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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＸＹＺ三次元直交座標系における各座標軸方向の力および各座標軸まわりのモーメント
のうち、少なくとも１軸に関する力もしくはモーメントを検出する力覚センサであって、
　検出対象となる力もしくはモーメントの作用を受ける受力体と、
　所定の基本環状路に沿って伸びる環状構造を有し、前記基本環状路上に定義された検出
点に位置する検出部と、この検出部の両側に位置する連結部と、を有する検出リングと、
　前記検出リングを支持する支持体と、
　前記受力体を、前記検出リングの所定の作用点の位置に接続する接続部材と、
　前記検出リングの所定の固定点の位置を、前記支持体に固定する固定部材と、
　前記検出部に生じた弾性変形を検出する検出素子と、
　前記検出素子の検出結果に基づいて、前記受力体および前記支持体の一方に負荷がかか
った状態において他方に作用した力もしくはモーメントを示す電気信号を出力する検出回
路と、
　を備え、
　前記作用点および前記固定点は、前記連結部の互いに異なる位置に配置されており、
　前記検出部は、前記作用点と前記固定点との間に力が作用したときに、作用した力に基
づいて少なくとも一部が弾性変形を生じる構造を有し、
　ＸＹ平面を水平面にとり、Ｚ軸を垂直上方に向かう軸としたときに、
　前記検出リングは、Ｚ軸を中心軸としてＸＹ平面に位置する基本環状路に沿って伸びる
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環状構造を有し、
　前記支持体は、前記検出リングの下方に所定間隔をおいて配置された支持基板によって
構成され、
　前記検出部は、検出対象となる力もしくはモーメントの作用により弾性変形を生じる第
１の変形部と、検出対象となる力もしくはモーメントの作用により弾性変形を生じる第２
の変形部と、前記第１の変形部および前記第２の変形部の弾性変形により変位を生じる平
板状の変位部と、を有し、
　前記第１の変形部の外側端はこれに隣接する連結部に接続され、前記第１の変形部の内
側端は前記変位部に接続され、前記第２の変形部の外側端はこれに隣接する連結部に接続
され、前記第２の変形部の内側端は前記変位部に接続され、前記変位部の下面は前記支持
基板の上面に対向しており、
　前記検出素子は、前記変位部の下面に固定された変位電極と、前記支持基板の上面の前
記変位電極に対向する位置に固定された固定電極と、を有する容量素子によって構成され
、
　前記検出回路は、前記容量素子の静電容量値の変動に基づいて、作用した力もしくはモ
ーメントを示す電気信号を出力することを特徴とする力覚センサ。
【請求項２】
　請求項１に記載の力覚センサにおいて、
　基本環状路上に複数ｎ個（ｎ≧２）の検出点が定義され、各検出点にそれぞれ検出部が
位置しており、検出リングが、ｎ個の検出部とｎ個の連結部とを、基本環状路に沿って交
互に配置することにより構成されていることを特徴とする力覚センサ。
【請求項３】
　請求項２に記載の力覚センサにおいて、
　基本環状路上に偶数ｎ個（ｎ≧２）の検出点が定義され、各検出点にそれぞれ検出部が
位置しており、検出リングが、ｎ個の検出部とｎ個の連結部とを、基本環状路に沿って交
互に配置することにより構成されていることを特徴とする力覚センサ。
【請求項４】
　請求項３に記載の力覚センサにおいて、
　偶数ｎ個の連結部に対して、基本環状路に沿って順に番号を付与したときに、作用点が
奇数番目の連結部に配置され、固定点が偶数番目の連結部に配置されていることを特徴と
する力覚センサ。
【請求項５】
　請求項４に記載の力覚センサにおいて、
　ｎ＝２に設定することにより、基本環状路に沿って、第１の連結部、第１の検出部、第
２の連結部、第２の検出部を、この順序で配置することにより検出リングが構成されてお
り、作用点が第１の連結部に配置され、固定点が第２の連結部に配置されていることを特
徴とする力覚センサ。
【請求項６】
　請求項４に記載の力覚センサにおいて、
　ｎ＝４に設定することにより、基本環状路に沿って、第１の連結部、第１の検出部、第
２の連結部、第２の検出部、第３の連結部、第３の検出部、第４の連結部、第４の検出部
を、この順序で配置することにより検出リングが構成されており、第１の作用点が第１の
連結部に配置され、第１の固定点が第２の連結部に配置され、第２の作用点が第３の連結
部に配置され、第２の固定点が第４の連結部に配置され、
　接続部材が、前記検出リングの前記第１の作用点の位置を受力体に接続する第１の接続
部材と、前記検出リングの前記第２の作用点の位置を受力体に接続する第２の接続部材と
を有し、
　固定部材が、前記検出リングの前記第１の固定点の位置を支持基板に固定する第１の固
定部材と、前記検出リングの前記第２の固定点の位置を支持基板に固定する第２の固定部
材とを有することを特徴とする力覚センサ。
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【請求項７】
　請求項６に記載の力覚センサにおいて、
　第１の作用点が正のＸ軸上に配置され、第２の作用点が負のＸ軸上に配置され、第１の
固定点が正のＹ軸上に配置され、第２の固定点が負のＹ軸上に配置されていることを特徴
とする力覚センサ。
【請求項８】
　請求項７に記載の力覚センサにおいて、
　ＸＹ平面において、原点Ｏを中心としてＸ軸を反時計まわりに４５°回転させた座標軸
としてＶ軸を定義し、原点Ｏを中心としてＹ軸を反時計まわりに４５°回転させた座標軸
としてＷ軸を定義した場合に、第１の検出点が正のＶ軸上、第２の検出点が正のＷ軸上、
第３の検出点が負のＶ軸上、第４の検出点が負のＷ軸上に配置されていることを特徴とす
る力覚センサ。
【請求項９】
　請求項８に記載の力覚センサにおいて、
　個々の検出部には、基本環状路に沿って圧縮応力が作用したときと伸張応力が作用した
ときとでは、静電容量値の増減が逆転する容量素子が形成されており、
　第１の検出点に位置する第１の検出部に固定された変位電極を有する第１の容量素子の
静電容量値をＣ１、第２の検出点に位置する第２の検出部に固定された変位電極を有する
第２の容量素子の静電容量値をＣ２、第３の検出点に位置する第３の検出部に固定された
変位電極を有する第３の容量素子の静電容量値をＣ３、第４の検出点に位置する第４の検
出部に固定された変位電極を有する第４の容量素子の静電容量値をＣ４、としたときに、
　検出回路が、
　　　Ｆｚ＝－（Ｃ１＋Ｃ２＋Ｃ３＋Ｃ４）
　　　Ｍｘ＝－Ｃ１－Ｃ２＋Ｃ３＋Ｃ４
　　　Ｍｙ＝＋Ｃ１－Ｃ２－Ｃ３＋Ｃ４
　　　Ｍｚ＝＋Ｃ１－Ｃ２＋Ｃ３－Ｃ４
なる演算式に基づく演算を行うことにより、Ｚ軸方向に作用した力Ｆｚ、Ｘ軸まわりに作
用したモーメントＭｘ、Ｙ軸まわりに作用したモーメントＭｙ、およびＺ軸まわりに作用
したモーメントＭｚを示す電気信号を出力することを特徴とする力覚センサ。
【請求項１０】
　請求項４に記載の力覚センサにおいて、
　ｎ＝８に設定することにより、基本環状路に沿って、第１の連結部、第１の検出部、第
２の連結部、第２の検出部、第３の連結部、第３の検出部、第４の連結部、第４の検出部
、第５の連結部、第５の検出部、第６の連結部、第６の検出部、第７の連結部、第７の検
出部、第８の連結部、第８の検出部を、この順序で配置することにより検出リングが構成
されており、
　第１の作用点が第１の連結部に配置され、第１の固定点が第２の連結部に配置され、第
２の作用点が第３の連結部に配置され、第２の固定点が第４の連結部に配置され、第３の
作用点が第５の連結部に配置され、第３の固定点が第６の連結部に配置され、第４の作用
点が第７の連結部に配置され、第４の固定点が第８の連結部に配置され、
　接続部材が、前記検出リングの前記第１の作用点の位置を受力体に接続する第１の接続
部材と、前記検出リングの前記第２の作用点の位置を受力体に接続する第２の接続部材と
、前記検出リングの前記第３の作用点の位置を受力体に接続する第３の接続部材と、前記
検出リングの前記第４の作用点の位置を受力体に接続する第４の接続部材と、を有し、
　固定部材が、前記検出リングの前記第１の固定点の位置を支持基板に固定する第１の固
定部材と、前記検出リングの前記第２の固定点の位置を支持基板に固定する第２の固定部
材と、前記検出リングの前記第３の固定点の位置を支持基板に固定する第３の固定部材と
、前記検出リングの前記第４の固定点の位置を支持基板に固定する第４の固定部材と、を
有することを特徴とする力覚センサ。
【請求項１１】
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　請求項１０に記載の力覚センサにおいて、
　ＸＹ平面において、原点Ｏを中心としてＸ軸を反時計まわりに４５°回転させた座標軸
としてＶ軸を定義し、原点Ｏを中心としてＹ軸を反時計まわりに４５°回転させた座標軸
としてＷ軸を定義した場合に、
　第１の作用点が正のＸ軸上、第２の作用点が正のＹ軸上、第３の作用点が負のＸ軸上、
第４の作用点が負のＹ軸上、第１の固定点が正のＶ軸上、第２の固定点が正のＷ軸上、第
３の固定点が負のＶ軸上、第４の固定点が負のＷ軸上に配置されていることを特徴とする
力覚センサ。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の力覚センサにおいて、
　ＸＹ平面において、原点Ｏを起点として、Ｘ軸正方向に対して反時計まわりに角度θを
なす方位ベクトルＶec（θ）を定義したときに、第ｉ番目（但し、１≦ｉ≦８）の検出点
が、方位ベクトルＶec（π／８＋（ｉ－１）・π／４）と基本環状路との交点位置に配置
されていることを特徴とする力覚センサ。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の力覚センサにおいて、
　個々の検出部には、基本環状路に沿って圧縮応力が作用したときと伸張応力が作用した
ときとでは、静電容量値の増減が逆転する容量素子が形成されており、
　第ｉ番目の検出点に位置する第ｉ番目の検出部に固定された変位電極を有する第ｉ番目
の容量素子の静電容量値をＣ１ｉとしたときに、
　検出回路が、
　Ｘ軸方向に作用した力Ｆｘに関しては、
　　　Ｆｘ＝－Ｃ１１＋Ｃ１２－Ｃ１３＋Ｃ１４＋Ｃ１５－Ｃ１６＋Ｃ１７－Ｃ１８
　　　もしくは、Ｆｘ＝－Ｃ１１＋Ｃ１２＋Ｃ１７－Ｃ１８
　　　もしくは、Ｆｘ＝＋Ｃ１２－Ｃ１３－Ｃ１６＋Ｃ１７
なる演算式、
　Ｙ軸方向に作用した力Ｆｙに関しては、
　　　Ｆｙ＝＋Ｃ１１－Ｃ１２－Ｃ１３＋Ｃ１４－Ｃ１５＋Ｃ１６＋Ｃ１７－Ｃ１８
　　　もしくは、Ｆｙ＝＋Ｃ１１－Ｃ１２－Ｃ１３＋Ｃ１４
　　　もしくは、Ｆｙ＝－Ｃ１５＋Ｃ１６＋Ｃ１７－Ｃ１８
なる演算式、
　Ｚ軸方向に作用した力Ｆｚに関しては、
　　　Ｆｚ＝－（Ｃ１１＋Ｃ１２＋Ｃ１３＋Ｃ１４＋Ｃ１５＋Ｃ１６＋Ｃ１７＋Ｃ１８）
　　　もしくは、Ｆｚ＝－（Ｃ１１＋Ｃ１４＋Ｃ１５＋Ｃ１８）
　　　もしくは、Ｆｚ＝－（Ｃ１２＋Ｃ１３＋Ｃ１６＋Ｃ１７）
なる演算式、
　Ｘ軸まわりに作用したモーメントＭｘに関しては、
　　　Ｍｘ＝－Ｃ１１－Ｃ１２－Ｃ１３－Ｃ１４＋Ｃ１５＋Ｃ１６＋Ｃ１７＋Ｃ１８
　　　もしくは、Ｍｘ＝－Ｃ１１－Ｃ１２＋Ｃ１７＋Ｃ１８
　　　もしくは、Ｍｘ＝－Ｃ１３－Ｃ１４＋Ｃ１５＋Ｃ１６
なる演算式、
　Ｙ軸まわりに作用したモーメントＭｙに関しては、
　　　Ｍｙ＝＋Ｃ１１＋Ｃ１２－Ｃ１３－Ｃ１４－Ｃ１５－Ｃ１６＋Ｃ１７＋Ｃ１８
　　　もしくは、Ｍｙ＝＋Ｃ１１＋Ｃ１２－Ｃ１３－Ｃ１４
　　　もしくは、Ｍｙ＝－Ｃ１５－Ｃ１６＋Ｃ１７＋Ｃ１８
なる演算式、
　Ｚ軸まわりに作用したモーメントＭｚに関しては、
　　　Ｍｚ＝＋Ｃ１１－Ｃ１２＋Ｃ１３－Ｃ１４＋Ｃ１５－Ｃ１６＋Ｃ１７－Ｃ１８
　　　もしくは、Ｍｚ＝＋Ｃ１１－Ｃ１２＋Ｃ１５－Ｃ１６
　　　もしくは、Ｍｚ＝＋Ｃ１３－Ｃ１４＋Ｃ１７－Ｃ１８
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　　　もしくは、Ｍｚ＝＋Ｃ１１－Ｃ１４＋Ｃ１５－Ｃ１８
なる演算式、
　に基づく演算を行うことにより、力Ｆｘ、力Ｆｙ、力Ｆｚ、モーメントＭｘ、モーメン
トＭｙ、およびモーメントＭｚを示す電気信号を出力することを特徴とする力覚センサ。
【請求項１４】
　請求項３に記載の力覚センサにおいて、
　偶数ｎ個の連結部に対して、基本環状路に沿って順に番号を付与したときに、作用点お
よび固定点が、いずれも奇数番目の連結部に、かつ、作用点と固定点とが基本環状路に沿
って交互になるように配置されていることを特徴とする力覚センサ。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の力覚センサにおいて、
　ｎ＝８に設定することにより、基本環状路に沿って、第１の連結部、第１の検出部、第
２の連結部、第２の検出部、第３の連結部、第３の検出部、第４の連結部、第４の検出部
、第５の連結部、第５の検出部、第６の連結部、第６の検出部、第７の連結部、第７の検
出部、第８の連結部、第８の検出部を、この順序で配置することにより検出リングが構成
されており、
　第１の固定点が第１の連結部に配置され、第１の作用点が第３の連結部に配置され、第
２の固定点が第５の連結部に配置され、第２の作用点が第７の連結部に配置され、
　接続部材が、前記検出リングの前記第１の作用点の位置を受力体に接続する第１の接続
部材と、前記検出リングの前記第２の作用点の位置を受力体に接続する第２の接続部材と
、を有し、
　固定部材が、前記検出リングの前記第１の固定点の位置を支持基板に固定する第１の固
定部材と、前記検出リングの前記第２の固定点の位置を支持基板に固定する第２の固定部
材と、を有することを特徴とする力覚センサ。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の力覚センサにおいて、
　第１の固定点が正のＸ軸上に配置され、第２の固定点が負のＸ軸上に配置され、第１の
作用点が正のＹ軸上に配置され、第２の作用点が負のＹ軸上に配置されていることを特徴
とする力覚センサ。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の力覚センサにおいて、
　検出リングが、原点Ｏを中心としてＸＹ平面に配置された正方形の環状構造体であり、
Ｙ軸に平行な方向に伸び正のＸ軸と交差する第１の辺と、Ｘ軸に平行な方向に伸び正のＹ
軸と交差する第２の辺と、Ｙ軸に平行な方向に伸び負のＸ軸と交差する第３の辺と、Ｘ軸
に平行な方向に伸び負のＹ軸と交差する第４の辺と、を有し、
　第１の検出点が、前記第１の辺の正のＹ座標をもつ位置に配置され、第２の検出点が、
前記第２の辺の正のＸ座標をもつ位置に配置され、第３の検出点が、前記第２の辺の負の
Ｘ座標をもつ位置に配置され、第４の検出点が、前記第３の辺の正のＹ座標をもつ位置に
配置され、第５の検出点が、前記第３の辺の負のＹ座標をもつ位置に配置され、第６の検
出点が、前記第４の辺の負のＸ座標をもつ位置に配置され、第７の検出点が、前記第４の
辺の正のＸ座標をもつ位置に配置され、第８の検出点が、前記第１の辺の負のＹ座標をも
つ位置に配置されていることを特徴とする力覚センサ。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の力覚センサにおいて、
　個々の検出部には、基本環状路に沿って圧縮応力が作用したときと伸張応力が作用した
ときとでは、静電容量値の増減が逆転する容量素子が形成されており、
　第ｉ番目の検出点に位置する第ｉ番目の検出部に固定された変位電極を有する第ｉ番目
の容量素子の静電容量値をＣ１ｉとしたときに、
　検出回路が、
　Ｘ軸方向に作用した力Ｆｘに関しては、
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　　　Ｆｘ＝＋Ｃ１２－Ｃ１３－Ｃ１６＋Ｃ１７
なる演算式、
　Ｙ軸方向に作用した力Ｆｙに関しては、
　　　Ｆｙ＝－Ｃ１１－Ｃ１４＋Ｃ１５＋Ｃ１８
なる演算式、
　Ｚ軸方向に作用した力Ｆｚに関しては、
　　　Ｆｚ＝－（Ｃ１１＋Ｃ１２＋Ｃ１３＋Ｃ１４＋Ｃ１５＋Ｃ１６＋Ｃ１７＋Ｃ１８）
　　　もしくは、Ｆｚ＝－（Ｃ１１＋Ｃ１３＋Ｃ１５＋Ｃ１７）
　　　もしくは、Ｆｚ＝－（Ｃ１２＋Ｃ１４＋Ｃ１６＋Ｃ１８）
なる演算式、
　Ｘ軸まわりに作用したモーメントＭｘに関しては、
　　　Ｍｘ＝－Ｃ１１－Ｃ１２－Ｃ１３－Ｃ１４＋Ｃ１５＋Ｃ１６＋Ｃ１７＋Ｃ１８
　　　もしくは、Ｍｘ＝－Ｃ１２－Ｃ１３＋Ｃ１６＋Ｃ１７
なる演算式、
　Ｙ軸まわりに作用したモーメントＭｙに関しては、
　　　Ｍｙ＝＋Ｃ１１＋Ｃ１２－Ｃ１３－Ｃ１４－Ｃ１５－Ｃ１６＋Ｃ１７＋Ｃ１８
　　　もしくは、Ｍｙ＝＋Ｃ１１－Ｃ１４－Ｃ１５＋Ｃ１８
なる演算式、
　Ｚ軸まわりに作用したモーメントＭｚに関しては、
　　　Ｍｚ＝－Ｃ１１－Ｃ１２＋Ｃ１３＋Ｃ１４－Ｃ１５－Ｃ１６＋Ｃ１７＋Ｃ１８
　　　もしくは、Ｍｚ＝－Ｃ１１＋Ｃ１３－Ｃ１５＋Ｃ１７
　　　もしくは、Ｍｚ＝－Ｃ１２＋Ｃ１４－Ｃ１６＋Ｃ１８
なる演算式、
　に基づく演算を行うことにより、力Ｆｘ、力Ｆｙ、力Ｆｚ、モーメントＭｘ、モーメン
トＭｙ、およびモーメントＭｚを示す電気信号を出力することを特徴とする力覚センサ。
【請求項１９】
　請求項１６に記載の力覚センサにおいて、
　検出リングが、原点Ｏを中心としてＸＹ平面に配置された円形の環状構造体であり、
　ＸＹ平面において、原点Ｏを起点として、Ｘ軸正方向に対して反時計まわりに角度θを
なす方位ベクトルＶec（θ）を定義したときに、第ｉ番目（但し、１≦ｉ≦８）の検出点
が、方位ベクトルＶec（π／８＋（ｉ－１）・π／４）と基本環状路との交点位置に配置
されていることを特徴とする力覚センサ。
【請求項２０】
　請求項２～１９のいずれかに記載の力覚センサにおいて、
　検出対象となる特定の軸についての力もしくはモーメントに関して、複数ｎ個の検出部
のうち、一部は第１属性の検出部として振る舞い、他の一部は第２属性の検出部として振
る舞い、
　前記第１属性の検出部を構成する第１属性変位部は、前記特定の軸についての正の成分
が作用したときに支持基板に近づく方向に変位し、前記特定の軸についての負の成分が作
用したときに支持基板から遠ざかる方向に変位し、
　前記第２属性の検出部を構成する第２属性変位部は、前記特定の軸についての正の成分
が作用したときに支持基板から遠ざかる方向に変位し、前記特定の軸についての負の成分
が作用したときに支持基板に近づく方向に変位し、
　前記第１属性変位部に固定された第１属性変位電極と、支持基板の前記第１属性変位電
極に対向する位置に固定された第１属性固定電極と、によって第１属性容量素子が構成さ
れ、
　前記第２属性変位部に固定された第２属性変位電極と、支持基板の前記第２属性変位電
極に対向する位置に固定された第２属性固定電極と、によって第２属性容量素子が構成さ
れ、
　検出回路が、前記第１属性容量素子の静電容量値と、前記第２属性容量素子の静電容量



(7) JP 6053247 B1 2016.12.27

10

20

30

40

50

値と、の差に相当する電気信号を、検出対象となる力もしくはモーメントの前記特定の軸
についての成分を示す電気信号として出力することを特徴とする力覚センサ。
【請求項２１】
　請求項１～２０のいずれかに記載の力覚センサにおいて、
　検出リングが、Ｚ軸を中心軸として配置された板状部材の中央部に、貫通開口部を形成
することにより得られる環状の部材に対して、部分的な材料除去加工を施すことにより得
られた部材であり、前記材料除去加工を施した部分によって検出部が構成されていること
を特徴とする力覚センサ。
【請求項２２】
　請求項１～２１のいずれかに記載の力覚センサにおいて、
　第１の変形部、第２の変形部、変位部を有する検出部が、一方の連結部端部と他方の連
結部端部との間に配置されており、
　前記第１の変形部は、可撓性を有する第１の板状片によって構成され、前記第２の変形
部は、可撓性を有する第２の板状片によって構成され、前記変位部は、第３の板状片によ
って構成され、
　前記第１の板状片の外側端は、前記一方の連結部端部に接続され、前記第１の板状片の
内側端は、前記第３の板状片の一端に接続され、前記第２の板状片の外側端は、前記他方
の連結部端部に接続され、前記第２の板状片の内側端は、前記第３の板状片の他端に接続
されていることを特徴とする力覚センサ。
【請求項２３】
　請求項２２に記載の力覚センサにおいて、
　力もしくはモーメントが作用していない状態において、第３の板状片の対向面と支持基
板の対向面とが平行を維持することを特徴とする力覚センサ。
【請求項２４】
　請求項２３に記載の力覚センサにおいて、
　検出点の位置にＸＹ平面に直交する法線を立てたときに、当該検出点に位置する検出部
を構成する第１の板状片および第２の板状片が、前記法線に対して傾斜しており、かつ、
第１の板状片の傾斜方向と第２の板状片の傾斜方向とが逆向きとなっていることを特徴と
する力覚センサ。
【請求項２５】
　請求項１～２４のいずれかに記載の力覚センサにおいて、
　作用点、もしくは、座標系の原点Ｏと作用点とを結ぶ線に沿って作用点を移動させた移
動点、を通りＺ軸に平行な接続参照線を定義したときに、前記接続参照線もしくはその近
傍に沿って、検出リングもしくは受力体の下面と支持基板の上面とを接続する補助接続部
材を更に設けたことを特徴とする力覚センサ。
【請求項２６】
　請求項２５に記載の力覚センサにおいて、
　補助接続部材として、接続参照線に沿った方向に力が作用したときに比べて、接続参照
線に直交する方向に力が作用したときの方が、弾性変形を生じ易い部材を用いたことを特
徴とする力覚センサ。
【請求項２７】
　請求項２５または２６に記載の力覚センサにおいて、
　検出リングもしくは受力体の補助接続部材に対する接続部分、もしくは、支持基板の補
助接続部材に対する接続部分、または、これら接続部分の双方を、ダイアフラム部によっ
て構成し、力もしくはモーメントの作用に基づく前記ダイアフラム部の変形によって補助
接続部材が接続参照線に対して傾斜するようにしたことを特徴とする力覚センサ。
【請求項２８】
　請求項１～２７のいずれかに記載の力覚センサにおいて、
　力もしくはモーメントが作用した結果、固定電極に対して変位電極が平行移動した場合
にも、容量素子を構成する一対の電極の実効対向面積が変化しないように、固定電極およ
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び変位電極のうちの一方の面積を他方の面積よりも大きく設定したことを特徴とする力覚
センサ。
【請求項２９】
　請求項１～２８のいずれかに記載の力覚センサにおいて、
　検出リング、支持体、受力体が導電性材料により構成されており、変位電極が検出リン
グの表面に絶縁層を介して形成されており、固定電極が支持体もしくは受力体の表面に絶
縁層を介して形成されていることを特徴とする力覚センサ。
【請求項３０】
　請求項１～２９のいずれかに記載の力覚センサにおいて、
　検出リング、支持体、受力体が導電性材料により構成されており、検出リングの表面の
一部の領域によって変位電極を構成するか、もしくは、支持体もしくは受力体の表面の一
部の領域によって固定電極を構成したことを特徴とする力覚センサ。
【請求項３１】
　請求項１～１６のいずれかに記載の力覚センサにおいて、
　検出リングが、Ｚ軸を中心軸としてＸＹ平面に配置された円を基本環状路とする環状構
造体であり、
　支持体が、Ｚ軸を中心軸としてＺ軸負領域に配置された円形の板状構造体もしくは環状
構造体であり、
　受力体が、Ｚ軸を中心軸としてＺ軸正領域に配置された円形の板状構造体もしくは環状
構造体、またはＺ軸を中心軸としてＸＹ平面に配置された円形の板状構造体もしくは環状
構造体であることを特徴とする力覚センサ。
【請求項３２】
　請求項１～１６のいずれかに記載の力覚センサにおいて、
　検出リングが、Ｚ軸を中心軸としてＸＹ平面に配置された正方形を基本環状路とする環
状構造体であり、
　支持体が、Ｚ軸を中心軸としてＺ軸負領域に配置された正方形の板状構造体もしくは環
状構造体であり、
　受力体が、Ｚ軸を中心軸としてＺ軸正領域に配置された正方形の板状構造体もしくは環
状構造体、またはＺ軸を中心軸としてＸＹ平面に配置された正方形の板状構造体もしくは
環状構造体であることを特徴とする力覚センサ。
【請求項３３】
　請求項１～３２のいずれかに記載の力覚センサにおいて、
　受力体が、内部に検出リングを収容可能な環状構造体であり、前記受力体が前記検出リ
ングの外側に配置されていることを特徴とする力覚センサ。
【請求項３４】
　請求項１～３２のいずれかに記載の力覚センサにおいて、
　検出リングが、内部に受力体を収容可能な環状構造体であり、前記受力体が前記検出リ
ングの内側に配置されていることを特徴とする力覚センサ。
【請求項３５】
　請求項１～３２のいずれかに記載の力覚センサにおいて、
　ＸＹ平面を水平面にとり、Ｚ軸を垂直上方に向かう軸としたときに、検出リングがＸＹ
平面に配置され、支持体が前記検出リングの下方に所定間隔をおいて配置され、受力体が
前記検出リングの上方に所定間隔をおいて配置されていることを特徴とする力覚センサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、本発明は、力覚センサに関し、特に、三次元直交座標系における各座標軸方
向の力および各座標軸まわりのモーメントを検出するのに適したセンサに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　ロボットや産業機械の動作制御を行うために、種々のタイプの力覚センサが利用されて
いる。また、電子機器の入力装置のマン・マシンインターフェイスとしても、小型の力覚
センサが組み込まれている。このような用途に用いる力覚センサには、小型化およびコス
トダウンを図るために、できるだけ構造を単純にするとともに、三次元空間内での各座標
軸に関する力をそれぞれ独立して検出できるようにすることが要求される。
【０００３】
　現在、一般に利用されている多軸力覚センサは、機械的構造部に作用した力の特定の方
向成分を、特定の部分に生じた変位として検出するタイプのものと、特定の部分に生じた
機械的な歪みとして検出するタイプのものに分類される。前者の変位検出タイプの代表格
は、静電容量素子式の力覚センサであり、一対の電極により容量素子を構成しておき、作
用した力によって一方の電極に生じた変位を、容量素子の静電容量値に基づいて検出する
ものである。たとえば、下記の特許文献１（その英語版が特許文献２）や特許文献３（そ
の英語版が特許文献４）には、この静電容量式の多軸力覚センサが開示されている。
【０００４】
　一方、後者の機械的な歪み検出タイプの代表格は、歪みゲージ式の力覚センサであり、
作用した力によって生じた機械的な歪みを、ストレインゲージなどの電気抵抗の変化とし
て検出するものである。たとえば、下記の特許文献５（その英語版が特許文献６）には、
この歪みゲージ式の多軸力覚センサが開示されている。
【０００５】
　しかしながら、上述した各特許文献に開示されている多軸力覚センサは、いずれも機械
的構造部の厚みが大きくならざるを得ず、装置全体を薄型化することが困難である。その
一方で、ロボット、産業機械、電子機器用入力装置などの分野では、より薄型の力覚セン
サの登場が望まれている。そこで、特許文献７には、力の作用により環状部材の形状を変
形させ、この変形に起因して生じる各部の変位を容量素子によって検出する力覚センサが
提案されている。この特許文献７に開示されている力覚センサ（本願では、先願力覚セン
サと呼ぶ）は、構造を単純化して薄型化するのに適した構造を有している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－３２５３６７号公報
【特許文献２】米国特許第７２１９５６１号公報
【特許文献３】特開２００４－３５４０４９号公報
【特許文献４】米国特許第６９１５７０９号公報
【特許文献５】特開平８－１２２１７８号公報
【特許文献６】米国特許第５４９０４２７号公報
【特許文献７】国際公開第ＷＯ２０１３／０１４８０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上述した先願力覚センサでは、環状部材の様々な変形態様を検出するた
めに、様々な箇所に容量素子を配置する必要があるため、容量素子を構成する電極構成が
複雑にならざるを得ない。しかも、容量素子を構成する一対の電極の相対位置は、検出精
度に影響を与える重大な要因になるため、個々の電極の位置調整に多大な作業負担が必要
になる。特に、複数の容量素子を対称性をもたせて配置し、これらを用いて差分検出を行
う場合、個々の容量素子ごとに対向電極が平行になるようにするとともに、複数の容量素
子についての電極間隔が互いに等しくなるような調整が必要になる。このため、商業的に
利用する上では、生産効率が低下し、コストが高騰するという問題がある。
【０００８】
　そこで本発明は、構造が単純で、しかも検出素子の配置の自由度を向上させることによ
り、高い生産効率が実現可能な力覚センサを提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
　(1) 　本発明の第１の態様は、ＸＹＺ三次元直交座標系における各座標軸方向の力およ
び各座標軸まわりのモーメントのうち、少なくとも１軸に関する力もしくはモーメントを
検出する力覚センサにおいて、
　検出対象となる力もしくはモーメントの作用を受ける受力体と、
　所定の基本環状路に沿って伸びる環状構造を有し、基本環状路上に定義された検出点に
位置する検出部と、この検出部の両側に位置する連結部と、を有する検出リングと、
　検出リングを支持する支持体と、
　受力体を、検出リングの所定の作用点の位置に接続する接続部材と、
　検出リングの所定の固定点の位置を、支持体に固定する固定部材と、
　検出部に生じた弾性変形を検出する検出素子と、
　検出素子の検出結果に基づいて、受力体および支持体の一方に負荷がかかった状態にお
いて他方に作用した力もしくはモーメントを示す電気信号を出力する検出回路と、
　を設け、
　作用点および固定点は、連結部の互いに異なる位置に配置されており、
　検出部は、作用点と固定点との間に力が作用したときに、作用した力に基づいて少なく
とも一部が弾性変形を生じる構造を有するようにしたものである。
【００１０】
　(2) 　本発明の第２の態様は、上述した第１の態様に係る力覚センサにおいて、
　検出素子が、検出部の所定位置に固定された変位電極と、支持体もしくは受力体の変位
電極に対向する位置に固定された固定電極と、を有する容量素子によって構成され、
