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(57)【要約】
【課題】把持されたワークに応じた負荷パラメータを自
動的に設定する。
【解決手段】負荷パラメータ設定装置（２０）は、ロボ
ット（１０）により把持されるべき複数種類のワークの
それぞれに対応した複数の負荷パラメータを記憶する記
憶部（２１）と、記憶された複数の負荷パラメータのそ
れぞれについて、ロボットの現在位置姿勢に基づいて、
ロボットにより把持されたワークの負荷パラメータを選
択するための指標を算出する指標算出部（２９）と、算
出された指標に基づいて、記憶部に記憶された複数の負
荷パラメータから、ワークの負荷パラメータを選択する
選択部（２４）とを含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の動作軸のそれぞれを駆動する複数のモータを備えたロボット（１０）により把持
されるワークの負荷パラメータを設定する負荷パラメータ設定装置（２０）において、
　前記ロボットにより把持されるべき複数種類のワークのそれぞれに対応した複数の負荷
パラメータを記憶する記憶部（２１）と、
　前記記憶部に記憶された複数の負荷パラメータのそれぞれについて、前記ロボットの現
在位置姿勢に基づいて、前記ロボットにより把持された前記ワークの負荷パラメータを選
択するための指標を算出する指標算出部（２９）と、
　該指標算出部により算出された指標に基づいて、前記記憶部に記憶された複数の負荷パ
ラメータから、前記ワークの負荷パラメータを選択する選択部（２４）と、を具備する負
荷パラメータ設定装置。
【請求項２】
　さらに、前記負荷パラメータを選択する前記ロボットの動作領域を指定する動作領域指
定部（２５）を具備する請求項１に記載の負荷パラメータ設定装置。
【請求項３】
　前記ロボットの動作プログラムは、前記負荷パラメータを選択する指令を含む請求項１
または２に記載の負荷パラメータ設定装置。
【請求項４】
　前記指標算出部は、前記複数の負荷パラメータのそれぞれについて、前記ロボットの現
在位置姿勢に基づいて、前記複数のモータのうちの一つのモータが出力する複数の理論ト
ルクを算出する理論トルク算出部（２２）と、
　前記一つのモータの電流フィードバック情報に基づいて、前記一つのモータの実トルク
を算出する実トルク算出部（２３）と、を含んでおり、
　前記選択部は、前記複数の理論トルクのうち、前記実トルクに最も近い理論トルクに対
応する負荷パラメータを選択する請求項１から３のいずれか一項に記載の負荷パラメータ
設定装置。
【請求項５】
　前記理論トルク算出部は前記理論トルクを算出する複数の算出手法を有しており、
　前記複数の算出手法のうちの一つの算出手法を設定する算出手法設定部を具備する、請
求項４に記載の負荷パラメータ設定装置。
【請求項６】
　複数の動作軸のそれぞれを駆動する複数のモータを備えたロボット（１０）により把持
されるワークの負荷パラメータを設定する負荷パラメータ設定方法において、
　前記ロボットにより把持されるべき複数種類のワークのそれぞれに対応した複数の負荷
パラメータを記憶し、
　前記記憶された複数の負荷パラメータのそれぞれについて、前記ロボットの現在位置姿
勢に基づいて、前記ロボットにより把持された前記ワークの負荷パラメータを選択するた
めの指標を算出し、
　算出された前記指標に基づいて、前記記憶された複数の負荷パラメータから、前記ワー
クの負荷パラメータを選択する、負荷パラメータ設定方法。
【請求項７】
　さらに、前記負荷パラメータを選択する前記ロボットの動作領域を指定することを含む
請求項６に記載の負荷パラメータ設定方法。
【請求項８】
　前記ロボットの動作プログラムは、前記負荷パラメータを選択する指令を含む請求項６
または７に記載の負荷パラメータ設定方法。
【請求項９】
　前記指標を算出することは、前記複数の負荷パラメータのそれぞれについて、前記ロボ
ットの現在位置姿勢に基づいて、前記複数のモータのうちの一つのモータが出力する複数
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の理論トルクを算出することと、
　前記一つのモータの電流フィードバック情報に基づいて、前記一つのモータの実トルク
を算出することとを含んでおり、
　前記複数の理論トルクのうち、前記実トルクに最も近い理論トルクに対応する負荷パラ
