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(57)【要約】
【課題】　操作者の動作とロボットの検知する感覚情報
が互いに影響しあう非拘束、かつ、直観的連動的なロボ
ット操作システムの提供
【解決手段】　ロボット側には感覚情報を検出する感覚
情報検出部と、感覚情報を伝送する感覚情報出力部と、
ロボットを駆動させるロボット駆動装置を備え、操作者
にはロボットから伝送された前記感覚情報を操作者に付
与する感覚情報付与部、並びに多関節構造体、制御装置
及び教示情報出力部より成るロボット教示装置を装着し
、前記多関節構造体は可動部に変化量検出センサを有す
る関節を含む関節群とセンサ信号を処理する処理部と処
理されたデータを伝送する通信部とにより構成されるこ
とにより、操作者の動作を拘束せず、かつ、操作者の身
体的条件を問わずにロボットの操作を行うことができる
システムが実現する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作者が操作するロボット教示装置を用いてロボットに動作を教示するインタラクショ
ン操作システムにおいて、
　前記ロボットは、
　物体を把持するための手指部、
　前記物体を検出し、物体検出情報を生成する物体検出部であって、前記手指部に配置さ
れる物体検出部、
　前記ロボットを駆動させるロボット駆動装置、
　を有し、
　前記ロボット教示装置は、
　前記ロボットから伝送された前記物体検知情報に基づき、前記物体検知情報に対応する
感覚を前記操作者に提供する物体検知感覚提供部、
　を有し、
　前記物体検出部は、
　前記手指部が前記物体を把持する際に、前記物体が位置する方向である把持物体存在方
向に前記検知光を投光する投光部、
　前記把持物体存在方向から前記反射光を受光する受光部、
　受光した前記反射光に基づいて前記物体検知情報を生成する物体検知情報生成部、
　を有すること、
　を特徴とするインタラクション操作システム。　
【請求項２】
　請求項１に係るインタラクション操作システムにおいて、
　前記物体検知感覚提供部は、
　前記操作者の指に配置され、
　回転部、
　前記回転部に両端が固定され、前記操作者の前記指を配置するための指配置空間を形成
するベルト部、
　前記回転部を回転させる回転制御部であって、前記物体検知情報に基づき、前記回転部
を回転させる回転制御部、
　を有すること、
　を特徴とするインタラクション操作システム。　
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に係るインタラクション操作システムにおいて、
　前記投光部及び前記受光部は、
　ナロー型であること、
　を特徴とするインタラクション操作システム。
【請求項４】
　請求項１～請求項３に係るインタラクション操作システムのいずれかにおいて、
　前記投光部及び前記受光部は、
　前記手指部の先端に配置されること、　
　を特徴とするインタラクション操作システム。
【請求項５】
　請求項１～請求項４に係るインタラクション操作システムのいずれかにおいて、
　前記ロボットは、さらに、
　少なくとも触覚情報を含む前記感覚情報を検出する感覚情報検出部であって、前記手指
部に配置される感覚情報検出部、
　を有し、
　前記ロボット教示装置は、さらに、
　前記ロボットから伝送された前記感覚情報に基づき、前記感覚情報に対応する感覚を前
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記操作者に提供する感覚情報付与部、
　を有し、
　前記感覚情報付与部は、さらに、
　前記操作者の指に配置され、
　回転部、
　前記回転部に両端が固定され、前記操作者の前記指を配置するための指配置空間を形成
するベルト部、
　前記回転部を回転させる回転制御部であって、前記物体検知情報に基づき、前記回転部
を回転させる回転制御部、
　を有すること、
　を特徴とするインタラクション操作システム。
【請求項６】
　請求項５に係るインタラクション操作システムにおいて、
　前記感覚情報検出部は、さらに、
　前記手指部が前記物体に与えた力の反力を検出すること、
　を特徴とするインタラクション操作システム。
【請求項７】
　請求項６に係るインタラクション操作システムにおいて、
　前記感覚情報検出部は、
　タッチパッドであること、
　を特徴とするインタラクション操作システム。
【請求項８】
　請求項１～請求項７に係るインタラクション操作システムのいずれかにおいて、
　前記ロボット教示装置は、
　前記操作者が装着するものであり、さらに、
　可動部に変化量検出センサを有する関節を含む関節群とセンサ信号を処理する処理部と
処理されたデータを伝送する通信部とにより構成される多関節構造体、
　制御装置、
　及び、教示情報出力部、
　を有し、
　前記ロボット教示装置は、
　前記操作者の動作を拘束することなく前記操作者の動作に連動して形状を変化させる多
関節構造体の、当初操作基準点における特定された１又は複数の関節の位置及び/又は姿
勢に対する形状変化後の操作基準点における前記１又は複数の関節の位置及び/又は姿勢
を計測すると共に計測され又は制御部により修正された位置及び/又は姿勢情報を前記ロ
ボット駆動装置に伝送し、
　前記ロボットは、
　ロボット駆動装置により、前記多関節構造体の特定された１又は複数の関節に対応する
１又は複数の部分を、当初駆動基準点における位置及び/又は姿勢に対する前記伝送され
た位置及び/又は姿勢へと追随変動させると共に追随移動に伴い前記感覚情報検出部が新
たに検出する感覚情報を前記感覚情報付与部に伝送すること、
　を特徴とするインタラクション操作システム。
【請求項９】
　請求項８に係るインタラクション操作システムにおいて、
　前記操作基準点及び/又は前記駆動基準点について、固定基準点と移動基準点の２の基
準点を設けると共に固定基準点に対する移動基準点の方向及び２点間の距離についての計
測部及び計測値出力部を設け、前記多関節構造体全体及び/又は前記ロボット全体が移動
した場合に、一方の前記固定基準点から前記移動基準点への移動距離及び移動方向を他方
に伝送すること、
　を特徴とするインタラクション操作システム。
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【請求項１０】
　請求項９に記載のインタラクション操作システムにおいて、
　前記固定基準点から前記移動基準点への移動距離及び移動方向の伝送を選択的に行うこ
と、
　を特徴とするインタラクション操作システム。
【請求項１１】
　請求項８～請求項１０に係るインタラクション操作システムのいずれかにおいて、
　前記ロボットの構成又は前記操作者の身体的条件に適合させるべく前記多関節構造体に
おける前記特定の１又は複数の関節を選択すること、
　を特徴とするインタラクション操作システム。
【請求項１２】
　ロボットの物体を把持するための手指部に配置される物体検出装置であって、
　前記物体を検出し、物体検出情報を生成する物体検出部であって、前記手指部に配置さ
れる物体検出部、
　を有し、
　前記物体検出部は、
　前記手指部が前記物体を把持する際に、前記物体が位置する方向である把持物体存在方
向に前記検知光を投光する投光部、
　前記把持物体存在方向から前記反射光を受光する受光部、
　受光した前記反射光に基づいて前記物体検知情報を生成する物体検知情報生成部、
　を有すること、
　を特徴とする物体検出装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ロボット各部の位置及び姿勢の変化に対応して直観的かつ非拘束な態様でロ
ボットを操作するシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ロボット各部の操作方法としては、ロボットに配設した感覚を検出する感覚情報検出器
の情報を操作者に伝送し、操作者は操作者周囲の感覚情報を遮断された状態で伝送された
感覚情報を受け取ることで、操作者に臨場感に満ちたロボットの操縦を可能にする技術が
ある（特許文献１）。
【０００３】
　本技術は、操作者が対象物に直接作業を行う感覚を持たせるという効果を有する。また
、操作者自身の身体動作により直観的にロボットを操作することが可能である。しかし、
操作者に装着されるロボット操縦装置は大掛かりなものが多い。又、人間の身体構造とは
異なる構造の操縦装置であることにより操作者の操作を妨げる場合があり、操作者の腕等
の可動スペースの制限によりロボットの操縦が円滑に行えない場合がある。さらに、操作
者は操縦装置を周囲に配した操縦席に座って操作を行うので、自由に歩行しながら操作を
行うことができない。このように操作における拘束性が問題となる。
【０００４】
　一方、操作者の身体動作に連動した多関節構造体の形状変化に伴う関節の変化量をロボ
ットに伝送することによりロボットを駆動させる教示装置が提案されている（特許文献２
）。
【０００５】
　本発明は、操作者が自分の身体を動作させることにより、直観的にロボットの部分を移
動させることができる。しかし、本発明はロボットの部分を移動させた後の状況を外部か
ら視認するのみで、ロボット自体の視点で確認することができない。このように、ロボッ
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トの置かれた状況を的確に判断できない場合があった。　
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特昭６２－２９２９６号公報
【０００７】
【特許文献２】特開２０１１－３１３２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明はこれらの問題点に鑑みてなされたものである。操作者は自らの身体を外部によ
る拘束を受けることなく動作させることにより直観的かつ連動的にロボットを操作し、操
作されたロボットの新たな状況における感覚の検知を連動して操作者に伝送することによ
り、操作者とロボットが互いに影響しあう非拘束、かつ、直観的連動的なロボット操作シ
ステム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】
【０００９】
　かかる課題を解決するために、操作者の動作とロボットが検知する感覚情報によるイン
