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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検出表面を備えたセンサ搭載部品と、
　前記センサ搭載部品に搭載され、当該センサ搭載部品の前記検出表面に物体が接触した
ことを検出するための感圧シートを備えた触覚センサと、
　前記センサ搭載部品に搭載されている補助センサとを有し、
　前記検出表面は、前記触覚センサの前記感圧シートの表面と、この感圧シートの一部を
厚さ方向に貫通した状態に切り取ることにより形成したシート除去部と、このシート除去
部から露出している前記補助センサのセンサ感受面とによって規定されていることを特徴
とする複合型センサ。
【請求項２】
　請求項１に記載の複合型センサにおいて、
　前記触覚センサの前記感圧シートは、
　可撓性の導電性素材からなる表面フィルムと、
　可撓性の導電性素材からなる裏面フィルムと、
　前記表面フィルムおよび前記裏面フィルムの間に電気的に導通した状態で挟まれ、厚さ
方向に作用する荷重の大きさに応じて導電特性が変化する可撓性の感圧導電性素材からな
る中間フィルムと、
　前記表面フィルムの面方向の両端に形成した第１電極端子および第２電極端子と、
　前記裏面フィルムの面方向の両端に形成した第３電極端子および第４電極端子を備えて
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おり、
　前記中間フィルムを挟み前記表面フィルムおよび前記裏面フィルムの間を所定の電位差
に保持した状態において前記第１ないし第４電極端子から得られる端子電圧に基づき、前
記検出表面に加わる荷重の大きさ、および、当該荷重の重心位置の少なくとも一方を検出
可能であることを特徴とする複合型センサ。
【請求項３】
　請求項２に記載の複合型センサにおいて、
　前記補助センサは、前記センサ搭載部品の前記検出表面に物体が接近したことを検出す
る近接覚センサであることを特徴とする複合型センサ。
【請求項４】
　請求項３に記載の複合型センサにおいて、
　前記シート除去部は前記感圧シートに形成した貫通穴であることを特徴とする複合型セ
ンサ。
【請求項５】
　請求項３に記載の複合型センサにおいて、
　前記感圧シートにおける前記シート除去部とは異なる位置に形成した第２シート除去部
を備えており、
　当該第２シート除去部には、前記補助センサのセンサ感受面以外の部位が露出している
ことを特徴とする複合型センサ。
【請求項６】
　請求項３に記載の複合型センサにおいて、
　前記補助センサとして、同一種類あるいは異なる種類の複数台の補助センサを有してお
り、
　前記感圧シートには前記シート除去部が複数個所に形成されており、
　各シート除去部からは、１台あるいは複数台の前記補助センサのセンサ感受面が露出し
ていることを特徴とする複合型センサ。
【請求項７】
　物体把持面を備えた指機構を有するロボットハンドにおいて、
　請求項１ないし６のうちのいずれかの項に記載の複合型センサを有しており、
　前記複合型センサの前記検出表面によって前記物体把持面の少なくとも一部が規定され
ていることを特徴とするロボットハンド。
【請求項８】
　請求項７に記載のロボットハンドにおいて、
　前記指機構は、指根元部と、この指根部の先端に関節部を介して連結されている指先部
とを備えており、
　少なくとも、前記指先部の指先表面部分が前記物体把持面であり、
　当該指先表面部分は、前記複合型センサの前記検出表面によって規定されていることを
特徴とするロボットハンド。
【請求項９】
　物体検出面を備えたアームを有するロボットにおいて、
　請求項１ないし６のうちのいずれかの項に記載の複合型センサを有しており、
　前記複合型センサの前記検出表面によって前記アームの前記物体検出面の少なくとも一
部が規定されていることを特徴とするロボットハンド。
【請求項１０】
　請求項２に記載の複合型センサにおいて、
　前記補助センサは、前記検出表面に近接した物体あるいは接触した物体の光学特性、温
度特性などの物性を検出するセンサであることを特徴とする複合型センサ。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の複合型センサにおいて、
　前記シート除去部は前記感圧シートに形成した貫通穴であることを特徴とする複合型セ
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ンサ。
【請求項１２】
　請求項１０に記載の複合型センサにおいて、
　前記感圧シートにおける前記シート除去部とは異なる位置に形成した第２シート除去部
を備えており、
　当該第２シート除去部には、前記補助センサのセンサ感受面以外の部位が露出している
ことを特徴とする複合型センサ。
【請求項１３】
　請求項１０に記載の複合型センサにおいて、
　前記補助センサとして、同一種類あるいは異なる種類の複数台の補助センサを有してお
り、
　前記感圧シートには前記シート除去部が複数個所に形成されており、
　各シート除去部からは、１台あるいは複数台の前記補助センサのセンサ感受面が露出し
ていることを特徴とする複合型センサ。
【請求項１４】
　物体把持面を備えた指機構を有するロボットハンドにおいて、
