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(57)【要約】
【課題】ワークを小スペースで反転させることができる
ワークの反転装置を提供する。
【解決手段】ワークの反転装置は、ワークを回転自在に
把持する把持部と、前記把持部に接続された回転軸を中
心に回転する回転体と、前記回転軸に対して直交する方
向に延びる伸延部材と、前記把持部および前記回転体、
または、前記伸延部材を先端に有して移動するアームと
、を備え、前記把持部により前記ワークを把持した状態
で、前記回転体と前記伸延部材とを接触させて前記伸延
部材が延びる方向に沿って相対運動させる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワークを回転自在に把持する把持部と、
　前記把持部に接続された回転軸を中心に回転する回転体と、
　前記回転軸に対して直交する方向に延びる伸延部材と、
　前記把持部および前記回転体、または、前記伸延部材を先端に有して移動するアームと
、を備え、
　前記把持部により前記ワークを把持した状態で、前記回転体と前記伸延部材とを接触さ
せて前記伸延部材が延びる方向に沿って相対運動させる、ワークの反転装置。
【請求項２】
　前記把持部は第１把持部であり、前記アームは第１アームであり、
　前記第１アームは前記第１把持部および前記回転体を先端に有し、
　前記ワークを回転自在に把持する第２把持部を先端に有して移動する第２アームをさら
に備え、
　前記第１把持部および前記第２把持部により前記ワークを把持した状態で、前記回転体
と前記伸延部材とを接触させて前記伸延部材が延びる方向に沿って相対運動させる、請求
項１に記載のワークの反転装置。
【請求項３】
　前記回転体は、円筒体の周囲に第１歯が設けられたピニオンにより構成され、
　前記伸延部材は、前記第１歯とかみ合う第２歯が設けられたラックにより構成されてい
る、請求項１または２に記載のワークの反転装置。
【請求項４】
　前記アームを備えたロボットにより構成されている、請求項１～３のいずれか一項に記
載のワークの反転装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ワークを反転させるワークの反転装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ワークの反転装置として、たとえば、特許文献１に示すワーク反転装置は、ワー
クを反転トレーに載置する。反転トレーに接続されたレバーハンドルを持ち上げると、反
転トレーが反転軸を中心として回動する。これに伴って揺動トレーが下方へと移動し、ワ
ークは反転トレーと揺動トレーとによって挟持される。さらに、反転トレーと揺動トレー
とは、一体的に、揺動トレーの端に設けられる揺動軸を支点として回動し、ワークは１８
０度回転して上下反転される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－０９１８８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載されたワーク反転装置では、反転トレーの一方端に反転軸が設けられ
、他方端にレバーハンドルが設けられている。このように、レバーハンドルが反転軸から
離れて設けられているため、レバーハンドルを反転軸に対して大きく動かす必要がある。
また、その動きは、ワークの大きさが大きくなるほど大きくなる。
【０００５】
　本発明は上記のような課題を解決するためになされたもので、ワークを小スペースで反
転させることができるワークの反転装置を提供することを目的としている。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明のある形態に係るワークの反転装置は、ワークを回
転自在に把持する把持部と、前記把持部に接続された回転軸を中心に回転する回転体と、
前記回転軸に対して直交する方向に延びる伸延部材と、前記把持部および前記回転体、ま
たは、前記伸延部材を先端に有して移動するアームと、を備え、前記把持部により前記ワ
ークを把持した状態で、前記回転体と前記伸延部材とを接触させて前記伸延部材が延びる
