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要  約

1.は じめに

2人間協調・共存型ロボットシステム

1.はじめに

災害復旧現場,土木建設現場などの悪環境,危険な

作業空間の中においては,作業機械 (建設機械や運搬

機械など)を遠隔で操縦できれば,作業者を危険や悪

環境から解放し,二次災害や職業病などから作業者を

守ることができる。そのため,作業機械を遠隔で操縦

できるシステムに対する社会的ニーズは強い。

従来,危険空間や悪環境下で作業機械 (建設機械や

運搬機械など)を遠隔操縦する場合,作業機械本体を

無線化するなど付加価値を高める必要があった り。した

がつて,調達可能な機械に制約のある作業現場への適

用や緊急工事への派遣が難しく,また,作業機械が故

障した場合は,人が危険を侵して修復や回収に赴く必

要があるなどさまざまな問題点があった。

一方,経済産業省の研究開発プロジェク ト「人間協

調・共存型ロボッ トシステムの研究開発 (HRP)」
で開発された人間型ロボットは,人間と類似 した体型

で,人 の全身動作に近い自由度を持つため,人が操作

する作業機械システムの構造を大幅に変更することな

くそれを取 り扱うことができる。

今回,「人間協調・共存型ロボットシステムの応用

研究開発」の 1テーマとして,建設・運搬サービス分

野における「作業機械の代行運転」をテーマに研究開

発を実施した。

本報告では,代行運転の第一ステップとして立ち姿

勢で運転可能なフォークリフトを人間協調・共存型ロ

ボットで操作・運転する場合の搭乗,操作,生産性を

評価 した実験結果について述べる。
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3立ち姿勢運転型作業機械運転評価実験

4おわりに

2。 人間協調・共存型ロボットシステム

経済産業省は,産業技術応用研究開発プロジェク ト

のテーマとして平成 10年度から5年間の予定で「人

間協調・共存型ロポットシステム」の研究開発を実施

中である。このプロジェクトは,プラットフォーム提

供型という新 しい方式で実施されている。これは,プ
ロジェクトの最初の 2年間で共通の基盤となる研究プ

ラットフォームを実施主体に提供 し,そのうえで後期

3年間に応用技術を研究開発するという方式である。

ここで,プラットフォームとは, ヒューマノイ ドロポ

ット (写真 1),遠 隔操縦コックピット (写真 2),
仮想ロポットプラットフォームから構成される。現在

これら研究プラットフォームの研究開発はすでに完了

し,後期の応用研究開発が開始されているう。

HRP―作業機械運転対応仕様評価に関する研究開発
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新エネルギー・産業技術総合開発機構を通じて (財)製造科学技術センターから再委託された「人間協調・共存型

ロボットシステムの応用研究開発」の 1テーマとして,建設・運搬サービス分野における「作業機械運転対応仕様評

価に関する研究開発」がある。

本報告では,人間協調・共存型ロボットシステムおよび遠隔操作コックピットを一部改造することで開発した立ち

姿勢型作業機械操作実験用の遠隔操作システムを用い,立ち姿勢型作業機械操作におけるロボットプラットフォーム

の適合性に関する基礎実験について記す。基礎実験では作業性,操作性,生産性などを評価し,今後の課題等を明確

化した。
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写真 1 ロボットプラットフォーム (HRPl)



写真 2 遠隔操縦コックピット

応用研秀開発では,「発電プラントなどの点検作業

応用」,「対人サービス応用」,「作業機械の代行運

転応用」,「 ビル・ホーム管理サービス応用」,「屋

外共同作業応用」があり,本報告ではこの中の「作業

機械の代行運転応用」について,平成 12年度に実施

した立ち姿勢運転型作業機械の代行運転におけるロボ

ットヘの要求仕様を策定するための各種実験とその結

果について以下に示す。

3.立ち姿勢運転型作業機械運転評価実験

3.1 立ち姿勢運転型作業機械の製作・改造

立ち姿勢運転型作業機械として実験で使用したフォ

ークリフトを写真 3に示す。また,実験に先立ち,現

段階でのプラットフォームで代行運転可能とするため

フォークリフトに改造を施した。改造内容を表 1に示

す。

写真 3 立ち姿勢運転型作業機械 (フ ォークリフト)

