
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のリンクを関節において回動可能に連結し、同関節の回転軸にはそれぞれプーリを
設けて前記各リンクをワイヤで連結して折曲させると共に、各リンクが折曲する際に各リ
ンクが連動して所定の角度だけ回動するようにするための連動機構を前記各関節間に設け
て構成されたロボットハンドにおいて、 前記連動機構の一部 、関節間のリンク
に長手方向へ伸びる軸を配設し、同軸

前記関節間の回転を伝達させる回転軸連動機構
たことを特徴とするロボットハンド。
【請求項２】
　前記連動機構は、各関節間のすべてが前記回転軸連動機構で構成されていることを特徴
とする請求項１記載のロボットハンド。
【請求項３】
　前記回転軸連動機構は、第１のリンクと第２のリンクを連結する関節における回転軸を
中心に前記第１のリンクと一体的に回転する後方の歯車と、前記第２のリンクと第３のリ
ンクを連結する関節における回転軸を中心に前記第３のリンクと一体的に回転する前方の
歯車と、前記第２のリンクの長手方向に沿って同リンクに回転自在に取付けられた軸であ
って、一端が前記前方の歯車に連結して回転し、他端が前記後方の歯車に連結して同軸の
回転を前記両歯車間で伝達する回転軸とを備えて構成されることを特徴とする請求項１又
は２記載のロボットハンド。
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複数ある を
の両端に設けられた軸側歯車が、リンクの関節の回

転軸に取付けられた歯車に噛み合い、 とし



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はロボットハンドに関し、各関節間のリンクを折曲するための動力伝達を精度良く
行うことができるようにした機構である。
【０００２】
【従来の技術】
近年、宇宙での作業や各種プラントで用いられる作業ロボットのマニピュレータとして、
ワイヤ駆動型の多関節マニピュレータが提案されている。この種のマニピュレータの一例
を図１１により説明する。図１１（ａ）はその斜視図であり、ワイヤ・プーリ系で構成さ
れた関節を複数連結したマニピュレータであり、任意形状の物体を柔軟に把持することが
できる構成である。
【０００３】
同図（ａ）に示すように、各関節は、回転軸１と、該回転軸１に設けられて自由に回転可
能な２個のプーリ（締め込みプーリ２及び緩めプーリ３）とで構成されている。各締め込
みプーリ２のそれぞれには、締め込みワイヤ４が一巻きずつ巻かれており、この締め込み
ワイヤ４の先端は、指の先端位置に固定され、また、末端は駆動装置５に巻かれている。
このようにして、指の先端から駆動装置５までの間が、各締め込みプーリ２を介して締め
込みワイヤ４で連結されている。
【０００４】
また、各緩めプーリ３のそれぞれは、前記締め込みワイヤ４とは逆方向に巻かれた緩めワ
イヤ６によって指の先端からバネ７まで連結されている。そして、締め込みワイヤ４を駆
動装置５で巻き取ることにより、各関節が回転してマニピュレータが曲がるようになって
いる。緩めワイヤ６とバネ７は、曲がったマニピュレータを元の状態に復帰させる際に利
用される。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
この種の多関節マニピュレータは、少ないアクチュエータで数多くの関節を駆動すること
ができ、例えば図１１（ｂ）に示すような複雑形状を有する把持対象物８の周りに巻きつ
けて把持することが可能である。しかし、これはマニピュレータが把持対象物８と接触し
て何らかの拘束条件が発生したときに、その拘束条件を利用して受動的に形状を変えるも
のであった。したがって、拘束条件が発生していない状態では、例えば先端の関節から先
に回転してしまい。マニピュレータの動作が予測できなかった。この場合、例えばマニピ
ュレータの各指の根元位置よりも先端位置に近い把持対象物を把持するような場合、指の
先端部分が他の部分より早めに折曲してしまい、把持対象物に触れることなく空振りして