方向に沿って相対運動させる。これによれば、回転軸が設けられた回転体を伸延部材によ
り回動させるため、ワークの大きさに関わらずワークを反転させるための動きを小スペー
スで行うことができる。
【０００７】
　ワークの反転装置では、前記把持部は第１把持部であり、前記アームは第１アームであ
り、前記第１アームは前記第１把持部および前記回転体を先端に有し、前記ワークを回転
自在に把持する第２把持部を先端に有して移動する第２アームをさらに備え、前記第１把
持部および前記第２把持部により前記ワークを把持した状態で、前記回転体と前記伸延部
材とを接触させて前記伸延部材が延びる方向に沿って相対運動させてもよい。これによれ
ば、第１および第２把持部によりワークを把持して、第１および第２アームによりワーク
を移動する。この移動の際に、伸延部材に対して回転体を移動させることによりワークを
反転する。よって、ワークの移動および反転に対して各動力源を用いる必要がない。
【０００８】
　ワークの反転装置では、前記回転体は、前記回転体は、円筒体の周囲に第１歯が設けら
れたピニオンにより構成され、前記伸延部材は、前記第１歯とかみ合う第２歯が設けられ
たラックにより構成されていてもよい。これによれば、第１歯と第２歯とをかみ合わせる
ことにより、回転体をより確実に回転させることができ、ワークを効率的に反転すること
ができる。
【０００９】
　ワークの反転装置は、前記アームを備えたロボットにより構成されていてもよい。これ
によれば、先端を取替可能な汎用ロボットを使用することにより、先端を取り替えるだけ
で、ワークの反転作業が可能となる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明は、以上に説明した構成を有し、ワークを小スペースで反転させられるという効
果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、実施形態１に係るワークの反転装置を適用したロボットの一例の全体的
な構成を概略的に示す平面図である。
【図２】図２は、図１のロボットの制御装置の構成を概略的に示す機能ブロック図である
。
【図３】図３は、ワークがベルトコンベアにより搬送されている状態を概略的に示す斜視
図である。
【図４】図４は、ワークを把持している状態を概略的に示す斜視図である。
【図５】図５は、ワークを反転している状態を概略的に示す斜視図である。
【図６】図６は、ワークに背面板を取り付けている状態を概略的に示す斜視図である。
【図７】図７は、実施形態２に係るワークの反転装置を概略的に示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、好ましい実施形態を、図面を参照しながら説明する。なお、以下では全ての図面
を通じて同一または相当する要素には同一の参照符号を付して、その重複する説明を省略
する。また、図面は理解しやすくするために、それぞれの構成要素を模式的に示したもの
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である。さらに、基軸の軸心に平行な方向を上下方向と称する。
【００１３】
　（実施形態１）
　本実施形態１に係るワークの反転装置１０は、ワーク１１（図３）を反転することが可
能な装置である。図１に示すロボット１２および伸延部材１５により本発明に係るワーク
の反転装置１０を構成した場合について説明する。ただし、ワークの反転装置１０はロボ
ット１２により構成される場合に限定されない。なお、このロボット１２について、水平
多関節型の双腕ロボットを説明するが、水平多関節型・垂直多関節型などの他のロボット
を採用することができる。
【００１４】
　ロボット１２は、図１に示すように、台車１３と、台車１３に支持された一対のロボッ
トアーム（以下、単に「アーム」と記載する場合がある）２０、３０と、台車１３内に収
納された制御装置１４とを備えている。第１アーム（アーム）２０および第２アーム３０
のそれぞれは、水平多関節型ロボットアームである。第１アーム２０は、第１アーム部２
１、第１リスト部２２および第１ハンド部２３を備え、第２アーム３０は、第２アーム部
３１、第２リスト部３２および第２ハンド部３３を備えている。なお、第１アーム２０お
