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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　最大で二つのワークを把持するハンド（３０）を備えたロボット（１０）を制御するロ
ボット制御装置（２０）において、
　前記ハンドにより把持されたワークの種類および数に応じて前記ロボットの速度上限値
および加速度上限値のうちの少なくとも一方を変更する上限値変更部（２２）と、
　前記ロボットの速度および加速度のうちの少なくとも一方が前記上限値変更部により変
更された前記速度上限値および前記加速度上限値を越えないように、前記ロボットの動作
を制御する動作制御部（２３）と、を具備し、
　前記上限値変更部は、
　前記ハンドが一つのワークのみを把持しているときに、前記ロボットの速度上限値およ
び加速度上限値のうちの少なくとも一方を第一速度上限値および第一加速度上限値に設定
し、
　前記一つのワークを把持する前記ハンドがさらに追加のワークを把持しているときに、
前記ロボットの速度上限値および加速度上限値のうちの少なくとも一方を前記第一速度上
限値および第一加速度上限値から、前記第一速度上限値および第一加速度上限値よりもそ
れぞれ小さい第二速度上限値および第二加速度上限値に変更し、
　前記ハンドが前記一つのワークのみを解放して前記追加のワークのみを把持していると
きに、前記ロボットの速度上限値および加速度上限値のうちの少なくとも一方を前記第二
速度上限値および第二加速度上限値から、前記第一速度上限値および第一加速度上限値ま
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たは該第一速度上限値および第一加速度上限値よりもそれぞれ大きい第三速度上限値およ
び第三加速度上限値に変更する、ロボット制御装置。
【請求項２】
　前記一つのワークは加工前のワークであり、前記追加のワークは加工後のワークである
請求項１に記載のロボット制御装置。
【請求項３】
　最大で二つのワークを把持するハンド（３０）を備えたロボット（１０）を制御するロ
ボット制御方法において、
　前記ハンドが一つのワークのみを把持しているときに、前記ロボットの速度上限値およ
び加速度上限値のうちの少なくとも一方を第一速度上限値および第一加速度上限値に設定
し、
　前記一つのワークを把持する前記ハンドがさらに追加のワークを把持し、
　前記ハンドが前記一つのワークおよび前記追加のワークを把持しているときに、前記ロ
ボットの速度上限値および加速度上限値のうちの少なくとも一方を前記第一速度上限値お
よび第一加速度上限値から、前記第一速度上限値および第一加速度上限値よりもそれぞれ
小さい第二速度上限値および第二加速度上限値に変更し、
　前記一つのワークおよび前記追加のワークを把持する前記ハンドが前記一つのワークの
みを解放し、
　前記ハンドが前記追加のワークのみを把持しているときに、前記ロボットの速度上限値
および加速度上限値のうちの少なくとも一方を前記第二速度上限値および第二加速度上限
値から、前記第一速度上限値および第一加速度上限値または該第一速度上限値および第一
加速度上限値よりもそれぞれ大きい第三速度上限値および第三加速度上限値に変更し、
　前記ロボットを移動させる、ロボット制御方法。
【請求項４】
　前記一つのワークは加工前のワークであり、前記追加のワークは加工後のワークである
請求項３に記載のロボット制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、最大で二つのワークを把持するハンドを備えたロボットを制御するロボット
制御方法およびそのような方法を実施するロボット制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　産業用ロボットは、各種作業、例えば組立作業、溶接作業などを行うのに使用される。
そのような作業においては、ロボットは停止状態から所定の速度まで加速したり、所定の
速度から減速して停止したりしている。特許文献１、特許文献２および特許文献３には、
そのように動作するロボットが開示されている。
【０００３】
　ところで、特許文献４には、第一把持部と第二把持部とを備えた所謂ダブルハンドの構
成のハンドが開示されている。そのようなハンドを備えたロボットは、例えば第一把持部
により未加工ワークを把持した状態で、工作機械に接近する。そして、工作機械により加
工された加工済みワークを第二把持部により把持して取出すと共に、第一把持部により把
持された未加工ワークを工作機械に取付ける。さらに、第二把持部により把持された加工
済みワークをワークフィーダに載置すると共に、第一把持部によってワークフィーダから