把持できないといった問題が生じる恐れがあった。
【０００６】
そこで、本発明の出願人は、上記の問題を解決するワイヤ駆動型の多関節マニピュレータ
を提案し、特許出願も了している。本発明は、この先行技術を改良したものであるので、
まず、この先行技術に係るワイヤ駆動多関節マニピュレータについて、図６～図１０によ
りその概要を説明する。
【０００７】
図６は先行技術に係る多関節マニピュレータを示し、（ａ）は正面図、（ｂ）はその平面
図である。図示のように、マニピュレータは４本の指Ｇと、これら指Ｇを支持する本体Ｈ
とを備えて構成され、各指Ｇは（ａ）に示すように、ａ方向に曲がることにより、これら
の間に位置する把持対象物（図示省略）を把持可能としている。
【０００８】
図７は指の内部の正面図、図８は図７におけるＥ－Ｅ断面図である。これら図７，図８に
おいて、指Ｇは４本のリンク１１，１２，１３，１４を回転軸１８を用いて各関節１５，
１６，１７で互いに回動可能に連結し、これらリンク１１～１４をワイヤ駆動で折曲させ
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るワイヤ・プーリ系の駆動機構を構成している。
【０００９】
即ち、この指Ｇは、前記リンク１１～１４と、これらリンク１１～１４において互いに隣
接するリンク間を連結して前記各関節１５～１７を構成する回転軸１８と、各リンク１１
～１４を伸展させる緩め機構１９と、各リンク１１～１４を各関節１５～１７において折
曲させる締め込み機構２０とを備えて構成されており、一方向のみに折曲し、他方向には
真っ直ぐ以上に曲がらないようになっている。
【００１０】
各リンク１１～１４は、その長手方向断面形状がコ字状になしており、その断面形状が指
Ｇの根元から先端にかけて先細りとなっている。これらリンク１１～１４の隣接部分は、
互いに重なり合い、この重なり部分に前記回転軸１８が貫通固定されている。
【００１１】
緩め機構１９は、各回転軸１８に対して回転自在に取り付けられた緩めプーリ１９ａ～１
９ｃと、これら緩めプーリ１９ａ～１９ｃを一巻きづつし、その一端がリンク１４の先端
部分に固定され、他端が引っ張りバネ１９ｄに接続された緩めワイヤ１９ｅと、前記引っ
張りバネ１９ｄとを備えて構成されている。この緩め機構１９によれば、引っ張りバネ１
９ｄが緩めワイヤ１９ｅに対して引っ張り力を作用させるので、各リンク１１～１４を前
記他方向に引っ張って伸展させるようになっている。
【００１２】
締め込み機構２０は、各回転軸１８に対して一体に固定された締め込みプーリ２０ａ～２
０ｃと、これら締め込みプーリ２０ａ～２０ｃを一巻きづつし、その一端がリンク１４の
先端部分に固定され、他端が回転駆動機構２０ｄ（モータ）に接続された締め込みプーリ
２０ｅと、前記回転駆動機構２０ｄとを備えて構成されている。この締め込み機構２０に
よれば、回転駆動機構２０ｄが締め込みワイヤ２０ｅを巻き取ることで、前記緩め機構１
９の引っ張り力に抵抗して指Ｇを前記一方向に折曲させるようになっている。
【００１３】
３０は各リンク１１～１４間で連動を行う機構であり、この連動機構３０について図９，
図１０に基づいて説明する。図９（ａ）は図７における連動機構３０の主要部を示す正面
図、（ｂ）は（ａ）におけるＦ－Ｆ断面図である。図９において、リンク１２には、その
両端に連結された他のリンク１１，１３との間の各関節１５，１６の位置に、指Ｇを折曲
する際に他のリンク１１，１３とそれぞれ一体になって回動する連動プーリ２４，２５が
接続されている。即ち、プーリ２４とリンク１１、プーリ２５とリンク１３とは後述する
摩擦クラッチを介して、それぞれ一体的に固定されている。
【００１４】
これら連動プーリ２４，２５間に、連動ベルト２８が８の字状にたすき掛けされている。
なお、「連動ベルト」とは、線径の細いワイヤから線径の太いベルトまで含めて、環状に
構成された紐、全般を指し示すものである。また、図８に示すように、連動プーリ２４と
リンク１１との間には、摩擦クラッチ３４が挟み込まれ、連動プーリ２５とリンク１３と
