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(54)【発明の名称】人型ロボットハンド
(57)【要約】
【課題】各指の屈伸機能、親指を他の指と向かい合わせ
にする運動機能および指同士の開閉（アブダクション；
ａｂｄｕｃｔｉｏｎ）機能を備えた人型ロボットハンド
を提供する。
【解決手段】人間の５指に相当する５本の指機構I 、I
I、III 、IV、V と、その５本の指機構を支持する人間
の掌に相当する掌部を備え、親指に相当する第１指I の
運動が３自由度、他の第２〜第５指の４指の屈伸が１自
由度、および後者４指間のアブダクションが１自由度の
計８自由度を有するように構成したことを特徴とする人
型ロボットハンド。
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【特許請求の範囲】

求項５に記載の人型ロボットハンド。

【請求項１】人間の５指に相当する５本の指機構と、そ

【請求項７】前記第１指は、指先から順に、末節、中

の５本の指機構を支持する人間の掌に相当する掌部を備

節、基節、中手節を備え、第１指の根元における２自由

え、親指に相当する第１指の運動が３自由度、他の第２

度を実現するために、掌部と中手節との接続部および中

〜第５指の４指の屈伸が各１自由度、および後者４指間

手節と基節との接続部にそれぞれ独立の駆動機構を備え

のアブダクションが１自由度の計８自由度を有するよう

た第１、第２ジョイントを備え、さらに掌部の手の平側

に構成したことを特徴とする人型ロボットハンド。

の一部に前記第１ジョイントおよびその駆動用モータと

【請求項２】前記第２指〜第５指の指機構は、指先から

減速機を内蔵し、さらに中手節に前記第２ジョイントの

順にそれぞれ末節、中節、基節、中手節の計４節を備
え、各節間の接続部３箇所には、指の屈伸を行うための

駆動用モータと減速機を内蔵し、前記二つのジョイント
10

は直交しないが両者のねじれ角を９０度として構成し、

１自由度のジョイントを有し、基節には指の屈伸運動を

また第１指の基節には指の屈伸運動を行うモータを配置

行うジョイント駆動用モータを内蔵し、基節と中節間の

し、基節と中節間のジョイントには該モータの回転力を

ジョイントには該モータの回転力をそのジョイントの回

そのジョイントの回転力とするための減速機構を内蔵

転運動とするための減速機構を内蔵し、さらにそのジョ

し、さらに基節と中節間のジョイントの回転運動を、中

イントの回転運動を、同一指機構上の中手節と基節間の

節と末節間のジョイントに伝達するための連動ワイヤ機

ジョイントおよび中節と末節間のジョイントに伝達する

構を備えたことを特徴とする請求項１〜請求項６のいず

ための連動機構を備え、さらに掌部と中手節間のジョイ

れかに記載の人型ロボットハンド。

ント軸の軸と中手節と基節間のジョイントの軸を直交し

【請求項８】前記第１指は、その基部の中央部に節の軸

て配置し、その交点部に空間を設けて指機構に内蔵する

方向の回転部分を備え、適切なねじれ角度で固定できる

ジョイント駆動用モータやセンサ等のための配線ケーブ
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ように構成されていることを特徴とする請求項７に記載

