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(57)【要約】
【課題】多関節型のロボットアームであっても安全に人
と接触することができ、さらに、人の動きに応じた最適
な接触動作が可能で、人へ接触のダメージを与えること
なく人と共存できる安全なロボットアームの動作制御を
実現できるロボットアームの制御装置などを提供する。
【解決手段】ロボットアームの制御装置であって、人接
近検知手段３が人の接近を検知した時に、人運動検出手
段２の検出した人の運動に基づいてロボットアーム８の
各関節部ごとに個別にインピーダンスを設定することで
人とロボットアーム８の衝突に対応する衝突対応動作制
御手段で制御する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも２つのリンクと少なくとも２つの関節部とを有する多関節型ロボットアーム
の制御装置であって、
　人または移動体と上記多関節型ロボットアームの衝突予定位置を取得する衝突位置推定
手段として機能する衝突位置取得手段と、
　上記衝突位置取得手段が取得した、上記人または移動体と上記多関節型ロボットアーム
の上記衝突予定位置に基づいて上記衝突予定位置の属する上記多関節型ロボットアームの
リンクより根元部に近い側の関節部の剛性を他の関節部の剛性よりも低下させる衝突対応
動作を衝突前に行なうように制御する衝突対応動作制御手段とを有するロボットアームの
制御装置。
【請求項２】
　上記衝突対応動作制御手段は、上記衝突予定位置の属する上記多関節型ロボットアーム
のリンクの上記根元部に最も近い側の関節部の剛性を他の関節部の剛性よりも低下させる
上記衝突対応動作を衝突前に行なうように制御する請求項１に記載のロボットアームの制
御装置。
【請求項３】
　上記衝突対応動作制御手段は、上記衝突予定位置の属する上記多関節型ロボットアーム
の上記リンクより手首部に近い側の各関節部ごとに個別に関節角度を制御することで、上
記衝突対応動作を衝突前に行なうように制御する請求項１又は２に記載のロボットアーム
の制御装置。
【請求項４】
　上記人または移動体の運動を検出する運動検出手段をさらに備え、
　上記衝突位置取得手段は、上記運動検出手段の検出結果に基づいて上記人または移動体
と上記多関節型ロボットアームの上記衝突予定位置を推定して上記衝突予定位置を取得し
、
　上記衝突対応動作制御手段は、上記衝突位置取得手段で取得した上記衝突予定位置に基
づいて上記衝突対応動作を衝突前に行なうように制御する請求項１又は２に記載のロボッ
トアームの制御装置。
【請求項５】
　上記運動検出手段の検出結果に基づいて上記ロボットアームに上記人または移動体が接
近したことを検知する接近検知手段をさらに備え、
　上記衝突対応動作制御手段は、上記接近検知手段が上記人または移動体の接近を検知し
たときに、上記衝突対応動作を衝突前に行なうように制御する請求項４に記載のロボット
アームの制御装置。
【請求項６】
　上記衝突対応動作制御手段は、上記運動検出手段の検出した上記人または移動体の運動
の速度成分に基づいて、上記衝突対応動作を衝突前に行なうように制御する請求項４また
は請求項５に記載のロボットアームの制御装置。
【請求項７】
　上記運動検出手段は、上記人または移動体の位置と移動速度を検出して上記人の運動を
検出する請求項４～請求項６のいずれか１つに記載のロボットアームの制御装置。
【請求項８】
　少なくとも２つのリンクと少なくとも２つの関節部とを有する多関節型ロボットアーム
の制御方法であって、
　上記ロボットアームに接近する人または移動体の運動を運動検出手段で検出し、
　上記運動検出手段で検出された上記人または移動体の運動検出結果に基づいて上記ロボ
ットアームに上記人または移動体が接近して上記ロボットアームの衝突警戒領域内に入っ
たか否かを接近検知手段で検知し、
　上記接近検知手段により上記人または移動体が接近して上記ロボットアームの衝突警戒
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領域内に入ったことを検知したときに、上記運動検出手段で検出した上記人または移動体
の上記運動に基づいて上記人または移動体と上記多関節型ロボットアームの衝突予定位置
を推定して上記衝突予定位置を衝突位置取得手段で取得するとともに、衝突対応動作制御
手段により、上記衝突位置取得手段で取得した上記衝突予定位置の属する上記多関節型ロ
ボットアームのリンクより根元部に近い側の関節部の剛性を他の関節部の剛性よりも低下
させることで、上記人と上記ロボットアームの衝突に対応する衝突対応動作を衝突前に行
なうように制御するロボットアームの制御方法。
【請求項９】
　上記多関節型ロボットアームと、
　上記ロボットアームを制御する請求項１～請求項７のいずれか１つに記載のロボットア
ームの制御装置とを有して、
　上記人または移動体と上記ロボットアームの衝突に対応する上記衝突対応動作を上記衝
突対応動作制御手段により衝突前に行なうように制御するロボット。
【請求項１０】
　コンピューターを、
　人または移動体と、少なくとも２つのリンクと少なくとも２つの関節部とを有する多関
節型ロボットアームの衝突予定位置を取得する衝突位置取得手段と、
　上記衝突位置取得手段が取得した、上記人または移動体と上記多関節型ロボットアーム
の上記衝突予定位置に基づいて上記衝突予定位置の属する上記多関節型ロボットアームの
リンクより根元部に近い側の関節部の剛性を他の関節部の剛性よりも低下させる衝突対応
動作を衝突前に行なうように制御する衝突対応動作制御手段として機能させるためのロボ
ットアームの制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、家庭用ロボット等、人との物理的な接触の可能性のあるロボットアームの制
御装置及び制御方法、ロボット、及びロボットアームの制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ペットロボットなどの家庭用ロボットの開発が盛んに行われており、将来は家事
支援ロボット等、より実用的な家庭用ロボットが実用化されるものと期待されている。家
庭用ロボットは、家庭内に入り人と共生する必要があるため、人との物理的な接触が不可
欠であり、安全性の面から、柔軟であることが必要とされる。
【０００３】
　こうした課題に対し、従来技術としては、特許文献１（特開平１０－３２９０７１号公
報）において、ロボットアームに加わった人との接触力を検知し、アームに大きな力が加
わった時には復元力を小さくし安全性を高め、アームに微少な力が加わっている時には復
元力を大きくし動作精度を確保する制御装置を開示している。
【０００４】
　また、特許文献２には、図１１Ａに示すように、障害物が存在する環境とロボット５１
３との接触部およびその接触力をそれぞれ検知するセンサ機構５１５と、移動機構５１１
およびマニピュレータ５１２の位置姿勢をそれぞれ計測する位置姿勢計測装置５１４と、
前記接触力と位置姿勢とからロボット５１３の接触力回避動作を計算する計算機５１７と
、この計算機５１７の計算結果によって移動機構５１１とマニピュレータ５１２とを駆動
させるアクチュエータ５１６とを有する制御装置が開示されており、障害物が存在する環
境とロボット５１３との接触時には、移動機構５１１とマニピュレータ５１２との両者の
連携動作により回避動作を行うようにしている。
