１変換特性情報が記憶された第１の記憶媒
体を有し、
　前記複数の系統の少なくとも１つの前記系統の前記演算部は、前記複数の系統の各々の
前記センサ素子が検出した前記検出信号を前記第２の値に変換するための第２変換特性情
報が記憶された第２の記憶媒体をさらに有する
　ことを特徴とするセンサ装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載のセンサ装置であって、
　前記複数の系統の各々の前記演算部は、互いに通信が可能であり、他の前記系統の前記
センサ素子が検出した前記検出信号を、前記他の系統の前記演算部から受信する
　ことを特徴とするセンサ装置。
【請求項５】
　請求項１～３のいずれか１項に記載のセンサ装置であって、
　前記複数の系統の各々は、前記センサ素子が検出した前記検出信号をデジタル信号に変
換する変換部を有し、
　前記複数の系統の各々の前記変換部は、デジタル信号に変換した前記検出信号を、前記
複数の系統の前記演算部に出力する
　ことを特徴とするセンサ装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載のセンサ装置であって、
　前記異常判断部は、前記複数の系統の各々に設けられている
　ことを特徴とするセンサ装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、検出対象にかかる外力およびモーメントの少なくとも一方を検出するセンサ
装置に関する。



(3) JP 2018-9855 A 2018.1.18

10

20

30

40

【背景技術】
【０００２】
　ロボット等の検出対象にかかる外力やモーメント等を検出するための手段として、ひず
みゲージ式センサや静電容量式センサ等がある。静電容量式センサは、製造性やコストの
面においてひずみゲージ式センサより優れているが、力に対して静電容量値の変化が線形
にならないため、検出精度が低いという問題がある。
【０００３】
　以下、静電容量式センサの検出原理について簡単に説明する。外力が付加されると外力
に応じて静電容量式センサを構成する電極対（２つの電極）を設置した筐体にひずみが生
じ、ひずみに応じて電極対の距離（電極間の距離）が変化する。電極間の距離に応じて、
静電容量値（検出値）が変化するため、この検出値を計測することで、検出対象にかかる
外力またはモーメントを計算することができる。
【０００４】
　ここで、外力と電極対を設置した筐体のひずみとの関係は線形となり、電極対を設置し
た筐体のひずみと電極間の距離との関係も線形となるが、電極間の距離と検出値（静電容
量値）との関係は非線形となる。電極対を構成する２つの電極が平行で、かつ、電極間の
距離が電極面積に比べて十分に小さければ、電極間の距離に対して静電容量値は反比例の
関係となる。一方で、２つの電極が平行ではなく傾きを持っている場合等の平行コンデン
サの条件を満たさない場合は、単純に反比例の関係では表現することができなくなる。
【０００５】
　測定した値から外力およびモーメント等を求める方法としては、検出した検出値と、検
出対象に付加された外力およびモーメントとの関係を示すモデル関数を仮定し、このモデ
ル関数を用いて検出値から外力およびモーメントを求めるという手法が一般的である。こ
のモデル関数は、１個以上の未知のパラメータを含む関数で表現される。
【０００６】
　以下、一般的なモデル関数の１つである１次多項式のモデル関数を例に挙げて説明する
。具体例として、６つのセンサ素子（静電容量式センサ素子）によって外力およびモーメ
ントを検出し、６つのセンサ素子の検出値に基づいて、６つの軸方向における外力および
モーメントを求める場合について考える。
【０００７】
　６つのセンサ素子の検出値を６次元ベクトルで表すと、以下に示す式（１）のようにな
る。また、求める外力およびモーメントを６次元ベクトルで表すと、以下に示す式（２）
のようになる。
【０００８】
【数１】

【０００９】
　未知のパラメータを、式（３）に示すように６×６の行列で表現したとき、外力および
モーメントに対するモデル関数を、式（４）で表すことができる。
【００１０】
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【数２】

【００１１】
　数式（３）で表された行列Ｃの各パラメータの値を決定するために、複数のパターン（
１、・・・、Ｎ）の力およびモーメントを検出対象に与えて、センサ素子が検出した値を
取得する。取得した複数のデータは、（ｆｉ，ｖｉ）となる。ただし、ｉ＝１、・・・、
Ｎ、とする。取得した複数のデータ（ｆｉ，ｖｉ）に基づいて、行列Ｃの各パラメータの
値を決定する。一般的には、二乗誤差の最小化等の予め決められた基準で行列Ｃの各パラ
メータを決定する。例えば、二乗誤差の最小化で各パラメータを決定する場合は、下記に
示す式（５）のｃｍが最小となるように、行列Ｃの各パラメータを決定する。
【００１２】
【数３】