ルを通過するようにしたことを特徴とする請求項１に記

の人型ロボットハンド。

載の人型ロボットハンド。

【請求項９】前記ジョイント駆動用モータは、それを内

【請求項３】前記第２指〜第５指の４指のうち、第２

蔵した基節の軸と平行になる様に配置し、また基節と中

指、第４指、第５指の中手節と掌部間の接続部には指の

節間のジョイントに内蔵した減速機は、ジョイントの軸

開き動作を実現するためのアブダクション用ジョイント

と中心を同一とするクラウンギヤおよび遊星歯車減速機

を有し、また第３指の中手節は掌部に固定され、さらに

で構成し、さらにモータの回転軸に取り付けたピニオン

第２、４、５指の中手節をリンク機構を介して掌部との

とクラウンギヤを噛み合わせ、モータの回転力を前記減

間のアブダクション用ジョイント周りに連動して回転す

速機に伝動することを特徴とする請求項２〜請求項８の

るようにしたことを特徴とする請求項２に記載の人型ロ

いずれかに記載の人型ロボットハンド。

ボットハンド。
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【発明の詳細な説明】

【請求項４】前記第４指の中手節に、中手節と掌部間の

【０００１】

アブダクション用ジョイントを中心とする円弧歯車を固

【発明の属する技術分野】本発明は、各指の屈伸機能、

定し、掌部にその円弧歯車に噛み合う駆動用モータを内

親指を他の指と向かい合わせにする運動機能および指同

蔵し、さらに中手節の揺動により前記リンク機構を介し

士の開閉（アブダクション；ａｂｄｕｃｔｉｏｎ）機能

て第２、４、５指のアブダクション動作を行うようにし

を備えた人型ロボットハンドに関するものである。

たことを特徴とする請求項３に記載の人型ロボットハン

【０００２】

ド。

【従来の技術】ペン持ちや手話などのように、細かくか

【請求項５】前記基節と中節間の屈伸用ジョイントの回

つ広範囲な指先の運動を必要とする人型ロボットハンド

転運動を、同一指機構上の中手節と基節間のジョイント
および中節と末節間のジョイントに伝達するための連動

においては、各指の屈伸機能、親指を他の指と向かい合
40

わせにする運動機能が必要であるだけでなく、指同士の

機構は、基節と中節間のジョイントと中手節と基節間の

開閉（アブダクション；ａｂｄｕｃｔｉｏｎ）機能が必

ジョイントを連動して回転させるワイヤ・プーリ機構

要である。

と、基節と中節間のジョイントと中節と末節間のジョイ

【０００３】

ントを連動して回転させるワイヤ・プーリ機構としたこ

【発明が解決しようとする課題】従来の人型（指の数、

とを特徴とする請求項２〜請求項４のいずれかに記載の

運動可動域、大きさ等が人間並み）ロボットハンドでは

人型ロボットハンド。

は、前２者は実現されてきたが、後者の実現例は極めて

【請求項６】前記ワイヤ・プーリ機構は、指機構の両脇

少なく、また実現したものにおいても機構が大きく重く

に配置され、そのプーリは対応する節の側面に彫られて

なり実用性・凡用性に乏しいものばかりであった。特に

形成され、対応する二つのプ−リに巻回するワイヤは両

ロボットハンド内にモ−タや歯車例などの駆動機構をコ

プーリ間を８の字型に巻かれていることを特徴とする請
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ンパクトに内蔵させることが困難であり、このため、指
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の数、運動可動域、大きさ等が人間並みの従来人間型ロ

る。前記第４指の中手節に、中手節と掌部間のアブダク

ボットハンドでは、モ−タや減速機からなる駆動機構を

ション用ジョイントを中心とする円弧歯車を固定し、掌

手の外部に設け、ワイヤ機構で動力を指先まで伝達する

部にその円弧歯車に噛み合う駆動用モータを内蔵し、さ

手法が取られてきた。この手法では、駆動機構のための

らに中手節の揺動により前記リンク機構を介して第２、

大きな占有空間を必要とし、機構全体の重量がかさみ、

４、５指のアブダクション動作を行うようにしたことを

さらにワイヤの伸びや摩擦による運動精度や効率の低下

特徴とする人型ロボットハンドである。また、前記基節

が避けられないという問題がある。

と中節間の屈伸用ジョイントの回転運動を、同一指機構

【０００４】そこで、本発明者らは、アブダクション機

上の中手節と基節間のジョイントおよび中節と末節間の

能用の運動機構とモ−タを掌部分の中へコンパクトに収
納するとともに、その機構と干渉しないように、各指の

ジョイントに伝達するための連動機構は、基節と中節間
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のジョイントと中手節と基節間のジョイントを連動して

