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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空間内において少なくとも１つのオブジェクトを産業用ロボットによって最終姿勢に高
精度で位置決めするための方法において、
　前記オブジェクトを位置決めするために、
　・所定のポジショニングに位置調整することができる第１の産業用ロボット（１１）と
、
　・３次元の空間座標系で校正され、既知の第１の位置（Ｐａ）に既知の方向に位置決め
された第１の光学的撮像装置（１ａ）と、
　・前記空間座標系で校正され、既知の第２の位置（Ｐｂ）に既知の方向で位置決めされ
た、少なくとも１つの第２の光学的撮像装置（１ｂ）と
を使用し、
　前記第１の光学的撮像装置（１ａ）は、
　・所定の第１の視界（８ａ）内で画像を撮像するための光学的校正された第１のカメラ
（２ａ）と、
　・前記第１の視界（８ａ）を位置調整するために前記第１のカメラ（２ａ）を方向決め
するための第１の駆動ユニット（３ａ）と、
　・前記第１のカメラ（２ａ）の角度方向を高精度で検出して、前記空間座標系において
前記第１の視界（８ａ）を求めるための、該空間座標系で校正された第１の角度測定ユニ
ット（４ａ）と
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を有し、
　前記第２の光学的撮像装置（１ｂ）は、
　・所定の第２の視界（８ｂ）内で画像を撮像するための、光学的校正された第２のカメ
ラ（２ｂ）と、
　・前記第２の視界（８ｂ）を位置調整するために前記第２のカメラ（２ｂ）を方向決め
するための第２の駆動ユニット（３ｂ）と、
　・前記第２のカメラ（２ｂ）の角度方向を高精度で検出して、前記空間座標系において
前記第２の視界（８ｂ）を求めるための、該空間座標系で校正された第２の角度測定ユニ
ット（４ｂ）と
を有し、
　前記第１の位置（Ｐａ）と前記第２の位置（Ｐｂ）との間隔は次のように設けられてお
り、すなわち、前記第１の視界（８ａ）と前記第２の視界（８ｂ）とが少なくとも部分的
に重なり合うように、前記第１の光学的撮像装置（１ａ）および前記第２の光学的撮像装
置（１ｂ）によって前記少なくとも１つのオブジェクトの画像が３次元で撮像されるよう
に設けられており、
　・光学的に検出可能な既知の第１の特徴的要素（１３）を有する第１のオブジェクト（
１２）を、前記第１の産業用ロボット（１１）によって把持公差以内で把持および保持す
るステップと、
　・前記第１の産業用ロボット（１１）に対して、前記第１のオブジェクト（１２）が前
記空間座標系において該第１の産業用ロボット（１１）のポジショニングの設定によって
調整されるように前記把持公差を補正するための第１の調整量を求めるステップであって
、
　前記第１の視界（８ａ）と前記第２の視界（８ｂ）とが少なくとも部分的に重なり合う
ように、前記第１の産業用ロボット（１１）の第１の調整ポジショニングに保持された前
記第１のオブジェクト（１２）の前記第１の特徴的要素（１３）の少なくとも一部に向け
て、前記第１のカメラ（２ａ）および前記第２のカメラ（２ｂ）をそれぞれ前記第１の駆
動ユニット（３ａ）および前記第２の駆動ユニット（３ｂ）によって方向決めするステッ
プと、
　第１の撮像画像を撮像するステップと、
　前記第１の光学的撮像装置（１ａ）の第１の位置（Ｐａ）および前記第２の光学的撮像
装置（１ｂ）の第２の位置（Ｐｂ）と、前記第１の角度測定ユニット（４ａ）および前記
第２の角度測定ユニット（４ｂ）によって検出された前記第１のカメラ（２ａ）の角度方
向および前記第２のカメラ（２ｂ）の角度方向と、前記第１の撮像画像と、前記第１のオ
ブジェクト（１２）にある前記第１の特徴的要素（１３）の知識とから、前記第１の産業
用ロボット（１１）の前記第１の調整ポジショニングにおける前記空間座標系での該第１
のオブジェクト（１２）の姿勢を求めるステップと、
　前記第１の産業用ロボット（１１）の前記第１の調整ポジショニングと、少なくとも、
該第１の産業用ロボット（１１）の第１の調整ポジショニングにおける前記第１のオブジ
ェクト（１２）の求められた姿勢とを使用して、前記第１の調整量を求めるステップと
を実施するステップと、
　・前記第１のオブジェクト（１２）を高精度で第１の最終姿勢に位置調整するステップ
であって、該第１のオブジェクト（１２）が該第１の最終姿勢に所定の公差以内で達する
まで、
　　さらなる第１の撮像画像を撮像するステップと、
　　前記第１の光学的撮像装置（１ａ）の第１の位置（Ｐａ）および前記第２の光学的撮
像装置（１ｂ）の第２の位置（Ｐｂ）と、前記第１の角度測定ユニット（４ａ）および前
記第２の角度測定ユニット（４ｂ）によって検出された前記第１のカメラ（２ａ）の角度
方向および前記第２のカメラ（２ｂ）の角度方向と、前記さらなる第１の撮像画像と、前
記第１のオブジェクト（１２）にある前記第１の特徴的要素（１３）の知識とから、前記
空間座標系における該第１のオブジェクト（１２）の実際の姿勢を求めるステップと、
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　前記第１のオブジェクト（１２）の実際の姿勢と前記第１の最終姿勢との姿勢差を計算
するステップと、
　前記第１の産業用ロボット（１１）の現在のポジショニングと、前記姿勢差に関連する
量とから、前記第１の調整量も使用して、前記第１の産業用ロボット（１１）の新たな目
標ポジショニングを計算するステップと、
　前記第１の産業用ロボット（１１）を前記新たな目標ポジショニングに位置調整するス
テップと
を繰り返し行うことにより、前記第１のオブジェクト（１２）を高精度で第１の最終姿勢
に位置調整するステップ
とを有することを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記第１の産業用ロボット（１１）によって前記第１のオブジェクト（１２）を把持し
た後、前記第１の調整量を求めるために該第１の産業用ロボット（１１）を前記第１の調
整ポジショニングに位置調整する、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のオブジェクト（１２）が所定の公差以内で前記第１の最終姿勢に達するまで
繰り返し行われる前記ステップの前に、
　・前記第１の調整量に基づいて、前記第１の調整ポジショニングから、前記第１のオブ
ジェクト（１２）が前記第１の最終姿勢に近い第１の近似姿勢に位置決めされるポジショ
ニングに前記第１の産業用ロボット（１１）を位置調整し、
　・前記第１の視界（８ａ）と前記第２の視界（８ｂ）とが少なくとも部分的に重なり合
うように、前記第１の近似姿勢に位置決めされた前記第１のオブジェクト（１２）の前記
第１の特徴的要素（１３）の少なくとも一部に向けて、前記第１のカメラ（２ａ）および
前記第２のカメラ（２ｂ）をそれぞれ前記第１の駆動ユニット（３ａ）および前記第２の
駆動ユニット（３ｂ）によって方向決めする、請求項１または２記載の方法。
【請求項４】
　前記第１のオブジェクト（１２）を前記第１の最終姿勢に高精度で位置調整する前に、
　・第２のオブジェクト（２２）を第２の産業用ロボット（２１）または手動で把持し、
オブジェクトホルダ（２４）に配置して前記空間座標系における第２の最終姿勢に位置決
めする、請求項１から３までのいずれか１項記載の方法。
【請求項５】
　・前記第２のオブジェクト（２２）が前記所定の第２の最終姿勢に高精度で位置決めさ
れるように、前記オブジェクトホルダ（２４）は強制センタリングが行われるように設け
られている、請求項４記載の方法。
【請求項６】
　・前記第２のオブジェクト（２２）は、光学的に検出可能な既知の第２の特徴的要素（
２３）を有し、
　前記第２のオブジェクト（２２）を前記オブジェクトホルダ（２４）に配置する前に、
　前記第１の視界（８ａ）と前記第２の視界（８ｂ）とが少なくとも部分的に重なり合う
ように、前記第２のオブジェクト（２２）の前記第２の特徴的要素（２３）の少なくとも
一部に向けて、前記第１のカメラ（２ａ）および前記第２のカメラ（２ｂ）をそれぞれ前
記第１の駆動ユニット（３ａ）および前記第２の駆動ユニット（３ｂ）によって方向決め
し、
　第２の撮像画像を撮像し、
　前記第１の光学的撮像装置（１ａ）の第１の位置（Ｐａ）および前記第２の光学的撮像