　変位電極は、検出部に生じた弾性変形に基づいて固定電極に対して変位を生じる位置に
配置されており、
　検出回路が、容量素子の静電容量値の変動に基づいて、作用した力もしくはモーメント
を示す電気信号を出力するようにしたものである。
【００１１】
　(3) 　本発明の第３の態様は、上述した第２の態様に係る力覚センサにおいて、
　ＸＹ平面を水平面にとり、Ｚ軸を垂直上方に向かう軸としたときに、
　検出リングが、Ｚ軸を中心軸としてＸＹ平面に位置する基本環状路に沿って伸びる環状
構造を有し、
　支持体が、検出リングの下方に所定間隔をおいて配置された支持基板によって構成され
、
　変位電極が検出部の下面に固定され、固定電極が支持基板の上面に固定されているよう
にしたものである。
【００１２】
　(4) 　本発明の第４の態様は、上述した第３の態様に係る力覚センサにおいて、
　検出部が、検出対象となる力もしくはモーメントの作用により弾性変形を生じる第１の
変形部と、検出対象となる力もしくはモーメントの作用により弾性変形を生じる第２の変
形部と、第１の変形部および第２の変形部の弾性変形により変位を生じる変位部と、を有
し、
　第１の変形部の外側端はこれに隣接する連結部に接続され、第１の変形部の内側端は変
位部に接続され、第２の変形部の外側端はこれに隣接する連結部に接続され、第２の変形
部の内側端は変位部に接続され、
　変位電極は、変位部の支持基板に対向する位置に固定されているようにしたものである
。
【００１３】
　(5) 　本発明の第５の態様は、上述した第４の態様に係る力覚センサにおいて、
　基本環状路上に複数ｎ個（ｎ≧２）の検出点が定義され、各検出点にそれぞれ検出部が
位置しており、検出リングが、ｎ個の検出部とｎ個の連結部とを、基本環状路に沿って交
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互に配置することにより構成されているようにしたものである。
【００１４】
　(6) 　本発明の第６の態様は、上述した第５の態様に係る力覚センサにおいて、
　基本環状路上に偶数ｎ個（ｎ≧２）の検出点が定義され、各検出点にそれぞれ検出部が
位置しており、検出リングが、ｎ個の検出部とｎ個の連結部とを、基本環状路に沿って交
互に配置することにより構成されているようにしたものである。
【００１５】
　(7) 　本発明の第７の態様は、上述した第６の態様に係る力覚センサにおいて、
　偶数ｎ個の連結部に対して、基本環状路に沿って順に番号を付与したときに、作用点が
奇数番目の連結部に配置され、固定点が偶数番目の連結部に配置されているようにしたも
のである。
【００１６】
　(8) 　本発明の第８の態様は、上述した第７の態様に係る力覚センサにおいて、
　ｎ＝２に設定することにより、基本環状路に沿って、第１の連結部、第１の検出部、第
２の連結部、第２の検出部を、この順序で配置することにより検出リングが構成されてお
り、作用点が第１の連結部に配置され、固定点が第２の連結部に配置されているようにし
たものである。
【００１７】
　(9) 　本発明の第９の態様は、上述した第７の態様に係る力覚センサにおいて、
　ｎ＝４に設定することにより、基本環状路に沿って、第１の連結部、第１の検出部、第
２の連結部、第２の検出部、第３の連結部、第３の検出部、第４の連結部、第４の検出部
を、この順序で配置することにより検出リングが構成されており、第１の作用点が第１の
連結部に配置され、第１の固定点が第２の連結部に配置され、第２の作用点が第３の連結
部に配置され、第２の固定点が第４の連結部に配置され、
　接続部材が、検出リングの第１の作用点の位置を受力体に接続する第１の接続部材と、
検出リングの第２の作用点の位置を受力体に接続する第２の接続部材とを有し、
　固定部材が、検出リングの第１の固定点の位置を支持基板に固定する第１の固定部材と
、検出リングの第２の固定点の位置を支持基板に固定する第２の固定部材とを有するよう
にしたものである。
【００１８】
　(10)　本発明の第１０の態様は、上述した第９の態様に係る力覚センサにおいて、
　第１の作用点が正のＸ軸上に配置され、第２の作用点が負のＸ軸上に配置され、第１の
固定点が正のＹ軸上に配置され、第２の固定点が負のＹ軸上に配置されているようにした
ものである。
【００１９】
　(11)　本発明の第１１の態様は、上述した第１０の態様に係る力覚センサにおいて、
　ＸＹ平面において、原点Ｏを中心としてＸ軸を反時計まわりに４５°回転させた座標軸
としてＶ軸を定義し、原点Ｏを中心としてＹ軸を反時計まわりに４５°回転させた座標軸
としてＷ軸を定義した場合に、第１の検出点が正のＶ軸上、第２の検出点が正のＷ軸上、
第３の検出点が負のＶ軸上、第４の検出点が負のＷ軸上に配置されているようにしたもの
である。
【００２０】
　(12)　本発明の第１２の態様は、上述した第１１の態様に係る力覚センサにおいて、
　個々の検出部には、基本環状路に沿って圧縮応力が作用したときと伸張応力が作用した
ときとでは、静電容量値の増減が逆転する容量素子が形成されており、
　第１の検出点に位置する第１の検出部に固定された変位電極を有する第１の容量素子の
静電容量値をＣ１、第２の検出点に位置する第２の検出部に固定された変位電極を有する
第２の容量素子の静電容量値をＣ２、第３の検出点に位置する第３の検出部に固定された
変位電極を有する第３の容量素子の静電容量値をＣ３、第４の検出点に位置する第４の検
出部に固定された変位電極を有する第４の容量素子の静電容量値をＣ４、としたときに、
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　検出回路が、
　　　Ｆｚ＝－（Ｃ１＋Ｃ２＋Ｃ３＋Ｃ４）
　　　Ｍｘ＝－Ｃ１－Ｃ２＋Ｃ３＋Ｃ４
　　　Ｍｙ＝＋Ｃ１－Ｃ２－Ｃ３＋Ｃ４
　　　Ｍｚ＝＋Ｃ１－Ｃ２＋Ｃ３－Ｃ４
なる演算式に基づく演算を行うことにより、Ｚ軸方向に作用した力Ｆｚ、Ｘ軸まわりに作
用したモーメントＭｘ、Ｙ軸まわりに作用したモーメントＭｙ、およびＺ軸まわりに作用
したモーメントＭｚを示す電気信号を出力するようにしたものである。
【００２１】
　(13)　本発明の第１３の態様は、上述した第７の態様に係る力覚センサにおいて、
　ｎ＝８に設定することにより、基本環状路に沿って、第１の連結部、第１の検出部、第
２の連結部、第２の検出部、第３の連結部、第３の検出部、第４の連結部、第４の検出部
、第５の連結部、第５の検出部、第６の連結部、第６の検出部、第７の連結部、第７の検
出部、第８の連結部、第８の検出部を、この順序で配置することにより検出リングが構成
されており、
　第１の作用点が第１の連結部に配置され、第１の固定点が第２の連結部に配置され、第
２の作用点が第３の連結部に配置され、第２の固定点が第４の連結部に配置され、第３の
作用点が第５の連結部に配置され、第３の固定点が第６の連結部に配置され、第４の作用
点が第７の連結部に配置され、第４の固定点が第８の連結部に配置され、
　接続部材が、検出リングの第１の作用点の位置を受力体に接続する第１の接続部材と、
検出リングの第２の作用点の位置を受力体に接続する第２の接続部材と、検出リングの第
３の作用点の位置を受力体に接続する第３の接続部材と、検出リングの第４の作用点の位
置を受力体に接続する第４の接続部材と、を有し、
　固定部材が、検出リングの第１の固定点の位置を支持基板に固定する第１の固定部材と
、検出リングの第２の固定点の位置を支持基板に固定する第２の固定部材と、検出リング
の第３の固定点の位置を支持基板に固定する第３の固定部材と、検出リングの第４の固定
点の位置を支持基板に固定する第４の固定部材と、を有するようにしたものである。
【００２２】
　(14)　本発明の第１４の態様は、上述した第１３の態様に係る力覚センサにおいて、
　ＸＹ平面において、原点Ｏを中心としてＸ軸を反時計まわりに４５°回転させた座標軸
としてＶ軸を定義し、原点Ｏを中心としてＹ軸を反時計まわりに４５°回転させた座標軸
としてＷ軸を定義した場合に、
　第１の作用点が正のＸ軸上、第２の作用点が正のＹ軸上、第３の作用点が負のＸ軸上、
第４の作用点が負のＹ軸上、第１の固定点が正のＶ軸上、第２の固定点が正のＷ軸上、第
３の固定点が負のＶ軸上、第４の固定点が負のＷ軸上に配置されているようにしたもので
ある。
【００２３】
　(15)　本発明の第１５の態様は、上述した第１４の態様に係る力覚センサにおいて、
　ＸＹ平面において、原点Ｏを起点として、Ｘ軸正方向に対して反時計まわりに角度θを
なす方位ベクトルＶec（θ）を定義したときに、第ｉ番目（但し、１≦ｉ≦８）の検出点
が、方位ベクトルＶec（π／８＋（ｉ－１）・π／４）と基本環状路との交点位置に配置
されているようにしたものである。
【００２４】
　(16)　本発明の第１６の態様は、上述した第１５の態様に係る力覚センサにおいて、
　個々の検出部には、基本環状路に沿って圧縮応力が作用したときと伸張応力が作用した
ときとでは、静電容量値の増減が逆転する容量素子が形成されており、
　第ｉ番目の検出点に位置する第ｉ番目の検出部に固定された変位電極を有する第ｉ番目
の容量素子の静電容量値をＣ１ｉとしたときに、
　検出回路が、
　Ｘ軸方向に作用した力Ｆｘに関しては、
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　　　Ｆｘ＝－Ｃ１１＋Ｃ１２－Ｃ１３＋Ｃ１４＋Ｃ１５－Ｃ１６＋Ｃ１７－Ｃ１８
　　　もしくは、Ｆｘ＝－Ｃ１１＋Ｃ１２＋Ｃ１７－Ｃ１８
　　　もしくは、Ｆｘ＝＋Ｃ１２－Ｃ１３－Ｃ１６＋Ｃ１７
なる演算式、
　Ｙ軸方向に作用した力Ｆｙに関しては、
　　　Ｆｙ＝＋Ｃ１１－Ｃ１２－Ｃ１３＋Ｃ１４－Ｃ１５＋Ｃ１６＋Ｃ１７－Ｃ１８
　　　もしくは、Ｆｙ＝＋Ｃ１１－Ｃ１２－Ｃ１３＋Ｃ１４
　　　もしくは、Ｆｙ＝－Ｃ１５＋Ｃ１６＋Ｃ１７－Ｃ１８
なる演算式、
　Ｚ軸方向に作用した力Ｆｚに関しては、
　　　Ｆｚ＝－（Ｃ１１＋Ｃ１２＋Ｃ１３＋Ｃ１４＋Ｃ１５＋Ｃ１６＋Ｃ１７＋Ｃ１８）
　　　もしくは、Ｆｚ＝－（Ｃ１１＋Ｃ１４＋Ｃ１５＋Ｃ１８）
　　　もしくは、Ｆｚ＝－（Ｃ１２＋Ｃ１３＋Ｃ１６＋Ｃ１７）
なる演算式、
　Ｘ軸まわりに作用したモーメントＭｘに関しては、
　　　Ｍｘ＝－Ｃ１１－Ｃ１２－Ｃ１３－Ｃ１４＋Ｃ１５＋Ｃ１６＋Ｃ１７＋Ｃ１８
　　　もしくは、Ｍｘ＝－Ｃ１１－Ｃ１２＋Ｃ１７＋Ｃ１８
　　　もしくは、Ｍｘ＝－Ｃ１３－Ｃ１４＋Ｃ１５＋Ｃ１６
なる演算式、
　Ｙ軸まわりに作用したモーメントＭｙに関しては、
　　　Ｍｙ＝＋Ｃ１１＋Ｃ１２－Ｃ１３－Ｃ１４－Ｃ１５－Ｃ１６＋Ｃ１７＋Ｃ１８
　　　もしくは、Ｍｙ＝＋Ｃ１１＋Ｃ１２－Ｃ１３－Ｃ１４
　　　もしくは、Ｍｙ＝－Ｃ１５－Ｃ１６＋Ｃ１７＋Ｃ１８
なる演算式、
　Ｚ軸まわりに作用したモーメントＭｚに関しては、
　　　Ｍｚ＝＋Ｃ１１－Ｃ１２＋Ｃ１３－Ｃ１４＋Ｃ１５－Ｃ１６＋Ｃ１７－Ｃ１８
　　　もしくは、Ｍｚ＝＋Ｃ１１－Ｃ１２＋Ｃ１５－Ｃ１６
　　　もしくは、Ｍｚ＝＋Ｃ１３－Ｃ１４＋Ｃ１７－Ｃ１８
　　　もしくは、Ｍｚ＝＋Ｃ１１－Ｃ１４＋Ｃ１５－Ｃ１８
なる演算式、
　に基づく演算を行うことにより、力Ｆｘ、力Ｆｙ、力Ｆｚ、モーメントＭｘ、モーメン
トＭｙ、およびモーメントＭｚを示す電気信号を出力するようにしたものである。
【００２５】
　(17)　本発明の第１７の態様は、上述した第６の態様に係る力覚センサにおいて、
　偶数ｎ個の連結部に対して、基本環状路に沿って順に番号を付与したときに、作用点お
よび固定点が、いずれも奇数番目の連結部に、かつ、作用点と固定点とが基本環状路に沿
って交互になるように配置されているようにしたものである。
【００２６】
　(18)　本発明の第１８の態様は、上述した第１７の態様に係る力覚センサにおいて、
　ｎ＝８に設定することにより、基本環状路に沿って、第１の連結部、第１の検出部、第
２の連結部、第２の検出部、第３の連結部、第３の検出部、第４の連結部、第４の検出部
、第５の連結部、第５の検出部、第６の連結部、第６の検出部、第７の連結部、第７の検
出部、第８の連結部、第８の検出部を、この順序で配置することにより検出リングが構成
されており、
　第１の固定点が第１の連結部に配置され、第１の作用点が第３の連結部に配置され、第
２の固定点が第５の連結部に配置され、第２の作用点が第７の連結部に配置され、
　接続部材が、検出リングの第１の作用点の位置を受力体に接続する第１の接続部材と、
検出リングの第２の作用点の位置を受力体に接続する第２の接続部材と、を有し、
　固定部材が、検出リングの第１の固定点の位置を支持基板に固定する第１の固定部材と
、検出リングの第２の固定点の位置を支持基板に固定する第２の固定部材と、を有するよ
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うにしたものである。
【００２７】
　(19)　本発明の第１９の態様は、上述した第１８の態様に係る力覚センサにおいて、
　第１の固定点が正のＸ軸上に配置され、第２の固定点が負のＸ軸上に配置され、第１の
作用点が正のＹ軸上に配置され、第２の作用点が負のＹ軸上に配置されているようにした
ものである。
【００２８】
　(20)　本発明の第２０の態様は、上述した第１９の態様に係る力覚センサにおいて、
　検出リングが、原点Ｏを中心としてＸＹ平面に配置された正方形の環状構造体であり、
Ｙ軸に平行な方向に伸び正のＸ軸と交差する第１の辺と、Ｘ軸に平行な方向に伸び正のＹ
軸と交差する第２の辺と、Ｙ軸に平行な方向に伸び負のＸ軸と交差する第３の辺と、Ｘ軸
に平行な方向に伸び負のＹ軸と交差する第４の辺と、を有し、
　第１の検出点が、第１の辺の正のＹ座標をもつ位置に配置され、第２の検出点が、第２
の辺の正のＸ座標をもつ位置に配置され、第３の検出点が、第２の辺の負のＸ座標をもつ
位置に配置され、第４の検出点が、第３の辺の正のＹ座標をもつ位置に配置され、第５の
検出点が、第３の辺の負のＹ座標をもつ位置に配置され、第６の検出点が、第４の辺の負
のＸ座標をもつ位置に配置され、第７の検出点が、第４の辺の正のＸ座標をもつ位置に配
置され、第８の検出点が、第１の辺の負のＹ座標をもつ位置に配置されているようにした
ものである。
【００２９】
　(21)　本発明の第２１の態様は、上述した第２０の態様に係る力覚センサにおいて、
　個々の検出部には、基本環状路に沿って圧縮応力が作用したときと伸張応力が作用した
ときとでは、静電容量値の増減が逆転する容量素子が形成されており、
　第ｉ番目の検出点に位置する第ｉ番目の検出部に固定された変位電極を有する第ｉ番目
の容量素子の静電容量値をＣ１ｉとしたときに、
　検出回路が、
　Ｘ軸方向に作用した力Ｆｘに関しては、
　　　Ｆｘ＝＋Ｃ１２－Ｃ１３－Ｃ１６＋Ｃ１７
なる演算式、
　Ｙ軸方向に作用した力Ｆｙに関しては、
　　　Ｆｙ＝－Ｃ１１－Ｃ１４＋Ｃ１５＋Ｃ１８
なる演算式、
　Ｚ軸方向に作用した力Ｆｚに関しては、
　　　Ｆｚ＝－（Ｃ１１＋Ｃ１２＋Ｃ１３＋Ｃ１４＋Ｃ１５＋Ｃ１６＋Ｃ１７＋Ｃ１８）
　　　もしくは、Ｆｚ＝－（Ｃ１１＋Ｃ１３＋Ｃ１５＋Ｃ１７）
　　　もしくは、Ｆｚ＝－（Ｃ１２＋Ｃ１４＋Ｃ１６＋Ｃ１８）
なる演算式、
　Ｘ軸まわりに作用したモーメントＭｘに関しては、
　　　Ｍｘ＝－Ｃ１１－Ｃ１２－Ｃ１３－Ｃ１４＋Ｃ１５＋Ｃ１６＋Ｃ１７＋Ｃ１８
　　　もしくは、Ｍｘ＝－Ｃ１２－Ｃ１３＋Ｃ１６＋Ｃ１７
なる演算式、
　Ｙ軸まわりに作用したモーメントＭｙに関しては、
　　　Ｍｙ＝＋Ｃ１１＋Ｃ１２－Ｃ１３－Ｃ１４－Ｃ１５－Ｃ１６＋Ｃ１７＋Ｃ１８
　　　もしくは、Ｍｙ＝＋Ｃ１１－Ｃ１４－Ｃ１５＋Ｃ１８
なる演算式、
　Ｚ軸まわりに作用したモーメントＭｚに関しては、
　　　Ｍｚ＝－Ｃ１１－Ｃ１２＋Ｃ１３＋Ｃ１４－Ｃ１５－Ｃ１６＋Ｃ１７＋Ｃ１８
　　　もしくは、Ｍｚ＝－Ｃ１１＋Ｃ１３－Ｃ１５＋Ｃ１７
　　　もしくは、Ｍｚ＝－Ｃ１２＋Ｃ１４－Ｃ１６＋Ｃ１８
なる演算式、
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　に基づく演算を行うことにより、力Ｆｘ、力Ｆｙ、力Ｆｚ、モーメントＭｘ、モーメン
トＭｙ、およびモーメントＭｚを示す電気信号を出力するようにしたものである。
【００３０】
　(22)　本発明の第２２の態様は、上述した第１９の態様に係る力覚センサにおいて、
　検出リングが、原点Ｏを中心としてＸＹ平面に配置された円形の環状構造体であり、
　ＸＹ平面において、原点Ｏを起点として、Ｘ軸正方向に対して反時計まわりに角度θを
なす方位ベクトルＶec（θ）を定義したときに、第ｉ番目（但し、１≦ｉ≦８）の検出点
が、方位ベクトルＶec（π／８＋（ｉ－１）・π／４）と基本環状路との交点位置に配置
されているようにしたものである。
【００３１】
　(23)　本発明の第２３の態様は、上述した第５～第２２の態様に係る力覚センサにおい
て、
　検出対象となる特定の軸についての力もしくはモーメントに関して、複数ｎ個の検出部
のうち、一部は第１属性の検出部として振る舞い、他の一部は第２属性の検出部として振
る舞い、
　第１属性の検出部を構成する第１属性変位部は、上記特定の軸についての正の成分が作
用したときに支持基板に近づく方向に変位し、上記特定の軸についての負の成分が作用し
たときに支持基板から遠ざかる方向に変位し、
　第２属性の検出部を構成する第２属性変位部は、上記特定の軸についての正の成分が作
用したときに支持基板から遠ざかる方向に変位し、上記特定の軸についての負の成分が作
用したときに支持基板に近づく方向に変位し、
　第１属性変位部に固定された第１属性変位電極と、支持基板の第１属性変位電極に対向
する位置に固定された第１属性固定電極と、によって第１属性容量素子が構成され、
　第２属性変位部に固定された第２属性変位電極と、支持基板の第２属性変位電極に対向
する位置に固定された第２属性固定電極と、によって第２属性容量素子が構成され、
　検出回路が、第１属性容量素子の静電容量値と、第２属性容量素子の静電容量値と、の
差に相当する電気信号を、検出対象となる力もしくはモーメントの上記特定の軸について
の成分を示す電気信号として出力するようにしたものである。
【００３２】
　(24)　本発明の第２４の態様は、上述した第４～第２３の態様に係る力覚センサにおい
て、
　検出リングが、Ｚ軸を中心軸として配置された板状部材の中央部に、貫通開口部を形成
することにより得られる環状の部材に対して、部分的な材料除去加工を施すことにより得
られた部材であり、この材料除去加工を施した部分によって検出部が構成されているよう
にしたものである。
【００３３】
　(25)　本発明の第２５の態様は、上述した第４～第２４の態様に係る力覚センサにおい
て、
　第１の変形部、第２の変形部、変位部を有する検出部が、一方の連結部端部と他方の連
結部端部との間に配置されており、
　第１の変形部は、可撓性を有する第１の板状片によって構成され、第２の変形部は、可
撓性を有する第２の板状片によって構成され、変位部は、第３の板状片によって構成され
、
　第１の板状片の外側端は、一方の連結部端部に接続され、第１の板状片の内側端は、第
３の板状片の一端に接続され、第２の板状片の外側端は、他方の連結部端部に接続され、
第２の板状片の内側端は、第３の板状片の他端に接続されているようにしたものである。
【００３４】
　(26)　本発明の第２６の態様は、上述した第２５の態様に係る力覚センサにおいて、
　力もしくはモーメントが作用していない状態において、第３の板状片の対向面と支持基
板の対向面とが平行を維持するようにしたものである。
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【００３５】
　(27)　本発明の第２７の態様は、上述した第２６の態様に係る力覚センサにおいて、
　検出点の位置にＸＹ平面に直交する法線を立てたときに、当該検出点に位置する検出部
を構成する第１の板状片および第２の板状片が、法線に対して傾斜しており、かつ、第１
の板状片の傾斜方向と第２の板状片の傾斜方向とが逆向きとなっているようにしたもので
ある。
【００３６】
　(28)　本発明の第２８の態様は、上述した第３～第２７の態様に係る力覚センサにおい
て、
　作用点、もしくは、座標系の原点Ｏと作用点とを結ぶ線に沿って作用点を移動させた移
動点、を通りＺ軸に平行な接続参照線を定義したときに、接続参照線もしくはその近傍に
沿って、検出リングもしくは受力体の下面と支持基板の上面とを接続する補助接続部材を
更に設けるようにしたものである。
【００３７】
　(29)　本発明の第２９の態様は、上述した第２８の態様に係る力覚センサにおいて、
　補助接続部材として、接続参照線に沿った方向に力が作用したときに比べて、接続参照
線に直交する方向に力が作用したときの方が、弾性変形を生じ易い部材を用いるようにし
たものである。
【００３８】
　(30)　本発明の第３０の態様は、上述した第２８または第２９の態様に係る力覚センサ
において、
　検出リングもしくは受力体の補助接続部材に対する接続部分、もしくは、支持基板の補
助接続部材に対する接続部分、または、これら接続部分の双方を、ダイアフラム部によっ
て構成し、力もしくはモーメントの作用に基づくダイアフラム部の変形によって補助接続
部材が接続参照線に対して傾斜するようにしたものである。
【００３９】
　(31)　本発明の第３１の態様は、上述した第２～第３０の態様に係る力覚センサにおい
て、
　力もしくはモーメントが作用した結果、固定電極に対して変位電極が平行移動した場合
にも、容量素子を構成する一対の電極の実効対向面積が変化しないように、固定電極およ
び変位電極のうちの一方の面積を他方の面積よりも大きく設定するようにしたものである
。
【００４０】
　(32)　本発明の第３２の態様は、上述した第２～第３１の態様に係る力覚センサにおい
て、
　検出リング、支持体、受力体が導電性材料により構成されており、変位電極が検出リン
グの表面に絶縁層を介して形成されており、固定電極が支持体もしくは受力体の表面に絶
縁層を介して形成されているようにしたものである。
【００４１】
　(33)　本発明の第３３の態様は、上述した第２～第３２の態様に係る力覚センサにおい
て、
　検出リング、支持体、受力体が導電性材料により構成されており、検出リングの表面の
一部の領域によって変位電極を構成するか、もしくは、支持体もしくは受力体の表面の一
部の領域によって固定電極を構成したものである。
【００４２】
　(34)　本発明の第３４の態様は、上述した第１の態様に係る力覚センサにおいて、
　検出素子が、検出部の弾性変形を生じる位置に固定されたストレインゲージによって構
成されており、
　検出回路が、ストレインゲージの電気抵抗の変動に基づいて、作用した力もしくはモー
メントを示す電気信号を出力するようにしたものである。
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【００４３】
　(35)　本発明の第３５の態様は、上述した第３４の態様に係る力覚センサにおいて、
　検出部が、検出対象となる力もしくはモーメントの作用により弾性変形を生じる板状変
形部を有し、板状変形部はその板面が基本環状路に対して傾斜するように配置されている
ようにしたものである。
【００４４】
　(36)　本発明の第３６の態様は、上述した第３５の態様に係る力覚センサにおいて、
　検出素子が、板状変形部の連結部に対する接続端近傍の両面に配置されたストレインゲ
ージによって構成されているようにしたものである。
【００４５】
　(37)　本発明の第３７の態様は、上述した第３６の態様に係る力覚センサにおいて、
　検出素子が、連結部に対する第１の接続端近傍の表側の面および裏側の面にそれぞれ配
置された第１のストレインゲージおよび第２のストレインゲージと、連結部に対する第２
の接続端近傍の表側の面および裏側の面にそれぞれ配置された第３のストレインゲージお
よび第４のストレインゲージと、を有し、
　検出回路が、第１のストレインゲージと第４のストレインゲージとを第１の対辺とし、
第２のストレインゲージと第３のストレインゲージとを第２の対辺とするブリッジ回路の
ブリッジ電圧を検出するようにしたものである。
【００４６】
　(38)　本発明の第３８の態様は、上述した第１～第１９、第３４～第３７の態様に係る
力覚センサにおいて、
　検出リングが、Ｚ軸を中心軸としてＸＹ平面に配置された円を基本環状路とする環状構
造体であり、
　支持体が、Ｚ軸を中心軸としてＺ軸負領域に配置された円形の板状構造体もしくは環状
構造体であり、
　受力体が、Ｚ軸を中心軸としてＺ軸正領域に配置された円形の板状構造体もしくは環状
構造体、またはＺ軸を中心軸としてＸＹ平面に配置された円形の板状構造体もしくは環状
構造体であるようにしたものである。
【００４７】
　(39)　本発明の第３９の態様は、上述した第１～第１９、第３４～第３７の態様に係る
力覚センサにおいて、
　検出リングが、Ｚ軸を中心軸としてＸＹ平面に配置された正方形を基本環状路とする環
状構造体であり、
　支持体が、Ｚ軸を中心軸としてＺ軸負領域に配置された正方形の板状構造体もしくは環
状構造体であり、
　受力体が、Ｚ軸を中心軸としてＺ軸正領域に配置された正方形の板状構造体もしくは環
状構造体、またはＺ軸を中心軸としてＸＹ平面に配置された正方形の板状構造体もしくは
環状構造体であるようにしたものである。
【００４８】
　(40)　本発明の第４０の態様は、上述した第１～第３９の態様に係る力覚センサにおい
て、
　受力体が、内部に検出リングを収容可能な環状構造体であり、受力体が検出リングの外
側に配置されているようにしたものである。
【００４９】
　(41)　本発明の第４１の態様は、上述した第１～第３９の態様に係る力覚センサにおい
て、
　検出リングが、内部に受力体を収容可能な環状構造体であり、受力体が検出リングの内
側に配置されているようにしたものである。
【００５０】
　(42)　本発明の第４２の態様は、上述した第１～第３９の態様に係る力覚センサにおい
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て、
　ＸＹ平面を水平面にとり、Ｚ軸を垂直上方に向かう軸としたときに、検出リングがＸＹ
平面に配置され、支持体が検出リングの下方に所定間隔をおいて配置され、受力体が検出
リングの上方に所定間隔をおいて配置されているようにしたものである。
【発明の効果】
【００５１】
　本発明に係る力覚センサでは、環状構造を有する検出リングの変形態様に基づいて、作
用した力やモーメントの検出が行われる。この検出リングは、弾性変形を生じる検出部と
、この検出部の両側に位置する連結部と、を有しており、検出対象となる力もしくはモー
メントが作用すると、検出部に集中的に弾性変形が生じることになる。ここで、検出部に
生じる弾性変形の態様は、検出部の形状や構造を工夫することにより自由に設定可能であ
る。このため、構造が単純でありながら、検出素子の配置の自由度を向上させることがで
き、高い生産効率が実現可能な力覚センサを提供することが可能になる。
【００５２】
　検出部の弾性変形に基づく変位を電気的に検出する場合、検出素子として容量素子を採
用することができる。この場合、検出部の形状や構造を工夫することにより、容量素子の
配置を自由に設定することができる。具体的には、検出リング側の変位電極の形成面の位
置や向きを自由に設定できるため、生産効率を高める上で効果的な設計が可能になる。ま
た、特定の座標軸方向の力や特定の座標軸まわりのモーメントが作用したときに、検出部
の一部が特定方向に変位を生じるような設計が可能になるため、検出対象となる力やモー
メントの任意の方向成分を効率的に検出する力覚センサを設計することができる。
【００５３】
　また、検出部の弾性変形に基づく応力歪みを電気的に検出する場合、検出素子としてス
トレインゲージを採用することができる。この場合も、検出部の形状や構造を工夫するこ
とにより、ストレインゲージの配置を自由に設定することができるので、生産効率を高め
る上で効果的な設計が可能になる。したがって、検出素子としてストレインゲージを採用
した場合も、検出対象となる力やモーメントの任意の方向成分を効率的に検出する力覚セ
ンサを設計することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】先願力覚センサの基本構造部の上面図（上段の図）および側面図（下段の図）で
ある。
【図２】図１に示す基本構造部をＸＹ平面で切断した横断面図（上段の図）およびＸＺ平
面で切断した縦断面図（下段の図）である。
【図３】図１に示す基本構造部の支持基板３００および固定部材５１０，５２０の上面図
（上段の図）、ならびに、この基本構造部をＹＺ平面で切断した縦断面図（下段の図）で
ある。
【図４】図１に示す基本構造部の受力体１００にＸ軸正方向の力＋Ｆｘが作用したときの
変形状態を示すＸＹ平面における横断面図（上段の図）およびＸＺ平面における縦断面図
（下段の図）である。
【図５】図１に示す基本構造部の受力体１００にＺ軸正方向の力＋Ｆｚが作用したときの
変形状態を示すＸＺ平面における縦断面図である。
【図６】図１に示す基本構造部の受力体１００にＹ軸正まわりのモーメント＋Ｍｙが作用
したときの変形状態を示すＸＺ平面における縦断面図である。
【図７】図１に示す基本構造部の受力体１００にＺ軸正まわりのモーメント＋Ｍｚが作用
したときの変形状態を示すＸＹ平面における横断面図である。
【図８】図１に示す基本構造部に、変位検出用の固定補助体３５０を付加した実施形態を
示す上面図（上段の図）および側面図（下段の図）である。
【図９】図８に示す基本構造部をＸＹ平面で切断した横断面図（上段の図）およびＶＺ平
面で切断した縦断面図（下段の図）である。
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【図１０】図８に示す基本構造部における距離測定箇所を示す上面図である。
【図１１】図１０に示す基本構造部に対して各座標軸方向の力および各座標軸まわりのモ
ーメントが作用したときの距離ｄ１～ｄ８の変化を示すテーブルである。
【図１２】図９に示す基本構造部に容量素子を付加して構成される力覚センサを、ＸＹ平
面で切断した横断面図（上段の図）およびＶＺ平面で切断した縦断面図（下段の図）であ
る。
【図１３】本発明の第１の実施形態に係る力覚センサに用いる検出リング６００の斜視図
（図(a) ）、側面図（図(b) ）、下面図（図(c) ）である。
【図１４】図１３に示す検出リング６００の領域分布を示す上面図である（網目状のハッ
チングは、検出部Ｄ１～Ｄ４の領域を示すためのものであり、断面を示すものではない）
。
【図１５】図１３に示す検出リング６００について、ＸＹ平面上に定義された基本環状路
Ｂおよびこの基本環状路Ｂ上に定義された各点を示す平面図である。
【図１６】本発明の第１の実施形態に係る力覚センサの基本構造部の上面図（上段の図）