屈伸機能用の運動機構とモ−タを各指毎に極めてコンパ

回転させるワイヤ・プーリ機構と、基節と中節間のジョ

クトに内蔵する方法の検討を行った結果、新規な人型ロ

イントと中節と末節間のジョイントを連動して回転させ

ボットハンドの開発に成功した。本人型ロボットハンド

るワイヤ・プーリ機構としたことを特徴とする人型ロボ

は、親指運動が３自由度、他の４指の屈伸が各１自由

ットハンドである。また、前記ワイヤ・プーリ機構は、

度、および後者４指間のアブダクションが１自由度の計

指機構の両脇に配置され、そのプーリは対応する節の側

８自由度を有し、人が実現できる大抵の運動を実現可能

面に彫られて形成され、対応する二つのプ−リに巻回す

である。また、人間と比較しても小形である、全長１８

るワイヤは両プーリ間を８の字型に巻かれていることを

５ｍｍ、指の太さ１９ｍｍの寸法内へ全機構とモ−タお

特徴とする人型ロボットハンドである。また、前記第１

よび配線を内蔵し、全重量５００ｇ以下を実現した。す

指は、指先から順に、末節、中節、基節、中手節を備

なわち、諸元上も従来のものに比較して顕著なる性能向
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え、第１指の根元における２自由度を実現するために、

上を実現した。

掌部と中手節との接続部および中手節と基節との接続部

【０００５】

にそれぞれ独立の駆動機構を備えた第１、第２ジョイン

【課題を解決するための手段】本発明が採用した解決手

トを備え、さらに掌部の手の平側の一部に前記第１ジョ

段は、人間の５指に相当する５本の指機構と、その５本

イントおよびその駆動用モータと減速機を内蔵し、さら

の指機構を支持する人間の掌に相当する掌部を備え、親

に中手節に前記第２ジョイントの駆動用モータと減速機

指に相当する第１指の運動が３自由度、他の第２〜第５

を内蔵し、前記二つのジョイントは直交しないが両者の

指の４指の屈伸が各１自由度、および後者４指間のアブ

ねじれ角を９０度として構成し、また第１指の基節には

ダクションが１自由度の計８自由度を有するように構成

指の屈伸運動を行うモータを配置し、基節と中節間のジ

したことを特徴とする人型ロボットハンドである。ま

ョイントには該モータの回転力をそのジョイントの回転

た、前記第２指〜第５指の指機構は、指先から順にそれ
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力とするための減速機構を内蔵し、さらに基節と中節間