装置（１ｂ）の第２の位置（Ｐｂ）と、前記第１の角度測定ユニット（４ａ）および前記
第２の角度測定ユニット（４ｂ）によって検出された前記第１のカメラ（２ａ）の角度方
向および前記第２のカメラ（２ｂ）の角度方向と、前記第２の撮像画像と、前記第２のオ
ブジェクト（２２）にある前記第２の特徴的要素（２３）の知識とから、前記空間座標系
における該第２のオブジェクト（２２）の第２の最終姿勢を求める、請求項４記載の方法
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。
【請求項７】
　前記第１のオブジェクト（１２）を前記第１の最終姿勢（Ｅａ）に高精度で位置調整す
る前に、
　・光学的に検出可能な第２の特徴的要素（２３）を有する第２のオブジェクト（２２）
を第２の産業用ロボット（２１）によって把持公差以内で把持および保持し、
　・前記第２の産業用ロボット（２１）を、前記第２のオブジェクト（２２）が第２の最
終姿勢になる該第２の産業用ロボット（２１）の最終ポジショニングに位置調整し、
　・前記第１の視界（８ａ）と前記第２の視界（８ｂ）とが少なくとも部分的に重なり合
うように、前記第２のオブジェクト（２２）の前記第２の特徴的要素（２３）の少なくと
も一部に向けて、前記第１のカメラ（２ａ）および前記第２のカメラ（２ｂ）をそれぞれ
前記第１の駆動ユニット（３ａ）および前記第２の駆動ユニット（３ｂ）によって方向決
めし、
　　第２の撮像画像を撮像し、
　　前記第１の光学的撮像装置（１ａ）の第１の位置（Ｐａ）および前記第２の光学的撮
像装置（１ｂ）の第２の位置（Ｐｂ）と、前記第１の角度測定ユニット（４ａ）および前
記第２の角度測定ユニット（４ｂ）によって検出された前記第１のカメラ（２ａ）の角度
方向および前記第２のカメラ（２ｂ）の角度方向と、前記第２のオブジェクト（２２）の
前記第２の特徴的要素（２３）の知識とから、前記空間座標系における前記第２のオブジ
ェクト（２２）の第２の最終姿勢を求める、
請求項１から３までのいずれか１項記載の方法。
【請求項８】
　前記第１のオブジェクト（１２）の前記第１の最終姿勢を、前記第２のオブジェクト（
２２）の第２の最終姿勢と、該第１のオブジェクト（１２）と該第２のオブジェクト（２
２）との所定の相対姿勢とから計算する、請求項５から７までのいずれか１項記載の方法
。
【請求項９】
　前記第１のオブジェクト（１２）を前記第１の最終姿勢に高精度で位置調整する前に、
　・光学的に検出可能な既知の第２の特徴的要素（２３）を有する第２のオブジェクト（
２２）を第２の産業用ロボット（２１）によって把持公差以内で把持および保持し、
　・前記第２の産業用ロボット（２１）のポジショニングの設定によって前記第２のオブ
ジェクト（２２）が前記空間座標系において調整されるように前記第２の産業用ロボット
（２１）の前記把持公差を補正する第２の調整量を求め、該第２の調整量を求めるために
、
　　前記第１の視界と前記第２の視界とが少なくとも部分的に重なり合うように、前記第
２の産業用ロボット（２１）の第２の調整ポジショニングに保持される前記第２のオブジ
ェクト（２２）の前記第２の特徴的要素（２３）の少なくとも一部に向けて、前記第１の
カメラ（２ａ）および前記第２のカメラ（２ｂ）をそれぞれ前記第１の駆動ユニット（３

ａ）および前記第２の駆動ユニット（３ｂ）によって方向決めするステップと、
　　第２の撮像画像を撮像するステップと、
　　前記第１の光学的撮像装置（１ａ）の第１の位置（Ｐａ）および前記第２の光学的撮
像装置（１ｂ）の第２の位置（Ｐｂ）と、前記第１の角度測定ユニット（４ａ）および前
記第２の角度測定ユニット（４ｂ）によって検出された前記第１のカメラ（２ａ）の角度
方向および前記第２のカメラ（２ｂ）の角度方向と、前記第２の撮像画像と、前記第２の
オブジェクト（２２）にある前記第２の特徴的要素（２３）の知識とから、該第２の産業
用ロボット（２１）の第２の調整ポジショニングにおける前記第２のオブジェクト（２２
）の前記空間座標系における姿勢を求めるステップと、
　　前記第２の産業用ロボット（２１）の第２の調整ポジショニングと、少なくとも、該
第２の産業用ロボット（２１）の前記第２の調整ポジショニングにおける前記第２のオブ
ジェクト（２２）の求められた姿勢とを使用して、前記第２の調整量を求めるステップと
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を実施するステップと、
　・前記第２のオブジェクト（２２）を第２の最終姿勢に高精度で位置調整するために、
所定の公差以内で前記第２の最終姿勢に達するまで、
　　さらなる第２の撮像画像を撮像するステップと、
　　前記第１の光学的撮像装置（１ａ）の第１の位置（Ｐａ）および前記第２の光学的撮
像装置（１ｂ）の第２の位置（Ｐｂ）と、前記第１の角度測定ユニット（４ａ）および前
記第２の角度測定ユニット（４ｂ）によって検出された前記第１のカメラ（２ａ）の角度
方向および前記第２のカメラ（２ｂ）の角度方向と、前記さらなる第２の撮像画像と、前
記第２のオブジェクト（２２）にある前記第２の特徴的要素（２３）の知識とから、前記
空間座標系における該第２のオブジェクト（２２）の実際の姿勢を求めるステップと、
　前記第２のオブジェクト（２２）の実際の姿勢と前記第２の最終姿勢との間の姿勢差を
計算するステップと、
　前記第２の産業用ロボット（２１）の現在のポジショニングと、前記姿勢差に関連する
量とから、前記第２の調整量も使用して、該第２の産業用ロボット（２１）の新たな目標
ポジショニングを計算するステップと、
　前記第２の産業用ロボット（２１）を前記新たな目標ポジショニングに位置調整するス
テップ
とを繰り返すステップと
を実施する、請求項１から３までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１０】
　前記第２の産業用ロボット（２１）によって前記第２のオブジェクト（２２）を把持し
た後、前記第２の調整量を求めるために該第２の産業用ロボット（２１）を前記第２の調
整ポジショニングに位置調整する、請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　前記第２のオブジェクト（２２）が所定の公差以内で前記第２の最終姿勢に達するまで
繰り返し行われる前記ステップの前に、
　・前記第２の調整量に基づいて、前記第２の調整ポジショニングから、前記第２のオブ
ジェクト（２２）が前記第２の最終姿勢に近い第２の近似姿勢に位置決めされるポジショ
ニングに前記第２の産業用ロボット（２１）を位置調整し、
　・前記第１の視界（８ａ）と前記第２の視界（８ｂ）とが少なくとも部分的に重なり合
うように、前記第２の近似姿勢に位置決めされた前記第２のオブジェクト（２２）の前記
第２の特徴的要素（２３）の少なくとも一部に向けて、前記第１のカメラ（２ａ）および
前記第２のカメラ（２ｂ）をそれぞれ前記第１の駆動ユニット（３ａ）および前記第２の
駆動ユニット（３ｂ）によって方向決めする、請求項９または１０記載の方法。
【請求項１２】
　・加工ツールとして構成された第３のオブジェクト（３２）を第３の産業用ロボット（
３１）によって保持公差以内で保持し、
　・前記第３の産業用ロボット（３１）のポジショニングの設定によって前記空間座標系
において前記加工ツール（３２）が調整されるように位置調整されるように該第３の産業
用ロボット（３１）の把持公差を補正する第３の調整量を求め、
　前記第３の調整量を求めるために、
　・前記加工ツール（３２）を前記第３の産業用ロボット（３１）の第３の調整ポジショ
ニングに保持し、前記第１の視界（８ａ）と前記第２の視界（８ｂ）とが少なくとも部分
的に重なり合うように、前記第１のカメラ（２ａ）および前記第２のカメラ（２ｂ）をそ
れぞれ前記第１の駆動ユニット（３ａ）および前記第２の駆動ユニット（３ｂ）によって
、前記加工ツール（３２）または該加工ツール（３２）に結合された該第３の産業用ロボ
ット（３１）の一部分に設けられた光学的に検出可能な既知の第３の特徴的要素（３３）
の少なくとも一部に向けて方向決めするステップと、
　・第３の撮像画像を撮像するステップと、
　・前記第１の光学的撮像装置（１ａ）第１の位置（Ｐａ）および前記第２の光学的撮像
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装置（１ｂ）の第２の位置（Ｐｂ）と、前記第１の角度測定ユニット（４ａ）および前記