メータを選択するようにした、請求項６から８のいずれか一項に記載の負荷パラメータ設
定方法。
【請求項１０】
　さらに、前記理論トルクを算出する複数の算出手法のうちの一つの算出手法を設定する
ことを含む、請求項９に記載の負荷パラメータ設定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ロボットにより把持されたワークの負荷パラメータを設定する負荷パラメー
タ設定装置および負荷パラメータ設定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ロボットが複数種類のワークを順番に把持する必要がある場合には、操作者は、それぞ
れのワークについての負荷パラメータ、例えばワークの質量、重心位置、イナーシャ、寸
法などを予め設定する。そして、ロボットの動作時には、ロボットに把持されたワークに
応じて、負荷パラメータを適宜変更したり、ロボットの状態を検出している。
【０００３】
　また、負荷パラメータはロボットの動作時に求めるようにしてもよい。引用文献１およ
び引用文献２には、ワークの重量としての負荷パラメータを求めることが開示されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－２３５３７４号公報
【特許文献２】特開２０１３－５６４０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、操作者は、把持されたワークの負荷パラメータの切替えを忘れた場合ま
たは負荷パラメータを誤って設定する場合がある。このような場合には、負荷パラメータ
に応じた適切な制御を行うことができない。また、引用文献１および引用文献２において
は、負荷パラメータを求めるのに複雑な計算をする必要があり、時間がかかって処理が遅
延するという問題がある。
【０００６】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、複雑な計算を行うことなしに、
ロボットにより把持されたワークに応じた負荷パラメータを自動的に設定することのでき
る負荷パラメータ設定装置および負荷パラメータ設定方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前述した目的を達成するために１番目の発明によれば、複数の動作軸のそれぞれを駆動
する複数のモータを備えたロボットにより把持されるワークの負荷パラメータを設定する
負荷パラメータ設定装置において、前記ロボットにより把持されるべき複数種類のワーク
のそれぞれに対応した複数の負荷パラメータを記憶する記憶部と、前記記憶部に記憶され
た複数の負荷パラメータのそれぞれについて、前記ロボットの現在位置姿勢に基づいて、
前記ロボットにより把持された前記ワークの負荷パラメータを選択するための指標を算出
する指標算出部と、該指標算出部により算出された指標に基づいて、前記記憶部に記憶さ
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れた複数の負荷パラメータから、前記ワークの負荷パラメータを選択する選択部と、を具
備する負荷パラメータ設定装置が提供される。
　２番目の発明によれば、１番目の発明において、さらに、前記負荷パラメータを選択す
る前記ロボットの動作領域を指定する動作領域指定部を具備する。
　３番目の発明によれば、１番目または２番目の発明において、前記ロボットの動作プロ
グラムは、前記負荷パラメータを選択する指令を含む。
　４番目の発明によれば、１番目から３番目のいずれかの発明において、前記指標算出部
は、前記複数の負荷パラメータのそれぞれについて、前記ロボットの現在位置姿勢に基づ
いて、前記複数のモータのうちの一つのモータが出力する複数の理論トルクを算出する理
論トルク算出部と、前記一つのモータの電流フィードバック情報に基づいて、前記一つの
モータの実トルクを算出する実トルク算出部と、を含んでおり、前記選択部は、前記複数
の理論トルクのうち、前記実トルクに最も近い理論トルクに対応する負荷パラメータを選
択する。
　５番目の発明によれば、４番目の発明において、前記理論トルク算出部は前記理論トル
クを算出する複数の算出手法を有しており、前記複数の算出手法のうちの一つの算出手法
を設定する算出手法設定部を具備する。
　６番目の発明によれば、複数の動作軸のそれぞれを駆動する複数のモータを備えたロボ