ぞれ末節、中節、基節、中手節の計４節を備え、各節間

のジョイントの回転運動を、中節と末節間のジョイント

の接続部３箇所には、指の屈伸を行うための１自由度の

に伝達するための連動ワイヤ機構を備えたことを特徴と

ジョイントを有し、基節には指の屈伸運動を行うジョイ

する人型ロボットハンドである。また、前記第１指は、

ント駆動用モータを内蔵し、基節と中節間のジョイント

その基部の中央部に節の軸方向の回転部分を備え、適切

には該モータの回転力をそのジョイントの回転運動とす

なねじれ角度で固定できるように構成されていることを

るための減速機構を内蔵し、さらにそのジョイントの回

特徴とする人型ロボットハンドである。また、前記ジョ

転運動を、同一指機構上の中手節と基節間のジョイント

イント駆動用モータは、それを内蔵した基節の軸と平行

および中節と末節間のジョイントに伝達するための連動

になる様に配置し、また基節と中節間のジョイントに内

機構を備え、さらに掌部と中手節間のジョイント軸の軸
と中手節と基節間のジョイントの軸を直交して配置し、

蔵した減速機は、ジョイントの軸と中心を同一とするク
40

ラウンギヤおよび遊星歯車減速機で構成し、さらにモー

その交点部に空間を設けて指機構に内蔵するジョイント

タの回転軸に取り付けたピニオンとクラウンギヤを噛み

駆動用モータやセンサ等のための配線ケーブルを通過す

合わせ、モータの回転力を前記減速機に伝動することを

るようにしたことを特徴とする人型ロボットハンドであ

特徴とする人型ロボットハンドである。

る。また、前記第２指〜第５指の４指のうち、第２指、

【０００６】

第４指、第５指の中手節と掌部間の接続部には指の開き

【実施の形態】以下、本発明に係る実施形態としての人

動作を実現するためのアブダクション用ジョイントを有

型ロボットハンドの構成を図面を参照して説明する。図

し、また第３指の中手節は掌部に固定され、さらに第

１は人型ロボットハンドの全体像を示す図であり、

２、４、５指の中手節をリンク機構を介して掌部との間

（イ）は同ロボットハンドの側面図、（ロ）は平面図、

のアブダクション用ジョイント周りに連動して回転する

図２は人型ロボットハンドの屈伸部に設ける全１９個の

ようにしたことを特徴とする人型ロボットハンドであ
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回転ジョイントの配置、および呼び名を示す図、図３は

( 4 )
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第２指の斜視図および分解図である。前記図１に示す人