第２の角度測定ユニット（４ｂ）によって検出された前記第１のカメラ（２ａ）の角度方
向および前記第２のカメラ（２ｂ）の角度方向と、前記第３の撮像画像と、前記加工ツー
ル（３２）または該加工ツール（３２）に結合された前記第３の産業用ロボット（３１）
の一部分に設けられた光学的に検出可能な既知の第３の特徴的要素（３３）の知識とから
、前記第３の産業用ロボット（３１）の第３の調整ポジショニングにおける前記空間座標
系における前記加工ツール（３２）の姿勢を求めるステップと、
　・前記第３の産業用ロボット（３１）の第３の調整ポジショニングと、少なくとも、該
第３の産業用ロボット（３１）の第３の調整ポジショニングにおける前記加工ツール（３
２）の求められた姿勢とを使用して、前記第３の調整量を求めるステップ
とを行う、請求項１から１１までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１３】
　前記加工ツール（３２）が所定の公差以内で前記第３の最終姿勢に達するまで、
　・さらなる第３の撮像画像を撮像するステップと、
　・前記第１の光学的撮像装置（１ａ）の第１の位置（Ｐａ）および前記第２の光学的撮
像装置（１ｂ）の第２の位置（Ｐｂ）と、前記第１の角度測定ユニット（４ａ）および前
記第２の角度測定ユニット（４ｂ）によって検出された前記第１のカメラ（２ａ）の角度
方向および前記第２のカメラ（２ｂ）の角度方向と、前記さらなる第３の撮像画像と、前
記第３の特徴的要素（３３）の知識とから、前記空間座標系における前記加工ツール（３
２）の実際の姿勢を求めるステップと、
　・前記第３のオブジェクト（３２）の実際の姿勢と前記第３の最終姿勢との姿勢差を計
算するステップと、
　・前記第３の産業用ロボット（３１）の現在のポジショニングと、前記姿勢差に関連す
る量とから、前記第３の調整量を使用して前記第３の産業用ロボット（３１）の新たな目
標ポジショニングを計算するステップと、
　・前記第３の産業用ロボット（３１）を前記新たな目標ポジショニングに位置調整する
ステップと
を繰り返し実施することにより、前記加工ツール（３２）を高精度で前記第３の最終姿勢
に位置調整する、請求項１２記載の方法。
【請求項１４】
　前記姿勢差に関連する量を形成するために、前記姿勢差に１以下の係数を乗算する、請
求項１から１３までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１５】
　・前記特徴的要素（１３；２３；３３）は基本的に、電子的なデータ処理装置によって
処理されたモデルから既知であり、
　・電子的なデータ処理装置によって実施される画像処理により、前記モデルおよび／ま
たは前記撮像画像において前記特徴的要素（１３；２３；３３）を同定し、前記モデルの
前記特徴的要素（１３；２３；３３）と、前記撮像画像の前記特徴的要素（１３；２３；
３３）とを対応付け、
　・撮像された前記特徴的要素（１３；２３；３３）の位置であって、前記空間座標系に
おいて検出された該特徴的要素（１３；２３；３３）の位置と、対応付けられた前記モデ
ルの前記特徴的要素（１３；２３；３３）および前記撮像画像の前記特徴的要素（１３；
２３；３３）とから、該空間座標系における前記オブジェクト（１２；２２；３２）の姿
勢を求める、請求項１から１４までのいずれか１項記載の方法。
【請求項１６】
　撮像された前記特徴的要素（１３；２３；３３）の相互間の相対姿勢を求め、基本的に
モデルから既知である前記特徴的要素の相互間の相対姿勢と比較する、請求項１５記載の
方法。
【請求項１７】
　撮像された前記特徴的要素（１３；２３；３３）の相互間の相対姿勢と前記モデルから
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基本的に既知である前記特徴的要素の相互間の相対姿勢との偏差の超過時に、エラーメッ
セージを出力する、請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
　前記エラーメッセージの場合、前記オブジェクト（１２；２２；３２）を新たなオブジ
ェクト（１２；２２；３２）と交換する、請求項１７記載の方法。
【請求項１９】
　前記モデルを、検出された前記オブジェクト（１２；２２；３２）に適合する、請求項
１６または１７記載の方法。
【請求項２０】
　・適合された前記モデルが、前記空間座標系における前記最終姿勢を決定する、請求項
１９記載の方法。
【請求項２１】
　前記第１の光学的撮像装置（１ａ）および前記第２の光学的撮像装置（１ｂ）はそれぞ
れ、
　・前記第１のカメラ（２ａ）および前記第２のカメラ（２ｂ）が前記第１の駆動ユニッ
ト（３ａ）および前記第２の駆動ユニット（３ｂ）によってそれぞれ、前記空間座標系を
基準として水平方向の傾斜軸（Ｈａ；Ｈｂ）および垂直方向の鉛直軸（Ｖａ；Ｖｂ）を中
心として方向決めすることができ、
　・前記第１の角度測定ユニット（４ａ）および前記第２の角度測定ユニット（４ｂ）に
よってそれぞれ、前記空間座標系における前記鉛直軸（Ｖａ；Ｖｂ）を中心とする水平方
向の角度方向（αａ；αｂ）と前記傾斜軸（Ｈａ；Ｈｂ）を中心とする垂直方向の角度方
向（βａ；βｂ）とが検出される
ように構成されている、請求項１から２０までのいずれか１項記載の方法。
【請求項２２】
　前記水平方向の傾斜軸（Ｈａ，Ｈｂ）と前記垂直方向の鉛直軸（Ｖａ；Ｖｂ）とは実質
的に交差する、請求項２１記載の方法。
【請求項２３】
　前記第１の光学的撮像装置（１ａ）および前記第２の光学的撮像装置（１ｂ）はそれぞ
れ、
　・前記第１のカメラ（２ａ）の投影中心および前記第２のカメラ（２ｂ）の投影中心が
それぞれ、前記水平方向の傾斜軸（Ｈａ；Ｈｂ）と前記垂直方向の鉛直軸（Ｖａ，Ｖｂ）
との交点に位置し、
　・前記第１のカメラ（２ａ）の位置および前記第２のカメラ（２ｂ）の位置はそれぞれ
、角度方向（αａ，βａ；αｂ，βｂ）に依存せずに前記第１の光学的撮像装置（１ａ）
の第１の位置（Ｐａ）および前記第２の光学的撮像装置（１ｂ）の第２の位置（Ｐｂ）に
結合され、
　前記空間座標系における前記姿勢が、前記第１のカメラ（２ａ）の位置および前記第２
のカメラ（２ｂ）の位置と、前記第１の角度測定ユニット（４ａ）および前記第２の角度
測定ユニット（４ｂ）によって検出された該第１のカメラ（２ａ）の角度方向（αａ，β

ａ）および該第２のカメラ（２ｂ）の角度方向（αｂ，βｂ）と、前記撮像画像と、前記
特徴的要素（１３；２３；３３）の知識とから求められる
ように構成されている、請求項２２記載の方法。
【請求項２４】
　前記第１の光学的撮像装置（１ａ）および前記第２の光学的撮像装置（１ｂ）はそれぞ
れ、
　・前記第１のカメラ（２ａ）の投影中心および前記第２のカメラ（２ｂ）の投影中心が
、前記水平方向の傾斜軸（Ｈａ，Ｈｂ）と前記垂直方向の鉛直軸（Ｖａ，Ｖｂ）との交点
の外側に位置し、
　・前記第１のカメラ（２ａ）の位置および前記第２のカメラ（２ｂ）の位置が、前記交
点からの該第１のカメラ（２ａ）の投影中心および該第２のカメラ（２ｂ）の投影中心の
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所定の偏心率と、前記角度方向（αａ，βａ；αｂ，βｂ）と、前記第１の光学的撮像装
置（１ａ）の第１の位置（Ｐａ）および前記第２の光学的撮像装置（１ｂ）の第２の位置
（Ｐｂ）とから求められ、
　・前記空間座標系における前記姿勢が、前記第１の光学的撮像装置（１ａ）の第１の位
置（Ｐａ）および前記第２の光学的撮像装置（１ｂ）の第２の位置（Ｐｂ）と、前記第１
のカメラ（２ａ）の投影中心の偏心率および前記第２のカメラ（２ｂ）の投影中心の偏心
率と、前記第１の角度測定ユニット（４ａ）および前記第２の角度測定ユニット（４ｂ）
によって検出された該第１のカメラ（２ａ）の角度方向および該第２のカメラ（２ｂ）の
角度方向と、前記撮像画像と、前記特徴的要素（１２；２２；３２）の知識とから求めら
れる
ように構成されている、請求項２２記載の方法。
【請求項２５】
　少なくとも前記第１の光学的撮像装置（１ａ）は、前記第１のカメラ（２ａ）の第１の
視界（８ａ）内で第１のパターン光（７ａ）を放出するように構成された第１の発光源（
６ａ）を有し、
　前記第１の発光源（６ａ）は、前記第１の駆動ユニット（３ａ）によって前記第１のカ