【０００５】
　また、特許文献３には、図１２に示すように、エンドエフェクタ４１１を有するロボッ
ト４０１に作用したことを力覚センサ４１２で検出した外部環境からの力に対して、リア
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ルタイムに外部環境の剛性係数を推定して、モータ４１３ａの制御によりロボット４０１
のアーム４１０を駆動制御するインピーダンス制御装置が開示されている。
【０００６】
【特許文献１】特開平１０－３２９０７１号公報
【特許文献２】特開２００５－５９１６１号公報
【特許文献３】特開２００４－２２３６６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記従来制御装置では、多関節型のロボットアームへの適用を考慮して
おらず、多関節型のロボットアームの場合において安全性が保証された制御装置となって
いない。
【０００８】
　また、上記従来制御装置では、接触する人の動きを考慮しておらず、人の動きに合わせ
た最適な制御になっていない。
【０００９】
　また、特許文献２では、図１１Ｂ及び図１１Ｃに示すように、ロボット５１３における
、障害物が存在する環境との接触部５３２を、接触力５３１の方向に接触回避経路５２６
沿いに移動させることで、回避動作５２７を行うことで、環境からの接触力５３１を小さ
くし、最終的に接触がなくなるようにしている。また、図１１Ｄ及び図１１Ｅに示すよう
に、ロボット５１３における、障害物が存在する環境との接触部５３２の接触面を、接触
力５３１により発生するモーメント５３３の方向に傾けるとともに、前記接触部を、任意
の大きさの円５２６を描くように移動させることで、回避動作５２７を行うことで、環境
からの接触力５３１を小さくし、最終的に接触がなくなるようにしている。しかしながら
、それぞれの回避動作５２７の具体的な動作制御については、何ら開示はされていない。
【００１０】
　また、特許文献３については、図１２に示すように、算出された外部環境の剛性係数と
相関関係をもってロボット側のインピーダンス特性を変化させ、これらの値を用いてエン
ドエフェクタ４１１の位置を算出するものであって、エンドエフェクタ４１１の位置にし
か着目しておらず、人へ接触のダメージを与えないようにするためのアーム４１０の具体
的な動作制御については全く開示されていない。
【００１１】
　本発明の目的は、上記従来の制御装置の課題を解決し、多関節型のロボットアームであ
っても安全に人と接触することができ、さらに、人の動きに応じた最適な接触動作が可能
で、人へ接触のダメージを与えることなく人と共存できる安全なロボットアームの動作制
御を実現できるロボットアームの制御装置及び制御方法、ロボット、及びロボットアーム
の制御プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために、本発明は以下のように構成する。
【００１３】
　本発明の第１態様によれば、多関節型ロボットアームの制御装置であって、
　人または移動体と上記多関節型ロボットアームの衝突位置を取得する衝突位置取得手段
と、
　上記衝突位置取得手段が取得した、上記人または移動体と上記多関節型ロボットアーム
の上記衝突位置に基づいて上記衝突位置の属する上記多関節型ロボットアームのリンクよ
り根元部に近い側の関節部の剛性を他の関節部の剛性よりも低下させる衝突対応動作を行
なうように制御する衝突対応動作制御手段とを有するロボットアームの制御装置を提供す
る。
【００１４】
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　本発明の第９態様によれば、多関節型ロボットアームの制御方法であって、
　上記ロボットアームに接近する人または移動体の運動を運動検出手段で検出し、
　上記運動検出手段で検出された上記人または移動体の運動検出結果に基づいて上記ロボ
ットアームに上記人または移動体が接近したことを接近検知手段で検知し、
　上記接近検知手段により上記人または移動体の接近を検知したときに、上記運動検出手
段で検出した上記人または移動体の上記運動に基づいて上記人または移動体と上記多関節
型ロボットアームの上記衝突位置を推定して上記衝突位置を衝突位置取得手段で取得する
とともに、衝突対応動作制御手段により、上記衝突位置取得手段で取得した上記衝突位置
の属する上記多関節型ロボットアームのリンクより根元部に近い側の関節部の剛性を他の
関節部の剛性よりも低下させることで、上記人と上記ロボットアームの衝突に対応する衝
突対応動作を行なうように制御するロボットアームの制御方法を提供する。
【００１５】
　本発明の第１０態様によれば、上記多関節型ロボットアームと、
　上記ロボットアームを制御する第１態様～第８態様のいずれか１つに記載のロボットア
ームの制御装置とを有して、
　上記人と上記ロボットアームの衝突に対応する上記衝突対応動作を上記衝突対応動作制
御手段により行なうように制御することを特徴とするロボットを提供する。
【００１６】
　本発明の第１１態様によれば、コンピューターを、
　人または移動体と多関節型ロボットアームの衝突位置を取得する衝突位置取得手段と、
　上記衝突位置取得手段が取得した、上記人または移動体と上記多関節型ロボットアーム
の上記衝突位置に基づいて上記衝突位置の属する上記多関節型ロボットアームのリンクよ
り根元部に近い側の関節部の剛性を他の関節部の剛性よりも低下させる衝突対応動作を行
なうように制御する衝突対応動作制御手段として機能させるためのロボットアームの制御
プログラムを提供する。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明のロボットアームの制御装置及び制御方法、ロボット、及びロボットアームの制
御プログラムによれば、衝突位置取得手段と衝突対応動作制御手段とを備えるか、又は、
それらの機能を備えるようにしている。このため、ロボットアームに人が接近したときに
、人の運動に応じた適切な姿勢で動作したり又は適切な関節部の機械インピーダンスで動
作することが可能となる。言い換えれば、上記人または移動体と上記多関節型ロボットア
ームの上記衝突位置に基づいて、上記衝突位置の属する上記多関節型ロボットアームのリ
ンクより根元部に近い側の関節部の剛性を他の関節部の剛性よりも低下させることにより
、根元部に近い側の関節部を動きやすくして、当該関節部で衝突時にかかる力を逃がすこ
とができ、人に与える衝撃力が小さくなり、安全性を高くすることができる。よって、多
関節型のロボットアームであっても安全に人と接触することができ、さらに、人の動きに
応じた最適な接触動作が可能で、人へ接触のダメージを与えることなく人と共存できる安
全なロボットアームの動作制御を実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明の記述を続ける前に、添付図面において同じ部品については同じ参照符号を付し
ている。
【００１９】
　以下に、本発明にかかる実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００２０】
　以下、図面を参照して本発明における実施形態を詳細に説明する前に、本発明の種々の
態様について説明する。
【００２１】
　本発明の第１態様によれば、多関節型ロボットアームの制御装置であって、