タラクション操作システムであって、視覚情報、聴覚情報及び/又は触覚情報を含む感覚
情報を検出する感覚情報検出部と、感覚情報を伝送する感覚情報出力部と、ロボットを駆
動させるロボット駆動装置をロボットに備えると共に
ロボットから伝送された前記感覚情報を操作者に付与する感覚情報付与部、並びに可動部
に変化量検出センサを有する関節を含む関節群とセンサ信号を処理する処理部と処理され
たデータを伝送する通信部とにより構成される多関節構造体、制御装置及び教示情報出力
部より成るロボット教示装置を操作者に装着し、
前記ロボット教示装置は、前記操作者の動作を拘束することなく前記操作者の動作に連動
して形状を変化させる多関節構造体の、当初操作基準点における特定された１又は複数の
関節の位置及び/又は姿勢に対する形状変化後の操作基準点における前記１又は複数の関
節の位置及び/又は姿勢を計測すると共に計測され又は制御部により修正された位置及び/
又は姿勢情報を前記ロボット駆動装置に伝送し、
前記ロボットは、ロボット駆動装置により、前記多関節構造体の特定された１又は複数の
関節に対応する１又は複数の部分を、当初駆動基準点における位置及び/又は姿勢に対す
る前記伝送された位置及び/又は姿勢へと追随変動させると共に追随移動に伴い前記感覚
情報検出部が新たに検出する感覚情報を前記感覚情報付与部に伝送し、
前記操作者は、前記感覚情報付与部が付与する新たな感覚情報に基づいて動作を行うこと
を特徴とするインタラクション操作システムが提供される。
【００１０】
　ロボットの受ける現場における視覚、聴覚、触覚等の感覚情報が伝送され、操作者は装
着する感覚情報付与部により視覚、聴覚、触覚等のロボットの感覚検知部において検知し
た感覚情報を感知することができる。操作者が操作者自身の身体で感知した作業現場の状
況にマッチした最適な動作を行うと、操作者の動作に連動して操作者に装着した多関節構
造体の形状が変化し、多関節構造体を構成する１又は複数の関節の位置及び姿勢が変化す
る。操作者は、密着した多関節構造体により動作を制限されることなく、したがって、多
関節構造体の存在を意識することなく動作を行うことができる。多関節構造体を関節群の
中で特定した１又は複数の関節の変化量を計測して、計測値を教示情報としてロボット駆
動装置に伝送する。ロボット駆動装置は、多関節構造体における特定の関節の変化量と同
一の変化量または制御部で調整した変化量を、対応するロボットの特定部分に付与するよ
うにロボットを駆動する。ロボットを駆動した結果、視覚情報検出部、聴覚情報検出部、
触覚情報検出部等の感覚情報検出部の位置及び姿勢が変動し、変動に伴う新たな感覚情報
が検出され、検出された新たな感覚情報が操作者に伝送される。操作者は新たな感覚情報
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に基づく最適な動作を行う。
【００１１】
　ロボットの感覚情報に基づく操作者の教示動作及びその教示動作に基づく多関節構造体
の関節の変化と多関節構造体の変化情報に基づくロボットの駆動及びその駆動に基づく感
覚情報の変化が、一連の動的なサイクルとして相互に影響し合ってロボットの操作システ
ムとして構築されることとなる。ロボットの感覚情報はそのままのレベルで操作者に伝送
せずに一定のリミットを設けて伝送することにより操作者を保護したり、拡張して伝送す
ることにより微細な感覚情報の取得を可能としたりする態様を採用することも可能である
。
【００１２】
　また、前記ロボットにロボットの特定部分が受ける外力情報を検出する手段を備え、か
つ、前記操作者における前記ロボットの特定部分に対応する部分に前記外力重情報に対応
する力覚情報を付与する手段を備えたことを特徴とするインタラクション操作システムが
提供される。
【００１３】
　ロボットの一部に荷重等の外力が加わる場合、ロボットは外力によりその動作に制限を
受ける。一方、操作者はかかる制限を受けず自由に動作をすることができるので、操作者
の動作ぶりとロボットの動作ぶりにギャップが生じる。外力が加わったロボットの一部に
相当する操作者の身体部分にロボットに加わる外力と同程度の力覚を付与することにより
、操作者も動作が不自由になり、ロボットと同様に制限を受けた動作ぶりとなる。なお、
操作者を保護するために、操作者に加える負荷レベルはロボットに加わる外力を調整した
ものである。また、一定限度にリミットを設けることも可能である。
【００１４】
　また、前記感覚情報付与部が付与する感覚に対応する操作者自らの感覚器による感覚に
ついて、前記感覚情報付与部からの感覚情報と操作者周囲の実際の感覚情報とを択一的に
又は重畳的に感知することを特徴とするインタラクション操作システムが提供される。
【００１５】
　操作者の頭部をＨＭＤ（ヘッドマウントディスプレイ）等の感覚情報付与部で覆って操
作者の実際の外部環境からの感覚情報を遮断する現場のみの感覚情報検知、実際の外部環
境からの感覚情報を遮断する感覚情報検知と感覚情報付与部からの情報をオフとして実際
の外部環境からの感覚情報のみとする感覚情報検知とを適宜切り替える感覚情報検知、両
方の情報を重畳的に感知するようにする感覚情報検知を選択する構成となる。実際の外部
環境からの感覚情報を取得するために、ライブカメラを利用することも可能である。
【００１６】
　また、前記多関節構造体を操作者の背中、腕、手指及び頭部に装着したことを特徴とす
るインタラクション操作システムが提供される。
【００１７】
　また、前記操作基準点及び/又は前記駆動基準点について、固定基準点と移動基準点の
２の基準点を設けると共に固定基準点に対する移動基準点の方向及び２点間の距離につい
ての計測部及び計測値出力部を設け、前記多関節構造体全体及び/又は前記ロボット全体
が移動した場合に、一方の前記固定基準点から前記移動基準点への移動距離及び移動方向
を他方に伝送することを特徴とするインタラクション操作システムが提供される。
【００１８】
　通常の操作基準点の位置は、操作者に装着する多関節構造体中の端部関節の位置に決定
されるが、それと別個に操作者以外の固定物にも操作基準点を設ける構成とすることがで
きる（前者を移動操作基準点、後者を固定操作基準点という。）同様に、ロボット側にも
ロボットに配設する駆動基準点（移動駆動基準点）と固定物に配設する駆動基準点（固定
駆動基準点）を設ける構成とすることができる。
【００１９】
　また、前記固定基準点から前記移動基準点への移動距離及び移動方向の伝送を選択的に
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行うことを特徴とするインタラクション操作システムが提供される。　
【００２０】
　操作者における固定基準点から移動基準点への移動についてロボットへの駆動教示の要
否に応じて移動情報のオンオフを選択的に行う構成とすることができる。ロボットにおけ
る固定基準点から移動基準点への移動についても同様である。
また、前記ロボットの構成又は前記操作者の身体的条件に適合させるべく前記多関節構造
体における前記特定の１又は複数の関節を選択することを特徴とするインタラクション操
作システムが提供される。　
【００２１】
　たとえば、ロボットの関節部の数が３の場合、多関節構造体においては３個の特定の中
間関節を選択し、その３個の中間関節の変動に追随してロボットの３個の関節を変動させ
ることができる。また、操作者の体の大きさが異なる場合があるが、操作者自身の関節位
置に一致する位置にある多関節構造体の特定の関節を選択し、選択された特定の関節の位
置及び姿勢情報をロボットに伝送すれば良い。なお、ロボットが大型又は小型であって、
操作者が示す絶対的な変動にそのまま追随することが適切でない場合は、操作者の動作に
基づく多関節構造体の特定された１又は複数の関節の変動距離を拡張又は圧縮制御した情
報を伝送すれば良い。
【００２２】
　また、マイクロフォンを前記操作者に装着すると共にスピーカーを前記ロボットに備え
、操作者の声を前記ロボットを介して発することを特徴とするインタラクション操作シス
テムが提供される。　
【００２３】
　また、前記操作者の教示動作に起因する前記ロボットの変動に伴って前記感覚情報検出
部が検出する新たな感覚情報に基づいて、操作者がロボットを駆動させる教示動作を行い
、操作者の教示動作に連動して形状を変化させた前記多関節構造体の１又は複数の関節の
位置及び/又は姿勢の変化に追随して、前記ロボットの対応する１又は複数の部分の位置
及び/又は姿勢を変動させることを特徴とする操作者の教示動作とロボットの感覚情報に
よるインタラクション操作方法が提供される。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明に係るインタラクション操作システムにより、操作者は時々刻々変化するロボッ
トの検知する視覚、聴覚、触覚等のいずれか又は複数の感覚を共有しつつ、ロボットを操
縦しようと意識することなしに直観的連動的に操作することができる。すなわち、ロボッ
トの新たな感覚情報はそのままストレートに操作者に伝送されて操作者自身の受け取る感
覚情報として認識され、操作者は新たな感覚情報を加えた現場環境における作業動作を違
和感なく行うことができる。また、多関節構造体は簡易軽量な構造であり、背部・後頭部
・側腕部等の操作者の動作の邪魔にならないように密着配設されているので、操作者は拘
束感なく動作を行うことができる。従来は実現できなかったスポーツを行う際のような高
速の動きも、歩きながら・走りながらの動作も可能となった。かかる操作者の作業動作は
多関節構造体の形状変化に反映され、多関節構造体の形状変化はロボット駆動装置によっ
てロボットの各部の位置及び姿勢変化に直結する。そして、ロボット各部の位置及び姿勢
変化は操作者の新たな感覚情報となって操作者に伝送される。なお、各人の体格差や体の
ゆがみ等があっても、手先や肘等特定の部位のみの状況のみを取り扱うので、特定の部位
以外の長さ・向き等の状況の影響を受けることはない。
【００２５】
　ロボットがワークを手で保持している場合等ロボットの一部に外力が加わっている場合
に、操作者の腕等においてもロボットと同じ方向に同一又は対応する力覚を付与すること
で、操作者とロボットの置かれる条件が同一となる。操作者が素早く腕を跳ね上げるのに
対し、ワークを保持するロボットの腕は緩慢な動作で追随するという不一致は生ぜず、操
作者の動作に対するロボットの動作の追随性が向上する。