【００１３】
　下記に示す特許文献１には、ひずみゲージ式を用いた多軸センサにおいて、二重に配置
した検出部からの検出値の平均をとることで検出精度を向上させることが開示されている
。具体的には、軸間の干渉誤差（他軸干渉誤差）を精度の悪化の要因と考え、センサ素子
をグループ毎に対称に配置することで、他軸干渉誤差をグループ間で対称に発生させ、検
出値の平均値をとることで他軸干渉誤差を打ち消している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開２０１０－１４６９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　しかしながら、従来技術のようにモデル関数で表現可能な入出力の関係には限界がある
ため、実際に加わった外力およびモーメントとモデル関数で計算した外力およびモーメン
トとの間には誤差が生じる。特に、静電容量式センサのように、外力と検出値との関係が
非線形の場合は、この誤差の影響が大きくなる。
【００１６】
　また、センサが検出した検出値に発生する誤差の全てが上記したグループ間で対称的に
分布するわけでもなく、上記特許文献１では、対称的に発生しない誤差に対して有効に対
処することができない。特に、静電容量式センサ素子の場合は、非線形が原因で生じる誤
差が、グループ間で対称的になるという保証はないため、静電容量式センサ素子を用いた
場合は、さらに精度が低下する。
【００１７】
　そこで、本発明は、実際に付加された外力・モーメントと、センサ素子で検出した検出
値に基づいて求めた力・モーメントとの誤差を低減するセンサ装置を提供することを目的
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とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明は、センサ装置であって、検出対象にかかる外力およびモーメントの少なくとも
一方を検出するためのセンサ素子と、前記センサ素子が検出した検出信号に基づいて、前
記検出対象に付加される予め決められた軸方向における力およびモーメントの少なくも一
方の値を第１の値として演算する演算部と、を有する複数の系統と、前記複数の系統の各
々の前記演算部が演算した前記第１の値を比較し、その差が所定量以上の場合は、異常が
あると判断する異常判断部と、を備え、前記複数の系統の少なくとも１つの前記系統の前
記演算部は、前記複数の系統の各々の前記センサ素子が検出した複数の前記検出信号に基
づいて、前記検出対象に付加される前記軸方向における力およびモーメントの少なくとも
一方の値を第２の値として演算する。
【００１９】
　この構成により、複数の系統のセンサ素子が検出した検出信号に基づいて、検出対象に
付加される軸方向における力およびモーメントの少なくとも一方が第２の値として演算さ
れるので、センサ装置の検出精度が向上する。つまり、実際に付加された外力・モーメン
トと、センサ素子で検出した検出信号に基づいて求めた力・モーメントとの誤差を低減す
ることができる。また、センサ装置が正常かどうかを精度よく判断することができる。
【００２０】
　本発明は、前記センサ装置であって、前記複数の系統の各々は、前記センサ素子を複数
有し、前記複数の系統の各々の前記演算部は、複数の前記軸方向における力およびモーメ
ントの少なくとも一方の値を演算してもよい。これにより、演算部は、複数の軸方向にお
ける第１の値、第２の値を求めることができる。したがって、センサ装置は、複数の軸方
向における力およびモーメントの少なくとも一方を検出することができる。
【００２１】
　本発明は、前記センサ装置であって、前記複数の系統の各々の前記演算部は、自己の前
記系統の前記センサ素子が検出した前記検出信号を前記第１の値に変換するための第１変
換特性情報が記憶された第１の記憶媒体を有し、前記複数の系統の少なくとも１つの前記
系統の前記演算部は、前記複数の系統の各々の前記センサ素子が検出した前記検出信号を
前記第２の値に変換するための第２変換特性情報が記憶された第２の記憶媒体をさらに有
してもよい。これにより、演算部は、精度よく第１の値および第２の値を演算することが
できる。
【００２２】
　本発明は、前記センサ装置であって、前記複数の系統の各々の前記演算部は、互いに通
信が可能であり、他の前記系統の前記センサ素子が検出した前記検出信号を、前記他の系
統の前記演算部から受信してもよい。これにより、各系統の演算部は、他の系統のセンサ
素子が検出した検出信号を取得することができ、第２の値を演算することができる。
【００２３】
　本発明は、前記センサ装置であって、前記複数の系統の各々は、前記センサ素子が検出
した前記検出信号をデジタル信号に変換する変換部を有し、前記複数の系統の各々の前記
変換部は、デジタル信号に変換した前記検出信号を、前記複数の系統の前記演算部に出力
してもよい。これにより、各系統の演算部は、他の系統のセンサ素子が検出した検出信号
を取得することができ、第２の値を演算することができる。
【００２４】
　本発明は、前記センサ装置であって、前記異常判断部は、前記複数の系統の各々に設け
られていてもよい。これにより、系統毎にセンサ装置が正常か否かを判断することができ
る。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、複数の系統のセンサ素子が検出した検出信号に基づいて、検出対象に
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付加される軸方向における力およびモーメントの少なくとも一方が第２の値として演算さ
れるので、センサ装置の検出精度が向上する。つまり、実際に付加された外力・モーメン
トと、センサ素子で検出した検出信号に基づいて求めた力・モーメントとの誤差を低減す
ることができる。また、センサ装置が正常かどうかを精度よく判断することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】実施の形態におけるセンサ装置の構成を示す図である。
【図２】変形例１におけるセンサ装置の構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本発明に係るセンサ装置について、好適な実施の形態を掲げ、添付の図面を参照しなが
ら以下、詳細に説明する。
【００２８】
　図１は、実施の形態におけるセンサ装置１０の構成を示す図である。センサ装置１０は
、複数（Ｎ個）のセンサ素子１２、変換部１４、および、制御部１６を有する系統Ｓを２
つ備える。各系統Ｓの複数のセンサ素子１２は、多軸センサ１８を構成する。このセンサ
素子１２は、静電容量式のセンサ素子またはひずみゲージ式のセンサ素子であってもよく
、それ以外のセンサ素子であってもよい。
【００２９】
　２つの系統Ｓのセンサ素子１２、変換部１４、および、制御部１６を、互いに区別する
ために、一方の系統（第１の系統）Ｓ１のセンサ素子１２、変換部１４、および、制御部
１６を、１２ａ、１４ａ、１６ａで表し、他方の系統（第２の系統）Ｓ２のセンサ素子１
２、変換部１４、および、制御部１６を、１２ｂ、１４ｂ、１６ｂで表す場合がある。ま
た、第１の系統Ｓ１の多軸センサ１８を１８ａで表し、第２の系統Ｓ２の多軸センサ１８
を１８ｂで表す場合がある。
【００３０】
　第１の系統Ｓ１の多軸センサ１８ａ（複数（Ｎ個）のセンサ素子１２ａ）と、第２の系
統Ｓ２の多軸センサ１８ｂ（複数（Ｎ個）のセンサ素子１２ｂ）とは、互いにロボットの
同一の箇所（以下、検出対象と呼ぶ。）に付加される予め決められた複数の軸方向の外力
およびモーメントを検出するためのセンサ素子である。
【００３１】
　各系統Ｓ（Ｓ１、Ｓ２）の変換部１４（１４ａ、１４ｂ）は、自己の系統Ｓ（Ｓ１、Ｓ
２）の複数のセンサ素子１２（１２ａ、１２ｂ）および制御部１６と接続線を介して電気
的に接続されている。つまり、変換部１４ａは、複数のセンサ素子１２ａおよび制御部１
６ａと電気的に接続され、変換部１４ｂは、複数のセンサ素子１２ｂおよび制御部１６ｂ
と電気的に接続されている。
【００３２】
　説明をわかり易くするため、本実施の形態のセンサ装置１０は、第１の系統Ｓ１のセン
サ素子１２ａの数Ｎ、および、第２の系統Ｓ２のセンサ素子１２ｂの数Ｎをともに６個と
し、この６つのセンサ素子１２ａ、１２ｂを用いて６軸方向の外力およびモーメントを求
めるものとする。６軸の方向の力およびモーメントは、Ｘ軸方向の力、Ｙ軸方向の力、Ｚ
軸方向の力、Ｘ軸回り方向のモーメント、Ｙ軸回り方向のモーメント、および、Ｚ軸回り
方向のモーメントとする。なお、各系統Ｓのセンサ素子１２の数と、力およびモーメント
を求める軸の数とは同一でなくてもよい。
【００３３】
　複数（Ｎ＝６）のセンサ素子１２ａから構成される第１の系統Ｓ１の多軸センサ１８ａ
が検出した複数（Ｎ＝６）の検出信号（検出値）は、第１の系統Ｓ１の変換部１４ａに出
力される。変換部１４ａは、多軸センサ１８ａが検出した複数（Ｎ＝６）の検出信号をデ
ジタル信号に変換する。変換部１４ａによってデジタル信号に変換された複数（Ｎ＝６）
の検出信号（検出値）を、ｕ１，・・・、ｕ６、とする。変換部１４ａは、変換した複数
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（Ｎ＝６）のデジタル信号の検出信号ｕ１，・・・、ｕ６を、第１の系統Ｓ１の制御部１
６ａに出力する。多軸センサ１８ａが検出した複数（Ｎ＝６）の検出信号（デジタル信号
）ｕ１，・・・、ｕ６を６（＝Ｎ）次元ベクトルＵで表記すると、以下の式（６）のよう
になる。
【００３４】
【数４】