およびこれをＸＺ平面で切断した側断面図（下段の図）である。
【図１７】図１３に示す検出リング６００の検出部Ｄ１～Ｄ４（代表して符号Ｄで示す）
の詳細構造を示す部分断面図である。
【図１８】図１３に示す検出リング６００の検出部Ｄ１～Ｄ４（代表して符号Ｄで示す）
およびこれに対向する支持基板３００の所定部分に電極を設けた詳細構造を示す部分断面
図である。
【図１９】固定電極に対する変位電極の相対位置が変化した場合にも、容量素子の実効面
積を一定に維持する原理を示す図である。
【図２０】図１６に示す第１の実施形態における受力体１００に、各軸方向の力もしくは
各軸まわりのモーメントが作用したときの各容量素子の静電容量値の変動量（増減の程度
）を示すテーブルである。
【図２１】図２０に示すテーブルにおける（－）および（＋）の欄を近似的に零に置き換
えることにより得られるテーブルである。
【図２２】図２１に示すテーブルに基づいて、図１６に示す第１の実施形態における受力
体１００に作用した力ＦｚおよびモーメントＭｘ，Ｍｙ，Ｍｚの４軸成分を算出する演算
式を示す図である。
【図２３】図２２に示す演算式に基づいて、力ＦｚおよびモーメントＭｘ，Ｍｙ，Ｍｚの
４軸成分を示す電気信号を出力する検出回路の一例を示す回路図である。
【図２４】本発明の第２の実施形態に係る力覚センサに用いる検出リング７００の下面図
である。
【図２５】図２４に示す検出リング７００の領域分布を示す上面図である（網目状のハッ
チングは、検出部Ｄ１１～Ｄ１８の領域を示すためのものであり、断面を示すものではな
い）。
【図２６】図２４に示す検出リング７００のＸＹ平面上の位置に定義された基本環状路Ｂ
およびこの基本環状路Ｂ上に定義された各点を示す平面図である。
【図２７】本発明の第２の実施形態に係る力覚センサの基本構造部の上面図である。
【図２８】図２７に示す第２の実施形態における受力体１００に、各軸方向の力もしくは
各軸まわりのモーメントが作用したときの各容量素子の静電容量値の変動量（増減の程度
）を示すテーブルである。
【図２９】図２８に示すテーブルに基づいて、図２７に示す第２の実施形態における受力
体１００に作用した力Ｆｘ，Ｆｙ，ＦｚおよびモーメントＭｘ，Ｍｙ，Ｍｚの６軸成分を
算出する演算式を示す図である。
【図３０】図２９に示す演算式のバリエーションを示す図である。
【図３１】本発明の第３の実施形態に係る力覚センサの基本構造部の下面図（上段の図）
およびこれをＸＺ平面で切断した側断面図（下段の図）である。
【図３２】図３１に示す第３の実施形態における受力体１００に、各軸方向の力もしくは
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各軸まわりのモーメントが作用したときの各容量素子の静電容量値の変動量（増減の程度
）を示すテーブルである。
【図３３】図３１に示す第３の実施形態における補助接続部材５３２の取り付け部分に関
する変形例を示す部分側断面図である。
【図３４】図２４に示す第２の実施形態と図３１に示す第３の実施形態との組み合わせに
係る実施形態の受力体１００に、各軸方向の力もしくは各軸まわりのモーメントが作用し
たときの各容量素子の静電容量値の変動量（増減の程度）を示すテーブルである。
【図３５】本発明の第４の実施形態に係る力覚センサに用いる正方形状の検出リング７０
０Ｓの上面図である。
【図３６】図３５に示す検出リング７００Ｓの領域分布を示す上面図である（網目状のハ
ッチングは、検出部Ｄ１１Ｓ～Ｄ１８Ｓの領域を示すためのものであり、断面を示すもの
ではない）。
【図３７】図３５に示す検出リング７００ＳのＸＹ平面上の位置に定義された基本環状路
ＢＳおよびこの基本環状路ＢＳ上に定義された各点を示す平面図である。
【図３８】図３５に示す第４の実施形態における受力体に、各軸方向の力もしくは各軸ま
わりのモーメントが作用したときの各容量素子の静電容量値の変動量（増減の程度）を示
すテーブルである。
【図３９】図３８に示すテーブルに基づいて、図３５に示す第４の実施形態における受力
体に作用した力Ｆｘ，Ｆｙ，ＦｚおよびモーメントＭｘ，Ｍｙ，Ｍｚの６軸成分を算出す
る演算式を示す図である。
【図４０】図３９に示す演算式のバリエーションを示す図である。
【図４１】本発明の第５の実施形態に係る力覚センサの基本構造部の上面図である。
【図４２】本発明の第６の実施形態に係る力覚センサの基本構造部の上面図（上段の図）
およびこれをＸＺ平面で切断した側断面図（下段の図）である。
【図４３】本発明の第７の実施形態に係る力覚センサの基本構造部の上面図（上段の図）
およびこれをＸＺ平面で切断した側断面図（下段の図）である。
【図４４】本発明における検出部の構造のバリエーションを示す部分断面図である。
【図４５】図１６に示す第１の実施形態における検出リング６００の代わりに、検出部の
向きを変えた検出リング８００を用いた変形例に係る力覚センサの基本構造部の上面図（
上段の図）およびこれをＸＺ平面で切断した側断面図（下段の図）である。
【図４６】図４４(c) 示す検出部ＤＤを構成する板状変形部８０の弾性変形の態様を示す
部分断面図である。
【図４７】図４４(c) 示す検出部ＤＤに生じた弾性変形を検出する検出素子としてストレ
インゲージを用いた例を示す側面図（図(a) ）および上面図（図(b) ）である。
【図４８】図４７に示す４組のストレインゲージの検出結果に基づいて電気信号を出力す
るブリッジ回路を示す回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００５５】
　以下、本発明を図示する実施形態に基づいて説明する。なお、本発明は、前掲の特許文
献７（国際公開第ＷＯ２０１３／０１４８０３号公報）に開示されている先願力覚センサ
を改良した発明である。そこで、説明の便宜上、まず、以下の§１，§２において、先願
力覚センサについての説明を行い、本発明の特徴については、§３以降で述べることにす
る。
【００５６】
　＜＜＜　§１．　先願力覚センサの基本構造部の特徴　＞＞＞
　図１は、先願力覚センサの基本構造部の上面図（上段の図）および側面図（下段の図）
である。上面図では、図の右方向にＸ軸、図の上方向にＹ軸が配置されており、紙面に垂
直な手前方向がＺ軸方向になる。一方、側面図では、図の右方向にＸ軸、図の上方向にＺ
軸が配置されており、紙面に垂直な奥行き方向がＹ軸方向になる。図示のとおり、この基
本構造部は、受力体１００、検出リング２００、支持基板３００、接続部材４１０，４２
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０、固定部材５１０，５２０によって構成されている。
【００５７】
　受力体１００は、Ｚ軸が中心軸となるようにＸＹ平面上に配置された円形平板状（ワッ
シャ状）のリングであり、外周面も内周面も円柱面を構成する。受力体１００の役割は、
検出対象となる力もしくはモーメントの作用を受け、これを検出リング２００に伝達する
ことにある。
【００５８】
　一方、検出リング２００は、受力体１００と同様に、Ｚ軸が中心軸となるようにＸＹ平
面上に配置された円形平板状（ワッシャ状）のリングであり、外周面も内周面も円柱面を
構成する。ここに示す例の場合、検出リング２００は、受力体１００の内側に配置されて
いる。すなわち、受力体１００はＸＹ平面上に配置された外側リング、検出リング２００
はＸＹ平面上に配置された内側リングということになる。ここで、検出リング２００の特
徴は、検出対象となる力もしくはモーメントの作用により弾性変形を生じる点である。
【００５９】
　接続部材４１０，４２０は、受力体１００と検出リング２００とを接続するための部材
である。図示の例の場合、接続部材４１０は、Ｘ軸正領域に沿った位置において、受力体
１００の内周面と検出リング２００の外周面とを接続し、接続部材４２０は、Ｘ軸負領域
に沿った位置において、受力体１００の内周面と検出リング２００の外周面とを接続して
いる。したがって、受力体１００と検出リング２００との間には、図示のとおり空隙部Ｈ
１が確保されており、検出リング２００の内側には、図示のとおり空隙部Ｈ２が確保され
ている。
【００６０】
　図１の下段に示す側面図を見れば明らかなように、この例の場合、受力体１００と検出
リング２００の厚み（Ｚ軸方向の寸法）は同じであり、側面図では、検出リング２００は
受力体１００の内側に完全に隠れた状態になっている。両リングの厚みは、必ずしも同じ
にする必要はないが、薄型センサ（Ｚ軸方向の寸法ができるだけ小さいセンサ）を実現す
る上では、両リングを同じ厚みにするのが好ましい。
【００６１】
　支持基板３００は、径が受力体１００の外径と等しい円盤状の基板であり、ＸＹ平面に
平行な上面をもち、受力体１００および検出リング２００の下方に所定間隔をおいて配置
される。固定部材５１０，５２０は、検出リング２００を支持基板３００に固定するため
の部材である。側面図では、固定部材５１０は固定部材５２０の奥に隠れて現れていない
が、固定部材５１０，５２０は、検出リング２００の下面と支持基板３００の上面とを接
続する役割を果たす。上面図に破線で示されているとおり、固定部材５１０，５２０は、
Ｙ軸に沿った位置に配置されている。
【００６２】
　図２は、図１に示す基本構造部をＸＹ平面で切断した横断面図（上段の図）およびＸＺ
平面で切断した縦断面図（下段の図）である。ＸＹ平面で切断した横断面図の中心には、
ＸＹＺ三次元直交座標系の原点Ｏが示されている。この図２では、検出リング２００が、
左右２カ所において、Ｘ軸に沿って配置された接続部材４１０，４２０を介して受力体１
００に接続されている状態が明瞭に示されている。
【００６３】
　図３は、図１に示す基本構造部の支持基板３００および固定部材５１０，５２０の上面
図（上段の図）、ならびに、この基本構造部をＹＺ平面で切断した縦断面図（下段の図）
である。図３の上面図は、図１の上面図を反時計まわりに９０°回転させた状態に相当し
、Ｙ軸が左方向にとられている。また、図３の上面図では、検出リング２００の位置が破
線で示されている。一方、図３の縦断面図には、固定部材５１０，５２０によって、支持
基板３００の上方に検出リング２００が固定されている状態が明瞭に示されている。
【００６４】
　後述するように、支持基板３００を固定した状態において、受力体１００に様々な方向
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の力が作用すると、検出リング２００が、作用した力に応じた態様で変形を生じることに
なる。先願力覚センサは、この変形態様を電気的に検出することにより、作用した力の検
出を行う。したがって、検出リング２００の弾性変形のしやすさは、センサの検出感度を
左右するパラメータになる。弾性変形しやすい検出リング２００を用いれば、微小な力が
作用した場合でも検出可能な感度の高いセンサを実現することができるが、検出可能な力
の最大値は抑制されることになる。逆に、弾性変形しにくい検出リング２００を用いれば
、検出可能な力の最大値を大きくとることができるが、感度は低下するため、微小な力の
検出はできなくなる。
【００６５】
　検出リング２００の弾性変形のしやすさは、Ｚ軸方向の厚みおよび径方向の厚み（いず
れも薄くするほど弾性変形しやすい）に依存して決まり、更に、その材質にも依存して決
まる。したがって、実用上は、力覚センサの用途に応じて、検出リング２００の各部の寸
法や材質を選択する必要がある。後述するように、本発明で用いる検出リングでは、この
点における改善がなされており、産業上の要望に応じて、設計の自由度をより向上させる
ことができる。
【００６６】
　一方、受力体１００および支持基板３００は、力を検出する原理上、弾性変形を生じる
部材である必要はない。むしろ、作用した力が検出リング２００の変形に１００％寄与す
るようにするためには、受力体１００および支持基板３００は、完全な剛体である方が好
ましい。図示の例において、受力体１００として、中心に空隙部Ｈ１を有するリング状構
造体を用いた理由は、弾性変形しやすくするためではなく、内部に検出リング２００を収
容するためである。図示の例のように、検出リング２００の外側にリング状の受力体１０
０を配置する構成を採れば、基本構造部の厚みを小さくすることができ、より薄型の力覚
センサが実現できる。
【００６７】
　実用上、受力体１００、検出リング２００、支持基板３００の材料としては、絶縁材料
を利用するのであれば、プラスチックなどの合成樹脂を用いれば十分であり、導電材料を
利用するのであれば、ステンレス、アルミニウムなどの金属を用いれば十分である。もち
ろん、絶縁材料と導電材料とを組み合わせて利用してもかまわない。
【００６８】
　続いて、支持基板３００を固定した状態において、受力体１００に対して各座標軸方向
の力および各座標軸まわりのモーメントが作用した場合に、この基本構造部にどのような
現象が生じるかを考えてみる。
【００６９】
　上述したとおり、受力体１００および支持基板３００は、作用した力が検出リング２０
０の変形に１００％寄与するようにするため、本来は、完全な剛体である方が好ましい。
しかしながら、実際には、基本構造部を樹脂や金属で構成した場合、受力体１００や支持
基板３００は完全な剛体にはならず、受力体１００に力やモーメントが加わると、厳密に
言えば、受力体１００や支持基板３００にも若干の弾性変形が生じることになる。ただ、
受力体１００や支持基板３００に生じる弾性変形が、検出リング２００に生じる弾性変形
に比べてわずかな弾性変形であれば無視することができ、実質的に剛体と考えて支障はな
い。そこで、本願では、受力体１００および支持基板３００が剛体であり、力やモーメン
トによる弾性変形は、専ら検出リング２００においてのみ生じるものとして説明を行うこ
とにする。
【００７０】
　まず、支持基板３００を固定した状態において、受力体１００に対して、Ｘ軸方向の力
が作用したときに、この基本構造部にどのような変化が生じるかを考えてみる。図４は、
図１に示す基本構造部の受力体１００にＸ軸正方向の力＋Ｆｘが作用したときの変形状態
を示すＸＹ平面における横断面図（上段の図）およびＸＺ平面における縦断面図（下段の
図）である。支持基板３００は固定されているため不動であるが、受力体１００は、Ｘ軸
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正方向の力＋Ｆｘにより図の右方向へと移動する。その結果、検出リング２００は図示の
とおり変形する。なお、図に示す破線は、移動もしくは変形前の各リングの位置を示して
いる。
【００７１】
　ここでは、この変形態様を説明する便宜上、２つの固定点Ｐ１，Ｐ２（黒丸で示す）と
、２つの作用点Ｑ１，Ｑ２（白丸で示す）を考える。固定点Ｐ１，Ｐ２は、Ｙ軸上に定義
された点であり、図１に示す固定部材５１０，５２０の位置に対応するものである。すな
わち、検出リング２００は、この固定点Ｐ１，Ｐ２の位置において、固定部材５１０，５
２０によって支持基板３００に固定されている。一方、作用点Ｑ１，Ｑ２は、Ｘ軸上に定
義される点であり、検出リング２００は、この作用点Ｑ１，Ｑ２の位置において、接続部
材４１０，４２０によって受力体１００に接続されている。
【００７２】
　このように、先願力覚センサにおいて、作用点は接続部材が接続される位置であり、固
定点は固定部材が接続される位置である。そして、重要な点は、作用点と固定点とが異な
る位置に配置される点である。図４に示す例の場合、固定点Ｐ１，Ｐ２と作用点Ｑ１，Ｑ
２とはＸＹ平面上の異なる位置に配置されている。これは、作用点と固定点とが同一位置
を占めると、検出リング２００に弾性変形が生じなくなるためである。
【００７３】
　さて、受力体１００に対してＸ軸正方向の力＋Ｆｘが作用すると、図４に示すように、
検出リング２００の作用点Ｑ１，Ｑ２（白丸）には、図の右方向への力が加わることにな
る。ところが、検出リング２００の固定点Ｐ１，Ｐ２（黒丸）の位置は固定されているた
め、可撓性をもった検出リング２００は、基準の円形状態から、図示のような歪んだ状態
へと変形することになる（なお、本願における変形状態を示す図は、変形状態を強調して
示すため多少デフォルメされた図になっており、必ずしも正確な変形態様を示す図ではな
い）。具体的には、図示のとおり、点Ｐ１－Ｑ１間および点Ｐ２－Ｑ１間では、検出リン
グ２００の四分円弧の両端に引っ張り力が作用して四分円弧は内側に縮み、点Ｐ１－Ｑ２
間および点Ｐ２－Ｑ２間では、検出リング２００の四分円弧の両端に押圧力が作用して四
分円弧は外側に膨らんでいる。
【００７４】
　受力体１００に対してＸ軸負方向の力－Ｆｘが作用した場合は、図４とは左右逆の現象
が起きる。また、受力体１００に対してＹ軸正方向の力＋ＦｙおよびＹ軸負方向の力－Ｆ
ｙが作用した場合は、図４上段における変形状態を９０°回転させた現象が起きる。
【００７５】
　次に、支持基板３００を固定した状態において、受力体１００に対して、Ｚ軸方向の力
が作用したときに、この基本構造部にどのような変化が生じるかを考えてみる。図５は、
図１に示す基本構造部の受力体１００にＺ軸正方向の力＋Ｆｚが作用したときの変形状態
を示すＸＺ平面における縦断面図である。支持基板３００は固定されているため不動であ
るが、受力体１００は、Ｚ軸正方向の力＋Ｆｚにより図の上方向へと移動する。その結果
、検出リング２００は図示のとおり変形する。なお、図に示す破線は、移動もしくは変形
前の各リングの位置を示している。
【００７６】
　ここでも、変形態様の基本は、２つの固定点Ｐ１，Ｐ２の位置（固定部材５１０，５２
０で固定された位置）は不動であり、２つの作用点Ｑ１，Ｑ２の位置が上方へ移動する、
という点である。検出リング２００は、固定点Ｐ１，Ｐ２の位置から作用点Ｑ１，Ｑ２の
位置へ向けて緩やかに変形することになる。また、受力体１００に対してＺ軸負方向の力
－Ｆｚが作用した場合は、受力体１００は、図の下方向へと移動する。その結果、検出リ
ング２００の変形態様は、図５とは上下逆になる。
【００７７】
　続いて、支持基板３００を固定した状態において、受力体１００に対して、Ｙ軸まわり
のモーメントが作用したときに、この基本構造部にどのような変化が生じるかを考えてみ
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る。図６は、図１に示す基本構造部の受力体１００にＹ軸正まわりのモーメント＋Ｍｙが
作用したときの変形状態を示すＸＺ平面における縦断面図である。なお、本願では、所定
の座標軸まわりに作用するモーメントの符号を、当該座標軸の正方向に右ネジを進めるた
めの当該右ネジの回転方向を正にとることにする。たとえば、図６に示すモーメント＋Ｍ
ｙの回転方向は、右ネジをＹ軸正方向に進めるための回転方向になる。
【００７８】
　この場合も、支持基板３００は固定されているため不動であるが、受力体１００は、Ｙ
軸正まわりのモーメント＋Ｍｙを受けて、図の原点Ｏを中心として時計まわりに回転する
。その結果、作用点Ｑ１は下方に移動し、作用点Ｑ２は上方に移動する。検出リング２０
０は、固定点Ｐ１，Ｐ２の位置（固定部材５１０，５２０で固定された位置）から作用点
Ｑ１，Ｑ２の位置へ向けて緩やかに変形することになる。受力体１００に対してＹ軸負ま
わりのモーメント－Ｍｙが作用した場合は、図６とは左右逆の現象が起きる。また、受力
体１００に対してＸ軸正まわりのモーメント＋ＭｘおよびＸ軸負まわりのモーメント－Ｍ
ｘが作用した場合は、上面図において変形状態を９０°回転させた現象が起きる。
【００７９】
　最後に、支持基板３００を固定した状態において、受力体１００に対して、Ｚ軸まわり
のモーメントが作用したときに、この基本構造部にどのような変化が生じるかを考えてみ
る。図７は、図１に示す基本構造部の受力体１００にＺ軸正まわりのモーメント＋Ｍｚが
作用したときの変形状態を示すＸＹ平面における横断面図である。この場合も、支持基板
３００は固定されているため不動であるが、受力体１００は、Ｚ軸正まわりのモーメント
＋Ｍｚを受けて、図の原点Ｏを中心として反時計まわりに回転する。
【００８０】
　その結果、検出リング２００の作用点Ｑ１，Ｑ２には、図において反時計回りの力が加
わることになる。ところが、検出リング２００の固定点Ｐ１，Ｐ２の位置は固定されてい
るため、可撓性をもった検出リング２００は、基準の円形状態から、図示のような歪んだ
状態へと変形することになる。具体的には、図示のとおり、点Ｐ２－Ｑ１間および点Ｐ１
－Ｑ２間では、検出リング２００の四分円弧の両端に引っ張り力が作用して四分円弧は内
側に縮み、点Ｐ１－Ｑ１間および点Ｐ２－Ｑ２間では、検出リング２００の四分円弧の両
端に押圧力が作用して四分円弧は外側に膨らんでおり、全体的に楕円状に変形している。
一方、受力体１００に対してＺ軸負まわりのモーメント－Ｍｚが作用した場合は、受力体
１００は、図の原点Ｏを中心として時計まわりに回転するため、図７を裏返しにした変形
状態が起きる。
【００８１】
　以上、図１に示す基本構造部の支持基板３００を固定した状態において、受力体１００
に対して各座標軸方向の力および各座標軸まわりのモーメントが作用した場合に、検出リ
ング２００に生じる変形態様を説明したが、これらの変形態様は互いに異なり、また、作
用した力やモーメントの大きさにより変形量も異なる。そこで、検出リング２００の弾性
変形を検出し、その態様や大きさに関する情報を収集すれば、各座標軸方向の力および各
座標軸まわりのモーメントをそれぞれ別個独立して検出することができる。これが、先願
力覚センサにおける検出動作の基本原理である。先願力覚センサでは、このような原理に
基づく検出を行うために、これまで述べてきた基本構造部に、更に、容量素子と検出回路
とを付加することになる。
【００８２】
　＜＜＜　§２．　先願力覚センサの検出原理　＞＞＞
　先願力覚センサでは、図１に示す基本構造部の特定箇所の変位を測定することにより、
作用した力およびモーメントの向きと大きさを検出することになる。この変位検出のため
に、固定補助体３５０が付加される。
【００８３】
　図８は、図１に示す基本構造部に、変位検出用の固定補助体３５０を付加した例を示す
上面図（上段の図）および側面図（下段の図）である。図示のとおり、この基本構造部で
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は、受力体１００の内側に検出リング２００が配置されており、更にその内側に固定補助
体３５０が配置されている。この固定補助体３５０は、Ｚ軸を中心軸とする円柱状の物体
であり、下面が支持基板３００の上面に固定されている。固定補助体３５０の外周面は、
空隙部Ｈ２を挟んで、検出リング２００の内周面に対向している。
【００８４】
　図９は、図８に示す基本構造部をＸＹ平面で切断した横断面図（上段の図）およびＶＺ
平面で切断した縦断面図（下段の図）である。ここで、Ｖ軸は、ＸＹＺ三次元直交座標系
における原点Ｏを通り、正の領域がＸＹ平面の第１象限、負の領域がＸＹ平面の第３象限
に位置し、Ｘ軸に対して４５°をなす軸である。また、Ｗ軸は、ＸＹＺ三次元直交座標系
における原点Ｏを通り、正の領域がＸＹ平面の第２象限、負の領域がＸＹ平面の第４象限
に位置し、Ｖ軸に対して直交する軸である。図９の上段に示す横断面図は、Ｖ軸正方向を
右方向、Ｗ軸正方向を上方向にとった図であり、図２の上段に示す基本構造部に固定補助
体３５０を付加し、これを時計まわりに４５°回転させた図に対応する。また、図９の下
段の縦断面図は、ＶＺ平面で切断した縦断面図であるため、右方向はＶ軸正方向になって
いる。
【００８５】
　§１で述べたとおり、検出リング２００上には、Ｙ軸上に２つの固定点Ｐ１，Ｐ２が配
置され、Ｘ軸上に２つの作用点Ｑ１，Ｑ２が配置されている。ここでは、更に、４つの測
定点Ｒ１～Ｒ４（×印で示す）を定義する。図示のとおり、第１の測定点Ｒ１はＶ軸正領
域に、第２の測定点Ｒ２はＷ軸正領域に、第３の測定点Ｒ３はＶ軸負領域に、第４の測定
点Ｒ４はＷ軸負領域に、それぞれ配置されている。結局、図９の上段の横断面図において
、検出リング２００の外周輪郭円と内周輪郭円との中間に位置する円として基本環状路Ｂ
（図には、太い一点鎖線で示す）を定義した場合、各点Ｑ１，Ｒ１，Ｐ１，Ｒ２，Ｑ２，
Ｒ３，Ｐ２，Ｒ４は、この順番どおりに、円形の基本環状路Ｂ上に等間隔に配置されてい
ることになる。４つの測定点Ｒ１～Ｒ４をこのような位置に定義するのは、検出リング２
００の弾性変形に起因して生じる変位が最も顕著になるためである。
【００８６】
　この４つの測定点Ｒ１～Ｒ４の半径方向の変位を検出するには、図９の上段の横断面図
に矢印で示す距離ｄ１，ｄ２，ｄ３，ｄ４を測定すればよい。これらの距離ｄ１，ｄ２，
ｄ３，ｄ４は、検出リング２００の内周面の、各測定点Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３，Ｒ４近傍に位
置する測定対象面と、固定補助体３５０の外周に位置し、測定対象面に対向する対向基準
面との距離であり、当該距離が大きくなれば、測定点近傍部分が半径方向に膨らんでいる
ことを示し、当該距離が小さくなれば、測定点近傍部分が半径方向に縮んでいることを示
すことになる。したがって、これらの距離を電気的に検出する容量素子を用意しておけば
、各測定点近傍部分の半径方向に関する変形量を測定することができる。
【００８７】
　一方、４つの測定点Ｒ１～Ｒ４の上下方向（Ｚ軸方向）の変位を検出するには、図９の
下段の縦断面図に矢印で示す距離ｄ５，ｄ７および図示されていない距離ｄ６，ｄ８（距
離ｄ６は、固定補助体３５０の奥に位置する測定点Ｒ２の直下の距離、距離ｄ８は、固定
補助体３５０の手前に位置する測定点Ｒ４の直下の距離）を測定すればよい。これらの距
離ｄ５，ｄ６，ｄ７，ｄ８は、検出リング２００の下面の、各測定点Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３，
Ｒ４近傍に位置する測定対象面と、支持基板３００の上面に位置し、測定対象面に対向す
る対向基準面との距離であり、当該距離が大きくなれば、測定点近傍部分が上方向に変位
していることを示し、当該距離が小さくなれば、測定点近傍部分が下方向に変位している
ことを示すことになる。したがって、これらの距離を電気的に検出する検出素子を用意し
ておけば、各測定点近傍部分の上下方向に関する変形量を測定することができる。
【００８８】
　このように、４つの測定点Ｒ１～Ｒ４の半径方向の変位と上下方向の変位とを測定する
ことができれば、検出リング２００の全体的な変形態様および変形量を把握することがで
き、ＸＹＺ三次元直交座標系における各座標軸方向の力および各座標軸まわりのモーメン
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トの６軸成分を検出することが可能になる。図１０は、この６軸成分を検出するために必
要な距離測定箇所を示す上面図である。すなわち、この例では、前述したとおり、第１の
測定点Ｒ１について、距離ｄ１（半径方向の変位）と距離ｄ５（上下方向の変位）とが測
定され、第２の測定点Ｒ２について、距離ｄ２（半径方向の変位）と距離ｄ６（上下方向
の変位）とが測定され、第３の測定点Ｒ３について、距離ｄ３（半径方向の変位）と距離
ｄ７（上下方向の変位）とが測定され、第４の測定点Ｒ４について、距離ｄ４（半径方向
の変位）と距離ｄ８（上下方向の変位）とが測定されることになる。
【００８９】
　図１１は、図１０に示す基本構造部において、支持基板３００を固定した状態で受力体
１００に対して各座標軸方向の力および各座標軸まわりのモーメントが作用したときの距
離ｄ１～ｄ８の変化を示すテーブルである。このテーブルで「＋」は距離が大きくなるこ
とを示し、「－」は距離が小さくなることを示し、「０」は距離が変動しないことを示し
ている。このような結果が得られることは、§１で説明した検出リング２００の具体的な
変形態様を考えれば、容易に理解できよう。
【００９０】
　たとえば、受力体１００に対してＸ軸正方向の力＋Ｆｘが作用すると、検出リング２０
０は、図４に示すように、点Ｐ１－Ｑ１間および点Ｐ２－Ｑ１間の四分円弧は内側に縮み
、点Ｐ１－Ｑ２間および点Ｐ２－Ｑ２間の四分円弧は外側に膨らむように変形する。した
がって、距離ｄ１，ｄ４は小さくなり、距離ｄ２，ｄ３は大きくなる。このとき、検出リ
ング２００に上下方向の変形は生じないので、距離ｄ５～ｄ８は変動しない。図１１のテ
ーブルの＋Ｆｘの行は、このような結果を示している。同様の理由により、Ｙ軸正方向の
力＋Ｆｙが作用した場合は、図１１のテーブルの＋Ｆｙの行に示す結果が得られる。
【００９１】
　また、受力体１００に対してＺ軸正方向の力＋Ｆｚが作用すると、検出リング２００は
、図５に示すように変形するので、距離ｄ５～ｄ８は大きくなる。このとき、検出リング
２００に半径方向の変形は生じないので、距離ｄ１～ｄ４は変動しない。図１１のテーブ
ルの＋Ｆｚの行は、このような結果を示している。
【００９２】
　そして、受力体１００に対してＹ軸正まわりのモーメント＋Ｍｙが作用すると、検出リ
ング２００は、図６に示すように変形し、図の右半分は下方へ変位し、図の左半分は上方
へ変位するので、距離ｄ５，ｄ８は小さくなり、距離ｄ６，ｄ７は大きくなる。このとき
、検出リング２００に半径方向の変形は生じないので、距離ｄ１～ｄ４は変動しない。図
１１のテーブルの＋Ｍｙの行は、このような結果を示している。同様の理由により、Ｘ軸
正まわりのモーメント＋Ｍｘが作用した場合は、図１１のテーブルの＋Ｍｘの行に示す結
果が得られる。
【００９３】
　最後に、受力体１００に対してＺ軸正まわりのモーメント＋Ｍｚが作用した場合、検出
リング２００は、図７に示すように変形し、点Ｐ１－Ｑ１間および点Ｐ２－Ｑ２間の四分
円弧は外側に膨らみ、点Ｐ１－Ｑ２間および点Ｐ２－Ｑ１間の四分円弧は内側に縮むよう
に変形する。したがって、距離ｄ１，ｄ３は大きくなり、距離ｄ２，ｄ４は小さくなる。
このとき、検出リング２００に上下方向の変形は生じないので、距離ｄ５～ｄ８は変動し
ない。図１１のテーブルの＋Ｍｚの行は、このような結果を示している。
【００９４】
　なお、図１１のテーブルは、正方向の力および正まわりのモーメントが作用した場合の
結果を示しているが、負方向の力および負まわりのモーメントが作用した場合は、「＋」
と「－」が逆転した結果が得られることになる。結局、距離ｄ１～ｄ８の変化パターンは
、６軸成分が作用した個々の場合のそれぞれで異なり、しかも作用した力やモーメントが
大きくなればなるほど、距離の変動量も大きくなる。そこで、検出回路により、これら距
離ｄ１～ｄ８の測定値に基づく所定の演算を施せば、６軸成分の検出値を独立して出力す
ることが可能になる。