未加工ワークを把持するようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第2838428号明細書
【特許文献２】特開2007-66001号公報
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【特許文献３】特開平7-244520号公報
【特許文献４】特開平10-083211号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このような未加工ワークおよび加工済みワークの交換時には、ロボットのハンドは二つ
のワークを同時に把持する必要がある。このため、二つのワークを同時に把持できるよう
な負荷荷重を満たすロボットを選定する必要がある。一方で、ロボットのハンドがワーク
を把持していないときや、一つのワークを把持しているときには、より小さい負荷荷重に
対応した小型のロボットでも作業可能であるが、二つのワークを同時に把持しているとき
に、ロボットが所定の速度上限値および／または加速度上限値で動作すると、ロボットに
過大な負荷が作用する可能性がある。
【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、把持されるワークの数や種類が
変化する場合であっても、ロボットに過大な負荷が作用することなしに、ロボットを制御
できるロボット制御方法およびそのような方法を実施するロボット制御装置を提供するこ
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、最大で二つのワークを把持する
ハンドを備えたロボットを制御するロボット制御装置において、前記ハンドにより把持さ
れたワークの種類および数に応じて前記ロボットの速度上限値および加速度上限値のうち
の少なくとも一方を変更する上限値変更部と、前記ロボットの速度および加速度のうちの
少なくとも一方が前記上限値変更部により変更された前記速度上限値および前記加速度上
限値を越えないように、前記ロボットの動作を制御する動作制御部と、を具備し、前記上
限値変更部は、前記ハンドが一つのワークのみを把持しているときに、前記ロボットの速
度上限値および加速度上限値のうちの少なくとも一方を第一速度上限値および第一加速度
上限値に設定し、前記一つのワークを把持する前記ハンドがさらに追加のワークを把持し
ているときに、前記ロボットの速度上限値および加速度上限値のうちの少なくとも一方を
前記第一速度上限値および第一加速度上限値から、前記第一速度上限値および第一加速度
上限値よりもそれぞれ小さい第二速度上限値および第二加速度上限値に変更し、前記ハン
ドが前記一つのワークのみを解放して前記追加のワークのみを把持しているときに、前記
ロボットの速度上限値および加速度上限値のうちの少なくとも一方を前記第二速度上限値
および第二加速度上限値から、前記第一速度上限値および第一加速度上限値または該第一
速度上限値および第一加速度上限値よりもそれぞれ大きい第三速度上限値および第三加速
度上限値に変更する、ロボット制御装置が提供される。
　２番目の発明によれば、１番目の発明において、前記一つのワークは加工前のワークで
あり、前記追加のワークは加工後のワークである。
　３番目の発明によれば、最大で二つのワークを把持するハンドを備えたロボットを制御
するロボット制御方法において、前記ハンドが一つのワークのみを把持しているときに、
前記ロボットの速度上限値および加速度上限値のうちの少なくとも一方を第一速度上限値
および第一加速度上限値に設定し、前記一つのワークを把持する前記ハンドがさらに追加
のワークを把持し、前記ハンドが前記一つのワークおよび前記追加のワークを把持してい
るときに、前記ロボットの速度上限値および加速度上限値のうちの少なくとも一方を前記
第一速度上限値および第一加速度上限値から、前記第一速度上限値および第一加速度上限
値よりもそれぞれ小さい第二速度上限値および第二加速度上限値に変更し、前記一つのワ
ークおよび前記追加のワークを把持する前記ハンドが前記一つのワークのみを解放し、前
記ハンドが前記追加のワークのみを把持しているときに、前記ロボットの速度上限値およ
び加速度上限値のうちの少なくとも一方を前記第二速度上限値および第二加速度上限値か
ら、前記第一速度上限値および第一加速度上限値または該第一速度上限値および第一加速
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度上限値よりもそれぞれ大きい第三速度上限値および第三加速度上限値に変更し、前記ロ
ボットを移動させる、ロボット制御方法が提供される。
　４番目の発明によれば、３番目の発明において、前記一つのワークは加工前のワークで