【００１０】〔関節駆動機構〕指関節の駆動機構を図４

型ロボットハンドは、第１指〜第５指を有しており、ロ

を参照して説明すると、図４（イ）は第２指の側面図、

ボットハンドの各指には図２に示すように第１指に対し

（ロ）は駆動機構の斜視図、（ハ）は駆動・減速機構の

てジョイントＪ1 , 0 〜Ｊ1 , 3 、第２指に対してジョイン

断面図である。指の屈伸機構のためにエンコーダ内蔵型

トＪ2 , 0 〜Ｊ2 , 3 、第３指に対してジョイントＪ3 , 1 〜

の超小型モータが基節３に内蔵されており、その減速機

Ｊ3 , 3 、第４指に対してジョイントＪ4 , 0 〜Ｊ4 , 3 、第

が図（ハ）に示すように中節２と基節３とを接続する前

５指に対してジョイントＪ5 , 0 〜Ｊ5 , 3 が配置され，こ

記ジョイントＪ2 , 2 にコンパクトに内蔵されている。ま

れらのジョイント部で各指が屈伸運動（詳細は後述す

た、ジョイントＪ2 , 2 の回転動力を前後のジョイントＪ

る）あるいはアブダクション（詳細は後述する）可能な
構成となっている。なお、第３指の中手節のジョイント

2 , 1

10

，Ｊ2 , 3 に伝達する連動ワイヤ機構による伝達機構

（後述するワイヤ・プーリ機構）が設けられている。

部は、左右方向に回転させる必要がないため、図２に示

【００１１】基節３およびジョイントＪ2 , 2 部分はそれ

すようにアブダクション用のジョイントＪ3 , 0 は省略さ

ぞれ内部空間が比較的大きく取れるので、超小型モ−タ

れている。

１３や関節駆動用減速機１２の内蔵に適した構成として

【０００７】〔第２〜５指の指機構〕指の屈伸運動およ

ある。関節駆動用減速機１２は後述するように遊星歯車

びアブダクション運動を説明する前に、それを実現する

機構からなる３段減速機として構成されている。また、

ための第２〜５指の指機構について説明する。なお、第

指先の部分にセンサ−や電装品等を内蔵するための格納

１指は他の４指と大きく異なる構造を持ち、本ロボット

空間１１が形成されている。さらに、超小型モ−タ１３

ハンドのアブダクション機構と独立に運動するので、そ

の後部から出る配線ケ−ブル１４が（イ）に示すように

の構造の説明は後述する。

指機構の運動を阻害しないように、それをジョイントＪ

【０００８】〔第２指〜第５指の節構成〕第２指〜第５

20

2 , 0

，Ｊ2 , 1 のほぼ回転中心に直接的に通せる構成とさ

指は，それぞれ四つの節により構成されており、各関節

れている。十分な出力を得る為に、本ロボットハンドで

部で屈伸できる構成となっている。図３は第２指の斜視

使用する全ての超小型モ−タ１３は、小形・軽量で高出

図およびその分解部であり、この図に示すように、指は

力のＤＣコアレスモ−タを採用する。また、それらはエ

指先から順に、末節１、中節２、基節３、中手節４を備

ンコ−ダを内蔵し、特に付加的なセンサを用いずに位置

えている。なお、第２指〜第５指においてそれぞれの中

制御、速度制御、トルク制御が可能となっている。

手節４の形状が若干異なるが、特に説明を大きく変えな

【００１２】モ−タ回転数が比較的に高いため、十分に