メラ（２ａ）と一緒に方向決めされ、
　前記第１の発光源（６ａ）の角度方向は、前記空間座標系でキャリブレーションされた
第１の角度測定ユニット（４ａ）によって高精度で検出され、
　前記撮像画像を撮像するステップにおいて、前記第１のパターン光（７ａ）が前記第２
の光学的撮像装置（１ｂ）の第２のカメラ（２ｂ）の視界内に入るように、該第１のパタ
ーン光（７ａ）を前記第１の発光源（６ａ）から前記オブジェクト（１２；２２；３２）
に投影し、
　・前記空間座標系における前記オブジェクト（１２；２２；３２）の姿勢を、さらに、
前記第１の光学的撮像装置（１ａ）の第１の位置（Ｐａ）および前記第２の光学的撮像装
置（１ｂ）の第２の位置（Ｐｂ）と、前記第１の角度測定ユニット（４ａ）および前記第
２の角度測定ユニット（４ｂ）によって検出された前記第１の発光源（６ａ）の角度方向
および前記第２のカメラ（２ｂ）の角度方向と、前記第１のパターン光（７ａ）を撮像し
た該第２のカメラ（２ｂ）の撮像画像とから、三角測量によって求める、請求項１から２
４までのいずれか１項記載の方法。
【請求項２６】
　少なくとも前記第２の光学的撮像装置（１ｂ）は、前記第２のカメラ（２ｂ）の第２の
視界（８ｂ）内で第２のパターン光（７ｂ）を放出するように構成された第２の発光源（
６ｂ）を有し、
　前記第２の発光源（６ｂ）は前記第２のカメラ（２ｂ）とともに、前記第２の駆動ユニ
ット（３ｂ）によって方向決め可能であり、
　前記第２の発光源（６ｂ）の角度方向は、前記空間座標系においてキャリブレーション
された前記第２の角度測定ユニット（４ｂ）によって高精度で検出され、
　前記撮像画像を撮像するステップにおいて、前記第２のパターン光（７ｂ）が前記第１
の光学的撮像装置（１ａ）の第１のカメラ（２ａ）の視界内に入るように該第２のパター
ン光（７ｂ）を前記第２の発光源（６ｂ）から前記オブジェクト（１２；２２；３２）の
特徴的要素（１３；２３；３３）の少なくとも一部に投影し、
　前記空間座標系における前記オブジェクト（１２；２２；３２）の姿勢を、さらに、前
記第１の光学的撮像装置（１ａ）の第１の位置（Ｐａ）および前記第２の光学的撮像装置
（１ｂ）の第２の位置（Ｐｂ）と、前記第１の角度測定ユニット（４ａ）および前記第２
の角度測定ユニット（４ｂ）によって検出された前記第２の発光源（６ｂ）の角度方向お
よび前記第１のカメラ（２ａ）の角度方向と、前記第２のパターン光（７ｂ）を撮像した
該第１のカメラ（２ａ）の撮像画像と、前記オブジェクト（１２；２２；３２）における
前記特徴的要素（１３；２３；３３）の知識とから、三角測量によって求める、請求項２
５記載の方法。
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【請求項２７】
　既知の第３の位置（Ｐｃ）に既知の方向で配置された発光装置（１ｃ）が設けられてお
り、
　前記発光装置（１ｃ）は、第３のパターン光（７ｃ）を放出するように構成された第３
の発光源（６ｃ）を有し、
　前記第３の発光源（６ｃ）は第３の駆動ユニット（３ｃ）によって方向決め可能であり
、
　前記第３の発光源（６ｃ）の角度方向は、前記空間座標系でキャリブレーションされた
第３の角度測定方向（４ｃ）によって高精度で検出され、
　前記撮像画像を撮像するステップにおいて、前記第３のパターン光（７ｃ）が前記第１
の光学的撮像装置（１ａ）の第１のカメラ（２ａ）の視界内に入るように該第３のパター
ン光（７ｃ）を前記第３の発光源（６ｃ）から前記オブジェクト（１２；２２；３２）に
投影し、
　前記空間座標系における前記オブジェクト（１２；２２；３２）の姿勢を、さらに、前
記第１の光学的撮像装置（１ａ）の第１の位置（Ｐａ）と、前記第１の角度測定ユニット
（４ａ）によって検出された前記第１のカメラ（２ａ）の角度方向と、前記第３の角度測
定ユニット（４ｃ）によって検出された前記第３の発光源（６ｃ）の角度方向と、前記第
３のパターン光（７ｃ）を撮像した前記第１のカメラ（２ａ）の撮像画像とから、三角測
量によって求める、請求項１から２６までのいずれか１項記載の方法。
【請求項２８】
　前記パターン光（７ａ；７ｂ；７ｃ）を、投影されるレーザ線として形成する、請求項
２５から２７までのいずれか１項記載の方法。
【請求項２９】
　前記パターン光（７ａ；７ｂ；７ｃ）を、レーザ線として扇形に投影されるレーザ点と
して形成する、請求項２５から２７までのいずれか１項記載の方法。
【請求項３０】
　前記パターン光（７ａ；７ｂ；７ｃ）を、２次元で投影されるパターンとして、とりわ
けレーザラスタとして形成する、請求項２５から２７までのいずれか１項記載の方法。
【請求項３１】
　少なくとも前記第１の光学的撮像装置（１ａ）は第１のレーザ測距器（５ａ）を有し、
　前記第１のレーザ測距器（５ａ）は前記第１のカメラ（２ａ）とともに、前記第１の駆
動ユニット（３ａ）によって方向決め可能であり、
　前記第１のレーザ測距器（５ａ）の角度方向は、前記空間座標系においてキャリブレー
ションされた第１の角度測定ユニット（４ａ）によって高精度で検出される、請求項１か
ら３０までのいずれか１項記載の方法。
【請求項３２】
　前記第１のレーザ測距器（５ａ）によって、位置固定されたターゲットマーク（Ｔ）に
照準することにより、前記空間座標系における前記第１の光学的撮像装置（１ａ）の第１
の位置（Ｐａ）を検出する、請求項３１記載の方法。
【請求項３３】
　さらに、前記オブジェクト（１２；２２；３２）にある前記特徴的要素（１３；２３；
３３）に照準することにより、前記空間座標系における前記オブジェクト（１２；２２；
３２）の姿勢を求める、請求項３１または３２記載の方法。
【請求項３４】
　空間内において少なくとも１つのオブジェクトを産業用ロボットによって最終姿勢に高
精度で位置決めするためのシステムにおいて、
　・所定のポジショニングに位置調整可能な第１の産業用ロボット（１１）と、
　・３次元の空間座標系でキャリブレーションされ、既知の第１の位置（Ｐａ）に既知の
方向で位置決めされた第１の光学的撮像装置（１ａ）と、
　・前記空間座標系でキャリブレーションされ、既知の第２の位置（Ｐｂ）に既知の方向
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で位置決めされた第２の光学的撮像装置（１ｂ）と、
　・画像を処理するように構成されたデータ処理装置を有する制御装置（９）と
を有し、
　前記第１の光学的撮像装置（１ａ）は、
　・所定の第１の視界（８ａ）内で画像を撮像するための光学的キャリブレーションされ
た第１のカメラ（２ａ）と、
　・前記第１の視界（８ａ）を位置調整するために前記第１のカメラ（２ａ）を方向決め
するための第１の駆動ユニット（３ａ）と、
　・前記第１のカメラ（２ａ）の角度方向を高精度で検出するための第１の角度測定ユニ
ット（４ａ）であって、前記空間座標系において前記第１の視界（８ａ）が求められるよ
うに前記空間座標系でキャリブレーションされた第１の角度測定ユニット（４ａ）と
を有し、
　前記第２の光学的撮像装置（１ｂ）は、
　・所定の第２の視界（８ｂ）内で画像を撮像するための光学的キャリブレーションされ
た第２のカメラ（２ｂ）と、
　・前記第２の視界（８ｂ）を位置調整するために前記第２のカメラ（２ｂ）を方向決め
するための第２の駆動ユニット（３ｂ）と、
　・前記第２のカメラ（２ｂ）の角度方向を高精度で検出するための第２の角度測定ユニ
ット（４ｂ）であって、前記空間座標系において前記第２の視界（８ｂ）が求められるよ
うに前記空間座標系でキャリブレーションされた第２の角度測定ユニット（４ｂ）と
を有し、
　前記第１の位置（Ｐａ）と前記第２の位置（Ｐｂ）との間隔は、前記オブジェクトの３
次元の画像を前記第１の光学的撮像装置（１ａ）および前記第２の光学的撮像装置（１ｂ

）によって、少なくとも部分的に重なり合う前記第１の視界（８ａ）および前記第２の視
界（８ｂ）によって撮像できるように設けられており、
　前記制御装置（９）は、前記第１の産業用ロボット（１１）と、前記第１の光学的撮像
装置（１ａ）と、前記第２の光学的撮像装置（１ｂ）とにデータ接続されており、
　・前記制御装置（９）に、前記第１のカメラ（２ａ）および前記第２のカメラ（２ｂ）
によって撮像された撮像画像が供給され、
　・前記制御装置（９）に、前記第１の角度測定ユニット（４ａ）および前記第２の角度
測定ユニット（４ｂ）によって検出された前記第１のカメラ（２ａ）の角度方向および前