の間には、後述の摩擦クラッチ３５が挟み込まれている。
【００１５】
同様に、リンク１２からリンク１３を介してリンク１４に伝搬する連動動作も、図８に示
すように、連動プーリ２６，２７と連動ベルト３３と後述の摩擦クラッチ３６，３７とに
よってなされるようになっている。
【００１６】
以上説明の連動プーリ２４～２７と、連動ベルト２８，３３と、摩擦クラッチ３４～３７
とによって前記連動機構３０が構成されている。
【００１７】
摩擦クラッチ３４，３５（摩擦クラッチ機構）は、詳細図示省略するが、それぞれ、リン
ク１１，１３に対して固定されたラチェット機構であり、図１０（ａ）に示すようにリン
ク１１，１３を折曲させる一方向に回転された場合には、各リンク１１，１３のそれぞれ
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に対して連動プーリ２４，２５を固定し、図９（ａ）に示すように各リンク１１，１３を
伸展させる他方向に回転させた場合には、前記固定を解除するようになっている。
【００１８】
摩擦クラッチ３６，３７（摩擦クラッチ機構）も同様の構成を有しており、それぞれ、リ
ンク１２，１４に対して固定されたラチェット機構であり、リンク１２，１４を折曲させ
る一方向に回転された場合には、各リンク１２，１４のそれぞれに対して連動プーリ２６
，２７を固定し、各リンク１２，１４を伸展させる他方向に回転させた場合には、前記固
定を解除するようになっている。
【００１９】
また、各連動プーリ２４，２５との間の摩擦面は、これらの間の摩擦が所定値以上となっ
た場合に相対的な滑りを許可するようになっている。そして、前記摩擦面及び前記摩擦ク
ラッチ３４，３５により、関節１５，１６を折曲させるのに要する負荷が所定値を越えた
場合に、これらリンク１１，１３と連動プーリ２４，２５との間の接合を解除するための
トルクリミッタ手段が構成されている。
【００２０】
同様に、各連動プーリ２６，２７との間の摩擦面も、これらの間の摩擦が所定値以上とな
った場合に相対的な滑りを許可するようになっている。そして、前記摩擦面及び前記摩擦
クラッチ３６，３７により、関節１６，１７を折曲させるのに要する負荷が所定値を越え
た場合に、これらリンク１２，１４と連動プーリ２６，２７との間の接合を解除するため
のトルクリミッタ手段が構成されている。
【００２１】
図１０はワイヤ駆動多関節マニピュレータの指の連動機構を説明する図であり、（ａ）は
拘束条件のない状態における関節の曲がりを示し、（ｂ）は拘束条件が生じた場合の関節
の曲がり方を示している。図１０（ａ）において、回転駆動機構を起動して指Ｇを折曲さ
せ、把持対象物を把持する場合には、例えば、この指Ｇの一部をなすリンク１２に把持対
象物Ｑが接触すると、このリンク１２は、把持対象物Ｑによる動作の規制を受けるので、
これ以上曲がることができなくなり、この関節１５を折曲させるのに要する負荷が所定値
を越えようとする。すると、この関節１５におけるトルクリミッタ手段が、リンク１１と
連動プーリ２４との間の接合を解除する。
【００２２】
すなわち、連動プーリ２４と摩擦面が滑って両者の接続を解くので、連動プーリ２４が更
なる回転を接続でき、その隣の連動プーリ２５に対して連動ベルト２８を介して連動動作
が確実に伝達されていく。これにより、把持対象物Ｑに接触していない他のリンク１３は
、そのまま曲がり続けるようになる。したがって、各関節１５，１６の動作を規制しなが
らも、従来のワイヤ・プーリ系の駆動機構と同様の動作も確保することができるようにな
る。また、リンク１１，１３を伸展させる場合には、摩擦クラッチ３４，３５が連動プー
リ２４とリンク１１，１３との間の固定を解除するので、スムーズに伸展できるようにな
っている。
【００２３】
なお、以上の説明においては、リンク１１からリンク１２を介してリンク１３への連動の
詳細について主に説明したが、リンク１２からリンク１３を介してリンク１４への連動も
、同様に行われる。したがって、指Ｇを曲げるための連動動作は、連動プーリ２４～２７