ければならない差異ではないので、以後は第２指を代表

小形かつ減速比の大きな減速機が関節部に組み込まれ

に取り上げてその機構を説明し、他の第３指〜第５指の

る。減速機として、少ない歯車数で大きな減速比および

節機構については重複する部分の説明は省略する。

大きな伝達動力が期待できる遊星歯車機構からなる３段

【０００９】第２指において、中手節４が末節１側とハ

30

減速機を採用する。３段減速機構は、図９（ハ）に示す

ンド全体の基部である掌部５を仲介する節である。その

ように１段目減速機構としてクラウン減速機、２、３段

ため、中手節４の内部で、指のアブダクション機能実現

目減速機として遊星歯車減速機を使用している。１段目

のための１自由度を有するジョイントＪ2 , 0 （アブダク

の減速機構を構成するクラウンギヤの回転軸は２段目太

ションジョイント）と、指の屈伸機能実現のための１自

陽歯車を支持しており、この太陽歯車に噛み合う２段目

由度を有するジョイントＪ2 , 1 （屈伸用ジョイント）が

遊星歯車、さらに２段目の遊星歯車に設けたキャリアの

直交して構成されている。この二つのジョイントＪ2 , 0

軸に設けた３段目の太陽歯車、この太陽歯車に噛み合う

およびＪ2 , 1 により、中手節４は掌部５に対してジョイ

３段目の遊星歯車、さらに前記２、３段目遊星歯車に共

ントＪ2 , 0 を中心にアブダクション機能を達成でき、ま

通な内歯車によって減速機が構成され、基節内に収納さ

た基節３が屈伸用ジョイントＪ2 , 1 により図３中で上下
方向（握り動作）に揺動できる構成となっている。この

れた超小型モータの出力軸に設けたピニオンが前記クラ
40

ウンギヤに噛み合っている。また内歯車は中節内に設け

中手節の部分をコンパクトに構成し、かつ大きな回転可

られている。クラウンギヤの回転中心は中節と基節とを

動域を得ることが極めて重要である。そこで、この部分

接続するジョイントＪ2 , 2 の関節軸と同軸上にあり、ま

には回転軸受以外にモ−タや減速機を置かず、それぞれ

たこの軸上には前記減速機構を構成する２、３段目太陽

のジョイントの回転運動用動力は、少し離れたところに

歯車の軸が配置されている。そして前記減速機の軸とジ

配置したモ−タから伝達することにする（詳細は後述す

ョイントＪ2 , 2 の関節の軸を共通とすることにより、関

る）。また、末節１と中節２とを接続するジョイントＪ

節内に３段減速機がコンパクトに収められている。

、および、中節２と基節３とを接続するジョイント

【００１３】超小型モ−タは基節３の長手方向に対して

Ｊ2 , 2 も前記ジョイントＪ2 , 1 と同じ回転運動〔図３中

その軸が平行となる様に収納され、クラウンギアを介し

上下方向の運動即ち指の屈伸運動（握り動作）〕を許容

て関節軸方向の回転動力を得る。また、この動力伝達段

2 , 3

する指の屈伸用ジョイントとして構成されている。
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階でも大きな減速比を得るために、クラウンギアの径を

( 5 )