あり、前記追加のワークは加工後のワークである。
【発明の効果】
【０００８】
　１番目および２番目の発明においては、ワークの数および種類に応じて速度上限値およ
び／または加速度上限値を変更しているので、把持されるワークの数や種類が変化する場
合であっても、ロボットに過大な負荷が作用することなしに、ロボットを制御することが
できる。さらに、ロボットが一つのワークと追加のワークとを把持しているときに比較的
小さい第二速度上限値および／または第二加速度上限値に変更しているので、ロボットに
過大な負荷が作用することなしに、ロボットを制御することができる。さらに、従来より
も可搬質量が小さいロボットであっても過大な負荷を作用させることなく同様の作業を行
うことができる。
　３番目および４番目の発明においては、ロボットが一つのワークと追加のワークとを把
持しているときに比較的小さい第二速度上限値および／または第二加速度上限値に変更し
ているので、ロボットに過大な負荷が作用することなしに、ロボットを制御することがで
きる。さらに、従来よりも可搬質量が小さいロボットであっても過大な負荷を作用させる
ことなく同様の作業を行うことができる。
【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】本発明に基づくロボット制御装置の略図である。
【図２】本発明に基づくロボット制御装置によるワークの交換作業を示す第一のフローチ
ャートである。
【図３】本発明に基づくロボット制御装置によるワークの交換作業を示す第二のフローチ
ャートである。
【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は本発明に基づくロボット制御装置の略図である。図１に示されるように、システ
ム１は、ロボット１０と、工作機械４０と、ロボット１０を制御する制御装置２０とを含
んでいる。
【００１２】
　図１に示されるロボット１０は多関節ロボットであるが他の構成のロボットでもよい。
また、ロボット１０のアームの先端にはハンド３０が備えられている。ハンド３０は第一
把持部３１と第二把持部３２とを含んでいる。これら第一把持部３１および第二把持部３
２は開閉することによりワークＷ１、Ｗ２をそれぞれ把持することができる。これらワー
クＷ１、Ｗ２は互いに同一である。ただし、図１においてはワークＷ１は工作機械４０に
加工される前の未加工ワーク、ワークＷ２は工作機械４０により加工された後の加工済み
ワークである。
【００１３】
　工作機械４０はワークＷ１、Ｗ２のうちの一方を保持する保持部４１を備えている。保
持部４１にワーク、図１においてはワークＷ２が保持されると、工作機械４０はワークＷ
２に所定の機械加工動作を実行する。
【００１４】
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　図１においては、第一把持部３１は工作機械４０から遠ざかる方向を向いており、第二
把持部３２は工作機械４０に対面する方向を向いている。図１から分かるように、ロボッ
ト１０の最も先端側の軸線、例えば第六軸線を回転させることにより第一把持部３１およ
び第二把持部３２の方向を互いに変更することができる。
【００１５】
　制御装置２０はデジタルコンピュータであり、ロボット１０および工作機械４０が互い
に連動するように制御する。図１に示されるように、制御装置２０は、ロボット１０に係
る負荷の設定を変更する負荷設定変更部２１と、ハンド３０により把持されたワークの種
類および数に応じてロボット１０の速度上限値および加速度上限値のうちの少なくとも一
方を変更する上限値変更部２２と、ロボット１０の速度および加速度のうちの少なくとも
一方が上限値変更部２２により変更された速度上限値および加速度上限値を越えないよう
に、前記ロボットの動作を制御する動作制御部２３とを含んでいる。
【００１６】
　なお、図面には示さないものの、ロボット１０を動作させる各モータには位置検出器、
例えばエンコーダが取付けられている。位置検出器によって所定時間毎に検出されるロボ
ット１０の複数の位置に基づいて、ロボット１０の速度および加速度が適宜算出されるも
のとする。
【００１７】
　図２は本発明に基づくロボット制御装置によるワークの交換作業を示す第一のフローチ
ャートである。以下、図１および図２を参照して、本発明の制御装置２０の動作を説明す
る。なお、図２の内容を実施する前においては、ロボット１０のハンド３０はいずれのワ
ークＷ１、Ｗ２も把持しておらず、またワークＷ２が工作機械４０内で加工処理されてい
るものとする。
【００１８】
　はじめに、ステップＳ１０において、負荷設定変更部２１によりロボット１０の負荷は
