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There are various methods for industrial robot programing called teaching. In general, teaching
procedure is executed for each robot by using a dedicated controller, however it is complicated and spent
too much time. In addition, special skills and knowledges for a robot are required for it. Therefore, in
this paper, we construct a method to teach industrial robots indirectly by measuring and transmitting
user’s work with sensors. Furthermore, we verify the effectiveness of the proposed teaching method by
applying to an industrial robot system.
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1 はじめに
産業用ロボットの利用には，ロボットの作業動作をプログラム

する「教示（ティーチング）」と呼ばれる手順が必要であり，こ
れは一般にティーチングペンダントと呼ばれる専用のコントロー
ラを用いて行われる．教示作業には比較的高度な技能が必要であ
り，複雑な動作の教示には長時を要する．産業用ロボットの作業
空間と操作対象の CADデータが利用可能な状況であれば，物理
シミュレータを利用する「オフラインティーチング」という手法
が利用される場合もある．また，産業用ロボットをユーザが直接
動作させて動作を記憶させ，その後，動作を再生するダイレクト
ティーチングという手法もある．しかし，これらの手法において
も，産業用ロボットに関する種々の専門知識が必要であり，現場
での最終的な微調整には，ティーチングペンダントによる教示が
必要となるケースが多い．現在，特殊な技能や知識を必要としな
い産業用ロボットの教示は，産業において重要な研究対象となっ
ている．
そこで本研究では，教示者がロボットに対して望む作業を実演

し，その様子をセンサ等で計測することにより，間接的にロボッ
トを教示する実演教示法 [1]に基づく実演教示システムを構成す
る．また，ピックアンドプレース作業を対象として，実演教示の
簡易的なシステムを構成し，その有効性を検証する．

2 実演教示手法
提案システムは，教示者が対象物を操作を計測する実演教示

ブース（Fig.1(a)）とロボット作業空間（Fig.1(b)）から構成さ
れる．実演教示システムの信号伝達の概要を Fig.2に示す．
実演教示ブースでは，教示者の手の動きや対象物の位置と姿勢

の時系列変化を計測し，一連の作業に関するそれらの計測データ
を記録する． 教示作業の具体的な方法は以下の通りである．

(i) ロボットの作業空間を模擬した実演教示ブースにおいて，
教示者が対象物に所望の操作を加え，その操作における作
業者の動作と操作対象物の移動を計測する．

(ii) 計測された情報をロボットに伝送する．

(iii) 対象物の空間中の移動と作業内容を再現するようにロボッ
ト動作の軌道計画を自動的に行う．

(iv) 移動計画を物理シミュレータでシミュレートし，教示者に
提示する．

(v) 教示者が実行計画を承認すれば，産業用ロボットは実動作
を開始する．

2.1 実演教示ブースにおける計測
実演教示ブースにおける操作対象物の初期状態 dS ∈ R

7 を，
時刻 0における初期位置 x0 ∈ R

3 と初期姿勢 θ0 ∈ R
4（クォー

タニオン）を併せて以下のように表す．

dS = d0 ≜ [x0 θ0]
T (1)

RGB-D Camera

(a) 実演教示ブース

(b) ロボット作業空間

Fig.1 実演教示システムの概観

また，最終状態 dE は，最終位置と最終姿勢を併せて以下のよう
に表す．

dE ≜ [xE θE ]
T (2)

ここで，離散時間ステップを表す k = 0, 1, · · · , k, · · ·E は作業の
長さに合わせて変化する．各サンプリング時刻毎にこの状態を取
得する．

2.2 把持姿勢と動作計画
ロボットハンドの把持姿勢 sk ∈ R

7は，操作者の手の動きを参
照して，ロボットハンドの座標 hk ≜ [xh

k yh

k zhk ]
T と，姿勢を表

すクォータニオン qk ≜ [rk vk]
T を併せて，sk ≜ [hk qk]と表現

する．ロボットが操作する対象物の姿勢 lk ∈ R
7 は，座標mk ≜

[xm

k ym

k zmk ]T と，姿勢を表すクォータニオン nk ≜ [tk uk]
T を

併せて，lk ≜ [mk nk]と表現する．
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Fig.2 システムの概要