　請求項１０ないし１３のうちのいずれかの項に記載の複合型センサを有しており、
　前記複合型センサの前記検出表面によって前記物体把持面の少なくとも一部が規定され
ていることを特徴とするロボットハンド。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のロボットハンドにおいて、
　前記指機構は、指根元部と、この指根部の先端に関節部を介して連結されている指先部
とを備えており、
　少なくとも、前記指先部の指先表面部分が前記物体把持面であり、
　当該指先表面部分は、前記複合型センサの前記検出表面によって規定されていることを
特徴とするロボットハンド。
【請求項１６】
　物体検出面を備えたアームを有するロボットにおいて、
　請求項１０ないし１３のうちのいずれかの項に記載の複合型センサを有しており、
　前記複合型センサの前記検出表面によって前記アームの前記物体検出面の少なくとも一
部が規定されていることを特徴とするロボット。
【請求項１７】
　請求項１に記載の複合型センサにおいて、
　前記補助センサは、前記センサ搭載部品の前記検出表面に物体が接近したことを検出す
る近接覚センサであることを特徴とする複合型センサ。
【請求項１８】
　請求項１に記載の複合型センサにおいて、
　前記補助センサは、前記検出表面に近接した物体あるいは接触した物体の光学特性、温
度特性などの物性を検出するセンサであることを特徴とする複合型センサ。
【請求項１９】
　請求項１に記載の複合型センサにおいて、
　前記シート除去部は前記感圧シートに形成した貫通穴であることを特徴とする複合型セ
ンサ。
【請求項２０】
　請求項１に記載の複合型センサにおいて、
　前記感圧シートにおける前記シート除去部とは異なる位置に形成した第２シート除去部
を備えており、
　当該第２シート除去部には、前記補助センサのセンサ感受面以外の部位が露出している
ことを特徴とする複合型センサ。
【請求項２１】
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　請求項１に記載の複合型センサにおいて、
　前記補助センサとして、同一種類あるいは異なる種類の複数台の補助センサを有してお
り、
　前記感圧シートには前記シート除去部が複数個所に形成されており、
　各シート除去部からは、１台あるいは複数台の前記補助センサのセンサ感受面が露出し
ていることを特徴とする複合型センサ。
【請求項２２】
　物体把持面を備えた指機構を有するロボットハンドにおいて、
　請求項１７ないし２１のうちのいずれかの項に記載の複合型センサを有しており、
　前記複合型センサの前記検出表面によって前記物体把持面の少なくとも一部が規定され
ていることを特徴とするロボットハンド。
【請求項２３】
　請求項２２に記載のロボットハンドにおいて、
　前記指機構は、指根元部と、この指根部の先端に関節部を介して連結されている指先部
とを備えており、
　少なくとも、前記指先部の指先表面部分が前記物体把持面であり、
　当該指先表面部分は、前記複合型センサの前記検出表面によって規定されていることを
特徴とするロボットハンド。
【請求項２４】
　物体検出面を備えたアームを有するロボットにおいて、
　請求項１７ないし２１のうちのいずれかの項に記載の複合型センサを有しており、
　前記複合型センサの前記検出表面によって前記アームの前記物体検出面の少なくとも一
部が規定されていることを特徴とするロボット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、触覚センサを含む複数のセンサを備えた複合型センサに関し、特に、物体の
把持動作などを行なうロボットハンドの指先面に取り付けるのに適した複合型センサに関
する。また、本発明は複合型センサを備えたロボットハンドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　物体を把持するロボットハンドでは、把持対象の物体位置を確認するための視覚機能と
、把持対象の物体を把持したことを確認するための触覚機能が必要である。視覚と触覚は
相補的な感覚であり、視覚は大域的状況を推定し、触覚は局所的状況を確認する。ロボッ
トハンドに視覚機能および触覚機能を付与するための複合型センサは次の特許文献に開示
されている。
【０００３】
　特許文献１（特開昭６０－６２４９６号公報）には、接触覚、圧覚、近接覚を複合化し
た触覚センサが開示されている。ここに開示の触覚センサは、光透過性の可撓性板状部と
、可撓性板状部の一面に設けられ前面からの光にのみ感応する受光部と、受光部の背面か
ら可撓性板状部を照射する発光部とを有しており、発光部から射出されて測定対象物体で
反射した反射光を受光部で受光し、受光部で受光した光の強さにより測定対象物体が板状
部に接近したこと、測定対象物体が板状部に接触したこと、その時の圧力を検出できるよ
うになっている。
【０００４】
　特許文献２（特開昭６３－２３８５０２号公報）には、ロボットのマニピュレータの表
面に取り付けることにより、マニピュレータが障害物など他の物体に接近、例えば、ほぼ
２０ｃｍ以内に接近したこと、および、マニピュレータが物体に接触したことを検出可能
な近接覚・触覚センサが開示されている。ここに開示の近接覚・触覚センサは、シート状
の感圧導電ゴムの両面に電極を取り付け、感圧導電ゴムの対地静電容量を測定することに