(8) JP 2013-91114 A 2013.5.16

10

20

30

40

50

【００２６】
　操作者が検知する感覚情報について、ロボットの感覚情報検出部による感覚情報と操作
者自身が検知する感覚情報を適宜選択することにより、より適切に、かつ、安全に操作す
ることができる。ロボットの感覚情報のみを検知する場合は現場没入感をより高めること
ができる。ロボットの感覚情報検出部による感覚情報と操作者自身が検知する実際の感覚
情報とを交互に切り替えることにより、操作者周囲の障害物等の状況を適宜認識させ、障
害物との接触等に対する注意を喚起させることができる。両者の情報を重畳的に検知する
ことを選択することにより、常時、操作者周囲の環境に留意しながらロボットの操作をす
ることができる。また、ライブカメラを介して操作者周囲の実際の情景を映し出すことに
より、強烈な発光から操作者を保護することができる。
【００２７】
　背中、腕、手指外側に装着するのは、操作者の自由な動きを妨げずにロボットに効率的
に教示を行うため、後頭部に装着するのは、ロボットの視覚、聴覚情報検出部の情報検出
を適切に行うためである。たとえば、ワークへの作業の合間に操作者が首を左右に振るこ
とによりロボットの左右の環境についての情報を入手することができ、ロボットに対する
危険を未然に防止することができる。
【００２８】
　ロボットが車輪等の移動手段を有している場合、操作者およびロボットのそれぞれに移
動距離及び方向を計測する手段を有することにより、適切な移動情報の教示が可能となる
。操作者はロボットを目視しつつ歩いて、ロボットを作業位置まで誘導することができる
。また、予め作業位置までの距離が判明していて、かつ、操作者が狭い範囲を歩く場合に
は、上記と逆に、ロボットからの移動情報を基にして残りの歩く距離を算出することがで
きる。
【００２９】
　ロボットを作業地点まで移動する必要のない場合は、移動情報の伝送は行わない設定に
切り替え、操作者は自由に移動しつつ動作を行うことができる。
【００３０】
　選択する関節を適宜変更することにより容易に操作者の体格等身体的条件の相違に適合
することができ、多関節構造体の全体構成を操作者の身体条件によって延長したり、短縮
する必要はない。また、同様にロボットの構造に容易に適合させて適切に教示することが
できる。
【００３１】
　操作者の肉声をロボットを介して発することにより、操作者の指示等の情報について、
より注意を払って聴取させることができる。
【００３２】
　本発明に係るインタラクション操作システムは、操作者が操作するロボット教示装置を
用いてロボットに動作を教示するインタラクション操作システムにおいて、前記ロボット
は、物体を把持するための手指部、前記物体を検出し、物体検出情報を生成する物体検出
部であって、前記手指部に配置される物体検出部、前記ロボットを駆動させるロボット駆
動装置、を有し、前記ロボット教示装置は、前記ロボットから伝送された前記物体検知情
報に基づき、前記物体検知情報に対応する感覚を前記操作者に提供する物体検知感覚提供
部、を有し、前記物体検出部は、前記手指部が前記物体を把持する際に、前記物体が位置
する方向である把持物体存在方向に前記検知光を投光する投光部、前記把持物体存在方向
から前記反射光を受光する受光部、受光した前記反射光に基づいて前記物体検知情報を生
成する物体検知情報生成部、を有すること、を特徴とする。　
【００３３】
　これにより、ロボット教示装置の使用者は、ロボットの手指部における物体の検知を、
所定の感覚を介して、知ることができる。　
【００３４】
　本発明に係るインタラクション操作システムでは、前記物体検知感覚提供部は、前記操
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作者の指に配置され、回転部、前記回転部に両端が固定され、前記操作者の前記指を配置
するための指配置空間を形成するベルト部、前記回転部を回転させる回転制御部であって
、前記物体検知情報に基づき、前記回転部を回転させる回転制御部、を有すること、を特
徴とする。　
【００３５】
　これにより、ロボット教示装置の使用者は、ロボットの手指部における物体の検知を、
操作者の指に対する所定の感覚を介して、知ることができる。　
【００３６】
　本発明に係るインタラクション操作システムでは、前記投光部及び前記受光部は、ナロ
ー型であること、を特徴とする。
【００３７】
　これにより、物体が存在する方向をより正確に判断することができる。
【００３８】
　本発明に係るインタラクション操作システムでは、前記投光部及び前記受光部は、前記
手指部の先端に配置されること、　を特徴とする。
【００３９】
　これにより、ロボットの手指部の先端で物体を検知することができる。
【００４０】
　本発明に係るインタラクション操作システムでは、前記ロボットは、さらに、少なくと
も触覚情報を含む前記感覚情報を検出する感覚情報検出部であって、前記手指部に配置さ
れる感覚情報検出部、を有し、前記ロボット教示装置は、さらに、前記ロボットから伝送
された前記感覚情報に基づき、前記感覚情報に対応する感覚を前記操作者に提供する感覚
情報付与部、を有し、前記感覚情報付与部は、さらに、前記操作者の指に配置され、回転
部、前記回転部に両端が固定され、前記操作者の前記指を配置するための指配置空間を形
成するベルト部、前記回転部を回転させる回転制御部であって、前記物体検知情報に基づ
き、前記回転部を回転させる回転制御部、を有すること、を特徴とする。
【００４１】
　これにより、ロボットの手指部が物体に接触したことによって得られる感覚を、ロボッ
ト教示装置の使用者は、指に対する所定の感覚を介して知ることができる。
【００４２】
　本発明に係るインタラクション操作システムでは、前記感覚情報検出部は、さらに、前
記手指部が前記物体に与えた力の反力を検出すること、を特徴とする。
【００４３】
　これにより、ロボット教示装置の使用者は、ロボットが物体に対して与えた力を容易に
知ることができる。
【００４４】
　本発明に係るインタラクション操作システムでは、前記感覚情報検出部は、タッチパッ
ドであること、を特徴とする。
【００４５】
　これにより、容易に物体からの反力を検知できる。
【００４６】
　本発明に係る物体検知装置は、ロボットの物体を把持するための手指部に配置される物
体検出装置であって、前記物体を検出し、物体検出情報を生成する物体検出部であって、
前記手指部に配置される物体検出部、を有し、前記物体検出部は、前記手指部が前記物体
を把持する際に、前記物体が位置する方向である把持物体存在方向に前記検知光を投光す
る投光部、前記把持物体存在方向から前記反射光を受光する受光部、受光した前記反射光
に基づいて前記物体検知情報を生成する物体検知情報生成部、を有すること、を特徴とす
る。
【００４７】
　これにより、ロボットは、手指部において物体を検知し、物体の検知を物体検知情報と
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して提供することができる。　
 
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】ロボットとワークの概念図
【図２】操作者が感覚情報付与部とロボット教示装置を装着している概念図
【図３】多関節構造体の関節の構成図
【図４】ロボットとロボット教示装置の概念図
【図５】視覚及び聴覚情報検出部と視覚及び聴覚情報付与部の対比図（Ａ：側面図、Ｂ：
正面図）
【図６】触覚情報検出部と触覚情報付与部の対比図
【図７】移動型ロボットにおける教示概念図
【図８】視覚情報検出部からの映像と周囲の実際の景色を重畳的に表示した図
【図９】体格の小さな操作者が多関節構造体を装着した概念図
【図１０】外力情報検出部と力覚情報付与部の対比図
【図１１】ロボット１００の手指部１１８の構成を示す図である。
【図１２】手指部１１８の第三指部１１８ｃの先端部の構成を示した図であり、Ａは図１
１における平面Ｐ１１での第三指部１１８ｃの断面を示し、Ｂは第三指部１１８ｃを指の
腹側から見た状態を示している。
【図１３】検知光投受光ユニット６１８Ｕの構成を示す図である。
【図１４】ロボット教示装置４００の触覚情報付与部３２０の構成を示す図である。
【図１５】物体検出部６１８による物体検知情報の生成の概要を説明するための図である
。
【図１６】触覚情報検出部１２２の動作の概要を説明するための図である。
【図１７】触覚情報付与部３２０による操作者への感覚の提供動作の概要を説明するため
の図である。
【図１８】触覚情報付与部３２０のその他の構成を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　以下、本発明の実施例について、図面を参照しながら詳細に説明していく。
 