ットにより把持されるワークの負荷パラメータを設定する負荷パラメータ設定方法におい
て、前記ロボットにより把持されるべき複数種類のワークのそれぞれに対応した複数の負
荷パラメータを記憶し、前記記憶された複数の負荷パラメータのそれぞれについて、前記
ロボットの現在位置姿勢に基づいて、前記ロボットにより把持された前記ワークの負荷パ
ラメータを選択するための指標を算出し、算出された前記指標に基づいて、前記記憶され
た複数の負荷パラメータから、前記ワークの負荷パラメータを選択する、負荷パラメータ
設定方法が提供される。
　７番目の発明によれば、６番目の発明において、さらに、前記負荷パラメータを選択す
る前記ロボットの動作領域を指定することを含む。
　８番目の発明によれば、６番目または７番目の発明において、前記ロボットの動作プロ
グラムは、前記負荷パラメータを選択する指令を含む。
　９番目の発明によれば、６番目から８番目のいずれかの発明において、前記指標を算出
することは、前記複数の負荷パラメータのそれぞれについて、前記ロボットの現在位置姿
勢に基づいて、前記複数のモータのうちの一つのモータが出力する複数の理論トルクを算
出することと、前記一つのモータの電流フィードバック情報に基づいて、前記一つのモー
タの実トルクを算出することとを含んでおり、前記複数の理論トルクのうち、前記実トル
クに最も近い理論トルクに対応する負荷パラメータを選択するようにした。
　１０番目の発明によれば、９番目の発明において、さらに、前記理論トルクを算出する
複数の算出手法のうちの一つの算出手法を設定することを含む。
【発明の効果】
【０００８】
　１番目および６番目の発明においては、指標算出部により算出された指標に基づいて、
複数の負荷パラメータから、ワークに適した負荷パラメータを選択することにより負荷パ
ラメータを設定している。このため、複雑な計算を行うことなしに、ロボットにより把持
されたワークに応じた負荷パラメータを自動的に選択することができる。また、予め記憶
された複数の負荷パラメータから一つの負荷パラメータを単に選択しているので、操作者
がロボットにより把持されるべきワークを指定する必要はなく、また、操作者が誤って負
荷パラメータを設定することもない。
　２番目および７番目の発明においては、ロボットが所定の動作領域に侵入した場合に、
負荷パラメータを自動的に選択することができる。このため、操作者が負荷パラメータの
切換えを忘れる事態を避けられる。
　３番目および８番目の発明においては、ロボットの動作プログラムに負荷パラメータを
選択することが記述されている。このため、操作者は明示的に負荷パラメータ切換えを行
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うタイミングを指定できる。
　４番目および９番目の発明においては、簡単な計算により算出された複数の理論トルク
のうち、実トルクに最も近い理論トルクに対応した負荷パラメータを選択することにより
負荷パラメータを設定している。このため、複雑な計算を行うことなしに、負荷パラメー
タを簡単に選択することができる。
　５番目および１０番目の発明においては、一つの算出手法による算出結果が好ましくな
い場合には、他の算出手法を採用することができる。
【０００９】
　添付図面に示される本発明の典型的な実施形態の詳細な説明から、本発明のこれら目的
、特徴および利点ならびに他の目的、特徴および利点がさらに明解になるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明に基づくパラメータ選択装置を含むシステムの略図である。
【図２】記憶部に記憶された負荷パラメータを示す図である。
【図３】本発明に基づくパラメータ選択装置の第一のフローチャートを示す図である。
【図４】動作プログラムの一部分を示す図である。
【図５】他の動作プログラムの一部分を示す図である。
【図６】本発明に基づくパラメータ選択装置の第二のフローチャートを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施形態を説明する。以下の図面において同様の部
材には同様の参照符号が付けられている。理解を容易にするために、これら図面は縮尺を
適宜変更している。
　図１は本発明に基づくパラメータ選択装置を含むシステムの略図である。図１に示され
るシステム１は、ロボット１０と、ロボット１０を制御するロボット制御装置２０とを主