記第２のカメラ（２ｂ）の角度方向が供給され、
　・前記第１の駆動ユニット（３ａ）および前記第２の駆動ユニット（３ｂ）は、前記第
１のカメラ（２ａ）および前記第２のカメラ（２ｂ）を方向決めするように前記制御装置
（９）によって駆動制御され、
　・前記第１の産業用ロボット（１１）は、前記制御装置（９）によって設定されたポジ
ショニングに位置調整され、
　前記制御装置（９）および該制御装置（９）のデータ処理装置は、次のように構成され
ており、すなわち、
　・該制御装置（９）に既知である光学的に検出可能な第１の特徴的要素（１３）を有す
る第１のオブジェクト（１２）が前記第１の産業用ロボット（１１）によって把持公差以
内で把持および保持され、
　・前記第１の産業用ロボット（１１）のポジショニングの設定によって前記第１のオブ
ジェクト（１２）が空間座標系において調整されるように位置調整されるように該第１の
産業用ロボット（１１）の把持公差を補正する第１の調整量が該制御装置（９）によって
求められる
ように構成されており、
　前記制御装置（９）によって前記第１の調整量を求めるために、
　・前記第１の視界（８ａ）と前記第２の視界（８ｂ）とが少なくとも部分的に重なり合
うように、前記第１の産業用ロボット（１１）の第１の調整ポジショニングで保持された
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前記第１のオブジェクト（１２）の第１の特徴的要素（１３）の少なくとも一部に向けて
、前記第１のカメラ（２ａ）および前記第２のカメラ（２ｂ）をそれぞれ前記第１の駆動
ユニット（３ａ）および前記第２の駆動ユニット（３ｂ）によって方向決めするステップ
と、
　・第１の撮像画像を撮像するステップと、
　・前記第１の光学的撮像装置（１ａ）の第１の位置（Ｐａ）および前記第２の光学的撮
像装置（１ｂ）の第２の位置（Ｐｂ）と、前記第１の角度測定ユニット（４ａ）および前
記第２の角度測定ユニット（４ｂ）によって検出された前記第１のカメラ（２ａ）の角度
方向および前記第２のカメラ（２ｂ）の角度方向と、前記第１の撮像画像と、前記第１の
オブジェクト（１２）における第１の特徴的要素（１３）の知識とから、前記第１の産業
用ロボット（１１）の第１の調整ポジショニングにおける前記第１のオブジェクト（１２
）の姿勢を前記空間座標系において求めるステップと、
　・前記第１の産業用ロボット（１１）の前記第１の調整ポジショニングと、少なくとも
、該第１の産業用ロボット（１１）の第１の調整ポジショニングにおける前記第１のオブ
ジェクト（１２）の求められた姿勢とを使用して、前記第１の調整量を求めるステップ
とを実施するステップと
が行われ、
　前記第１のオブジェクト（１２）が所定の公差以内で第１の最終姿勢に達するまで、
　・さらなる第１の撮像画像を撮像するステップと、
　・前記第１の光学的撮像装置（１ａ）の第１の位置（Ｐａ）および前記第２の光学的撮
像装置（１ｂ）の第２の位置（Ｐｂ）と、前記第１の角度測定ユニット（４ａ）および前
記第２の角度測定ユニット（４ｂ）によって検出された前記第１のカメラ（２ａ）の角度
方向および前記第２のカメラ（２ｂ）の角度方向と、前記さらなる第１の撮像画像と、前
記第１のオブジェクト（１２）における前記第１の特徴的要素（１３）の知識とから、前
記空間座標系における該第１のオブジェクト（１２）の実際の姿勢を求めるステップと、
　・前記第１のオブジェクト（１２）の実際の姿勢と前記第１の最終姿勢との姿勢差を計
算するステップと、
　・前記第１の調整量を使用して、前記第１の産業用ロボット（１１）の現在のポジショ
ニングと、前記姿勢差に関連する量とから、該第１の産業用ロボット（１１）の新たな目
標ポジショニングを計算するステップと、
　・前記第１の産業用ロボット（１１）を前記新たな目標ポジショニングに位置調整する
ステップと
を繰り返し実施することにより、該第１のオブジェクト（１２）は前記制御装置（９）に
よって高精度で前記第１の最終姿勢に位置調整されることを特徴とする、システム。
【請求項３５】
　空間内において少なくとも１つのオブジェクトを産業用ロボットによって最終姿勢に高
精度で位置決めするためのシステムにおいて、
　・所定のポジショニングに位置調整可能な第１の産業用ロボット（１１）と、
　・３次元の空間座標系でキャリブレーションされ、既知の第１の位置（Ｐａ）に既知の
方向で位置決めされた第１の光学的撮像装置（１ａ）と、
　・前記空間座標系でキャリブレーションされ、既知の第２の位置（Ｐｂ）に既知の方向
で位置決めされた第２の光学的撮像装置（１ｂ）と、
　・画像を処理するように構成されたデータ処理装置を有する制御装置（９）と
を有し、
　前記第１の光学的撮像装置（１ａ）は、
　・所定の第１の視界（８ａ）内で画像を撮像するための光学的キャリブレーションされ
た第１のカメラ（２ａ）と、
　・前記第１の視界（８ａ）を位置調整するために前記第１のカメラ（２ａ）を方向決め
するための第１の駆動ユニット（３ａ）と、
　・前記第１のカメラ（２ａ）の角度方向を高精度で検出するための第１の角度測定ユニ
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ット（４ａ）であって、前記空間座標系において前記第１の視界（８ａ）が求められるよ
うに前記空間座標系でキャリブレーションされた第１の角度測定ユニット（４ａ）と
を有し、
　前記第２の光学的撮像装置（１ｂ）は、
　・所定の第２の視界（８ｂ）内で画像を撮像するための光学的キャリブレーションされ
た第２のカメラ（２ｂ）と、
　・前記第２の視界（８ｂ）を位置調整するために前記第２のカメラ（２ｂ）を方向決め
するための第２の駆動ユニット（３ｂ）と、
　・前記第２のカメラ（２ｂ）の角度方向を高精度で検出するための第２の角度測定ユニ
ット（４ｂ）であって、前記空間座標系において前記第２の視界（８ｂ）が求められるよ
うに前記空間座標系でキャリブレーションされた第２の角度測定ユニット（４ｂ）と
を有し、
　前記第１の位置（Ｐａ）と前記第２の位置（Ｐｂ）との間隔は、前記オブジェクトの３
次元の画像を前記第１の光学的撮像装置（１ａ）および前記第２の光学的撮像装置（１ｂ

）によって、少なくとも部分的に重なり合う前記第１の視界（８ａ）および前記第２の視
界（８ｂ）によって撮像できるように設けられており、
　前記制御装置（９）は、前記第１の産業用ロボット（１１）と、前記第１の光学的撮像
装置（１ａ）と、前記第２の光学的撮像装置（１ｂ）とにデータ接続されており、
　・前記制御装置（９）に、前記第１のカメラ（２ａ）および前記第２のカメラ（２ｂ）
によって撮像された撮像画像が供給され、
　・前記制御装置（９）に、前記第１の角度測定ユニット（４ａ）および前記第２の角度
測定ユニット（４ｂ）によって検出された前記第１のカメラ（２ａ）の角度方向および前
記第２のカメラ（２ｂ）の角度方向が供給され、
　・前記第１の駆動ユニット（３ａ）および前記第２の駆動ユニット（３ｂ）は、前記第
１のカメラ（２ａ）および前記第２のカメラ（２ｂ）を方向決めするように前記制御装置
（９）によって駆動制御され、
　・前記第１の産業用ロボット（１１）は、前記制御装置（９）によって設定されたポジ
ショニングに位置調整され、
　前記制御装置（９）および該制御装置（９）のデータ処理装置は、請求項１，２，３，
１４～３３のいずれか１項記載の方法を実施するように構成されていることを特徴とする
システム。
【請求項３６】
　空間内において少なくとも１つのオブジェクトを産業用ロボットによって最終姿勢に高
精度で位置決めするためのシステムにおいて、
　・所定のポジショニングに位置調整可能な第１の産業用ロボット（１１）と、
　・所定のポジショニングに位置調整可能な第２の産業用ロボット（２１）と、
　・３次元の空間座標系でキャリブレーションされ、既知の第１の位置（Ｐａ）に既知の
方向で位置決めされた第１の光学的撮像装置（１ａ）と、
　・前記空間座標系でキャリブレーションされ、既知の第２の位置（Ｐｂ）に既知の方向
で位置決めされた第２の光学的撮像装置（１ｂ）と、
　・画像を処理するように構成されたデータ処理装置を有する制御装置（９）と
を有し、
　前記第１の光学的撮像装置（１ａ）は、
　・所定の第１の視界（８ａ）内で画像を撮像するための光学的キャリブレーションされ
た第１のカメラ（２ａ）と、