【実施例１】
【００５０】
　図１は、ロボット１００とワーク５００の概念図である。ロボット１００は、ロボット
本体１１０と感覚情報検出部１２０と感覚情報出力部１３０と駆動部１４０と駆動基準点
１５０より構成され、ワークに対向して配されている。ロボット本体１１０は、胴部１１
１、頭部１１２、首部１１３、肩部１１４、腕部１１５、肘部１１６、手首部１１７、手
指部１１８、ベース部１１９より成る。頭部１１２は前頭部が上下方向に回転して視覚情
報検出部を傾斜させ、首部１１３は左右方向に回転して頭部全体の向きを水平に変化させ
る。ベース部１１９の位置は固定されている。又、感覚情報検出部１２０は、視覚情報検
出部１２１、触覚情報検出部１２２、聴覚情報検出部１２３より成る。駆動基準点１５０
は後述する多関節構造体４１０の操作基準点４４０に対応させて首部の下に配置されてい
る。
【００５１】
　図２は、操作者２００が感覚情報付与部３００とロボット教示装置４００を装着してい
る概念図である。感覚情報付与部３００は、視覚情報付与部３１０と触覚情報付与部３２
０と聴覚情報付与部３３０より成る。ロボット教示装置４００は、多関節構造体４１０と
制御部４２０と教示情報出力部４３０より成る。制御部４２０は、ロボット教示装置本体
と分離せずに一体的に配置しても良い。
【００５２】
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　多関節構造体４１０について、図２及び図３に基づいて説明する。多関節構造体４１０
は、多数の関節４１１により構成される。各関節間にはＸ方向、Ｙ方向及びＺ方向に回転
する可動部４１２が交互に装着されており、可動部に隣接する関節にはその可動部の角度
の変化量（回転量）を計測するポテンショメータ４１３が配されている。また、全関節の
一部の関節にはＣＡＮ通信機能付きＣＰＵ４１４が配置されている。なお、可動部の自由
度は２以上であっても良く、各方向に回転する可動部を交互に並べず任意の並べ方として
も良い。さらに、すべての関節間に可動部を配置せずに一部の関節間にのみ可動部を配置
することも可能である。
【００５３】
　ロボット１００と感覚情報付与部３００及びロボット教示装置４００を装着した操作者
が相互に影響を及ぼしあいつつロボットを操作する動作について説明する。
【００５４】
　多関節構造体４１０は操作者の背中、後頭部、腕、手指に密着して装着されていて、操
作者の動作に連動して多関節構造体４１０全体の形状が変化し、個々の関節間については
Ｘ軸、Ｙ軸又はＺ軸方向の角度が変化する。各関節について、操作基準点４４０との当初
の位置及び姿勢に対する動作後の位置及び姿勢が角度変化数値としてポテンショメータ４
１３で検出・データ化され、数個の単位のデータが近接するＣＰＵ４１４に送信・集積さ
れる。ＣＰＵ４１４はＣＡＮ通信機能を有しており、多関節構造体全体で１つのＣＡＮネ
ットワークが構成されているので、すべてのＣＰＵから集積されたデータが制御部４２０
に直接送信される。
【００５５】
　制御部４２０は、送信されたデータに基づいて、操作者に装着された多関節構造体４１
０の特定の関節についての位置及び姿勢を算出し、算出されたデータを教示情報として教
示装置出力部４３０を通じて駆動部１４０に伝送する。教示情報を伝送された駆動部１４
０は、多関節構造体４１０の形状変化に追随してロボットの特定部分の位置及び姿勢を変
化させる。変化した位置及び姿勢に基づく感覚情報は感覚情報検出部１２０で検出されて
感覚情報出力部１３０を通じて感覚情報付与部に伝送されて、操作者の動作に影響を与え
る。なお、駆動部１４０には、コントローラ、ドライバが含まれている。減速機、モータ
等は図示していない。
【００５６】
　図４は、ロボット１００の構成の一部とロボット教示装置４００の構成を対比した図で
ある。操作者が装着した多関節構造体４１０の形状変化について、制御部は肩部に位置す
る関節４０４、肘部に位置する関節４０６、手首部に位置する関節４０７の位置及び姿勢
の変化が算出・伝送され、ロボット駆動装置によりロボットの肩関節、肘関節、手首関節
（本図では回転軸１のみ）が回転する。
【００５７】
　ロボット１００がワーク５００を把持する動作について説明する。操作者は頭部を傾斜
させる。連動して多関節構造体４１０における操作者の頭部に位置する各関節の位置及び
姿勢が変化して角度変化情報が制御部４２０に送信される。制御部４２０は頭部の最先端
の関節の位置及び姿勢を算出し、駆動部１４０に伝送する。駆動部１４０は、頭部１１２
の前部を下方に回転させて視覚情報検出部１２１を下方に傾斜させる。
【００５８】
　視覚情報検出部１２１が検出するワークの新たな映像は感覚情報出力部１３０を通じて
伝送され、操作者は感覚情報付与部によりワークの正面に映った映像を認識する。操作者
は、新たなワーク映像に基づいてワークを把持する動作を行う。すなわち、操作者の頭部
を傾斜することによって視線の角度、ワークまでの距離から割り出される腕を伸ばす適切
な角度、適切な距離が変化することとなり、修正した認識に基づいて調整した適切な動作
を無意識に行うこととなるのである。
【００５９】
　操作者の調整した動作は、多関節構造体４１０の変化に連動し、多関節構造体４１０に
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おける肩部、肘部、手首部及び手指部に位置する各関節の位置及び姿勢が変化して角度変
化情報が駆動部１４０に伝送され、ロボットの肩部１１４、肘部１１６、手首部１１７、
手指部１１８の位置及び姿勢が変化して手指部１１８がワークを適切に把持する。なお、
手指部１１８の画像は視覚情報検出部１２１、感覚情報出力部１３０、視覚情報付与部３
１０を通じて操作者が認識することができるので、ワークを把持するための微妙な位置調
整を行うことも容易である。
【００６０】
　図６はワークを把持する場合のロボット１００と操作者を示している。ロボット１００
の手指部１１８がワークを把持することによるワークの反力は、触覚情報検出部１２２で
検出され、触覚情報付与部３２０による操作者の指の一部の締め付けにより同一の感覚と
して認識される。操作者は、締め付け力が強すぎる場合はワークを破壊しないように脱力
し、弱すぎる場合はワークの落下を防止するため力を入れる動作を自然に行い、その動作
はロボットの手指部の動作に反映し、反映した動作は再び操作者の認識する感覚となる。
 
【実施例２】
【００６１】
　ロボット１００がクローラ等の移動手段を有する場合について説明する。図７は移動型
ロボットにおける教示概念図で、操作者が歩行することによりロボットを追随移動させる
場合を示している。操作者の装着する多関節構造体４１０の起点関節は操作移動基準点４
４２であり、背中中央部に配置されている。操作者が通常操作を行う椅子には操作固定基
準点４４１を配置している。また、ロボット１００には、背中中央部に駆動移動基準点１
５２が配置され、ロボットが通常作業を行う位置には駆動固定基準点１５１を配置してい
る。なお、操作者側、ロボット側にはそれぞれ固定基準点から移動基準点までの方向及び
距離を計測して伝送する機器が備えられているが図示していない。
【００６２】
　操作者はロボット１００を図示していないワーク５００まで移動させてからワーク把持
動作を教示する。操作者は、歩行してロボット１００をワーク５００近辺まで誘導する。
操作者の歩行に伴う操作移動基準点の位置と方向の変化情報は、操作固定基準点に対する
操作移動基準点の位置及び方向の計測により算出される。算出された情報は駆動部１４０
に伝送され、クローラの駆動により操作者の歩行と同一の位置にロボット１００を移動さ
せる。ワーク５００に接近した後は、視覚情報検出部１２１から伝送される情報に基づい
て、操作者は正確な作業地点に到達するように歩行を微調整することができる。
【００６３】
　操作者の歩行によるワーク５００までの方向と距離の情報の伝送と予め設定されたワー
ク５００までの方向と距離の情報の伝送を選択可能としても良い。操作者は歩行すること
なくロボットの移動を指示することができ、途中経路の安全を確認しつつ誘導することが
必要な場合には歩行しつつ誘導することができる。また、歩行による誘導についてＯＮ/
ＯＦＦ切替え可能としても良い。誘導途中に操作者が誘導とは無関係の歩行を行う場合に
は、誘導をＯＦＦとしてロボットの無駄な移動を防止することができる。
 
【実施例３】
【００６４】
　図９は、体の小さな操作者がロボット教示装置４００を装着した概念図である。多関節
構造体の腕に装着する長さは操作者の腕よりかなり長い。このような場合には、固定具４
５０で操作者の肘部及び手首部に多関節構造体の任意の関節を固定することにより適切に
教示することができる。操作者の肩部２０４に位置する関節４０４から操作者の肘部に位
置する関節４０６までの関節群は垂れ下がって連結されているが、各関節間の変化量を合
算した肘部の関節４０６の位置及び姿勢は直線的に連結されている場合と同じである。
【００６５】
　したがって、多関節構想体の関節数を操作者の体に適合させて、延長又は短縮する必要
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はない。また、ロボットの関節の数が操作者の関節の数と一致していない場合には、ロボ
ットの関節数に適合させて適切な位置にある関節を選択し、選択された特定の関節につい
ての変化情報を制御部４２０から駆動部１４０に伝送すれば良い。
【００６６】
　多関節構造体において可動部を有しない関節を適宜配置しても良い。一定の位置にある
関節の変化のみを伝送すれば十分な場合は、それ以外の関節に可動部を有さない構成とす
ることにより、変化量の算出を迅速に行うことができ、コストを削減することが可能であ
る。
 