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【００９５】
　先願力覚センサは、図８に示す基本構造部に、更に、容量素子と検出回路を付加したも
のであり、各部に配置した容量素子の静電容量値の変化を電気的に検出することにより、
特定箇所の変位を測定し、作用した力およびモーメントの向きと大きさを検出するもので
ある。
【００９６】
　図１２は、図９に示す基本構造部に容量素子を付加して構成される力覚センサを、ＸＹ
平面で切断した横断面図（上段の図）およびＶＺ平面で切断した縦断面図（下段の図）で
ある。図９に示す基本構造部と図１２に示す力覚センサとを比較すると、後者では、１６
枚の電極Ｅ１１～Ｅ１８，Ｅ２１～Ｅ２８が付加されていることがわかる。これら１６枚
の電極により構成される８組の容量素子は、前述した８通りの距離ｄ１～ｄ８を測定する
検出素子として機能する。
【００９７】
　図１２上段の横断面図に示されているとおり、検出リング２００の内周面の、４つの測
定点Ｒ１～Ｒ４の近傍部分（測定対象面）には、それぞれ変位電極Ｅ２１～Ｅ２４が設け
られている。また、検出リング２００の下面の、４つの測定点Ｒ１～Ｒ４の近傍部分（測
定対象面）には、それぞれ変位電極Ｅ２５～Ｅ２８（図では、破線で示されている）が設
けられている。これら８枚の変位電極Ｅ２１～Ｅ２８は、文字通り、検出リング２００の
変形によって変位を生じる電極である。
【００９８】
　一方、これら８枚の変位電極Ｅ２１～Ｅ２８に対向する位置（対向基準面）に、８枚の
固定電極Ｅ１１～Ｅ１８が設けられている。これら８枚の固定電極Ｅ１１～Ｅ１８は、文
字通り、支持基板３００に直接もしくは間接的に固定された電極であり、検出リング２０
０の変形にかかわらず、常に定位置を維持する。具体的には、円柱状の固定補助体３５０
の外周面には、変位電極Ｅ２１～Ｅ２４に対向する位置に固定電極Ｅ１１～Ｅ１４が設け
られており、これらの電極は固定補助体３５０を介して支持基板３００上に間接的に固定
されている。また、支持基板３００の上面には、変位電極Ｅ２５～Ｅ２８に対向する位置
に固定電極Ｅ１５～Ｅ１８が直接固定されている（図１２下段の縦断面図には、変位電極
Ｅ１５，Ｅ１７のみが現れているが、変位電極Ｅ１６は、固定補助体３５０の奥に位置し
、変位電極Ｅ１８は、固定補助体３５０の手前に位置する）。
【００９９】
　なお、本願図面では、図示の便宜上、各変位電極および各固定電極の厚みの実寸を無視
して描いてある。たとえば、各電極を蒸着層やメッキ層によって構成した場合、その厚み
は数μｍ程度であり、図１２に示された各電極Ｅ１１～Ｅ２８の図面上の厚みは、実寸比
上は、正しい厚みにはなっていない。
【０１００】
　結局、図１２に示す例の場合、検出リング２００の内周面および下面の、各測定点Ｒ１
～Ｒ４近傍に位置する測定対象面に設けられた８組の変位電極Ｅ２１～Ｅ２８と、固定補
助体３５０の外周面および支持基板３００の上面の、各測定対象面に対向する位置に定義
された対向基準面に設けられた８組の固定電極Ｅ１１～Ｅ１８と、によって、８組の容量
素子が構成されることになる。そして、先願力覚センサは、これら８組の容量素子の静電
容量値を電気的に検出することにより、各測定点Ｒ１～Ｒ４の変位を測定し、図１１に示
すテーブルに基づいて、受力体１００に作用した力およびモーメントの向きと大きさを検
出することになる。
【０１０１】
　このように、先願力覚センサは、図１２に示すような単純な基本構造部を利用して構成
することができるが、様々な箇所に容量素子を配置する必要があるため、容量素子を構成
する電極の構成が複雑にならざるを得ない。具体的には、基本構造部に容量素子を付加す
るためには、固定電極Ｅ１５～Ｅ１８や変位電極Ｅ２５～Ｅ２８のように、基板面（ＸＹ
平面）に対して平行な電極層を形成する工程と、固定電極Ｅ１１～Ｅ１４や変位電極Ｅ２
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１～Ｅ２４のように、基板面（ＸＹ平面）に対して垂直な電極層を形成する工程と、を行
う必要がある。一般に、前者の工程は、半導体製造プロセスなどで広く利用されている方
法を利用することができるため比較的容易であるが、後者の工程は、複雑な手法を取り入
れる必要があり、量産化を行う上で問題が生じやすい。
【０１０２】
　しかも、個々の容量素子を構成する一対の電極の相対位置は、検出精度に影響を与える
重大な要因になる。特に、図１２に示す例のように、複数の容量素子を対称性をもたせて
配置し、これらを用いて差分検出を行う場合、個々の容量素子ごとに対向電極が平行にな
るようにするとともに、複数の容量素子についての電極間隔が互いに等しくなるような調
整が必要になる。このため、先願力覚センサには、商業的に利用する場合に、生産効率が
低下し、コストが高騰するという問題がある。
【０１０３】
　本発明は、先願力覚センサにおけるこのような問題を解決するため、検出リングの特定
箇所に弾性変形を生じる検出部を設ける構造を採用することにより、設計の自由度を向上
させ、生産効率を高めることができる新たな工夫を提案するものである。以下、本発明を
具体的な実施形態に基づいて詳述する。
【０１０４】
　＜＜＜　§３．　本発明の基本的実施形態　＞＞＞
　＜３－１．検出リングの構造＞
　図１３は、本発明の基本的実施形態（第１の実施形態）に係る力覚センサに用いる検出
リング６００の斜視図（図(a) ）、側面図（図(b) ）、下面図（図(c) ）である。図１に
示す先願力覚センサに用いられていた検出リング２００が、単純な円環状の構造体である
のに対して、図１３に示す本願力覚センサに用いる検出リング６００は、この単純な円環
状の構造体の４箇所に、弾性変形する板状片を組み合わせて構成された検出部Ｄ１～Ｄ４
が設けられている。
【０１０５】
　別言すれば、図１３に示す検出リング６００は、図１に示す検出リング２００に対して
、部分的な材料除去加工を施すことにより得られた部材であり、この材料除去加工を施し
た部分によって、図示のような検出部Ｄ１～Ｄ４が形成される。図１に示す検出リング２
００は、Ｚ軸を中心軸として配置された板状部材の中央部に、貫通開口部を形成すること
により得られる。図１３に示す検出リング６００は、こうして得られた検出リング２００
に対して、更に、部分的な材料除去加工を施すことにより得られる。４組の検出部Ｄ１～
Ｄ４は、このような材料除去加工によって得られた部分ということになる。もっとも、実
際に検出リング６００を量産する場合は、必ずしも材料除去加工を行う必要はなく、たと
えば、鋳型を用いた鋳造、樹脂の成形、プレス加工等によって製造してもかまわない。
【０１０６】
　ここでは、説明の便宜上、図示のようにＸＹＺ三次元座標系を定義し、検出リング６０
０をＺ軸を中心軸としてＸＹ平面に配置した状態を示す。図１３(a) は、この検出リング
６００を斜め下方から見た斜視図である。図示のとおり、この検出リング６００は、４組
の検出部Ｄ１～Ｄ４と、これら検出部Ｄ１～Ｄ４を相互に連結する４組の連結部Ｌ１～Ｌ
４と、を有している。すなわち、検出リング６００は、各検出部Ｄ１～Ｄ４の間にそれぞ
れ各連結部Ｌ１～Ｌ４を介挿した構造を有している。
【０１０７】
　図１３(b) の側面図（図が繁雑になるのを避けるため、外周面の部分のみを示す）の検
出部Ｄ４に示されているように、この実施形態における検出部Ｄは、第１の変形部６１、
第２の変形部６２、変位部６３という３枚の板状片（板バネ）によって構成されている。
他の検出部Ｄ１～Ｄ３も同様の構造を有する。このように、各検出部Ｄ１～Ｄ４は、各連
結部Ｌ１～Ｌ４に比べて肉厚の薄い板状片によって構成されているため、各連結部Ｌ１～
Ｌ４に比べて弾性変形しやすいという性質を有している。したがって、後述するように、
検出リング６００に外力が作用した場合、当該外力に基づく検出リング６００の弾性変形
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は、検出部Ｄ１～Ｄ４に集中して生じ、連結部Ｌ１～Ｌ４の弾性変形は、実用上、無視し
得る程度である。
【０１０８】
　このように、先願力覚センサに用いられていた検出リング２００は、均一な円環状構造
を有していたため、外力が作用するとリング全体にわたって弾性変形が生じるのに対して
、本願力覚センサに用いる検出リング６００では、弾性変形が生じやすい検出部Ｄ１～Ｄ
４に変形が集中することになる。このため、より効率的な変形を生じさせることが可能に
なり、より効率的な検出が可能になる。具体的には、検出感度を高めるだけでなく、検出
部の形状や構造を工夫することにより、弾性変形の態様を自由に設定することができるよ
うになる。なお、図示の検出部Ｄ１～Ｄ４についての具体的な弾性変形の態様については
後に詳述する。
【０１０９】
　図１３(c) は、図１３(a) に示す検出リング６００を下方から見上げた下面図であり、
Ｘ軸を右方向にとると、Ｙ軸は下方向を向いた軸になる。図示のとおり、Ｘ軸上に配置さ
れている連結部Ｌ１を始点として時計まわりに、連結部Ｌ１，検出部Ｄ１，連結部Ｌ２，
検出部Ｄ２，連結部Ｌ３，検出部Ｄ３，連結部Ｌ４，検出部Ｄ４の順に配置されている。
後述するように、Ｙ軸上の固定点Ｐ１，Ｐ２（黒丸で示す）は支持基板に固定され、Ｘ軸
上の作用点Ｑ１，Ｑ２（白丸で示す）には受力体から加えられた外力が作用する。その結
果、各検出部Ｄ１～Ｄ４には、当該外力に応じた弾性変形が生じる。
【０１１０】
　図１４は、図１３に示す検出リング６００の領域分布を示す上面図である（網目状のハ
ッチングは、検出部Ｄ１～Ｄ４の領域を示すためのものであり、断面を示すものではない
）。上面図であるため、図１３(c) とは逆に、検出リング６００上には反時計まわりに、
Ｌ１，Ｄ１，Ｌ２，Ｄ２，Ｌ３，Ｄ３，Ｌ４，Ｄ４がこの順に配置されている。図示のと
おり、ＸＹ平面上において、原点Ｏを中心としてＸ軸を反時計まわりに４５°回転させた
座標軸としてＶ軸が定義され、原点Ｏを中心としてＹ軸を反時計まわりに４５°回転させ
た座標軸としてＷ軸が定義されている。図の＜Ｉ＞，＜II＞，＜III＞，＜IV＞は、ＸＹ
二次元座標系における第１象限～第４象限を示している。４組の検出部Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３
，Ｄ４は、それぞれ第１象限，第２象限，第３象限，第４象限に配置されている。
【０１１１】
　図１５は、図１３に示す検出リング６００について、ＸＹ平面上に定義された基本環状
路Ｂおよびこの基本環状路Ｂ上に定義された各点を示す平面図である。図に太い一点鎖線
で示す基本環状路Ｂは、ＸＹ平面上に配置された原点Ｏを中心とする円であり、検出リン
グ６００は、この基本環状路Ｂに沿って伸びる環状構造体になる。図には、検出リング６
００の内側輪郭線と外側輪郭線の位置が実線で示されている。図示の実施例の場合、基本
環状路Ｂは、検出リング６００の内側輪郭線と外側輪郭線との中間位置を通るＸＹ平面上
の円であり、検出リング６００の環状肉厚部分（連結部Ｌ１～Ｌ４）の中心線になる。
【０１１２】
　４組の検出点Ｒ１～Ｒ４は、この基本環状路Ｂ上の点として定義される。具体的には、
第１の検出点Ｒ１は、正のＶ軸と基本環状路Ｂとの交点位置に定義され、第２の検出点Ｒ
２は、正のＷ軸と基本環状路Ｂとの交点位置に定義され、第３の検出点Ｒ３は、負のＶ軸
と基本環状路Ｂとの交点位置に定義され、第４の検出点Ｒ４は、負のＷ軸と基本環状路Ｂ
との交点位置に定義されている。これら検出点Ｒ１～Ｒ４は、それぞれ検出部Ｄ１～Ｄ４
の配置を示すものである。すなわち、図１４に網目状のハッチング領域として示すように
、第１の検出部Ｄ１は第１の検出点Ｒ１の位置に配置され、第２の検出部Ｄ２は第２の検
出点Ｒ２の位置に配置され、第３の検出部Ｄ３は第３の検出点Ｒ３の位置に配置され、第
４の検出部Ｄ４は第４の検出点Ｒ４の位置に配置されている。
【０１１３】
　一方、図１５に黒丸で示されている点Ｐ１，Ｐ２は固定点、白丸で示されている点Ｑ１
，Ｑ２は作用点である。後述するように、固定点Ｐ１，Ｐ２は支持基板３００に対して固
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定される点になり、作用点Ｑ１，Ｑ２は受力体１００からの力が作用する点になる。図示
の例の場合、固定点Ｐ１，Ｐ２は、Ｙ軸と基本環状路Ｂとの交点位置に定義され、作用点
Ｑ１，Ｑ２は、Ｘ軸と基本環状路Ｂとの交点位置に定義されている。したがって、この検
出リング６００を用いた力覚センサでは、Ｙ軸上の２点Ｐ１，Ｐ２を固定した状態におい
て、Ｘ軸上の２点Ｑ１，Ｑ２に作用した力もしくはモーメントを、Ｖ軸およびＷ軸上の検
出点Ｒ１～Ｒ４に配置された４組の検出部Ｄ１～Ｄ４の弾性変形に基づいて検出すること
になる。
【０１１４】
　図１５に示すとおり、固定点Ｐ１，Ｐ２と作用点Ｑ１，Ｑ２とは、基本環状路Ｂに沿っ
て交互に配置されている。このような交互配置は、後述するように、検出対象となる外力
が作用したときに、検出リング６００に効果的な変形を生じさせる上で重要である。また
、４組の検出点Ｒ１～Ｒ４は、隣接する固定点と作用点との間に配置されている。このよ
うな配置も、検出対象となる外力が作用したときに、各検出部Ｄ１～Ｄ４に効果的な変位
を生じさせる上で重要である。
【０１１５】
　＜３－２．基本的実施形態の構造＞
　続いて、本発明の基本的実施形態（第１の実施形態）に係る力覚センサの構造を説明す
る。図１６は、当該実施形態に係る力覚センサの基本構造部の上面図（上段の図）および
これをＸＺ平面で切断した側断面図（下段の図）である。図示のとおり、この基本構造部
は、受力体１００と、検出リング６００と、支持基板３００とを備えている。
【０１１６】
　検出リング６００は、§３－１で詳述したとおり、図１３に示す構造を有する円環状の
部材であり、４組の検出部Ｄ１～Ｄ４を有している。受力体１００は、この検出リング６
００の外側を取り囲むように配置された円環状の部材である。一方、支持基板３００は、
下段の側断面図に示されているとおり、検出リング６００および受力体１００の下方に配
置された円盤状の部材である。受力体１００の内周面と検出リング６００の外周面との間
は、Ｘ軸に沿った位置に配置された２本の接続部材４１０，４２０によって接続され、検
出リング６００の下面と支持基板３００の上面との間は、Ｙ軸に沿った位置に配置された
固定部材５１０，５２０によって接続されている。
【０１１７】
　図２に示す先願発明の基本構造部と図１６に示す本発明の基本構造部とを比較すると、
両者の本質的な相違点は、前者における検出リング２００が、後者では検出リング６００
に置き換えられている点だけである。その他の各構成要素については、寸法や形状に若干
の違いがあるが、本質的な機能に相違はないため、図１６では、両者間で対応する構成要
素について、検出リングを除いて同一符号を用いて示してある。図２に示す検出リング２
００が、単なるワッシャ状の円環状構造体であるのに対して、図１６に示す検出リング６
００は、４箇所に検出部Ｄ１～Ｄ４を有する円環状構造体である。このため、検出リング
６００に外力（力もしくはモーメント）が作用すると、前述したとおり、専ら、検出部Ｄ
１～Ｄ４に変形が集中することになる。
【０１１８】
　そこで、以下、各検出部Ｄ１～Ｄ４の構造とその変形態様についての説明を行う。図１
７は、図１３に示す検出リング６００の検出部Ｄ１～Ｄ４の詳細構造を示す部分断面図で
ある。４組の検出部Ｄ１～Ｄ４は、いずれも同一の構造を有している。図１７に示す検出
部Ｄは、これら４組の検出部Ｄ１～Ｄ４を代表するものであり、検出リング６００を、基
本環状路Ｂを含む円柱面で切断したときの断面部分を示している。図１７(a) は、外力が
作用していない状態、図１７(b) は、外力の作用により検出部Ｄに圧縮力ｆ１が作用した
状態、図１７(c) は、外力の作用により検出部Ｄに伸張力ｆ２が作用した状態をそれぞれ
示している。
【０１１９】
　図１７(a) に示すとおり、検出部Ｄの左右両脇には、連結部Ｌが位置している。この連
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結部Ｌは、４組の連結部Ｌ１～Ｌ４のいずれかに相当する。たとえば、図１７(a) に示す
検出部Ｄが、図１３に示されている第４の検出部Ｄ４の場合、その右脇に配置されている
連結部Ｌは、図１３に示す連結部Ｌ１に相当し、その左脇に配置されている連結部Ｌは、
図１３に示す連結部Ｌ４に相当する。
【０１２０】
　図示のとおり、検出部Ｄは、検出対象となる外力の作用により弾性変形を生じる第１の
変形部６１と、検出対象となる外力の作用により弾性変形を生じる第２の変形部６２と、
第１の変形部６１および第２の変形部６２の弾性変形により変位を生じる変位部６３と、
を有しており、左脇に配置された連結部Ｌの端部と右脇に配置された連結部Ｌの端部との
間に配置されている。
【０１２１】
　ここに示す例の場合、第１の変形部６１は、可撓性を有する第１の板状片によって構成
され、第２の変形部６２は、可撓性を有する第２の板状片によって構成され、変位部６３
は、第３の板状片によって構成されている。実際には、検出リング６００は、金属（ステ
ンレス、アルミニウムなど）や合成樹脂（プラスチックなど）といった同一材料からなる
構造体によって構成される。第１の板状片６１、第２の板状片６２、変位部６３は、連結
部Ｌに比べて肉厚の薄い板状の部材であるため可撓性を有することになる。
【０１２２】
　なお、ここに示す例の場合、変位部６３も肉厚の薄い板状の部材であるため可撓性を有
しているが、変位部６３は必ずしも可撓性をもった部材である必要はない（もちろん、可
撓性があってもよい）。変位部６３の役割は、外力が作用したときに変位を生じることで
あり、そのような変位を生じさせるには、第１の変形部６１および第２の変形部６２が可
撓性を有していれば足りる。したがって、変位部６３は、必ずしも肉厚の薄い板状の部材
によって構成する必要はなく、より肉厚の厚い部材であってもかまわない。一方、連結部
Ｌは、ある程度の可撓性を有していてもかまわないが、作用した外力によって、第１の変
形部６１および第２の変形部６２に効果的な変形を生じさせる上では、連結部Ｌはなるべ
く変形しない方が好ましい。
【０１２３】
　第１の変形部６１の外側端はこれに隣接する連結部Ｌに接続され、第１の変形部６１の
内側端は変位部６３に接続されている。また、第２の変形部６２の外側端はこれに隣接す
る連結部Ｌに接続され、第２の変形部６２の内側端は変位部６３に接続されている。図１
７(a) に示す例の場合、第１の変形部、第２の変形部、変位部は、それぞれ第１の板状片
６１、第２の板状片６２、第３の板状片６３によって構成されており、第１の板状片６１
の外側端（左端）は、左脇に配置された連結部Ｌの右端部に接続され、第１の板状片６１
の内側端（右端）は、第３の板状片６３の左端に接続され、第２の板状片６２の外側端（
右端）は、右脇に配置された連結部Ｌの左端部に接続され、第２の板状片６２の内側端は
、第３の板状片６３の右端に接続されている。
【０１２４】
　前述したとおり、検出部Ｄは、基本環状路Ｂ上に定義された検出点Ｒの位置に配置され
る。図１７(a) に示す法線Ｎは、検出点Ｒの位置に立てた、基本環状路Ｂを含む基本平面
（ＸＹ平面）に直交する法線であり、検出部Ｄは、この法線Ｎが中心にくるように配置さ
れている。また、図１７(a) の断面図において、第１の板状片６１および第２の板状片６
２は、法線Ｎに対して傾斜しており、かつ、第１の板状片６１の傾斜方向（右下がり）と
第２の板状片６２の傾斜方向（右上がり）とが逆向きとなっている。特に、図示の例の場
合、検出部Ｄの断面形状は法線Ｎに関して線対称となっており、第３の板状片６３の上下
両面は、ＸＹ平面に平行な面を構成している。
【０１２５】
　このように、基本環状路Ｂを含む断面に関して、法線Ｎに対する第１の板状片６１の傾
斜方向と第２の板状片６２の傾斜方向とが逆向きとなっているため、基本環状路Ｂに沿っ
た方向に圧縮力ｆ１が作用した場合と、伸張力ｆ２が作用した場合とでは、第３の板状片
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６３（変位部）の変位方向が逆になる。これは、後述するように、複数の容量素子を用い
た差分検出を行う上で好都合である。
【０１２６】
　すなわち、図１７(b) に示すとおり、検出部Ｄに対して基本環状路Ｂに沿った方向に圧
縮力ｆ１（図の白矢印）が作用した場合は、検出部Ｄには、横幅を縮める方向に応力が加
わることになるので、第１の板状片６１および第２の板状片６２の姿勢は、より垂直に立
った状態に変化する。その結果、第３の板状片６３（変位部）は、図に黒矢印で示すとお
り下方に変位する。一方、図１７(c) に示すとおり、検出部Ｄに対して基本環状路Ｂに沿
った方向に伸張力ｆ２（図の白矢印）が作用した場合は、検出部Ｄには、横幅を広げる方
向に応力が加わることになるので、第１の板状片６１および第２の板状片６２の姿勢は、
より水平に寝た状態に変化する。その結果、第３の板状片６３（変位部）は、図に黒矢印
で示すとおり上方に変位する。
【０１２７】
　以上、検出部Ｄに対して、基本環状路Ｂに沿った方向に圧縮力ｆ１もしくは伸張力ｆ２
が作用した場合の変形態様を説明したが、もちろん、それ以外の方向に外力が作用した場
合は、図１７とは異なる変形態様が生じることになる。たとえば、図１７(a) において、
右脇の連結部Ｌに対して図の上方に移動させる力を作用させ、同時に、左脇の連結部Ｌに
対して図の下方に移動させる力を作用させると、法線Ｎに関して非対称となる変形が生じ
る。ただ、後述するように、ここに示す基本的実施形態に係る力覚センサでは、実質的に
、図１７に示す変形態様のみを考慮しておけば、その動作原理の把握には十分である。
【０１２８】
　＜３－３．容量素子による検出原理＞
　本発明の基本的実施形態では、４組の検出部Ｄ１～Ｄ４において生じる変位部６３の変
位を利用して、作用した外力の向きおよび大きさを検出することになるが、変位部６３の
変位を検出するための検出素子として容量素子を利用する。別言すれば、本発明の基本的
実施形態に係る力覚センサは、図１６に示す基本構造部に、容量素子と検出回路とを付加
することにより構成される。
【０１２９】
　図１８は、図１３に示す検出リング６００の検出部Ｄ１～Ｄ４およびこれに対向する支
持基板３００の所定部分に電極を設けた詳細構造を示す部分断面図である。この図１８に
おいても、検出部Ｄは、４組の検出部Ｄ１～Ｄ４を代表するものであり、検出リング６０
０を、基本環状路Ｂを含む円柱面で切断したときの断面部分を示している。すなわち、図
１８の上段に示されている検出リング６００の一部分は、図１３(a) に示す検出リング６
００の一部分に対応する。
【０１３０】
　前述したとおり、外力（力もしくはモーメント）が作用していない状態において、第３
の板状片６３の両面は、基本環状路Ｂを含むＸＹ平面に平行な面を構成している。一方、
支持基板３００は、その上下両面がＸＹ平面に平行になるように配置されている。したが
って、図示のとおり、第３の板状片６３（変位部）と支持基板３００の対向面とは平行な
状態になっている。しかも、ここに示す実施例の場合、検出部Ｄの断面形状は法線Ｎに関
して線対称となっているため、図１７(b) ，(c) に示すような圧縮力ｆ１もしくは伸張力
ｆ２が作用した場合、第３の板状片６３（変位部）は、図の上下方向に平行移動する形で
変位を生じ、第３の板状片６３（変位部）と支持基板３００の対向面とは常に平行な状態
に維持される。もちろん、第３の板状片６３が、外力（ｆ１，ｆ２）によって変形する場
合は、上記平行状態は維持されなくなるが、それでも、後述する電極Ｅ１，Ｅ２間の距離
が外力（ｆ１，ｆ２）に基づいて変化すれば、検出動作上、何ら支障は生じない。
【０１３１】
　変位部の変位を検出するため、図示のとおり、支持基板３００の上面には、絶縁層Ｉ１
を介して固定電極Ｅ１が固定され、第３の板状片６３（変位部）の下面には、絶縁層Ｉ２
を介して変位電極Ｅ２が固定される。支持基板３００を固定状態に維持すれば、固定電極
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Ｅ１の位置は固定されるが、変位電極Ｅ２の位置は第３の板状片６３（変位部）の変位に
伴って変位する。図示のとおり、固定電極Ｅ１と変位電極Ｅ２とは互いに対向する位置に
配置されており、両者によって容量素子Ｃが構成される。ここで、第３の板状片６３（変
位部）が図の上下方向に移動すると、容量素子Ｃを構成する一対の電極間の距離が変動す
る。したがって、容量素子Ｃの静電容量値に基づいて、第３の板状片６３（変位部）の変
位方向（図の上方もしくは下方）および変位量を検出することができる。
【０１３２】
　具体的には、図１７(b) に示すように、検出部Ｄに圧縮力ｆ１が作用すると、両電極間
距離が縮み、容量素子Ｃの静電容量値は増加し、図１７(c) に示すように、検出部Ｄに伸
張力ｆ２が作用すると、両電極間距離が広がり、容量素子Ｃの静電容量値は減少する。図
１８には、検出部Ｄについて容量素子Ｃを形成した例が示されているが、もちろん、実際
には、図１３に示す４組の検出部Ｄ１～Ｄ４について、それぞれ固定電極Ｅ１と変位電極
Ｅ２とが設けられ、４組の容量素子Ｃ１～Ｃ４が形成されることになる。これら４組の容
量素子Ｃ１～Ｃ４を用いて、作用した個々の外力成分を検出する具体的な方法は、次の§
３－４で述べることにする。
【０１３３】
　なお、図１８に示す実施例では、変位電極Ｅ２を絶縁層Ｉ２を介して第３の板状片６３
（変位部）に固定しているが、これは、検出リング６００を金属などの導電性材料によっ
て構成したためである。同様に、固定電極Ｅ１を絶縁層Ｉ１を介して支持基板３００に固
定しているが、これは、支持基板３００を金属などの導電性材料によって構成したためで
ある。すなわち、図１６に示す基本構造部の場合、受力体１００、検出リング６００、支
持基板３００を、すべて金属などの導電性材料により構成しているため、変位電極Ｅ２を
、変位部６３の表面に絶縁層Ｉ２を介して形成し、固定電極Ｅ１を、支持基板３００の表
面に絶縁層Ｉ１を介して形成している。
【０１３４】
　したがって、検出リング６００（そのうち、少なくとも変位電極Ｅ２の形成面）を樹脂
などの絶縁材料によって構成した場合は、絶縁層Ｉ２を設ける必要はない。同様に、支持
基板３００（そのうち、少なくとも固定電極Ｅ１の形成面）を樹脂などの絶縁材料によっ
て構成した場合は、絶縁層Ｉ１を設ける必要はない。
【０１３５】
　また、検出リング６００を金属などの導電性材料により構成した場合は、検出リング６
００の下面の一部の領域を変位電極Ｅ２として利用することもできる。たとえば、図１８
に示す実施例において、検出リング６００を導電性材料により構成すれば、第３の板状片
６３（変位部）は導電性の板になるため、それ自身が変位電極としての機能を果たすこと
になる。このため、別途、変位電極Ｅ２を設ける必要はなくなる。この場合、電気的には
、検出リング６００の表面全体が同電位になるが、実際に４組の容量素子Ｃ１～Ｃ４の変
位電極Ｅ２としての機能を果たす部分は、個別に設けられた４組の固定電極Ｅ１に対向す
る領域のみということになる。したがって、４組の容量素子Ｃ１～Ｃ４はそれぞれ別個の
容量素子として振る舞うことになり、原理的な支障は生じない。
【０１３６】
　逆に、支持基板３００を金属などの導電性材料により構成した場合は、支持基板３００
の上面の一部の領域を固定電極Ｅ１として利用することもできる。たとえば、図１８に示
す実施例において、支持基板３００を導電性材料により構成すれば、その上面の一部が固
定電極としての機能を果たすことになる。このため、別途、固定電極Ｅ１を設ける必要は
なくなる。この場合、電気的には、支持基板３００の表面全体が同電位になるが、実際に
４組の容量素子Ｃ１～Ｃ４の固定電極Ｅ１としての機能を果たす部分は、個別に設けられ
た４組の変位電極Ｅ２に対向する領域のみということになる。したがって、４組の容量素
子Ｃ１～Ｃ４はそれぞれ別個の容量素子として振る舞うことになり、原理的な支障は生じ
ない。
【０１３７】
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　このように、検出リング６００を金属などの導電性材料により構成したり、あるいは、
支持基板３００を金属などの導電性材料により構成したりすれば、個別の変位電極Ｅ２や
個別の固定電極Ｅ１を設ける工程を省略することができるので、生産効率を更に向上させ
ることができる。
【０１３８】
　もっとも、このような省略構造を採ると、検出リング６００全体あるいは支持基板３０
０全体が共通の電極になり、意図していない様々な部分に浮遊容量が形成されることにな
る。このため、静電容量の検出値にノイズ成分が混入しやすくなり、検出精度が低下する
可能性がある。したがって、高精度の検出が要求される力覚センサの場合には、検出リン
グ６００や支持基板３００を導電性材料によって構成した場合であっても、図１８に示す
実施例のように、それぞれ絶縁層を介して、個別の変位電極Ｅ２および個別の固定電極Ｅ
１を設けるようにするのが好ましい。
【０１３９】
　なお、検出部Ｄの弾性変形のしやすさは、センサの検出感度を左右するパラメータにな
る。弾性変形しやすい検出部Ｄを用いれば、微小な外力でも検出可能な感度の高いセンサ
を実現することができるが、検出可能な外力の最大値は抑制されることになる。逆に、弾
性変形しにくい検出部Ｄを用いれば、検出可能な外力の最大値を大きくとることができる
が、感度は低下するため、微小な外力の検出はできなくなる。
【０１４０】
　検出部Ｄの弾性変形のしやすさは、第１の変形部６１（第１の板状片）および第２の変
形部６２（第２の板状片）の厚み（薄くするほど弾性変形しやすい）、幅（狭くするほど
弾性変形しやすい）、長さ（長くするほど弾性変形しやすい）などの形状に依存して決ま
り、更に、その材質にも依存して決まる。また、変位部６３（第３の板状片）を弾性変形
させる構造で検出部Ｄを設計することもできる。したがって、実用上は、力覚センサの用
途に応じて、検出部Ｄの各部の寸法や材質を適宜選択すればよい。
【０１４１】
　なお、前述したとおり、本願図面では、図示の便宜上、各部の実寸を無視して描いてあ
る。たとえば、図１８では、固定電極Ｅ１，変位電極Ｅ２の厚みや、絶縁層Ｉ１，絶縁層
Ｉ２の厚みが、各板状片６１，６２，６３の厚みとほぼ同じになるように描かれているが
、これら各電極や絶縁層は、蒸着やメッキによって構成することができ、その厚みは、数
μｍ程度に設定することができる。これに対して、各板状片６１，６２，６３の厚みは、
実用的な強度を考慮してより厚く設計するのが好ましく、たとえば、金属により構成する