まず，実演教示ブースで操作対象物を操作し，dS から dE の
系列Dd = {dS ,d1, · · · ,dE}を獲得する．つぎに，Dd をロボッ
ト作業空間に適用するために座標変換してDr を得る．ロボット
ハンドの姿勢 sk がDr の各点を通過するように，RRT-Connect
（Rapidly exploring Random Tree-Connect）[2] を適用して動
作軌道を生成する．

3 実演教示システム
教示者側の実演教示ブースは，作業空間を RGB-D カメラに

よって計測される．ロボット側のシステムは，RGB-Dカメラ，マ
ニピュレータ，コンピュータで構成される．マニピュレータには，
MOTOMAN-SIA5F（安川電機）を使用し，そのエンドエフェク
タとして D-Hand TypeA3H（ダブル技研）を装着している．こ
のエンドエフェクタを，以後「ロボットハンド」と呼称する．
対象物の認識は，RGB-Dカメラで得られた三次元点計測点群

に対して，OpenCV と PCL を利用して Bounding Box を当て
はめ，操作対象物の位置と姿勢に関する情報を得る．

4 実験
実演教示ブースにおいて，操作対象物を初期位置から中間姿勢

を経由した後，最終位置に姿勢を変化させて設置するという一連
の教示を行い，ロボット作業スペースでピックアンドプレースを
実行する実験を行った．本実験では以下の二点について検証した．

(I) 対象物が初期姿勢から中間姿勢を経て最終姿勢となるよう
に，ピックアンドプレースが行われるか．

(II) 最終位置における実演教示の精度（教示内容とピックアン
ドプレース後の対象物の位置と姿勢の誤差）．

操作対象物は，直径 70 mm ，高さ 145 mm の円柱で片方の端
の色を変えたものとし，実演教示ブースとロボット作業空間で同
一のものを利用した．
まず (I)について，姿勢 0 degの対象物を反時計回りに 90 deg回

転させ，最終位置に置くという教示をした後，ピックアンドプレー
スを行い対象物の姿勢変化を確認した．実演教示内容を Fig.3に，
その結果を Fig.4 に示す． この結果から，構築した実演教示シ
ステムによって，操作対象物が中間姿勢を経て最終姿勢となるよ
うにロボット作業空間においてピックアンドプレースが実行され
ることが確認できた．

(a) 初期姿勢 (b) 中間姿勢 (c) 最終姿勢

Fig.3 実験 (I)の教示内容

(a) ピック時 (b) 動作途中 (c) プレース時

Fig.4 教示内容を実行した様子

Table 1 実験 (II)の実験結果
配置角度 [deg] 位置誤差の平均値 [mm] 姿勢誤差の平均値 [deg]

0 9.6 5.8

30 3.8 3.9

45 13.0 3.1

60 23.4 5.5

90 7.0 2.2

つぎに (II)について，初期姿勢 0 deg の対象物を，反時計回
りに 0, 30, 45, 60, 90 deg 回転させ最終位置へ置くという実演
教示を行った後に，ロボット作業空間でピックアンドプレースを
実行した．それぞれの場合について五回ずつ試行し，実演教示と
ピックアンドプレース後の対象物の位置および姿勢の絶対誤差の
平均値を求めた．この結果を Table1に示す．誤差の支配的な原
因は，RGB-Dカメラの計測誤差であると考えられる．すなわち，
RGB-Dカメラは，距離 1.0 mで直径 70 mm ，高さ 145 mm の
円柱を計測すると，その誤差率はおよそ 16 % であり [3]，位置
では 20 mmの絶対誤差が生ずる．

5 おわりに
対象物の空間中の位置と姿勢に着目する産業用ロボットの実

演教示手法を提案した．提案手法を用いて実演教示を行った後，
ピックアンドプレースを実行すると，対象物が教示内容通りに初
期姿勢から中間姿勢を経て最終姿勢となるよう，ロボットに動作
を再現させることができた．また，教示内容と実際にピックアン
ドプレースを実行した後の対象物の位置および姿勢の絶対誤差の
平均値は，位置誤差が 11.4 mm，姿勢誤差は 4.09 degであった．
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