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���ロボット(コボット)���の�	�


	��なニーズ

Table 1. 

AC / DC DC / DC Point−of−Load Motor Drive Communications
Power 

Management

Collaborative
Robots

Mains to
equipment,

battery charging.

Legacy 
actuator needs
at 24 V, 12 V.

Sensors,
peripherals,

communications.

Gripping, lifting,
traction,

actuation, etc.

Multiple Protocols Whole System

��で���ロボット(コボット)の��が�む�で、��すべき���の�	�
とは？

もちろん、�いリストを��することも��ですが、まず	
に、どのようなロボットシ

ステムにおいても��な��を�たす4つの��、すなわちモーション��、��、センシ
ング、パワーマネージメント、を()することを*+します(｢,-.なニーズ｣の1に�す

2�3を45)。その6となるのは、7らかの89で、これらの��のすべてを、:;.ま
たは7らかの�<.ロボット��システムを�じて、=>に?@させABにCDさせるこ

とです。また、�EするアプリケーションのニーズについてもHIしておいてください。

この��に、��すべきアプリケーションパラメータがありますか？

はい。JKLロボットに�してMりたいことは、NOするPQ、8R、CDのS	、TC

UV、WX�
、Y�なZ[\�などです。これにより、]E^となる_`をabできま

す。JKLロボットはcくのde、fgのhiへのjk、ステーション�のTCや2ステ

ーションにおけるlDをmプログラムできるようにaoされます。そのため、pqrにつ

いてもs)がY�です。

��するアプリケーションの��を�てた�、��にモーション� から!"すべきです
か？

tuした[��をまとめて()するY�があります。そのため、�Evwxが	もy�し

ている��のエレクトロニクスに�<することを*+します。モーション��のde、

JKLロボットはモータ��ボードをロボットアームに~�しているdeがcいため、

���を�め、さまざまな����に��を�うY�があります。したがって、�Lの�

�を�ぶだけでなく、スイッチング��が�さいスイッチを�hすることもY�です。

MOSFET (������������トランジスタ)vwを�hしたc�なコンポーネント
を¡hできます。また、このようなアプリケーションでは、�¢で£¤¥�¦のデバイ

スも�©.です。ステッパ、ブラシ、ブラシレスなど、さまざまなS	のモータを«みe
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わせて�hするdeは、¬くc�なモータドライバを®¯している°±²xを�³する

とよいでしょう。

このシナリオで#に�	することは？

´²hロボットとJKLロボットのどちらをaoするdeでも、aoにおいてセンシング

\�が��な��を�たします。JKLロボットのde、µの¶·を¸]して¹ºを�»

するセンサが½¾でY�です。このため、Vなセンサvwが��になります。このSの

センサは、(	¿gメートルの)いÁ�にjÂできるだけでなく、ミリメートル(mm)Ä¶
の�Å�を�®することもY�です。いWXをカバーするにはfgのセンサがY�にな

ります。ミリÆレーダーのようなÈÉセンシングソリューションは、	¿84 mのÌ�と

い�Å�で、fgのÍ�を¸]できます。これらのRFセンサは、Î、Ï、�、�、Ð�な

ど、さまざまな����ÑでもCDします。これはZ[ÒのÓ�Ôにすぎません。�Eす

るアプリケーションには、ほかにどのようなS	のセンサがY�でしょうか？それはC

Õ、�Ö、×¦、ØVなどです。�hするセンサデバイスの°±²xが、�Eニーズのす

べてにjkできることをBÙしてください。そうすれば、ÚなるÛ²から®¯されている

�¢のÚなるfgの��のÜeをÝみるÞßをàáできます。

すべてのコンポーネントへの$%&'を�	する(に、)*すべきことは？

このdeも、�Eするアプリケーションを()する�に、âÑの^をBÙするY�があり

ます。�Eに�hするパワーマネージメントシステムがY�な�ã�×をすべて®¯でき

るか、��なäエネルギー\�(スタンバイモードでæ£�»�çをèéするためのパワー

マネージメント\�など)、マイクロプロセッサのウェイクアップ�ê、ë�Lコンバータ
(Y�なde)、ìíîï\�を®¯できるか、そして−25°Cから85°Cのð`ØVWX~でテ
ストñCDØVWXを�®できるか、というÞ�です。

+,インタフェースを8-する��に�	すべきことは？

fgの��プロトコルを�hするdeに()をY�とする��rがいÞ�は、やはり�

EするアプリケーションのニーズによってÚなります。�hするコンポーネントに、pq

rのいòó\ô、コネクティビティ、ÜeLソフトウェアサポートシステムが�まれて

いるかどうかBÙしてください。cくのde、これらのデバイスはfgのコアを�hし

て、�EニーズにjkするようにÜe、;÷、r�のバランスをBîしています。

-.の/0を1さないよう23く45するために、どのような67がありますか？

�Eの	
から	øまでY�な¬いc�なコンポーネントを、1ùで®¯できるかどう
かBÙしてください。グリッパやエンドエフェクタに�hするセンサから、アナログおよ

びデジタルタイミング��、ディスクリート�û��、コンピュータチップといったさま

ざまなコンポーネントがあり、さらにはモータ���û��、�ãデバイス、パワーマネ

ジメントデバイスなどがèýする[\�のCDのZb�をþ�します。()すべきこと

は、�Eするアプリケーションのさまざまなソリューションを¸�する�に、それらにj
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kするcSc�な�Eボードを1ùで®¯できる°±²xと?@して�EをÉめることで

す。
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