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1.委託事業実施の背景と委託事業の概要
生活支援分野等のロボットを事業として大きく発展させるには、広範で多様な
要求を満たすソリューション型のロボットシステムが必要とされる。これらの基
盤となるロボットを 何時でも、誰でも、何処でも、そして、安く 提供可能と
するために、RT のオープン化やミドルウェアのモジュール化が推進されている。
これらの思想を具体的に実現する手段を提供することは、上記事業化の緊急の課
題である。特に、ロボットコストの大半を占めるアクチュエータの実装設計・組
み立ての省人化（アンプ・モータ小型化、一体化、省配線化、プラグイン化）は、
ロボット設計の革新をもたらし、ロボット事業の爆発的立ち上げに寄与する要で
ある。
そのために 小型化、低価格、高信頼性、ネットワーク結合のアクチュエータ実
現を目的として研究開発する。

2.委託事業全体の内容と目標
(1)技術の内容と新規性、独創性、改善性又は技術基盤強化性
① 技術の内容
本テーマは、ロボット用アクチュエータにおける、低価格・小型軽量化・ネット
ワーク化を実現するための要素部品の開発と、同目的に合致する合理的な構造の実
現を可能にする部材の開発、アクチュエータ製品化にいたる問題点の解決を行な
う。
開発するアクチュエータのイメージを下図に示す。
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②技術の新規性、独創性、改善性又は技術基盤強化性
改善性
1)既存技術の保有者、技術水準
アクチュエータの製造メーカは、㈱安川電機、三菱電機㈱、松下電器産業㈱、
富士電機㈱、他、国内には多数あり、いずれも国際的に見てトップレベルの技
術を擁している。しかしながら、これらはモータ・ドライバの専業メーカであ
り、ロボット市場に特化した製品作りは不得手である。多摩川精機㈱、㈱ハー
モニック・ドライブ・システムズの保有技術は他社と同等であるが、ロボット
市場を中心に製品展開している点が特長である。
現在普及しているアクチュエータの技術では、モータ(センサ内臓)、減速機、
ドライバが個別に供給されているので、小型化、組み込みの容易性が実現でき
ていない。さらにドライバを上位のバスに接続する思想が無いので、アクチュ
エータ毎に上位コントローラから信号線を接続しなければならない。この結果
電線の引き回しに関わる工数、スペース負担が大きい。この結果、ロボットを
製作するためには一定の技術力が必要となり、ロボットメーカが限定される一
因となっている。
2)いかなる点で改善されるか
提案する RT ネットワークプラグインアクチュエータは、減速機・モータ・セン
サ・ドライバを一体化することにより、従来比 1/2 の小型化と、組み込みやすさを
実現する。さらに、上位コントローラとの通信機能を持つため、配線工数、電線ス
ペースが不要となる。加えて、一体化によるアクチュエータコスト低減、組み込み・
配線工数の削減により、従来比 1/2 程度のコストダウンが可能となる。
3)いかにして、長期間に渡り、技術的優位性を維持できるか
プラグインアクチュエータの基本技術は、今回参加する多摩川精機㈱、㈱ハーモ
ニック･ドライブ･システムズによって確認されており、今後商品化に向けた最適化
を進める。
これらの基本技術は、複合技術であり、一朝一夕に他社が真似できるものではな
い。また、予定しているセンサ(レゾルバ)は、多摩川精機の技術が突出しており、
他社が追従できない水準にある。このため、提案するシステムは長期にわたって優
位性を保つことが可能である。
(2)技術目標値
①技術目標値
1)プラグイン小型アクチュエータの開発（小型アクチュエータの定義：モータ出力
5W、モータ出力 30W 又は 50W）
・ アクチュエータ性能：従来アクチェータと同等
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・ 形状：モータ、アンプ、センサあわせた体積が従来比 1/2 以下
（例：30W モータ&ドライバの場合 1400cm３ →