【実施例４】
【００６７】
　図５は視覚情報検出部１２１と聴覚情報検出部１２３及び操作者の装着した視覚情報付
与部３１０と聴覚情報付与部３３０の正面図及び側面図である。視覚情報検出部１２１と
聴覚情報検出部１２３は人間の目及び耳の位置と同様の位置に配置しており、頭部の上下
回転と首部の左右回転により人間の頭部姿勢の変化と同様の姿勢の変化を可能にしている
。また、視覚情報付与部３１０と聴覚情報付与部３３０は、操作者の目及び耳を覆う態様
で装着したＨＭＤに組み込まれている。
【００６８】
　操作者自身の目による視覚情報及び耳による聴覚情報の取得がＨＭＤにより遮断されて
いる場合には、実際の周囲の環境に左右されることなくロボット操作の作業に没入するこ
とができる。
【００６９】
　一方、ＨＭＤの覆いを解除可能とし、操作者自身の感覚情報の取得の遮断の有無を選択
的に行う構成とした場合は、操作者の周辺情報を適宜取得できる。操作者周囲の安全確認
を時々実施しながらロボット操作の作業を行うことができる。
【００７０】
　視覚情報検出部１２１と聴覚情報検出部１２３による情報を感知しつつ、操作者周辺の
実際の周辺情報を常時、重畳的に感知することも可能である。図８は視覚情報検出部１２
１からの映像と周囲の実際の情景６００を重畳的に表示した図で、ワーク５００の映像に
重ねて操作者周囲の映像が映し出されている。たとえば、視覚情報検出部からの視覚情報
は左右の視覚情報付与部の側面に映写される画像を屈折させて操作者の目に入光するよう
にしつつ、操作者の目の正面のガラスの一部又はカメラを通して実際の視覚による情報を
取得することができる。
 
【実施例５】
【００７１】
　図１０は、ロボットがワークをハンド部で保持している図である。ワークによる下向き
の荷重は肘部及び手指部に配設されている外力情報検出部１２４により計測され、操作者
の肘部及び手指部に装着された力覚情報付与部３４０に伝送される。力覚情報付与部３４
０は減速機付モーターにより構成され、モーターの両端を短絡・開放することでモーター
軸の回転に抵抗を加え、それを操作者の肘部及び手指部の力覚として感知させる。短絡と
開放のピッチをＰＷＭ制御で制御することによって力覚の大きさを細かく調整することが
でき、電力の消費も少ない。なお、力覚付与は本実施例以外の方法で行うことも可能であ
り、本実施例に限定されない。
 