表 1 改造項目

3.2 立ち姿勢運転型作業機械への搭乗評価実験

立ち姿勢運転型作業機械による遠隔操縦実験では ,

フォークリフト,ロ ボットプラットフォーム,遠隔操縦

コックピット)を使用し,実験を行った。

立ち姿勢運転型作業機械への搭乗動作時の評価項 目

を以下の表 2に まとめる。

搭乗動作実験の結果,以下の手順 (図 1)に よって

フォークリフトヘの乗り込みが可能であることが確認で

きた。

乗 り込み時の高さは,提供されたプラットフォーム

では段差 160mmで一定であった。

乗 り込み時に移動モー ドから作業モー ドヘ切 り替え

る時に,

表 2 搭乗に関する評価項目

図 1 搭乗手順

項 目 評価内容

ロボットの階段昇降高さ (仕様では高さ

2(XIHim)の 実測による確認および評価
乗 り込み高さ

乗り込み時の歩

数および精度

乗り込み動作時に指示した移動距離,角
度の精度

ロボットの安定

性
乗り込み動作時のロボットのバランス

乗り込み時の視

覚情報
乗り込み時の注視点と確認範囲

接触 (干渉)

乗り込み動作時にロボット本体が作業機

械と接触 (干渉)する姿勢および位置

ロポット立ち位置の調整

ド

階段昇降 (1段 )

作業モー ド切替

音声入力開始

音声「3歩前」

音声「 (o～5cm前)」

完了

箇所 改造内容

ステップ

・ロボットの立ち位置となる

運転席フロアを平滑化
・乗り込み高さ :GL+200mm
・補日カキャスタ追加

操作レバー
使用優先順位による配置換

え

非常停止スイッチ ・非常用のスイッチ追加
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写真4 搭乗状況 (搭乗前 :左 ,搭乗後 :右 )



ロポットのアーム部の移動軌道が一義的に定められてい

るためフォークリフトと干渉しないように,段差を上っ

た後, 3歩前進して搭乗する必要があった。また,足の

着地位置の精度は,路面の滑り量により異なり, 3歩前

進する間,最大 5cm程度の誤差が生じた。なお,ステ

ップ上での歩行では,地上を歩行している場合と同等に

歩行可能であったが,歩行面の摩擦により足の着地位置

精度が異なることがわかった (写真 4)。

乗り込み時に干渉の恐れがある部位として肘部から手

先部と膝があった。乗り込み時にはこれら干渉の可能性

のある箇所をオペレータが視覚で確認し,肘をあげて乗

り込む方法で対処した。

3.3 立ち姿勢運転型作業機械の操作評価実験

立ち姿勢型作業機械挨作に関する評価項目と評価結果

を以下の表 3に まとめる。

表 3 操作評価項目とその結果

ハンドル操作に関しては,事前に模擬ハンドルによる

操作実験を実施し,ロポットの円軌道を描きやすい腕お

よび肘部の高さを確認し,フ ォークリフトのハンドルノ

ブを 195mm程度延長することで対応した (写真 5)。

ハンドル操作力は,ハンドルの回転力のことをいい,

時計回り,反時計回りのそれぞれの人間操縦時と同じ改

造をしていない状態の操作力,並びに改造を施しロボッ

トで操作可能となった時の操作力を示した。

レバー操作は,3本の操作レバーを約 250mm延長し,

レバー操作力を 600g以下に低減する必要があった。レ

バー操作実験の状況を写真 6に示す。

ロボットの走行許容振動 (加速度)については,人間

が搭乗して運転する場合の許容加速度に対し,どの程度
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の割合まで許容可能かの確認実験を行った。その結果 ,