300cm３）

・ 価格：従来以下（ただし、相当量のロット個数の場合）
（例：30W モータ&ドライバの場合 13 万円 →

8 万円）

・ ネットワーク接続：例として USB2 などに接続
・ 出力シリーズ化：5W、30W
2)プラグイン中型アクチュエータの開発（中型アクチュエータの定義：モータ出力
100W、200W 又は 400W もしくは 1kW）
・ アクチュエータ性能：従来アクチェータと同等
・ 形状：モータ、アンプ、センサあわせた体積が従来比 1/2 以下
（例：200W モータ&ドライバの場合

1400cm３ →

600cm３）

・ 価格：従来以下（ただし、相当量のロット個数の場合）
（例：200W モータ＆ドライバの場合

15 万円 →

10 万円）

・ ネットワーク接続：例として USB2 などに接続
・ 出力シリーズ化：100W、200W、400W、750W
②技術目標値の妥当性
・世界最高の製品仕様
技術目標値は、その性能において従来品と同程度の性能を有しながら、モータ；
アンプ；センサを合わせた体積が従来比で 1/2 という高い目標を設定していること、
およびアクチュエータの 3 要素であるモータ；アンプ；センサを一体化し、生活支
援分野等多様ニーズに向けたソリューション型ロボットシステムへより容易かつ安
く適用するための要件を充分備えている。
・市場性の確保
前述の技術優位性、並びに、本提案に当たりロボット工業会が実施したユーザ要
素開発の結果から、RT ネットワークプラグインアクチュエータの市場性は確認でき
ており、事業としての妥当性があると考える。
また、本事業研究期間の 3 年間で、技術的な課題並びに製品化に関わる問題は解
決する予定である。
市場が見えていること、技術的な問題は研究期間に解決できることから、研究期
間終了後 3 年後には事業化が可能と判断する。
・実績ある製品化力
実現性に関しては、量産手段として㈱ハーモニック･ドライブ･システムズ、多摩
川精機㈱はすでにアクチュエータの製造実績があり、事業化に当たっての問題はな
い。また，要素技術の活用，機能検証・品質確認については、ユーザである三菱重
工業㈱並びに名城大学の支援を計画している。参加各社の基礎技術を集約すること
により、実現上の問題はないと判断している。

3

3.委託事業全体における技術目標値を達成するための課題と解決方法
プラグイン小型／中型アクチュエータは共通の課題を有しており、基本的な解決
方法も共通である。具体的項目を以下に示す。
課題
解決方法
根拠
モータ搭載センサの センサの IC 化とマイクロレゾ
アクチュエータに占
小型軽量化とコスト ルバ開発
めるセンサのコストは、
低減
小型軽量化・低価格化を実現 1/4 程度に達する。素子
するセンサ素子の IC 化、アク の IC 化によりコスト改
チュエータの高負荷運転によ
善と小型軽量化を図る。
る熱対策として、耐熱性に優れ
効率向上のために熱
る小型レゾルバの開発を実施
対策は重要な問題であ
する。
り、解決案の一つがレゾ
ルバである。
制御ドライバの小型 必須制御機能の集約と一体構
ドライバの小型・低価
軽量化とコスト低減 造化
格化には、専用回路の開
電流制御、速度制御、位置制 発が一番有効である。こ
御の各必須制御要素をワンチ
のため、制御回路を ASIC
ップマイコンに集積するため
化する。
の制御アルゴリズム開発およ
また、回路効率向上の
びモータセンサにおけるイン
ためには、熱対策が必要
ターフェイスの超小型化に向
となる。熱対策はモー
けた ASIC 開発によりモータと タ・センサと一体化して
一体構造が可能な制御機能を
実施する必要がある。
実現する。
ドライバ（アンプ）小型化に
よる発熱対策として，パワー素
子の特性を生かした低発熱ド
ライブ，ロボットの運動特性
（過負荷サイクル）に着目した
蓄・吸熱法を開発する。
通信チップ搭載
通信機能は本開発の
通信チップ搭載型の制御用
主眼の一つであり、市場
ワンチップマイコン等を用い、 から強く求められてい
適切な通信アルゴリズムのソ
る性能項目である。
フトウエア開発を行うことで
制御ドライバのネットワーク
対応を実現する。
モータドライバ一体 放熱構造の最適化
アクチュエータの効
構造化に適応するモ
コンピュータシミュレーシ 率向上のために、熱対策
ータ構造
ョンによる FEM 放熱熱解析を行 を実施する。
い、最適な放熱構造の実現す
る。
減速機の小型化とコ 軸受け改良と複雑形状品のダ
現状の減速機は機械
スト低減
イカスト化
加工品のため、コスト低
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減速機の容積の半分を占め
る軸受け部分の改良により、小
型化と低価格化を図る。また、
部品のダイキャスト化により
部品点数削減・軽量化・低価格
化を図る。さらに，プラスティ
ック化による一層の低コスト
化の方法も開発する。