と、これら連動プーリ２４～２７間にたすき掛けされた連動ベルト２８，３３とにより、
リンクからその隣のリンクへと次々に伝搬されていくので、それぞれの関節１５～１７が
予め設定された動作に基づいて曲がっていく。したがって、例えば把持対象物を把持する
場合において、従来のように、各関節の動きが予測できずに指の先端側が早く曲がってし
まい、把持対象物を掴み損ねるといった問題を生じることがない。
【００２４】
以上説明の構成を有するワイヤ駆動多関節マニピュレータの一連の動作について次にまと
めて説明する。
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【００２５】
まず、前記回転駆動機構２０ｄを起動させて締め込みワイヤ２０ｅを巻き取ることにより
、真っ直ぐな伸展状態にあった各リンク１２～１４が、各関節１５～１７において折曲し
ていく。この時の各連動プーリ２４～２７は、互いにたすきがけにかけた連動ベルト２８
，３３によって連結されているので、一方の連動プーリが回転すると、もう一方の連動プ
ーリは逆方向に回転するようになる。さらに、この時の各連動プーリ２４～２７とその外
側にある各リンク１１～１４とは、摩擦クラッチ３４～３７によってそれぞれ結合されて
いるので、一方の関節の回転連動動作はもう一方の関節に伝達されるようになる。
【００２６】
また、連動プーリ２４～２７と連動ベルト２８，３３間が摩擦で結合していることと、連
動プーリ２４～２７及び各リンク１１～１４間に摩擦クラッチ機構３４～３７を設けたこ
とにより、ワイヤ・プーリ系の駆動機構の特徴が損なわれることはないようになっている
。具体的に言うと、締め込み動作時において連動プーリ２４～２７及び各リンク１１～１
４間が結合している場合、各関節１５～１７の回転連動動作が伝達されていき、連動プー
リ２４～２７の各半径が同じであれば、互いに逆方向に同じ角度だけ動作する。結果とし
て各関節１５～１７は同じ角度だけ回転する。
【００２７】
前記回転駆動機構２０ｄによる締め込みをさらに続けて、図１０（ｂ）で示したように把
持対象物Ｑに接触した場合は、従来のワイヤ・プーリ系の駆動機構のように複雑形状のま
わりに巻きつく特性を発揮するため、関節１５が回転できないのに対して、関節１６は回
転し続けようとする。したがって、関節１５及び関節１６の間で連動動作を伝達しても連
動プーリ２４，２５が回転することができず、設定値を超えた場合に、連動プーリ２４と
連動ベルト２８が滑り始める。このため、上記のワイヤ駆動多関節マニピュレータは、従
来の技術で説明した図１１のように把持対象物にそって変形し、巻きつくことができる。
【００２８】
上記に説明のワイヤ駆動多関節マニピュレータにおいては、回転駆動機構として連動プー
リ２４，２５，２６，２７と連動ベルト２８，３３を用いているが、ベルト２８，３３に
より動力を伝達している。ベルト連動方式ではベルトの伸びや、撓み、ゆるみ、あるいは
滑り等が生じ、かならずしも正確な回転力の伝達ができるとは限らない。特にリンク１２
，１３が長い場合には連動ベルトも長くなって上記のような不具合の原因となるので、ベ
ルトによる回転力の伝達を確実ならしめる更なる改良が望まれていた。
【００２９】
そこで本発明は、宇宙空間や地上プラントの作業用ロボットに用いられる多関節マニピュ
レータにおいて、各関節に連結されるリンクを連動させて駆動させる回転駆動機構の回転
力の伝達をベルト方式から回転軸を用いる方式として、各リンク間の動力伝達を確実に行
うことができるようにした多関節マニピュレータの駆動機構を提供することを課題として
なされたものである。
【００３０】
【課題を解決するための手段】
本発明は前述の課題を解決するために次の手段を提供する。
【００３１】
（１）複数のリンクを関節において回動可能に連結し、同関節の回転軸にはそれぞれプー
リを設けて前記各リンクをワイヤで連結して折曲させると共に、各リンクが折曲する際に
各リンクが連動して所定の角度だけ回動するようにするための連動機構を前記各関節間に
