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(57)【要約】
【課題】従来の外骨格型ロボットにおいては、体幹・下
肢部の運動支援を適切に行えない。また、電動モータや
油圧アクチュエータを用いる事例があるが、大きな負荷
を発生するものは装置の自重が大きい。また、負荷を支
えるだけの場面においてもアクチュエータがエネルギー
を消費するために、エネルギー効率が悪い。
【解決手段】ベースと下半身とを有する外骨格型ロボッ
トであって、左右の足首、左右の膝、および腰の左右の
各位置に配置されている能動の関節である能動関節と、
能動関節を動作させる制御部とを具備し、能動関節は、
エアマッスルと電動モータとを具備する外骨格型ロボッ
トにより、上記の課題が解決できる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ベースと下半身とを有する外骨格型ロボットであって、
左右の足首、左右の膝、および腰の左右の各位置に配置されている能動の関節である能動
関節と、
前記能動関節を動作させる制御部とを具備し、
前記能動関節は、
エアマッスルと電動モータとを具備する外骨格型ロボット。
【請求項２】
前記制御部は、
第一の閾値よりも高周波であるトルクに対して前記エアマッスルと前記電動モータとを動
作させ、
前記第一の閾値よりも低周波であるトルクに対して前記エアマッスルのみを動作させる請
求項１記載の外骨格型ロボット。
【請求項３】
前記制御部は、
第二の閾値より高負荷であるトルクに対して前記エアマッスルのみを動作させ、
前記第二の閾値よりも低負荷であるトルクに対して前記エアマッスルと前記電動モータと
を動作させる請求項１記載の外骨格型ロボット。
【請求項４】
前記制御部は、
第二の閾値より高負荷であり、かつ第一の閾値よりも低周波であるトルクに対して前記エ
アマッスルのみを動作させ、
前記第二の閾値より低負荷であり、かる前記第一の閾値よりも高周波であるトルクに対し
て前記エアマッスルと前記電動モータとを動作させる請求項２または請求項３記載の外骨
格型ロボット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外骨格型ロボットに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、運動再建などを目的とし、脳情報によって外部のロボットデバイスの制御を行う
ブレインマシンインタフェース（ＢＭＩ）に関する研究が注目を集めている（非特許文献
１）。　一方、バランスや歩行が可能なロボットが開発されてきている。例えば、運動に
必要な作用力を空間上の任意の複数接触点に最適に配分し，ヒトと同じように各関節のト
ルクを発生できるロボットが存在する（特許文献１参照）。
【０００３】
　従来のＢＭＩ研究では、モニタ上のカーソル制御やロボットアームの制御など、コミュ
ニケーション手段を与えたり、上肢の運動再建を目指したりするものがほとんどであった
。その一方で、潜在的な需要があるにもかかわらず、体幹・下肢部の運動支援を目指した
ＢＭＩの研究は行われていなかった。体幹・下肢部運動支援のためのＢＭＩを構築する難
しさは、体幹・下肢部の運動に対する脳の制御メカニズムが十分に理解されていない上に
、ヒトの歩行や姿勢調節時の運動能力に近い性能を持つ運動支援ロボットデバイスの構築
が技術的に容易でなかったことがあげられる。
【０００４】
　それにもかかわらず、下肢・体幹運動の支援をめざした外骨格型ロボットがいくつか開
発されている。外骨格型ロボットの代表的なものとしては、非特許文献２、３、４のもの
があげられる。このうち、体重を支えるタイプでは、大型の電動モータまたは油圧シリン
ダが用いられており、ロボット本体の自重も相当大きい。一方、体重を支えないリハビリ
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用途としては、空圧式の人工筋肉（以下、エアマッスル、という。）を用いる事例が増え
ている（非特許文献５）。
【０００５】
　エアマッスルはその他のアクチュエータと比べて軽量で安価に製造可能で、空圧独特の
柔らかさを持つ。その反面、遅れ、非線形性、個体のばらつきなどから、正確な制御には
向いていないとされてきた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】ＷＯ２００７／１３９１３５号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Lebedev, M.A. and Nicolelis, M.A.:``Brain-machine interfaces pas