に含んでいる。
【００１２】
　ロボット１０は多関節ロボットであり、複数のサーボモータＭ１～Ｍｎにより駆動され
る複数の動作軸を有している。これら複数のサーボモータＭ１～Ｍｎのそれぞれには、サ
ーボモータＭ１～Ｍｎの位置を検出するエンコーダＥ１～Ｅｎが取付けられている。そし
て、ロボット１０の先端には、ワークＣを把持するハンド１１が設けられている。
【００１３】
　ロボット制御装置２０はデジタルコンピュータであり、各動作軸のサーボ制御器＃１～
＃ｎからなるサーボ制御部１５を有している。これらサーボ制御器＃１～＃ｎは、ロボッ
ト１０の移動指令を受信して、ロボット１０の各動作軸に付属したエンコーダＥ１～Ｅｎ
から受取るフィードバック信号と併せてサーボアンプＡ１～Ａｎにトルク指令を出力する
。これらサーボアンプＡ１～Ａｎは、各トルク指令に基づいて各動作軸のサーボモータＭ
１～Ｍｎに電流を供給して、それらを駆動する。これにより、ロボット１０のハンド１１
を所望の位置に位置決めする。
【００１４】
　また、ロボット制御装置２０は、ロボット１０により把持されるワークＡの負荷パラメ
ータを設定する負荷パラメータ設定装置としての役目も果たす。図１に示されるように、
ロボット制御装置２０は、ロボット１０により把持されるべき複数種類のワークのそれぞ
れに対応した複数の負荷パラメータ２１ａを記憶する記憶部２１を含んでいる。また、記
憶部２１は、ロボット１０の動作プログラム２１ｂも記憶するものとする。
【００１５】
　ここで、図２は記憶部に記憶された負荷パラメータを示す図である。図２に示されるよ
うに、負荷パラメータは、ワークＡの重量Ｗ、重心位置Ｂ、イナーシャＩ、寸法Ｓのうち
の少なくとも一つから構成される。これら負荷パラメータは、ワークＡの種類毎（Ａ１、
Ａ２、Ａ３、…Ａｎ）に、予め実験などにより求められ、テーブルの形で記憶部２１に記
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憶される。
【００１６】
　再び図１を参照すると、ロボット制御装置２０は、記憶部２１に記憶された複数の負荷
パラメータのそれぞれについて、ロボット１０の現在位置姿勢に基づいて、ロボット１０
に把持されたワークの負荷パラメータを選択するための指標を算出する指標算出部２９を
含んでいる。
【００１７】
　図１から分かるように、指標算出部２９は、複数の負荷パラメータ２１ａのそれぞれに
ついて、ロボット１０の現在位置姿勢に基づいて、複数のサーボモータＭ１～Ｍｎのうち
の一つのモータが出力する複数の理論トルクを算出する理論トルク算出部２２と、前述し
た一つのモータの電流フィードバック情報に基づいて、一つのモータの実トルクを算出す
る実トルク算出部２３と、を含んでいる。電流フィードバック情報として、サーボアンプ
Ａ１～ＡｎがサーボモータＭ１～Ｍｎに供給した電流を使用してもよい。
【００１８】
　さらに、ロボット制御装置２０は、指標算出部２９により算出された指標に基づいて、
記憶部２１に記憶された複数の負荷パラメータから、ワークの負荷パラメータを選択する
選択部２４を含んでいる。選択部２４は、理論トルク算出部２２により算出された複数の
理論トルクのうち、実トルク算出部２３により算出された実トルクに最も近い理論トルク
に対応する負荷パラメータを選択してもよい。
【００１９】
　さらに、ロボット制御装置２０は、負荷パラメータを選択するロボット１０の動作領域
を指定する動作領域指定部２５と、理論トルク算出部２２に含まれた、理論トルクを算出
するための複数の算出手法のうちの一つの算出手法を設定する算出手法設定部２６とを含
んでいる。
【００２０】
　図３は本発明に基づくパラメータ選択装置の第一のフローチャートを示す図である。図
３に示される内容は、記憶部２１に記憶された動作プログラム２１ｂに基づいて、ロボッ
ト１０が動作されるときに、所定の制御周期毎に繰返し実施されるものとする。なお、図
３に示される内容が実施されるときには、ロボット１０のハンド１１は任意のワークを把
持しているものとする。
【００２１】
　はじめに、ステップＳ１１においては、負荷パラメータを変更する必要があるか否かを
判定する。負荷パラメータを変更する必要がないときにはステップＳ１５に進んで、ロボ
ット１０を継続して動作させる。負荷パラメータを変更する必要があるときにはステップ
Ｓ１２に進む。
【００２２】
　この点に関し、図４は動作プログラムの一部分を示す図である。図４の動作プログラム
