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This paper describes new design of a 6 DOF anthropomorphic robot arm driven by antago-
nistic pairs of pneumatic actuators. We adopt anthropomorphic open joints which enables
unique design of its shoulder and the forearm. The shoulder has a ball-like joint which
is driven by 10 pneumatic muscles. The forearm consists of parallel links which imitates
human structure.
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1 緒言
現在多くのロボットが実用化され，家庭や病院などへ

の導入も進みつつある．人間が活動する環境内で，作業
を共有するためには，ロボットが柔軟性を有することが
重要であると考えられる．本研究では，人間の生体的筋
肉の代替としてマッキベン型空気圧アクチュエータを用
い，またその結果，従来のモータでは採用することので
きなかった人間型開放関節を提案し，人間のような柔ら
かい動きをより単純な機構によって実現するための人間
型 6自由度ロボットアームを開発する．
マッキベン型空気圧アクチュエータは，小型・軽量，柔

軟性，安全性などから，人体機能を支援・拡張するウェ
アラブルロボットなどに応用されている 1)．関節をマッ
キベン型空気圧アクチュエータで拮抗駆動することによ
り，単純な制御則によって関節の剛性を変化させること
が可能である．また，人間型開放関節との組み合わせで，
これまでの研究では実現されなかった，人間の機械的構
造に類似した上腕 6自由度のロボットアームを開発した．
肩は開放型ボールジョイントを用いた．前腕は肘，手首，
回外・回内1が可能なように，人間の構造を模倣して，並
行した 2リンクを開放型関節で組み合わせた．

2 人間型開放関節
人間は骨，筋肉，腱により，ロボットに比べ柔軟性の高

い運動ができる．関節の形状に注目すると，ロボットの
ように軸と軸受けの構成ではなく，円弧状の骨とそれを
受ける皿のような骨の構造になっている．自由度の高い
動きは腱と筋肉が複雑に張り巡らされていることで可能
になっている．人工筋によって駆動される関節は，人間
のそれを模倣することで構成が非常にシンプルになると
考えられる．軸と軸受けのリンクが固定された構成では
なく，関節が人間のように固定されていない開放型の関
節を考え,「人間型開放関節」と呼ぶ．これまでに骨とし
て機能するリンクとソケットとの間に軟骨に相当する粘
弾性体を介挿した関節が提案されているが 2)，その柔軟
性にはマニピュレーションにとっては不利であると考え
られ，また人間のような複雑な構造の関節を作りにくい．
試作した関節はオイレスベアリング等に使用されるポ

リアミド樹脂を使用しており，摩擦が低い．また広い面

1前腕をさし出して手掌を上に向けた位置をとらせる運動を回外とい
う．また，その手掌を伏せるような位置をとらせる運動を回内という．

で力を受けるため応力集中を避けられ耐衝撃性が向上す
ると考えられる．ベアリング等が不必要になるため構造
がシンプルになり，多自由度の変化が容易になる．

3 6自由度人間型ロボットアームの開発
試作した 1自由度人間型開放関節を基本アイディアと

し，6自由度人間型ロボットアームを作製した (Fig.1)．こ
のロボットアームは 12個の制御弁で 16本の人工筋の内
圧を変化させることにより駆動される．

Fig.1 6自由度人間型ロボットアーム概観

3.1 肩の構成
人間型ロボットアームは自由度が高いほど人間らしい

動きが可能になると考えられる．サイバネティック・ショ
ルダ 3)は一般に 5自由度といわれている人間の肩の自然
な動きを 3自由度の範囲で実現している．
肩関節の設計の目標は，単純な構成で 3自由度の動き

を実現することである．関節にはポリアミドをボール状
に加工したものを用いた．開放型であるため，ボールを
受ける皿の大きさを小さくすることにより，可動範囲を
広げることができる．また，多数のアクチュエータにより
冗長駆動する．実験的に様々な筋肉配置を試し，Fig.2(a)
に示すように人工筋を配置した．1～4はまっすぐに張ら
れたワイヤの先に太い人工筋 (ϕ28)が取り付けられてお
り，4つの制御弁で独立に駆動される．5,6はクロスして