【実施例６】
【００７２】
　本実施例におけるインタラクション操作システム６００は、ロボット１００の手指部１
１８において、物体であるワークを把持した際の触覚を検出するとともに、ワークの存在
を検出するものである。以下において、インタラクション操作システム６００について説
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明する。なお、実施例１～実施例５と同様の構成については、同一の符号を付し、その詳
細な説明については省略する。
【００７３】
第１　構成
　インタラクション操作システム６００の構成は、実施例１におけるインタラクション操
作システム１００と同様である。ただし、ロボット１００は、手指部１１８（図１参照）
に物体検出部６１８を有している。手指部１１８は、ワークＷを把持する機能を有してい
る。
【００７４】
１．ロボット１００の構成
　ロボット１００の手指部１１８の構成について図１１を用いて説明する。図１１は、ロ
ボット１００の手指部１１８が、ワークＷを把持しようとする状態を示したものである。
なお、図１１においては、ワークＷの一部を点線で示している。
【００７５】
　手指部１１８は、第一指部１１８ａ～第五指部１１８ｅのそれぞれの先端に、検知光投
受光用開口６１９を有している。検知光投受光用開口６１９は、第一指部１１８ａ～第五
指部１１８ｅの指の腹に対応する部分に配置される。
【００７６】
　次に、手指部１１８の第三指部１１８ｃの先端部の構成について図１２を用いて説明す
る。図１２Ａは、図１１における平面Ｐ１１での第三指部１１８ｃの断面を示したもので
ある。また、図１２Ｂは、第三指部１１８ｃを指の腹側から見た状態を示している。以下
においては、第三指部１１８ｃを例に説明するが、他の指部についても同様である。
【００７７】
　図１２Ａに示すように、手指部１１８の第三指部１１８ｃは、先端に、物体検知部６１
８及び触覚情報検出部１２２を有している。以下において、物体検知部６１８及び触覚情
報付与部３２０の構成を説明する。
【００７８】
（１）物体検知部６１８の構成
　物体検知部６１８は、検知光投受光ユニット６１８Ｕを有している。検知光投受光ユニ
ット６１８Ｕの構成について図１３を用いて説明する。検知光投受光ユニット６１８Ｕは
、投光部ＬＥ、受光部ＲＥを有している。投光素子ＬＥとしては、例えば近赤外ＬＥＤ等
を利用することができる。受光素子ＲＥとしては、例えばフォトトランジスタやフォトダ
イオード、増幅回路内蔵受光素子等を利用することができる。なお、フォトダイオードを
使用する場合は、増幅回路やフィルター回路を、受光素子ＲＥと合わせて配置するように
してもよい。
【００７９】
　投光素子ＬＥは、所定の投光角度αで検知光を投光する。また、受光素子ＲＥは、所定
の受光角度βで反射光を受光する。投光素子ＬＥ及び受光素子ＲＥは、それぞれ投光角度
α、受光角度βが狭いナロー型、つまり指向性が強いものが用いられる。これにより、検
知対象が存在する方向を正確に判断することができる。
【００８０】
　投光素子ＬＥは、検知光を投光するタイミングを指示する投光開始情報を受信すると、
検知光を投光する、受光素子ＲＥは、受光した検知光の量と、検知光投受光ユニット１１
８Ｕが配置されている位置、例えば、左の手指部１１８の第三指部１１８ｃ、とを関連づ
けた受光情報を感覚情報出力部１３０へ送信する。
【００８１】
　なお、感覚情報出力部１３０は、受信した受光情報を用いて、手指部１１８の第一指部
１１８ａ～第五指部１１８ｅと把持しようとするワークＷとの位置関係を示す物体検知情
報を生成し、ロボット教示装置４００（図２参照）の触覚情報付与部３２０へ送信する。
なお、物体検知情報の生成の概要については後述する。
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【００８２】
　図１２Ｂに示すように、検知光投受光ユニット６１８Ｕの投光素子ＬＥ、ロボット１０
０の第三指１１８ｃの先端に設けられる検知光投受光用開口６１９から、検知光を外部に
向かって投光できる位置に配置される。また、受光素子ＲＥは、検知光投受光用開口６１
９を介して反射光を受光できる位置に配置される。
【００８３】
　これにより、投光素子ＬＥは、手指部１１８がワークＷを把持する際に、ワークＷが位
置する方向（以下、把持物体存在方向とする。）、つまり指の腹の方向に検知光を投光す
ることができる。また、受光素子ＲＥは、把持物体存在方向から反射光を受光することが
できる。
【００８４】
（２）触覚情報検出部１２２の構成
　図１２Ａに示すように、触覚情報検出部１２２は、タッチパッド１２２ａを有している
。タッチパッド１２２ａは、所定の方向からの圧力を検出する。また、タッチパッド１２
２ａは、検出した圧力と自らを特定する情報とを関連づけて感覚情報として感覚情報出力
部１３０へ送信する。
【００８５】
２．ロボット教示装置４００の構成
　次に、ロボット教示装置４００の触覚情報付与部３２０の構成について図１４を用いて
説明する。触覚情報付与部３２０は、ロボット教示装置４００の操作者の指に配置される
。触覚情報付与部３２０は、ロボット１００から伝送された物体検知情報に基づき、物体
検知情報に対応する感覚を操作者に提供する。
【００８６】
　触覚情報付与部３２０は、一対の回転部３２０ａ、ベルト部３２０ｂ、回転制御部３２
０ｃ、及び回転駆動部３２０ｄを有している。回転部３２０ａは、回転駆動部３２０ｄの
モータの中心軸に固定されている。ベルト部３２０ｂは、それぞれの回転部３２０ａに両
端が固定されている。これにより、操作者の指を配置するための空間である指配置空間Ｆ
を形成する。
【００８７】
　回転制御部３２０ｃは、物体検知情報に基づき、回転駆動部３２０ｄの回転を制御する
。これにより、回転制御部３２０ｃは、回転駆動部３２０ｄを介して、物体検知情報に基
づき回転部３２０ａを回転させる。また、回転制御部３２０ｃは、感覚情報に基づき、回
転駆動部３２０ｄの回転を制御する。これにより、回転制御部３２０ｃは、回転駆動部３
２０ｄを介して、感覚情報に基づき回転部３２０ａを回転させる。回転駆動部３２０ｄは
、一対のモータを有している。
【００８８】
　触覚情報付与部３２０は、物体検知情報又は感覚情報に基づき、回転部３２０ａの回転
を制御することによって、ベルト部３２０ｂの動作を制御することによって、操作者の指
に所定の感覚を提供する。
【００８９】
第２　物体検知情報の生成
　次に、物体検出部６１８による物体検知情報の生成の概要について図１５を用いて説明
する。図１５は、図１１における手指部１１８及びワークＷを矢印ａ１１方向から見た状
態を示している。図１５Ａは、ワークＷに対して第一指部１１８ａ及び第二指部１１８ｂ
が近接して位置しており、各検知光がワークＷにほぼ垂直に投光される状態を示している
。
【００９０】
　この場合、第一指部１１８ａでは、投光素子ＬＥ（図示せず）が投光した検知光は、ワ
ークＷの表面にて反射され、投光された検知光の大部分が反射光として受光素子ＲＥ（図
示せず）によって受光される。よって、第一指１１８ａの受光素子ＲＥの受光量は大きい
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ものとなる。第二指部１１８ｂについても同様である。
【００９１】
　図１５Ｂは、ワークＷに対して第一指部１１８ａ及び第二指部１１８ｂが近接して位置
しているが、各検知光がワークＷに垂直に投光されない状態、つまり、ワークＷが適切な
把持位置に存在しない状態を示している。
【００９２】
　この場合、第一指部１１８ａでは、投光素子ＬＥ（図示せず）が投光した検知光は、ワ
ークＷの表面にて検知光を投光した方向とは異なる方向に反射され、投光された検知光の
大部分は反射光として受光素子ＲＥ（図示せず）に受光されない。よって、第一指部１１
８ａの受光素子ＲＥの受光量は小さいものとなる。第二指部１１８ｂについても同様であ
る。
【００９３】
　図１５Ｃは、ワークＷに対して第一指部１１８ａ及び第二指部１１８ｂが遠隔に位置し
ている状態、つまり、ワークＷを即座に把持できない状態を示している。
【００９４】
　この場合、第一指部１１８ａでは、投光素子ＬＥ（図示せず）が投光した検知光は、ワ
ークＷに到達するまでに散乱し、同様に、反射光も散乱する。よって、第一指１１８ａの
受光素子ＲＥの受光量は小さいものとなる。第二指部１１８ｂについても同様である。
【００９５】
　このように、物体検知部６１８は、受光素子ＲＥで検知した受光量を用いることによっ