２１ｂには、「負荷パラメータの自動選択命令」が二箇所で記載されている。従って、動
作プログラム２１ｂの内容が「負荷パラメータの自動選択命令」を示す行まで進行したと
きに、負荷パラメータを変更する必要があると判定される。
【００２３】
　再び図３を参照すると、ステップＳ１２においては、指標算出部２９の理論トルク算出
部２２は、ロボット１０の各動作軸のモータＭ１～Ｍｎに設けられたエンコーダＥ１～Ｅ
ｎからロボット１０の現在の位置姿勢を把握する。そして、理論トルク算出部２２は、記
憶部２１に記憶された負荷パラメータのそれぞれに関し、ロボット１０の現在の位置姿勢
に基づいて、モータＭ１～Ｍｎのうちの一つのモータが出力する複数の理論トルクを理論
指標として算出する。
【００２４】
　上記一つのモータは、負荷パラメータに応じたトルクの変化が大きいロボット１０の動
作軸を駆動するモータである。ロボット１０が静止状態にある場合には、上記一つのモー
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タは、重力によるトルクが最もかかる動作軸、例えばロボット１０の肩部に相当する動作
軸を駆動するモータＭ２である。
【００２５】
　次いで、ステップＳ１３においては、指標算出部２９の実トルク算出部２３は、一つの
モータＭｎの電流フィードバック情報に基づいて、一つのモータＭｎの実トルクを実指標
として算出する。次いで、ステップＳ１４においては、選択部２４は、理論トルク算出部
２２により算出された複数の理論トルクと、実トルク算出部２３により算出された実トル
クとを比較する。そして、選択部２４は、複数の理論トルクのうち、実トルクに最も近い
理論トルクに対応する負荷パラメータを選択し、その負荷パラメータをロボット１０に対
して設定する。
【００２６】
　次いで、ステップＳ１５においては、選択された負荷パラメータを用いてロボット１０
を動作させる。そして、ステップＳ１６において動作プログラム２１ｂの内容が終了した
と判定された場合には、処理を終了する。
【００２７】
　本発明においては、理論トルクは記憶部に記憶された負荷パラメータを用いて算出され
る。このため、理論トルクを算出するのに複雑な計算式を用いる必要がない。そして、簡
単な計算により算出された複数の理論トルクから実トルクに最も近い理論トルクを求め、
この理論トルクに対応した負荷パラメータを単に選択している。このため、本発明におい
ては、複雑な計算を行うことなしに、ロボット１０により把持されたワークに応じた負荷
パラメータを自動的に選択することができる。
【００２８】
　また、予め記憶された複数の負荷パラメータから一つの負荷パラメータを単に選択して
いるので、操作者がロボット１０により把持されるべきワークを指定する必要はなく、操
作者が誤って負荷パラメータを設定することもない。さらに、本発明においては、負荷パ
ラメータを選択するのに、特別なハードウェアを別途使用することがなく、従って、負荷
パラメータ設定装置２０を安価に構成することができる。
【００２９】
　前述した実施形態においては、選択部２４は、実トルクに最も近い理論トルクに対応し
た負荷パラメータを選択している。図示しない実施形態においては、実トルクよりも大き
くて且つ実トルクに最も近い理論トルクに対応した負荷パラメータを選択するようにして
もよい。
【００３０】
　また、前述した実施形態における理論トルク算出部２２および実トルク算出部２３の代
わりに、ロボット１０に作用する理論的な力を算出する理論力算出部およびロボット１０
に作用する実際の力を算出する実際力算出部が備えられていてもよい。
【００３１】
　この場合、理論力算出部は、ロボット１０の現在の位置姿勢、速度、加速度などに基づ
いて、負荷パラメータ毎の理論的な力を理論指標として算出する。また、実際力算出部は
ロボット１０の例えばロボットベースに備えられた力センサであり、実際の力を実指標と
して出力する。そして、前述したのと同様に、選択部２４は、負荷パラメータのそれぞれ
について算出された複数の理論力のうち、実際力に最も近い理論力に対応する負荷パラメ
ータを選択する。このような場合にも、前述したのと同様の効果が得られるのは明らかで
あろう。なお、力センサは、負荷パラメータを選択できる程度の精度を有していれば十分
である。言い換えれば、この場合の力センサの精度はそれほど高くなくてもよい。
【００３２】