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より、物体の接近を検出し、感圧導電ゴムの電気抵抗を測定することにより物体の接触を
検出するようになっている。
【０００５】
　一方、触覚センサとしては、本願の発明者の一人によって、検出面に作用する荷重の大
きさ、および、検出面に作用する荷重の中心位置（重心位置）を検出可能なものが提案さ
れている。すなわち、特許文献３（特公昭６０－３５６０２号公報）においては、検出面
に作用する荷重の大きさ、および荷重の二次元上の重心位置を検出するための面圧力デー
タの検出方法を提案している。特許文献４（特公平０６－５８２３９号公報）においては
、シート状の触覚センサを用いてすべり覚を検出可能なすべり覚センサを提案している。
また、特許文献５（ＷＯ２００７／０６９４１２）においては、可撓性シートからなる二
次元分布荷重中心位置検出センサを提案している。
【特許文献１】特開昭６０－６２４９６号公報
【特許文献２】特開昭６３－２３８５０２号公報
【特許文献３】特公昭６０－３５６０２号公報
【特許文献４】特公平０６－５８２３９号公報
【特許文献５】国際公開２００７／０６９４１２号のパンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ロボットハンドなどに視覚機能および触覚機能を与えるための複合型センサとして特許
文献１に開示のセンサを用いる場合には光透過性の可撓性部材を用いる必要があり、特許
文献２に開示のセンサを用いる場合には感圧導電ゴムの静電容量を測定する必要がある。
【０００７】
　本発明の課題は、従来の複合型センサに比べて簡単な構成により、物体の接近および接
触を検出可能な複合型センサを提案することにある。
【０００８】
　また、本発明の課題は、従来の複合型センサに比べて簡単な構成により、物体の物性お
よび物体の接触を検出可能な複合型センサを提案することにある。
【０００９】
　さらに、本発明の課題は、本願の発明者の一人が提案している検出面に作用する荷重の
大きさ、および検出面に作用する荷重の重心位置を検出可能なシート状の触覚センサを利
用して、簡単な構成により物体の接近および接触位置を検出可能な複合型センサを提案す
ることにある。
【００１０】
　一方、本発明の課題は、新規な複合型センサを備えたロボットハンドを提案することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の課題を解決するために、本発明の複合型センサは、
　検出表面を備えたセンサ搭載部品と、
　前記センサ搭載部品に搭載され、当該センサ搭載部品の前記検出表面に物体が接触した
ことを検出するための感圧シートを備えた触覚センサと、
　前記センサ搭載部品に搭載されている補助センサとを有し、
　前記検出表面は、前記触覚センサの前記感圧シートの表面と、この感圧シートの一部を
厚さ方向に貫通した状態に切り取ることにより形成したシート除去部と、このシート除去
部から露出している前記補助センサのセンサ感受面とによって規定されていることを特徴
としている。
【００１２】
　本発明の複合型センサでは、検出表面が、触覚センサの感圧シートの表面と、この感圧
シートに形成したシート除去部から露出している補助センサのセンサ感受面とによって規
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定されている。補助センサによって、物体が検出表面に接近したこと、接近した物体の物
性などを検出でき、触覚センサによって物体が検出表面に接触したことを検出できる。
【００１３】
　ここで、本発明の複合型センサに用いる前記触覚センサの前記感圧シートは、
　可撓性の導電性素材からなる表面フィルムと、
　可撓性の導電性素材からなる裏面フィルムと、
　前記表面フィルムおよび前記裏面フィルムの間に電気的に導通した状態で挟まれ、厚さ
方向に作用する荷重の大きさに応じて導電特性が変化する可撓性の感圧導電性素材からな
る中間フィルムと、
　前記表面フィルムの面方向の両端に形成した第１電極端子および第２電極端子と、
　前記裏面フィルムの面方向の両端に形成した第３電極端子および第４電極端子を備えて
おり、
　前記中間フィルムを挟み前記表面フィルムおよび前記裏面フィルムの間を所定の電位差
に保持した状態において前記第１ないし第４電極端子から得られる端子電圧に基づき、前
記検出表面に加わる荷重の大きさ、および、当該荷重の重心位置の少なくとも一方を検出
可能であることを特徴としている。
【００１４】
　感圧シートに形成したシート除去部に起因する触覚センサの検出精度の低下は軽微であ
ることが確認された。したがって、感圧シートに貫通穴などのシート除去部を形成すると
いう簡単な構成によって、複合型センサを構築できると共に、触覚センサによって精度良
く、検出表面に作用する物体の荷重の大きさ、および、その重心位置を精度良く検出でき
る。
【００１５】
　本発明の複合型センサにおいて、前記補助センサは、前記センサ搭載部品の前記検出表
面に物体が接近したことを検出する近接覚センサであることを特徴としている。近接覚セ
ンサとしては光学式センサ、超音波センサなどを用いることができる。
【００１６】
　この代わりに、前記補助センサを、前記検出表面に近接した物体あるいは接触した物体