場合であれば、１ｍｍ程度に設定するのが好ましい。
【０１４２】
　一方、図１６に示す受力体１００および支持基板３００は、外力を検出する原理上、弾
性変形を生じる部材である必要はない。むしろ、作用した外力が検出リング６００の変形
に１００％寄与するようにするためには、受力体１００および支持基板３００は、完全な
剛体である方が好ましい。図示の例において、受力体１００として環状構造体を用いた理
由は、弾性変形しやすくするためではなく、検出リング６００の外側に配置することによ
り、全体的に薄型の力覚センサを構成するためである。
【０１４３】
　すなわち、図１６に示す基本的実施形態の場合、受力体１００、検出リング６００、支
持基板３００は、いずれもＺ軸方向の厚みが小さな扁平構造体によって構成することがで
き、しかも受力体１００を検出リング６００の外側に配置する構造を採用しているため、
センサ全体の軸長（Ｚ軸方向の長さ）を短く設定することが可能になる。また、図１６に
示す基本的実施形態の場合、変位電極Ｅ２は、すべて検出リング６００の下面（４組の検
出部Ｄ１～Ｄ４の各変位部６３の下面）に配置すれば足りるので、生産効率を向上させる
効果が期待できる。
【０１４４】
　この効果は、図１２に例示されている先願力覚センサの容量素子の構成と比較すると容
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易に理解できよう。図１２に例示されている先願力覚センサでは、検出リング２００の内
周面に形成された変位電極Ｅ２１～Ｅ２４と、固定補助体３５０の外周面に形成された固
定電極Ｅ１１～Ｅ１４とによって４組の容量素子が形成され、更に、検出リング２００の
下面に形成された変位電極Ｅ２５～Ｅ２８と、支持基板３００の上面に形成された固定電
極Ｅ１５～Ｅ１８とによって４組の容量素子が形成される。
【０１４５】
　このように、水平面に沿った電極と垂直面に沿った電極との双方を形成するためには、
それなりに手間のかかる工程が必要になり、しかも、その位置調整に多大な作業負担が必
要になり、生産効率の低下は免れない。たとえば、固定補助体３５０の中心軸がＺ軸から
わずかにずれただけで、固定電極Ｅ１１～Ｅ１４の位置が変動し、容量素子の静電容量値
に変動が生じることになる。もちろん、検出リング２００の中心軸がＺ軸からわずかにず
れた場合も同様である。したがって、当該先願力覚センサの製造プロセスでは、固定補助
体３５０および検出リング２００を取り付ける際に、中心軸の位置合わせを高い精度で行
う必要がある。
【０１４６】
　これに対して、図１６に示す基本構造部を用いた力覚センサの場合、４組の検出部Ｄ１
～Ｄ４の各変位部６３の下面にそれぞれ変位電極Ｅ２を形成し、支持基板３００上の対向
位置にそれぞれ固定電極Ｅ１を形成すればよい。いずれの電極も水平面に沿った電極とな
り、一般的な成膜工程を利用すれば正確な厚み制御が可能である。しかも、各電極は、水
平方向に関しては、形成位置についての厳密な精度は要求されない。また、変位電極Ｅ２
とこれに対向する固定電極Ｅ１との間の間隔は、固定部材５１０，５２０の高さ寸法によ
って規定されることになるので、各電極の垂直方向に関する位置精度は容易に確保できる
。このため、商業的量産を行う場合であっても、個々の容量素子ごとに対向電極が平行に
なるようにするとともに、複数の容量素子についての電極間隔が互いに等しくなるような
調整を行うことは容易である。このような理由により、ここで述べる基本的実施形態に係
る力覚センサは、高い生産効率を確保することができる。
【０１４７】
　なお、図１８に示す実施例の場合、変位電極Ｅ２のサイズ（平面的なサイズ、すなわち
、ＸＹ平面への投影像の占有面積）に比べて、固定電極Ｅ１のサイズ（平面的なサイズ、
すなわち、ＸＹ平面への投影像の占有面積）の方が大きく設定されている。これは、変位
電極Ｅ２が図の左右方向や図の紙面に垂直な方向（ＸＹ平面に沿った方向）に変位したと
しても、固定電極Ｅ１に対する変位電極Ｅ２の対向面積に変化が生じないようにするため
の配慮である。別言すれば、変位電極Ｅ２が三次元のどの方向に変位したとしても、両電
極の位置関係が平行に維持されている限り、容量素子Ｃの実効面積は、常に一定に維持さ
れる。
【０１４８】
　図１９は、このように、固定電極Ｅ１に対する変位電極Ｅ２の相対位置が変化した場合
にも、容量素子Ｃの実効面積が一定に維持される原理を示す図である。いま、図１９(a) 
に示すように、一対の電極ＥＬ，ＥＳを互いに対向するように配置した場合を考える。両
電極ＥＬ，ＥＳは、互いに所定間隔をおいて平行になるように配置されており、容量素子
を構成している。ただ、電極ＥＬは電極ＥＳに比べて面積が大きくなっており、電極ＥＳ
の輪郭を電極ＥＬの表面に投影して正射影投影像を形成した場合、電極ＥＳの投影像は、
電極ＥＬの表面内に完全に含まれる。この場合、容量素子としての実効面積は、電極ＥＳ
の面積になる。
【０１４９】
　図１９(b) は、図１９(a) に示す一対の電極ＥＳ，ＥＬの側面図である。図にハッチン
グを施した領域は、実質的な容量素子としての機能を果たす部分であり、容量素子として
の実効面積は、このハッチングを施した電極の面積（すなわち、電極ＥＳの面積）という
ことになる。
【０１５０】
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　いま、図に一点鎖線で示すような鉛直面Ｕを考える。電極ＥＳ，ＥＬは、いずれも鉛直
面Ｕに平行になるように配置されている。ここで、電極ＥＳを鉛直面Ｕに沿って垂直上方
に移動させたとすると、電極ＥＬ側の対向部分は上方に移動するものの、当該対向部分の
面積に変わりはない。電極ＥＳを下方に移動させても、紙面の奥方向や手前方向に移動さ
せても、やはり電極ＥＬ側の対向部分の面積は変わらない。
【０１５１】
　要するに、面積が小さい方の電極ＥＳの輪郭を、面積が大きい方の電極ＥＬの表面に投
影して正射影投影像を形成した場合、電極ＥＳの投影像が、電極ＥＬの表面内に完全に含
まれる状態を維持している限り、両電極によって構成される容量素子の実効面積は、電極
ＥＳの面積に等しくなり、常に一定になる。
【０１５２】
　したがって、図１８に示す変位電極Ｅ２と固定電極Ｅ１との関係が、図１９に示す電極
ＥＳと電極ＥＬとの関係と同様の関係になっていれば、外力の作用によって、変位電極Ｅ
２がどの方向に変位したとしても、変位電極Ｅ２と固定電極Ｅ１との間に平行が保たれて
いる限り、容量素子Ｃを構成する一対の電極の実効対向面積は一定になる。これは、容量
素子Ｃの静電容量値の変化が、専ら、変位電極Ｅ２と固定電極Ｅ１との距離に応じて生じ
ることを意味する。別言すれば、容量素子Ｃの静電容量値の変化は、変位部６３の法線Ｎ
に沿った方向への変位にのみ依存して生じることになり、法線Ｎに直交する方向への変位
には依存しないことを意味する。これは、上述した原理に基づいて、作用した外力を正確
に検出する上で役立つ。
【０１５３】
　このように、検出素子として容量素子を用いる実施形態では、検出リング６００に対し
て所定の外力が作用した結果、固定電極Ｅ１に対して変位電極Ｅ２が平行移動した場合に
も、容量素子Ｃを構成する一対の電極の実効対向面積が変化しないように、固定電極Ｅ１
および変位電極Ｅ２のうちの一方の面積を他方の面積よりも大きく設定しておくのが好ま
しい。なお、図１９には、２枚の電極ＥＬ，ＥＳとして、矩形状の電極を用いた例を示し
たが、本発明に係る力覚センサに用いる変位電極Ｅ２および固定電極Ｅ１の形状は任意で
あり、たとえば、円形の電極を用いるようにしてもかまわない。
【０１５４】
　＜３－４．個々の外力成分の具体的な検出方法＞
　続いて、図１６に示す基本構造部を用いた力覚センサについて、支持基板３００を固定
した状態において、受力体１００に各座標軸方向の力Ｆｘ，Ｆｙ，Ｆｚおよび各座標軸ま
わりのモーメントＭｘ，Ｍｙ，Ｍｚが作用した場合の動作を考えてみよう。図１８に例示
したとおり、各検出部Ｄの下面（変位部６３の下面）には変位電極Ｅ２が配置され、支持
基板３００の上面の対向部分には固定電極Ｅ１が配置される。そして、これら一対の電極
Ｅ１，Ｅ２によって容量素子Ｃが形成される。そこで、ここでは、４組の検出部Ｄ１～Ｄ
４について形成された容量素子を、それぞれ容量素子Ｃ１～Ｃ４と呼ぶことにし、これら
各容量素子Ｃ１～Ｃ４の静電容量値を、同じ符号Ｃ１～Ｃ４で示すことにする。
【０１５５】
　受力体１００に外力Ｆｘ，Ｆｙ，Ｆｚ，Ｍｘ，Ｍｙ，Ｍｚが加えられた場合の各容量素
子Ｃ１～Ｃ４の静電容量値の変動量（増減の程度）は、図２０のテーブルに示すようにな
る。このテーブルにおいて、「＋」は静電容量値が増加する（容量素子Ｃの電極間隔が減
少する）ことを示し、「－」は静電容量値が減少する（容量素子Ｃの電極間隔が増加する
）ことを示している。また、「＋＋」は静電容量値の増加の程度が「＋」に比べて大きい
ことを示し、「（＋）」は静電容量値の増加の程度が「＋」に比べて小さいことを示す。
同様に、「－－」は静電容量値の減少の程度が「－」に比べて大きいことを示し、「（－
）」は静電容量値の増加の程度が「－」に比べて小さいことを示す。
【０１５６】
　もっとも、各静電容量値の増減の絶対値は、実際には、検出リング６００の各部の寸法
や厚み、特に、検出部Ｄを構成する板状片６１，６２，６３の寸法や厚みに依存した量に
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なるので、本願に示すテーブルにおける「（＋）」，「＋」，「＋＋」の相違や、「（－
）」，「－」，「－－」の相違は、あくまでも相対的なものである。特に、力Ｆｘ，Ｆｙ
，Ｆｚ（単位：Ｎ）とモーメントＭｘ，Ｍｙ，Ｍｚ（単位：Ｎ・ｍ）とは、異なる物理量
であり、直接比較することはできない。
【０１５７】
　図２０のテーブルは、受力体１００の外周部に、同じ大きさの力をそれぞれの方向（Ｆ
ｘ，Ｆｙ，Ｆｚ，Ｍｘ，Ｍｙ，Ｍｚの外力として作用する方向）に加えた場合の実測値に
基づいて作成したものである。したがって、モーメントの値は、受力体１００の外周部に
加えた力に、受力体１００の外周部の半径を乗じた値として換算されることになる。図２
０のテーブルは、このような換算値に基づいて、絶対値が５未満である場合は「（＋）」
，「（－）」で示し、絶対値が５以上５０未満である場合は「＋」，「－」で示し、絶対
値が５０以上である場合は「＋＋」，「－－」で示したものである。
【０１５８】
　この図２０のテーブルに示すような結果が得られることは、図４～図７に示す先願力覚
センサにおける検出リング２００の変形態様を参照することにより、図１６に示す検出リ
ング６００の検出部Ｄ１～Ｄ４の各位置にどのような応力が作用するかを認識した上で、
図１７に示す変位部６３の変位方向を考慮すれば理解できよう。検出リング２００と検出
リング６００とは、検出部Ｄ１～Ｄ４の構造部分において相違するが、いずれも円環状の
リングであり、Ｙ軸上の固定点Ｐ１，Ｐ２を固定した状態において、Ｘ軸上の作用点Ｑ１
，Ｑ２に外力の作用を受けて変形する点は共通する。したがって、検出リング６００の検
出部Ｄ１～Ｄ４の位置に加わる応力は、図４～図７に示す検出リング２００の対応位置に
加わる応力と同様になる。
【０１５９】
　たとえば、受力体１００に対してＸ軸正方向の力＋Ｆｘが作用すると、検出リング２０
０は、図４に示すように変形し、点Ｐ１－Ｑ１間および点Ｐ２－Ｑ１間には伸張力ｆ２が
作用し、点Ｐ１－Ｑ２間および点Ｐ２－Ｑ２間には圧縮力ｆ１が作用する。したがって、
図１６に示す検出リング６００の場合、検出部Ｄ１，Ｄ４には伸張力ｆ２が作用し、図１
７(c) に示すように変位部６３が上方に移動し、静電容量値Ｃ１，Ｃ４は減少する。一方
、検出部Ｄ２，Ｄ３には圧縮力ｆ１が作用し、図１７(b) に示すように変位部６３が下方
に移動し、静電容量値Ｃ２，Ｃ３は増加する。図２０のテーブルにおけるＦｘの行の各欄
は、このような結果を示すものである。
【０１６０】
　同様に、受力体１００に対してＹ軸正方向の力＋Ｆｙが作用すると、点Ｐ１－Ｑ１間お
よび点Ｐ１－Ｑ２間には圧縮力ｆ１が作用し、点Ｐ２－Ｑ１間および点Ｐ２－Ｑ２間には
伸張力ｆ２が作用する。したがって、図１６に示す検出リング６００の場合、検出部Ｄ１
，Ｄ２には圧縮力ｆ１が作用し、静電容量値Ｃ１，Ｃ２は増加する。一方、検出部Ｄ３，
Ｄ４には伸張力ｆ２が作用し、静電容量値Ｃ３，Ｃ４は減少する。図２０のテーブルにお
けるＦｙの行の各欄は、このような結果を示すものである。
【０１６１】
　また、受力体１００に対してＺ軸正方向の力＋Ｆｚが作用すると、検出リング２００は
、図５に示すように変形する。したがって、図１６に示す検出リング６００の場合、４組
の検出部Ｄ１～Ｄ４は、いずれも上方（Ｚ軸正方向）へと移動する。このため、４組の容
量素子Ｃ１～Ｃ４の電極間隔はいずれも広がり、静電容量値Ｃ１～Ｃ４は減少する。図２
０のテーブルにおけるＦｚの行の各欄は、このような結果を示すものである。なお、固定
点Ｐ１，Ｐ２の位置は変動しないため、検出部Ｄ１～Ｄ４はＸＹ平面に対して若干傾斜す
ることになり、各容量素子Ｃ１～Ｃ４を形成する一対の電極は平行ではなくなる。このた
め、一対の電極の実効対向面積がわずかに変動することになるが、静電容量値Ｃ１～Ｃ４
は主として電極間距離の変動の影響を受ける。
【０１６２】
　一方、受力体１００に対してＹ軸正まわりのモーメント＋Ｍｙが作用すると、検出リン
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グ２００は、図６に示すように変形し、図の右半分は下方へ変位し、図の左半分は上方へ
変位する。したがって、図１６に示す検出リング６００の場合、図の右半分に位置する検
出部Ｄ１，Ｄ４は下方へ変位し、図の左半分に位置する検出部Ｄ２，Ｄ３は上方へ変位す
る。このため、容量素子Ｃ１，Ｃ４の電極間隔は小さくなり、静電容量値Ｃ１，Ｃ４は増
加する。また、容量素子Ｃ２，Ｃ３の電極間隔は大きくなり、静電容量値Ｃ２，Ｃ３は減
少する。図２０のテーブルにおけるＭｙの行の各欄は、このような結果を示すものである
。
【０１６３】
　同様に、受力体１００に対してＸ軸正まわりのモーメント＋Ｍｘが作用すると、図１６
に示す検出リング６００の場合、図の下半分に位置する検出部Ｄ３，Ｄ４は下方へ変位し
、図の上半分に位置する検出部Ｄ１，Ｄ２は上方へ変位する。このため、容量素子Ｃ３，
Ｃ４の電極間隔は小さくなり、静電容量値Ｃ３，Ｃ４は増加する。また、容量素子Ｃ１，
Ｃ２の電極間隔は大きくなり、静電容量値Ｃ１，Ｃ２は減少する。図２０のテーブルにお
けるＭｘの行の各欄は、このような結果を示すものである。
【０１６４】
　なお、モーメント＋Ｍｘ，＋Ｍｙが作用した場合も、検出部Ｄ１～Ｄ４はＸＹ平面に対
して若干傾斜することになるので、各容量素子Ｃ１～Ｃ４を形成する一対の電極は平行で
はなくなる。このため、一対の電極の実効対向面積がわずかに変動することになるが、静
電容量値Ｃ１～Ｃ４は主として電極間距離の変動の影響を受ける。
【０１６５】
　最後に、受力体１００に対してＺ軸正まわりのモーメント＋Ｍｚが作用すると、検出リ
ング２００は、図７に示すように変形し、点Ｐ１－Ｑ１間および点Ｐ２－Ｑ２間には圧縮
力ｆ１が作用し、点Ｐ１－Ｑ２間および点Ｐ２－Ｑ１間には伸張力ｆ２が作用する。した
がって、図１６に示す検出リング６００の場合、検出部Ｄ１，Ｄ３には圧縮力ｆ１が作用
し、静電容量値Ｃ１，Ｃ３は増加する。一方、検出部Ｄ２，Ｄ４には伸張力ｆ２が作用し
、静電容量値Ｃ２，Ｃ４は減少する。図２０のテーブルにおけるＭｚの行の各欄は、この
ような結果を示すものである。
【０１６６】
　図２０のテーブルにおいて、Ｆｘの行およびＦｙの行の各欄が「（＋）」もしくは「（
－）」になっているのは、Ｆｘ，Ｆｙが作用した場合はＦｚ，Ｍｚが作用した場合と比べ
て、各検出部Ｄ１～Ｄ４の変位部６３に生じる変位量が小さいためである。一方、Ｍｘの
行およびＭｙの行の各欄が「＋＋」もしくは「－－」になっているのは、Ｍｘ，Ｍｙが作
用した場合は、図６に示すように検出リングが大きく傾斜し、変位電極Ｅ２が大きく変位
するためである。
【０１６７】
　なお、図２０のテーブルは、正方向の力および正まわりのモーメントが作用した場合の
結果を示しているが、負方向の力および負まわりのモーメントが作用した場合は、「＋」
と「－」が逆転した結果が得られることになる。
【０１６８】
　本発明の基本的実施形態（第１の実施形態）に係る力覚センサは、図１６に示す基本構
造部に、４組の容量素子Ｃ１～Ｃ４（４組の変位電極と４組の固定電極）と検出回路とを
付加したものである。この力覚センサは、各検出部Ｄ１～Ｄ４に配置した容量素子Ｃ１～
Ｃ４の静電容量値の変化を電気的に検出することにより、特定箇所の変位を測定し、作用
した力およびモーメントの向きと大きさを検出する機能を有している。ここでは、この力
覚センサによる各座標軸に関する力およびモーメントの検出原理と、具体的な検出回路の
一例を示しておく。
【０１６９】
　前述したとおり、この力覚センサでは、受力体１００に外力Ｆｘ，Ｆｙ，Ｆｚ，Ｍｘ，
Ｍｙ，Ｍｚが加えられた場合、各容量素子Ｃ１～Ｃ４の静電容量値は、図２０のテーブル
に示すような変動を生じる。ここで、「（＋）」および「（－）」は、「＋」および「－
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」に比べて変動量が小さいので、近似的に０と取り扱うことにしよう。すると、図２０の
テーブルは、近似的に図２１のテーブルに置き換えられる。この図２１のテーブルを前提
とすれば、受力体１００に作用した外力の４軸成分Ｆｚ，Ｍｘ，Ｍｙ，Ｍｚは、図２２に
示す演算式によって算出することができる。
【０１７０】
　まず、Ｚ軸方向の力Ｆｚについては、図２１のテーブルのＦｚの行の各欄を参照すれば
、Ｆｚ＝－（Ｃ１＋Ｃ２＋Ｃ３＋Ｃ４）なる演算によって得られることが理解できよう。
しかも、この演算式を用いれば、Ｆｚ以外の他軸成分が存在しても、相互に相殺されてし
まうことがわかる。たとえば、Ｍｘ，Ｍｙ，Ｍｚの行の各欄の結果をそれぞれ上記演算式
に代入して計算すると、いずれもＦｚ＝０なる結果が得られる。したがって、上記演算式
によって得られた値Ｆｚは、他軸成分を含まないＺ軸方向の力成分Ｆｚのみを示す値にな
る。これは、各検出部Ｄ１～Ｄ４および各容量素子Ｃ１～Ｃ４の構造が、ＸＺ平面および
ＹＺ平面の双方に関して対称性を有しているためである。
【０１７１】
　次に、Ｘ軸まわりのモーメントＭｘについては、図２１のテーブルのＭｘの行の各欄を
参照すれば、Ｍｘ＝－Ｃ１－Ｃ２＋Ｃ３＋Ｃ４なる演算によって得られることが理解でき
よう。同様に、Ｙ軸まわりのモーメントＭｙについては、図２１のテーブルのＭｙの行の
各欄を参照すれば、Ｍｙ＝＋Ｃ１－Ｃ２－Ｃ３＋Ｃ４なる演算によって得られることにな
り、Ｚ軸まわりのモーメントＭｚについては、図２１のテーブルのＭｚの行の各欄を参照
すれば、Ｍｚ＝＋Ｃ１－Ｃ２＋Ｃ３－Ｃ４なる演算によって得られることになる。いずれ
の演算式でも、他軸成分は相互に相殺されてしまうため、他軸成分を含まない成分のみが
得られる。
【０１７２】
　結局、図２２に示す４本の演算式を用いれば、４軸成分Ｆｚ，Ｍｘ，Ｍｙ，Ｍｚの値を
他軸成分の干渉なしに検出することが可能になる。もちろん、図２１のテーブルは、図２
０のテーブルにおける「（＋）」および「（－）」の欄を０とする近似を行って得られた
ものなので、実際には、若干の他軸成分が検出誤差として混入する。しかしながら、当該
誤差が許容範囲内となる用途に利用される力覚センサであれば、実用上、支障は生じない
。
【０１７３】
　図２３は、図２２に示す演算式に基づいて、力ＦｚおよびモーメントＭｘ，Ｍｙ，Ｍｚ
の４軸成分を示す電気信号を出力する検出回路の一例を示す回路図である。この回路図に
示す容量素子Ｃ１～Ｃ４は、各検出部Ｄ１～Ｄ４に設けられた容量素子Ｃ１～Ｃ４である
。各容量素子Ｃ１～Ｃ４は、固定電極Ｅ１と変位電極Ｅ２とによって構成されている（図
１８参照）。この回路では、４組の固定電極Ｅ１を相互に接続して共通の接地電位となる
ようにし、４組の変位電極Ｅ２をそれぞれ電気的に独立した電極としている。したがって
、図２３の回路図では、固定電極については、いずれも同じ符号Ｅ１で示し、変位電極に
ついては、Ｅ２（Ｄ１），Ｅ２（Ｄ２），Ｅ２（Ｄ３），Ｅ２（Ｄ４）なる個別の符号で
示してある。逆に、４組の変位電極Ｅ２を相互に接続し、４組の固定電極Ｅ１をそれぞれ
電気的に独立した電極にしてもかまわない。
【０１７４】
　Ｃ／Ｖ変換回路１１～１４は、それぞれ容量素子Ｃ１～Ｃ４の静電容量値Ｃ１～Ｃ４を
、電圧値Ｖ１～Ｖ４に変換する回路であり、変換後の電圧値Ｖ１～Ｖ４は、それぞれ各静
電容量値Ｃ１～Ｃ４に対応した値になる。加減算演算器１５～１８は、それぞれ図２２に
示す演算式に基づく演算を行い、その結果を出力端子Ｔ１～Ｔ４に出力する機能を有する
。かくして、出力端子Ｔ１～Ｔ４には、４軸成分Ｆｚ，Ｍｘ，Ｍｙ，Ｍｚに対応する電圧
値が出力される。もちろん、加減算演算器１５～１８の代わりにマイクロプロセッサを用
いて演算を行うようにしてもよい。
【０１７５】
　結局、図１６に示す基本構造部の４組の検出部Ｄ１～Ｄ４の各位置に、図１８に示すよ
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うな容量素子Ｃを付加し、更に、図２３に示す検出回路を用意すれば、４軸成分Ｆｚ，Ｍ
ｘ，Ｍｙ，Ｍｚの値を検出可能な力覚センサを実現することができる。ここで、４組の容
量素子（検出素子）は、いずれも検出リング６００の下面（変位部６３の下面）に形成さ
れた変位電極Ｅ２と、支持基板３００の上面に形成された固定電極Ｅ１と、によって構成
できるため、製造プロセスが単純化される。
【０１７６】
　また、各容量素子Ｃ１～Ｃ４を構成する一対の電極（固定電極Ｅ１と変位電極Ｅ２）の
電極間距離は、図１６に示す固定部材５１０，５２０の高さ寸法によって規定されるので
、十分な精度を容易に確保できる。このため、電極間隔を調整するための複雑な作業は不
要になり、商業的量産を行う場合であっても、高い生産効率を確保することができる。
【０１７７】
　もちろん、この力覚センサでは、Ｆｘ，Ｆｙの検出を行うことはできず、また、前述し
たとおり、図２１に示す近似テーブルに基く検出が行われるため、他軸成分の混入が若干
生じることになる。しかしながら、４軸成分Ｆｚ，Ｍｘ，Ｍｙ，Ｍｚもしくはその一部の
成分が検出できれば十分であり、上記近似に基づく誤差が許容範囲内の用途であれば、こ
の力覚センサは産業上十分に利用可能である。なお、６軸成分Ｆｘ，Ｆｙ，Ｆｚ，Ｍｘ，
Ｍｙ，Ｍｚのすべてを検出可能な力覚センサや、より正確な検出値を得ることが可能な力
覚センサについては、別な実施形態として§５以降で述べることにする。
【０１７８】
　＜＜＜　§４．　本発明に係る力覚センサの本質的特徴　＞＞＞
　本発明に係る力覚センサは、ＸＹＺ三次元直交座標系における各座標軸方向の力および
各座標軸まわりのモーメントのうち、少なくとも１軸に関する力もしくはモーメントを検
出する力覚センサである。§３で述べた基本的実施形態に係る力覚センサは、その一例で
あり、４軸成分Ｆｚ，Ｍｘ，Ｍｙ，Ｍｚを検出する機能を有している。ここでは、§３で
述べた力覚センサを参照しながら、本発明に係る力覚センサの本質的特徴を説明しておく
。
【０１７９】
　本発明に係る力覚センサは、検出対象となる力もしくはモーメントの作用を受ける受力
体と、少なくとも一部が弾性変形を生じる構造を有する検出リングと、この検出リングを
支持する支持体と、を有しており、受力体および支持体の一方に負荷がかかった状態にお
いて他方に作用した力もしくはモーメントを検出する機能を有する。§３で述べた基本的
実施形態の場合、支持基板３００を支持体として用いているが、支持体は必ずしも基板状
の構造体である必要はなく、任意形状をした部材でかまわない。また、受力体１００も必
ずしも円環状部材にする必要はなく、任意形状をした部材でかまわない。
【０１８０】
　ただ、板状の支持基板３００を支持体として用い、その他の部材を支持基板３００の上
方に配置し、受力体１００を環状部材とし、検出リング６００の外側に配置する形態を採
ると、全体的に薄型のセンサを実現することができるので、薄型化を図る上では、支持基
板３００を支持体として用い、受力体１００を環状部材とするのが好ましい。
【０１８１】
　検出リング６００は、本発明において最も重要な役割を果たす構成要素であり、所定の
基本環状路Ｂに沿って伸びる環状構造を有している。この基本環状路Ｂ上には、検出点Ｒ
が定義される。図１３に示す検出リング６００の場合、図１５に示すように、基本環状路
Ｂ上に４つの検出点Ｒ１～Ｒ４が定義されている。この検出リング６００は、図１４に示
すように、各検出点Ｒ１～Ｒ４に位置する検出部Ｄ１～Ｄ４と、個々の検出部の両側に位
置する連結部Ｌ１～Ｌ４と、を有している。
【０１８２】
　図１６に示すとおり、受力体１００を検出リング６００の作用点Ｑ１，Ｑ２の位置に接
続する接続部材４１０，４２０と、検出リング６００の固定点Ｐ１，Ｐ２の位置を支持体
（支持基板３００）に固定する固定部材５１０，５２０と、が設けられる。ここで、各作
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用点Ｑ１，Ｑ２および各固定点Ｐ１，Ｐ２は、連結部Ｌ１～Ｌ４の互いに異なる位置に配
置される。
【０１８３】
　検出部Ｄ１～Ｄ４は、作用点Ｑ１，Ｑ２と固定点Ｐ１，Ｐ２との間に力が作用したとき
に、作用した力に基づいて少なくとも一部が弾性変形を生じる構造を有している。図１７
に例示した検出部Ｄは、３枚の板状片６１，６２，６３によって構成されているため、全
体が弾性変形を生じる部材になるが、たとえば、変位部６３については厚みを増して、弾
性変形が生じない部材にしてもかまわない。
【０１８４】
　本発明に係る力覚センサには、更に、検出部Ｄ１～Ｄ４に生じた弾性変形を検出する検
出素子とこの検出素子の検出結果に基づいて、受力体１００および支持体（支持基板３０
０）の一方に負荷がかかった状態において他方に作用した力もしくはモーメントを示す電
気信号を出力する検出回路が備わっている。
【０１８５】
　§３で述べた基本的実施形態の場合、図１８に示すように、検出部Ｄの所定位置に固定
された変位電極Ｅ２と、支持体（支持基板３００）の変位電極Ｅ２に対向する位置に固定
された固定電極Ｅ１と、を有する容量素子Ｃによって検出素子を構成している。ここで、
変位電極Ｅ２は、検出部Ｄに生じた弾性変形に基づいて固定電極Ｅ１に対して変位を生じ
る位置（具体的には、図１８に示す例の場合、変位部６３の下面）に配置されている。そ
して、検出回路は、図２３に例示するように、各容量素子Ｃ１～Ｃ４の静電容量値の変動
に基づいて、作用した力もしくはモーメントを示す電気信号を出力する。
【０１８６】
　なお、§３で述べた基本的実施形態では、便宜上、支持基板３００（支持体）を固定し
た状態において、受力体１００に作用した力もしくはモーメントを検出するという説明を
行ったが、逆に、受力体１００を固定した状態において、支持基板３００（支持体）に作
用した力もしくはモーメントを検出することにしても、その動作原理は作用反作用の法則
により同じになる。
【０１８７】
　本願では、便宜上、一方を支持体（支持基板３００）、他方を受力体１００と呼び、支
持体を固定した状態において受力体に加わった力もしくはモーメントを検出する検出動作
についてのみ説明するが、支持体と受力体とを入れ替えても検出原理上の差は生じない。
したがって、たとえば、図１６に示す基本構造部において、円環状の部材１００を支持体
と解釈し、基板状の部材３００を受力体と解釈しても、力覚センサの動作原理に相違はな
い（この場合、点Ｐ１，Ｐ２が作用点、点Ｑ１，Ｑ２が固定点になる）。
【０１８８】
　図１６に示す例では、検出リング６００は、ＸＹ平面を水平面にとり、Ｚ軸を垂直上方
に向かう軸としたときに、Ｚ軸を中心軸としてＸＹ平面に位置する基本環状路Ｂに沿って
伸びる円環状構造を有している。そして、支持体は、この検出リング６００の下方に所定
間隔をおいて配置された支持基板３００によって構成されている。このような配置を採用
すると、個々の変位電極Ｅ２を検出部Ｄ１～Ｄ４の下面に固定し、個々の固定電極Ｅ１を
支持基板３００の上面に固定することにより、容量素子Ｃ１～Ｃ４を構成することができ
るので、電極間隔の調整作業が容易になり、生産効率を向上させることができる。
【０１８９】
　また、この基本的実施形態では、図１７に示すとおり、検出部Ｄが、検出対象となる力
もしくはモーメントの作用により弾性変形を生じる第１の変形部６１および第２の変形部
６２と、第１の変形部６１および第２の変形部６２の弾性変形により変位を生じる変位部
６３とを有している。ここで、第１の変形部６１の外側端はこれに隣接する連結部Ｌに接
続され、内側端は変位部６３に接続されている。また、第２の変形部６２の外側端はこれ
に隣接する連結部Ｌに接続され、内側端は変位部６３に接続されている。このため、変位
部６３の下面は、支持基板３００の上面に対して平行な面になり、図１８に示す例のよう
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に、変位部６３の下面に変位電極Ｅ２を形成し、支持基板３００の上面に固定基板Ｅ１を
形成すれば、一対の平行電極からなる容量素子Ｃを構成することができる。
【０１９０】
　図１３に示す検出リング６００には、４組の検出部Ｄ１～Ｄ４が設けられているため、
前述したように、合計４組の容量素子Ｃ１～Ｃ４（検出素子）が形成されることになる。
ただ、本発明を実施する上で、検出部Ｄの数ｎは必ずしも４組に限定されるものではなく
、少なくとも１組の検出部Ｄが設けられていれば足りる。
【０１９１】
　もっとも、１組の検出部Ｄだけでは、検出対象となる軸成分が限定され、十分な検出精
度も得られないので、実用上は、検出部Ｄの数ｎ（検出点Ｒの数ｎ）をｎ≧２に設定し、
複数の検出部Ｄを設けるのが好ましい。別言すれば、基本環状路Ｂ上に、複数ｎ個（ｎ≧
２）の検出点Ｒ１，Ｒ２，... ，Ｒｎを定義し、各検出点にそれぞれ検出部を配置して、
ｎ個の検出部Ｄ１，Ｄ２，... ，Ｄｎとｎ個の連結部Ｌ１，Ｌ２，... ，Ｌｎとを、基本
環状路Ｂに沿って交互に配置することにより、検出リングを構成するのが好ましい。
【０１９２】
　また、実用上は、検出部Ｄの数ｎを偶数に設定し、基本環状路Ｂ上に偶数ｎ個の検出点
を定義し、各検出点にそれぞれ検出部を配置し、偶数ｎ個の検出部と偶数ｎ個の連結部と
を、基本環状路Ｂに沿って交互に配置することにより、検出リングを構成するのが好まし
い。これは、偶数ｎ個の検出部を設けるようにすれば、ＸＹＺ三次元直交座標系において