設けて構成されたロボットハンドにおいて、 前記連動機構の一部 、関節間のリ
ンクに長手方向へ伸びる軸を配設し、同軸

前記関節間の回転を伝達させる回転軸連動機構
たことを特徴とするロボットハンド。

【００３２】
（２）前記連動機構は、各関節間のすべてが前記回転軸連動機構で構成されていることを
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複数ある を
の両端に設けられた軸側歯車が、リンクの関節

の回転軸に取付けられた歯車に噛み合い、
とし



特徴とする（１）記載のロボットハンド。
【００３３】
（３）前記回転軸連動機構は、第１のリンクと第２のリンクを連結する関節における回転
軸を中心に前記第１のリンクと一体的に回転する後方の歯車と、前記第２のリンクと第３
のリンクを連結する関節における回転軸を中心に前記第３のリンクと一体的に回転する前
方の歯車と、前記第２のリンクの長手方向に沿って同リンクに回転自在に取付けられた軸
であって、一端が前記前方の歯車に連結して回転し、他端が前記後方の歯車に連結して同
軸の回転を前記両歯車間で伝達する回転軸とを備えて構成されることを特徴とする（１）
又は（２）記載のロボットハンド。
【００３４】
本発明の（１）においては、複数のリンクを折曲げる場合には各リンクを連結している関
節に設けられたプーリを介してリンク先端部に固定されたワイヤを引くことにより、各リ
ンクを各関節において回動させ折曲げることができる。この時、各リンクが各関節におい
て所定の角度で均一に回動するように関節間に連動機構が設けられている。連動機構は、
先行技術に係る多関節マニピュレータでは、プーリとワイヤからなる連動機構であり、こ
のような機構では関節間が長くなるとワイヤがゆるんだり、撓みが生じ、又、場合によっ
ては滑りも生じてしまう恐れがある。本発明の（１）では、連動機構がワイヤに代えてリ
ンクの長手方向に配設した軸を用い、軸を回転することにより関節間で動力を伝達するの
で、リンク折曲げのための動力連動機構が正確になされ、ロボットハンドの信頼性が向上
するものである。
【００３５】
本発明の（２）では、連動機構がすべて回転する軸で構成されるので、上記（１）の発明
がより正確になされる。
【００３６】
本発明の（３）では、連結機構が、前方、前方の歯車、これら歯車間に連結し、歯車が固
定されているリンクの回動に伴う回転を第１のリンクから第３のリンクへ伝達する回転す
る軸で構成されているので、簡単な機構で実用的な連結機構が容易に実現できる。
【００３７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面に基づいて具体的に説明する。図１は本発明の実
施の第１形態に係るロボットハンドを示し、（ａ）は断面図であり、先行技術の図８に対
応する図、（ｂ）は（ａ）におけるＡ－Ａ矢視図、（ｃ）は（ａ）におけるＢ－Ｂ矢視図
である。これら図において、本発明の実施の第１形態では、図７，図８の先行技術に係る
連動プーリ２４，２５、連動ベルト２８に代えて、歯車４４，４５、軸側歯車４１，４２
、回転軸４０、支持ブラケット４３を設けた構造であり、その他の構造、作用は図６～図
１０に示すものと同じであるので、回転駆動機構の１９，２０，１９ａ～１９ｄ，２０ａ
～２０ｄを省略して図示したものである。
【００３８】
図示のように、リンク１１，１２の関節１５の回転軸１８には、摩擦クラッチ３４を介し
てリンク１２と一体的に回転する歯車４４が取付けられている。又、リンク１２，１３の
関節１６の回転軸１８には、摩擦クラッチ３５を介してリンク１３と一体的に回転する歯
車４５が取付けられている。摩擦クラッチ３４，３５は図８において説明した先行技術に
係る摩擦クラッチと同じ構造、作用を有するものであるので、その説明は省略する。
【００３９】
リンク１２の壁面には支持ブラケット４３が取付けられ、支持ブラケット４３には回転軸
４０が回転自在にリンク１２の面と平行になるように伸びて支持されている。回転軸４０
の両端には軸側歯車４１，４２が取付けられ、回転軸４０と一体的に回転する。一方の軸