特開２００３−１１７８７３

7

8

出来る限り大きくする。一般的に遊星歯車機構では出力

ョン機構を構成するリンク機構の説明図である。アブダ

要素が内歯車か遊星歯車のキャリアのいずれかとなる。

クション動作は、第２〜５指の４指の内、第２、４、５

ここでは、関節軸の両端の軸受に生ずる負荷の偏りが出

指の中手節を連動して回転させることにより図９（ロ）

来る限り小さくなるように、指節の中央へ出力を与える

に示すように指が開いた状態とする動作である。このア

ために、関節軸の中央寄りに位置する内歯車を出力要素

ブダクション機構を実現するために、第３指の中手節

とする。

は、ハンド全体の基部である掌部に固定されている。ま

【００１４】つづいて、前記機構によって得られたジョ

た、強い回転力を効率よく得るために、図１１に示すよ

イントＪ2 , 2 の回転動力を前後のジョイントＪ2 , 1 ，Ｊ

うに第４指の中手節にピッチ円半径の出来る限り大きな

2 , 3

に伝達する機構について説明する。伝達機構として

連動ワイヤ機構を用いる。図５において、（イ）は第２

円弧歯車３１を固定する。前記円弧歯車３１は第４指の
10

根元に設けたジョイントＰ５を中心に揺動可能に構成さ

指の斜視図、（ロ）は同指の分解図である。ワイヤ・プ

れており、この円弧歯車３１の揺動運動により第４指が

ーリからなるこの伝達機構では、ジョイントＪ2 , 1 ，Ｊ

開き動作を行う。また、前記円弧歯車３１は掌部の端に

2 , 2

を連動するワイヤＷ１と、ジョイントＪ2 , 2 ，Ｊ

配置したクラウンギヤ３３の軸上に設けたピニオン３２

2 , 3

を連動するワイヤＷ２をそれぞれ指機構の両脇に配

とかみ合わせる。クラウンギヤ３３は〔掌部〕に配置し

置する。

たアブダクションモータ３４の出力軸に設けたギヤと噛

【００１５】各ワイヤ用のプ−リは、指節の側面に彫り

み合っている。この構成により、アブダクションモータ

込むことにより形成する。ワイヤＷ１用として二つのプ

３４が回転するとクラウンギヤ３３が回転し、さらにピ

−リ２１，２２と中間プーリ２３が必要となる。プーリ

ニオン３２が回転して、円弧歯車３１が第４指の根元に

２２は中手節上に彫り込まれて形成され、プーリ２１は

配置したジョイントＪ4 , 0 を中心に揺動し第４指が開く

中節上に彫り込まれて形成されており、プーリ２１、２

20

動作を行う。

２には中間プーリ２３を介してワイヤＷ１が両者に８の

【００１９】第４指の中手節の回転運動を、連動リンク

字型にかけられる。ワイヤＷ１の端部は図５（ロ）に示

機構により、両側の第２指および第５指の中手節に伝達

すように中手節上に挟み留め板によって固定され、また

する連動リンク機構の説明をする。連動リンク機構は図

ワイヤＷ１はワイヤ上に取り付けた玉を中節上に形成し

１１に示すようにＬ１〜Ｌ４の四つの節から構成する。

た穴に嵌合して中節に固定される。また、ワイヤＷ２用

リンクＬ１は、一端を第２指の中手節とジョイントＰ１

の二つのプ−リ２４，２５のうち、プーリ２５は基節に

で連結し、他端をリンクＬ２とジョイントＰ２で連結す

彫り込まれて形成され、またプーリ２４は末節に彫り込

る。リンクＬ２は、一端をリンクＬ１とジョイントＰ２

まれて形成され、それぞれのプーリにはワイヤＷ２が８

で連結し、他端をリンクＬ３とジョイントＰ４で連結

の字型にかけられる。ワイヤＷ２はワイヤ上に設けた玉

し、リンクＬ２の中央を掌部とジョイントＰ３で連結す

が前記プーリ２５に形成した穴へはめ込まれ、ワイヤの

30

る。

端部は図６に示すように末節に形成した穴に通し、さら

【００２０】リンクＬ３は、一端をリンクＬ２とジョイ

にその先を挟み留め板によって固定されている。

ントＰ４で連結し、他端を第４指の中手節とジョイント

【００１６】この様に構成するワイヤ・プーリからなる

Ｐ５で連結する。リンクＬ４は、一端を第４指の〔中手

連動ワイヤ機構は、極めて小形軽量で、大きな回転可動

節〕とジョイントＰ６で連結し、他端を第５指の中手節

域を有し、歯車列にみられる様なガタが無いので高精度

とジョイントＰ７で連結する。アブダクションモ−タ３

かつ高効率の伝達機構となる。このような屈伸機構によ

４によって円弧歯車３１が駆動されると、その動きによ

る屈伸運動を図６に示す。具体的には超小型モータを駆

り第４指の中手節が開く運動をし、その運動がリンクＬ

動すると基部が曲がり、さらにこの動きに連動して連動

１〜Ｌ３を介して回転方向が逆となる様に第２指の中手

ワイヤ機構を介して中節、末節が曲がり図６に示すよう
な状態となる。図７、図８に第２指を折り曲げた状態の

節に伝達され、リンクＬ４を介して回転角を拡大する様
40

に第２指および第５指の中手節に伝達される。こうして

人型ロボットハンドの様子を示す。

アブダクション機能を達成することができる。

【００１７】上記第２指の屈伸運動は第４指、第５指と

【００２１】また、上記構成において、掌部の内部に中

共通であるが、第３指については中手節の構成が若干相

手節の運動空間、および配線や電装品の内蔵空間を得る

違している。第３指には後述するアブダクション機能を

ために、円弧歯車およびその運動空間を手の甲側の外装

与える必要がないため、第３指の中手節は後述するよう

板間近に配し、また連動リンクを中手節と手のひら側の

に掌部に固定されている。

外装板との間の空間に薄く収めることが重要である。図

【００１８】つづいて、人型ロボットハンドのアブダク

１２にアブダクションモータ、クラウンギヤ、円弧歯車

ション機構を説明する。図９は（イ）、（ロ）は手を閉

３１の配置関係を示す。なおこれらの配置は設計時にお

じた状態から開いた状態へと移行させた図であり、図１

いて自由に変更することが可能である。図１３にアブダ

０はアブダクション機構の斜視図、図１１はアブダクシ
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クション機構の駆動用連動リンクの斜視図を示す。

( 6 )
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【００２２】最後に第１指の指機構について説明する。