の光学特性、温度特性などの物理特性を検出するセンサとすることもできる。なお、補助
センサにも、触覚センサを用いることも可能である。
【００１７】
　本発明の複合型センサにおいて、前記シート除去部は前記感圧シートに形成した貫通穴
とすることができる。貫通穴の形状は一般には円形とすればよいが、三角形、正方形など
の多角形、その他の任意の形状とすることができる。
【００１８】
　ここで、感圧シートに、前記感圧シートにおける前記シート除去部とは異なる位置に形
成した第２シート除去部を形成し、当該第２シート除去部から、前記補助センサのセンサ
感受面以外の部位を露出させるようにしてもよい。例えば、感圧シートによって覆われて
いるセンサ搭載部品の表面部分を露出させ、この表面部分にネジなどの締結部品を取り付
けておくことができる。このようにすれば、例えば、感圧シートを取り外すことなく、締
結部品にアクセスして締結部品の取り付け、取り外しなどを行なうことができる。
【００１９】
　次に、本発明の複合型センサでは、前記補助センサとして、同一種類あるいは異なる種
類の複数台の補助センサを有し、前記感圧シートには前記シート除去部が複数個所に形成
され、各シート除去部からは、１台あるいは複数台の前記補助センサのセンサ感受面が露
出している構成とすることもできる。
【００２０】
　例えば、補助センサとして光学式の近接覚センサのそれぞれのセンサ感受面を各シート
除去部から露出させるように配置しておけば、検出表面における各部位において物体の近
接を検出することができる。また、一部のシート除去部からは光学式の近接覚センサのセ
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ンサ感受面を露出させ、残りのシート除去部からは、例えば温度センサのセンサ感受面を
露出させるようにすれば、物体の接近および接近した物体の温度を検出できる。
【００２１】
　次に、本発明は、物体把持面を備えた指機構を有するロボットハンドにおいて、
　上記構成の複合型センサを有しており、
　前記複合型センサの前記検出表面によって前記物体把持面の少なくとも一部が規定され
ていることを特徴としている。
【００２２】
　本発明のロボットハンドでは、その物体把持面の検出表面によって、把持対象の物体の
接近度合い、および接触が検出される。したがって、把持対象の物体を衝撃を伴うことな
く把持することが可能であり、柔軟な物体、卵などのような毀損しやすい物体を、変形さ
せることなく、また、毀損することなく把持可能なロボットハンドを実現できる。
【００２３】
　ここで、ロボットハンドの前記指機構は、指根元部と、この指根元部の先端に関節部を
介して連結されている指先部とを備えた構成の場合には、少なくとも、前記指先部の指先
表面部分を前記物体把持面とし、当該指先表面部分を上記の複合型センサの検出表面とす
ることが望ましい。
【００２４】
　次に、本発明は、物体検出面を備えたアームを有するロボットにおいて、
　上記構成の複合型センサを有しており、
　前記複合型センサの前記検出表面によって前記アームの前記物体検出面の少なくとも一
部が規定されていることを特徴としている。
【００２５】
　本発明のロボットでは、その物体検出面の検出表面によって、アームへの物体の接近、
接触が検出される。したがって、ロボットのアームを、周囲に配置されている物体に衝突
させることなく移動させる動作等を行なうことができる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明の複合型センサは、触覚センサの感圧シートの一部に貫通穴などのシート除去部
を形成し、このシート除去部から、近接覚センサなどの補助センサのセンサ感受面を露出
させた構成を採用している。したがって、簡単な構成により物体の接近、接近する物体の
属性、物体の接触を検出可能な複合型センサを実現できる。
【００２７】
　特に、触覚センサとして本願の発明者の一人が提案している荷重の大きさ、その重心位
置を検出可能なシート状の触覚センサを用いた場合には、物体の接近、接近する物体の属
性を検出できると共に、物体の接触位置を精度良くできる。したがって、物体の把持動作
を行うロボットハンドの視覚機能および触覚機能を付与するために用いるのに適している
。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明を適用したロボットハンドシステムの概略構成図である。
【図２】図１のロボットハンドの指先部分に取り付けた複合型センサを示す斜視図である
。
【図３】図２の複合型センサの分解斜視図である。
【図４】近接覚センサを示す概略構成図である。
【図５】アーム部に取り付け可能な複合型センサを示す斜視図である。
【図６】図５の複合型センサの分解斜視図である。
【図７】触覚センサにおける貫通穴による検出精度への影響を示す測定結果を示すグラフ
である。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２９】
　以下に、図面を参照して、本発明を適用した複合型センサを備えたロボットハンドの実
施の形態を説明する。
【００３０】
（実施の形態１）
　図１は実施の形態１に係るロボットハンドシステムを示す概略構成図である。ロボット
ハンドシステム１は、ロボットハンド２と、このロボットハンド２を駆動するためのドラ