t,present and future'',Trends in Neuroscience,vol.29,no.9,pp. 536-546,2006.
【非特許文献２】Jacobsen,S.:``On the Development of XOS,a Powerful Exoskeletal R
obot'',IEEE/RSJ IROS,Plenary Talk,2007.
【非特許文献３】Kazerooni,H., Chu,A.,Steger, R.:``That Which Does Not Stabilize,
 Will Only Make Us Stronger'',The International Journal of Robotics Research,vol
.26,no.1,pp.75-89,2007.
【非特許文献４】Suzuki,K.,Mito,G.,Kawamoto,H.,Hasegawa, Y.,Sankai,Y.:``Intension
-based walking support for paraplegia patients with Robot Suit HAL'',Advanced Ro
botics,vol.21,no.12,pp.1441-1469,2007.
【非特許文献５】中川昭夫，他：``空気圧ゴム人工筋によるリハビリ支援ロボット'',フ
ルードパワーシステム，vol.38,no.4,pp.194-198,2007.
【非特許文献６】Sardellitti1,I.,Park,J.,Shin,D.,Khatib,O.,``Air muscle controlle
r design in the distributed Macro-Mini (DM2) actuation approach'',IEEE/RSJ IROS,
pp.1822-1827,2007.
【非特許文献７】中田毅, 桜井康雄, 田中和博: ``電気・空気圧複合駆動システムとその
制御法に関する研究'', 日本フルードパワーシステム学会論文集, vol.39, no.1, 2008.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　そこで、本発明において、空圧と電動のハイブリッド駆動方式の外骨格ロボットを提案
することにより、体幹・下肢部の運動支援を適切に行うことを目的とする。
【０００９】
　上述のように、エアマッスルは軽量、低摩擦で、かつ大きな力が発生可能であるため、
人に装着する外骨格ロボットのアクチュエータとしては魅力的な点を持つ反面、時間遅れ
やばらつきを持つ大きな非線形性を持つがゆえに、正確かつ俊敏なトルク制御には向いて
いない。そこで、エアマッスルと電動モータを組み合わせることでエアマッスルの短所を
改善しようとする試みが非特許文献６で述べられている。
【００１０】
　しかしながら、これをそのまま体幹・下肢部の運動支援を行う外骨格ロボットに適用す
るには問題がある。なぜなら、非特許文献６の技術においては、２つのエアマッスルを用
いて拮抗駆動しているが、この場合、ストロークと力の関係から、可動域が非常に狭くな
ってしまうか、または大きいトルクが発生できないからである。なお、エアシリンダに電
動モータを組み合わせる駆動方式そのものは、既に非特許文献７において研究されている
。
【００１１】
　そこで、本発明においてはロボットの力学とエアマッスルの出力特性を考慮したエアマ
ッスルの最適配置を行うことで、軽量かつ実用に耐えうる外骨格ロボットを実現する。
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【００１２】
　つまり、本発明は、従来の技術には無い、ハイブリッド駆動式の外骨格ロボットである
。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本第一の発明の外骨格型ロボットは、ベースと下半身とを有する外骨格型ロボットであ
って、左右の足首、左右の膝、および腰の左右の各位置に配置されている能動の関節であ
る能動関節と、能動関節を動作させる制御部とを具備し、能動関節は、エアマッスルと電
動モータとを具備する外骨格型ロボットである。本ロボットにおいては、ロボットの力学
とエアマッスルの出力特性を考慮し、関節に大きなトルクが必要なときにエアマッスルが
大きな力を発生できるよう、各所のエアマッスルが最適に配置されている。
【００１４】
　かかる構成により、体幹・下肢部のトルク制御を適切に行える。なお、適切とは、俊敏
、高負荷、高精密のことである。
【００１５】
　また、本第二の発明の外骨格型ロボットは、第一の発明に対して、制御部は、第一の閾
値よりも高周波であるトルクに対してエアマッスルと電動モータを動作させ、第一の閾値