(6) JP 2008-302496 A 2008.12.18

10

20

30

40

50

　人または移動体と上記多関節型ロボットアームの衝突位置を取得する衝突位置取得手段
と、
　上記衝突位置取得手段が取得した、上記人または移動体と上記多関節型ロボットアーム
の上記衝突位置に基づいて上記衝突位置の属する上記多関節型ロボットアームのリンクよ
り根元部に近い側の関節部の剛性を他の関節部の剛性よりも低下させる衝突対応動作を行
なうように制御する衝突対応動作制御手段とを有するロボットアームの制御装置を提供す
る。
【００２２】
　本発明の第２態様によれば、上記衝突対応動作制御手段は、上記衝突位置の属する上記
多関節型ロボットアームのリンクの上記根元部に最も近い側の関節部の剛性を他の関節部
の剛性よりも低下させる上記衝突対応動作を行なうように制御する第１態様に記載のロボ
ットアームの制御装置を提供する。
【００２３】
　本発明の第３態様によれば、上記衝突対応動作制御手段は、上記衝突位置の属する上記
多関節型ロボットアームのリンクより手首部に近い側の関節部の剛性を維持またはさらな
る剛性を与えることで、上記衝突対応動作を行なうように制御する第１態様又は第２態様
に記載のロボットアームの制御装置を提供する。
【００２４】
　本発明の第４態様によれば、上記衝突対応動作制御手段は、上記衝突位置の属する上記
多関節型ロボットアームの上記リンクより手首部に近い側の各関節部ごとに個別に関節角
度を制御することで、上記衝突対応動作を行なうように制御する第１態様又は第２態様に
記載のロボットアームの制御装置を提供する。
【００２５】
　本発明の第５態様によれば、上記人または移動体の運動を検出する運動検出手段をさら
に備え、
　上記衝突位置取得手段は、上記運動検出手段の検出結果に基づいて上記人または移動体
と上記多関節型ロボットアームの上記衝突位置を推定して上記衝突位置を取得し、
　上記衝突対応動作制御手段は、上記衝突位置取得手段で推定した上記衝突位置に基づい
て上記衝突対応動作を行なうように制御する第１態様又は第２態様に記載のロボットアー
ムの制御装置を提供する。
【００２６】
　本発明の第６態様によれば、上記運動検出手段の検出結果に基づいて上記ロボットアー
ムに上記人または移動体が接近したことを検知する接近検知手段をさらに備え、
　上記衝突対応動作制御手段は、上記接近検知手段が上記人または移動体の接近を検知し
たときに、上記衝突対応動作を行なうように制御する第５態様に記載のロボットアームの
制御装置を提供する。
【００２７】
　本発明の第７態様によれば、上記衝突対応動作制御手段は、上記運動検出手段の検出し
た上記人または移動体の運動の速度成分に基づいて、上記衝突対応動作を行なうように制
御する第５態様又は第６態様に記載のロボットアームの制御装置を提供する。
【００２８】
　本発明の第８態様によれば、上記運動検出手段は、上記人または移動体の位置と移動速
度を検出して上記人の運動を検出する第５～７態様のいずれか１つに記載のロボットアー
ムの制御装置を提供する。
【００２９】
　本発明の第９態様によれば、多関節型ロボットアームの制御方法であって、
　上記ロボットアームに接近する人または移動体の運動を運動検出手段で検出し、
　上記運動検出手段で検出された上記人または移動体の運動検出結果に基づいて上記ロボ
ットアームに上記人または移動体が接近したことを接近検知手段で検知し、
　上記接近検知手段により上記人または移動体の接近を検知したときに、上記運動検出手
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段で検出した上記人または移動体の上記運動に基づいて上記人または移動体と上記多関節
型ロボットアームの上記衝突位置を推定して上記衝突位置を衝突位置取得手段で取得する
とともに、衝突対応動作制御手段により、上記衝突位置取得手段で取得した上記衝突位置
の属する上記多関節型ロボットアームのリンクより根元部に近い側の関節部の剛性を他の
関節部の剛性よりも低下させることで、上記人と上記ロボットアームの衝突に対応する衝
突対応動作を行なうように制御するロボットアームの制御方法を提供する。
【００３０】
　本発明の第１０態様によれば、上記多関節型ロボットアームと、
　上記ロボットアームを制御する第１態様～第８態様のいずれか１つに記載のロボットア
ームの制御装置とを有して、
　上記人と上記ロボットアームの衝突に対応する上記衝突対応動作を上記衝突対応動作制
御手段により行なうように制御することを特徴とするロボットを提供する。
　本発明の第１１態様によれば、コンピューターを、
　人または移動体と多関節型ロボットアームの衝突位置を取得する衝突位置取得手段と、
　上記衝突位置取得手段が取得した、上記人または移動体と上記多関節型ロボットアーム
の上記衝突位置に基づいて上記衝突位置の属する上記多関節型ロボットアームのリンクよ
り根元部に近い側の関節部の剛性を他の関節部の剛性よりも低下させる衝突対応動作を行
なうように制御する衝突対応動作制御手段として機能させるためのロボットアームの制御
プログラムを提供する。
【００３１】
　以下に、本発明にかかる実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００３２】
　（第１実施形態）
　図１は本発明の第１実施形態における多関節型のロボットアームの制御装置１の構成及
びその制御対象である多関節型のロボットアーム８の構成を示す図である。このロボット
アームの制御装置１は、上記第１実施形態のロボットアームの制御方法を実施するもので
あって、多関節型のロボットアーム８を備えたロボットに使用可能であり、後述するよう
に、多関節型のロボットアーム８の制御プログラムとしても使用可能なものである。
【００３３】
　図１において、２は運動検出手段の一例としての人運動検出手段であり、カメラなどの
画像撮像装置３６で撮像された画像データにより画像認識処理を人運動検出手段２で行い
、ロボットアーム８に接近する人３８の位置並びに移動速度及び移動方向の情報を人運動
検出手段２で検出する。
【００３４】
　３は接近検知手段の一例としての人接近検知手段であり、人運動検出手段２による検出
結果である人位置の情報と、後述する動作制御手段７から得られるロボットアーム８の関
節角度情報より求められるロボットアーム８の姿勢の情報との関係より、ロボットアーム
８に人３８が接近していることを検知する。
【００３５】
　５は衝突位置取得手段の一例としての衝突位置推定手段であり、人運動検出手段２で検
出した、接近する人３８の位置の情報、並びに、人３８の移動速度及び移動方向すなわち
移動速度ベクトル情報より、ロボットアーム８と人３８との衝突予定位置（衝突位置とし
て取り扱い可能な位置）を推定し、推定結果を、後述する衝突対応動作生成手段６に出力
する。
【００３６】
　４は衝突対応動作制御手段であり、ロボットアーム８で作業を遂行する際のロボットア
ーム８の動作の制御（具体的には、上記ロボットアーム８の機械インピーダンスの値の制
御）を行い、人接近検知手段３がロボットアーム８への人３８の接近を検知した際には、
人運動検出手段２の検出結果に基づき、人３８とロボットアーム８の衝突時の衝突対応動
作を制御する。



(8) JP 2008-302496 A 2008.12.18

10

20

30

40

50

【００３７】
　衝突対応動作制御手段４は、衝突対応動作生成手段６、及び動作制御手段７とより構成
される。
【００３８】
　衝突対応動作生成手段６は、衝突位置推定手段５が推定した衝突予定位置において、ロ
ボットアーム８と人３８が接触するときのロボットアーム８の関節目標軌道及び関節目標
の機械インピーダンス値を計算して、計算結果を動作制御手段７に出力する。
【００３９】
　動作制御手段７は、ロボットアーム８の手先の位置姿勢を制御し、目標とする作業をロ
ボットアーム８の手先で実現すると共に、人３８が接近した場合には、衝突対応動作生成
手段６が生成した関節目標軌道に追従するように制御を切り換えると同時に、衝突対応動
作生成手段６が生成した関節目標の機械インピーダンス値になるようにロボットアーム８
の各関節部の機械インピーダンスの値を制御するインピーダンス制御を行う。ここで、ロ
ボットアーム８の各関節部は、後述するように、Ｄ／Ａボード２１及びＡ／Ｄボード２２
に接続されたモータドライバ１９を介して、各関節部の駆動装置の一例としてのモータ３
４がインピーダンス制御の下に駆動されてそれぞれ屈曲動作が行われるようになっている
。
【００４０】
　制御装置１は、ハードウェア的には一般的なパーソナルコンピュータにより構成されて
おり、人運動検出手段２、人接近検知手段３、衝突位置推定手段５、衝突対応動作生成手
段６、及び、動作制御手段７のうちの入出力ＩＦ（入出力インターフェース）２０を除く
部分は、パーソナルコンピュータで実行可能な制御プログラム１８としてソフトウェア的
に実現される。
【００４１】
　入出力ＩＦ２０は、パーソナルコンピュータのＰＣＩバスなどの拡張スロットルに接続
された、Ｄ／Ａボード２１、Ａ／Ｄボード２２、カウンタボード２３により構成される。
【００４２】
　ロボットアーム８の動作を制御するための制御プログラム１８が実行されることにより
制御装置１が機能しており、ロボットアーム８の各関節部のモータ３４に連結されたエン
コーダ３５より出力される関節角度情報がカウンタボード２３を通じて制御装置１に取り
込まれ、制御装置１によって各関節部の回転動作での制御指令値が算出される。算出され
た各制御指令値は、Ｄ／Ａボード２１を通じてモータドライバ１９に与えられ、モータド
ライバ１９から送られた各制御指令値に従って、ロボットアーム８の各関節部のモータ３
４が駆動される。
【００４３】
　ロボットアーム８は、４自由度の多リンクマニピュレータであり、ハンド９と、ハンド
９が取付けられる手首部１０を先端に有する第２リンク１１と、第２リンク１１が回転可
能に連結される第１リンク１２と、第１リンク１２が回転可能に連結支持される台部１３
とを有している。手首部１０は、第３関節部１６及び第４関節部１７の２つの回転軸（上
下方向沿いの回転軸と横方向沿いの回転軸）を有しており、第２リンク１１に対するハン
ド９の相対的な姿勢（向き）を変化させることができる。第２リンク１１の他端は第１リ
ンク１２の先端に対して第２関節部１５の上下方向沿いの回転軸周りに回転可能とし、第
１リンク１２の他端は台部１３に対して第１関節部１４の上下方向沿いの回転軸周りに回
転可能として、合計４個の軸周りに回転可能として上記４自由度の多リンクマニピュレー
タを構成している。
【００４４】
　各軸の回転部分を構成する各関節部には、各関節部で連結される２つの部材のうちの一
方の部材に備えられかつ後述するモータドライバ１９により駆動制御される回転駆動装置
の一例としてのモータ３４（実際には、ロボットアーム８の各関節部の内部に配設されて
いる）と、モータ３４の回転軸の回転位相角（すなわち関節角）を検出するエンコーダ３
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タ３４の回転軸が、各関節部で連結される２つの部材のうちの他方の部材に連結されて上
記回転軸を正逆回転させることにより他方の部材を一方の部材に対して各軸周りに回転可
能とするように構成している。
【００４５】
　３２は、台部１３の下側固定部に対して相対的な位置関係が固定された絶対座標系であ
り、その原点をＯ０とする。３３は、ハンド９に対して相対的な位置関係が固定された手
先座標系である。絶対座標系３２から見た手先座標系３３の原点位置Ｏｅ（ｘ、ｙ）をロ
ボットアーム８の手先位置、絶対座標系３２から見た手先座標系３３の姿勢（φ、θ）を
ロボットアーム８の手先姿勢とし、手先位置・姿勢ベクトルｒをｒ＝［ｘ、ｙ、φ、θ］
Ｔと定義する。ロボットアーム８の手先位置及び姿勢を制御する場合には、手先位置・姿
勢ベクトルｒを目標手先位置・姿勢ベクトルｒｗｄに追従させるように制御装置１で制御
することになる。
【００４６】
　次に、制御装置１を構成する各機能ブロックについて、詳細構成と動作について説明す
る。
【００４７】
　人運動検出手段２には、画像撮像装置３６で撮影した画像データが入力され、人運動検
出手段２での画像認識処理により、ロボットアーム８が配置された部屋の天井から床を見
下ろしたときの人３８の２次元位置Ｘｐ（ｘｐ，ｙｐ）及び人３８の移動速度ベクトルＶ