ワークを一つも把持していない状態に設定される。次いで、ステップＳ１１において、ハ
ンド３０の第一把持部３１が未加工ワークＷ１を把持するようロボット１０を動作させる
。次いで、ステップＳ１２において、制御装置２０の上限値変更部２２を用いて、ロボッ
ト１０の速度上限値および加速度上限値をそれぞれ第一速度上限値Ｖ１および第一加速度
上限値Ａ１に設定する。これら第一速度上限値Ｖ１および第一加速度上限値Ａ１はロボッ
ト１０が一つのワークを把持するときのために最適化された値である。これら第一速度上
限値Ｖ１、第一加速度上限値Ａ１、後述する他の速度上限値、および他の加速度上限値は
実験等により予め定められているものとする。もしくは、例えば特公平8-20893で開示さ
れている方法等を用いて、計算により求めても良い。
【００１９】
　そして、ステップＳ１３において、未加工ワークＷ１を把持したロボット１０のハンド
３０を工作機械４０の前方まで移動させる。その後、工作機械４０がワークＷ２を機械加
工した加工終了信号が受信されると、ロボット１０を工作機械４０内に進入させる。
【００２０】
　次いで、ステップＳ１５においては、ハンド３０の第二把持部３２が工作機械４０の保
持部４１に保持された加工済みワークＷ２を把持する。ステップＳ１５においては、第二
把持部３２が加工済みワークＷ２を把持しただけであり、加工済みワークＷ２は持上げら
れていない。ステップＳ１２～ステップＳ１５においては、動作制御部２３は、ロボット
１０の速度および加速度がそれぞれ第一速度上限値Ｖ１および第一加速度上限値Ａ１を越
えないようにロボット１０を動作させている。このため、ロボット１０に過大な負荷が作
用することはない。
【００２１】
　そして、ステップＳ１６においては、負荷設定変更部２１によってロボット１０の負荷
設定を切替える。具体的にはワーク一つ分の負荷設定から、ワーク二つ分の負荷設定に変
更する。次いで、ステップＳ１７においては、上限値変更部２２を用いて、ロボット１０
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の速度上限値および加速度上限値をそれぞれ第一速度上限値Ｖ１および第一加速度上限値
Ａ１から第二速度上限値Ｖ２および第二加速度上限値Ａ２に変更する。これら第二速度上
限値Ｖ２および第二加速度上限値Ａ２はロボット１０が二つのワークを把持するときのた
めに最適化された値であり、前述した第一速度上限値Ｖ１および第一加速度上限値Ａ１よ
りもそれぞれ小さい。
【００２２】
　次いで、ステップＳ１８においてはロボット１０は加工済みワークＷ２を持上げて工作
機械４０から取外す。このときには、ロボット１０のハンド３０は未加工ワークＷ１およ
び加工済みワークＷ２の両方を把持しつつ動作していることになる。そして、ステップＳ
１９においては、ロボット１０は未加工ワークＷ１を第一把持部３１から解放して工作機
械４０の保持部４１に保持させる。
【００２３】
　ステップＳ１８、Ｓ１９においては動作制御部２３はロボット１０の速度および加速度
がそれぞれ第二速度上限値Ｖ２および第二加速度上限値Ａ２を越えないようにロボット１
０を動作させている。このため、ロボット１０に過大な負荷が作用することはない。
【００２４】
　次いで、ステップＳ２０においては負荷設定変更部２１によってロボット１０の負荷設
定を切替える。具体的にはワーク二つ分の負荷設定から、ワーク一つ分の負荷設定に変更
する。次いで、ステップＳ２１においては、上限値変更部２２を用いて、ロボット１０の
速度上限値および加速度上限値をそれぞれ第二速度上限値Ｖ２および第二加速度上限値Ａ
２から第一速度上限値Ｖ１および第一加速度上限値Ａ１に戻す。
【００２５】
　その後、ステップＳ２２においては、加工済みワークＷ２のみを把持したままロボット
１０を工作機械４０から退出させる。そして、加工済みワークＷ２を所定位置に載置して
処理を終了する。なお、ステップＳ２２においては動作制御部２３はロボット１０の速度
および加速度がそれぞれ第一速度上限値Ｖ１および第一加速度上限値Ａ１を越えないよう
にロボット１０を動作させているので、前述したようにロボット１０に過大な負荷が作用
しない。
【００２６】
　このように、本発明においては、ロボット１０が一つのワークＷ１またはワークＷ２の
みを把持するときには比較的大きい第一速度上限値Ｖ１および第一加速度上限値Ｖ１が使
用されている。そして、ロボット１０が二つのワークＷ１、Ｗ２を把持するときには比較
的小さい第二速度上限値Ｖ２および第二加速度上限値Ａ２に変更されている。
【００２７】
　言い換えれば、本発明においては、ワークの数に応じて速度上限値および加速度上限値
を変更している。このため、把持されるワークの数が変化する作業、例えばワークの交換