【００３５】
　同様に、複数（Ｎ＝６）のセンサ素子１２ｂから構成される第２の系統Ｓ２の多軸セン
サ１８ｂが検出した複数（Ｎ＝６）の検出信号（検出値）は、第２の系統Ｓ２の変換部１
４ｂに出力される。変換部１４ｂは、多軸センサ１８ｂが検出した複数（Ｎ＝６）の検出
信号をデジタル信号に変換する。変換部１４ｂによってデジタル信号に変換された複数（
Ｎ＝６）の検出信号（検出値）を、ｖ１，・・・、ｖ６、とする。変換部１４ｂは、変換
した複数（Ｎ＝６）のデジタル信号の検出信号ｖ１，・・・、ｖ６を、第２の系統Ｓ２の
制御部１６ｂに出力する。多軸センサ１８ｂが検出した複数（Ｎ＝６）の検出信号（デジ
タル信号）ｖ１，・・・、ｖ６を６（＝Ｎ）次元ベクトルＶで表記すると、以下の式（７
）のようになる。
【００３６】
【数５】

【００３７】
　各系統Ｓ（Ｓ１、Ｓ２）の制御部１６（１６ａ、１６ｂ）の各々は、ＣＰＵ等のプロセ
ッサとプログラムが記憶された記憶媒体とを有し、プロセッサがプログラムを実行するこ
とで、本実施の形態の制御部１６（１６ａ、１６ｂ）として機能する。各系統Ｓの制御部
１６は、演算部２０と異常判断部２２とを有する。２つの系統Ｓの演算部２０および異常
判断部２２を互いに区別するために、第１の系統Ｓ１の演算部２０および異常判断部２２
を、２０ａ、２２ａで表し、第２の系統Ｓ２の演算部２０および異常判断部２２を、２０
ｂ、２２ｂで表す場合がある。第１の系統Ｓ１の制御部１６ａと第２の系統Ｓ２の制御部
１６ｂとは互いに通信可能となっている。制御部１６ａ、１６ｂは、無線によって通信を
行ってもよく、制御部１６ａと制御部１６ｂとを通信線（有線）で接続し、この通信線を
介して通信を行ってもよい。
【００３８】
　演算部２０ａは、第１の系統Ｓ１の多軸センサ１８ａが検出した複数の検出信号（デジ
タル信号）ｕ１，・・・、ｕ６に基づいて、前記検出対象に付加される予め決められた複
数（Ｎ＝６）の軸方向の力およびモーメントの値（以下、第１の値と呼ぶ場合がある。）
を演算する。ここで、演算部２０ａが演算した複数（Ｎ＝６）の軸方向の力およびモーメ
ントの値をｆＵ