の精神または主要な特徴から逸脱することなく、他のい

図１４は第１指の最大内転状態を説明する図、図１５は

かなる形でも実施できる。そのため、前述の実施形態は

第１指の節構成を説明する図、図１６は第１指の関節駆

あらゆる点で単なる例示にすぎず限定的に解釈してはな

動機構を説明する図である。第１指は図１５に示すよう

らない。

に四つの節により構成する。指先から順に末節，中節，

【００２７】

基節，中手節とする。第１指を他の指と向かい合わせに

【発明の効果】本発明に係る人型ロボットハンドは、親

する運動機能を実現するために人間の親指の根本が２自

指運動が３自由度、他の４指の屈伸が各１自由度、およ

由度を有することと同様に，第１指の根元に二つのジョ

び後者４指間のアブダクションが１自由度の計８自由度

イントＪ1 , 0 、Ｊ1 , 1 のそれぞれ独立の駆動機構を組み
込む。即ち、第１指の中手節は、２自由度を実現するた

を有し、人が実現できる大抵の運動を実現することがで
10

きる。また、人間と比較しても小形なロボットハンドと

めに中手節と掌部との接続部および中手節と基節との接

することができる、等々の優れた効果を奏することがで

続部にそれぞれ独立の駆動機構を備えた第１ジョイント

きる。

Ｊ1 , 0 、第２ジョイントＪ1 , 1 を備えている。

【図面の簡単な説明】

【００２３】掌部の手の平側の一部にふくらみ（人間の

【図１】ロボットハンドの全体像を示す。

親指の根元に存在するのと同様）を設け、図１６に示す

【図２】ロボットハンドに設ける全１９個の回転ジョイ

ように第１ジョイントＪ1 , 0 およびその駆動用モータと

ントの配置、および呼び名を示す。

減速機を内蔵する。第１指では中手節を短くするために

【図３】第２指の節構成を示す。

この減速機の内歯車をモータ側へ固定し、遊星歯車の軸

【図４】第２指の関節駆動機構を示す。

を出力側である中手節の側面へ固定する構造とする。中

【図５】第２指の連動ワイヤ機構を示す。

手節に第２ジョイントＪ1 , 1 の駆動用モータと減速機を

20

【図６】第２指の連動ワイヤ機構によって指を曲げた状

内蔵する。このために二つのジョイントＪ1 , 0 、Ｊ1 , 1

態の説明図である。

は直交しないが両者のねじれ角を９０度とする。この部

【図７】第２指の屈伸機能により、第２指が極めて大き

分の減速機の基本構成は前述した第２〜４指における屈

く内側へ曲がる（内転する）ことを示す。

伸機能のためのものと同一とする。

【図８】第２指が３つのジョイントＪ2 , 1 、Ｊ2 , 2 、Ｊ

【００２４】基節にジョイントＪ1 , 2 の駆動用モータと

2 , 3

減速機を内蔵する。ジョイントＪ1 , 2 の回転運動をジョ

同様の屈伸機能を有する。

イントＪ1 , 3 に連動ワイヤ機構により伝達する。これら

【図９】アブダクション機能として、第２、４、５指が

の連動ワイヤ機構は前述した第２〜４指における屈伸機

それぞれジョイントＪ2 , 0 、Ｊ4 , 0 、Ｊ5 , 0 軸として回

構のためのものと同一とする。さらに、第１指を他の４

転することを示す。

指と向かい合わせにする状態での第１指の腹の方向を調

30

を軸として回転することを示す。なお、他の４指も

【図１０】アブダクション駆動機構を示す。

整するために基節の中央に節の軸方向の回転部分を設

【図１１】アブダクション駆動用連動リンク機構の透視

け、ジョイントＪ1 , 2 、Ｊ1 , 3 を適切なねじれ角で固定

図を示す。

できるようにする。

【図１２】アブダクション駆動機構の横断面を示す。

【００２５】以上のように、上記本発明に係る実施形態

【図１３】アブダクション駆動用連動リンクを示す。

では、アブダクション機能用の運動機構とモ−タを掌部

【図１４】第１指を他の指と向かい合わせにする運動機

分の中へコンパクトに収納するとともに、その機構と干

能として、第１指がジョイントＪ1 , 0 を軸として大きく

渉しないように、各指の屈伸機能用の運動機構とモ−タ

内転することを示す。

を各指毎に極めてコンパクトに内蔵したため、小型で新

【図１５】第１指の節構成を示す。

規な人型ロボットハンドを構成することができた。特に
本人型ロボットハンドは、親指運動が３自由度、他の４

【図１６】第１指の関節駆動機構を示す。
40

【符号の説明】

指の屈伸が各１自由度、および後者４指間のアブダクシ

１

末節

ョンが１自由度の計８自由度を有しており、また指内に

２

中節

配置したモータを駆動することで、人が実現できる大抵

３

基節

の指の運動を実現することができる。

４

中手節

【００２６】以上本発明の実施形態について説明してき

５

掌部

たが、アブダクション機能用の運動機構とモ−タを掌部

１１

分の中へコンパクトに収納するとともに、その機構と干

格納空間

渉しないように、各指の屈伸機能用の運動機構とモ−タ

１２

減速機

を各指毎に極めてコンパクトに内蔵する方法として、上

１３

超小型モータ

２１、２２

プーリ

記説明の機構に限定されることはない。また本発明はそ
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センサーや電装品等を内蔵するための

( 7 )
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