よりも低周波であるトルクに対してエアマッスルのみを動作させる外骨格型ロボットであ
る。
【００１６】
　かかる構成により、体幹・下肢部のトルク制御を適切に行える。
【００１７】
　また、本第三の発明の外骨格型ロボットは、第一の発明に対して、制御部は、第二の閾
値より低負荷であるトルクに対してエアマッスルのみを動作させ、第二の閾値よりも高負
荷であるトルクに対してエアマッスルと電動モータとを動作させる外骨格型ロボットであ
る。
【００１８】
　かかる構成により、体幹・下肢部のトルク制御を適切に行える。
【００１９】
　また、本第四の発明の外骨格型ロボットは、第二または第三の発明に対して、制御部は
、第二の閾値より低負荷であり、かつ第一の閾値よりも低周波であるトルクに対してエア
マッスルのみを動作させ、第二の閾値より高負荷であり、かつ第一の閾値よりも高周波で
あるトルクに対してエアマッスルと電動モータとを動作させる外骨格型ロボットである。
【００２０】
　かかる構成により、体幹・下肢部のトルク制御を適切に行える。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明による外骨格型ロボットによれば、体幹・下肢部の運動支援を適切に行える。ま
た、本ロボットは、軽量なエアマッスルの恩恵により、同出力の他の駆動方式によるロボ
ットと比べて遥かに軽量であり、エアバルブを閉じればエアマッスルのバネ特性により、
エネルギー消費なしで高負荷を維持できるため、他の駆動方式と比べてエネルギー効率が
極めて高い。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】実施の形態１における外骨格型ロボットの試作機のモデルを示す図
【図２】同外骨格型ロボットのブロック図
【図３】同外骨格型ロボットの自由度構成を示す図
【図４】同ハイブリッド駆動の特徴を示すグラフ
【図５】同ハイブリッド駆動の能動関節の模式図
【図６】同ハイブリッド駆動の能動関節の模式図
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【図７】同実験において用いたリンク機構を示す図
【図８】同実験結果を示す図
【図９】同実験中のスナップショットを示す図
【図１０】同実験データを示す図
【図１１】同空電ハイブリッド駆動と他の方式との比較を示す図
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、外骨格型ロボット等の実施形態について図面を参照して説明する。なお、実施の
形態において同じ符号を付した構成要素は同様の動作を行うので、再度の説明を省略する
場合がある。
（実施の形態１）
【００２４】
　本実施の形態において、歩行・姿勢リハビリテーションのための空電ハイブリッド式の
外骨格型ロボットについて説明する。
【００２５】
　この外骨格型ロボットは、外骨格を有する。外骨格とは、骨格構造のことである。外骨
格型ロボットは、ベースと下半身とを有し、足首、膝、腰の左右の位置に、能動６自由度
の関節を有するロボットである。また、当該６つの関節は、空電ハイブリッド駆動の関節
である。
【００２６】
　図１は、本実施の形態における外骨格型ロボット１の構成事例を示す図である。本外骨
格型ロボット１は、１０自由度である。図１において、（ａ）（ｂ）は、異なる角度から
見た外骨格型ロボット１の斜視図である。図１において、外骨格型ロボット１は、バック
パック１０１、柔軟シート１０２、ＨＡＡ拮抗筋１０３、ＨＦＥ伸筋１０４、ＨＦＥモー
タ１１１、ＫＦＥ伸筋１０５、ＫＦＥモータ１０６、ＡＦＥ伸筋・ＡＡＡ拮抗筋１０７、
ＡＦＥ屈筋１０８、ユニバーサルジョイント１０９、プーリー付回転関節１１０を具備す
る。
【００２７】
　また、ユニバーサルジョイント１０９には、ワイヤー式エンコーダを取り付け、関節角
度を計測する。プーリー付回転関節１１０も同様にワイヤー式エンコーダを取り付ける。
なお、ハイブリッド関節であるＨＦＥおよびＫＦＥ関節においては、モータ付属のエンコ
ーダを用いて関節角度を計測してもよい。
【００２８】
　また、図２は、外骨格型ロボット１の自由度構成図を示している。図１において、ＨＦ
ＥとＫＦＥ関節のみハイブリッド駆動としているが、全てをハイブリッド駆動とする等、
その他の構成もあり得ることは言うまでもない。また、図１において、全１０自由度のう
ち、左右のＨＡＡ関節とＡＦＥ、ＡＡＡ関節は伸筋と屈筋による拮抗駆動を採用している
。可動角と必要トルクが大きくないときに、電動モータを併用するより軽量化が可能であ
る。図１において、特に、ＡＦＥ、ＡＡＡ関節は上部の関節よりサイズの小さい３本のエ