減が難しい要素である。
このため、部品要素毎に
見直しを行い、構造・材
質・加工方法などを見直
す。

4.当該年度における技術目標値の達成の状況と意義（実績）
1)プラグイン小型アクチュエータの開発
①減速機要素開発
＜小型高精度タイプ減速機の開発＞
・小型高精度の金属減速機として、ハーモニック減速機ユニットの低価格化構造を
ベルト駆動型，直結型の 2 種類で検討し、ベルト駆動型（3 型番）の試作を行なっ
た。また、検討した構造でのコスト分析を行なって量産価格を試算した。
・試作した減速機ユニットの写真及び検討を行なった図面の一部を添付資料 1 に示
す。
＜低コストタイプ減速機の開発＞
・低コスト化のためには、金型などによる大量製作が必要で、その代表例である射出成
型、焼結、ダイキャストについて比較検討を行った結果、製造費、製作精度から射出
成型が最適であるとの結論を得た。
・方式に関しては、遊星減速機、内公転減速機、フレックスインターナル減速機につ
いて検討し、噛合い歯数を多くとることで、バックラッシュの低減（目標：市販品
の 1/3 程度）と歯面での発生応力低減が期待できるフレックスインターナル減速機
に絞り込んだ。
・フレックスインターナル減速機の試作・要素試験を行い、バックラッシと駆動効率
に関し、目標実現のための技術的な見通しを得た。
・具体的な検討結果を添付資料 2 に示す。
② モータ要素開発
・容量 5W、30W で、価格目標従来以下（30W モータ&ドライバの場合 13 万円→
8 万円）の小型モータ開発に対し、本年度は DC ブラシレス方式の 5W、20W モ
ータ（コア付きタイプ）を試作し、性能とコストを検討した。また、低価格化手
法としてのコアレス構造について部材を試作してその優位性を検討した。
・試作したモータの写真と設計性能を添付資料 3 に示す。
③ドライバ要素開発
・通信内蔵のモータ一体型ドライバ試作として、基板型の 5W、20W ブラシレス
DC モータ用ドライバの試作を行なった。また、機能比較検討用として同様機能
を有する DC モータ用ドライバを製作し、サイズ，コストの比較を行なった。
・試作した DC モータ用ドライバ及びブラシレス DC ドライバの写真を添付資料 4
に示す。
④センサ要素開発
・CS 信号つきフォト IC を開発し、外径 13mm 分解能 200P/R のエンコーダに組み
込んで、当初計画した性能を確認した。併せて、多摩川精機から購入した RD 変
換素子の評価回路を試作し、同じく多摩川精機から購入したレゾルバと組み合わ
せて、組み込み精度の許容度、性能評価など、基礎的な実験を行い、モータとの
組み合わせが可能である事を確認した。
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・試作したレゾルバ評価基板類及び試作したフォト IC 組み込みエンコーダの写真を
添付資料 5 に示す。
2)プラグイン中型アクチュエータの開発
①減速機要素開発
従来価格以下の価格目標と本用途に許容される性能・大きさを考慮した減速機の試
作品を入手検討する。さらに同等レベルの減速機を他メーカに対しても調査し、比較検
討する。検討結果を添付資料 6 に示す。
②モータ要素開発
最終目標 100W、200W、400W、750W の中型モータ開発に対し、本年度は主にモータの放
熱性、シール性に対する基礎的な要素研究を行う。放熱構造の最適化を行うために、ス
テータ部分の熱分布についてコンピュータシミュレーションによる FEM 熱解析を添付
資料 7 に示す。
③ドライバ要素開発
通信内蔵のモータ一体型ドライバ試作を目標とするが、本年度は、200W用ドライバの構
成、回路についての詳細検討を行う。構成図及び試作した基板類の写真を添付資料8に
示す。
④センサ要素開発
センサをレゾルバ方式として開発する目標であるが、本年度はモータ・ドライバ評価の
ために、インクリメンタルエンコーダで要素開発し、モータに組み込み評価する。併せ
て、レゾルバでの組み込み精度の許容度、変換素子の評価回路試作、性能評価およびASIC
化設計を行う。試作したブレッドボードとASICの写真を添付資料9に示す。
3)開発アクチュエータの実用性検証
①高効率駆動方式の研究
開発するドライバが低発熱ドライバとして有効であることを確認する。すなわち、適用
素子（CMOS‑FET）のON抵抗、高速性を生かすとともに、一体化による低電圧化を図ること
での過渡損失の更なる低減を可能とするとともに、駆動方式の整理と低発熱駆動法を提案
し、有効性を確認する。また、メモリ方式のネットワーク接続法の原案を提案する。高効
率駆動方式の研究結果について添付資料10に示す。
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5.事業化の目標と当該年度に把握した事業化を取り巻く環境変化
＜事業化の目標＞
本プロジェクトの成果を産業用アクチュエータ市場（産業用ロボットを含む）だけでなく、
非産業用アクチュエータ市場への本格的事業展開につなげる事を事業化の目標とする。
日本ロボット工業会により実施されたユーザニーズの調査結果から、本プロジェクトの妥
当性は明らかとなっており本プロジェクトの成果がユーザのアプリケーション開発を活
性化し、結果として非産業用ロボットアクチュエータ市場の拡大を実現するものと考え
る。以下に事業化の概念図を示す。
また、事業規模としては 20 年度 4 万台（12 億円）、21 年度 6 万台（18 億円）22 年度
10 万台（27 億円）を想定する。