ｐ（ｖｘ，ｖｙ）が検出され、２次元位置Ｘｐ（ｘｐ，ｙｐ）及び移動速度ベクトルＶｐ

（ｖｘ，ｖｙ）の情報が人運動検出手段２から人接近検知手段３及び衝突位置推定手段５
へ出力される。
【００４８】
　人接近検知手段３は、図２に示す衝突警戒領域１００を定義し、人３８がこの領域１０
０に入ったかどうかで、人３８がロボットアーム８に接近したかどうかの検知判断を行な
う。
【００４９】
　衝突警戒領域１００の基端側の扇形領域１００Ａは、第１リンク１２の長さＬ１のα１

倍、すなわちα１Ｌ１を半径とし、第１関節軸（第１関節部１４の回転軸）を要に、第１
関節部１４の関節角ｑ１の、例えば、第１リンク１２の中心軸を中心とした±β１°の角
度の領域とする。また、衝突警戒領域１００の先端側の扇形領域１００Ｂは、第２リンク
１１の長さＬ２とハンド９の長さＬＨのα２倍、すなわちα２（Ｌ２+ＬＨ）を半径とし
、第２関節軸（第２関節部１５の回転軸）を要に、第２関節部１５の関節角ｑ２の、例え
ば、第２リンク１１の中心軸を中心とした±β２°の角度の領域とする。このようにすれ
ば、速度に比例して扇形領域の範囲を変化させても、ハンド９の先が、先端側の扇形領域
１００Ｂの外に出るのを確実に防止できる。
【００５０】
　衝突警戒領域１００を定義するα１、α２、β１、β２の値は、任意の値であるが、例
えばロボットアーム８を動作させる手先速度Vr={(dx/dt)

2+(dy/dt)2}1/2を基にこれらの
値を決めることができ、手先速度Vrに比例してα１、α２、β１、β２の値を大きくする
ように決めてやれば、ロボットアーム８の動作速度が大きい場合には衝突警戒領域１００
の面積が大きくなり、安全性を向上させることができる。
【００５１】
　この第１実施形態では、例えば、手先速度Vrの単位をm/sとするとともに、VＫはVrの大
きさによってVrに比例する値又は定数となるものとして、α１＝１．２VＫ、α２＝１．
２VＫ、β１＝２４VＫ、β２＝２４VＫとする。ただし、VＫは、
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【数１】

の場合、VＫ＝１．９Vｒで定義される値（変数）であり、Vｒ＜０．５[ｍ／ｓ]の場合、V

Ｋ＝０．９５と定数として定義される値（変数）である。
【００５２】
　このようにすれば手先速度が０．５[ｍ／ｓ]以上の時には手先速度の大きさに比例して
衝突警戒領域１００の大きさが決まり、また、０．５[ｍ／ｓ]未満の時にはα１＝１．１
４、α２＝１．１４、β１＝２２．８、β２＝２２．８と固定値になり、手先速度が小さ
い場合でも、ある程度の大きさの衝突警戒領域１００が確保される。
【００５３】
　人接近検知手段３は、人運動検出手段２の検出した人３８の位置の情報と、動作制御手
段７から得られるロボットアーム８の関節角度情報より、人３８とロボットアーム８の相
対関係を算出し、人３８が衝突警戒領域１００に入れば、衝突対応動作制御手段４に人侵
入を通知する。
【００５４】
　衝突位置推定手段５は、人運動検出手段２の検出した人３８の位置の情報及び移動速度
ベクトルの情報から人３８との衝突予定位置
【数２】

を推定して衝突対応動作生成手段６に出力する。
【００５５】
　例えば、図３Ａに示すように、速度ベクトルＶｐ（ｖｘ，ｖｙ）の延長線と垂直に交わ
り、ロボットアーム８の第１関節部１４の回転軸を通る直線Ａを考える。直線Ａと絶対座
標系３２のｘ軸がなす角度をｑ１ｉとし、速度ベクトルＶｐ（ｖｘ，ｖｙ）の延長線と直
線Ａとの交点を、衝突予定位置

【数３】

とすると、角度ｑ１ｉは以下の式で与えられ、
【数４】

は以下の式（１）～（３）で与えられる。
【００５６】
【数５】

【数６】

【数７】

【００５７】
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　次に、図３Ａ～図３Ｃを使い、衝突対応動作生成手段６の詳細について説明する。
【００５８】
　衝突対応動作生成手段６は、図３Ａの通常作業時の状態（現在状態）から図３Ｂの衝突
受け止め姿勢への関節目標軌道を生成する。
【００５９】
　ロボットアーム８の第１リンク１２の中心軸の線が衝突予定位置
【数８】

に重なるよう第１関節部１４の角度ｑ１ｉを衝突対応動作生成手段６により決定する。す
なわち、ｑ１ｉ＝ａｔａｎ２（ｙｉ，ｘｉ）である。ただし、ａｔａｎ２（ｙｉ，ｘｉ）
＝ａｒｇ（ｙｉ＋ｊｘｉ）であり、ｊは虚数、ａｒｇは複素数の偏角である。また、第２
関節部１５の角度ｑ２ｉは、人３８をロボットアーム８が囲うようにするために、例えば
６０°という固定値とする。
【００６０】
　衝突対応姿勢時のロボットアーム８の第１関節部１４の角度はｑｌｉとする。また、第
２関節部１５の角度ｑ２ｉに関しては、衝突予定位置
【数９】

と絶対座標系３２の原点Ｏ０間の距離Ｌｘｉに応じて、以下の接触パターン（１）～（３
）の３パターンで変化させるとする。
【００６１】
　図３Ｂに示す接触パターン（１）：

【数１０】

の場合、ｑ２ｉ＝９０°とする。
【００６２】
　図３Ｃに示す接触パターン（２）：

【数１１】

の場合、ｑ２ｉ＝｛（Ｌｘｉ－Ｌ１）／０．４×Ｌ１｝×９０°とする。
【００６３】
　図３Ｄに示す接触パターン（３）：Ｌ１×１．２＜Ｌｘｉの場合、ｑ２ｉ＝０°とする
。
【００６４】
　このようにすれば、ロボットアーム８は、以下のような姿勢を伴うインピーダンス制御
動作を行なうことができる。
【００６５】
　上記接触パターン（１）の場合、図３Ｂに示すように、人３８との接触は第１リンク１
２で発生し、第２リンク１１は第１リンク１２に対して９０°折れ曲がるような姿勢にな
るため、ロボットアーム８は人３８を囲うような姿勢となる。
【００６６】
　上記接触パターン（２）の場合、図３Ｃに示すように、人３８との接触は第２関節部１
５付近で発生し、人３８との接触位置に応じて、第２関節部１５の開き角度ｑ２ｉが変化
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する姿勢になる。
【００６７】
　上記接触パターン（３）の場合、図３Ｄに示すように、人３８との接触は第２リンク１
１で発生し、第２関節部１５の角度ｑ２ｉは０°となり、ロボットアーム８は第１リンク
１２と第２リンク１１が一直線上にある姿勢となる。
【００６８】
　このようなインピーダンス制御動作において、ロボットアーム８の関節角度の現在値（
ｑ１、ｑ２）から、接触動作時の関節角度（ｑ１ｉ、ｑ２ｉ）への目標軌道である関節角
度目標値ｑｎｄ（ｔ）は、以下の５次多項式補間により衝突対応動作生成手段６で計算し
て求める。ここで、ｔは時間である。
【００６９】
【数１２】