アマッスルを協調させて可動としている。いずれも、電動モータを併用しない分、応答性
が犠牲になる。
【００２９】
　このことについて以下に補足する。姿勢制御のように、全体のパフォーマンスが重要と
なる運動例においては、以下のような構成があり得る。例えば、ＡＦＥ関節を適度に共縮
させておけば、ＨＦＥとＫＦＥの精密かつ動的なトルク制御で十分バランスをとることが
可能である。なお、ＡＦＥ関節を適度に共縮させることは、２つの拮抗筋を共に収縮させ
ることである。そして、このとき関節はバネのような特性を持つ。また、実際、ＡＦＥ関
節トルクが零であっても、動的バランスが可能であることは実証されている。
【００３０】
　図１において、胴体部には姿勢センサを搭載してベース部の姿勢を検出している。また
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、全ての関節にワイヤー式エンコーダを取り付け、関節角度を計測できるようにしている
。本構成例においては、全身運動制御アルゴリズムとして、特許文献１と同様の方法を実
装することを想定している。この場合、ベースの姿勢と関節角度を検出することではじめ
て、重心から接触部への正確なヤコビ行列が算出でき、各関節に発生させる目標トルクが
算出できる。
【００３１】
　また、足底部には、床反力センサを搭載している。これは接触を想定する足底部が実際
に接触しているかどうかの判定するため、およびヤコビ行列に含まれるモデル誤差を修正
するために補助的に使用する。本方法は、姿勢制御を床反力センサからのフィードバック
情報に全面的に依存する従来型の制御方法とは本質的に異なる。なお、従来型の制御方法
は、位置制御型の力フィードバック制御である。
【００３２】
　また、バックパック１０１内には制御器の他、エアマッスルのバルブおよび電動モータ
のドライバを内蔵している。また、バッテリーと圧搾したＣＯ２ガスボンベ、レギュレー
タを搭載し、電源ラインとエア供給が断絶した場合に備え、短時間の自律駆動を可能にし
ている。なお、本ロボットはペイロードが十分であるため、騒音が問題にならない場合は
、小型の空圧ポンプをここに搭載しても良い。その場合は、ＣＯ２ガスボンベは不要であ
る。
【００３３】
　また、図３は、外骨格型ロボット１のブロック図の例である。
【００３４】
　外骨格型ロボット１は、受付部１１、外骨格１２、制御部１３を具備する。また、外骨
格１２は、ベース１２１、下半身１２２、能動関節１２３、検出機構１２４を具備する。
さらに、能動関節１２３は、エアマッスル１２３１、電動モータ１２３２を具備する。ま
た、制御部１３は、記録手段１３１、記憶手段１３２、計測手段１３３、制御手段１３４
、出力手段１３５を具備する。
【００３５】
　受付部１１は、他の計算機から指令された、あるいは、脳情報から復号化されたトルク
または位置指令等を受け付けることができる。ここで、受け付けとは、通常、有線もしく
は無線の通信回線を介して送信された情報の受信、光ディスクや磁気ディスク、半導体メ
モリなどの記録媒体から読み出された情報の受け付けなどを含む概念である。また、脳情
報とは、例えば、右足を上げることを示す情報や、歩くことおよび歩く速度を示す情報、
さらには、特定の関節のトルク値を含む、体幹・下肢部の運動を規程する情報である。な
お、受付部１１は、制御部１３の一部であると考えても良い。
【００３６】
　外骨格１２を構成する材料は、問わない。
【００３７】
　ベース１２１は、腰の位置の骨格、腰の位置の能動関節１２３を含むと考えても良いし
、腰の位置の骨格のみであると考えても良い。
【００３８】
　下半身１２２は、腿や足の位置の骨格、腿や足の位置の能動関節１２３を含むと考えて
も良いし、腿や足の位置の骨格のみであると考えても良い。
【００３９】
　能動関節１２３は、左右の足首、左右の膝、および腰の左右の各位置に配置されている
能動の関節である。ここで、能動関節１２３とは、アクチュエータで能動的に動作するこ
とのできる関節である。つまり、能動関節１２３は、アクチュエータを具備する。また、
ここでの１以上の能動関節１２３は、ハイブリッド型である。つまり、能動関節１２３は
、エアマッスル１２３１、電動モータ１２３２を具備するハイブリッド型である。また、
ここでの能動関節１２３は、例えば、１０自由度を構成する。なお、アクチュエータは、
制御目標値となるトルク値を駆動信号として受け付け、受け付けたトルク値に基づいて制
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御する機能を有している。アクチュエータは、サーボモータ、油圧モータ等、その種類を
問わない。アクチュエータは、例えば、電流制御が可能な駆動回路を有し、電流に比例し