よび第２アーム３０は、第１ハンド部２３および第２ハンド部３３を除いて実質的に同じ
構造であってもよい。また、第１アーム２０および第２アーム３０は、独立して動作した
り、互いに関連して動作したりすることができる。
【００１５】
　第１アーム部２１は、本例では、第１ａリンク２１ａおよび第１ｂリンク２１ｂで構成
されている。第２アーム部３１は、本例では、第２ａリンク３１ａおよび第２ｂリンク３
１ｂで構成されている。第１ａリンク２１ａおよび第２ａリンク３１ａは、台車１３の上
面に固定された基軸１６と回転関節Ｊ１により連結され、基軸１６の軸心を通る回転軸線
Ｌ１まわりに回動可能である。第１ｂリンク２１ｂは、第１ａリンク２１ａの先端と回転
関節Ｊ２により連結され、第１ａリンク２１ａの先端に規定された回転軸線Ｌ２まわりに
回動可能である。第２ｂリンク３１ｂは、第２ａリンク３１ａの先端と回転関節Ｊ２によ
り連結され、第２ａリンク３１ａの先端に規定された回転軸線Ｌ２まわりに回動可能であ
る。
【００１６】
　第１リスト部２２は、第１ｂリンク２１ｂの先端と直動関節Ｊ３により連結され、第１
ｂリンク２１ｂに対し昇降移動可能である。第２リスト部３２は、第２ｂリンク３１ｂの
先端と直動関節Ｊ３により連結され、第２ｂリンク３１ｂに対し昇降移動可能である。
【００１７】
　第１ハンド部２３は、第１リスト部２２の下端と回転関節Ｊ４により連結され、第１リ
スト部２２の下端に規定された回転軸線Ｌ３まわりに回動可能である。第１ハンド部２３
は、第１リスト部２２に接続される第１装着部２４、第１装着部２４により脱着可能に装
着される第１基台２５、第１基台２５に対して回転自在に設けられた第１把持部（把持部
）２６、および、第１把持部２６に接続される回転体２７により構成されている。この第
１装着部２４、第１把持部２６および回転体２７は第１アーム２０の先端に設けられてい
る。なお、第１ハンド部２３の詳細については後述する。
【００１８】
　第２ハンド部３３は、第２リスト部３２の下端と回転関節Ｊ４により連結され、第２リ
スト部３２の下端に規定された回転軸線Ｌ３まわりに回動可能である。第２ハンド部３３
は、第２リスト部３２に接続される第２装着部３４、第２装着部３４により脱着可能に装
着される第２基台３５、第２基台３５に対して回転自在に設けられた第２把持部３６によ
り構成されている。この第２装着部３４および第２把持部３６は第２アーム３０の先端に
設けられている。なお、第２ハンド部３３の詳細については後述する。
【００１９】
　上記構成の第１アーム２０および第２アーム３０は、各関節Ｊ１～Ｊ４を有する。そし
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て、第１アーム２０および第２アーム３０のそれぞれには、各関節Ｊ１～Ｊ４に対応付け
られるように、駆動用のサーボモータ（図示せず）、および、そのサーボモータの回転角
を検出するエンコーダ（図示せず）等が設けられている。また、第１アーム２０の第１ａ
リンク２１ａおよび第２アーム３０の第２ａリンク３１ａの回転軸線Ｌ１は同一直線上に
あり、第１アーム２０の第１ａリンク２１ａと第２アーム３０の第２ａリンク３１ａとは
上下に高低差を設けて配置されている。
【００２０】
　制御装置１４は、図２に示すように、ＣＰＵ等の演算部１４ａと、ＲＯＭ、ＲＡＭ等の
記憶部１４ｂと、サーボ制御部１４ｃと、を備える。制御装置１４は、例えばマイクロコ
ントローラ等のコンピュータを備えたロボットコントローラである。なお、制御装置１４
は、集中制御する単独の制御装置によって構成されていてもよいし、互いに協働して分散
制御する複数の制御装置によって構成されていてもよい。
【００２１】
　記憶部１４ｂには、ロボットコントローラとしての基本プログラム、各種固定データ等
の情報が記憶されている。演算部１４ａは、記憶部１４ｂに記憶された基本プログラム等
のソフトウェアを読み出して実行することにより、ロボット１２の各種動作を制御する。
すなわち、演算部１４ａは、ロボット１２の制御指令を生成し、これをサーボ制御部１４
ｃに出力する。サーボ制御部１４ｃは、演算部１４ａにより生成された制御指令に基づい