イバ３と、ドライバ３を介してロボットハンド２を駆動制御する制御装置４とを有してい
る。ロボットハンド２は、アーム部５と、このアーム部５の先端部に取り付けた３軸のア
ーム関節部６と、このアーム関節部６の先端に取り付けたハンド部７とを備えている。ハ
ンド部７は同一構造の３本の指機構８（１）、８（２）、８（３）を備えており、各指機
構８（１）～８（３）は根元指部８ａ、中間指部８ｂおよび指先部８ｃを備えた２関節型
の指機構である。
【００３１】
　３軸のアーム関節部６は、ｚ軸回りにハンド部７を旋回させるｚ軸アクチュエータ１１
と、ｘ軸回りにハンド部７を旋回させるｘ軸アクチュエータ１２と、ｙ軸回りにハンド部
７を旋回させるｙ軸アクチュエータ１３を備えている。各指機構８は、中間指部８ｂを物
体把持開放方向に旋回させるアクチュエータ１４と、指先部８ｃを物体把持開放方向に旋
回させるアクチュエータ１５とを備えている。
【００３２】
　３本の指機構８の指先部８ｃ（センサ搭載部品）にはそれぞれ複合型センサ２０が搭載
されている。複合型センサ２０は、触覚センサ２１と、反射型ホトセンサからなる近接覚
センサ２２とから構成されている。触覚センサ２１および近接覚センサ２２の検出信号は
アナログ回路２３および制御装置４のＡ／Ｄ変換ポート（図示せず）を介して当該制御装
置４に供給される。制御装置４は、コンピュータ２５を中心に構成されており、コンピュ
ータ２５には、キーボード２６などの入力装置、表示器２７などの出力装置が接続されて
いる。コンピュータ２５にインストールされているロボットハンド駆動制御プログラムを
実行することにより、ロボットハンド２を駆動制御して物体把持動作を行わせることがで
きる。また、物体把持動作時には、複合型センサ２０の検出信号に基づき、物体の近接、
および物体の接触位置、接触圧が検出され、これに基づき、適切な把持速度によって各指
機構８が駆動される。
【００３３】
　図２はロボットハンド２の指機構８（１）～８（３）の指先部８ｃに搭載されている複
合型センサ２０の検出部分を示す部分斜視図であり、図３は指先部８ｃの複合型センサ２
０の検出部分の分解斜視図である。指先部８ｃは、人間の指先に対応し、ロボットハンド
２が物体を把持するときに最初に物体に接触する部分である。
【００３４】
　この指先部８ｃにおける把持対象の物体に接触する側の表面が把持物体（図示せず）に
接触する物体把持面であり、この面が検出表面２４とされている。本例では、先端側に向
けて円弧状に９０度湾曲した一定幅の凸曲面とされている。この検出表面２４は、触覚セ
ンサ２１の可撓性の感圧シート３１の表面によって規定されている。感圧シート３１は長
方形をしており、指先部８ｃの表面形状に沿って凸曲面状に撓めた状態で当該指先部８ｃ
に貼り付けられている。この感圧シート３１には、その一部を厚さ方向に貫通する状態に
切り取った円形の貫通穴（シート除去部）３２が形成されている。この貫通穴３２からは
、指先部８ｃに搭載した反射型ホトセンサからなる近接覚センサ２２のセンサ感受面２２
ａが露出している。
【００３５】
　触覚センサ２１は二次元荷重分布中心位置検出触覚センサであり、その感圧シート３１
は、図３に示すように、可撓性の導電性素材からなる表面フィルム３３と、可撓性の導電
性素材からなる裏面フィルム３４と、表面フィルム３３および裏面フィルム３４の間に電
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気的に導通した状態で挟まれ、厚さ方向に作用する荷重の大きさに応じて導電特性が変化
する可撓性の感圧導電性ゴムからなる中間フィルム３５を備えている。表面フィルム３３
、裏面フィルム３４および中間フィルム３５は長方形のものであり、略同一の大きさのも
のである。これらのフィルム３３～３５には同一位置に貫通穴３２を構成している各貫通
穴３３ａ～３５ａが形成されている。また、表面フィルム３３における上下の短辺部分に
は一対の第１電極端子３６および第２電極端子３７が形成されている。裏面フィルム３４
には、左右の長辺部分に一対の第３電極端子３８および第４電極端子３９が形成されてい
る。
【００３６】
　触覚センサ２１では、第１および第２電極端子３６、３７の間、および第３および第４
電極端子３８、３９の間に所定の電圧が印加されると、中間フィルム３５を介してその抵
抗値に応じた電流が流れる。感圧導電性ゴムからなる中間フィルム３５は、感圧シート３
１に荷重が作用すると、その荷重が加わった部位が厚さ方向に弾性変形し、荷重の大きさ
に応じて抵抗値が変化する。したがって、感圧シート３１に加わる荷重に対応する電流が
第１および第２電極端子３６、３７の間、および第３および第４電極端子３８、３９の間
に流れる。
【００３７】
　アナログ回路２３は、第１および第２電極端子３６、３７と、第３および第４電極端子
３８、３９の間に所定の電圧を印加して、中間フィルム３５を挟み表面フィルム３３およ
び裏面フィルム３４の間を所定の電位差に保持し、中間フィルム３５の導電特性の変化に
起因する表面フィルム３３の面方向の両端電圧および裏面フィルム３４の面方向の両端電
圧を取り出す。制御装置４では、第１ないし第４電極端子３６～３９の端子電圧に基づき
、検出表面２４に作用する荷重の総量と、その荷重の中心位置（重心位置）とを算出する