たトルクを発生させるサーボモータでは、制御目標値として入力されたトルク値に、ギヤ
比により決定されるトルク定数を乗じて駆動回路に指令することで入力されたトルクを発
生させるトルク制御を実現する。特に、能動関節１２３にトルクセンサを配設し、当該ト
ルクセンサにより検出した値を駆動回路にフィードバックすることにより、高精度のトル
ク制御が可能となる。また回動型に限らず、油圧シリンダ等の直動型のアクチュエータを
用いることも可能である。
【００４０】
　検出機構１２４は、ロボットの状態を検出する。検出機構１２４は、例えば、各関節に
配置されたエンコーダ、足平に配置された床反力センサ、骨盤部に配置されたジャイロセ
ンサなどである。検出機構１２４は、関節の角度を検出する角度センサや、ロボットの姿
勢を取得する姿勢センサ、外力センサなどでも良い。
【００４１】
　制御部１３は、能動関節１２３を動作させる。制御部１３は、受付部１１が受け付けた
トルクまたは位置指令等に対応して、能動関節１２３を動作させる。制御部１３は、例え
ば、目標とする床作用力を、ヤコビ行列にて規定される順運動学モデル等に基づいて、各
能動関節１２３を駆動する夫々のアクチュエータの夫々のトルク値に変換し、変換した夫
々のトルク値を各アクチュエータに制御目標値として出力する。制御部１３がアクチュエ
ータに出力する制御目標値を決定するアルゴリズムは問わない。例えば、特許文献１に記
載されている。
【００４２】
　制御部１３は、第一の閾値よりも（「より」は「以上」も含む、とする）高周波である
トルクに対して電動モータ１２３２を追加動作させることは好適である。なお、追加動作
とは、エアマッスル１２３１に加えて電動モータ１２３２を動作させることである。また
、制御部１３は、第二の閾値より高負荷であるトルクに対して電動モータ１２３２を追加
動作させることは好適である。また、制御部１３は、第一の閾値より高周波であり、かつ
第二の閾値よりも高負荷であるトルクに対して電動モータ１２３２を追加動作させること
は好適である。ここで、高周波のトルクとは、例えば、運動成分のトルクである。また、
高負荷のトルクとは、例えば、重力成分（重力補償）以上のトルクである。つまり、制御
部１３は、重力成分（重力補償）のトルクに対して、エアマッスル１２３１のみを用いて
、運動成分のトルクに対して、エアマッスル１２３１と電動モータ１２３２とを用いるこ
とは好適である。ここで、第一の閾値は、例えば、３Hzである。また、第二の閾値は、例
えば、１００Nmである。
【００４３】
　制御部１３は、通常、ＭＰＵやメモリ等から実現され得る。制御部１３の処理手順は、
通常、ソフトウェアで実現され、当該ソフトウェアはＲＯＭ等の記録媒体に記録されてい
る。但し、ハードウェア（専用回路）で実現しても良い。
　記録手段１３１は、制御に要するプログラム及びデータ等の情報を記録している。記録
手段１３１は、例えば、上記の第一の閾値、および第二の閾値を保持している。記録手段
１３１は、ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ハードディスク等の記録媒体により実現され得る。
【００４４】
　記憶手段１３２は、プログラムの実行により発生するデータを一時的に記憶する。記憶
手段１３２は、ＲＡＭ等の記録媒体により実現され得る。
【００４５】
　計測手段１３３は、センサ等の検出機構１２４から検出結果を示す様々な信号（データ
）を受け付ける。
【００４６】
　制御手段１３４は、制御目標値の算出等の様々な演算を行う。制御手段１３４が行う演
算は問わない。制御手段１３４の演算方法については後述する。
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【００４７】
　出力手段１３５は、能動関節１２３に信号を出力する。出力手段１３５は、例えば、目
標とするトルク値を能動関節１２３に出力する。
【００４８】
　以下、本実施の形態における外骨格型ロボット１の試作機について説明する。外骨格型
ロボット１の試作機は、歩行・姿勢リハビリテーションのためのロボットである。外骨格
型ロボット１の試作機のモデル図は、図１である。
【００４９】
　外骨格型ロボット１は、ハードウェアとして、以下の（ａ）から（ｃ）の要件を備える
。
（ａ）十分な力と速度が発揮できること
（ｂ）リハビリ施設等に導入できて、広い空間で稼動すること
（ｃ）誰でも扱い易いように本体が軽量であること
【００５０】
　また、外骨格型ロボット１は、ソフトウェアとして、以下の（ｄ）から（ｈ）の要件を
備える。
（ｄ）正確なトルク制御ができること
（ｅ）安全機能を持つこと
（ｆ）基本的な自律運動が可能であること