て、第１アーム２０および第２アーム３０の各関節Ｊ１～Ｊ４に対応するサーボモータの
駆動を制御するように構成されている。
【００２２】
　次に、第１ハンド部２３および第２ハンド部３３について、図１および図３～図６を参
照して説明する。第１ハンド部２３は、第１装着部２４、第１基台２５、第１把持部２６
および回転体２７により構成されている。第２ハンド部３３は、第２装着部３４、第２基
台３５および第２把持部３６により構成されている。
【００２３】
　図１に示すように、第１装着部２４は、第１リスト部２２に対して第１基台２５を脱着
可能に装着する。第２装着部３４は、第２リスト部３２に対して第２基台３５を脱着可能
に装着する。第１装着部２４および第２装着部３４のそれぞれは、たとえば、一対の棒状
部材を有しており、その間隔は調整可能である。これにより、一対の棒状部材により第１
基台２５を挟持して、第１基台２５を第１リスト部２２に装着することができる。また、
一対の棒状部材により第２基台３５を挟持して、第２基台３５を第２リスト部３２に装着
することができる。
【００２４】
　図３～図６に示すように、第１把持部２６は、一対の第１挟持部材２８、および、一対
の第１挟持部材２８の間隔を変える第１調整部２９を有している。一対の第１挟持部材２
８は上側第１挟持部材２８ａおよび下側第１挟持部材２８ｂにより構成されており、これ
らの基端部は第１調整部２９に接続されている。上側第１挟持部材２８ａは、その基端部
から上方に延びる第１側面上部、および、第１側面上部から曲がり水平方向に延びる第１
上面部を有している。下側第１挟持部材２８ｂは、その基端部から下方に延びる第１側面
下部、および、第１側面下部から曲がり水平方向に延びる第１下面部を有している。
【００２５】
　第１把持部２６は、第１回転軸２６ａを介して回転自在に第１基台２５に取り付けられ
ている。第１回転軸２６ａは、第１リスト部２２の回転軸線Ｌ３（図１）に対して直交し
、第１上面部および第１下面部に対して平行で、水平方向に延びる。この第１回転軸２６
ａにより第１把持部２６はその上下方向が反転可能になる。
【００２６】
　回転体２７は、たとえば、円柱形状または円盤形状であって、第１回転軸２６ａにより
第１把持部２６に接続されている。回転体２７の円の中心が、第１回転軸２６ａに直交す
る方向における第１把持部２６の中心に一致するように、第１回転軸２６ａの一方端に第
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１把持部２６が接続され、他方端に回転体２７が接続されている。回転体２７は、その周
面に複数の第１歯２７ａが連続して設けられたピニオンであり、第１歯２７ａは伸延部材
１５の第２歯１５ａとかみ合う。ただし、第１把持部２６における第１回転軸２６ａの接
続位置は、第１回転軸２６ａに直交する方向において第１把持部２６の中心に限定されな
い。
【００２７】
　伸延部材１５は、ロボット１２の側方に設けられており、たとえば、直線状に延びる板
状体である。伸延部材１５は、たとえば、板状体の上面に複数の第２歯１５ａが連続して
設けられたラックである。複数の第２歯１５ａは、伸延部材１５が延びる方向に並び、伸
延部材１５が延びる方向に対して直交する方向に延びる。伸延部材１５の上面、この実施
の形態では、複数の第２歯１５ａの上端は、たとえば、水平方向に面一に並ぶ。
【００２８】
　第２把持部３６は、一対の第２挟持部材３７、および、一対の第２挟持部材３７の間隔
を変える第２調整部３８を有している。一対の第２挟持部材３７は上側第２挟持部材３７
ａおよび下側第２挟持部材３７ｂにより構成されており、これらの基端部は第２調整部３
８に接続されている。上側第２挟持部材３７ａは、その基端部から上方に延びる第２側面
上部、および、第２側面上部から曲がり水平方向に延びる第２上面部を有している。下側
第２挟持部材３７ｂは、その基端部から下方に延びる第２側面下部、および、第２側面下
部から曲がり水平方向に延びる第２下面部を有している。
【００２９】
　第２把持部３６は、第２回転軸３６ａを介して回転自在に第２基台３５に取り付けられ
ている。第２回転軸３６ａは、リスト部の回転軸線Ｌ３（図１）に対して直交し、第２上