張られたワイヤの先に細い人工筋 (ϕ10)が取り付けられ
ており，2つの制御弁で 3本ずつ同時に駆動される．つま
り肩関節は 6つの制御弁で 10本の人工筋を駆動すること
になる．5,6は主に軸方向の回転運動 (外旋・内旋)を期
待して取り付けた．作製した肩関節を Fig.2(b)に示す．

(a) 人工筋の配置 (b) 肩概観

Fig.2 肩の構成

3.2 前腕の構成
人間は回外・回内を 2つの骨（撓骨・尺骨）をねじる

ことで実現している．前腕の設計の目標は，2つの骨で
回外・回内を実現するとともに，肘と手首の合計 3自由
度を実現することである．これを実現するために，１つ
の骨の片側にかまぼこ形状を，反対側に開放型のボール
ジョイントを取り付けた．そして，それらを対向させて
並べた (Fig.3(a))．これが回外・回内するよう人工筋を斜
めに配置した (Fig.3(b))．肘，手首，回外・回内の 3自由
度は，それぞれの自由度が拮抗駆動するため，6本の人工
筋が 6つの制御弁で駆動される．

(a) 回外・回内を実現する
平行した 2 リンク (b) 前腕概観

Fig.3 前腕の構成

3.3 システム及びセンサ
ロボットアームを駆動するシステム構成をFig.4に示す．

マッキベン型アクチュエータ (株式会社日立メディコ)は
圧力比例制御弁 (FESTO，MPPE-3-1/2-10-010-B)を用
いて駆動させる．比例弁は 0～10[V]を入力信号とし，0～

0.1[MPa]の圧力制御を行う．また実際の圧力を 0～10[V]
で出力する．この比例弁のコントロールはコンピュータ
(OS:WindowsXP) からインターフェースボード (ジャス
トウェア株式会社，IF-171-1)を通じて行われる．

Actuator 1 Actuator 2

Compresser

Electric
Supply

Pressure data

Joint

Festo

Air valve

A/D Converter

D/A ConverterPC

Motion capture

VICON

 

Fig.4 システム構成

人間型開放関節は固定された軸が存在しないため，ポ
テンショメータなどで容易に関節角度情報を得ることが
できず，手先の位置を知ることが難しい．人工筋の長さ
を測定できれば，関節角度を計算できると考えられる．
3.4 関節可動域
作製した人間型ロボットアームの関節可動域について

述べる．Table 1は人間の関節可動域，日常生活をする上
で必要な可動域 4)，設計目標値，実現した可動域を表し
ている．肩関節については非常に複雑で人間の場合，可
動域は円錐状ではない．ロボットの可動域も全ての方向
に同じではないが，前後方向に 180◦程度動くことを確認
した．

Table 1 関節可動域の比較 [deg]

人間 日常生活 設計目標 実機
肩 — — 半球 —

外旋・内旋2 -110～80 — — -15～15
肘 -5～145 30～130 0～120 20～120

回外・回内3 -75～85 -50～50 -45～45 -45～45
手首4 -70～80 -35～10 -60～60 -55～55
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2110◦ の内旋，80◦ の外旋を-110～80 と表記した．
375◦ の回内，85◦ の回外を-75～85 と表記した．
470◦ の伸展，80◦ の屈曲を-70～80 と表記した．


	myTF: 1A2-M10
	myTF_foot0: [No. 07-2] Proceedings of the 2007 JSME Conference on Robotics and Mechatronics, Akita, Japan, May 10-12, 20071A2-M10 (1)
	myTF_foot1: [No. 07-2] Proceedings of the 2007 JSME Conference on Robotics and Mechatronics, Akita, Japan, May 10-12, 20071A2-M10 (2)