作業を行う場合であっても、ロボットに過大な負荷が作用するのを避けることが可能であ
る。
【００２８】
　従って、前述したようにロボット１０の速度などが第二速度上限値Ｖ２などを越えない
ように制御すれば、実際にロボットに作用する負荷がロボットの仕様で規定された許容値
を超えていても、ロボット１０を使用できる。つまり、本発明においては、可搬質量が小
さいロボット１０であっても過大な負荷を作用させることなく同様な作業を行うことがで
きるのが分かるであろう。
【００２９】
　ところで、図２を参照して説明した第一の実施形態においては、未加工ワークＷ１を加
工済ワークＷ２と交換する作業について説明した。そして、第一の実施形態においては、
未加工ワークＷ１の重量と加工済ワークＷ２の重量とが互いにほぼ等しいことを前提とし
ている。このため、第一の実施形態においては、未加工ワークＷ１のみを把持するときの
速度上限値Ｖ１および加速度上限値Ａ１（ステップＳ１１）と、加工済みワークＷ２のみ
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を把持するときの速度上限値Ｖ１および加速度上限値Ａ１（ステップＳ２１）とを、互い
に等しくしている。
【００３０】
　しかしながら、例えば切削加工によりワークの重量が大幅に低下する場合がある。その
ような場合には、図２のステップＳ２１で第一速度上限値Ｖ１および第一加速度上限値Ａ
１よりもそれぞれ大きい値を採用しても、ロボット１０を移動させるときに過大な負荷が
ロボット１０に作用することなく作業を行う事ができる可能性がある。
【００３１】
　ここで、図３は本発明に基づくロボット制御装置の動作を示す第二のフローチャートで
ある。図３に示されるステップＳ１１～ステップＳ２０およびステップＳ２２は図２を参
照して説明したのと同様であるので、再度の説明を省略する。
【００３２】
　図３のステップＳ２１’においては、上限値変更部２２を用いて、ロボット１０の速度
上限値および加速度上限値をそれぞれ第二速度上限値Ｖ２および第二加速度上限値Ａ２か
ら第三速度上限値Ｖ３および第三加速度上限値Ａ３に変更している。これら第三速度上限
値Ｖ３および第三加速度上限値Ａ３はロボット１０が一つの加工済みワークのみを把持す
るときのために最適化された値であり、前述した第一速度上限値Ｖ１および第一加速度上
限値Ａ１よりもそれぞれ大きい。
【００３３】
　従って、加工済みワークＷ２の重量が未加工ワークＷ１の重量よりも大幅に小さい場合
には、加工済みワークＷ２のみを把持したロボット１０に過大な負荷が作用するのを避け
つつ、更に高速にロボット１０を動作させられる。
【００３４】
　図示しない実施形態においては、例えば或る種類のワークＷＡを第一把持部３１により
把持するロボット１０が、重量の異なる他の種類のワークＷＢを第二把持部３２によりさ
らに把持し、その後、ワークＷＡのみを解放するものとする。つまり、図示しない実施形
態においては、ロボット１０がワークＷＡのみを把持する第一の事態、ワークＷＢのみを
把持する第二の事態、およびワークＷＡ、ＷＢの両方を把持する第三の事態が存在する。
【００３５】
　そして、第一の事態～第三の事態のそれぞれに応じた速度上限値および加速度上限値を
予め定めておき、それぞれの事態に応じて負荷設定変更部２１により速度上限値および加
速度上限値を切替える。従って、把持されるワークの種類が変化する場合であっても、ロ
ボット１０に過大な負荷が作用することなしに、ロボット１０を同様に制御できることが
分かるであろう。
【００３６】
　なお、前述した実施形態においては、ロボット１０の速度および加速度のうちの両方が
速度上限値および加速度上限値を越えないようにロボット１０を動作させている。しかし
ながら、ロボット１０の速度および加速度のうちの少なくとも一方が速度上限値および加
速度上限値を越えないようにロボット１０を動作させてもよく、このような場合も本発明
の範囲に含まれる。
【００３７】
　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
のを理解できるであろう。
【符号の説明】
【００３８】
　１　　システム
　１０　　ロボット
　２０　　制御装置
　２１　　負荷設定変更部



(8) JP 6339534 B2 2018.6.6

　２２　　上限値変更部
　２３　　動作制御部
　３０　　ハンド
　３１　　第一把持部
　３２　　第二把持部
　４０　　工作機械
　４１　　保持部

【図１】 【図２】
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【図３】
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