面部および第２下面部に対して平行で、水平方向に延び、第１回転軸２６ａに平行である
。この第２回転軸３６ａにより第２把持部３６はその上下方向が反転可能になる。
【００３０】
　次に、上記構成のロボット１２によるワーク１１を反転する方法について、図３～図６
を参照して説明する。この方法は制御装置１４により制御されている。なお、ここでは、
ワーク１１に、基板１１ａが表面に取り付けられたケース１１ｂを用いた場合について説
明するが、ワーク１１はこれに限定されない。また、ワーク１１をベルトコンベア４０と
作業ロボット４１との間を移動し、作業ロボット４１の前でワーク１１を反転する場合に
ついて説明するが、ワーク１１の移動および反転はこの場合に限定されない。
【００３１】
　図３に示すように、ロボット１２の前にはベルトコンベア４０が配置されている。ベル
トコンベア４０は、たとえば、ケース１１ｂの表面に基板１１ａが取り付けられたワーク
１１を、その表面を上にして搬送する。ベルトコンベア４０において、ロボット１２の前
に昇降部４０ａが設けられている。昇降部４０ａは、その上にワーク１１が到達すると、
上昇してワーク１１をベルトコンベア４０の搬送面から持ち上げる。また、昇降部４０ａ
は、その上にワーク１１が載せられると、下降してワーク１１をベルトコンベア４０の搬
送面に戻す。
【００３２】
　ロボット１２の後には作業ロボット４１が配置されている。この作業ロボット４１は、
たとえば、水平多関節型の双腕ロボット、水平多関節型・垂直多関節型などのロボットで
ある。作業ロボット４１は、一対のロボットアーム４１ａ、４１ｂを備えており、一方の
ロボットアーム４１ａにより背面板４２を供給し、他方のロボットアーム４１ｂによりボ
ルト４３を供給する。
【００３３】
　まず、ワーク１１がベルトコンベア４０によりロボット１２の前に運ばれてくると、ワ
ーク１１は昇降部４０ａにより上昇する。図４に示すように、第１把持部２６をワーク１
１の左側面に当て、第２把持部３６をワーク１１の右側面に当てて、ワーク１１を左右方
向から第１把持部２６および第２把持部３６により挟む。
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【００３４】
　この際、上側第１挟持部材２８ａおよび下側第１挟持部材２８ｂの間隔を第１調整部２
９により狭めると共に、上側第２挟持部材３７ａおよび下側第２挟持部材３７ｂの間隔を
第２調整部３８により狭める。これにより、ワーク１１は上下方向に一対の第１挟持部材
２８および一対の第２挟持部材３７のそれぞれにより挟まれる。これにより、第１回転軸
２６ａは、第１回転軸２６ａに直交する方向におけるワーク１１の中心に位置する。
【００３５】
　このようにして、ワーク１１が第１把持部２６および第２把持部３６により把持されて
、ワーク１１は第１把持部２６と第２把持部３６との間に架け渡される。この第１把持部
２６と第２把持部３６との間隔を変えずに、第１アーム２０および第２アーム３０を回転
軸線Ｌ１（図１）まわりに回動する。これにより、ロボット１２はワーク１１を保持した
状態で、後方を向いて作業ロボット４１と対向する。ワーク１１は、ベルトコンベア４０
から作業ロボット４１の前に移動する。
【００３６】
　ここで、回転体２７が伸延部材１５の前方に位置する。図５に示すように、この回転体
２７の第１回転軸２６ａの方向と伸延部材１５が延びる方向とが直交する。この状態で、
第１アーム２０は、回転体２７を伸延部材１５の上に載せ、ベルトコンベア４０側から作
業ロボット４１側に向かって伸延部材１５が延びる方向に沿って第１ハンド部２３を移動
する。これにより、回転体２７は、伸延部材１５が延びる方向に回転運動し、第１歯２７
ａが伸延部材１５の第２歯１５ａにかみ合いながら回転する。このため、回転体２７の回
転に合わせて第１把持部２６が回転し、第１把持部２６により把持されたワーク１１も回
転する。
【００３７】
　この際、第１ハンド部２３の移動に合わせて、第２アーム３０は第２ハンド部３３を移
動する。これにより、第１把持部２６と第２把持部３６との間に架け渡されたワーク１１
によって第１把持部２６の回転が第２把持部３６に伝達されて、第２把持部３６も回転す
る。そして、ワーク１１は、作業ロボット４１に近づきながら、反転する。