　・前記第１の視界（８ａ）を位置調整するために前記第１のカメラ（２ａ）を方向決め
するための第１の駆動ユニット（３ａ）と、
　・前記第１のカメラ（２ａ）の角度方向を高精度で検出するための第１の角度測定ユニ
ット（４ａ）であって、前記空間座標系において前記第１の視界（８ａ）が求められるよ
うに前記空間座標系でキャリブレーションされた第１の角度測定ユニット（４ａ）と
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を有し、
　前記第２の光学的撮像装置（１ｂ）は、
　・所定の第２の視界（８ｂ）内で画像を撮像するための光学的キャリブレーションされ
た第２のカメラ（２ｂ）と、
　・前記第２の視界（８ｂ）を位置調整するために前記第２のカメラ（２ｂ）を方向決め
するための第２の駆動ユニット（３ｂ）と、
　・前記第２のカメラ（２ｂ）の角度方向を高精度で検出するための第２の角度測定ユニ
ット（４ｂ）であって、前記空間座標系において前記第２の視界（８ｂ）が求められるよ
うに前記空間座標系でキャリブレーションされた第２の角度測定ユニット（４ｂ）と
を有し、
　前記第１の位置（Ｐａ）と前記第２の位置（Ｐｂ）との間隔は、前記オブジェクトの３
次元の画像を前記第１の光学的撮像装置（１ａ）および前記第２の光学的撮像装置（１ｂ

）によって、少なくとも部分的に重なり合う前記第１の視界（８ａ）および前記第２の視
界（８ｂ）によって撮像できるように設けられており、
　前記制御装置（９）は、前記第１の産業用ロボット（１１）と、前記第２の産業用ロボ
ット（２１）と、前記第１の光学的撮像装置（１ａ）と、前記第２の光学的撮像装置（１

ｂ）とにデータ接続されており、
　・前記制御装置（９）に、前記第１のカメラ（２ａ）および前記第２のカメラ（２ｂ）
によって撮像された撮像画像が供給され、
　・前記制御装置（９）に、前記第１の角度測定ユニット（４ａ）および前記第２の角度
測定ユニット（４ｂ）によって検出された前記第１のカメラ（２ａ）の角度方向および前
記第２のカメラ（２ｂ）の角度方向が供給され、
　・前記第１の駆動ユニット（３ａ）および前記第２の駆動ユニット（３ｂ）は、前記第
１のカメラ（２ａ）および前記第２のカメラ（２ｂ）を方向決めするように前記制御装置
（９）によって駆動制御され、
　・前記第１の産業用ロボット（１１）および前記第２の産業用ロボット（２１）は、前
記制御装置（９）によって設定されたポジショニングに位置調整され、
　前記制御装置（９）および該制御装置（９）のデータ処理装置は、請求項４から１１ま
でのいずれか１項記載の方法を実施するように構成されていることを特徴とするシステム
。
【請求項３７】
　空間内において少なくとも１つのオブジェクトを産業用ロボットによって最終姿勢に高
精度で位置決めするためのシステムにおいて、
　・所定のポジショニングに位置調整可能な第１の産業用ロボット（１１）と、
　・所定のポジショニングに位置調整可能な第２の産業用ロボット（２１）と、
　・所定のポジショニングに位置調整可能であり、加工ツールとして構成された第３のオ
ブジェクト（３２）を保持公差以内で保持する第３の産業用ロボット（３１）と、
　・３次元の空間座標系でキャリブレーションされ、既知の第１の位置（Ｐａ）に既知の
方向で位置決めされた第１の光学的撮像装置（１ａ）と、
　・前記空間座標系でキャリブレーションされ、既知の第２の位置（Ｐｂ）に既知の方向
で位置決めされた第２の光学的撮像装置（１ｂ）と、
　・画像を処理するように構成されたデータ処理装置を有する制御装置（９）と
を有し、
　前記加工ツール（３２）、または該加工ツール（３２）に結合された前記第３の産業用
ロボット（３１）の部分は、光学的に検出可能な既知の第３の特徴的要素（３３）を有し
、
　前記第１の光学的撮像装置（１ａ）は、
　・所定の第１の視界（８ａ）内で画像を撮像するための光学的キャリブレーションされ
た第１のカメラ（２ａ）と、
　・前記第１の視界（８ａ）を位置調整するために前記第１のカメラ（２ａ）を方向決め
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するための第１の駆動ユニット（３ａ）と、
　・前記第１のカメラ（２ａ）の角度方向を高精度で検出するための第１の角度測定ユニ
ット（４ａ）であって、前記空間座標系において前記第１の視界（８ａ）が求められるよ
うに前記空間座標系でキャリブレーションされた第１の角度測定ユニット（４ａ）と
を有し、
　前記第２の光学的撮像装置（１ｂ）は、
　・所定の第２の視界（８ｂ）内で画像を撮像するための光学的キャリブレーションされ
た第２のカメラ（２ｂ）と、
　・前記第２の視界（８ｂ）を位置調整するために前記第２のカメラ（２ｂ）を方向決め
するための第２の駆動ユニット（３ｂ）と、
　・前記第２のカメラ（２ｂ）の角度方向を高精度で検出するための第２の角度測定ユニ
ット（４ｂ）であって、前記空間座標系において前記第２の視界（８ｂ）が求められるよ
うに前記空間座標系でキャリブレーションされた第２の角度測定ユニット（４ｂ）と
を有し、
　前記第１の位置（Ｐａ）と前記第２の位置（Ｐｂ）との間隔は、前記オブジェクトの３
次元の画像を前記第１の光学的撮像装置（１ａ）および前記第２の光学的撮像装置（１ｂ

）によって、少なくとも部分的に重なり合う前記第１の視界（８ａ）および前記第２の視
界（８ｂ）によって撮像できるように設けられており、
　前記制御装置（９）は、前記第１の産業用ロボット（１１）と、前記第２の産業用ロボ
ット（２１）と、前記第３の産業用ロボット（３１）と、前記第１の光学的撮像装置（１

ａ）と、前記第２の光学的撮像装置（１ｂ）とにデータ接続されており、
　・前記制御装置（９）に、前記第１のカメラ（２ａ）および前記第２のカメラ（２ｂ）
によって撮像された撮像画像が供給され、
　・前記制御装置（９）に、前記第１の角度測定ユニット（４ａ）および前記第２の角度
測定ユニット（４ｂ）によって検出された前記第１のカメラ（２ａ）の角度方向および前
記第２のカメラ（２ｂ）の角度方向が供給され、
　・前記第１の駆動ユニット（３ａ）および前記第２の駆動ユニット（３ｂ）は、前記第
１のカメラ（２ａ）および前記第２のカメラ（２ｂ）を方向決めするように前記制御装置
（９）によって駆動制御され、
　・前記第１の産業用ロボット（１１）、前記第２の産業用ロボット（２１）および前記
第３の産業用ロボット（３１）は、前記制御装置（９）によって設定されたポジショニン
グに位置調整され、
　前記制御装置（９）は、請求項１２または１３記載の方法を実施するように構成されて
いることを特徴とするシステム。
【請求項３８】
　前記第１の光学的撮像装置（１ａ）および前記第２の光学的撮像装置（１ｂ）はそれぞ
れ次のように構成されている、すなわち、
　・前記第１のカメラ（２ａ）および前記第２のカメラ（２ｂ）は前記第１の駆動ユニッ
ト（３ａ）および前記第２の駆動ユニット（３ｂ）によってそれぞれ、前記空間座標系を
基準とする水平方向の傾斜軸（Ｈａ；Ｈｂ）および垂直方向の鉛直軸（Ｖａ；Ｖｂ）を中
心として方向決め可能であり、
　・前記第１の角度測定ユニット（４ａ）および前記第２の角度測定ユニット（４ｂ）に
よってそれぞれ、前記空間座標系における前記鉛直軸（Ｖａ；Ｖｂ）を中心とする水平方
向の角度方向（αａ；αｂ）と前記傾斜軸（Ｈａ；Ｈｂ）を中心とする垂直方向の角度方
向（βａ；βｂ）とが検出される
ように構成されている、請求項３４から３７までのいずれか１項記載のシステム。
【請求項３９】
　前記水平方向の傾斜軸（Ｈａ；Ｈｂ）と前記垂直方向の鉛直軸（Ｖａ；Ｖｂ）とは実質
的に交差する、請求項３８記載のシステム。
【請求項４０】
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　前記第１の光学的撮像装置（１ａ）および前記第２の光学的撮像装置（１ｂ）はそれぞ
れビデオセオドライトとして構成されている、請求項３９記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空間内において、産業用ロボットと少なくとも２つの光学的検出装置とを使
用して、光学的に検出可能な既知の特徴的要素を有する少なくとも１つのオブジェクトを
最終姿勢に高精度で位置決めするための方法と、該方法を実施するのに適したシステムと
に関する。このような方法およびシステムは、作業工程を実施するために空間内において