　ところで、図１に示される動作領域指定部２５を用いて、負荷パラメータが選択される
ロボット１０の動作領域を予め指定してもよい。図５は、他の動作プログラムの一部分を
示す図である。図５に示される動作プログラムは、位置１、位置２、位置３および位置４
への動作命令を含んでいる。そして、動作領域指定部２５によって、例えば位置２を含む
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所定範囲および位置４を含む所定範囲に対し、負荷パラメータが選択されるよう予め指定
されているものとする。
【００３３】
　図５に示される動作プログラムに基づいてロボット１０が動作される場合には、ロボッ
ト１０が位置２を含む所定範囲および位置４を含む所定範囲に移動されると、前述したよ
うな負荷パラメータの選択が自動的に行われる。このような場合には、操作者が負荷パラ
メータの切替えを忘れる事態を避けられる。あるいは、ロボット１０が位置２または位置
４を含む所定範囲から出たときに、前述した負荷パラメータの選択が行われるようにして
もよい。
【００３４】
　ところで、図６は本発明に基づくパラメータ選択装置の第二のフローチャートを示す図
である。図６に示される内容は、記憶部２１に記憶された動作プログラム２１ｂに基づい
て、ロボット１０が動作されるときに、所定の制御周期毎に繰返し実施されるものとする
。また、図３を参照して説明したのと同じステップについては、重複を避けるために説明
を省略する。なお、図６に示される内容が実施されるときには、ロボット１０のハンド１
１は任意のワークを把持しているものとする。
【００３５】
　図６に示されるようにステップＳ１１とステップＳ１２との間のステップＳ１１ａにお
いて、算出手法設定部２６は、理論トルクを算出する複数の算出手法のうちの一つの算出
手法を設定する。本発明において、理論トルク算出部２２は、第一算出手法～第三算出手
法を有するものとする。
【００３６】
　第一算出手法は、例えば図３を参照したように、複数の理論トルクのうち、実トルクに
最も近い理論トルクに対応する負荷パラメータを選択する手法である。この手法はロボッ
ト１０が静止している場合に特に有利である。
【００３７】
　第二算出手法は、例えば以下の通りである。ロボット１０が動作を継続している一定時
間帯または一定区間において所定の制御周期毎に、ロボット１０のモータ、例えばモータ
Ｍ２が出力すべき複数の理論トルクと一つの実トルクとの組を前述したように算出して記
憶部２１に順次記憶する。そして、記憶された複数の組のそれぞれに対して複数の理論ト
ルクのそれぞれと一つの実トルクとの間の偏差の絶対値を前述したように求める。そして
、これら偏差の絶対値の平均値および分散を求め、平均値または分散が最も小さい組を決
定する。そして、決定された組における複数の理論トルクのうち、実トルクに最も近い理
論トルクに対応する負荷パラメータを選択する。
【００３８】
　ロボット１０が静止しているときに算出された理論トルクおよび実トルクを、実際に動
作している最中のロボット１０に適用するのは、これらトルクが必要な精度を有していな
いので、好ましくない。また、ロボット１０が速度および／または加速度を伴って動作し
ているときに理論トルクおよび実トルクを算出すると、これらトルクは瞬間的な誤差を含
む場合がある。この点に関し、前述した第二算出手法は平均値および分散を使用している
ので、瞬間的な誤差の影響を受けない。このため、第二算出手法は、ロボット１０が速度
および／または加速度を伴って動作している場合に特に有利である。
【００３９】
　また、前述した第一算出手法においては、負荷パラメータを推定するときにロボット１
０を動作させていない。さらに、前述した第二算出手法においてはロボット１０を動作さ
せているものの、負荷パラメータを推定するためにロボット１０を特別に動作させている
わけではない。このため、重量が互いにほぼ等しくてイナーシャが互いに異なる二種類の
ワークの負荷パラメータが記憶部２１に記憶されている場合には、これら負荷パラメータ
から適切な負荷パラメータを選択できない可能性がある。
【００４０】
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　このため、第三算出手法においては、負荷パラメータを推定するためにロボット１０が
特別に動作される。そのような特別な動作は、ロボット１０の各動作軸に速度および加速