【００３８】
　図６に示すように、ワーク１１の背面が上方を向き、作業ロボット４１の前に配置され
る。作業ロボット４１は、一方のロボットアーム４１ａにより背面板４２を把持し、背面
板４２の孔をワーク１１の孔に合わせながら背面板４２をワーク１１の背面に配置する。
そして、他方のロボットアーム４１ｂによりボルト４３を把持し、背面板４２およびワー
ク１１の各孔に通し、ボルト締めする。このボルト締めを各孔に対して行い、背面板４２
をワーク１１に取り付ける。
【００３９】
　背面板４２がワーク１１に固定されると、図５の場合と反対に、回転体２７が伸延部材
１５の後方に位置する。第１アーム２０は、回転体２７を伸延部材１５の上に載せ、作業
ロボット４１側からベルトコンベア４０側に向かって伸延部材１５が延びる方向に沿って
第１ハンド部２３を移動する。これにより、回転体２７は、伸延部材１５が延びる方向に
直線運動し、第１歯２７ａが伸延部材１５の第２歯１５ａにかみ合いながら回転し、ワー
ク１１が反転する。
【００４０】
　そして、ワーク１１をその背面を下にして昇降部４０ａに載せ、第１把持部２６と第２
把持部３６との間隔、一対の第１挟持部材２８の間隔および一対の第２挟持部材３７の間
隔を広げてワーク１１の把持を解除する。これにより、昇降部４０ａが下がり、ワーク１
１がベルトコンベア４０に載って搬送される。
【００４１】
　この実施形態によれば、第１把持部２６によりワーク１１を把持した状態で、回転体２
７と伸延部材１５とを接触させて伸延部材１５が延びる方向に沿って相対運動させている
。このように、回転体２７を回転させることにより、ワーク１１の大きさに関わらず小ス
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ペースでワーク１１を反転させる動きを行うことができる。
【００４２】
　さらに、第１回転軸２６ａは、その直交する方向において回転体２７の円の中心、第１
把持部２６の中心、ワーク１１の中心に位置する。これにより、回転体２７、第１把持部
２６およびワーク１１はその中心に回転するため、これらの回転スペースをコンパクトに
抑えられる。
【００４３】
　また、第１把持部２６および第２把持部３６によりワーク１１を把持した状態で、第１
アーム２０は回転体２７を伸延部材１５上に配置して伸延部材１５が延びる方向に沿って
移動させる。これにより、第１アーム２０および第２アーム３０は第１把持部２６および
第２把持部３６によりワーク１１を移動すると共に、回転体２７を伸延部材１５上で移動
させて回転させることによりワーク１１を反転する。このように、第１アーム２０および
第２アーム３０の各動力源によりワーク１１の移動および反転が可能になる。
【００４４】
　また、回転体２７は円筒体の周囲に第１歯２７ａが設けられたピニオンにより構成され
、伸延部材１５は第１歯２７ａとかみ合う第２歯１５ａが設けられたラックにより構成さ
れている。この第１歯２７ａと第２歯１５ａがかみ合うことにより、回転体２７が確実に
回転し、ワーク１１を効率良く反転させることができる。
【００４５】
　さらに、第１アーム２０および第２アーム３０を備えたロボット１２、ならびに、伸延
部材１５により構成されている。これにより、このワークの反転装置１０では、第１把持
部２６および回転体２７が第１装着部２４を介して第１リスト部２２に脱着可能に装着さ
れ、第２把持部３６が第２装着部３４を介して第２リスト部３２に脱着可能に装着されて
いる。このような、第１把持部２６、回転体２７および第２把持部３６の先端を取替可能
な汎用のロボット１２を使用することにより、先端を取り替えるだけで、ワーク１１の反
転作業が可能となる。
【００４６】
　（実施形態２）
　実施形態１に係るワークの反転装置１０では、第１アーム２０に第１把持部２６および
回転体２７が備えられていた。これに対し、本実施形態２に係るワークの反転装置１０は
、図７に示すように、第１アーム２０に伸延部材１１５が備えられている。
【００４７】
　第１ハンド部２３は、第１装着部２４、および、第１リスト部２２に対して第１装着部
２４により脱着可能に装着される伸延部材１１５を備えている。この第１装着部２４およ