側歯車４１は、図３で後述するように歯車４４の歯面４４ａと噛み合い、又、他方の軸側
歯車４２は、歯車４５の歯面４５ａと噛み合っている。
【００４０】
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歯車４４，４５の歯面４４ａ，４５ａは、後述するようにそれぞれカサ歯車を形成してお
り、これらに噛み合う軸側歯車４１，４２も、それぞれカサ歯車を形成した歯面４１ａ，
４２ａを有し、互いに連結することにより回転軸１８を中心とした歯車４４，４５の回転
力は、回転軸１８と直交する方向の回転軸４０の回転力として変換され、回転軸４０の回
転力は同様に軸側歯車４２を介して関節１６の歯車４５の回転力として伝達される。
【００４１】
図２は本発明の実施の第１形態における連動機構を説明する図であり、リンク１１が摩擦
クラッチ３４を介して歯車４４と一体的に回転し、これに伴ってリンク１２に取付けられ
た回転軸４０の一端の軸側歯車４１が相対的に回転して、角度を９０度変換した軸を中心
とした回転を得て回転軸４０を回転させる。回転軸４０が回転すると他端の軸側歯車４２
が回転し、歯車４５を同様に歯車４４とは逆方向に回転させる。歯車４５は摩擦クラッチ
３５を介してリンク１３と一体的に固定されているので、リンク１３をリンク１２に対し
て図示のように回転させる。
【００４２】
図３は図１における連動機構の拡大詳細図である。図示のように、リンク１１には摩擦ク
ラッチ３４が、先行技術で説明したように一体的に取付けられている。摩擦クラッチ３４
には、先行技術での連動プーリ２４と同じく歯車４４が一体的に取付けられ、リンク１１
と共に回動し、所定の負荷以上になると摩擦クラッチ３４と歯車４４の結合を解除する構
成は、先行技術と同じである。
【００４３】
歯車４４はカサ歯車を有した歯面４４ａを有し、又、軸側歯車４１にもカサ歯車を有した
歯面４１ａを備えており、両歯面４４ａと４１ａとは互いに噛み合い、その結果、関節１
５の回転軸１８を中心とした歯車４４の回転は、回転軸１８と直交する回転軸４０の回転
として伝達される。回転軸４０は回転自在にリンク１２の壁面に支持ブラケット４３で支
持され、その回転を軸側歯車４２から歯車４５へ伝える。軸側歯車４２、歯車４５も同様
にカサ歯車の歯面４２ａ，４５ａを有し、これらが互いに噛み合って回転軸４０の回転を
、これと直交する歯車４５の回転として伝達することができる。
【００４４】
上記に説明した実施の第１形態によれば、先行技術と同じように（図７，図８参照）、回
転駆動機構２０ｄを作動させて締め込みワイヤ２０ｅを巻き取り、直線状態にあった各リ
ンク１２～１４を各関節１５～１７において折曲させる。この時には各歯車４４，４５は
回転軸４０と軸側歯車４１，４２で連結されており、又、連動プーリ２６，２７も連動ベ
ルト３３で連結されている。リンク１１に対してリンク１２が折曲すると、図３で示した
ようにリンク１１と歯車４４とは摩擦クラッチ３４を介して一体的に回転するので、リン
ク１２に対して歯車４４が回転し、その回転は、リンク１２に取付けられた軸側歯車４１
、回転軸４０及び軸側歯車４２の回転として伝達される。この回転軸４０の回転は軸側歯
車４２により歯車４５へ伝えられ、歯車４５を歯車４４とは逆方向へ回転させる。歯車４
５は摩擦クラッチ３５を介して同様にリンク１３に一体的に固定されているので、歯車４
５の回転はリンク１３を図２に示すように回動させる。
【００４５】
この時、連動プーリ２６，２７は、先行技術と同じく互いにたすきがけされた連動ベルト
３３により連結されており、又、連動プーリ２６は摩擦クラッチ３６を介してリンク１２
へ、連動プーリ２７は摩擦クラッチ３７を介してリンク１４へ、それぞれ接続されて一体
的に回転するので、一方の連動プーリがリンクと一体となって回転すると、もう一方の連
動プーリは逆回転して一方のリンクを回動させる。
【００４６】
従って、締め込み動作時において、歯車４４，４５、回転軸４０とでリンク１１，１２，
１３の関節１５，１６が連動し、又リンク１２，１３，１４の関節１６，１７は連動プー