１，・・・，ｆＵ
６、とする。演算部２０ａが演算（算出）した複数（Ｎ

＝６）の第１の値ｆＵ
１，・・・，ｆＵ

６を６（＝Ｎ）次元ベクトルＦＵで表すと、以下
に示す数（８）で表すことができる。
【００３９】

【数６】

【００４０】



(8) JP 2018-9855 A 2018.1.18

10

20

30

40

50

　同様に、演算部２０ｂは、第２の系統Ｓ２の多軸センサ１８ｂが検出した複数の検出信
号（デジタル信号）ｖ１，・・・、ｖ６に基づいて、前記検出対象に付加される予め決め
られた複数（Ｎ＝６）の軸方向の力およびモーメントの値（以下、第１の値と呼ぶ場合が
ある。）を演算する。ここで、演算部２０ｂが演算した複数（Ｎ＝６）の軸方向の力およ
びモーメントの値をｆＶ

１，・・・，ｆＶ
６、とする。演算部２０ｂが演算（算出）した

複数（Ｎ＝６）の第１の値ｆＶ
１，・・・，ｆＶ

６を６（＝Ｎ）次元ベクトルＦＶで表す
と、以下に示す数（９）で表すことができる。
【００４１】
【数７】

【００４２】
　なお、本実施の形態では、ｆＵ

１、ｆＶ
１はＸ軸方向の力を示すものとし、ｆＵ

２，ｆ
Ｖ
２はＹ軸方向の力を、ｆＵ

３，ｆＶ
３はＺ軸方向の力を示すものとする。また、ｆＵ

４

、ｆＶ
４はＸ軸回り方向のモーメントを示すものとし、ｆＵ

５，ｆＶ
５はＹ軸回り方向の

モーメントを、ｆＵ
６，ｆＶ

６はＺ軸回り方向のモーメントを示すものとする。
【００４３】
　ベクトルＵからベクトルＦＵを求めるための複数のパラメータ（第１変換特性情報）ｃ
Ｕを式（１０）に示すようにＮ×Ｎ（ただし、Ｎ＝６）の行列（変換行列）ＣＵで表現し
たとき、ＦＵ、ＣＵ、Ｕを、以下の式（１１）に示すような関係式（モデル関数）で表す
ことができる。
【００４４】

【数８】

【００４５】
　同様に、ベクトルＶからベクトルＦＶを求めるための複数のパラメータ（第１変換特性
情報）ｃＶを式（１２）に示すようにＮ×Ｎ（ただし、Ｎ＝６）の行列（変換行列）ＣＶ

で表現したとき、ＦＶ、ＣＶ、Ｖを、以下の式（１３）に示すような関係式（モデル関数
）で表すことができる。
【００４６】

【数９】

【００４７】
　したがって、演算部２０ａは、式（６）、（８）、（１０）、（１１）を用いることで
、多軸センサ１８ａ（複数のセンサ素子１２ａ）が検出した複数の検出信号（デジタル信
号）ｕ１，・・・、ｕ６に基づいて、複数の第１の値ｆＵ

１，・・・，ｆＵ
６を求めるこ
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とができる。同様に、演算部２０ｂは、式（７）、（９）、（１２）、（１３）を用いる
ことで、多軸センサ１８ｂ（複数のセンサ素子１２ｂ）が検出した複数の検出信号（デジ
タル信号）ｖ１，・・・、ｖ６に基づいて、複数の第１の値ｆＶ

１，・・・，ｆＶ
６を求

めることができる。
【００４８】
　この行列ＣＵの複数のパラメータｃＵは、第１の系統Ｓ１の演算部２０ａの記憶媒体（
第１の記憶媒体）２４に記憶されており、行列ＣＶの複数のパラメータｃＶは、第２の系
統Ｓ２の演算部２０ｂの記憶媒体（第１の記憶媒体）２４に記憶されている。ここでも、
２つの系統Ｓの記憶媒体２４を区別するために、第１の系統Ｓ１の記憶媒体２４を２４ａ
で表し、第２の系統Ｓ２の記憶媒体２４を２４ｂで表す場合がある。
【００４９】
　演算部２０ａは、演算した第１の値ｆＵ

１，・・・，ｆＵ
６を自己の系統（第１の系統

）Ｓ１の異常判断部２２ａに出力するとともに、他の系統（第２の系統）Ｓ２の異常判断
部２２ｂに送信する。演算部２０ｂは、演算した第１の値ｆＶ

１，・・・，ｆＶ
６を自己

の系統（第２の系統）Ｓ２の異常判断部２２ｂに出力するとともに、他の系統（第１の系
統）Ｓ１の異常判断部２２ａに送信する。また、演算部２０ａは、自己の系統（第１の系
統）Ｓ１の多軸センサ１８ａが検出した複数の検出信号（デジタル信号）ｕ１，・・・、
ｕ６を他の系統（第２の系統）Ｓ２の演算部２０ｂに送信する。また、演算部２０ｂは、
自己の系統（第２の系統）Ｓ２の多軸センサ１８ｂが検出した複数の検出信号（デジタル
信号）ｖ１，・・・、ｖ６を他の系統（第１の系統）Ｓ１の演算部２０ａに送信する。
【００５０】
　演算部２０ａは、自己の系統（第１の系統）Ｓ１の多軸センサ１８ａが検出した複数の
検出信号ｕ１，・・・、ｕ６と、他の系統（第２の系統）Ｓ２の多軸センサ１８ｂが検出
した複数の検出信号ｖ１，・・・、ｖ６とに基づいて、前記検出対象に付加される予め決
められた複数（Ｎ＝６）の軸方向の力およびモーメントの値（以下、第２の値と呼ぶ場合
がある。）をさらに演算する。同様に、演算部２０ｂは、自己の系統（第２の系統）Ｓ２
の多軸センサ１８ｂが検出した複数の検出信号ｖ１，・・・、ｖ６と、他の系統（第１の
系統）Ｓ１の多軸センサ１８ａが検出した複数の検出信号ｕ１，・・・、ｕ６とに基づい
て、複数（Ｎ＝６）の第２の値をさらに演算する。ここで、演算部２０ａおよび演算部２
０ｂの各々が演算した複数の第２の値をｆＷ