人間が最大加速度 3.42m/s2に 対し, ロボット搭乗運転の

場合,o.31m/s2と ほぽ 1/10の 加速度であれば,遠隔

操縦による代行運転が可能であることがわかった。図2

に人間搭乗時,図 3に ロボット搭乗時の加速度データを

示す。

写真 5 ハンドル操作

写真 6 レバー操作実験
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図 2 人間搭乗時 (前進停止)の加速度
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図 3 ロボット搭乗時 (前進停止)の加速度

評価内容と結果
項 目

内容 人間操縦
ロボット

操縦

適正ハン ドル操作
ノブ高さ

55Πlm 250ェ l[■

ハンドル操作速度 27.6rpm 2 51Pm
ハンドル

操作

許容ハン ドル操作
力

600g 250g

適正 レバー操作高
さ

237alm
210 Hlm
188 ェェlln

475 Hlm
480 ■lm
450 Hin

レバー操

作

許容レバー操作力 1200g 6(Xlg

安定性

走行振動 に対する

安定性

許容加速度 (操 作
時の)

3.42m/s2

(最大)

031コVs2

(最大 )

作業機の

情報確認

(視覚)

情報確認範囲 (実

測 :首 を 回 さな
い)

150dcg 70dcg
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3.4 立ち姿勢運転型作業機械を使用した生産性評価

実験

立ち姿勢型作業機械の生産性に関する評価項目を以下の

表 4にまとめる。

立ち姿勢運転型作業機械の各一連の動作について人間

による搭乗運転とロボットプラットフォームによる代行

運転との作業時間について比較した (図 4)。

表 4 生産性評価項目

実験の結果,人間による搭乗運転とロボットプラット

フォームによる代行運転とでは,ハ ンドル操作で大きく

作業時間の差 (5～ 10倍程度)が発生した。

しかしながら全工程では,人間の約 3倍程度ですべて

の荷役作業,運転動作を実現することができており,最

初のステップとしては十分な成果を得ることができたと

考えられる。

4. おわりに

回ボットプラットフォームおよび遠隔操縦コックピッ

トを一部改造することで開発された立ち姿勢型作業機械

操作実験用の遠隔操作システムを用い,立ち姿勢運転型

作業機械の操作におけるロポットプラットフォームの適

合性に関する基礎実験を行った。ここではロボットプラ

ットフォームを使用した場合と人間が直接実施した場合

の作業性,操作性,生産性などを比較し,総合的な評価

を得ることができた。

その結果,人間の 3倍程度の時間を必要とするが,ロ

ボットによる立ち姿勢での一連の代行運転を実現する事

ができた。次にステップとしては,着座姿勢によるバッ

クホウの代行運転の実験を実施予定である。

なお,本研究は新エネルギー・産業技術総合開発機構

を通じ (財)製造科学技術センターからの再委託により

実施したものである。
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図4 生産性実験結果
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A Rcscarch on an Evaluation of thc Driving ⅢIachine Operation

by a Humanoid Robot

Y.Yanagihara T.Ueno,K.oya

Rcmotc control docs a humanoid robot from thc cnvironmcnt whcrc it is safc and comfortable, and the rcalization of the

apphcation system that vehiclcs and a machinc can bc just operated under thc dangerous worttng sPacc Such as opcration the

and thc inside of the gcncration of elcctricity plant ight after suspcnsion of equlPmcnt and the bad cnvironment as a human

othcr sclf is being exPcctcd

Rcscarch on an cvaluation of the robot systcm that it can agcntial drivc thc industry vchicles which applicd a humanoid robot

to the remotc operation of thc construction, conveyancc wor電 ュB machine will bc done with thc ailn of such a syste■ l in the

futurc by thcsc rcscarch and dcvclopment

項 目 評価内容

イロ丁役作業

操作レバー (リ ーチ)を動作させ,フ ォークリフトの爪

にパレットをたし込み,操作レバー (テ ル ト)および換

作レバー (昇 降)でパ レットを持ち上げる動作を実施

し,一連の動作に要する時間を計測

越転動作
ハンドル,走行レバーを同時に動作し,フ ォークリフト

を移動させ,一連の動作に要する時間を計測

睡ロポット

ロ人間
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