ただし，
【数１３】

【数１４】

【数１５】

【数１６】

【数１７】

【数１８】

【数１９】

である。また、ｔｆはインピーダンス制御動作の動作終了時間である。
【００７０】
　衝突対応動作生成手段６は、関節角度目標値として、式（４）で計算される関節角度目
標値ｑｎｄ（ｔ）を動作制御手段７へと出力する。
【００７１】
　また、衝突対応動作生成手段６は、接触パターン（１）～（３）及び衝突時の人３８の
速度成分に応じて、図３Ｂ～図３Ｄの衝突対応姿勢時の各関節部の機械インピーダンス値
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を決定する。機械インピーダンス値の設定パラメータとしては、慣性Ｉ、粘性Ｄ、剛性Ｋ
がある。
【００７２】
　接触パターン（１）及び（２）の場合：接触時の人３８の速度の第１及び第２リンク１
２，１１に垂直な成分ｖｉ１、ｖｉ２に応じて、各関節部の機械インピーダンスパラメー
タを、Ｉｎ＝ＫＩ／ｖｉｎ、Ｄｎ＝ＫＤ／Ｖｉｎ、Ｋｎ＝ＫＫ／Ｖｉｎにより決定する。
ただし、ｎ＝１、２である。また、ＫＩ、ＫＤ、ＫＫは定数ゲインであり、具体的数値は
安全な動作となるように実験的に求める。また、各パラメータの上限値Ｉｍａｘｎ、Ｄｍ
ａｘｎ、Ｋｍａｘｎを定め、計算値がこれらの上限値を超える場合、各パラメータは上限
値に等しいとする。
【００７３】
　接触パターン（３）の場合：第１関節部１４に関してはＩ１＝Ｉｍａｘ１、Ｄ１＝Ｄｍ
ａｘ１、Ｋ１＝Ｋｍａｘ１とし、第２関節部１５に関しては、接触時の人３８の速度の第
２リンク１１に垂直な成分ｖｉ２に応じて、第２関節部１５の機械インピーダンスパラメ
ータを、Ｉ２＝ＫＩ／ｖｉ２、Ｄ２＝ＫＤ／Ｖｉ２、Ｋ２＝ＫＫ／Ｖｉ２により決定する
。
【００７４】
　手首部１０の機械インピーダンスに関しては、常に、上限値Ｉｎ＝Ｉｍａｘｎ、Ｄｎ＝
Ｄｍａｘｎ、Ｋｎ＝Ｋｍａｘｎ、ただし、（ｎ＝３，４）とする。
【００７５】
　上限値は十分大きな値とし、例えば、Ｉｍａｘｎ＝Ｄｍａｘｎ＝Ｋｍａｘｎ＝１０００
０、ただし、（ｎ＝１，２，３，４）とする。
【００７６】
　上記のように関節部の機械インピーダンスを決定すれば、接触パターン（１）及び（２
）では、例えば、人３８が第１リンク１２にほぼ垂直に衝突する場合、ｖｉ２≒０である
ので、第１関節部１４では、インピーダンス制御動作前よりも機械インピーダンス値が小
さく設定されて第１関節部１４が柔軟になり、第２関節部１５及び第３関節部１６及び第
４関節部１７では、インピーダンス制御動作前よりも機械インピーダンス値が上限値に設
定されて第２関節部１５及び第３関節部１６及び第４関節部１７が固くなる。すなわち、
第１リンク１２の衝突位置の属する第１リンク１２よりも根元部（台部１３）に近い側で
ある第１関節部１４の剛性を、他の関節部例えば第２関節部１５及び第３関節部１６及び
第４関節部１７の剛性よりも低下させる衝突対応動作を衝突対応動作制御手段４により行
なうことができる。したがって、第１関節部１４の柔軟性により、衝突の衝撃が緩和され
ると共に、第２関節部１５が固いことで、衝突の反動で第２リンク１１が不用意に動いて
第２リンク１１が人３８に衝突してしまうこともなく、安全性が確保される。また、第１
リンク１２と第２リンク１１でＬ字形を構成して人３８を囲うようにすることにより、人
３８の前側及び横側の２方向での支えとして働くことができて、人３８が転倒するのを防
ぎ（人３８が転倒しかけたときに第１リンク１２又は第２リンク１１に人３８が捉まるこ
とにより、人３８が転倒するのを防ぐことができて）、より安全性を高めることができる
。
【００７７】
　また、接触パターン（２）において、第２リンク１１に垂直な速度成分ｖｉ２がある場
合でも、速度成分ｖｉ２に応じて第２関節部１５の剛性が低く設定されて第２関節部１５
が柔らかくなることになるので、安全性を確保することができる。
【００７８】
　また、接触パターン（３）では、インピーダンス制御動作前よりも第１関節部１４が固
く、人３８の移動速度の第２リンク１１に垂直な成分ｖｉ２に応じて、衝突予定位置の属
する第２リンク１１の衝突予定位置よりも根元部（台部１３）に最も近い側の関節部であ
る第２関節部１５がインピーダンス制御動作前よりも柔らかく設定されるため、人３８が
第２リンク１１に衝突する衝撃を、第２関節部１５の柔軟性で吸収できるため、安全性を
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確保することができる。また、上記とは逆に、第１関節部１４を柔らかく、第２関節部１
５を固く設定する場合に比べて、衝突時にかかる慣性は第２リンク１１の慣性が主であり
、第１リンク１２の慣性はかからないため、衝突時の衝撃を小さくすることができる。
【００７９】
　なお、接触パターン（３）では、第１関節部１４を柔らかく、第２関節部１５を固く設
定する場合の他に、第１関節部１４と第２関節部１５を共に、他の第３関節部１６及び第
４関節部１７よりも柔らかく、すなわち、衝突予定位置の属する第２リンク１１より根元
部（台部１３）に近い側の全ての関節部を、それ以外の関節部よりも柔らかくする方法も
考えられる。
【００８０】
　この方法では、関節部に可動範囲がある場合に、より安全にすることが可能である。各
関節部に可動範囲がある場合、衝突により関節部が動作し、可動範囲を越えるとそれ以上
は関節部を動かすことができなくなるため、柔軟性を発揮することができなくなる。しか
し、根元部（台部１３）に近い側の関節部を、それ以外の関節部よりも、すべて柔らかく
する場合、第１関節部１４と第２関節部１５の可動範囲が加算され、より大きな可動範囲
が取れるため、柔軟性を発揮できる範囲が大きくなり安全性を高くすることができる。
【００８１】
　次に、図４を使い、動作制御手段７の詳細について説明する。
【００８２】
　図４において、８は制御対象である図１に示したロボットアームである。ロボットアー
ム８からは、それぞれの関節軸のエンコーダ３５により計測された関節角の現在値（関節
角度ベクトル）ｑ＝［ｑ１，ｑ２，ｑ３，ｑ４］Ｔが出力され、カウンタボード２３によ
り制御装置に取り込まれる。ただし、ｑ１，ｑ２，ｑ３，ｑ４は、それぞれ、第１関節部
１４、第２関節部１５、第３関節部１６、第４関節部１７の関節角度である。
【００８３】
　２４は作業目標軌道生成手段であり、目標とするロボットアーム８の作業を実現するた
めの手先位置・姿勢目標ベクトルｒｗｄが出力される。図７に示すように、目標とするロ
ボットアーム８の動作は、目的とする作業に応じて、ティーチングによるポイントごとの
位置（ｒｗｄ０、ｒｗｄ１、ｒｗｄ２・・・）が事前に与えられており、目標軌道生成手
段２４は多項式補間を使用し、各ポイントごとの位置間の軌道を補完し、手先位置・姿勢
目標ベクトルｒｗｄを生成する。ただし、上記位置ｒｗｄ０は時間ｔ＝０のときの位置、
ｒｗｄ１は時間ｔ＝ｔ１のときの位置、ｒｗｄ２は時間ｔ＝ｔ２のときの位置と仮定する
。
【００８４】
　目標軌道生成手段２４から逆運動学計算手段２５に入力された手先位置・姿勢目標ベク
トルｒｗｄは、逆運動学計算手段２５により関節目標ベクトルｑｗｄへと変換される。
【００８５】
　２６は目標軌道切換手段であり、目標軌道切換手段２６には、逆運動学計算手段２５か
ら関節目標ベクトルｑｗｄが、衝突対応動作生成手段６から衝突対応動作関節目標ベクト
ルｑｉｄが、人接近検知手段３から衝突対応動作切換指令がそれぞれ入力されている。通
常は、作業目標軌道生成手段２４により生成された手先位置・姿勢目標ベクトルｒｗｄが
逆運動学計算手段２５により変換された関節目標ベクトルｑｗｄを目標軌道切換手段２６
は選択し、関節目標ベクトルｑｄとして目標軌道切換手段２６から出力する。しかしなが
ら、人接近時に人接近検知手段３から衝突対応動作切換指令を目標軌道切換手段２６が受
け取ると、衝突対応動作生成手段６から入力された接触動作関節目標ベクトルｑｉｄを目
標軌道切換手段２６は選択し、関節目標ベクトルｑｄとして目標軌道切換手段２６から出
力する。
【００８６】
　２７はトルク推定手段であり、人３８とロボットアーム８の接触によってロボットアー
ム８の各関節部に加わる外力トルクを推定する。トルク推定手段２７には、モータドライ
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バ１９の電流センサで計測された、ロボットアーム８の各関節部を駆動するモータ３４を
流れる電流値ｉ＝［ｉ１，ｉ２，ｉ３，ｉ４］ＴがＡ／Ｄボード２２を介して取り込まれ
、また、関節角の現在値ｑ及び、後述する関節角度誤差補償出力ｕｑｅが関節誤差補償手
段３０から取り込まれる。トルク推定手段２７は、オブザーバーとして機能し、以上の電
流値ｉ、関節角の現在値ｑ、関節角度誤差補償出力ｕｑｅよりロボットアーム８に加わる
外力により、各関節部に発生するトルクτｅｘｔ＝［τ１ｅｘ、τ２ｅｘｔ、τ３ｅｘｔ