、ＸＺ平面およびＹＺ平面の双方に関して対称性をもった基本構造部を構成することが可
能になり、他軸成分の干渉を排除し、検出回路によって行う演算処理を単純化するメリッ
トが得られるためである。
【０１９３】
　この場合、偶数ｎ個の連結部に対して、基本環状路Ｂに沿って所定の起点から順に番号
を付与したときに、作用点Ｑ１，Ｑ２，... が奇数番目の連結部に配置され、固定点Ｐ１
，Ｐ２，... が偶数番目の連結部に配置されているようにするのが好ましい。そうすれば
、各固定点Ｐを固定した状態において、各作用点Ｑに作用した外力を各検出部Ｄに効率的
に伝達させることができ、効率良い検出動作が実現できる。
【０１９４】
　たとえば、検出点Ｒの数ｎをｎ＝２に設定した場合、基本環状路Ｂに沿って、第１の連
結部Ｌ１、第１の検出部Ｄ１、第２の連結部Ｌ２、第２の検出部Ｄ２を、この順序で配置
することにより検出リングを構成することができる。この場合、作用点Ｑ１を第１の連結
部Ｌ１に配置し、固定点Ｐ１を第２の連結部Ｌ２に配置すればよい。
【０１９５】
　§３で述べた基本的実施形態に係る力覚センサは、検出点Ｒの数ｎをｎ＝４に設定した
より実用的な実施例である。すなわち、図１５に示すとおり、ＸＹ平面において、原点Ｏ
を中心としてＸ軸を反時計まわりに４５°回転させた座標軸としてＶ軸を定義し、原点Ｏ
を中心としてＹ軸を反時計まわりに４５°回転させた座標軸としてＷ軸を定義した場合に
、第１の検出点Ｒ１が正のＶ軸上、第２の検出点Ｒ２が正のＷ軸上、第３の検出点Ｒ３が
負のＶ軸上、第４の検出点Ｒ４が負のＷ軸上に配置されている。
【０１９６】
　その結果、図１４に示すとおり、４組の検出部Ｄ１～Ｄ４は、Ｖ軸上もしくはＷ軸上に
配置されることになる。そして、基本環状路Ｂに沿って反時計まわりに、第１の連結部Ｌ
１、第１の検出部Ｄ１、第２の連結部Ｌ２、第２の検出部Ｄ２、第３の連結部Ｌ３、第３
の検出部Ｄ３、第４の連結部Ｌ４、第４の検出部Ｄ４を、この順序で配置することにより
検出リング６００が構成されている。
【０１９７】
　また、図１５に示すとおり、第１の作用点Ｑ１は正のＸ軸上（第１の連結部Ｌ１）に配
置され、第２の作用点Ｑ２は負のＸ軸上（第３の連結部Ｌ３）に配置され、第１の固定点
Ｐ１は正のＹ軸上（第２の連結部Ｌ２）に配置され、第２の固定点Ｐ２は負のＹ軸上（第
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４の連結部Ｌ４）に配置されている。別言すれば、作用点Ｑ１，Ｑ２は奇数番目の連結部
に配置され、固定点Ｐ１，Ｐ２は偶数番目の連結部に配置されている。
【０１９８】
　そして、図１６に示す基本構造部では、検出リング６００の第１の作用点Ｑ１の位置を
受力体１００に接続する第１の接続部材４１０と、検出リング６００の第２の作用点Ｑ２
の位置を受力体１００に接続する第２の接続部材４２０と、検出リング６００の第１の固
定点Ｐ１の位置を支持基板３００に固定する第１の固定部材５１０と、検出リング６００
の第２の固定点Ｐ２の位置を支持基板３００に固定する第２の固定部材５２０とが設けら
れている。このような基本構造部では、支持基板３００を固定した状態において、受力体
１００に作用した外力に基づいて生じる応力を、４組の検出部Ｄ１～Ｄ４に効率的に伝達
させることができる。
【０１９９】
　図１８に示すとおり、各検出部Ｄには、基本環状路Ｂに沿って圧縮応力が作用したとき
と伸張応力が作用したときとでは、静電容量値の増減が逆転する容量素子Ｃが形成されて
いる。
【０２００】
　したがって、第１の検出点Ｒ１に位置する第１の検出部Ｄ１に固定された変位電極Ｅ２
（Ｄ１）を有する第１の容量素子Ｃ１の静電容量値をＣ１、第２の検出点Ｒ２に位置する
第２の検出部Ｄ２に固定された変位電極Ｅ２（Ｄ２）を有する第２の容量素子Ｃ２の静電
容量値をＣ２、第３の検出点Ｒ３に位置する第３の検出部Ｄ３に固定された変位電極Ｅ２
（Ｄ３）を有する第３の容量素子Ｃ３の静電容量値をＣ３、第４の検出点Ｒ４に位置する
第４の検出部Ｄ４に固定された変位電極Ｅ２（Ｄ４）を有する第４の容量素子Ｃ４の静電
容量値をＣ４、とすれば、図２２に示すとおり、
　　　Ｆｚ＝－（Ｃ１＋Ｃ２＋Ｃ３＋Ｃ４）
　　　Ｍｘ＝－Ｃ１－Ｃ２＋Ｃ３＋Ｃ４
　　　Ｍｙ＝＋Ｃ１－Ｃ２－Ｃ３＋Ｃ４
　　　Ｍｚ＝＋Ｃ１－Ｃ２＋Ｃ３－Ｃ４
なる演算式に基づく演算を行うことにより、Ｚ軸方向に作用した力Ｆｚ、Ｘ軸まわりに作
用したモーメントＭｘ、Ｙ軸まわりに作用したモーメントＭｙ、およびＺ軸まわりに作用
したモーメントＭｚを算出することができる。
【０２０１】
　このような演算に基づいて、検出値Ｆｚ，Ｍｘ，Ｍｙ，Ｍｚに対応する電気信号を出力
する検出回路として、たとえば、図２３に示す回路を用いることができる点は、既に述べ
たとおりである。
【０２０２】
　なお、検出素子として容量素子を利用する場合、複数の容量素子の静電容量値の差を求
める演算を行って、検出値を出力するようにするのが好ましい。たとえば、上例の４つの
演算式のうち、Ｆｚに関する演算式だけは、４つの静電容量値Ｃ１～Ｃ４の和を求める演
算式であるが、それ以外の演算式は、複数の容量素子の静電容量値の差を求める差分演算
の式になっている。このような差分演算は、製造工程で発生する誤差（たとえば、部品の
寸法誤差や取付位置の誤差）や、利用環境で発生する誤差（たとえば、温度による部材の
膨張に起因する誤差）を取り除く上で効果的である。
【０２０３】
　たとえば、図１６に示す実施例の場合、４組の容量素子Ｃ１～Ｃ４の電極間隔は、一対
の固定部材５１０，５２０の高さ方向の寸法によって規定されることになるが、製造工程
での寸法誤差や温度環境などによって、固定部材５１０，５２０の高さ方向の寸法に誤差
が生じても、差分演算により当該寸法誤差を相殺することができるため、誤差を含まない
正確な検出値を出力することが可能になる。
【０２０４】
　一般論として説明すれば、検出対象となる特定の軸についての力もしくはモーメントに
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関して、複数ｎ個の検出部のうち、一部は第１属性の検出部として振る舞い、他の一部は
第２属性の検出部として振る舞うことになる。ここで、第１属性の検出部とは、特定の軸
についての正の成分が作用したときに、変位部６３が、支持基板３００に近づく方向に変
位し、特定の軸についての負の成分が作用したときに、変位部６３が、支持基板３００か
ら遠ざかる方向に変位する性質をもった検出部である。逆に、第２属性の検出部とは、特
定の軸についての正の成分が作用したときに、変位部６３が、支持基板３００から遠ざか
る方向に変位し、特定の軸についての負の成分が作用したときに、変位部６３が、支持基
板３００に近づく方向に変位する性質をもった検出部である。
【０２０５】
　そして、当該特定の軸についての成分を検出するに際して、第１属性の検出部の変位部
６３に固定された第１属性変位電極Ｅ２と、支持基板３００の対向する位置に固定された
第１属性固定電極Ｅ１と、によって構成される容量素子を第１属性容量素子と呼び、第２
属性の検出部の変位部６３に固定された第２属性変位電極Ｅ２と、支持基板３００の対向
する位置に固定された第２属性固定電極Ｅ１と、によって構成される容量素子を第２属性
容量素子がと呼べば、検出回路によって、第１属性容量素子の静電容量値と、第２属性容
量素子の静電容量値と、の差に相当する電気信号を求め、これを検出対象となる力もしく
はモーメントの当該特定の軸についての検出成分を示す電気信号として出力すればよい。
【０２０６】
　もちろん、ある特定の容量素子が、第１属性容量素子として振る舞うのか、第２属性容
量素子として振る舞うのかは、作用する特定の軸成分に依存して決まる事項であるので、
６軸成分Ｆｘ，Ｆｙ，Ｆｚ，Ｍｘ，Ｍｙ，Ｍｚのいずれが作用するかに応じて、それぞれ
属性が定義されることになる。具体的には、図２１に示すテーブルの特定の行に関して、
「＋」もしくは「＋＋」が記載されている容量素子は、当該行に対応する特定の軸成分に
関する限りにおいて第１属性容量素子になり、「－」もしくは「－－」が記載されている
容量素子は、当該行に対応する特定の軸成分に関する限りにおいて第２属性容量素子にな
る。
【０２０７】
　図２３に示す加減算演算器１６，１７，１８は、このような属性を考慮して、特定の軸
成分に関する第１属性容量素子の静電容量値と、第２属性容量素子の静電容量値と、の差
を求める差分演算を行っていることになる。なお、加減算演算器１５については、和を求
める演算しか行われていないため、上記差分演算に基づく誤差相殺機能は働かないことに
なる。
【０２０８】
　＜＜＜　§５．　８組の検出部を用いる実施形態　＞＞＞
　続いて、ここでは、検出点Ｒの数ｎをｎ＝８に設定し、合計８組の検出部を用いる実施
形態（第２の実施形態）を説明する。§３で述べた基本的実施形態（第１の実施形態）で
は、検出点Ｒの数ｎをｎ＝４に設定し、合計４組の検出部Ｄ１～Ｄ４を用いていたが、力
Ｆｘ，Ｆｙについては十分な検出を行うことができないため、図２１に示す近似テーブル
を利用して、４軸成分Ｆｚ，Ｍｘ，Ｍｙ，Ｍｚの検出を行う例を述べた。ここで述べる８
組の検出部を用いる実施形態では、検出部の数が増えただけ製造コストは嵩むことになる
が、６軸成分Ｆｘ，Ｆｙ，Ｆｚ，Ｍｘ，Ｍｙ，Ｍｚのすべてについて、実用上十分な精度
をもった検出動作が可能になる。
【０２０９】
　図２４は、この８組の検出部を用いる実施形態に係る力覚センサに用いる検出リング７
００の下面図である。図１３(c) に示す検出リング６００と図２４に示す検出リング７０
０とを比較すればわかるとおり、両者の実質的な相違点は、検出部Ｄの数だけである。図
２４は、検出リング７００を下方から見上げた下面図であり、８組の検出部Ｄ１１～Ｄ１
８が時計まわりの順序で配置されている。検出部Ｄ１１～Ｄ１８の構造は、図１７に示す
検出部Ｄの構造と同様である。図２４には、検出部Ｄ１８が、第１の変形部７１、第２の
変形部７２、変位部７３という３枚の板状片によって構成されている例が示されている。
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他の検出部Ｄ１１～Ｄ１７も同様の構造を有する。
【０２１０】
　図２５は、図２４に示す検出リング７００の領域分布を示す上面図である（網目状のハ
ッチングは、検出部Ｄ１１～Ｄ１８の領域を示すためのものであり、断面を示すものでは
ない）。図示のとおり、検出リング７００は、８組の検出部Ｄ１１～Ｄ１８を、８組の連
結部Ｌ１１～Ｌ１８で連結した構造を有する。検出部Ｄ１１～Ｄ１８が３枚の板状片によ
って構成されているのに対し、連結部Ｌ１１～Ｌ１８は肉厚の厚い部材から構成されてお
り、検出リング７００に外力が作用した場合、当該外力に基づく検出リング７００の弾性
変形は、検出部Ｄ１１～Ｄ１８に集中して生じることになる。
【０２１１】
　図２５は上面図であるため、図に太い一点鎖線で示す基本環状路Ｂに沿って反時計まわ
りに、第１の連結部Ｌ１１、第１の検出部Ｄ１１、第２の連結部Ｌ１２、第２の検出部Ｄ
１２、第３の連結部Ｌ１３、第３の検出部Ｄ１３、第４の連結部Ｌ１４、第４の検出部Ｄ
１４、第５の連結部Ｌ１５、第５の検出部Ｄ１５、第６の連結部Ｌ１６、第６の検出部Ｄ
１６、第７の連結部Ｌ１７、第７の検出部Ｄ１７、第８の連結部Ｌ１８、第８の検出部Ｄ
１８を、この順序で配置することにより検出リング７００が構成されている。
【０２１２】
　この図でも、ＸＹ平面上において、原点Ｏを中心としてＸ軸を反時計まわりに４５°回
転させた座標軸としてＶ軸が定義され、原点Ｏを中心としてＹ軸を反時計まわりに４５°
回転させた座標軸としてＷ軸が定義されている。図の＜Ｉ＞，＜II＞，＜III＞，＜IV＞
は、ＸＹ二次元座標系における第１象限～第４象限を示している。８組の検出部Ｄ１１～
Ｄ１８は、各象限にそれぞれ２組ずつ配置されている。
【０２１３】
　図２６は、図２４に示す検出リング７００について、ＸＹ平面上に定義された基本環状
路Ｂおよびこの基本環状路Ｂ上に定義された各点を示す平面図である。図に太い一点鎖線
で示す基本環状路Ｂは、ＸＹ平面上に配置された原点Ｏを中心とする円であり、検出リン
グ７００は、この基本環状路Ｂに沿って伸びる環状構造体になる。図には、検出リング７
００の内側輪郭線と外側輪郭線の位置が実線で示されている。図示の実施例の場合、基本
環状路Ｂは、検出リング７００の内側輪郭線と外側輪郭線との中間位置を通るＸＹ平面上
の円であり、検出リング７００の環状肉厚部分（連結部Ｌ１１～Ｌ１８）の中心線になる
。
【０２１４】
　８組の検出点Ｒ１１～Ｒ１８は、この基本環状路Ｂ上に等間隔に配置されている。この
図２６に示す例のように、円からなる基本環状路Ｂ上に等間隔に８個の検出点Ｒ１１～Ｒ
１８を定義するには、ＸＹ平面において、原点Ｏを起点として、Ｘ軸正方向に対して反時
計まわりに角度θをなす方位ベクトルＶec（θ）を定義し、第ｉ番目（但し、１≦ｉ≦８
）の検出点Ｒ１ｉを、方位ベクトルＶec（π／８＋（ｉ－１）・π／４）と基本環状路Ｂ
との交点位置に配置すればよい。たとえば、図２６に示す第１番目の検出点Ｒ１１は、θ
＝π／８として、Ｘ軸正方向に対して反時計まわりに角度θをなす方位ベクトルＶec（θ
）と基本環状路Ｂとの交点位置に配置されている。
【０２１５】
　図には、Ｘ軸とＶ軸との中間位置にＶＸ軸、Ｖ軸とＹ軸との中間位置にＶＹ軸、Ｙ軸と
Ｗ軸との中間位置にＷＹ軸、Ｘ軸とＷ軸との中間位置にＷＸ軸が定義されている。８組の
検出点Ｒ１１～Ｒ１８は、結局、ＶＸ軸，ＶＹ軸，ＷＹ軸，ＷＸ軸の正および負の領域に
配置されていることになる。これら検出点Ｒ１１～Ｒ１８は、それぞれ検出部Ｄ１１～Ｄ
１８の配置を示すものであり、図２５に網目状のハッチング領域として示すように、８組
の検出部Ｄ１１～Ｄ１８は、それぞれ８組の検出点Ｒ１１～Ｒ１８の位置に配置されてい
る。
【０２１６】
　§３で述べた４組の検出部を有する検出リング６００では、２組の固定点Ｐ１，Ｐ２と
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２組の作用点Ｑ１，Ｑ２とを定義したが、ここに示す８組の検出部を有する検出リング７
００では、図２６に示すように、４組の固定点Ｐ１１～Ｐ１４（黒丸）と、４組の作用点
Ｑ１１～Ｑ１４（白丸で）とが定義される。もちろん、４組の固定点Ｐ１１～Ｐ１４は支
持基板３００に対して固定される点になり、４組の作用点Ｑ１１～Ｑ１４は受力体１００
からの力が作用する点になる。
【０２１７】
　図２６に示すとおり、第１の作用点Ｑ１１は正のＸ軸上、第２の作用点Ｑ１２は正のＹ
軸上、第３の作用点Ｑ１３は負のＸ軸上、第４の作用点Ｑ１４は負のＹ軸上、第１の固定
点Ｐ１１は正のＶ軸上、第２の固定点Ｐ１２は正のＷ軸上、第３の固定点Ｐ１３は負のＶ
軸上、第４の固定点Ｐ１４は負のＷ軸上に配置されている。したがって、この検出リング
７００を用いた力覚センサでは、Ｖ軸およびＷ軸上の４点Ｐ１１～Ｐ１４を固定した状態
において、Ｘ軸およびＹ軸上の４点Ｑ１１～Ｑ１４に作用した力もしくはモーメントを、
ＶＸ軸，ＶＹ軸，ＷＹ軸，ＷＸ軸上の検出点Ｒ１１～Ｒ１８に配置された８組の検出部Ｄ
１１～Ｄ１８の弾性変形に基づいて検出することになる。
【０２１８】
　この実施形態においても、固定点Ｐ１１～Ｐ１４と作用点Ｑ１１～Ｑ１４とは、基本環
状路Ｂに沿って交互に配置されている。このような交互配置は、検出対象となる外力が作
用したときに、検出リング７００に効果的な変形を生じさせる上で重要である。また、８
組の検出点Ｒ１１～Ｒ１８は、隣接する固定点と作用点との間に配置されている。このよ
うな配置も、検出対象となる外力が作用したときに、各検出部Ｄ１１～Ｄ１８に効果的な
変位を生じさせる上で重要である。
【０２１９】
　図２５と図２６とを対比すればわかるように、第１の作用点Ｑ１１は第１の連結部Ｌ１
１に配置され、第１の固定点Ｐ１１は第２の連結部Ｌ１２に配置され、第２の作用点Ｑ１
２は第３の連結部Ｌ１３に配置され、第２の固定点Ｐ１２は第４の連結部Ｌ１４に配置さ
れ、第３の作用点Ｑ１３は第５の連結部Ｌ１５に配置され、第３の固定点Ｐ１３は第６の
連結部Ｌ１６に配置され、第４の作用点Ｑ１４は第７の連結部Ｌ１７に配置され、第４の
固定点Ｐ１４は第８の連結部Ｌ１８に配置されている。
【０２２０】
　ここで、検出リング７００の４組の固定点Ｐ１１～Ｐ１４の位置は、固定部材によって
支持基板３００に固定される。図２４には、これら固定点Ｐ１１～Ｐ１４の位置を固定す
るための固定部材５６０，５７０，５８０，５９０の接続位置が破線で示されている。一
方、図２４に白丸で示されている４組の作用点Ｑ１１～Ｑ１４の位置は、接続部材によっ
て受力体１００に接続される。
【０２２１】
　図２７は、８組の検出部を用いる実施形態に係る力覚センサの基本構造部の上面図であ
る。この基本構造部は、受力体１００と、検出リング７００と、支持基板３００とを備え
ている。支持基板３００は、この上面図には現れていないが、受力体１００の外径と同じ
径をもった円盤状の部材であり、受力体１００および検出リング７００の下方に配置され
ている。受力体１００は、図１６に示す実施形態と同様に円環状の部材であり、検出リン
グ７００の外側を取り囲むように配置されている。支持基板３００は、図１６に示す実施
形態と同様に円盤状の部材である。このように、図２７に示す受力体１００および支持基
板３００は、図１６に示す実施形態における受力体および支持基板と本質的な違いはない
ため、同じ符号を用いて示すことにする。
【０２２２】
　図１６に示す基本構造部と図２７に示す基本構造部との主たる相違点は、前者では、４
組の検出部Ｄ１～Ｄ４を有する検出リング６００が用いられているのに対して、後者では
、８組の検出部Ｄ１１～Ｄ１８を有する検出リング７００が用いられている点である。ま
た、これに付随する相違点は、前者では、２組の接続部材４１０，４２０と２組の固定部
材５１０，５２０とが設けられているのに対して、後者では、４組の接続部材４６０，４
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７０，４８０，４９０と４組の固定部材５６０，５７０，５８０，５９０とが設けられて
いる点である。
【０２２３】
　すなわち、検出リング７００の第１の作用点Ｑ１１の近傍の外周面は、Ｘ軸の正の領域
に沿って配置された第１の接続部材４６０によって受力体１００の内周面に接続されてお
り、検出リング７００の第２の作用点Ｑ１２の近傍の外周面は、Ｙ軸の正の領域に沿って
配置された第２の接続部材４７０によって受力体１００の内周面に接続されている。同様
に、検出リング７００の第３の作用点Ｑ１３の近傍の外周面は、Ｘ軸の負の領域に沿って
配置された第３の接続部材４８０によって受力体１００の内周面に接続されており、検出
リング７００の第４の作用点Ｑ１４の近傍の外周面は、Ｙ軸の負の領域に沿って配置され
た第４の接続部材４９０によって受力体１００の内周面に接続されている。
【０２２４】
　一方、検出リング７００の第１の固定点Ｐ１１の位置（Ｖ軸正領域の位置）の下面は、
第１の固定部材５６０によって支持基板３００の上面に固定され、検出リング７００の第
２の固定点Ｐ１２の位置（Ｗ軸正領域の位置）の下面は、第２の固定部材５７０によって
支持基板３００の上面に固定される。同様に、検出リング７００の第３の固定点Ｐ１３の
位置（Ｖ軸負領域の位置）の下面は、第３の固定部材５８０によって支持基板３００の上
面に固定され、検出リング７００の第４の固定点Ｐ１４の位置（Ｗ軸負領域の位置）の下
面は、第４の固定部材５９０によって支持基板３００の上面に固定される。
【０２２５】
　本発明の第２の実施形態に係る力覚センサは、図２７に示す基本構造部に、容量素子と
検出回路とを付加することにより構成される。ここで、容量素子は、図２４に示す８組の
検出部Ｄ１１～Ｄ１８の各変位部７３の下面に形成された変位電極Ｅ２と、支持基板３０
０の上面の対向位置に形成された固定電極Ｅ１と、によって形成される。このような容量
素子Ｃの詳細構造は、既に§３において、図１８を用いて説明したとおりである。当該構
造によれば、基本環状路Ｂに沿って圧縮応力が作用したときと伸張応力が作用したときと
では、静電容量値の増減が逆転する容量素子が形成される。ここでは、８組の検出部Ｄ１
１～Ｄ１８について形成される容量素子を、それぞれ容量素子Ｃ１１～Ｃ１８と呼ぶこと
にし、これら各容量素子Ｃ１１～Ｃ１８の静電容量値を、同じ符号Ｃ１１～Ｃ１８で示す
ことにする。
【０２２６】
　すると、支持基板３００を固定した状態において、受力体１００に外力Ｆｘ，Ｆｙ，Ｆ
ｚ，Ｍｘ，Ｍｙ，Ｍｚが加えられた場合の各容量素子Ｃ１１～Ｃ１８の静電容量値の変動
量（増減の程度）は、図２８のテーブルに示すようになる。このテーブルにおいても、「
＋」は静電容量値が増加する（容量素子Ｃの電極間隔が減少する）ことを示し、「－」は
静電容量値が減少する（容量素子Ｃの電極間隔が増加する）ことを示している。また、「
＋＋」は静電容量値の増加の程度が「＋」に比べて大きいことを示し、「（＋）」は静電
容量値の増加の程度が「＋」に比べて小さいことを示す。同様に、「－－」は静電容量値
の減少の程度が「－」に比べて大きいことを示し、「（－）」は静電容量値の減少の程度
が「－」に比べて小さいことを示す。
【０２２７】
　ここでは、この図２８のテーブルに示す結果が得られる理由についての詳細な説明は省
略するが、図２７に示す４組の固定点Ｐ１１～Ｐ１４（黒丸）の位置を固定した状態にお
いて、４組の作用点Ｑ１１～Ｑ１４（白丸）の位置に所定方向の外力が作用した場合の検
出リング７００の変形態様を考慮して、各検出部Ｄ１１～Ｄ１８の変位電極Ｅ２がどのよ
うに変位するかを検討すれば容易に理解できよう。
【０２２８】
　この図２８のテーブルにおいて、Ｆｘの行およびＦｙの行の結果が「（＋）」もしくは
「（－）」（すなわち、増減の程度が小さい）になっているのは、図２７に示すとおり、
各検出部Ｄ１１～Ｄ１８の配置がＸ軸やＹ軸からずれているため、力ＦｘやＦｙの作用に
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よっては、変位電極Ｅ２が大きく変位しないためである。これに対して、Ｍｘの行および
Ｍｙの行の結果が「＋＋」もしくは「－－」（すなわち、増減の程度が大きい）になって
いるのは、図６に示すとおり、モーメントＭｘやＭｙが作用すると、検出リングが大きく
傾斜し、変位電極Ｅ２が大きく変位するためである。
【０２２９】
　この図２８のテーブルは、正方向の力および正まわりのモーメントが作用した場合の結
果を示しているが、負方向の力および負まわりのモーメントが作用した場合は、「＋」と
「－」が逆転した結果が得られることになる。この図２８のテーブルに示す結果を前提と
すれば、受力体１００に作用した外力の６軸成分Ｆｘ，Ｆｙ，Ｆｚ，Ｍｘ，Ｍｙ，Ｍｚは
、図２９に示す演算式によって算出することができる。
【０２３０】
　まず、Ｘ軸方向の力Ｆｘは、図２８のテーブルのＦｘの行の各欄を参照すれば、Ｆｘ＝
－Ｃ１１＋Ｃ１２－Ｃ１３＋Ｃ１４＋Ｃ１５－Ｃ１６＋Ｃ１７－Ｃ１８なる演算によって
得られることになる。同様に、Ｙ軸方向の力Ｆｙは、図２８のテーブルのＦｙの行の各欄
を参照すれば、Ｆｙ＝＋Ｃ１１－Ｃ１２－Ｃ１３＋Ｃ１４－Ｃ１５＋Ｃ１６＋Ｃ１７－Ｃ
１８なる演算によって得られることになる。そして、Ｚ軸方向の力Ｆｚは、図２８のテー
ブルのＦｚの行の各欄を参照すれば、Ｆｚ＝－（Ｃ１１＋Ｃ１２＋Ｃ１３＋Ｃ１４＋Ｃ１
５＋Ｃ１６＋Ｃ１７＋Ｃ１８）なる演算によって得られることになる。
【０２３１】
　一方、Ｘ軸まわりのモーメントＭｘは、図２８のテーブルのＭｘの行の各欄を参照すれ
ば、Ｍｘ＝－Ｃ１１－Ｃ１２－Ｃ１３－Ｃ１４＋Ｃ１５＋Ｃ１６＋Ｃ１７＋Ｃ１８なる演
算によって得られることになる。同様に、Ｙ軸まわりのモーメントＭｙは、図２８のテー
ブルのＭｙの行の各欄を参照すれば、Ｍｙ＝＋Ｃ１１＋Ｃ１２－Ｃ１３－Ｃ１４－Ｃ１５
－Ｃ１６＋Ｃ１７＋Ｃ１８なる演算によって得られることになる。そして、Ｚ軸まわりの
モーメントＭｚは、図２８のテーブルのＭｚの行の各欄を参照すれば、Ｍｚ＝＋Ｃ１１－
Ｃ１２＋Ｃ１３－Ｃ１４＋Ｃ１５－Ｃ１６＋Ｃ１７－Ｃ１８なる演算によって得られるこ
とになる。
【０２３２】
　図２７に示す基本構造部は、ＸＺ平面およびＹＺ平面の双方に関して対称性を有し、さ
らに、ＶＺ平面およびＷＺ平面に関しても対称性を有している。このため、図２９に示す
各演算式を用いれば、他軸成分はほぼ相殺されてしまうため、他軸成分を含まない成分の
みが得られる。もっとも、厳密に言えば、図２８の表に（＋）と（－）で示された変動量
の絶対値、＋と－で示された変動量の絶対値、＋＋と－－で示された変動量の絶対値は、
完全には一致しない。このため、他軸成分の干渉を完全になくすことは困難であるが、実
用上は、問題のないレベルに抑えられる。また、必要があれば、マイクロコンピュータな
どを用いた演算を行うことにより、混入した他軸成分を除去する補正を行うことも可能で
ある。結局、図２９に示す演算式に基づく演算を行う検出回路（図示は省略）を用意して
おけば、６軸成分Ｆｘ，Ｆｙ，Ｆｚ，Ｍｘ，Ｍｙ，Ｍｚに対応する電圧値を電気信号とし
て出力することができる。
【０２３３】
　なお、図２９に示す演算式は、いずれも８組の静電容量値Ｃ１１～Ｃ１８をすべて利用
した演算を行うものであるが、演算式は必ずしもすべての静電容量値を利用したものにす
る必要はなく、その一部のみを利用したものでもかまわない。
【０２３４】
　たとえば、８組の静電容量値Ｃ１１～Ｃ１８のうちの４組のみを利用するのであれば、
力Ｆｘは、Ｆｘ＝－Ｃ１１＋Ｃ１２＋Ｃ１７－Ｃ１８、もしくは、Ｆｘ＝＋Ｃ１２－Ｃ１
３－Ｃ１６＋Ｃ１７なる演算式で求めることが可能であり、力Ｆｙは、Ｆｙ＝＋Ｃ１１－
Ｃ１２－Ｃ１３＋Ｃ１４、もしくは、Ｆｙ＝－Ｃ１５＋Ｃ１６＋Ｃ１７－Ｃ１８なる演算
式で求めることが可能であり、力Ｆｚは、Ｆｚ＝－（Ｃ１１＋Ｃ１４＋Ｃ１５＋Ｃ１８）
、もしくは、Ｆｚ＝－（Ｃ１２＋Ｃ１３＋Ｃ１６＋Ｃ１７）なる演算式で求めることが可
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能である。
【０２３５】
　同様に、モーメントＭｘは、Ｍｘ＝－Ｃ１１－Ｃ１２＋Ｃ１７＋Ｃ１８、もしくは、Ｍ
ｘ＝－Ｃ１３－Ｃ１４＋Ｃ１５＋Ｃ１６なる演算式で求めることが可能であり、モーメン
トＭｙは、Ｍｙ＝＋Ｃ１１＋Ｃ１２－Ｃ１３－Ｃ１４、もしくは、Ｍｙ＝－Ｃ１５－Ｃ１
６＋Ｃ１７＋Ｃ１８なる演算式で求めることが可能であり、モーメントＭｚは、Ｍｚ＝＋
Ｃ１１－Ｃ１２＋Ｃ１５－Ｃ１６、もしくは、Ｍｚ＝＋Ｃ１３－Ｃ１４＋Ｃ１７－Ｃ１８
、もしくは、Ｍｚ＝＋Ｃ１１－Ｃ１４＋Ｃ１５－Ｃ１８なる演算式で求めることが可能で
ある。
【０２３６】
　図３０は、このような演算式のバリエーションを示す図である。図２９に示す各演算式
が、８組の静電容量値Ｃ１１～Ｃ１８のすべてを利用する演算式であるのに対して、図３
０に示すバリエーションでは、８組の静電容量値Ｃ１１～Ｃ１８のうちの４組のみを利用
した演算を行えば足りる。理論的には、８組の静電容量値Ｃ１１～Ｃ１８のすべてを利用
した演算を行った方がより精度の高い検出値を得ることができるが、実際には、図３０に
示す各演算式に基づく演算を行えば、実用上、十分な精度をもった検出結果を得ることが
できる。したがって、検出回路の演算負担をできるだけ軽減したい場合には、図３０に示
すバリエーションを採用すればよい。
【０２３７】
　＜＜＜　§６．　補助接続部材を付加した実施形態　＞＞＞
　ここでは、補助接続部材を付加した実施形態（第３の実施形態）を説明する。§３では
、基本的実施形態（第１の実施形態）に係る力覚センサについて、Ｆｘ，Ｆｙ，Ｆｚ，Ｍ
ｘ，Ｍｙ，Ｍｚという６軸成分の外力が加えられた場合、４組の静電容量値Ｃ１～Ｃ４に
ついて、図２０のテーブルに示すような静電容量値の変動が生じることを述べた。このテ
ーブルにおいて、「＋＋」および「－－」は、「＋」および「－」に比べて静電容量値の
増加の程度が大きく、「（＋）」および「（－）」は、「＋」および「－」に比べて静電
容量値の増加の程度が小さいことを示している。
【０２３８】
　このように、４組の静電容量値Ｃ１～Ｃ４に生じる変動の大きさは、作用する外力成分
によって異なり、各軸成分の検出感度に差が生じていることになる。したがって、たとえ
ば、図２２に示す演算式に基づいて、４軸成分Ｆｚ，Ｍｘ，Ｍｙ，Ｍｚを検出しても、検
出値Ｍｘ，Ｍｙの感度は検出値Ｆｚ，Ｍｚの感度に比べてかなり高くなる。一方、Ｆｘ，
Ｆｙについては、検出感度がかなり低いため、実用上は、図２１の近似テーブルに示すと
おり変動量を０にする取り扱いを行わざるを得ず、検出値を得ることができない。
【０２３９】
　もちろん、検出感度は、検出リング６００の各部の寸法を変えることにより調節可能で
あり、たとえば、検出部Ｄを構成する第１の変形部６１や第２の変形部６２の厚みを小さ
くして弾性変形しやすくすれば、検出感度を高めることができる。しかしながら、このよ
うな寸法変更は、力覚センサ全体の検出感度の調整には有効であるが、各軸成分の検出感
度の差を是正することはできない。多軸成分の検出が可能な力覚センサを提供する上では
、検出感度に差が生じていることは好ましくない。ここでは、このような検出感度の差を
是正する工夫を述べる。
【０２４０】
　これまで述べてきた力覚センサでは、一般的な傾向として、成分Ｍｘ，Ｍｙの検出感度
が他の成分の検出感度よりも高くなる。これは、本発明に用いる基本構造部が、たとえば
図６に示すように、Ｙ軸まわりのモーメントＭｙが作用した場合に比較的変形が生じやす
い構造を有しているためである。Ｘ軸まわりのモーメントＭｘが作用した場合も、同様に
変形が生じやすい。
【０２４１】
　図３１は、このような構造的な特徴に鑑みて、検出感度の差を是正する工夫を施した第
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３の実施形態に係る力覚センサの基本構造部の下面図（上段の図）およびこれをＸＺ平面
で切断した側断面図（下段の図）である。なお、上段に示す下面図では、便宜上、支持基
板３００を取り外した状態が示されている。
【０２４２】
　図１６に示す第１の実施形態に係る基本構造部と、図３１に示す第３の実施形態に係る
基本構造部との差は、後者では、補助接続部材５３１，５３２が付加されている点だけで
ある。下段の側断面図に示されているように、補助接続部材５３１は、作用点Ｑ１を通り
Ｚ軸に平行な接続参照線Ａ１が中心軸となる位置に配置された円柱状の部材であり、その
上端は検出リング６００の下面に接続され、下端は支持基板３００の上面に接続されてい