て、第一指部１１８ａ～第五指部１１８ｅと把持しようとするワークＷとの位置関係を示
す物体検知情報を生成する。
【００９６】
　生成された物体検知情報は、ロボット教示装置４００の触覚情報付与部３２０に送信さ
れる。触覚情報付与部３２０は、ロボット１００から送信された物体検知情報に基づき、
物体検知情報に対応する感覚をロボット教示装置４００の操作者に提供する。つまり、触
覚情報付与部３２０は、物体検知感覚提供部として機能する。ロボット教示装置４００の
操作者は、触覚情報付与部３２０から提供される所定の感覚によって、ワークＷが手指部
１１８の第一指部１１８ａ～第五指部１１８ｅに対して近い位置あるか否かを知ることが
できる。これにより、ワークＷとロボット１００の手指部１１８との位置関係が把握でき
ず、ロボット１００に対して必要以上の動作をさせてしまい、ワークＷを、倒してしまっ
たり、破壊したりして、把持できないことを防止することができる。なお、触覚情報付与
部３２０が、ロボット教示装置の操作者に提供する所定の感覚については後述する。
【００９７】
第３　感覚情報の生成
　触覚情報検出部１２２の動作の概要について図１６を用いて説明する。図１６は、第三
指部１１８ｃがワークＷに接触し、把持している状態を示している。この場合、ロボット
１００は、第三指部１１８ｃを介して、ワークＷに対して所定の圧力ＰＷ１をかけている
。一方、第三指部１１８ｃは、ワークＷに対してかけた圧力と同じだけの反力ＰＷ３をワ
ークＷから受ける。タッチパッド１２２ａは、検出した圧力に基づき反力ＰＷ３を検出す
る。タッチパッド１２２ａは、検出した圧力と自らを特定する情報とを関連づけて感覚情
報として、ロボット教示装置４００へ送信する。
【００９８】
　このように、タッチパッド１２２ａでの反力ＰＷ３の検出によって、ロボット１００の
手指部１１８の第一指１１８ａ～第五指１１８ｅが、ワークＷと接触したか否かを判断す
ることができる。
【００９９】
第４　触覚情報付与部３２０による感覚の提供動作の概要
　触覚情報付与部３２０による操作者への感覚の提供動作の概要について図１７を用いて
説明する。図１７は、操作者が触覚情報付与部３２０を所定の指に装着した状態を示して
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いる。図１７Ａに示すように、操作者は、ベルト部３２０ｂによって形成される指配置空
間（図１４参照）に指ｆを配置し、ベルト部３２０ｂを動作させて指ｆとベルト部３２０
ｂとを接触させる。これにより、操作者は、ベルト部３２０ｂを介して種々の感覚を得る
ことができる。
【０１００】
　例えば、触覚情報付与部３２０は、回転駆動部３２０ｄの２つのモータをベルト部３２
０ｂを巻き取る方向（矢印ａ１７１方向及び矢印ａ１７３方向）に回転させると、操作者
に指を押す力ＰＷ１１（以下、垂直力ＰＷ１１とする。）を提供することができる。また
、図１７Ｂに示すように、回転駆動部３２０ｄの２つのモータを同一方向（矢印ａ１７５
方向及び矢印ａ１７７方向）に回転させると、操作者に指を横に引く力ＰＷ１３（以下、
せん断力ＰＷ１３とする。）を提供することができる。
【０１０１】
　触覚情報付与部３２０は、物体検知情報を取得すると、ワークＷとロボット１００の手
指部１１８との位置関係に基づく感覚を操作者に提供する。例えば、図１５Ａに示すよう
に、ワークＷがロボット１００の手指部１１８の第一指部１１８ａ～第五指部１１８ｅに
近い位置に存在する場合には、比較的短い時間間隔で垂直力ＰＷ１１を繰り返し提供する
。一方、図１５Ｃに示すように、ワークＷがロボット１００の手指部１１８の第一指部１
１８ａ～第五指部１１８ｅから遠い位置に存在する場合には、比較的長い時間間隔で垂直
力ＰＷ１１を提供する。
【０１０２】
　このように、ワークＷと手指部１１８との位置関係にしたがい操作者に異なる感覚を提
供することによって、操作者は、ワークＷと手指部１１８との位置関係を容易に把握する
ことができる。例えば、操作者は、ワークＷが手指部１１８に近い位置に存在することを
知れば、手指部１１８がよりゆっくり動作するようにロボット教示装置４００を操作する
ことができる。これにより、ワークＷを手指部１１８の把持によって破壊したり、倒して
しまったりすることを防止することができる。
【０１０３】
　触覚情報付与部３２０は、感覚情報を取得すると、感覚情報に応じた感覚を操作者に提
供する。例えば、ロボット１００の手指部１１８の各指部がワークＷに接触すると、触覚
情報付与部３２０は、操作者に垂直力ＰＷ１１を提供する。これにより、操作者は、ワー
クＷがロボット１００の手指部１１８の各指部に接触したことを知ることができる。
【０１０４】
［その他の実施例］
　（１）　図５では、操作者はマイクロフォンを装着しロボットは頭部の口部分に内蔵の
スピーカーを備えている。操作者は、ロボットの作業環境を感覚情報付与部を介してリア
ルタイムに取得しているのでロボット周囲の危険情報をいち早く察知することができる。
このような場合に、操作者が駆けつけるのは時間のロスが大きく、作業場内のスピーカー
から流すためにはそのための操作が必要である。そのままの姿勢でロボットに内蔵したス
ピーカーから操作者の声を発することが最も早く、かつ、何の特別な操作も必要とせずに
情報を伝達できることとなる。また、ロボットに障害物が接近している場合等には、当該
ロボットから危険情報を発することにより、危険の迫っている場所も併せて知らせる効果
がある。
【０１０５】
　（２）前述の実施例６においては、多関節構造体を用いたロボット教示装置４００を示
したが、ロボットに動作を教示できるものであれば、例示のものに限定されない。例えば
、従来の産業用ロボットの教示装置として使用されているいわゆるティーチングペンダン
トや、ジョイスティクなどのブリップ型教示装置であってもよい。この場合、その操作者
の手の指が当接する箇所に触覚情報付与部を備えることにより、同様の効果を得ることが
できる。
【０１０６】
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　（３）前述の実施例６においては、触覚情報検出部１２２としてタッチパッド１２２ａ
を用いたが、手指部１１８の各指部の先端での物体の接触を検知できるものであれば、そ
の検出原理、配置等には限定されない。
【０１０７】
　例えば、その原理としては、静電容量方式によるもの、圧力抵抗変化方式によるもの、
光学カメラ方式によるもの、半導体による圧力センサーであってもよい。また、その配置
位置として、手のひら／手の甲／手の側面／指の腹／指の甲／指の側面、指の第１関節／
指の第２関節であっても、その有用性を限定するものではない。
【０１０８】
　（４）同様に、前述の実施例６においては、物体検知部６１８は、手指部１１８の各指
部の先端に配置されるが、物体を検知する必要があるとこであれば、例示の場所に限定さ
れない。例えば、手指部１１８の掌に相当する場所であってもよい。
【０１０９】
　（５）前述の実施例６においては、図１４及び図１７において、触覚情報付与部３２０
には、２つの回転部３２０ａ及び回転駆動部３２０ｄに２つのモータを有することとした
が、垂直力ＰＷ１１だけを提供する場合においては、１つの回転部３２０ａ及び回転駆動
部３２０ｄに１つのモータとしてもよい。この場合、図１８に示すように、ベルト部３２
０ｂの両端を１つの回転部３２０ａに取り付けるようにすればよい。これにより、２つの
モータを有する場合と、同様の効果を得ることができる。
【０１１０】
　（６）前述の実施例６においては、ロボット教示装置４００の操作者に対して提供する
所定の感覚として、操作者の指に提供する垂直力やせん断力を示したが、操作者が認識で
きる感覚であれば例示のものに限定されない。例えば、「ワークが近くに存在します」、
「ワークが右にずれて存在します」等、音声のように聴覚を介して操作者に提供するよう
にしてもよい。また、ワークと手指部との位置関係を表すグラフィックス、文字情報等を
表示した画像のように視覚を介して操作者に提供するようにしてもよい。
【０１１１】
　（７）前述の実施例６においては、触覚情報付与部３２０が物体検知情報に対応する感
覚及び感覚情報に対応する感覚を提供するとしたが、いずれか一方を提供するようにして
もよい。例えば、感覚情報に対応する感覚は触覚情報付与部３２０が提供し、物体検知情
報に対応する感覚は音声を介した聴覚として提供するようにしてもよい。
 