リ２６，２７、連動ベルト３３でそれぞれ連動し、回転動作が連動して伝達されてゆき、
歯車４４，４５、連動プーリ２６，２７の各回転半径が同じであれば、互いに逆方向へ同
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じ角度だけ動作させることができる。結果として各関節を同じ角度だけリンクを回転させ
ることができる。なお、回転軸４０による回転力の伝達を歯車４４と歯車４５とで異なる
回転となるようにすれば、関節１５と１６とで異なる角度でリンクを折曲させることもで
きる。
【００４７】
図４は本発明の実施の第２形態に係る多関節マニピュレータの駆動機構を示し、（ａ）は
断面図であり、図１（ａ）に対応する図である。（ｂ）は（ａ）におけるＣ－Ｃ矢視図で
ある。図において、本実施の第２形態においては、図１に示す実施の第１形態における連
動プーリ２６，２７、連動ベルト３３も、歯車４６，４７、回転軸５０、軸側歯車５１，
５２、支持ブラケット５３に代えた構成としたものであり、その他の構成は図１～図３に
示す実施の第１形態と同じである。
【００４８】
即ち、図において、関節１６の回転軸１８には歯車４６が回転自在に設けられ、摩擦クラ
ッチ３６を介してリンク１２に一体的に固定されており、又、関節１７の回転軸１８にも
摩擦クラッチ３７を介してリンク１４と一体的に固定された歯車４７が取付けられている
。摩擦クラッチ３６，３７は図８において説明した先行技術に係る摩擦クラッチと同じ構
造、作用を有するものである。
【００４９】
リンク１３の壁面には支持ブラケット５３が取付けられ、支持ブラケット５３には回転軸
５０が回転自在にリンク１３と平行して取付けられている。回転軸５０の両端には軸側歯
車５１，５２が取付けられ回転軸５０と一体的に回転する。一方の軸側歯車５１は、歯車
４６と噛み合い、他方の軸側歯車５２は歯車４７と噛み合っており、歯車４６の回転を歯
車４６の回転軸と直交する方向の回転として回転軸５０へ伝達し、更に歯車５２へ歯車５
１とは逆方向の回転として伝達するものである。
【００５０】
（ｂ）は（ａ）におけるＣ－Ｃ矢視図であり、図１（ｂ）と同じ構成であるので説明は省
略する。図５は図４（ａ）におけるＤ－Ｄ矢視図であり、連動機構の拡大詳細図である。
図において、リンク１２には、先行技術と同じく摩擦クラッチ３６が一体的に取付けられ
、摩擦クラッチ３６には歯車４６が一体的に取付けられ、リンク１２と共に回動し、所定
の負荷以上となると、摩擦クラッチ３６と歯車の結合を解除する構成は実施の第１形態と
同じである。
【００５１】
歯車４６はカサ歯車を有した歯面４６ａを有し、又、軸側歯車５１にもカサ歯車を有した
歯面５１ａを備えており、両歯面４６ａと５１ａとは互いに噛み合い、その結果、関節１
６の回転軸１８を中心とした歯車４６の回転は、回転軸１８と直交する回転軸５０の回転
として伝達される。回転軸５０は回転自在にリンク１３の壁面に支持ブラケット５３で支
持され、その回転を軸側歯車５２から歯車４７へ伝える。軸側歯車５１，５２も同様にカ
サ歯車の歯面５１ａ，５２ａを有し、これらが互いに噛み合って回転軸５０の回転をこれ
と直交する歯車４７の回転として伝達することができる。
【００５２】
上記の実施の第２形態においては、先行技術の例と同じように、回転駆動機構２０ｄを起
動して、締め込みワイヤ２０ｅを巻き取り、直線状態にあった各リンク１２～１４を各関
節１５～１７において折曲させると、歯車４４，４５は回転軸４０で、歯車４６，４７は
回転軸５０でそれぞれ連結されており、上記の実施の第１形態と同様に、一方の歯車がリ
ンクと共に回動すると歯車の回転は他方の歯車を逆方向に回転させ、他方の歯車に一体的
に取付けられているリンクを回動させることができる。
【００５３】
上記の実施の第１形態においては、先行技術に係る連動機構の一組の連動プーリ２４，２
５及び連動ベルト２８のみを歯車４４，４５、回転軸４０による回転伝達機構に代えたの
で、リンクの長い部分の動力伝達がワイヤのゆるみや撓み、伸び等がなくなり、確実な回