１，・・・，ｆＷ
６、とする。複数（Ｎ＝６

）の第２の値ｆＷ
１，・・・，ｆＷ

６を６（＝Ｎ）次元ベクトルＦＷで表すと、以下に示
す式（１４）で表すことができる。
【００５１】
【数１０】

【００５２】
　なお、本実施の形態では、ｆＷ

１はＸ軸方向の力を示すものとし、ｆＷ
２はＹ軸方向の

力を、ｆＷ
３はＺ軸方向の力を示すものとする。また、ｆＷ

４はＸ軸回り方向のモーメン
トを示すものとし、ｆＷ

５はＹ軸回り方向のモーメントを、ｆＷ
６はＺ軸回り方向のモー

メントを示すものとする。
【００５３】
　ここで、多軸センサ１８ａが検出した複数（Ｎ＝６）の検出信号（デジタル信号）ｕ１

，・・・、ｕ６と多軸センサ１８ｂが検出した複数（Ｎ＝６）の検出信号（デジタル信号
）ｖ１，・・・、ｖ６を１２（＝２・Ｎ）次元ベクトルＷで表記すると、以下の式（１５
）のようになる。
【００５４】
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【数１１】

【００５５】
　ベクトルＷからベクトルＦＷを求めるための複数のパラメータ（第２変換特性情報）ｃ
Ｗを式（１６）に示すように、（Ｎ）×（２・Ｎ）の行列（変換行列）ＣＷで表現したと
き、ＦＷ、ＣＷ、Ｗを、以下の式（１７）に示すような関係式（モデル関数）で表すこと
ができる。ただし、Ｎ＝６、とする。
【００５６】

【数１２】

【００５７】
　したがって、演算部２０ａおよび演算部２０ｂの各々は、式（１４）～（１７）を用い
ることで、多軸センサ１８ａ（複数のセンサ素子１２ａ）が検出した複数の検出信号（デ
ジタル信号）ｕ１，・・・、ｕ６と多軸センサ１８ｂ（複数のセンサ素子１２ｂ）が検出
した複数の検出信号（デジタル信号）ｖ１，・・・、ｖ６とに基づいて、複数の第２の値
ｆＷ

１，・・・，ｆＷ
６を求めることができる。この行列ＣＷの複数のパラメータｃＷは

、各系統Ｓの演算部２０の記憶媒体（第２の記憶媒体）２６に記憶されている。ここでも
、２つの系統Ｓの記憶媒体２６を区別するために、第１の系統Ｓ１の記憶媒体２６を２６
ａで表し、第２の系統Ｓ２の記憶媒体２６を２６ｂで表す。
【００５８】
　なお、行列ＣＵ、ＣＶ、ＣＷの各パラメータｃＵ、ｃＶ、ｃＷを、本明細書の背景技術
で説明したような、二乗誤差の最小化で決定するようにしてもよく、他の手法によって決
定してもよい。要は、検出対象に付加された外力およびモーメントと、そのときにセンサ
素子１２が検出した検出信号に基づいて算出された外力およびモーメントとの誤差が小さ
くなるように、各各パラメータｃＵ、ｃＶ、ｃＷを決定すればよい。
【００５９】
　このように、誤差が小さくなるように行列ＣＷの各パラメータｃＷを決定し、式（１４
）～（１７）を用いて第２の値ｆＷ

１，・・・，ｆＷ
６を求めることで、実際に付加され

た外力・モーメントと、センサ素子で検出した検出値に基づいて検出した力・モーメント
の誤差を低減させることができる。つまり、第１の値ｆＵ

１，・・・，ｆＵ
６、第１の値

ｆＶ
１，・・・，ｆＶ

６、または、第１の値ｆＵ
１，・・・，ｆＵ

６と第１の値ｆＶ
１，

・・・，ｆＶ
６との平均をとった値と比較して、誤差を抑えることができる。

【００６０】
　そのため、制御部１６ａ（演算部２０ａ）および制御部１６ｂ（演算部２０ｂ）の少な
くとも一方は、算出した複数の第２の値ｆＷ

１，・・・，ｆＷ
６を外部機器に送信する。

制御部１６ａおよび制御部１６ｂは、外部機器と無線または有線によって通信可能となっ
ている。外部機器は、送られてきた複数の第２の値ｆＷ

１，・・・，ｆＷ
６に基づいて、

所定の制御（例えば、ロボットの制御等）を行う。
【００６１】
　なお、第１の値ｆＵ

１，・・・，ｆＵ
６と第１の値ｆＶ

１，・・・，ｆＶ
６との値の平

均をとった場合は、その平均値を、以下の式（１８）で表すことができる。式（１８）に
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示すように、これらのモデル関数（関係式）は、式（１７）に示すモデル関数（関係式）
の範囲に含まれるが、行列（変換行列）ＣＵＶの各パラメータは、誤差が小さくなるよう
に決定されていないため、式（１７）に比べ、誤差が大きくなる。
【００６２】
【数１３】