び伸延部材１１５は第１アーム２０の先端に設けられている。
【００４８】
　伸延部材１１５は、たとえば、直線状に延びる板状体である。伸延部材１１５は、たと
えば、板状体の下面に複数の第２歯１１５ａが連続して設けられたラックである。複数の
第２歯１１５ａは、伸延部材１１５が延びる方向に並び、伸延部材１１５の下面、この実
施の形態では、複数の第２歯１１５ａの下端は、たとえば、水平方向に面一に並ぶ。
【００４９】
　第１把持部１２６および回転体１２７は、たとえば、作業台などに設けられている。回
転体１２７は、たとえば、円柱形状または円盤形状である。たとえば、回転体１２７は、
その周面に複数の第１歯１２７ａが連続して設けられたピニオンであり、第１歯１２７ａ
は伸延部材１１５の第２歯１１５ａとかみ合う。回転体１２７はその円の中心に第１回転
軸１２６ａが貫通しており、第１回転軸１２６ａは作業台上の台座１２６ｂにより回転可
能で水平に支持されている。
【００５０】
　第１把持部１２６は、第１回転軸１２６ａにより回転体１２７に接続されている。たと
えば、第１回転軸１２６ａに直交する方向において回転体１２７の円の中心と第１把持部
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１２６の中心とが第１回転軸１２６ａにより接続されている。ただし、第１把持部１２６
における第１回転軸１２６ａの接続位置はこれに限定されない。
【００５１】
　第１把持部１２６は、たとえば、一対の第１挟持部材１２８を有しており、一対の第１
挟持部材１２８はアクチュエータ（図示せず）によりその間隔が調整される。一対の第１
挟持部材１２８の間にワーク１１を挟持して把持する。第１把持部１２６は、第１回転軸
１２６ａを介して回転自在に台座１２６ｂに取り付けられており、第１回転軸１２６ａに
よりその上下方向が反転可能になる。
【００５２】
　第２ハンド部３３は、第２装着部３４、および、第２リスト部３２に対して第２装着部
３４により脱着可能に装着される加工部１３９により構成されている。この第２装着部３
４および加工部１３９は第２アーム３０の先端に設けられている。加工部１３９は、たと
えば、背面部材を供給したり、ボルト４３を供給し締め付けたり、反転されたワーク１１
に対して加工を行う。
【００５３】
　この第１把持部１２６によりワーク１１をその表面を上にして把持した状態で、回転体
１２７と伸延部材１１５とを接触させて伸延部材１１５が延びる方向に沿って相対運動さ
せることにより、ワーク１１を反転させる。具体的には、第１回転軸１２６ａの方向と伸
延部材１１５が延びる方向とが直交するように、第１アーム２０は伸延部材１１５を回転
体１２７の上に載せる。そして、伸延部材１１５が延びる方向に沿って第１ハンド部２３
を移動すると、回転体１２７は、その第１歯１２７ａが伸延部材１１５の第２歯１１５ａ
にかみ合いながら、伸延部材１１５が移動する方向に回転する。この回転体１２７の回転
に合わせて第１把持部１２６が回転し、第１把持部１２６により把持されたワーク１１も
回転する。
【００５４】
　これにより、ワーク１１が反転し、その背面が上方を向く。第２アーム３０は、第２ハ
ンド部３３を移動し、加工部１３９によりワーク１１の背面にボルト４３を供給してボル
ト締めしたり、背面板を供給したりして、加工する。
【００５５】
　ワーク１１の背面における加工が終了すると、第１アーム２０は伸延部材１１５を回転
体１２７の上に載せ、伸延部材１１５が延びる方向に沿って第１ハンド部２３を移動する
。これにより、回転体１２７は、伸延部材１１５に対し相対運動し、第１歯１２７ａが伸
延部材１１５の第２歯１１５ａにかみ合いながら回転し、ワーク１１が反転する。
【００５６】
　この実施の形態によれば、第１把持部１２６によりワーク１１を把持した状態で、第１
アーム２０は伸延部材１１５を回転体１２７に接触させて伸延部材１１５が延びる方向に
沿って移動させる。これにより、第１回転軸１２６ａが接続される回転体１２７を回転す
ることにより、ワーク１１のサイズに関わらず小さいスペースでワーク１１を反転させる
動きを行うことができる。
【００５７】
　また、伸延部材１１５を回転体１２７に対して直線運動させることにより、動きがシン