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転力の伝達がなされるようになり、又、実施の第２形態においては、更に、連動プーリ２
６，２７及び連動ベルト３３も回転軸５０による回転力に代え、全部の連結機構が回転軸
の回転で動力伝達を行うので、より精度良く、回転力の伝達が可能となるものである。
【００５４】
【発明の効果】
本発明のロボットハンドは、（１）複数のリンクを関節において回動可能に連結し、同関
節の回転軸にはそれぞれプーリを設けて前記各リンクをワイヤで連結して折曲させると共
に、各リンクが折曲する際に各リンクが連動して所定の角度だけ回動するようにするため
の連動機構を前記各関節間に設けて構成されたロボットハンドにおいて、前記連動機構の
一部には、関節間のリンクに長手方向へ伸びる軸を配設し、同軸を前記関節の回転に連動
して回転させることにより前記関節間の回転を伝達させる回転軸連動機構を設けたことを
特徴としている。
【００５５】
上記構成においては、先行技術の多関節マニピュレータの連動機構では、プーリとワイヤ
からなっているが、関節間が長くなるとワイヤがゆるんだり、撓みが生じ、又、場合によ
っては滑りも生じてしまう恐れがある。本発明の（１）では、連動機構がワイヤに代えて
リンクの長手方向に配設した軸を用い、軸を回転することにより関節間で動力を伝達する
ので、リンク折曲げのための動力連動機構が正確になされ、マニピュレータの信頼性が向
上する。
【００５６】
本発明の（２）では、連動機構がすべて回転する軸で構成されるので、上記（１）の発明
がより正確になされる。
【００５７】
本発明の（３）では、連結機構が、前方、前方の歯車、これら歯車間に連結し、歯車が固
定されているリンクの回動に伴う回転を第１のリンクから第３のリンクへ伝達する回転す
る軸で構成されているので、簡単な機構で実用的な連結機構が容易に実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の第１形態に係るロボットハンドを示し、（ａ）は断面図、（ｂ）
は（ａ）におけるＡ－Ａ矢視図、（ｃ）は（ａ）におけるＢ－Ｂ矢視図である。
【図２】本発明の実施の第１形態に係る連動機構を説明する図である。
【図３】図１における連動機構部分の拡大詳細図である。
【図４】本発明の実施の第２形態に係るロボットハンドを示し、（ａ）は断面図、（ｂ）
は（ａ）におけるＣ－Ｃ矢視図である。
【図５】図４におけるＤ－Ｄ矢視図であり、連動機構部分の拡大詳細図である。
【図６】先行技術に係る多関節マニピュレータを示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は平正図
である。
【図７】先行技術に係る多関節マニピュレータの指部の正面図である。
【図８】図７におけるＥ－Ｅ断面図である。
【図９】先行技術に係る連動機構を示し、（ａ）は平面図、（ｂ）は（ａ）におけるＦ－
Ｆ断面図である。
【図１０】先行技術に係る多関節マニピュレータの指の連動機構を示し、（ａ）は拘束の
ない状態、（ｂ）は拘束のある場合を示す説明図である。
【図１１】従来のワイヤ駆動多関節マニピュレータを示し、（ａ）は斜視図、（ｂ）は把
持状態を示す図である。
【符号の説明】
１１～１４　　　　　　　　　リンク
１５～１７　　　　　　　　　関節
１８　　　　　　　　　　　　回転軸
２４～２７　　　　　　　　　連動プーリ
２８，３３　　　　　　　　　連動ベルト
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３４～３７　　　　　　　　　摩擦クラッチ
４０　　　　　　　　　　　　回転軸
４１，４２、５１，５２　　　軸側歯車
４３，５３　　　　　　　　　支持ブラケット
４４，４５，４６，４７　　　歯車

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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