【００６３】
　各系統Ｓ（Ｓ１、Ｓ２）の異常判断部２２（２２ａ、２２ｂ）は、第１の系統Ｓ１の演
算部２０ａから送られてきた複数の第１の値ｆＵ

１，・・・，ｆＵ
６と、第２の系統Ｓ２

の演算部２０ｂから送られてきた複数の第１の値ｆＶ
１，・・・，ｆＶ

６とをそれぞれ比
較し、その差（絶対値）｜ｆＵ

１－ｆＶ
１｜，・・・，｜ｆＵ

６－ｆＶ
６｜、をそれぞれ

求める。この差は、軸方向が同一となる第１の値同士を比較して、その差分（絶対値）を
得る。そして、各系統Ｓの異常判断部２２（２２ａ、２２ｂ）は、算出したそれぞれの差
｜ｆＵ

１－ｆＶ
１｜，・・・，｜ｆＵ

６－ｆＶ
６｜の少なくとも１つが所定量以上である

か否かを判断し、所定量以上であると判断すると、センサ装置１０に何らかの異常がある
と判断する。なお、差の二乗が所定量以上か否かを判断し、差の二乗が所定量以上の場合
に異常と判断してもよい。
【００６４】
　第１の系統Ｓ１の異常判断部２２ａ（制御部１６ａ）および第２の系統Ｓ２の異常判断
部２２ｂ（制御部１６ｂ）の少なくとも一方は、異常があると判断すると、異常を示す信
号を外部機器に送信する。外部機器は、異常を示す信号が送られてくると、センサ装置１
０に異常があることをオペレータに報知する。報知の方法としては、液晶ディスプレイ等
の表示部（図示略）に、センサ装置１０に異常があることを表示したり、スピーカ（図示
略）から警告音を出力してもよい。
【００６５】
　［変形例］
　上記実施の形態は、以下のように変形してもよい。
【００６６】
　（変形例１）図２は、変形例１におけるセンサ装置１０Ａの構成を示す図である。上記
実施の形態と同一の構成または機能については同一の符号を付し、異なる部分だけを説明
する。
【００６７】
　センサ装置１０Ａは、センサ部５０と、制御装置５２とを備える。センサ部５０は、複
数（Ｎ＝６）のセンサ素子１２、変換部１４、および、制御部５４を有する系統Ｓを２つ
備える。本変形例１でも、第１の系統Ｓ１に対応する構成要素（機能も含む）と第２の系
統Ｓ２に対応する構成要素（機能も含む）を区別するために、第１の系統Ｓ１に対応する
構成要素については、参照符号の後にａを付し、第２の系統Ｓ２に対応する構成要素につ
いては、参照符号の後にｂを付して説明する場合がある。したがって、例えば、第１の系
統Ｓ１のセンサ素子１２、変換部１４、および、制御部５４を、１２ａ、１４ａ、５４ａ
で表し、第２の系統Ｓ２のセンサ素子１２、変換部１４、および、制御部５４を、１２ｂ
、１４ｂ、５４ｂで表す場合がある。複数（Ｎ＝６）のセンサ素子１２ａは、第１の系統
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Ｓ１の多軸センサ１８ａ（１８）を構成し、複数（Ｎ＝６）のセンサ素子１２ｂは、第２
の系統Ｓ２の多軸センサ１８ｂ（１８）を構成する。
【００６８】
　各系統Ｓ（Ｓ１、Ｓ２）の制御部５４（５４ａ、５４ｂ）は、ＣＰＵ等のプロセッサと
プログラムが記憶された記憶媒体とを有し、プロセッサがプログラムを実行することで、
本変形例１の制御部５４（５４ａ、５４ｂ）として機能する。制御部５４（５４ａ、５４
ｂ）は、演算部２０（２０ａ、２０ｂ）を有する。
【００６９】
　変形例１においては、変換部１４ａは、多軸センサ１８ａ（複数のセンサ素子１２ａ）
が検出した複数の検出信号（デジタル信号）ｕ１，・・・、ｕ６を自己の系統（第１の系
統）Ｓ１の演算部２０ａに出力するとともに、他の系統（第２の系統）Ｓ２の演算部２０
ｂに出力する。つまり、変換部１４ａは、演算部２０ａと接続線を介して電気的に接続さ
れているとともに、演算部２０ｂとも接続線を介して電気的に接続されている。
【００７０】
　また、変換部１４ｂは、多軸センサ１８ｂ（複数のセンサ素子１２ｂ）が検出した複数
の検出信号（デジタル信号）ｖ１，・・・、ｖ６を自己の系統（第２の系統）Ｓ２の演算
部２０ｂに出力するとともに、他の系統（第１の系統）Ｓ１の演算部２０ａに出力する。
つまり、変換部１４ｂは、演算部２０ｂと接続線を介して電気的に接続されているととも
に、演算部２０ａとも接続線を介して電気的に接続されている。
【００７１】
　上記実施の形態で述べたように、演算部２０ａは、複数の検出信号ｕ１，・・・、ｕ６