る。同様に、補助接続部材５３２は、作用点Ｑ２を通りＺ軸に平行な接続参照線Ａ２が中
心軸となる位置に配置された円柱状の部材であり、その上端は検出リング６００の下面に
接続され、下端は支持基板３００の上面に接続されている。
【０２４３】
　検出リング６００と支持基板３００とは、もともと一対の固定部材５１０，５２０によ
って接続されているが、ここに示す第３の実施形態では、両者間を接続する部材として、
更に、補助接続部材５３１，５３２が加わることになる。ここで、固定部材５１０，５２
０が固定点Ｐ１，Ｐ２の位置に接続されているのに対して、補助接続部材５３１，５３２
は作用点Ｑ１，Ｑ２の位置に接続されている。この一対の補助接続部材５３１，５３２は
、受力体１００にモーメントＭｙもしくはＭｘが作用した場合に生じる検出リング６００
の変位を抑制する機能を果たす。
【０２４４】
　図６には、モーメントＭｙが作用したときの検出リング２００の変形態様が示されてい
るが、作用点Ｑ１，Ｑ２の位置に補助接続部材５３１，５３２を付加すれば、このような
変形が抑制されることが容易に理解できよう。このように、補助接続部材５３１，５３２
は、モーメントＭｙが作用したときの変形を抑制する機能を果たすことになり、更に、モ
ーメントＭｘが作用したときの変形を抑制する機能も果たす。もちろん、モーメントＭｚ
，力Ｆｘ，Ｆｙ，Ｆｚが作用したときの変形を抑制する機能も果たす。
【０２４５】
　要するに、補助接続部材５３１，５３２は、接続参照線Ａ１，Ａ２の位置において、検
出リング６００と支持基板３００との間隔を一定に維持するための「つっかえ棒」として
機能する。なお、補助接続部材５３１，５３２は、いずれか一方のみを設けても、それな
りの効果は得られるが、実用上は、両方を設けるようにするのが好ましい。
【０２４６】
　本願発明者が行った実験によると、補助接続部材５３１，５３２による変位抑制効果は
、モーメントＭｙに対して最も顕著であり、モーメントＭｘに対してもある程度顕著であ
るが、力Ｆｘ，Ｆｙに対してはわずかである。これは、受力体１００に力Ｆｘ，Ｆｙが加
わった場合、補助接続部材５３１，５３２が接続参照線Ａ１，Ａ２に対して傾斜すること
になるが、補助接続部材５３１，５３２を接続参照線Ａ１，Ａ２に沿った方向に伸縮させ
る変位に比べると、接続参照線Ａ１，Ａ２に対して傾斜させる変位の方が生じやすいため
と考えられる。その結果、モーメントＭｘ，Ｍｙに対する検出感度と力Ｆｘ，Ｆｙに対す
る検出感度との差を是正する効果が得られる。
【０２４７】
　図３２は、図３１に示す第３の実施形態における受力体１００に、各軸方向の力もしく
は各軸まわりのモーメントが作用したときの各容量素子の静電容量値の変動量（増減の程
度）を示すテーブルである。各欄の符号は「＋」もしくは「－」になっており、図２０に
示すテーブルと比較すると、各軸成分の検出感度の差が大幅に是正されていることがわか
る。
【０２４８】
　もちろん、これらのテーブルにおける各欄の符号は、相対的な検出感度を示すものなの
で、補助接続部材５３１，５３２を付加することによって、力Ｆｘ，Ｆｙの検出感度が向
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上したわけではない。上述したとおり、補助接続部材５３１，５３２を付加すると、いず
れの軸方向成分についても検出感度が低下することになるが、モーメントＭｘ，Ｍｙに対
する検出感度の低下は著しく、力Ｆｘ，Ｆｙに対する検出感度の低下はわずかであるため
、各軸成分についての検出感度のバランスがとれたことになる。力覚センサ全体の検出感
度を高めるには、前述したように、検出部Ｄを構成する第１の変形部６１や第２の変形部
６２の厚みを小さくすればよい。
【０２４９】
　なお、図３１に示す実施形態では、補助接続部材５３１，５３２の配置位置を示す接続
参照線Ａ１，Ａ２を、作用点Ｑ１，Ｑ２を通りＺ軸に平行な直線として設定しているが、
接続参照線の位置は必ずしもこの位置に限定されるものではない。たとえば、図３１に示
す接続参照線Ａ３が中心軸となるように補助接続部材５３１を配置してもよいし、図３１
に示す接続参照線Ａ４が中心軸となるように補助接続部材５３２を配置してもよい。ここ
で、接続参照線Ａ３は、作用点Ｑ１をＸ軸正方向に移動させた移動点を通りＺ軸に平行な
直線であり、接続参照線Ａ４は、作用点Ｑ２をＸ軸負方向に移動させた移動点を通りＺ軸
に平行な直線である。接続参照線Ａ３，Ａ４の位置に配置された補助接続部材は、受力体
１００の下面と接続部材３００の上面とを接続する役割を果たすことになる。
【０２５０】
　接続参照線Ａ１～Ａ４は、いずれもＸ軸と直交する直線であるため、この位置に補助接
続部材を配置すれば、６軸成分の中で最も検出感度が高くなるモーメントＭｙの検出感度
を効果的に抑制することが可能である。もちろん、補助接続部材は、必ずしも接続参照線
Ａ１～Ａ４を中心軸とする正確な位置に配置する必要はなく、接続参照線Ａ１～Ａ４から
若干ずれた位置に配置しても、検出感度差を是正する効果は得られる。
【０２５１】
　結局、検出感度差を是正するには、作用点Ｑ１，Ｑ２、もしくは、原点Ｏと作用点Ｑ１
，Ｑ２とを結ぶ線に沿って作用点Ｑ１，Ｑ２を移動させた移動点を通り、Ｚ軸に平行な接
続参照線Ａ１～Ａ４を定義し、当該接続参照線Ａ１～Ａ４もしくはその近傍に沿って、検
出リング６００もしくは受力体１００の下面と支持基板３００の上面とを接続する補助接
続部材５３１，５３２を設けるようにすればよい。
【０２５２】
　なお、補助接続部材５３１，５３２の役割は、各軸成分についての検出感度のバランス
をとることにあるので、力Ｆｘ，Ｆｙに対する検出感度はできるだけ維持させ、モーメン
トＭｙに対する検出感度を低下させる必要がある。そのためには、補助接続部材５３１，
５３２として、接続参照線Ａ１～Ａ４に沿った方向に力が作用したときに比べて、接続参
照線Ａ１～Ａ４に直交する方向に力が作用したときの方が、弾性変形を生じ易い部材を用
いるのが好ましい。別言すれば、Ｚ軸に平行な方向への力が加わった場合には弾性変形が
生じにくいが、Ｚ軸に垂直な方向への力が加わった場合には弾性変形を生じ易い部材を用
いるのが好ましい。
【０２５３】
　図３１に示す補助接続部材５３１，５３２は、Ｚ軸方向に伸びる円柱状の部材であり、
Ｚ軸方向への伸縮はしにくいが、Ｚ軸方向に対する傾斜はしやすいという性質を有してお
り、補助接続部材として適した材質になっている。実際には、補助接続部材の太さによっ
て、弾性変形の度合いを調整すればよい。もちろん、補助接続部材の形状は円柱状に限定
されるものではなく、任意の形状のものを採用してかまわない。
【０２５４】
　具体的には、金属や樹脂など、ある程度の弾性を有する素材からなる細長い棒状部材を
補助接続部材５３１，５３２として用い、これを、所定の接続参照線に沿って配置すれば
よい。そうすれば、支持基板３００を固定状態にして、受力体１００に対して、接続参照
線に沿った方向に力が作用したときには弾性変形は生じにくく、接続参照線に直交する方
向に力が作用したときには弾性変形が生じ易くなる。別言すれば、細長い棒状部材からな
る補助接続部材５３１，５３２は、長手方向に伸縮する変形は生じにくいが、全体を傾斜
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させるような変形は生じ易い。その結果、検出リング６００のＺ軸方向への変位は、Ｘ軸
方向やＹ軸方向への変位に比べて効果的に抑制されることになり、各軸成分についての検
出感度差を是正できる。
【０２５５】
　図３３は、図３１に示す補助接続部材５３２の近傍構造の変形例を示す部分断面図であ
る。この変形例は、補助接続部材５３２をより傾斜しやすくする工夫を施したものであり
、補助接続部材の両端の接続部分にダイアフラム構造を採用している。
【０２５６】
　図３３に示す補助接続部材５３２ｄは、図３１に示す補助接続部材５３２と同様に、作
用点Ｑ２を通る接続参照線Ａ２が中心軸となるように配置された円柱状の構造体であり、
検出リング６００と支持基板３００とを接続する役割を果たす。ただ、補助接続部材５３
２ｄの上端はダイアフラム部６００ｄの下面に接続され、下端はダイアフラム部３００ｄ
の上面に接続されている。ここで、ダイアフラム部６００ｄは、検出リング６００の連結
部Ｌに形成された肉厚の薄い部分であり、このダイアフラム部６００ｄを形成するため、
検出リング６００の下面には溝部Ｇ１が形成されている。一方、ダイアフラム部３００ｄ
は、支持基板３００に形成された肉厚の薄い部分であり、このダイアフラム部３００ｄを
形成するため、支持基板３００の上面には溝部Ｇ２が形成されている。
【０２５７】
　図３３には、接続参照線Ａ２を中心軸とする補助接続部材５３２ｄの近傍構造を示すが
、接続参照線Ａ１を中心軸とする補助接続部材５３１ｄの上下の接続部分にも、同様のダ
イアフラム部６００ｄ，３００ｄが形成される。このようなダイアフラムを用いた接続構
造を採用すると、補助接続部材５３１ｄ，５３２ｄは、ダイアフラム部６００ｄ，３００
ｄの変形により変位するため、補助接続部材５３１ｄ，５３２ｄ自体は変形する必要がな
い。したがって、補助接続部材５３１ｄ，５３２ｄとしては、太い剛性をもった部材を用
いてもかまわない。傾斜角度を十分に確保する上では、補助接続部材５３１ｄ，５３２ｄ
はなるべく長くするのが好ましい。
【０２５８】
　なお、図３３に示す例では、補助接続部材５３２ｄの上端をダイアフラム部６００ｄを
介して検出リング６００に接続し、補助接続部材５３２ｄの下端をダイアフラム部３００
ｄを介して支持基板３００に接続する構成を採っているが、上端のみ、もしくは、下端の
みをダイアフラム部を介して接続する構成を採ってもかまわない。
【０２５９】
　結局、ダイアフラム部を介して補助接続部材を接続する構成を採る場合は、検出リング
もしくは受力体の補助接続部材に対する接続部分、もしくは、支持基板の補助接続部材に
対する接続部分、または、これら接続部分の双方を、ダイアフラム部によって構成し、力
もしくはモーメントの作用に基づくダイアフラム部の変形によって補助接続部材が接続参
照線に対して傾斜するようにすればよい。
【０２６０】
　図３１に示す第３の実施形態は、図１６に示す第１の実施形態に係る力覚センサに補助
接続部材５３１，５３２を付加したものであり、この第３の実施形態によれば、図２０の
テーブルに代えて、図３２のテーブルに示す結果が得られる。しかしながら、この図３２
のテーブルに基づいて、６軸成分Ｆｘ，Ｆｙ，Ｆｚ，Ｍｘ，Ｍｙ，Ｍｚのすべてについて
、他軸成分の干渉のない正確な検出値が得られるようになるわけではない。むしろ、力Ｆ
ｘ，Ｆｙが作用したときの静電容量値の変動量を０とする近似を行うことができなくなる
ため、他軸成分の干渉の度合いは大きくなる。
【０２６１】
　６軸成分Ｆｘ，Ｆｙ，Ｆｚ，Ｍｘ，Ｍｙ，Ｍｚのすべてについて、他軸成分の干渉のな
い正確な検出値を得るには、§５で述べた第２の実施形態（８組の検出部を用いる実施形
態）に、補助接続部材を付加する構成を採ればよい。具体的には、図２７に示す第２の実
施形態に係る基本構造部について、４組の作用点Ｑ１１～Ｑ１４の位置（あるいは、これ
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らを外側に移動させた移動点の位置でもよい）に、Ｚ軸に平行な接続参照線をそれぞれ定
義し、各接続参照線上もしくはその近傍に、４組の補助接続部材を設けるようにすればよ
い。これら補助接続部材は、検出リング７００の連結部Ｌの下面と支持基板３００の上面
とを接続する役割を果たす。もちろん、必要に応じて、補助接続部材の上端や下端を、図
３３に示すようなダイアフラム部を介して接続するようにしてもかまわない。
【０２６２】
　図３４は、§５で述べた第２の実施形態に、４組の補助接続部材を付加した力覚センサ
について、各軸方向の力もしくは各軸まわりのモーメントが作用したときの各容量素子の
静電容量値の変動量（増減の程度）を示すテーブルである。各欄の符号は「＋」もしくは
「－」になっており、図２８に示すテーブルと比較すると、各軸成分の検出感度の差が大
幅に是正されていることがわかる。第２の実施形態では、§５で述べたとおり、図２９に
示す演算式に基づく演算により、６軸成分Ｆｘ，Ｆｙ，Ｆｚ，Ｍｘ，Ｍｙ，Ｍｚのすべて
について、他軸成分の干渉を排除した検出値を得ることができる。したがって、第２の実
施形態に４組の補助接続部材を付加すれば、６軸成分の正確な検出を行うとともに、各軸
成分の検出感度の差を是正することが可能になる。前述したように、他軸成分の干渉を完
全になくすことは困難であるが、実用上は、問題のないレベルに抑えられ、必要があれば
、マイクロコンピュータなどを用いた演算を行うことにより、他軸成分を除去する補正を
行うことも可能である。
【０２６３】
　なお、補助接続部材は必ずしも４組すべてを用いる必要はなく、少なくとも１組を用い
るようにすれば、検出感度の差を是正する効果は得られる。たとえば、図２７に示す第２
の実施形態について、２組の作用点Ｑ１１，Ｑ１３の位置にそれぞれ補助接続部材を設け
るようにすれば、モーメントＭｙが作用したときの変位を大幅に抑制することができ、少
なくともモーメントＭｙに対する検出感度を低下させる是正を行うことができる。
【０２６４】
　＜＜＜　§７．　正方形状の検出リングを用いた実施形態　＞＞＞
　これまで述べてきた実施形態は、いずれも各部が円形形状をした力覚センサであった。
たとえば、図１６に示す第１の実施形態に係る力覚センサの場合、検出リング６００は、
Ｚ軸を中心軸としてＸＹ平面に配置された円を基本環状路Ｂとする環状構造体であり、支
持体（支持基板）３００は、Ｚ軸を中心軸としてＺ軸負領域に配置された円形の板状構造
体であり、受力体１００は、Ｚ軸を中心軸としてＸＹ平面に配置された円形の環状構造体
である。
【０２６５】
　ここで述べる第４の実施形態は、各部を正方形状の部材によって構成したものである。
たとえば、検出リングとしては、図３５に示すような正方形状の検出リング７００Ｓを用
いることができる。この検出リング７００Ｓは、図２４に示す検出リング７００の形状を
正方形に修正したものであり、基本的な構造は類似している。そこで、図３５に示す検出
リング７００Ｓの各部の符号には、図２４に示す検出リング７００の対応部分の符号の末
尾にＳ（Squareの頭文字）を付したものを用いることにする。なお、図２４が下面図であ
るのに対して、図３５は上面図であるため、Ｙ軸の向きが逆になっている。
【０２６６】
　図２４に示す検出リング７００の場合、８組の検出部Ｄ１１～Ｄ１８が円形の検出リン
グ７００上において時計まわりに配置されている。一方、図３５は上面図であるため、８
組の検出部Ｄ１１Ｓ～Ｄ１８Ｓが正方形の検出リング７００Ｓ上において反時計まわりに
配置されている。第１の検出部Ｄ１１Ｓは、図示のとおり、第１の変形部７１Ｓおよび第
２の変形部７２Ｓと、これらによって両端を支持された変位部７３Ｓと、を有している。
第２～第８の検出部Ｄ１２Ｓ～Ｄ１８Ｓの構造も同様である。
【０２６７】
　この検出部Ｄ１１Ｓ～Ｄ１８Ｓの基本構造および変形態様は、図１７に示す検出部Ｄの
基本構造および変形態様と同じである。もちろん、円形の検出リング７００上に形成され
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た検出部と正方形の検出リング７００Ｓ上に形成された検出部とは、形状が若干異なるこ
とになるが、本質的な構造および変形態様に変わりはない。したがって、各検出部Ｄ１１
Ｓ～Ｄ１８Ｓの変位部７３Ｓに形成された変位電極Ｅ２と、支持基板の対向位置に形成さ
れた固定電極Ｅ１とによって容量素子Ｃを形成した場合、基本環状路ＢＳに沿って圧縮応
力が作用したときと伸張応力が作用したときとでは、当該容量素子Ｃの静電容量値の増減
が逆転する。
【０２６８】
　ここでは図示は省略するが、この正方形の検出リング７００Ｓの形状に合わせて、その
外側を取り囲むような正方形の環状構造体からなる受力体１００Ｓと、当該受力体１００
Ｓの外側輪郭線と同じ正方形を有する板状構造体からなる支持体（支持基板）３００Ｓと
が用意される。すなわち、ここで述べる第４の実施形態では、検出リング７００Ｓは、Ｚ
軸を中心軸としてＸＹ平面に配置された正方形を基本環状路ＢＳとする環状構造体であり
、支持体（支持基板）３００Ｓは、Ｚ軸を中心軸としてＺ軸負領域に配置された正方形の
板状構造体であり、受力体１００Ｓは、Ｚ軸を中心軸としてＸＹ平面に配置された正方形
の環状構造体ということになる。
【０２６９】
　もちろん、受力体１００Ｓと検出リング７００Ｓとの間には接続部材が接続され、検出
リング７００Ｓと支持基板３００Ｓとの間には固定部材が接続される。ただ、これらの接
続位置に関しては、§５で述べた第２の実施形態とは若干異なっている。この第４の実施
形態の場合、図３５に示すとおり、検出リング７００ＳのＸ軸上に２組の固定点Ｐ１５，
Ｐ１６が定義され、これら固定点Ｐ１５，Ｐ１６の位置が固定部材５１５，５２５によっ
て支持基板３００Ｓに固定される。一方、検出リング７００ＳのＹ軸上に２組の作用点Ｑ
１５，Ｑ１６が定義され、これら作用点Ｑ１５，Ｑ１６の位置が、図示されていない接続
部材によって受力体１００Ｓに接続される。
【０２７０】
　図３６は、図３５に示す検出リング７００Ｓの領域分布を示す上面図である（網目状の
ハッチングは、検出部Ｄ１１Ｓ～Ｄ１８Ｓの領域を示すためのものであり、断面を示すも
のではない）。図示のとおり、検出リング７００Ｓは、８組の検出部Ｄ１１Ｓ～Ｄ１８Ｓ
を、８組の連結部Ｌ１１Ｓ～Ｌ１８Ｓで連結した構造を有する。検出部Ｄ１１Ｓ～Ｄ１８
Ｓが３枚の板状片によって構成されているのに対し、連結部Ｌ１１～Ｌ１８は肉厚の厚い
部材から構成されており、検出リング７００Ｓに外力が作用した場合、当該外力に基づく
検出リング７００Ｓの弾性変形は、検出部Ｄ１１Ｓ～Ｄ１８Ｓに集中して生じることにな
る。
【０２７１】
　図３６に太い一点鎖線で示すような正方形状の基本環状路ＢＳを定義すると、この基本
環状路ＢＳに沿って反時計まわりに、第１の連結部Ｌ１１Ｓ、第１の検出部Ｄ１１Ｓ、第
２の連結部Ｌ１２Ｓ、第２の検出部Ｄ１２Ｓ、第３の連結部Ｌ１３Ｓ、第３の検出部Ｄ１
３Ｓ、第４の連結部Ｌ１４Ｓ、第４の検出部Ｄ１４Ｓ、第５の連結部Ｌ１５Ｓ、第５の検
出部Ｄ１５Ｓ、第６の連結部Ｌ１６Ｓ、第６の検出部Ｄ１６Ｓ、第７の連結部Ｌ１７Ｓ、
第７の検出部Ｄ１７Ｓ、第８の連結部Ｌ１８Ｓ、第８の検出部Ｄ１８Ｓを、この順序で配
置することにより検出リング７００Ｓが構成されている。
【０２７２】
　図の＜Ｉ＞，＜II＞，＜III＞，＜IV＞は、ＸＹ二次元座標系における第１象限～第４
象限を示している。８組の検出部Ｄ１１Ｓ～Ｄ１８Ｓは、各象限にそれぞれ２組ずつ配置
されている。
【０２７３】
　図３７は、図３５に示す検出リング７００Ｓについて、ＸＹ平面上に定義された基本環
状路ＢＳおよびこの基本環状路ＢＳ上に定義された各点を示す平面図である。図に太い一
点鎖線で示す基本環状路ＢＳは、ＸＹ平面上に配置された原点Ｏを中心とする正方形であ
り、検出リング７００Ｓは、この基本環状路ＢＳに沿って伸びる方形の環状構造体になる
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。図には、検出リング７００Ｓの内側輪郭線と外側輪郭線の位置が実線で示されている。
図示の実施例の場合、基本環状路ＢＳは、検出リング７００Ｓの内側輪郭線と外側輪郭線
との中間位置を通るＸＹ平面上の正方形であり、検出リング７００Ｓの環状肉厚部分（連
結部Ｌ１１Ｓ～Ｌ１８Ｓ）の中心線になる。
【０２７４】
　図３７を見ればわかるとおり、この第４の実施形態では、検出点Ｒ１１とＲ１２の間に
は、固定点Ｐや作用点Ｑは設けられていない。同様に、検出点Ｒ１３とＲ１４の間、検出
点Ｒ１５とＲ１６の間、検出点Ｒ１７とＲ１８の間にも、固定点Ｐや作用点Ｑは設けられ
ていない。別言すれば、第４の実施形態では、偶数ｎ個の連結部に対して、基本環状路に
沿って順に番号を付与したときに、作用点Ｑおよび固定点Ｐが、いずれも奇数番目の連結
部に配置され、かつ、作用点Ｑと固定点Ｐとが基本環状路ＢＳに沿って交互に配置される
ようにする、という方針を採用している。
【０２７５】
　具体的には、図３６と図３７とを対比すればわかるとおり、第１の固定点Ｐ１５は第１
の連結部Ｌ１１Ｓに配置され、第１の作用点Ｑ１５は第３の連結部Ｌ１３Ｓに配置され、
第２の固定点Ｐ１６は第５の連結部Ｌ１５Ｓに配置され、第２の作用点Ｑ１６は第７の連
結部Ｌ１７Ｓに配置されている。すなわち、固定点Ｐ１５，Ｐ１６および作用点Ｑ１，Ｑ
２は、いずれも奇数番目の連結部に、かつ、交互になるように配置されており、偶数番目
の連結部には、固定点Ｐも作用点Ｑも配置されていない。
【０２７６】
　ここで、検出リング７００Ｓの第１の作用点Ｑ１５の位置は、第１の接続部材によって
受力体１００Ｓに接続され、検出リング７００Ｓの第２の作用点Ｑ１６の位置は、第２の
接続部材によって受力体１００Ｓに接続される（各接続部材の図示は省略する）。同様に
、検出リング７００Ｓの第１の固定点Ｐ１５の位置は、第１の固定部材５１５によって支
持基板３００Ｓに固定され、検出リング７００Ｓの第２の固定点Ｐ１６の位置は、第２の
固定部材５２５によって支持基板３００Ｓに固定される（図３５参照）。
【０２７７】
　より具体的には、図示の例の場合、第１の固定点Ｐ１５は正のＸ軸上に配置され、第２
の固定点Ｐ１６は負のＸ軸上に配置され、第１の作用点Ｑ１５は正のＹ軸上に配置され、
第２の作用点Ｑ１６は負のＹ軸上に配置されていることになる。そして、検出リング７０
０Ｓは、原点Ｏを中心としてＸＹ平面に配置された正方形の環状構造体であり、Ｙ軸に平
行な方向に伸び正のＸ軸と交差する第１の辺Ｓ１と、Ｘ軸に平行な方向に伸び正のＹ軸と
交差する第２の辺Ｓ２と、Ｙ軸に平行な方向に伸び負のＸ軸と交差する第３の辺Ｓ３と、
Ｘ軸に平行な方向に伸び負のＹ軸と交差する第４の辺Ｓ４と、を有している。
【０２７８】
　そして、第１の検出点Ｒ１１は、第１の辺Ｓ１の正のＹ座標をもつ位置に配置され、第
２の検出点Ｒ１２は、第２の辺Ｓ２の正のＸ座標をもつ位置に配置され、第３の検出点Ｒ
１３は、第２の辺Ｓ２の負のＸ座標をもつ位置に配置され、第４の検出点Ｒ１４は、第３
の辺Ｓ３の正のＹ座標をもつ位置に配置され、第５の検出点Ｒ１５は、第３の辺Ｓ３の負
のＹ座標をもつ位置に配置され、第６の検出点Ｒ１６は、第４の辺Ｓ４の負のＸ座標をも
つ位置に配置され、第７の検出点Ｒ１７は、第４の辺Ｓ４の正のＸ座標をもつ位置に配置
され、第８の検出点Ｒ１８は、第１の辺Ｓ１の負のＹ座標をもつ位置に配置されている。
【０２７９】
　ここで述べる第４の実施形態に係る力覚センサでは、このような８組の検出点Ｒ１１～
Ｒ１８の位置に配置された８組の検出部Ｄ１１Ｓ～Ｄ１８Ｓについて、それぞれ容量素子
Ｃ１１～Ｃ１８が形成される。当該力覚センサについて、各軸方向の力もしくは各軸まわ
りのモーメントが作用したときの各容量素子Ｃ１１～Ｃ１８の静電容量値Ｃ１１～Ｃ１８
の変動量（増減の程度）は、図３８のテーブルに示すようなものになる。ここで、「０」
と記された欄は、有意な変動量が生じないことを示し、「＋」もしくは「－」と記された
欄は、静電容量値が増加もしくは減少することを示す。また、「＋＋」もしくは「－－」
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と記された欄は、静電容量値の増加もしくは減少の程度がより大きいことを示す。
【０２８０】
　この図３８のテーブルに示す結果を前提とすれば、受力体１００Ｓに作用した外力の６
軸成分Ｆｘ，Ｆｙ，Ｆｚ，Ｍｘ，Ｍｙ，Ｍｚは、図３９に示す演算式によって算出するこ
とができる。
【０２８１】
　まず、Ｘ軸方向の力Ｆｘは、図３８のテーブルのＦｘの行の各欄を参照すれば、Ｆｘ＝
＋Ｃ１２－Ｃ１３－Ｃ１６＋Ｃ１７なる演算によって得られることになる。同様に、Ｙ軸
方向の力Ｆｙは、図３８のテーブルのＦｙの行の各欄を参照すれば、Ｆｙ＝－Ｃ１１－Ｃ
１４＋Ｃ１５＋Ｃ１８なる演算によって得られることになる。そして、Ｚ軸方向の力Ｆｚ
は、図３８のテーブルのＦｚの行の各欄を参照すれば、Ｆｚ＝－（Ｃ１１＋Ｃ１２＋Ｃ１
３＋Ｃ１４＋Ｃ１５＋Ｃ１６＋Ｃ１７＋Ｃ１８）なる演算によって得られることになる。
【０２８２】
　一方、Ｘ軸まわりのモーメントＭｘは、図３８のテーブルのＭｘの行の各欄を参照すれ
ば、Ｍｘ＝－Ｃ１１－Ｃ１２－Ｃ１３－Ｃ１４＋Ｃ１５＋Ｃ１６＋Ｃ１７＋Ｃ１８なる演
算によって得られることになる。同様に、Ｙ軸まわりのモーメントＭｙは、図３８のテー
ブルのＭｙの行の各欄を参照すれば、Ｍｙ＝＋Ｃ１１＋Ｃ１２－Ｃ１３－Ｃ１４－Ｃ１５
－Ｃ１６＋Ｃ１７＋Ｃ１８なる演算によって得られることになる。そして、Ｚ軸まわりの
モーメントＭｚは、図３８のテーブルのＭｚの行の各欄を参照すれば、Ｍｚ＝－Ｃ１１－
Ｃ１２＋Ｃ１３＋Ｃ１４－Ｃ１５－Ｃ１６＋Ｃ１７＋Ｃ１８なる演算によって得られるこ
とになる。
【０２８３】
　図３５に示す検出リング７００Ｓを利用して構成される基本構造部は、ＸＺ平面および
ＹＺ平面の双方に関して対称性を有している。このため、図３９に示す各演算式を用いれ
ば、他軸成分の干渉を排除した検出値を得ることができる。ここでは図示は省略するが、
この図３９に示す演算式に基づく演算を行う検出回路を用意しておけば、６軸成分Ｆｘ，
Ｆｙ，Ｆｚ，Ｍｘ，Ｍｙ，Ｍｚに対応する電圧値を電気信号として出力することができる
。前述したように、他軸成分の干渉を完全になくすことは困難であるが、実用上は、問題
のないレベルに抑えられ、必要があれば、マイクロコンピュータなどを用いた演算を行う
ことにより、他軸成分を除去する補正を行うことも可能である。
【０２８４】
　なお、図３９に示す演算式は、各軸成分を算出するための演算式の一例を示すものであ
り、これとは別の演算式を用いて各軸成分を算出することも可能である。たとえば、力Ｆ
ｚは、Ｆｚ＝－（Ｃ１１＋Ｃ１３＋Ｃ１５＋Ｃ１７）、もしくは、Ｆｚ＝－（Ｃ１２＋Ｃ
１４＋Ｃ１６＋Ｃ１８）なる演算式で求めることが可能であり、モーメントＭｘは、Ｍｘ
＝－Ｃ１２－Ｃ１３＋Ｃ１６＋Ｃ１７なる演算式で求めることが可能であり、モーメント
Ｍｙは、Ｍｙ＝＋Ｃ１１－Ｃ１４－Ｃ１５＋Ｃ１８なる演算式で求めることが可能であり
、モーメントＭｚは、Ｍｚ＝－Ｃ１１＋Ｃ１３－Ｃ１５＋Ｃ１７、もしくは、Ｍｚ＝－Ｃ
１２＋Ｃ１４－Ｃ１６＋Ｃ１８なる演算式で求めることが可能である。
【０２８５】
　図４０は、このような演算式のバリエーションを示す図である。理論的には、８組の静
電容量値Ｃ１１～Ｃ１８のすべてを利用した演算を行った方がより精度の高い検出値を得
ることができるが、実際には、図４０にバリエーションとして示す各演算式に基づく演算
を行っても、実用上、十分な精度をもった検出結果を得ることができる。したがって、検
出回路の演算負担をできるだけ軽減したい場合には、図４０に示すバリエーションを採用
すればよい。
【０２８６】
　＜＜＜　§８．　その他の変形例　＞＞＞
　これまで本発明に係る力覚センサをいくつかの実施形態について説明してきたが、ここ
では、更にいくつかの変形例を述べておく。
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【０２８７】
　＜８－１．作用点や固定点の位置を変えた変形例＞
　図４１は、本願第５の実施形態に係る力覚センサの基本構造部の上面図である。この第
５の実施形態は、図２７に示す第２の実施形態と同様、各部が円形形状をなし、８組の検
出部Ｄ１１～Ｄ１８を用いる力覚センサである。この図４１に示す第５の実施形態に係る
力覚センサの基本構造部は、図２７に示す第２の実施形態に係る力覚センサの基本構造部
とほとんど同じであり、実際、検出リング７００、受力体１００、支持基板３００につい
ては全く同一の部材が用いられている。したがって８組の検出部Ｄ１１～Ｄ１８の構造や
配置にも変わりはなく、８組の容量素子の構造や配置にも変わりはない。
【０２８８】
　すなわち、図４１に示す基本構造部において、検出リング７００は、原点Ｏを中心とし
てＸＹ平面に配置された円形の環状構造体であり、ＸＹ平面において、原点Ｏを起点とし
て、Ｘ軸正方向に対して反時計まわりに角度θをなす方位ベクトルＶec（θ）を定義した
ときに、第ｉ番目（但し、１≦ｉ≦８）の検出点は、方位ベクトルＶec（π／８＋（ｉ－
１）・π／４）と基本環状路Ｂとの交点位置に配置されている。これは、図２７に示す基
本構造部と共通する構造である。両者の相違は、作用点Ｑおよび固定点Ｐの位置と、検出
回路の構成（用いる演算式）である。
【０２８９】
　図２７に示す基本構造部の場合、４組の作用点Ｑ１１～Ｑ１４（白丸）がＸ軸もしくは
Ｙ軸上に配置され、４組の固定点Ｐ１１～Ｐ１４（黒丸）がＶ軸もしくはＷ軸上に配置さ
れている。このため、検出リング７００は、４組の接続部材４６０，４７０，４８０，４
９０によって受力体１００に接続され、４組の固定部材５６０，５７０，５８０，５９０
によって支持基板３００に接続されている。
【０２９０】
　これに対して、図４１に示す基本構造部の場合、２組の作用点Ｑ１５，Ｑ１６（白丸）
がＹ軸上に配置され、２組の固定点Ｐ１５，Ｐ１６（黒丸）がＸ軸上に配置されている。
このため、検出リング７００は、２組の接続部材４７０，４９０によって受力体１００に
接続され、２組の固定部材５１６，５２６によって支持基板３００に接続されている。
【０２９１】
　結局、図４１に示す第５の実施形態に係る力覚センサは、外形形状は図２７に示す第２
の実施形態に係る力覚センサに類似しているものの、作用点Ｑおよび固定点Ｐの配置に関
しては、図３５に示す正方形状の部材を用いた第４の実施形態に係る力覚センサと同じで
ある。第４の実施形態では、偶数ｎ個の連結部に対して、基本環状路ＢＳに沿って順に番
号を付与したときに、作用点Ｑおよび固定点Ｐが、いずれも奇数番目の連結部に配置され
、かつ、作用点Ｑと固定点Ｐとが基本環状路ＢＳに沿って交互に配置されるようにする、
という方針を採用している。図４１に示す第５の実施形態でも、上記方針に基づいて作用
点Ｑおよび固定点Ｐの配置が行われているため、Ｖ軸上やＷ軸上には、作用点Ｑも固定点
Ｐも配置されていない。
【０２９２】
　したがって、この第５の実施形態に係る力覚センサにおける８組の容量素子Ｃ１１～Ｃ
１８の静電容量値の変動態様は、図２８に示すテーブル（第２の実施形態についてのテー
ブル）とは異なるものになり、各軸成分を検出するために用いる演算式も、図２９に示す
演算式（第２の実施形態についての演算式）とは異なるものになる。ここでは、第５の実
施形態についての静電容量値の変動態様を示すテーブルや各軸成分を検出するために用い