たとえば薄板または他のボディ部材等であるオブジェクトを産業用ロボットによって所定
の位置および方向に高精度で設けなければならない自動製造業において、たとえば自動車
産業において、組立プロセスおよび製造プロセスを行うのに使用される。
【０００２】
　把持装置によって把持されるオブジェクトを空間内の所定の位置および方向に位置決め
するための従来技術から公知の操作システム、とりわけ、たとえば関節アームロボット等
の産業用ロボットは、内部測定システムを有する。この内部測定システムは、操作システ
ムの肢部のポジショニングを検出し、空間内における把持装置の位置および方向に関する
情報を得る。ここでは、軸基準座標系と空間基準座標系とを区別すべきである。各軸基準
座標系は、ロボットの１つの軸と該ロボットの瞬時のポジショニングとに関する座標系で
ある。ロボットの個々の軸および肢部の運動連鎖とその瞬時のポジショニングとから、該
運動連鎖の終端におけるロボットツールすなわち把持装置の一意の姿勢（位置および方向
）が得られる。しかし、産業用ロボットの把持装置の姿勢は有利には空間基準で、いわゆ
るＴＰＣ（ツールセンターポイント）を使用して記述される。これは、ロボットツールの
適切な位置にある仮想的な参照点である。ロボットツールがとるべき姿勢を記述するため
には、空間内におけるＴＣＰの位置と該ＴＣＰの回転とを定義する。とりわけいわゆるデ
ナビット‐ハーテンバーグ（Denavit-Hartenberg）変換を使用して、ロボット制御部によ
り、ロボットツールが所定の姿勢をとるように個々のロボット軸がとるべきポジショニン
グを計算する。ＴＣＰを有する把持装置の姿勢は有利には、ワールド座標系または空間座
標系またはセル座標系を基準とする。これらの座標系はたとえば、ロボットの第１軸のベ
ース、基底軸、基底フレームまたはロボットベースに直接的または間接的に関連づけされ
、これに結合されている。このようなワールド座標系、空間座標系またはセル座標系に、
他の部分座標系が関連づけられる。もちろん、このようなワールド座標系、空間座標系ま
たはセル座標系は絶対的なグローバル系でなくてもよく、別のシステムに従属させること
もできる。すなわち、処理内で上位の基準系を形成する座標系である。大抵はこのような
座標系は、処理ホール、処理室または処理セルの床面に関連づけされる。
【０００３】
　このようにして、ロボット制御部に適切な入力を行うことにより、把持装置によって把
持されるオブジェクトも含めて、該把持装置を所定のポジショニングに位置調整すること
ができる。すなわち、把持されたオブジェクトは把持装置のポジショニングの設定によっ
て、空間内に位置決めされる。しかし、その際にはとりわけ、以下の２つの問題が生じる
。
【０００４】
　高重量のオブジェクトを保持するように構成された従来の産業用ロボットの測定システ
ムは、多くの製造手法で必要とされるほど正確な姿勢を把持装置がとれるほど高精度では
ない。産業用ロボットの駆動装置は十分に高精度であるにもかかわらず、その測定システ
ムの精度はそうではない。運動連鎖によって、個々の測定エレメントの測定誤差は倍増し
、とりわけ関節アームロボットの角度センサである個々の測定エレメントの測定精度と、
ロボット肢部の不可避の弾性とによって倍増する。
【０００５】
　また、空間内の把持装置のポジショニングひいては該把持装置の姿勢から、該空間内の
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オブジェクトの姿勢が必ず得られるとは限らない。というのも、たいていは把持公差内し
かオブジェクトを把持することができないからである。この把持公差はしばしば、所要の
位置決め精度を大幅に超えることが多いので、把持誤差、すなわち把持装置に対するオブ
ジェクトの相対姿勢も考慮しなければならない。こうするためには、ロボットに所属しな
い別個の測定システム、とりわけ非接触の光学的測定システムが使用される。このような
測定システムを使用しなければ、空間内においてオブジェクトを所要の精度で所定の姿勢
に位置決めすることができない。
【０００６】
　ＷＯ２００７／００４９８３Ａ１（Pettersson）から、とりわけプレス薄板部材または
複合薄板等の被加工品の溶接接合手法が公知である。相互に接合される被加工品は産業用
ロボットによって保持され、これらの被加工品を溶接接合するために、該産業用ロボット
によって相互に相対的に位置決めされる。溶接接合部が形成される間、被加工品は産業用
ロボットによってそれぞれの姿勢に維持され、これらの部材の相対的な姿勢が維持される
。この溶接はたとえば溶接ロボットによって行われる。測定システムが被加工品の位置を
測定することにより、溶接工程前に被加工品の位置決めを行うことができる。この測定は
とりわけ、溶接工程中に連続的に行われる。上記の方法によって、形成するのが面倒な被
加工品固有の通常の形状と、該被加工品を溶接前に固定するための被加工品リテーナとを
省略することができる。産業用ロボットは、異なる形状および構成の被加工品に汎用的に
使用することができる。というのも、被加工品の位置を測定システムによって検出するこ
とにより、被加工品を同定してコントロールし、部材を相互間で相対的に、高精度で位置
決めできるからである。それゆえ、１つのシステムを異なる被加工品に使用することがで
き、被加工品リテーナを交換する必要はなくなる。開示内容によれば、上述の手法はとり
わけ、薄板部材を溶接するのに適しており、とりわけ自動車工業において薄板部材を溶接
するのに適している。可能な測定システムとしては、一般的に、被加工品表面で事前に定
義されたポイントを測量するレーザ三角測量方式が挙げられる。このレーザ三角測量方式
では、たとえば反射器が被加工品に取り付けられる。記載内容によれば、各反射器の位置
を検出するためにレーザ光源と２次元検出器とを使用することができ、これによって、被
加工品の位置および方向が３つのこのような点によって検出することができる。ＷＯ２０
０７／００４９８３Ａ１には、測定システムの詳細な構成は記載されていない。
【０００７】
　ＵＳ５３８０９７８（Pryor）に、空間内において産業用ロボットを使用してオブジェ
クトの位置決めを行う手法、とりわけ薄板部材の位置決めを行う手法が記載されている。
測定システムとしてとりわけ、空間内のオブジェクトの姿勢を３次元で検出するために適
切なステレオベースを有する複数のカメラが使用される。このカメラは視界を動かすため
に旋回可能であり、特別な実施形態では、レーザ測距装置も有することができるセオドラ
イトカメラとして構成される。ここで記載されているセオドライトは、カメラを高精度で
位置調整するための調整装置として使用される。ＵＳ４８５１９０５（Pryor）やＵＳ５
７０６４０８（Pryor）にも同様の測定システムが記載されている。
【０００８】
　これらのシステムおよび手法に共通する点は、非接触の写真座標測量を使用して画像処
理システムによって、オブジェクトに設けられた複数の特徴的な点の位置を求めることで
ある。
【０００９】
　近距離領域においてオブジェクトの表面で非接触の写真座標測量を行うためには、種々
の視点からオブジェクトを再現する画像の画像データを、該オブジェクトが測量されるオ
ブジェクト座標系であってたとえば該オブジェクトのＣＡＤモデルの基礎をなすオブジェ
クト座標系に変換することにより、該オブジェクトの寸法と、画像中の別のオブジェクト
に対する該オブジェクトの相対姿勢とを推定する。こうするためには、画像データをデー
タ処理ユニットにおいて処理する。座標計算の基礎となるのは、関与する画像の相対的な
カメラ方向の検出である。
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【００１０】
　この相対的なカメラ方向の検出では、従来技術から公知であるように、１つのカメラの
みを使用してオブジェクト表面の測量すべき面区分を時間的にずらして異なる複数の視点
から撮像し、その後に、画像処理システムを使用して各２次元画像データを処理し、いわ
ゆる３次元画像を形成する手段がある。ここで、この３次元画像の画像点にそれぞれ奥行
情報が対応付けられ、検査すべき各画像点に、とりわけすべての画像点に、カメラおよび
該カメラの視点から決定される画像座標系における３Ｄ画像座標が対応付けられる。従来
技術から、複数の異なる視点から同じ場面を示す複数の２次元画像からこのような３次元