【産業上の利用可能性】
【０１１２】
　本発明は、ロボットの感覚情報と操作者の動作に基づく位置及び姿勢の変化情報が相互
に動的に影響し合って迅速かつ正確なロボット教示システムを提供するもので、産業上の
利用可能性は高い。
 
【符号の説明】
【０１１３】
　１００　　　ロボット
　１１０　　　ロボット本体
　１２０　　　感覚情報検出部
　１２１　　　視覚情報検出部
　１２２　　　触覚情報検出部
　１２３　　　聴覚情報検出部
　１２４　　　外力情報検出部
　１３０　　　感覚情報出力部
　１４０　　　駆動部
　１５０　　　駆動基準点
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　１５１　　　駆動固定基準点
　１５２　　　駆動移動基準点
　２００　　　操作者
　３００　　　感覚情報付与部
　３１０　　　視覚情報付与部
　３２０　　　触覚情報付与部
　３３０　　　聴覚情報付与部
　３４０　　　力覚情報付与部
　４００　　　ロボット教示装置
　４１０　　　多関節構造体
　４１１　　　関節
　４１２　　　可動部
　４１３　　　ポテンショメータ
　４１４　　　通信機能付きＣＰＵ
　４２０　　　制御部
　４３０　　　教示情報出力部
　４４０　　　操作基準点
　４４１　　　操作固定基準点
　４４２　　　操作移動基準点
　４５０　　　固定具
　５００　　　ワーク
　６００　　　周囲の情景
　７００　　　マイクロフォン
　７１０　　　内蔵スピーカー
　６１８　　　物体検知部
　　６１８Ｕ　検知光投受光ユニット
　　ＬＥ　　　投光素子
　　ＲＥ　　　受光素子
　６１９　　　検知光投受光用開口
　１２２ａ　　タッチパッド
　３２０ａ　　回転部
　３２０ｂ　　ベルト部
　３２０ｃ　　回転制御部
　３２０ｄ　　回転駆動部
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】 【図１６】
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