。中心位置は、触覚センサ２１の感圧フィルム３１の表面に加わる複数の荷重のそれぞれ
の作用位置を、各荷重で重み付けした加重平均で表される。
【００３８】
　制御装置４は、さらに、荷重の中心位置の変化に基づいて、検出表面２４（感圧シート
３１の表面）に接触している物体の滑りを検出する。このような二次元荷重分布中心位置
検出型の触覚センサ２１の構成、その荷重総量、中心位置、および、すべりの算出方法は
公知である。例えば、特開昭５６－１４７００３号公報、特公昭６０－３５６０２号公報
、特公平６－５１６２号公報、特公平６－５８２３９号公報、国際公開２００７／０６９
４１２号のパンフレットに開示されている。これらの公報に開示の二次元荷重分布中心位
置検出触覚センサは、配線数が４本であり、少配線を実現しており、出力の演算も単純な
アナログ回路により行うことができるので、１ｍｓ以内の高い応答性を実現できる。
【００３９】
　次に、図４は近接覚センサ２２を示す説明図である。反射型ホトセンサからなる近接覚
センサ２２は、発光ダイオード５１とホトダイオード５２とを備えている。発光ダイオー
ド５１は、アナログ回路２３から供給される駆動信号に基づいて所定の光量の検出光５３
を射出する。物体５４が近接覚センサ２２の近傍に位置している場合には、当該物体５４
によって検出光５３が反射される。物体５４からの反射光５５はホトダイオード５２によ
って検出される。ホトダイオード５２は受光量（反射光の光強度）に対応する検出電流を
発生する。反射光５５の強度は物体５４とホトダイオード５２の距離が小さいほど大きく
なるので、物体５４との距離を表す検出信号を得ることができる。
【００４０】
　アナログ回路２３は、発光ダイオード５１の検出光の光量を一定に制御し、ホトダイオ
ード５２から得られる検出電流に対応する検出信号を生成して、制御装置４に供給する。
制御装置４は受け取った検出信号に基づき物体５４との距離を算出することができる。
【００４１】
（実施の形態２）
　図５は実施の形態２に係る複合型センサを示す斜視図であり、図６はその分解斜視図で
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ある。
【００４２】
　本実施の形態２に係る複合型センサ６０は、実施の形態１におけるロボットハンド２の
アーム部５に搭載可能である。ロボットハンド２のアーム部５は、人間の腕に対応し、ロ
ボットハンド２が物体を把持するときに、物体に接触しない部分である。複合型センサ６
０は、円柱状のアーム部５の円形外周面部分に取り付けられている。
【００４３】
　複合型センサ６０は、上記の複合型センサ２０と同様に、二次元荷重分布中心位置検出
型の触覚センサ６４と、反射型ホトセンサからなる網目状近接覚センサ６５とを備えてい
る。触覚センサ６４は感圧シート７０を備えており、この感圧シート７０によって覆われ
ているアーム部５の表面が検出表面とされている。感圧シート７０には複数の円形の貫通
穴６６がマトリックス状に形成されている。網目状近接覚センサ６５は、アーム部５にお
ける感圧シート７０によって被覆される円柱状部分の外周面部分において、貫通穴６６に
対応する位置においてマトリックス状に配置されており、各貫通穴６６からは、各網目状
近接覚センサ６５のセンサ感受面が外部に露出している。
【００４４】
　触覚センサ６４の感圧シート７０は、触覚センサ２１と同様に形成されている。すなわ
ち、図６に示すように、導電性フィルム６７（表面フィルム）と導電性フィルム６８（裏
面フィルム）と感圧導電性ゴム６９（中間フィルム）とから形成されている。導電性フィ
ルム６７は長方形をしており、可撓性の導電性材料から形成されている。導電性フィルム
６８は、導電性フィルム６７と同様の材料から形成され、導電性フィルム６７の形状と概
ね同一である。感圧導電性ゴム６９は、所定の導電率を備えた弾性素材から形成されてお
り、導電性フィルム６７とほぼ同一の長方形をしている。
【００４５】
　感圧導電性ゴム６９は、その長方形の対応する辺が互いに重なるように、導電性フィル
ム６７と導電性フィルム６８との間に積層されている。感圧導電性ゴム６９は、さらに、
導電性フィルム６７と導電性フィルム６８に電気的に接続されている。感圧導電性ゴム６
９は、触覚センサ６４に荷重が加わると、荷重が作用した部分が厚さ方向に弾性変形する
。感圧導電性ゴム６９は、弾性変形すると、導電性フィルム６７と導電性フィルム６８と
の間に与えられる抵抗が変化する。各フィルム６７、６８およびゴム６９には各貫通穴６
６を構成している貫通穴６７ａ、６８ａ、６９ａがそれぞれ対応する部位に形成されてい
る。
【００４６】
　触覚センサ６４の感圧シート７０には、第１ないし第４電極端子７１～７４が備わって
いる。第１電極端子７１は、導電性フィルム６７における長方形の一方の長辺に沿った縁
部分に形成されており、不図示の電線を介して図１に示すアナログ回路２３に電気的に接
続される。第２電極端子７２は、導電性フィルム６７における長方形の他方の長辺に沿っ
た縁部分に形成されており、同じく電線を介してアナログ回路２３に接続される。第３電
極端子７３は、導電性フィルム６８における長方形の一方の短辺に沿った縁部分に形成さ
れており、電線を介してアナログ回路２３に接続されている。第４電極端子７４は、導電
性フィルム６８における長方形の他方の短辺に沿った縁部分に形成されており、電線を介