度がかかる所定の動作である。第三算出手法においては、前述した特別の動作をロボット
１０に行わせ、その結果、ロボットのモータＭ２が出力すべき理論トルクおよび実トルク
がイナーシャの違いにより十分に異なるようになる。そして、前述したのと同様に、それ
らトルクを用いて負荷パラメータを選択する。
【００４１】
　図６のステップＳ１１ａにおいては、例えば第一算出手法が設定されたものとする。そ
して、ステップＳ１２においては第一算出手法に基づいて理論トルクを算出する。その後
、前述したように実トルクを算出し（ステップＳ１３）、負荷パラメータを選択する（ス
テップＳ１４）。次いで、ステップＳ１４ａにおいて、理論トルクと実トルクとの間の偏
差の絶対値を算出する。ステップＳ１４ａにおいて使用される理論トルクは、実トルクに
最も近い理論トルクである。
【００４２】
　そして、この理論トルクと実トルクとの間の偏差の絶対値が所定の閾値よりも小さいか
否かを判定する。所定の閾値は実験等により予め求められたものとする。偏差の絶対値が
所定の閾値よりも小さい場合には、理論トルクが実トルクに比較的近く、理論トルクを算
出した第一算出手法は適切であったと判断できる。そのような場合には、選択された負荷
パラメータを用いてロボット１０を動作させ（ステップＳ１５）、所定の場合に動作を終
了する（ステップＳ１６）。
【００４３】
　これに対し、偏差の絶対値が所定の閾値よりも小さくない場合には、理論トルクが実ト
ルクから比較的乖離しており、理論トルクを算出した第一算出手法は適切でない可能性が
高い。そのような場合には、ステップＳ１１ａに戻る。そして、算出手法設定部２６は、
複数の算出手法のうちの他の算出手法、例えば第二算出手法を設定する。
【００４４】
　そして、ステップＳ１２においては第二算出手法に基づいて理論トルクを算出する。そ
の後、前述したように実トルクを算出し（ステップＳ１３）、負荷パラメータを選択する
（ステップＳ１４）。次いで、ステップＳ１４ａにおいて、理論トルクと実トルクとの間
の偏差の絶対値を前述したように算出する。そして、理論トルクと実トルクとの間の偏差
の絶対値が所定の閾値よりも小さくないと判定された場合には、ステップＳ１１ａに戻り
、算出手法設定部２６が第三算出手法を設定して、同様な処理を繰返す。当然のことなが
ら、他の算出手法が準備されていてもよい。
【００４５】
　図６を参照して説明した実施形態においては、一つの算出手法による算出結果が好まし
くない場合には、他の算出手法を採用する。そして、偏差の絶対値が所定の閾値よりも小
さくなるまで処理を繰返すものとする。このため、図６に示される実施形態においては、
適切な負荷パラメータに基づいて、ロボット１０を正確に動作させられるのが分かるだろ
う。
【００４６】
　さらに、図示しない実施形態においては、算出処理に要する時間が最も短い手法、また
は負荷パラメータを推定するためにロボット１０を特別に動作させる必要のない手法を第
一算出手法としてもよい。そして、第一算出手法よりも算出処理に時間がかかる手法、ま
たは負荷パラメータを推定するためにロボット１０を特別に動作させる必要がある手法を
第二算出手法として採用することもできる。この図示しない実施形態において第一算出手
法を通じて選択された負荷パラメータによりロボット１０が動作される場合には、算出処
理または負荷パラメータを設定するのに要する時間を抑えられるのが分かるであろう。
【００４７】
　典型的な実施形態を用いて本発明を説明したが、当業者であれば、本発明の範囲から逸
脱することなしに、前述した変更および種々の他の変更、省略、追加を行うことができる
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【符号の説明】
【００４８】
　１　　システム
　１０　　ロボット
　１１　　ハンド
　１５　　サーボ制御部
　２０　　ロボット制御装置（負荷パラメータ設定装置）
　２１　　記憶部
　２１ａ　　負荷パラメータ
　２１ｂ　　動作プログラム
　２２　　理論トルク算出部
　２３　　実トルク算出部
　２４　　選択部
　２５　　動作領域指定部
　２６　　算出手法設定部
　２９　　指標算出部
　Ａ１～Ａｎ　　サーボアンプ
　Ｅ１～Ｅｎ　　エンコーダ
　Ｍ１～Ｍｎ　　モータ

【図１】 【図２】
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