（ｇ）様々なリハビリプログラムを実装できること
（ｈ）装着者の運動意図を素早く正確に抽出できること
【００５１】
　外骨格型ロボット１は、上述したように、駆動方式として空圧と電動のハイブリッド駆
動方式を積極的に採用している。ここで、積極的とは、以下の３つのことを言う。（１）
軽量であること、（２）正確なトルク制御ができること、（３）リンク機構の静力学を考
慮したエアマッスルの最適配置。
【００５２】
　ここで、上記の（１）に関して、エアマッスルは同出力のモータ、エアシリンダ、油圧
アクチュエータ等に比べて遥かに軽量である、また、電動モータとしては近年高性能化が
目覚しい小型のブラシレスサーボモータが利用できる。外骨格型ロボット１の試作機では
電源とエアコンプレッサは外部に据え置くが、上記の要件（ｂ）には特に支障がない。
【００５３】
　上記の（２）に関して、人体に装着してヒト運動制御と親和性のあるリハビリプログラ
ムを実施するのに必要不可欠である。とくに、全身の重力補償など、等身大ヒューマノイ
ドロボット（M.Kawato,``From `Understanding the Brain by Creating the Brain' towa
rds manipulative neuroscience,'' Philosophical Transactions of the Royal Society
,vol.363,no.1500,pp.2201-2214,2008.　参照）で実績のある全身力制御アルゴリズム（
玄相昊：``複数の接地部分と冗長関節を有するヒューマノイドロボットの受動性に基づく
最適接触力制御'',日本ロボット学会誌,vol.27,no.2,pp.178-187,2009.、およびHyon,S.,
Morimoto,J.and Kawato,M.,``From compliant balancing to dynamic walking on humano
id robot: Integration of CNS and CPG'',IEEE ICRA,2010 (in press).参照）を援用す
ることが有効と考えられる。本アルゴリズムは関節トルクが正確に制御できることを前提
としている。外骨格型ロボット１は、高負荷、低周波トルクをエアマッスルに担当させ、
低負荷、高周波トルクを電動モータに担当させることで、複合的にトルク制御の精度を高
めることができる。例えば、前者を重力成分（静力学）、後者を運動成分（動力学）に割
り当てる。また、エアマッスルはエアシリンダのようなスティックスリップが存在しない
ため、本来的には動きは非常に滑らかである。
【００５４】
　上記（３）に関して、外骨格型ロボット１は、装着者とロボット両方の自重を１００％
支持するために高負荷にさらされるが、基本的に直立姿勢では重力トルクはほとんど不要
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である。そこで、エアマッスルの変位と推力との関数関係をリンク機構の静力学と適切に
マッチングさせれば、出力を犠牲にすることなく、メカ全体の軽量化が可能となる。
【００５５】
　図２は、外骨格型ロボット１の自由度構成を示す情報である。
【００５６】
　ここでは、外骨格型ロボット１の試作機の仕様は、次の通りである。
（１）ベースと下半身を含み、足首、膝、腰のＰｉｔｃｈ軸の合計６能動自由度と腰と足
首の４能動自由度を加えた合計１０能動自由度を有する（図２参照）。
（２）能動関節は全て空電ハイブリッド駆動関節とする。空電ハイブリッド駆動関節とは
、エアマッスル１２３１、電動モータ１２３２を有する関節である。
（３）身長１７０ｃｍの平均的な日本人に装着可能とし、それを基準にリンク長の伸縮調
整が可能とする。
（４）負荷アシスト率０％で、健常者の通常速度での歩行および往復１秒間のフルスクワ
ットに抵抗なく追従する。
（５）負荷アシスト率０％で、動的バランスを取りながら往復２秒間のフルスクワットを
可能とする。
【００５７】
　外骨格型ロボット１は、センサとして、各関節にエンコーダ、足平に床反力センサ、骨
盤部にジャイロセンサを搭載する。また、装着者に取り付ける筋電センサと体内配線を有
する。制御部１３（コントローラとも言う）は、関節角、床反力、ジャイロから値を読み
取り、関節トルク目標値を各軸（各能動関節１２３）のエアバルブ（エアマッスル１２３
１を動作させるためのバルブ）とサーボドライバ（電動モータ１２３２を動作させるドラ
イバ）に指令する。そして、制御部１３は、エアマッスル１２３１と電動モータ１２３２
を動作させることとなる。
【００５８】
　なお、能動関節１２３は、上述したように、空電ハイブリッド型である。つまり、能動
関節１２３のエアマッスル１２３１と電動モータ１２３２とが、周波数と負荷の大きさに