してアナログ回路２３に電気的に接続される。
【００４７】
　この構成の触覚センサ６４は、第１および第２電極端子７１、７２と、第３、第４電極
端子７３、７４の間に所定の電圧が印加されると、触覚センサ６４の感圧シート７０に作
用する荷重に対応する電流が第１、２電極端子７１、７２、および第３、４電極端子７３
、７４に流れる。
【００４８】
　アナログ回路２３では、第１、２電極端子７１、７２と、第３、４電極端子７３、７４
に所定の電圧を印加し、第１～第４電極端子７１～７４に流れる電流を測定し、その測定
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結果を制御装置４に出力する。制御装置４は、その電流に基づいて触覚センサ６４に加わ
る荷重の荷重総量とその荷重の中心位置とを算出する。その中心位置は、触覚センサ６４
に複数の荷重がそれぞれ加わる複数の位置を、その荷重で重み付けした加重平均を示して
いる。制御装置４は、さらに、荷重の中心位置の変化に基づいて、触覚センサ６４に接触
している物体５４のすべりを検出する。
【００４９】
　次に、網目状近接覚センサ６５は、複数の反射型ホトセンサからなる近接覚センサから
構成されている。各網目状近接覚センサ６５のセンサ感受面は、感圧シート７０にマトリ
ックス状に形成した複数の貫通穴６６を介して、外部に露出している。網目状近接覚セン
サ６５は、それぞれ、近接覚センサ２２と同様の構成である。
【００５０】
（ロボットハンドの動作）
　このように構成したロボットハンドシステム１の動作には、物体５４を把持するための
把持姿勢をとる動作と、指先部８ｃを把持対象の物体５４に十分に接近させる動作と、把
持対象の物体５４を把持する動作が含まれている。
【００５１】
　把持姿勢をとる動作では、制御装置４は、まず、近接覚センサ２２、６５を用いて、そ
の把持物体とロボットハンド２との距離を計測する。制御装置４は、その距離に基づいて
、指先部８ｃが把持物体５４から数ｃｍの距離まで接近するように、ロボットハンド２の
各アクチュエータ１１～１５を駆動制御する。
【００５２】
　指先部８ｃを把持物体５４に十分に接近させる動作では、制御装置４は、近接覚センサ
２２を用いて、その把持物体５４とロボットハンド２の指先部８ｃとの距離を計測する。
制御装置４は、その距離に基づいて、指先部８ｃが把持物体５４に接触するように、ロボ
ットハンド２の各アクチュエータ１１～１５を駆動制御する。このとき、制御装置４は、
把持物体５４と指先部８ｃとが接触する瞬間に把持物体５４と指先部８ｃとの相対的な速
度が零に収束するように、ロボットハンド２の各アクチュエータ１１～１５を駆動制御す
る。
【００５３】
　把持物体５４を把持する動作では、制御装置４は、触覚センサ２１を用いて、その把持
物体５４から指先部８ｃの検出表面２４に加わる荷重の荷重総量と中心位置とを検出する
。制御装置４は、適切な荷重が指先部８ｃに加わるように、ロボットハンド２の各アクチ
ュエータ１１～１５を駆動制御する。
【００５４】
　制御装置４は、ロボットハンド２が把持物体５４を把持した後に、把持物体５４が目標
位置に移動するように、ロボットハンド２の各アクチュエータ１１～１５を駆動制御する
。ここで、制御装置４は、触覚センサ２１を用いて把持物体５４と指先部８ｃとのすべり
を検出し、そのすべりに基づいてより適切な荷重を算出する。そして、算出した適切な荷
重が指先部８ｃに加わるように、ロボットハンド２の各アクチュエータ１１～１５を駆動
制御する。
【００５５】
（実施の形態の作用効果）
　以上説明したように、ロボットシステム１は、触覚センサ２１、６４および近接覚セン
サ２２、６５の組み合わせからなる複合型センサ２０、６０を備えているので、把持物体
５４への近接情報と接触情報の双方を取得することができる。したがって、把持物体５４
への接近から、把持物体５４の把持を行うまでの動作をシームレスかつスムーズに実現で
きる。
【００５６】
　また、ロボットシステム１は、把持物体５４をより適切に把持することができる。すな
わち、ロボットシステム１は、把持物体５４と指先部８ｃとが接触する瞬間に把持物体５



(12) JP 5089774 B2 2012.12.5

10

20

30

40

50

４と指先部８ｃとの相対速度を零に収束させることにより、把持物体５４に加わる衝撃力
を低減することができ、把持物体５４を変位、変形あるいは毀損することなくソフトに把
持することができる。たとえば、ロボットシステム１は、立っている鉛筆を倒さないよう
に、その鉛筆を把持することができ、痛くないように人間を支持することができる。ロボ
ットシステム１は、さらに、倒れこむような把持物体を支持する場合に、接触力を受け流
すように、ロボットハンド２の各アクチュエータ１１～１５を駆動制御することもできる
。
【００５７】
　さらに、ロボットシステム１は、すべりに基づいて算出された荷重で把持物体５４を把
持することにより、把持物体５４を滑らない最小な把持力で把持し続けることが可能にな
る。
【００５８】
　さらには、ロボットシステム１は、把持物体５４を移動させる場合に、その移動に伴う
加速度、振動等により把持物体５４に慣性力が加わり滑りが生ずると把持力を強めるなど
、動的な環境下での滑りを起こさない最小把持力の制御が可能となる。