プルで制御が容易である。さらに、回転体１２７にピニオンが用いられ、伸延部材１１５
にラックが用いられているため、ワーク１１をより確実にまた効率良く反転させることが
できる。また、ワークの反転装置１０は、第１アーム２０を備えたロボット１２、ならび
に、第１把持部２６および回転体２７により構成されているため、取替可能な汎用のロボ
ット１２を使用してワーク１１の反転作業をさせることができる。
【００５８】
　（その他の実施形態）
　なお、実施形態１では、回転体２７を伸延部材１５に接触させて移動させる際、ワーク
１１を第１把持部２６および第２把持部３６により把持した。これに対して、回転体２７
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を伸延部材１５に接触させて移動させる際、ワーク１１を第１把持部２６により把持して
もよい。この場合、第２把持部３６に代えて、第２ハンド部３３は、ボルト４３を供給し
て締め付けるなどの特定の加工を行う加工部により構成されていてもよい。
【００５９】
　さらに、上記全実施形態では、回転体２７、１２７にピニオンを用い、伸延部材１５、
１１５にラックを用いた。ただし、回転体２７、１２７が伸延部材１５、１１５に対して
回転する物であれば、回転体２７、１２７および伸延部材１５、１１５はこれらに限定さ
れない。たとえば、回転体２７、１２７に第１歯２７ａ、１２７ａが設けられていない円
柱または円盤が用いられ、伸延部材１５、１１５に第２歯１５ａ、１１５ａが設けられて
いない平板が用いられてもよい。伸延部材１５、１１５に接する回転体２７、１２７の周
面、および、回転体２７、１２７と接する伸延部材１５、１１５の平面には、これらの間
の摩擦係数が大きい材料で形成される。これにより、回転体２７、１２７と伸延部材１５
、１１５との間に高摩擦が生じ、伸延部材１５、１１５に対して回転体２７、１２７が回
転する。
【００６０】
　また、上記全実施形態では、伸延部材１５、１１５は直線状に延びる板状体で形成され
、伸延部材１５の上面および伸延部材１１５の下面は、水平方向に面一で、平らに設けら
れた。ただし、伸延部材１５、１１５は、一定の方向に延びていれば、その形状はこれに
限定されない。たとえば、伸延部材１５の上面および伸延部材１１５の下面は窪んでいた
り突出していたりしてもよい。または、伸延部材１５の上面および伸延部材１１５の下面
は曲面で形成されていてもよい。
【００６１】
　さらに、上記実施形態では、第１ハンド部２３が第１装着部２４を介して第１リスト部
２２に連結されていたが、第１ハンド部２３が第１リスト部２２に直接に連結されていて
もよい。また、第２ハンド部３３が第２装着部３４を介して第２リスト部３２に連結され
たが、第２ハンド部３３が第２リスト部３２に直接に連結されていてもよい。
【００６２】
　上記説明から、当業者にとっては、本発明の多くの改良や他の実施形態が明らかである
。従って、上記説明は、例示としてのみ解釈されるべきであり、本発明を実行する最良の
態様を当業者に教示する目的で提供されたものである。本発明の精神を逸脱することなく
、その構造および／または機能の詳細を実質的に変更できる。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
　本発明は、ワークを小スペースで反転させることができるワークの反転装置等として有
用である。
【符号の説明】
【００６４】
１０　　：反転装置
１１　　：ワーク
１２　　：ロボット
１５　　：伸延部材
１５ａ　：第２歯
２０　　：第１アーム（アーム）
２６　　：第１把持部（把持部）
２６ａ　：第１回転軸（回転軸）
２７　　：回転体
２７ａ　：第１歯
３０　　：第２アーム
３３　　：第２ハンド部
３６　　：第２把持部
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１１５　　：伸延部材
１１５ａ　：第２歯
１２６　　：第１把持部（把持部）
１２６ａ　：第１回転軸（回転軸）
１２７　　：回転体
１２７ａ　：第１歯

【図１】

【図２】

【図３】
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