応じて協調することで、望ましいトルク制御性を確保できる。また、エアマッスル１２３
１は、図２、図３等に示すように、左右の足首、左右の膝、および腰の左右の各位置に配
置されている。つまり、エアマッスル１２３１は、最適に配置されている。そのため、高
いエネルギー効率、および制御の単純化を実現できる。
【００５９】
　以下、さらに空電ハイブリッド型の能動関節１２３の効果について説明する。図４は、
能動関節１２３が実現するハイブリッド駆動の特徴を示すグラフである。図４において、
縦軸がトルク、横軸が時間である。図４の破線（４１）が電動モータ１２３２による発生
トルクの曲線、図４の一点鎖線（４２）がエアマッスル１２３１による発生トルクの曲線
、図４の実線（４３）が総トルクの曲線である。図４の実線（４３）は、ある運動に必要
なトルク（目標トルク）を示す。図４の実線（４３）は、素早い運動では、目標トルクが
動的に変化することを示している。図４の４１１は、電動モータ１２３２が得意とする瞬
発的な立ち上がりトルクを示す。４１２は、電動モータ１２３２による精密トルク制御に
よるエアマッスルの定常誤差補償を示す。また、図４の４２１は、エアマッスル１２３１
特有の遅れを示す。また、図４の４２の曲線は、エアマッスル１２３１による、雑である
が大きいトルクの継続的な発生を可能とすることを示す。
【００６０】
　また、図５および図６は、ハイブリッド駆動の能動関節１２３の模式図である。図５は
、関節のエアマッスル１２３１が自然長のときの状態の模式図であり、図６は関節のエア
マッスル１２３１が最大収縮時の状態の模式図である。５１、５２は、ロボットのリンク
である。５３は、プーリーである。５４は、ワイヤーである。図５の状態から、エアマッ
スル１２３１にエアを入れると最大収縮力が発生し、大きなトルクでリンクを伸ばすこと
ができる。また、図６の状態から、エアマッスル１２３１にエアを入れても収縮力は小さ
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い。なお、図６の状態において、トルクは必要ない。
（実験結果）
【００６１】
　ハイブリッド駆動方法の有効性を確認するために、片足を模したテスト装置を試作し、
性能評価ならびに簡単な同定実験を行った。
【００６２】
　実験において、図７に示すような簡単なリンク機構を製作した。図７において、外骨格
型ロボット１は、大腿、下腿、底板、可動天板からなっており、天板は四方のガイドによ
って上下方向に滑らかに拘束されている。質量は天板が１２ｋｇ、大腿部が７ｋｇ、下腿
部が２ｋｇである。また、リンク長は０．４７ｍである。ここでは、電動モータ１２３２
は膝関節にのみ配置されている。ギヤヘッド付のＤＣサーボモータであり、ベルトプーリ
ーを介して膝を駆動する。電流５Ａで約２０Ｎｍのトルクが発生可能である。一方、エア
マッスル１２３１は、膝と足首に装着されている。つまり、膝だけが空電ハイブリッド駆
動となっている。膝のエアマッスル１２３１として、フェスト社のＤＳＭＰ４０－２００
（基本長２００ｍｍ）を採用した。これは基本長において、最大圧力０。６ＭＰａで６０
００Ｎもの収縮力を発揮できる。エアマッスル１２３１の先端はワイヤーとプーリーを介
して下腿リンクに接続されている。プーリー半径が４０４ｍｍであるため、このエアマッ
スル１２３１一つで計算上は最大で２４０Ｎｍものトルクが発揮できることになる。アク
チュエータ質量は高々０．７５ｋｇであるため、他のアクチュエータと比べてトルク・重
量比において圧倒的に優位である。しかし、最大収縮においては、圧力に関わらず推力が
ほぼ零になり、トルクが発揮できない。そこで、この変位－推力特性とリンク機構の静力
学とを考慮して最適にエアマッスルを配置することで望ましい性能を持たせることが肝要
である。この外骨格型ロボット１では装着者の体重を支えることが最も基本的なアプリケ
ーションの一つであるが、重力トルクはロボットが低姿勢にいるときは大きく、直立状態
では小さい。そこで、低姿勢においてエアマッスルが基本長となるようにワイヤーの端点
を調整することで（必要に応じてプーリーの形状も変更）、全範囲でフラットな出力特性
を持たせることができる。
【００６３】
　制御部１３は、数式１によって得られる重力補償トルクとエアマッスルの変位から必要
圧力を計算し、電空比例弁によって圧力制御を行う。なお、実際の配管を考慮し、バルブ
とエアマッスル間は１ｍ程度離している。実験の結果、天板が手で滑らかに上下すること
を確認した。すなわち、良好なトルク性能を持つことを確認した。さらに足首のエアマッ
スルを用いれば２０ｋｇ以上の錘を載せても同様に重力補償できることを確認した。
【００６４】