、τ４ｅｘｔ］Ｔを算出する。
【００８７】
　関節インピーダンス計算手段２８は、ロボットアーム８に機械インピーダンスを実現す
る機能を果たす部分であり、人３８が接近していない通常動作の際は０を関節インピーダ
ンス計算手段２８から位置制御系３１の入力側に出力する。一方、人３８が接近し、衝突
対応動作生成手段６から接触動作切換指令を受け取ると、衝突対応動作生成手段６で設定
された機械インピーダンスパラメータＩ、Ｄ、Ｋと、関節角の現在値ｑと、トルク推定手
段２７が推定した外力トルクτｅｘｔより、ロボットアーム８の各関節部ごとに機械イン
ピーダンスを実現するための関節目標補正出力ｑｄΔを以下の式（１２）により関節イン
ピーダンス計算手段２８で計算し、位置制御系３１の入力側に出力する。関節目標補正出
力ｑｄΔは、目標軌道切換手段２６の出力する関節目標ｑｄに位置制御系３１の入力側で
加算され、補正関節目標ベクトルｑｄｍが生成されて位置制御系３１に入力される。
【００８８】
【数２０】

　ただし、
【数２１】

【数２２】

【数２３】

であり、ｓはラプラス演算子である。
【００８９】
　３０は位置制御系３１内の関節誤差補償手段であり、ロボットアーム８において計測さ
れる関節角度ベクトルの現在値ｑと、関節補正目標ベクトルｑｄｍとの誤差ｑｅが関節誤
差補償手段３０に入力され、関節誤差補償手段３０から関節誤差補償出力ｕｑｅがロボッ
トアーム８に向けて出力される。
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【００９０】
　関節誤差補償出力ｕｑｅは、Ｄ／Ａボード２１を介してモータドライバ１９に電圧指令
値として与えられ、各関節軸が正逆回転駆動されてロボットアーム８が動作する。
【００９１】
　なお、上記動作制御手段７は、上記したように、目標軌道生成手段２４と逆運動学計算
手段２５と目標軌道切換手段２６とトルク推定手段２７と関節インピーダンス計算手段２
８と位置制御系３１とより構成されている。
【００９２】
　以上のように構成される動作制御手段７に関して動作の原理について説明する。
【００９３】
　動作の基本は、関節誤差補償手段３０による関節ベクトル（関節角の現在値）ｑのフィ
ードバック制御（位置制御）であり、図４の点線で囲まれた部分が位置制御系３１になっ
ている。関節誤差補償手段３０として、例えば、ＰＩＤ補償器を使用すれば、関節誤差ｑ

ｅが０に収束するように制御が働き、目標とするロボットアーム８の動作が実現する。
【００９４】
　人３８の衝突警戒領域１００への侵入を人接近検知手段３により検知した場合、上記説
明した位置制御系３１に対し、関節インピーダンス計算手段２８により関節目標補正出力
ｑｄΔが、目標軌道切換手段２６の出力する関節目標ｑｄに位置制御系３１の入力側で加
算され、関節部の目標値の補正が行われる。このために、上記した位置制御系３１は、関
節部の目標値が本来の値より微妙にずれることになり、結果的に機械インピーダンスが実
現される。関節目標補正出力ｑｄΔは式（１２）により関節インピーダンス計算手段２８
で算出されるため、慣性Ｉ、粘性Ｄ、剛性Ｋの機械インピーダンスが実現される。
【００９５】
　以上の原理に基づく動作制御手段７の動作を実現する制御プログラムの実際の動作ステ
ップについて、図５のフローチャートに基づいて説明する。
【００９６】
　ステップ１では、エンコーダ３５により計測された関節角度データ（関節変数ベクトル
又は関節角度ベクトルｑ）が制御装置１に取り込まれる。
【００９７】
　次いで、ステップ２では、制御装置１のメモリ（図示せず）に予め記憶されていたロボ
ットアーム８の動作制御プログラム１８に基づき、動作制御手段７の作業目標軌道生成手
段２４によりロボットアーム８の手先位置・姿勢目標ベクトルｒｗｄが計算される。
【００９８】
　次いで、ステップ３では、手先位置・姿勢目標ベクトルｒｗｄが、逆運動学計算手段２
５において関節目標ｑｗｄに変換される。
【００９９】
　次いで、ステップ４では、目標軌道切換手段２６により目標軌道の切換が行われる。人
３８の衝突警戒領域１００への侵入がない場合には、作業動作を実行するため、ステップ
５Ａへ進む。一方、人３８の衝突警戒領域１００への侵入があった場合には、衝突対応動
作を実行するためステップ５Ｂへ処理を進める（目標軌道切換手段２６での処理）。
【０１００】
　ステップ５Ｂでは、関節目標ベクトルｑｄを、衝突対応動作生成手段６が生成した接触
動作関節目標ベクトルｑｉｄとする（目標軌道切換手段２６での処理）。その後、ステッ
プ６に進む。
【０１０１】
　ステップ５Ａでは、関節目標ベクトルｑｄを関節目標ｑｗｄとする。（目標軌道切換手
段２６での処理）。その後、ステップ８に進む。
【０１０２】
　ステップ６では、それぞれのモータ３４の駆動電流値ｉと、関節角度データ（関節角度
ベクトル（関節角の現在値）ｑ）と、関節角度誤差補償出力ｕｑｅから、ロボットアーム
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８の関節部における外力トルクτｅｘｔが、トルク推定手段２７により計算される（トル
ク推定手段２７での処理）。
【０１０３】
　次いで、ステップ７では、衝突対応動作生成手段６において設定された機械インピーダ
ンスパラメータＩ、Ｄ、Ｋと、関節角度データ（関節角度ベクトルｑ）と、トルク推定手
段２７により計算されたロボットアーム８に加わる外力トルクτｅｘｔから、関節目標補
正出力ｑｄΔが、関節インピーダンス計算手段２８により計算される（関節インピーダン
ス計算手段２８での処理）。
【０１０４】
　次いで、ステップ８では、関節目標ベクトルｑｄと関節目標補正出力ｑｄΔの和として
補正関節目標ベクトルｑｄｍが計算されて位置制御系３１に入力される。
【０１０５】
　次いで、ステップ９では、補正関節目標ベクトルｑｄｍと現在の関節ベクトルｑとの差
である関節部の誤差ｑｅが関節誤差補償手段３０に入力され、関節角度誤差保証出力ｕｑ