に基づいて複数の第１の値ｆＵ
１，・・・，ｆＵ

６を演算するとともに、複数の検出信号
ｕ１，・・・、ｕ６と複数の検出信号ｖ１，・・・、ｖ６とに基づいて複数の第２の値ｆ
Ｗ

１，・・・，ｆＷ
６を演算する。演算部２０ｂは、複数の検出信号ｖ１，・・・、ｖ６

に基づいて複数の第１の値ｆＶ
１，・・・，ｆＶ

６を演算するとともに、複数の検出信号
ｖ１，・・・、ｖ６と複数の検出信号ｕ１，・・・、ｕ６とに基づいて複数の第２の値ｆ
Ｗ

１，・・・，ｆＷ
６を演算する。

【００７２】
　演算部２０ａ（制御部５４ａ）および演算部２０ｂ（制御部５４ｂ）の少なくとも一方
は、算出した複数の第２の値ｆＷ

１，・・・，ｆＷ
６を外部機器に送信する。制御部５４

ａおよび制御部５４ｂは、外部機器と無線または有線によって通信可能となっている。外
部機器は、送られてきた複数の第２の値ｆｗ

１，・・・，ｆｗ
６に基づいて、所定の制御

（例えば、ロボットの制御等）を行う。なお、演算部２０ａ、２０ｂ（制御部５４ａ、５
４ｂ）は、制御装置５２を介して外部機器に複数の第２の値Ｗ

１，・・・，ｆＷ
６を送信

してもよい。
【００７３】
　制御装置５２は、２つの系統Ｓ（Ｓ１、Ｓ２）に対応して２つの制御部６０（６０ａ、
６０ｂ）を備える。２つの制御部６０（６０ａ、６０ｂ）の各々は、ＣＰＵ等のプロセッ
サとプログラムが記憶された記憶媒体とを有し、プロセッサがプログラムを実行すること
で、本変形例１の制御部６０（６０ａ、６０ｂ）として機能する。制御部６０（６０ａ、
６０ｂ）は、異常判断部２２（２２ａ、２２ｂ）を有する。
【００７４】
　演算部２０ａ（制御部５４ａ）と異常判断部２２ａ（制御部６０ａ）とは、互いに無線
または有線によって通信可能となっており、演算部２０ｂ（制御部５４ｂ）と異常判断部
２２ｂ（制御部６０ｂ）とは、互いに無線または有線によって通信可能となっている。ま
た、異常判断部２２ａ（制御部６０ａ）と異常判断部２２ｂ（制御部６０ｂ）とは無線ま
たは有線によって互いに通信可能となっている。
【００７５】
　演算部２０ａ（制御部５４ａ）は、算出した複数の第１の値ｆＵ

１，・・・，ｆＵ
６を

異常判断部２２ａ（制御部６０ａ）に送信する。異常判断部２２ａ（制御部６０ａ）は、
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演算部２０ａ（制御部５４ａ）から送信された複数の第１の値ｆＵ
１，・・・，ｆＵ

６を
、異常判断部２２ｂ（制御部６０ｂ）に送信する。演算部２０ｂ（制御部５４ｂ）は、算
出した複数の第１の値ｆＶ

１，・・・，ｆＶ
６を異常判断部２２ｂ（制御部６０ｂ）に送

信する。異常判断部２２ｂ（制御部６０ｂ）は、演算部２０ｂ（制御部５４ｂ）から送信
された複数の第１の値ｆＶ

１，・・・，ｆＶ
６を異常判断部２２ａ（制御部６０ａ）に送

信する。
【００７６】
　異常判断部２２ａおよび異常判断部２２ｂの各々は、複数の第１の値ｆＵ

１，・・・，
ｆＵ

６と複数の第１の値ｆＶ
１，・・・，ｆＶ

６とをそれぞれ比較し、その差（絶対値）
｜ｆＵ

１－ｆＶ
１｜，・・・，｜ｆＵ

６－ｆＶ
６｜、をそれぞれ求める。そして、異常判

断部２２ａおよび異常判断部２２ｂは、算出したそれぞれの差｜ｆＵ
１－ｆＶ

１｜，・・
・，｜ｆＵ

６－ｆＶ
６｜の少なくとも１つが所定量以上であるか否かを判断し、所定量以

上であると判断すると、センサ装置１０Ａに何らかの異常があると判断する。なお、差の
二乗が所定量以上か否かを判断し、差の二乗が所定量以上の場合に異常と判断してもよい
。
【００７７】
　第１の系統Ｓ１の異常判断部２２ａ（制御部６０ａ）および第２の系統Ｓ２の異常判断
部２２ｂ（制御部６０ｂ）の少なくとも一方は、異常があると判断すると、異常を示す信
号を外部機器に送信する。外部機器は、異常を示す信号が送られてくると、センサ装置１
０Ａに異常があることをオペレータに報知する。報知の方法としては、液晶ディスプレイ
等の表示部（図示略）にセンサ装置１０Ａに異常があることを表示したり、スピーカ（図
示略）から警告音を出力してもよい。
【００７８】
　（変形例２）上記実施の形態および変形例１では、第１の系統Ｓ１の演算部２０ａおよ
び第２の系統Ｓ２の演算部２０ｂは、ともに第２の値ｆＷ

１，・・・，ｆＷ
６を演算する

ようにしたが、どちらか一方のみが第２の値ｆＷ
１，・・・，ｆＷ

６を演算してもよい。
また、第１の系統Ｓ１の異常判断部２２ａおよび第２の系統Ｓ２の異常判断部２２ｂは、
ともに異常があるか否かを判断するようにしたが、どちらか一方のみが異常の判断を行っ
てもよい。
【００７９】
　（変形例３）上記実施の形態では、各系統Ｓに対応して異常判断部２２をそれぞれ設け
るようにしたが、いずれか１つの系統Ｓにのみ異常判断部２２を設けてもよい。また、上
記変形例１では、各系統Ｓに対応してそれぞれ２つの制御部６０ａ、６０ｂ（異常判断部
２２ａ、２２ｂ）を制御装置５２に設けるようにしたが、１つの制御部６０（１つの異常
判断部２２）を制御装置５２に設けるようにしてもよい。この場合は、演算部２０ａ、２
０ｂは、ともに算出した第１の値ｆＵ