　数式２におけるタスク目標として、目標高さｚ－（－はｚの真上に存在する）を１Ｈｚ
のＣＯＳ関数で与えてスクワット制御を行った。図８に実験結果を示す。ここでは、まず
、制御部１３は、作業空間内での制御（重力補償とフィードバック制御）をエアマッスル
１２３１のみで行い、後半で電動モータ１２３２をＯＮにした。ここでは、電動モータ１
２３２はｚ－を関節目標軌道ｑ－（－はｑの真上に存在する）に変換したものを追従制御
している。図８によれば、電動モータ１２３２をＯＮにした後、明らかに軌道追従性が向
上している（図８の各グラフの横軸の６以降を参照）。これはエアマッスル１２３１の遅
れを電動モータ１２３２が補償したことを示している。図９に実験中のスナップショット
を示す。エアマッスルは最下点でほぼ自然長であり、最上点では約３０％収縮している。
【００６５】
　次に、スクワット運動の同定実験を行った。エアマッスル１２３１は重力補償のみとし
、電動モータ１２３２だけでスクワット制御を行った。これはモータトルクを装着者によ
る発生トルクとみなして、装着者の運動を同定する場面を想定している。ただ、シミュレ
ーションとは異なり、Ｘ方向の運動が拘束されているため、自由度はたった１つであり、
問題はトリビアルである。実験データを図１０に示す。同定信号として入力に標準偏差１
００のガウシアンノイズを重畳している。部分空間法と呼ばれるシステム同定アルゴリズ
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ムを適用した結果、極を０．９９９５＋０．０３１５ｉ、０．９９９５－０．０３１５ｉ
とする単振動系として同定された。ロボットのダイナミクスのうち、既知の静力学は補償
されているので、それ以外のダイナミクスを近似していると言える。
【００６６】
　以上、本実施の形態によれば、空圧の人工筋（エアマッスル１２３１）と電動モータ１
２３２とを組み合わせることで、歩行や姿勢の機能回復やアシストに必要な高負荷トルク
を正確に制御できる外骨格ロボットを提供できる。
【００６７】
　また、本実施の形態によれば、必要十分な大きさと正確さのトルクを発揮できるため、
仮にマネキンをロボットに搭載したとしても、自律制御によって自在に姿勢制御および歩
行が可能である。
【００６８】
　なお、本実施の形態において採用した能動関節１２３の空電ハイブリッド駆動は、図１
０に示すように、他の方式である電動式、空圧式、油圧式と比べて、非常に優れている。
つまり、空電ハイブリッド駆動は、電動式と空圧式の良いところを統合した方式である。
【００６９】
　また、本実施の形態によれば、エアマッスル１２３１が最適に配置されているため、高
いエネルギー効率、および制御の単純化を実現できる。
【００７０】
　本発明は、以上の実施の形態に限定されることなく、種々の変更が可能であり、それら
も本発明の範囲内に包含されるものであることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【００７１】
　以上のように、本発明にかかる外骨格型ロボットは、体幹・下肢部の運動支援を適切に
行えるという効果を有し、歩行や姿勢のリハビリテーションのための外骨格型ロボット等
として有用である。中に人が入らないような構造とすれば、自律型ヒューマノイドロボッ
トとしても運用可能であることは言うまでもない。アクチュエータのサイズアップも容易
であるため、工場内の運搬、建築工事、環境保全、災害救助などの分野で活躍する、重負
荷用ロボットに応用が可能である。
【符号の説明】
【００７２】
　１　外骨格型ロボット
　１１　受付部
　１２　外骨格
　１３　制御部
　１２１　ベース
　１２２　下半身
　１２３　能動関節
　１２４　検出機構
　１３１　記録手段
　１３２　記憶手段
　１３３　計測手段
　１３４　制御手段
　１３５　出力手段
　１２３１　エアマッスル
　１２３２　電動モータ



(12) JP 2012-45194 A 2012.3.8

【図１】 【図３】

【図１１】



(13) JP 2012-45194 A 2012.3.8

【図２】



(14) JP 2012-45194 A 2012.3.8

【図４】



(15) JP 2012-45194 A 2012.3.8

【図５】

【図６】



(16) JP 2012-45194 A 2012.3.8

【図７】



(17) JP 2012-45194 A 2012.3.8

【図８】

【図９】



(18) JP 2012-45194 A 2012.3.8

【図１０】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