【００５９】
　ここで、このような動作は、各動作で用いられるセンサが異なっている。このため、ロ
ボットハンドシステム１は、各動作において用いるセンサを切り替えることができる。こ
のとき、制御装置４は取り扱う情報量を軽減することができ、処理時間を短縮することも
できる。
【００６０】
　接触前に情報を取得する方法としては、上記のように視覚センサが用いられるのが一般
的である。視覚には、オクルージョン（対象物による隠蔽）の問題、死角の問題があり、
全身をカバーする視覚センサの配置は困難である。また、視覚は、ビデオカメラにて撮影
を行なうが、その応答速度は、通常１秒間に３０フレーム程度である。ロボットシステム
１は、その視覚センサに比較してロボットハンド２と把持対象物との位置関係が時々刻々
と測定することができるために、把持対象物をより素早く、衝撃を与えずにソフトに確実
につかむことができる。すなわち、本発明による触覚センサは、ロボットの皮膚感覚とし
て用いるのに適している。
【００６１】
　本発明による触覚センサは、対象物を掬い上げるアームロボットに用いることもできる
。この場合、アームロボットは、指先における場合と同様にして、対象物への接触までの
動作をスムーズに行うことが可能となる。このようなアームロボットは、対象物を抱きか
かえる動作や支える動作に例示される動作をソフトで安全に実行することができ、福祉介
護ロボットで求められるヒューマンインタラクションを実現可能である。
【００６２】
　なお、ロボットシステム１は、把持物体の映像を撮像するビジョンセンサをさらに備え
ることもできる。このとき、ロボットシステム１は、その映像を用いて、把持物体の探査
及び把持物体への大域的なアプローチまでを行い、局所的なアプローチ及び捕獲／把持を
近接覚と触覚とで行わせることにより、画像処理などのソフト面での負担を軽減すること
ができる。
【００６３】
（触覚センサの測定精度に対する貫通穴の影響）
　図７には、本発明者等が行った触覚センサ２１に与えられた荷重の中心位置の測定結果
の一例を示してある。測定結果からは、貫通穴を形成しても、測定誤差がいずれも十分に
小さく、ロボットハンド２が把持物体を把持するために必要である精度を触覚センサ２１
が有していることが分かる。また、測定結果からは、荷重が与えられた加圧点の位置と、
その測定点の位置と誤差が、その加圧点が貫通穴に近いほど大きく、その加圧点が貫通穴
から遠いほど小さいことが分かる。
【００６４】
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　本発明者等の測定によれば、貫通穴を形成した場合においても、触覚センサ２１が、そ
の２次元分布荷重の荷重総量と中心位置とを所定の精度で検出することができることが確
認された。
【００６５】
　他の測定結果によれば、貫通穴の大きさが小さいほど、その誤差の最大値が小さい。さ
らに他の測定結果によれば、複数の貫通穴が一様に分散しているほど、測定誤差の最大値
が小さい。このため、触覚センサ２１、６４は、貫通穴の寸法、配置を適切に設計するこ
とにより、所望の検出精度を維持することができる。
【００６６】
　また、貫通穴の形状としては、円形の他、三角形、正方形などの多角形としてもよい。
また、これ以外の任意の形状とすることが可能である。
【００６７】
（その他の実施の形態）
　なお、近接覚センサ２２、６５の代わりに、物体の接近を検出する他の検出形式の近接
覚センサを用いることができる。近接覚センサとしては、例えば超音波センサを用いるこ
とができる。
【００６８】
　また、近接覚センサ２２、６５以外のセンサを配置することも可能である。例えば、物
体の接近とは異なる物理量を検出するセンサを配置することができる。このようなセンサ
としては、熱感知センサ、色検出センサを挙げることができる。
【００６９】
　さらに、複数の網目状近接覚センサ６５を複数種類の物理量をそれぞれ測定する複数の
センサに置換することもできる。このようなセンサが適用された触覚センサは、その物理
量と荷重との組を検出することができる。
【００７０】
　さらに、貫通穴３２、６６は、センサと異なる他の部位を露出させることに利用するこ
ともできる。例えば、ねじ、コネクタ、突起などを露出させることができる。ねじを露出
させるためのねじ穴の場合には、ねじを受け入れて、触覚センサ２１、６４に被覆される
指先部８ｃ、アーム部５に部品を固定するために利用される。コネクタは、触覚センサ２
１、６４によって被覆されている指先部８ｃ、アーム部５を外部の装置に情報またはエネ
ルギーを伝達するために利用される。突起は、触覚センサ２１、６４に被覆される装置の
意匠性を向上させるために形成される。触覚センサ２１、６４の貫通穴から突起を外方に
突出させておくことにより、感圧シートが表面から浮き上がることを防止でき、また、そ
の破損を防止できるなどの効果が得られる。
【００７１】
　さらには、上記の例は、本発明の複合型センサをロボットハンドの物体把持面、アーム
に取り付けたものであるが、本発明の複合型センサは、ロボットハンド、アーム以外の部
位に用いることができる。ワークテーブルなどの各種の物体取り扱い機構に、本発明の複
合型センサを用いることができる。
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