ｅが関節誤差補償手段３０で計算される（関節誤差補償手段３０での処理）。関節誤差補
償手段３０の具体例としてはＰＩＤ補償器が考えられる。定数の対角行列である比例、微
分、積分の３つのゲインを適切に調整することにより、関節誤差が０に収束するように制
御が働く。
【０１０６】
　次いで、ステップ１０では、関節角度誤差補償出力ｕｑｅがＤ／Ａボード２１を通じ、
モータドライバ１９に与えられ、それぞれの関節部のモータ３４を流れる電流量を変化さ
せることによりロボットアーム８のそれぞれの関節軸の回転運動が発生する。
【０１０７】
　以上のステップ１～ステップ１０が制御の計算ループとして繰り返し実行されることに
より、ロボットアーム８の動作の制御が実現する。
【０１０８】
　次に、本発明の第１実施形態における制御装置１の全体的な動作について、ロボットア
ーム８のハンド９で物体を把持し、運搬する作業を例に、図６のフローチャートに基づい
て説明する。
【０１０９】
　ステップ２１では、人運動検出手段２において、画像撮像装置３６の画像データより画
像認識処理を行い、ロボットアーム８に接近する人３８の位置並びに移動速度及び移動方
向の情報を検出する。
【０１１０】
　次いで、ステップ２２では、人３８の衝突警戒領域１００への侵入判断が人接近検知手
段３により行なわれ、侵入無しと人接近検知手段３で判断された場合には、ステップ２３
へ進む。
【０１１１】
　ステップ２３では、ロボットアーム８は動作制御手段７により動作制御されて、ロボッ
トアーム８のハンド９で物体を把持し、運搬する作業動作を行なう。
【０１１２】
　ステップ２３の後はステップ２１に戻り、人接近検知手段３で人３８の侵入が確認され
ない限り、ステップ２１→ステップ２２→ステップ２３→ステップ２１・・・のループが
繰り返され、ロボットアーム８は通常の上記物体把持及び運搬作業を実行する。
【０１１３】
　ステップ２２において人３８の侵入が確認された場合、ステップ２４へ進み、衝突位置
推定手段５により衝突予定位置
【数２４】
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が推定される。
【０１１４】
　次いで、ステップ２４．１では、衝突予定位置Ｘｐと絶対座標系３２の原点Ｏ０間の距
離Ｌｘｉを衝突対応動作生成手段６算出し、距離Ｌｘｉと長さＬ１を衝突対応動作生成手
段６比較し、式（３Ａ）の不等式の場合を接触パターン（１）、式（３Ｂ）の不等式の場
合を接触パターン（２）、その他の場合を接触パターン（３）であると、衝突対応動作生
成手段６により判断する。
【０１１５】
　次いで、ステップ２５では、衝突予定位置
【数２５】

で衝突対応姿勢をとるための、衝突対応動作目標軌道ｑｄ（ｔ）が衝突対応動作目標軌道
生成手段６において式（４）により生成される。
【０１１６】
　次いで、ステップ２６では、衝突対応姿勢において設定する関節部の機械インピーダン
ス値が、接触パターン（１）～（３）に応じて、また、接近する人３８の移動速度に応じ
て、先に、関節部の機械インピーダンスを決定の仕方として述べたように、衝突対応動作
目標軌道生成手段６によって設定される。
【０１１７】
　次いで、ステップ２７では、動作制御手段７において、目標軌道切換手段２６が動作し
、衝突対応動作目標軌道ｑｄ（ｔ）が選択され、位置制御系によりロボットアーム８が動
作し、衝突対応姿勢となる。また、関節インピーダンス計算手段２８も動作し、ロボット
アーム８の各関節部は設定した機械インピーダンス値に個別に制御される。
【０１１８】
　次いで、ステップ２８では、人運動検出手段２において、画像撮像装置３６の画像デー
タより画像認識処理を行い、ロボットアーム８に接近する人３８の位置並びに移動速度及
び移動方向の情報を検出する。
【０１１９】
　次いで、ステップ２９では、人３８の衝突警戒領域１００への侵入判断が人接近検知手
段３で行なわれ、侵入有りと人接近検知手段３で判断された場合には、ステップ２７へ戻
り、人３８の衝突警戒領域１００からの離脱が確認されない限り、ステップ２７→ステッ
プ２８→ステップ２９→ステップ２７・・・のループが繰り返され、ロボットアーム８は
衝突対応動作を継続する。
【０１２０】
　一方、ステップ２９において、人３８の衝突警戒領域１００への侵入無しと人接近検知
手段３で判断された場合には、ステップ２１へと戻り、ロボットアーム８は通常の上記物
体把持及び運搬作業動作へと復帰する。
【０１２１】
　以上の動作ステップ２１～ステップ２９により、ロボットアーム８による上記物体把持
及び運搬作業が実現し、人３８が接近した際には衝突対応動作への切換が実現する。
【０１２２】
　以上のように、人運動検出手段２、人接近検知手段３、衝突位置推定手段５、衝突対応
動作制御手段４を備える事により、ロボットアーム８に人３８が接近したときに、人３８
の運動に応じた適切な姿勢で動作し、適切な関節部の機械インピーダンスで、人３８と上
記ロボットアーム８の衝突に対応する衝突対応動作を制御することが可能となる。
【０１２３】
　ロボットアーム８は根元部である台部１３にて床面に固定されているため、衝突予定位
置より根元部（台部１３）側の関節部において、他の関節部よりも剛性が低く動きやすい
状態の関節部が無いと、衝突に対する抗力が発生し、衝撃力が発生してしまうことになる
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。しかし、本発明の上記第１実施形態によれば、ロボットアーム８の各関節部ごとに個別
に機械インピーダンスを設定するとき、他の関節部よりも根元（台部１３）側の関節部に
おいて剛性が低く動きやすい状態の関節部が設定されるため、その関節部で衝突時にかか
る力を逃がすことができ、人に対する衝撃力は小さくなり、安全性を高くすることができ
る。
【０１２４】
　したがって、本発明の上記第１実施形態の制御装置１によれば、多関節型のロボットア
ーム８であっても安全に人と接触することができ、さらに、人の動きに応じた最適な接触
動作が可能で、人へ接触のダメージを与えることなく人と共存することができる安全なロ
ボットアーム８の動作制御を実現できる。
【０１２５】
　なお、上記第１実施形態では、ロボットアーム８の関節部の数を３としたが、これに限
られるわけではなく、２関節部以上のロボットアーム８において同様の効果を発揮する。
【０１２６】
　また、上記第１実施形態では、ロボットアーム８と人との衝突を例に説明を行ったが、
これに限られるわけではなく、移動ロボットや移動中のワゴン等、その他の移動体とロボ
ットアーム８との衝突でも同様の効果を発揮する。
【０１２７】
　なお、上記第１実施形態では、衝突警戒領域１００に人３８が進入した場合に、一度、
衝突予定位置の推定を行うとしたが、これに限られるわけではなく、継続して衝突予定位
置の推定を連続的に行う方法も可能である。この場合、衝突の推定精度が向上するため、
より最適な姿勢、接触パターンで対応することができ、さらに安全性を向上することがで
きる。一方、上記第１実施形態のように、一度、衝突予定位置の推定を行う場合は、計算
量が少なくでき、ＣＰＵへの不可を軽減できるという利点がある。
【０１２８】
　（第２実施形態）
　図８Ａ及び図８Ｂは本発明の第２実施形態におけるロボットアームの制御装置１の構成
及び制御対象であるロボットアーム８の構成を示す図並びに上記第２実施形態における上
記制御装置の動作制御手段の詳細構成を示すブロック線図である。本発明の第２実施形態
における制御装置１の基本的な構成は、図１に示した第１実施形態の場合と同様であるの
で、共通部分の説明は省略し、異なる部分についてのみ以下、詳細に説明する。
【０１２９】
　本発明の第２実施形態では、画像認識処理ではなく、ロボットアーム８と人３８が接触
することにより発生する力を検出することにより、人運動検出及び人接近検知を行う。そ
のため、人運動検出手段２には、動作制御手段７のトルク推定手段２７から外力トルク情
報が入力される構造となっている。従って、第２実施形態における制御装置１では画像撮
像装置３６は不要となっている。
【０１３０】
　人運動検出手段２は、トルク推定手段２７が推定した外力トルクτｅｘｔ＝［τ１ｅｘ

、τ２ｅｘｔ、τ３ｅｘｔ、τ４ｅｘｔ］Ｔを基に、以下のパターンにて、ロボットアー
ム８と人３８の相対的な位置関係を推定する。ただし、図９Ａ～図９Ｄにおいて（ロボッ
トアーム８を上方側から見下ろして）関節部を左回りに回そうとするトルクを正のトルク
と定義する。
【０１３１】
　（１）第１関節部１４の外力トルクτ１ｅｘｔ＞０、第２関節部１５の外力トルクτ２

ｅｘｔ≒０の場合：図９Ａのように、人３８の第１リンク１２での接触と、人運動検出手
段２で推定する。
【０１３２】
　（２）第１関節部１４の外力トルクτ１ｅｘｔ＜０、第２関節部１５の外力トルクτ２