１，・・・，ｆＵ
６、ｆＶ

１，・・・，ｆＶ
６を１

つの制御部６０（異常判断部２２）に送信する。
【００８０】
　（変形例４）センサ装置１０、１０Ａは、３つ以上の系統Ｓを有していてもよい。
【００８１】
　（変形例５）センサ装置１０、１０Ａの各系統Ｓのセンサ素子１２の数は１つであって
もよい。また、センサ装置１０、１０Ａの演算部２０は、複数の軸方向の力およびモーメ
ントではなく、予め決められた１つの軸方向における力またはモーメントを求めてもよい
。
【００８２】
　（変形例６）センサ装置１０、１０Ａの演算部２０は、力またはモーメントのどちから
一方のみを求めてもよい。
【００８３】
　（変形例７）上記した変形例１～６を、矛盾が生じない範囲内で任意に組み合わせても
よい。
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【００８４】
　以上説明したように、上記実施の形態および変形例１～３のいずれかで説明したセンサ
装置１０、１０Ａは、検出対象にかかる外力およびモーメントの少なくとも一方を検出す
るためのセンサ素子１２と、センサ素子１２が検出した検出信号に基づいて、前記検出対
象に付加される予め決められた軸方向における力およびモーメントの少なくも一方の値を
第１の値として演算する演算部２０と、を有する複数の系統Ｓと、複数の系統Ｓの各々の
演算部２０が演算した第１の値を比較し、その差が所定量以上の場合は、異常があると判
断する異常判断部２２と、を備える。複数の系統Ｓの少なくとも１つの系統Ｓの演算部２
０は、複数の系統Ｓの各々のセンサ素子１２が検出した複数の検出信号に基づいて、前記
検出対象に付加される予め決められた軸方向における力およびモーメントの少なくとも一
方の値を第２の値として演算する。
【００８５】
　このように、演算部２０が、複数の系統Ｓのセンサ素子１２が検出した検出信号に基づ
いて、検出対象に付加される軸方向における力およびモーメントの少なくとも一方を第２
の値として演算するので、センサ装置１０、１０Ａの検出精度が向上する。つまり、実際
に付加された外力・モーメントと、センサ素子１２で検出した検出信号に基づいて求めた
力・モーメントとの誤差を低減することができる。また、異常判断部２２は、系統Ｓ毎に
演算された第１の値を比較し、その差が所定量以上の場合は、異常と判断するので、セン
サ装置１０、１０Ａが正常かどうかを精度よく判断することができる。
【００８６】
　複数の系統Ｓの各々は、センサ素子１２を複数有し、複数の系統Ｓの各々の演算部２０
は、予め決められた複数の軸方向における力およびモーメントの少なくとも一方の値を演
算してもよい。これにより、演算部２０は、複数の軸方向における第１の値、第２の値を
求めることができる。したがって、センサ装置１０、１０Ａは、複数の軸方向における力
およびモーメントの少なくとも一方を検出することができる。
【００８７】
　複数の系統Ｓの各々の演算部２０は、自己の系統Ｓのセンサ素子１２が検出した検出信
号を第１の値に変換するためのパラメータｃ（第１変換特性情報）が記憶された記憶媒体
２４を有する。複数の系統Ｓの少なくとも１つの系統Ｓの演算部２０は、複数の系統Ｓの
各々のセンサ素子１２が検出した検出信号を第２の値に変換するためのパラメータｃ（第
２変換特性情報）が記憶された記憶媒体２６をさらに有してもよい。これにより、演算部
２０は、精度よく第１の値および第２の値を演算することができる。
【００８８】
　複数の系統Ｓの各々の演算部２０は、互いに通信が可能であり、他の系統Ｓのセンサ素
子１２が検出した検出信号を、他の系統Ｓの演算部２０から受信してもよい。これにより
、各系統Ｓの演算部２０は、他の系統Ｓのセンサ素子１２が検出した検出信号を取得する
ことができ、第２の値を演算することができる。
【００８９】
　複数の系統Ｓの各々は、センサ素子１２が検出した検出信号をデジタル信号に変換する
変換部１４を有し、複数の系統Ｓの各々の変換部１４は、デジタル信号に変換した検出信
号を、複数の系統Ｓの演算部２０に出力してもよい。これにより、各系統Ｓの演算部２０
は、他の系統Ｓのセンサ素子１２が検出した検出信号を取得することができ、第２の値を
演算することができる。
【００９０】
　異常判断部２２は、複数の系統Ｓの各々に設けられてもよい。これにより、系統Ｓ毎に
センサ装置１０、１０Ａが正常か否かを判断することができる。
【符号の説明】
【００９１】
１０、１０Ａ…センサ装置　　　　　　　　１２…センサ素子
１４…変換部　　　　　　　　　　　　　　１６、５４、６０…制御部
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１８…多軸センサ　　　　　　　　　　　　２０…演算部
２２…異常判断部　　　　　　　　　　　　２４、２６…記憶媒体
５０…センサ部　　　　　　　　　　　　　５２…制御装置

【図１】 【図２】
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