プリント
基板製造
電子部品メーカ
（センサ部品）
（電子部品）

ネットワークＩＣ

ロボットメーカ
（三菱重工）

コミュニケ
ーション,警
備ロボット

アクチュエータ
メーカ
個人・家庭

(ﾊｰﾓﾆｯｸ･ﾄﾞﾗｲ
ﾌﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ)

自動車製造

プラグイン

機械部品メーカ
減速機

産業用

ドライバ

家電品製造

材料メーカ
(多摩川精機)
装置メーカ

加工業者

半導体製造

電子部品

搬送機器
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＜環境変化＞
ヒューマノイドロボット等をはじめとした非 FA 分野アプリケーションの開発が活発化
し、各種メディアに多数取り上げられており、本プロジェクトで開発中のモータ、ドライ
バ、減速機の対象市場の拡大が実感される。
ただし、この様なアプリケーションに使用されるアクチュエータは海外製品であるか限定
品が使用されており、日本製の非産業用市場用アクチュエータが手薄な事を感じさせる。
また、非産業用の小型モータ領域では日本市場においても存在感の大きい海外メーカが製
品ラインナップを強化している事からも、非 FA 分野の需要増が推測される。
展示会等において、複数のモータメーカからネットワーク接続型のコンパクトサーボドラ
イバ&モータがサンプル展示されはじめた。この事は本プロジェクトで開発中のモータ、
ドライバの技術的方向性が市場要求に合致している証拠と考えられる。
また、モータとドライバを一体化した製品は海外市場を中心にポピュラーな存在になりつ
つあるが、比較的大型なうえ分離型に対して大きなコストメリットを提供している訳では
ないので、非産業用ロボット用としての普及は難しいと思われる。
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