ｅｘｔ≒０の場合：図９Ｂのように、人３８の第１リンク１２での接触と、人運動検出手
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段２で推定する。
【０１３３】
　（３）第１関節部１４の外力トルクτ１ｅｘｔ＞０、第２関節部１５の外力トルクτ２

ｅｘｔ＞０の場合：図９Ｃのように、人３８の第２リンク１１での接触と、人運動検出手
段２で推定する。
【０１３４】
　（４）第１関節部１４の外力トルクτ１ｅｘｔ＜０、第２関節部１５の外力トルクτ２

ｅｘｔ＜０の場合：図９Ｄのように、人３８の第２リンク１１での接触と、人運動検出手
段２で推定する。
【０１３５】
　以上の４パターンによる分類を行えば、ロボットアーム８と人３８の大まかな位置関係
を知ることができる。また、人接近検知手段３は、第１関節部１４の外力トルクτ１ｅｘ

ｔ≒０、第２関節部１５の外力トルクτ２ｅｘｔ≒０の状態から上記（１）～（４）のパ
ターンのいづれかに外力トルクが変化するのを検知することで、人３８の接近を検知する
ことになる。
【０１３６】
　以上の方法により、人３８の概略位置を推定することで、衝突対応動作制御手段４で、
位置関係に応じた姿勢、関節トルクを制御することにより、人３８と共存することができ
る安全なロボットアーム８の動作制御が可能となる。
【０１３７】
　なお、上記第１実施形態では、人運動検出手段２を画像認識処理によるとしたが、これ
に限られるわけではなく、その他のセンシング手段、例えば、レーザーレーダーセンサや
、超音波センサ等、人３８の位置と速度が検出できるものであれば、同様の効果を発揮す
ることができる。
【０１３８】
　また、上記第２実施形態では、トルク推定手段２７の推定した外力トルクを基に人検知
を行うとしたが、これに限られるわけではなく、図１０に示すように、ロボットアーム８
のリンク１２，１１など、人３８が接触する可能性のある部分に接触センサ３９を衝突位
置取得手段の一例として設けて、接触センサ３９に人３８が接触することにより人検知を
行うことでも、同様の効果を発揮することができる。また、接触センサと外力トルクを利
用した人検知を併用すれば推定精度が向上し、さらに安全なロボットアーム８の制御を行
なうことができる。
【０１３９】
　なお、上記第２実施形態では、ロボットアーム８の関節の数を３としたが、これに限ら
れるわけではなく、２関節以上のロボットアーム８において同様の効果を発揮する。
【０１４０】
　また、上記第２実施形態では、ロボットアーム８と人との衝突を例に説明を行ったが、
これに限られるわけではなく、移動ロボットや移動中のワゴン等、その他の移動体とロボ
ットアーム８との衝突でも同様の効果を発揮する。
【０１４１】
　また、上記第１及び第２実施形態ではロボットアーム８を例に説明したが、アームに限
らず、車輪により動く移動ロボットや、２足歩行ロボット、多足歩行ロボットなどの移動
体でも、本体と人との接触に置いて本発明を適用することにより、本発明と同様の効果を
発揮することができる。
【０１４２】
　なお、上記様々な実施形態のうちの任意の実施形態を適宜組み合わせることにより、そ
れぞれの有する効果を奏するようにすることができる。
【産業上の利用可能性】
【０１４３】
　本発明のロボットアームの制御装置及び制御方法、ロボット、及びロボットアームの制
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御プログラムは、家庭用ロボットなど人と接する可能性があるロボットアームの動作の制
御を行うロボットアームの制御装置及び制御方法、ロボット、及びロボットアームの制御
プログラムとして有用である。また、家庭用ロボットに限らず、産業用ロボットや、生産
設備等における可動機構の制御装置としても適用が可能である。
【０１４４】
　本発明は、添付図面を参照しながら好ましい実施形態に関連して充分に記載されている
が、この技術の熟練した人々にとっては種々の変形や修正は明白である。そのような変形
や修正は、添付した請求の範囲による本発明の範囲から外れない限りにおいて、その中に
含まれると理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【０１４５】
　本発明のこれらと他の目的と特徴は、添付された図面についての好ましい実施形態に関
連した次の記述から明らかになる。
【図１】図１は、本発明の第１実施形態におけるロボットアームの制御装置の構成及び制
御対象であるロボットアームの構成を示す説明図である。
【図２】図２は、本発明の上記第１実施形態における上記ロボットアームの制御装置での
ロボットアームの衝突警戒領域を説明する図である。
【図３Ａ】図３Ａは、上記第１実施形態における上記制御装置の人運動検出手段及び衝突
位置推定手段の機能を説明する平面図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、上記第１実施形態における上記制御装置の人運動検出手段及び衝突
位置推定手段の機能を説明する平面図である。
【図３Ｃ】図３Ｃは、上記第１実施形態における上記制御装置の人運動検出手段及び衝突
位置推定手段の機能を説明する平面図である。
【図３Ｄ】図３Ｄは、上記第１実施形態における上記制御装置の人運動検出手段及び衝突
位置推定手段の機能を説明する平面図である。
【図４】図４は、上記第１実施形態における上記制御装置の動作制御手段の詳細構成を示
すブロック線図である。
【図５】図５は、上記第１実施形態における上記制御装置の動作制御手段での制御プログ
ラムの動作ステップを表すフローチャートである。
【図６】図６は、上記第１実施形態における上記制御装置の全体的な動作ステップを表す
フローチャートである。
【図７】図７は、本発明の上記第１実施形態における上記ロボットアームの制御装置の目
標軌道を説明する図である。
【図８Ａ】図８Ａは、本発明の第２実施形態におけるロボットアームの制御装置の構成及
び制御対象であるロボットアームの構成を示す図である。
【図８Ｂ】図８Ｂは、上記第２実施形態における上記制御装置の動作制御手段の詳細構成
を示すブロック線図である。
【図９Ａ】図９Ａは、本発明の上記第２実施形態における上記ロボットアームの制御装置
の動作を説明する図である。
【図９Ｂ】図９Ｂは、本発明の上記第２実施形態における上記ロボットアームの制御装置
の動作を説明する図である。
【図９Ｃ】図９Ｃは、本発明の上記第２実施形態における上記ロボットアームの制御装置
の動作を説明する図である。
【図９Ｄ】図９Ｄは、本発明の上記第２実施形態における上記ロボットアームの制御装置
の動作を説明する図である。
【図１０】図１０は、本発明の第２実施形態におけるロボットアームの制御装置の制御対
象であるロボットアームの他の構成を示す図である。
【図１１Ａ】図１１Ａは、特許文献２にかかる従来技術のロボット制御装置の概略構成図
である。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、図１１Ａのロボット制御装置における接触回避動作の具体的な
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例を示す図である。
【図１１Ｃ】図１１Ｃは、図１１Ａのロボット制御装置における接触回避動作の上記具体
的な例を示す図である。
【図１１Ｄ】図１１Ｄは、図１１Ａのロボット制御装置における接触回避動作の別の具体
的な例を示す図である。
【図１１Ｅ】図１１Ｅは、図１１Ａのロボット制御装置における接触回避動作の上記別の
具体的な例を示す図である。
【図１２】図１２は、特許文献３にかかる従来技術のロボット制御装置のブロック線図で
ある。
【符号の説明】
【０１４６】
　　１　制御装置
　　２　人運動検出手段
　　３　人接近検知手段
　　４　衝突対応動作制御手段
　　５　衝突位置推定手段
　　６　衝突対応動作生成手段
　　７　動作制御手段
　　８　ロボットアーム
　　９　ハンド
　　１０　手首部
　　１１　第２リンク
　　１２　第１リンク
　　１３　台部
　　１４　第１関節部
　　１５　第２関節部
　　１６　第３関節部
　　１７　第４関節部
　　１８　制御プログラム
　　１９　モータドライバ
　　２０　入出力ＩＦ
　　２１　Ｄ／Ａボード
　　２２　Ａ／Ｄボード
　　２３　カウンタボード
　　２４　作業目標軌道生成手段
　　２５　逆運動学計算手段
　　２６　目標軌道切換手段
　　２７　トルク推定手段
　　２８　関節インピーダンス計算手段
　　２９　接触境界
　　３０　関節誤差補償手段
　　３１　位置制御系
　　３２　絶対座標系
　　３３　手先座標系
　　３４　モータ
　　３５　エンコーダ
　　３６　画像撮像装置
　　３７　画像認識手段
　　３８　人
　　３９　接触センサ
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