る演算式の説明は省略するが、実際には、図３８に示すテーブルや図３９に示す演算式に
近いものが得られる。
【０２９３】
　このように、本発明を実施する際に、物理的な構造が全く同一の検出リングを用いた場
合でも、作用点Ｑや固定点Ｐの位置に応じて、検出リングの変形態様は異なり、各軸成分
を求めるための演算式も異なってくる点は留意しておくべき事項である。
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【０２９４】
　＜８－２．受力体を内側に配置した変形例＞
　これまで述べてきた実施形態では、受力体として、内部に検出リングを収容可能な環状
構造体を用い、受力体を検出リングの外側に配置していたが、受力体は、必ずしも検出リ
ングの外側に配置する必要はない。たとえば、検出リングが、内部に受力体を収容可能な
環状構造体であれば、受力体を検出リングの内側に配置することも可能である。
【０２９５】
　図４２は、本発明の第６の実施形態に係る力覚センサの基本構造部の上面図（上段の図
）およびこれをＸＺ平面で切断した側断面図（下段の図）である。この図４２に示す基本
構造部における検出リング７００は、図２７に示す第２の実施形態に係る基本構造部にお
ける検出リング７００と全く同じものであり、８組の検出部Ｄ１１～Ｄ１８の構造や配置
、８組の容量素子Ｃ１１～Ｃ１８の構造や配置、４組の作用点Ｑ１１～Ｑ１４の配置、４
組の固定点Ｐ１１～Ｐ１４の配置に関しては、何ら相違はない。ただ、図２７に示す受力
体１００が、検出リング７００の外側に配置されている円環状構造体であるのに対して、
図４２に示す受力体１５０は、検出リング７００の内側に配置されている円柱状構造体に
なっている。
【０２９６】
　このため、検出リング７００を支持基板３８０に固定するための４組の固定部材５６０
，５７０，５８０，５９０の配置は第２の実施形態と同じであるが、検出リング７００を
受力体１５０に接続するための４組の接続部材４６５，４７５，４８５，４９５は、検出
リング７００の内側に設けられている。すなわち、４組の接続部材４６５，４７５，４８
５，４９５は、検出リング７００の作用点Ｑ１１～Ｑ１４の位置を受力体１５０に接続す
るため、検出リング７００の内周面と受力体１５０の外周面とを接続する部材として設け
られる。
【０２９７】
　図４２の下段の側断面図を見ればわかるとおり、受力体１５０が検出リング７００の内
側に収容されているため、支持基板３８０は、検出リング７００の外径と等しい外径をも
った円盤状の部材によって構成されている。このため、基本構造部の径方向のサイズを小
さく設定することができる。なお、図示の例では、受力体１５０の厚みが検出リング７０
０の厚みより大きく設定されているため、受力体１５０の上端が上方へと突き出る構造に
なっているが、全体を薄型化したい場合には、受力体１５０の厚みが検出リング７００の
厚みと等しくなるようにすればよい。
【０２９８】
　このように、受力体１５０を検出リング７００の内側に収容する構造を採用すると、検
出リング７００の内側空洞部を有効利用することができ、装置の小型化を図ることができ
る。ただ、外力の作用を受けたときに変形を生じる検出リング７００が、外側にむき出し
の状態になるので、この検出リング７００の部分が何らかの物体に接触すると、検出リン
グ７００の本来の変形（上述した検出原理に必要な変形）が妨げられ、正しい検出結果を
得ることができなくなる。したがって、第６の実施形態を採用する際には、検出リング７
００の本来の変形が妨げられることがないよう、外側に保護カバーを設けるなどの配慮を
行うのが好ましい。
【０２９９】
　この第６の実施形態に係る力覚センサにおける各軸成分の検出動作は、§５で述べた第
２の実施形態に係る力覚センサの動作と同様であるため、ここでは説明は省略する。
【０３００】
　＜８－３．受力体を上方に配置した変形例＞
　§８－２では、受力体を検出リングの内側に配置した変形例を述べたが、受力体の配置
は、検出リングの外側や内側に限定されるものではない。理論的には、受力体は、検出リ
ングの本来の変形を妨げることなしに、検出対象となる力やモーメントを検出リングの作
用点Ｑに伝達させることができる位置であれば、どのような位置に配置してもかまわない
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。ここでは、受力体を検出リングの上方に配置した変形例を述べる。
【０３０１】
　図４３は、本発明の第７の実施形態に係る力覚センサの基本構造部の上面図（上段の図
）およびこれをＸＺ平面で切断した側断面図（下段の図）である。この図４３に示す基本
構造部における検出リング７００および支持基板３８０は、図４２に示す第６の実施形態
に係る基本構造部における検出リング７００および支持基板３８０と全く同じものであり
、４組の固定部材５６０，５７０，５８０，５９０の配置も同じである。
【０３０２】
　ただ、図４２に示す受力体１５０が、検出リング７００の内側に配置されている円柱状
構造体であるのに対して、図４３に示す受力体１８０は、検出リング７００の上方に配置
されている円盤状構造体になっている。この例の場合、受力体１８０は、検出リング７０
０の外径と等しい外径をもった円盤状の部材、すなわち、支持基板３８０と全く同一の形
状をもった部材によって構成されている。
【０３０３】
　このため、検出リング７００を支持基板３８０に固定するための４組の固定部材５６０
，５７０，５８０，５９０の配置は第６の実施形態と同じであるが、検出リング７００を
受力体１８０に接続するための４組の接続部材４９１，４９２，４９３，４９４は、検出
リング７００の上方に設けられている。図４３の上段の図に破線で示されているように、
４組の接続部材４９１，４９２，４９３，４９４は、円柱状の部材であり、検出リング７
００の作用点Ｑ１１～Ｑ１４の位置を受力体１８０に接続するため、検出リング７００の
上面と受力体１８０の下面とを接続する部材として設けられる。
【０３０４】
　結局、この第７の実施形態に係る力覚センサでは、ＸＹ平面を水平面にとり、Ｚ軸を垂
直上方に向かう軸としたときに、検出リング７００をＸＹ平面に配置し、支持体（支持基
板３８０）を検出リング７００の下方に所定間隔をおいて配置し、受力体１８０を検出リ
ングの上方に所定間隔をおいて配置する構成が採用されていることになる。
【０３０５】
　このように、受力体１８０を検出リング７００の上方に配置した場合でも、検出リング
７００の作用点Ｑ１１～Ｑ１４に検出対象となる力やモーメントを伝達する機能に変わり
はない。この第７の実施形態に係る力覚センサにおける各軸成分の検出動作も、§５で述
べた第２の実施形態に係る力覚センサの動作と同様であるため、ここでは説明は省略する
。
【０３０６】
　＜８－４．受力体や支持体の形状および配置に関するその他の変形例＞
　これまで述べた第１～第５の実施形態では、環状構造体からなる受力体１００を用いて
いるが、これは受力体１００を検出リングの外側に配置するための便宜である。一方、§
８－２で述べた第６の実施形態に用いる受力体１５０（図４２）は円柱状をなし、§８－
３で述べた第７の実施形態に用いる受力体１８０（図４３）は円盤状をなしている。この
ように、受力体の形状は、個々の実施形態において適切な形状に設計すれば足り、環状構
造体であっても、板状構造体であってもかまわない。もちろん、円形の構造体であっても
、矩形の構造体であってもかまわない。
【０３０７】
　同様に、これまで述べた第１～第７の実施形態では、板状構造体からなる支持基板３０
０，３８０を支持体として用いているが、本発明における支持体は、検出リングを支持す
る役割を果たす部材であれば足り、その形状は任意のものでかまわない。したがって、必
ずしも板状構造体である必要はなく、環状構造体を支持体として用いることも可能である
。
【０３０８】
　また、これまで述べた第１～第７の実施形態では、支持体（支持基板３００，３８０）
を検出リングの下方に配置しているが、支持体は必ずしも検出リングの下方（検出リング
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をＸＹ平面上に配置したときのＺ軸負領域）に配置する必要はなく、任意の位置に配置す
ることが可能である。もっとも、支持体を、検出リングの下方に配置した支持基板によっ
て構成すれば、その上面に固定電極を形成することができるので、製造工程を単純化する
上では、検出リングの下方に配置した板状構造体によって支持体を構成するのが好ましい
。
【０３０９】
　＜８－５．検出部のバリエーション＞
　ここでは、検出部Ｄの構造に関するバリエーションを述べておく。これまで述べてきた
実施形態では、いずれも図１７に例示する構造をもった検出部Ｄが利用されている。この
検出部Ｄは、弾性変形を生じる第１の変形部６１および第２の変形部６２と、これら変形
部６１，６２の弾性変形により変位を生じる変位部６３とを有している。
【０３１０】
　より具体的には、図１７(a) に示すとおり、検出点Ｒの位置に配置される検出部Ｄは、
弾性変形を生じる第１の板状片６１および第２の板状片６２と、両端がこれらの板状片６
１，６２によって支持された第３の板状片６３とによって構成されており、第３の板状片
６３が変位部として機能する。ここで、検出点Ｒの位置にＸＹ平面に直交する法線Ｎを立
てたときに、第１の板状片６１および第２の板状片６２は、法線Ｎに対して傾斜しており
、かつ、第１の板状片６１の傾斜方向と第２の板状片６２の傾斜方向とは逆向きになって
いる。また、力もしくはモーメントが作用していない状態において、第３の板状片６３（
変位部）の対向面と支持基板３００の対向面とは平行を維持する。
【０３１１】
　ここで、これまで述べてきた図１３，図１６，図２４，図２７，図３１，図４１，図４
２に示す実施例における検出部の平面形状に着目すると、第１の板状片６１，７１および
第２の板状片６２，７２、ならびに第３の板状片６３，７３のＸＹ平面への投影像はいず
れも台形に近い扇形をしており、当該投影像の左右の輪郭線は原点Ｏに向かう半径に沿っ
たものになっている。たとえば、図１３(c) に示されている検出部Ｄ４を構成する板状片
６１，６２，６３の平面形状は、いずれも台形に近い扇形をしている。これは、検出リン
グ６００が円環状をしているため、この円環に合わせて各検出部Ｄ１～Ｄ４を設計したた
めである。
【０３１２】
　これに対して、図３５に示す実施例では、たとえば、検出部Ｄ１１Ｓを構成する板状片
７１Ｓ，７２Ｓ，７３Ｓの平面形状は、いずれも矩形をしている。これは、検出リング７
００Ｓが方環状をしているため、この方環に合わせて各検出部Ｄ１１Ｓ～Ｄ１８Ｓを設計
したためである。
【０３１３】
　このように、これまで述べてきた実施例では、検出リングの形状に合わせて、検出部を
構成する各板状片の平面形状を扇形もしくは矩形にする設計を行っているが、各板状片の
平面形状は、必ずしも上例のような使い分けを行う必要はない。たとえば、図１３(c) に
示すように、円環状の検出リング６００を採用した場合であっても、各板状片６１，６２
，６３の平面形状がいずれも矩形となるような設計を行ってもかまわない。図１３(c) に
示す実施例において、各板状片６１，６２，６３の平面形状を図３５の実施例に示す各板
状片７１Ｓ，７２Ｓ，７３Ｓのような矩形にすれば、検出部Ｄの立体構造を切削加工やワ
イヤーカット加工によって形成する場合、加工器具を同一方向に駆動する単純な工程を採
用することができるようになり、センサを量産する上では好ましい。
【０３１４】
　なお、図１７(a) に例示する断面構造をもった検出部Ｄは、本発明を実施するにあたり
、最も好ましい構造をもった検出部の１つであるが、本発明に利用可能な検出部Ｄの構造
は、この図１７(a) に例示する構造に限定されるものではない。図４４は、検出部Ｄの構
造のバリエーションを示す部分断面図である。
【０３１５】
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　図４４(a) に示す検出部ＤＢは、検出リング６００Ｂの一部に設けられた検出部であり
、第１の板状片６１Ｂ，第２の板状片６２Ｂ，変位部６３Ｂ，第１の橋梁部６４Ｂ，第２
の橋梁部６５Ｂを有している。図示のとおり、変位部６３Ｂ，第１の橋梁部６４Ｂ，第２
の橋梁部６５Ｂは、いずれもＸＹ平面（基本環状路Ｂを含む平面）に対して平行になるよ
うに配置された板状の構成要素であり、第１の板状片６１Ｂ，第２の板状片６２Ｂは、い
ずれもＸＹ平面に対して直交するように（法線Ｎに対して平行になるように）配置された
板状の構成要素である。
【０３１６】
　図１７(a) に示す検出部Ｄの場合、第１の板状片６１および第２の板状片６２が互いに
逆向きになるように傾斜しているが、図４４(a) に示す検出部ＤＢの場合、第１の板状片
６１Ｂ，第２の板状片６２Ｂは互いに平行な状態になっている。したがって、この検出部
ＤＢでは、圧縮力ｆ１が作用した場合も、伸張力ｆ２が作用した場合も、第１の板状片６
１Ｂおよび第２の板状片６２Ｂが法線Ｎに対して傾斜するので、いずれの場合も変位部６
３Ｂは図の上方に移動することになる。したがって、容量素子Ｃの静電容量値の増減によ
り、作用した力やモーメントの向きを検出することはできないが、作用する力やモーメン
トの方向が定まっている用途であれば、検出部ＤＢにより作用した力やモーメントの大き
さを検出することが可能である。
【０３１７】
　図４４(b) に示す検出部ＤＣは、検出リング６００Ｃの一部に設けられた検出部であり
、第１の板状片６１Ｃ，第２の板状片６２Ｃ，変位部６３Ｃ，第１の橋梁部６４Ｃ，第２
の橋梁部６５Ｃを有している。図示のとおり、変位部６３Ｃ，第１の橋梁部６４Ｃ，第２
の橋梁部６５Ｃは、いずれもＸＹ平面（基本環状路Ｂを含む平面）に対して平行になるよ
うに配置された板状の構成要素であり、第１の板状片６１Ｃ，第２の板状片６２Ｃは、法
線Ｎに対して、互いに逆向きになるように傾斜して配置された板状の構成要素である。た
だ、図１７(a) に示す検出部Ｄとは、傾斜の態様が異なっており、板状片６１Ｃ，６２Ｃ
間の距離は、図の下方にゆくほど広がっている。
【０３１８】
　この検出部ＤＣでは、圧縮力ｆ１が作用した場合には、変位部６３Ｃは図の上方に移動
し、伸張力ｆ２が作用した場合には、変位部６３Ｃは図の下方に移動することになり、図
１７(a) に示す検出部Ｄとは変位の方向が逆になるものの、容量素子Ｃの静電容量値の増
減により、作用した力やモーメントの向きおよび大きさを検出することができる。
【０３１９】
　図４４(c) に示す検出部ＤＤは、検出リング６００Ｄの一部に設けられた検出部であり
、１枚の板状変形部８０からなる非常に単純な構造を有する。板状変形部８０は、検出対
象となる力もしくはモーメントの作用により弾性変形を生じる構成要素であり、その板面
は、ＸＹ平面（基本環状路Ｂを含む平面）に対して傾斜するように配置されている。この
検出部ＤＤでは、圧縮力ｆ１や伸張力ｆ２が作用すると、板状変形部８０に撓みが生じる
ことになる。
【０３２０】
　これまで述べてきた各実施形態のように、検出素子として容量素子を用いる場合には、
検出部ＤＤのような単純な構造はあまり好ましくないが、後述するように、検出素子とし
てストレインゲージを用いる場合には、この検出部ＤＤのような単純な構造も十分に利用
価値がある。
【０３２１】
　もちろん、検出部Ｄとしては、この他にも様々な構造のものを採用することができる。
本発明に用いる検出部としては、要するに、基本環状路Ｂに沿った方向に圧縮力ｆ１や伸
張力ｆ２が作用したときに、変位や撓みが生じる構造であれば、どのような構造のもので
あってもかまわない。一方、連結部は、ある程度の可撓性を有していてもかまわないが、
作用した外力によって、検出部に効果的な変形を生じさせる上では、連結部はなるべく変
形しない方が好ましい。したがって、実用上は、検出部の少なくとも一部は、検出素子に
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よって有意な検出が可能な弾性変形を生じる弾性変形体とし、連結部は、検出素子の検出
感度においては有意な変形が検出されない剛体とするのが好ましい。
【０３２２】
　また、これまで述べてきた実施形態では、変位部６３がＺ軸方向に変位する構造をもっ
た検出部Ｄが用いられているが、変位部６３の変位方向は必ずしもＺ軸方向である必要は
ない。
【０３２３】
　図４５は、図１６に示す第１の実施形態における検出リング６００の代わりに、検出部
の向きを変えた検出リング８００を用いた変形例に係る力覚センサの基本構造部の上面図
（上段の図）およびこれをＸＺ平面で切断した側断面図（下段の図）である。図１６に示
す検出リング６００に設けられていた４組の検出部Ｄ１～Ｄ４は、図４５に示す検出リン
グ８００では４組の検出部Ｄ１′～Ｄ４′に置き換えられている。ここで、４組の検出部
Ｄ１′～Ｄ４′の基本構造は図１７(a) に示す検出部Ｄの構造に類似しているが、検出リ
ング上での向きが異なっている。
【０３２４】
　図４５の検出部Ｄ１′を見るとわかるように、検出部Ｄ１′は、弾性変形を生じる第１
の板状片９１および第２の板状片９２と、両端がこれらの板状片９１，９２によって支持
された第３の板状片９３とによって構成されており、第３の板状片９３が変位部として機
能する。ここで、各板状片９１，９２，９３は、それぞれ図１７(a) に示す各板状片６１
，６２，６３に対応するものであるが、検出リングに対して配置される向きが異なってい
る。
【０３２５】
　すなわち、図１６に示す検出リング６００に設けられている４組の検出部Ｄ１～Ｄ４で
は、変位部６３が検出リング６００の下方に位置しており、変位部６３の下面が支持基板
３００の上面に対向している。これに対して、図４５に示す検出リング８００に設けられ
ている４組の検出部Ｄ１′～Ｄ４′では、変位部９３が検出リング８００の外側に位置し
ており、変位部９３の外側面が受力体１００の内周面に対向している。
【０３２６】
　別言すれば、図４５に示す４組の検出部Ｄ１′～Ｄ４′は、図１６に示す４組の検出部
Ｄ１～Ｄ４を基本環状路Ｂを回転軸として９０°回転させたような構造を有している。し
たがって、基本環状路Ｂに沿って圧縮力ｆ１が作用すると、変位部９３は外側に変位し（
図１７(b) 参照）、基本環状路Ｂに沿って伸張力ｆ２が作用すると、変位部９３は内側に
変位する（図１７(c) 参照）。
【０３２７】
　このように、図１６に示す検出リング６００に設けられている４組の検出部Ｄ１～Ｄ４
では、変位部６３がＺ軸方向に変位するのに対して、図４５に示す検出リング８００に設
けられている４組の検出部Ｄ１′～Ｄ４′では、変位部９３が原点Ｏを中心としてＸＹ平
面上に描かれた円の半径方向に変位することになる。したがって、図４５に示すとおり、
変位部９３の外側面に変位電極Ｅ２を形成し、これに対向する受力体１００の内周面に固
定電極Ｅ１を形成しておけば、これら一対の電極Ｅ１，Ｅ２によって容量素子Ｃを構成す
ることができる。そして、当該容量素子Ｃの静電容量値は、変位部９３の半径方向への変
位を示すパラメータとして利用できる。
【０３２８】
　もちろん、この図４５に示す４組の検出部Ｄ１′～Ｄ４′について形成された４組の容
量素子Ｃ１′～Ｃ４′の挙動は、図１６に示す４組の検出部Ｄ１～Ｄ４について形成され
た４組の容量素子Ｃ１～Ｃ４の挙動とは異なるため、４組の容量素子Ｃ１′～Ｃ４′の静
電容量値の変動形態は、図２０のテーブルに示すものとは異なるものになる。しかしなが
ら、４組の容量素子Ｃ１′～Ｃ４′の静電容量値の変動形態を示すテーブルとして、図２
０のテーブルのようなテーブルを作成すれば、検出対象となる力やモーメントの各軸成分
を算出する演算式が導出できる。
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【０３２９】
　ここでは、図４５に示す力覚センサについて、各軸成分を算出するための具体的な演算
式の記載は省略するが、この図４５に示す変形例は、次の２つの重要な点を示している。
第１の点は、検出素子として容量素子を用いる場合、当該容量素子の電極間隔の変化は、
必ずしもＺ軸方向に関するものである必要はない、という点である。図示の例は、容量素
子の電極間隔の変化が半径方向に生じる例であるが、もちろん、電極間隔の変化が他の任
意の方向に生じるような容量素子を用いてもかまわない。
【０３３０】
　そして、第２の点は、検出素子として容量素子を用いる場合、変位電極Ｅ２は検出部（
すなわち、検出リング）に設ける必要があるが、当該変位電極Ｅ２に対向する固定電極Ｅ
１は、必ずしも支持体（支持基板３００）に設ける必要はなく、受力体１００に設けても
かまわない、という点である。§８－４までに述べてきた各実施形態では、固定電極Ｅ１
はいずれも支持基板３００の上面に設けられているが、図４５に示す変形例の場合、固定
電極Ｅ１は支持基板３００ではなく、円環状の受力体１００の内周面に設けられている。
ここで、受力体１００は、外力の作用により変位を生じることになり、その結果、固定電
極Ｅ１についても変位が生じる可能性があるが、当該変位は変位電極Ｅ２の変位に完全に
連動したものではないので、各容量素子Ｃ１′～Ｃ４′の静電容量値の変動形態に基づい
て、受力体１００に作用した外力を検出することは可能である。
【０３３１】
　＜８－６．ストレインゲージを用いた変形例＞
　これまで述べてきた実施形態では、検出部に生じた弾性変形を検出する検出素子として
容量素子を用いているが、本発明を実施する上で、検出素子は必ずしも容量素子に限定さ
れるものではない。ここでは、検出素子として、検出部の弾性変形を生じる位置に固定さ
れたストレインゲージを用い、検出回路として、このストレインゲージの電気抵抗の変動
に基づいて、作用した力もしくはモーメントを示す電気信号を出力する回路を用いた変形
例を示しておく。
【０３３２】
　図４６は、図４４(c) 示す検出部ＤＤを構成する板状変形部８０の弾性変形の態様を示
す部分断面図である。図４６(a) は、この検出部ＤＤに外力が作用していない状態を示し
ている。図示のとおり、検出部ＤＤは、検出対象となる力もしくはモーメントの作用によ
り弾性変形を生じる板状変形部８０によって構成されている。ここで、板状変形部８０は
、その板面が基本環状路Ｂに対して傾斜するように配置されている。実際には、このよう
な検出部ＤＤが、検出リング６００Ｄの複数箇所に配置される。別言すれば、検出リング
６００Ｄは、複数の板状変形部８０と複数の連結部Ｌとを交互に配置してなる環状構造体
ということになる。
【０３３３】
　いま、この検出リング６００Ｄの検出点Ｒの位置に、図４６(b) に示すような圧縮力ｆ
１が作用した場合を考えてみる。この場合、板状変形部８０は撓みを生じることになるが
、その表面各部には、図に「－」もしくは「＋」で示す応力が発生する。ここで、「＋」
は圧縮応力（すなわち、基本環状路Ｂに沿って縮める方向の応力）を示し、「－」は伸張
応力（すなわち、基本環状路Ｂに沿って図の左右に広げる方向の応力）を示している。板
状変形部８０の表面に生じる応力は、図示のとおり、板状変形部８０の連結部Ｌに対する
接続端近傍に集中する。一方、検出点Ｒの位置に伸張力ｆ２が作用した場合は、図４６(b
) とは逆符号の応力分布が得られる。
【０３３４】
　これに対して、図４６(c) は、隣接する一対の連結部Ｌについて、縦方向の力が作用し
た場合に生じる応力分布を示している。具体的には、図示の例は、左側の連結部Ｌに対し
ては図の下方への力ｆ３が作用し、右側の連結部Ｌに対しては図の上方への力ｆ４が作用
したときに生じる応力分布を示すものである。この場合も、やはり板状変形部８０の表面
に生じる応力は、板状変形部８０の連結部Ｌに対する接続端近傍に集中する。
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【０３３５】
　このような応力分布を考慮すれば、図示のような板状変形部８０からなる検出部ＤＤを
用いて、ストレインゲージによって検出部ＤＤに生じた弾性変形を検出するには、板状変
形部８０の連結部Ｌに対する接続端近傍の両面に、各ストレインゲージを配置すると効果
的な検出が可能になることがわかる。
【０３３６】
　図４７は、このような考え方に基づき、図４４(c) 示す検出部ＤＤに生じた弾性変形を
検出する検出素子としてストレインゲージを用いた例を示す側面図（図(a) ）および上面
図（図(b) ）である。なお、検出リングが円形の場合、基本環状路Ｂは円を構成すること
になるが、図４７では、説明の便宜上、基本環状路Ｂの一部を直線で示している。
【０３３７】
　図示のとおり、検出部ＤＤを構成する板状変形部８０について、左側の連結部Ｌに対す
る第１の接続端近傍の表側の面に第１のストレインゲージｒ１が張り付けられ、裏側の面
に第２のストレインゲージｒ２が張り付けられている。同様に、右側の連結部Ｌに対する
第２の接続端近傍の表側の面に第３のストレインゲージｒ３が張り付けられ、裏側の面に
第４のストレインゲージｒ４が張り付けられている。
【０３３８】
　図４８は、図４７に示す４組のストレインゲージｒ１～ｒ４の検出結果に基づいて電気
信号を出力するブリッジ回路１９を示す回路図である。具体的には、このブリッジ回路１
９は、第１のストレインゲージｒ１と第４のストレインゲージｒ４とを第１の対辺とし、
第２のストレインゲージｒ２と第３のストレインゲージｒ３とを第２の対辺とする回路に
なっており、ブリッジ電圧源ｅから所定の電圧を印加することにより動作する。このブリ
ッジ回路１９について、両出力端子Ｔ５，Ｔ６間に発生するブリッジ電圧を検出する検出
回路を設けておけば、当該ブリッジ電圧は、図４６(b) に示すような変形もしくは図４６
(c) に示すような変形の程度を示すパラメータとして利用できる。
【０３３９】
　ここでは、検出素子としてストレインゲージを用いた力覚センサの具体的な構造や、各
軸成分の具体的な検出原理についての説明は省略するが、検出部の表面に生じる応力分布
を実測あるいはシミュレーションによって求めれば、ストレインゲージの効果的な配置を
決定することができ、これらストレインゲージによって構成されたブリッジ回路のブリッ
ジ電圧に基づく所定の演算処理を行うことにより、所望の軸方向成分の検出値を電気信号
として得ることが可能である。
【産業上の利用可能性】
【０３４０】
　本発明に係る力覚センサは、ＸＹＺ三次元直交座標系における任意の座標軸方向の力も
しくは任意の座標軸まわりのモーメントを検出する機能を有する。しかも、高い生産効率
が実現可能であるため、様々な産業機器において力やモーメントを測定するために利用可
能である。特に、ロボットアームを用いて自動組立を行う産業機器において、アームの関
節部分に組み込み、アームの先端部に生じる力を監視し、これを制御する用途に最適であ
る。
【符号の説明】
【０３４１】
１１～１４：Ｃ／Ｖ変換回路
１５～１８：加減算演算器
１９：ブリッジ回路
６１，６１Ｂ，６１Ｃ：第１の変形部
６２，６２Ｂ，６２Ｃ：第２の変形部
６３，６３Ｂ，６３Ｃ：変位部
６４Ｂ，６４Ｃ：第１の橋梁部
６５Ｂ，６５Ｃ：第２の橋梁部
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７１，７１Ｓ：第１の変形部
７２，７２Ｓ：第２の変形部
７３，７３Ｓ：変位部
８０：板状変形部
９１：第１の変形部
９２：第２の変形部
９３：変位部
１００：受力体
１５０：受力体
１８０：受力体
２００：検出リング
３００：支持基板
３００ｄ：ダイアフラム部
３５０：固定補助体
３８０：支持基板
４１０，４２０：接続部材
４６０，４６５：接続部材
４７０，４７５：接続部材
４８０，４８５：接続部材
４９０～４９５：接続部材
５１０，５１５，５１６：固定部材
５２０，５２５，５２６：固定部材
５３１，５３２，５３２ｄ：補助接続部材
５６０，５７０，５８０，５９０：固定部材
６００，６００Ｂ，６００Ｃ，６００Ｄ：検出リング
６００ｄ：ダイアフラム部
７００，７００Ｓ：検出リング
８００：検出リング
Ａ１，Ａ２：接続参照線
Ｂ，ＢＳ：基本環状路
Ｃ，Ｃ１～Ｃ４，C１１～C１８：容量素子（その静電容量値）
Ｄ，Ｄ１～Ｄ４，Ｄ１１～Ｄ１８，Ｄ１１Ｓ～Ｄ１８Ｓ，ＤＢ，ＤＣ，ＤＤ，Ｄ１′～Ｄ
４′：検出部
ｄ１～ｄ８：対向面の距離
Ｅ１：固定電極
Ｅ１１～Ｅ１８：固定電極
Ｅ２，Ｅ２（Ｄ１）～Ｅ２（Ｄ４）：変位電極
Ｅ２１～Ｅ２８：変位電極
ＥＬ：大面積電極
ＥＳ：小面積電極
ｅ：ブリッジ電圧源
Ｆｘ：Ｘ軸方向の力
Ｆｙ：Ｙ軸方向の力
Ｆｚ：Ｚ軸方向の力
ｆ１：圧縮力
ｆ２：伸張力
ｆ３，ｆ４：図の上下方向への力
Ｇ１，Ｇ２：溝部
Ｈ１，Ｈ２：空隙部
Ｉ１，Ｉ２：絶縁層
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Ｌ，Ｌ１～Ｌ４，Ｌ１１～Ｌ１８，Ｌ１１Ｓ～Ｌ１８Ｓ：連結部
Ｍｘ：Ｘ軸まわりのモーメント
Ｍｙ：Ｙ軸まわりのモーメント
Ｍｚ：Ｚ軸まわりのモーメント
Ｎ：法線
Ｏ：ＸＹＺ三次元座標系の原点
Ｐ１，Ｐ２，Ｐ１１～Ｐ１６：固定点
Ｑ１，Ｑ２，Ｑ１１～Ｑ１６：作用点
Ｒ１～Ｒ４，Ｒ１１～Ｒ１８：検出点／測定点
ｒ１～ｒ４：ストレインゲージ
Ｓ１～Ｓ４：矩形状の検出リング７００Ｓの各辺
Ｔ１～Ｔ６：出力端子
Ｕ：鉛直面
Ｖ：ＸＹ平面上でＸ軸を反時計まわりに４５°回転させた軸
ＶＸ：Ｖ軸とＸ軸との中間に位置する座標軸
ＶＹ：Ｖ軸とＹ軸との中間に位置する座標軸
Ｖ１～Ｖ４：電圧
Ｗ：ＸＹ平面上でＹ軸を反時計まわりに４５°回転させた軸
ＷＸ：Ｗ軸とＸ軸との中間に位置する座標軸
ＷＹ：Ｗ軸とＹ軸との中間に位置する座標軸
Ｘ：ＸＹＺ三次元座標系の座標軸
Ｙ：ＸＹＺ三次元座標系の座標軸
Ｚ：ＸＹＺ三次元座標系の座標軸
【要約】
斜視図（ａ）に示す構造をもった検出リング（６００）を用意する。この検出リング（６
００）は、側面図（ｂ）に示すように、ＸＹ平面上にＺ軸が中心軸となるように配置され
、下面図（ｃ）に示すように、その平面形状は円形のリングをなす。検出リング（６００
）は、弾性変形する板バネからなる４組の検出部（Ｄ１～Ｄ４）を、４組の円弧状連結部
（Ｌ１～Ｌ４）で連結した構造を有する。検出リング（６００）の下方に支持基板を配置
し、Ｙ軸上に配置された固定点（Ｐ１，Ｐ２）を支持基板に固定する。検出対象となる力
やモーメントを作用点（Ｑ１，Ｑ２）に作用させると、４組の検出部（Ｄ１～Ｄ４）が弾
性変形を生じる。各検出部（Ｄ１～Ｄ４）の変位部（６３）の底面にそれぞれ変位電極を
形成し、支持基板の対向面に固定電極を形成して４組の容量素子を形成し、その静電容量
値の変動量に基づく演算により、作用した力やモーメントを検出する。
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