画像を生成するための種々の画像処理手法が公知である。
【００１１】
　さらに従来技術から、複数の異なる視点からカメラを使用して面区分を時間的にずらし
て撮像する代わりに、複数のカメラを使用して実質的に同時に撮像を行う手段も公知であ
る。このことは、カメラを動かさずに面区分を３次元で検出できるという利点を有すると
同時に、さらに、各カメラの方向の検出を省略できるという利点も有する。というのも、
カメラ相互間の相対方向および間隔は固定できるからである。
【００１２】
　従来技術から、基本的に２つまたは３つのカメラから構成される種々の３Ｄ撮像装置が
公知である。これら２つまたは３つのカメラは相互に離隔され、すなわちステレオベース
を有し、相対的に固定された異なる視点から場面を撮像するように１つの共通のケーシン
グ内に相互に固定的に結合されて収容されている。撮像される面区分は、画像の電子的処
理を可能にする特徴的な画像特徴を有するとは限らないので、面区分表面にマークを設け
ることができる。このマークを生成するためには、たとえば光学的ラスタまたは光学的ク
ロスマークを投影するパターン光ビーム、とりわけレーザビームを、３Ｄ撮像ユニットか
ら面区分に投影することができる。通常はこのような３Ｄ撮像ユニットは、実質的に同時
に撮像された異なる視点の複数の画像から３次元の画像を導出する画像処理装置を有する
。
【００１３】
　このような３Ｄ撮像ユニットはたとえば、正三角形に配置された３つのカメラを有し商
標「Optigo」および「OptiCell」で知られている CogniTens 社の撮像システムや、ActiC
M 社の「Advent」システムである。この「Advent」システムは、相互に隣接して配置され
た２つの高分解能ＣＣＤカメラと、撮像すべき区分にパターン光を投影するためのプロジ
ェクタとを有する。
【００１４】
　測量すべき撮像画像の要素の座標を求めるためには、通常は画像内の参照マークが使用
され、この参照マークを使用して本当の３Ｄ座標測定が行われる。その際には、撮像され
た３次元画像に関連し３Ｄ撮像ユニットを基準とする画像座標系を、オブジェクトが測量
されるオブジェクト座標系であってたとえば該オブジェクトのＣＡＤモデルの基礎となる
オブジェクト座標系に変換する。この変換は、オブジェクト座標系内において位置が既知
である撮像された参照マークを基礎として行われる。このようにして、従来技術から公知
のこのような３Ｄ撮像ユニットでは、０．５ｍｍ未満の精度が実現される。
【００１５】
　さらに、面領域内で奥行スキャンを行って点群を生成するとりわけ３Ｄレーザスキャナ
の形態の３Ｄスキャンシステムが公知である。このような３Ｄスキャンシステムでは、レ
ーザビームが面をロウごとに走査する直列形のシステムと、走査線が面全体に扇形に拡げ
られる並列型のシステムと、面領域内の多数の点を同時に走査して該面領域の奥行撮像を
実施する完全並列型のシステム、いわゆるＲＩＭまたはレンジイメージングシステムとを
区別する。これらのシステムすべてに通常共通する点は、奥行走査を行うために、とりわ
け面全体にわたって動かされる少なくとも１つの測距用レーザビームを使用することであ
る。とりわけ上記のような直列形システムは広範に広まっており、たとえば商品名「Leic
a HDS 6000」、「Leica ScanStation 2」、「Trimble GX 3D Scanner」、「Zoller + Fro
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ehlich IMAGER 5003」および「Zoller + Froehlich IMAGER 5006」で市販されている。
【００１６】
　どの３Ｄ撮像ユニットでも、撮像を所要分解能で行うことができる撮像領域が構成タイ
プによって制限されることが問題になる。それゆえ、比較的大きいオブジェクトを３次元
検出する際には、３Ｄ撮像ユニットの異なる複数の位置および方向から複数の個々の３次
元撮像画像を形成することが不可欠である。次に、重なり合う画像領域を整合し、撮像さ
れた面区分内のマークを使用して、これら多数の比較的小さい撮像画像を組み立ててより
大きな３次元全体画像を形成する。従来技術から、このような課題を解決するための種々
の手法が公知である。これらの手法に共通する問題は、組み立てられてより大きな画像を
構成する個々の３次元画像が重なり領域を有さなければならないことである。少なくとも
１つの参照点を有する第１の面区分と、該第１の面区分から離れていて参照点を有さない
第２の面区分とを結びつける別の画像が撮像されなかった場合、該第１の面区分から該第
２の面区分まで３Ｄ撮像ユニットの位置を画像処理システムによって離散的に変化させる
ことはできない。それゆえ、多数の中間撮像を実施して、相互に離れた測量すべき２つの
面区分を光学的に結びつけて、一連の繋がりを持つ画像処理を行えるようにしなければな
らない。直接的な測定内容を含まない多数の３次元画像を撮像することにより、測定プロ
セス全体が緩慢になり、多くのメモリリソースおよび演算リソースが必要になる。さらに
、多数の画像が組み合わされた場合、撮像において必然的に僅かな測定誤差が発生してし
まう座標測量結果は測定精度に大きく影響し、とりわけ参照点の距離が大きい場合には、
測定精度に大きく影響してしまう。
【００１７】
　したがって、カメラの視界が制限されるため、オブジェクト座標系における位置が既知
である参照点を多数使用することは避けられない。上記の純粋な写真測量システムの利点
は、オブジェクト座標系における３Ｄ撮像ユニットの個々のカメラの絶対的な位置および
方向を求めなくてもよいことである。というのも、撮像される画像点の絶対位置は、画像
中の検出された参照点の位置の知識と、カメラ相互間の相対的方向の知識と、画像中の参
照点に対する測量すべき点の相対位置の知識とから求められるからである。この測量すべ
き点の相対位置は、三角測量によって計算される。したがって測量システムを、相互間の
相対姿勢が既知である画像校正されるカメラと、画像処理装置とに制限することができる
。
【００１８】
　これらのシステムすべての欠点は、カメラの視界が制限されており画像分解能が制限さ
れているため、カメラないしは被測量オブジェクトの旋回または位置変化を行うことによ
って視界を動かすのを避けられないことが多いことである。このことはとりわけ、比較的
大きなオブジェクトを高精度で測量しなければならない場合に当てはまる。というのも、
所要精度を遵守するためには、画像分解能が制限されているためにカメラとオブジェクト
との間の距離は所定の距離を超えてはならないにもかかわらず、このようにオブジェクト
に近接するとカメラの視界は該オブジェクトの一部しか捉えられないからである。それゆ
え、撮像を行うごとに適切な数の参照点が、有利には少なくとも３つの参照点が視界に入
るように参照点を多く使用するか、または、すでに検出されたオブジェクト点の位置を、
とりわけオブジェクト表面のすでに検出されたマークを使用する必要がある。
【００１９】
　この場合には上述のように、３Ｄ撮像ユニットの異なる位置および方向から複数の個々
の３次元画像を撮像する。次に、重なり合う画像領域を整合し、撮像された面区分内のマ
ークを使用して、このような多数の比較的小さい撮像画像をまとめて１つのより大きな３
次元全体画像を形成する。このことを行うためには時間がかかり、測量すべきでないマー
クを使用しなければならない。
【００２０】
　さらに従来技術から、３Ｄ撮像ユニットが産業用ロボットの頭部またはポータブル座標
測定機によって支持して位置調整できる測定システムおよび手法が公知である。高度かつ
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高分解能の３Ｄ撮像ユニットの重量は大きく、中には１０ｋｇを超えるものもあるため、
撮像精度に匹敵する所要精度を有する３Ｄ撮像ユニットの位置を正確に検出することはで
きない。というのも、こうするためには操作システムを定置構成にして、３Ｄ撮像ユニッ
トの使用領域を据置システムに制限しなければならないからである。産業用ロボットの測
定精度は比較的低く、高精度の３Ｄ撮像ユニットの測定精度より格段に低いため、産業用
ロボットは外部参照には適していない。さらに、ポータブル座標測定機は高重量の負荷を
支持するようには構成されておらず、機械的な負荷が大きい場合には、参照基準に使用で
きる測定結果が得られない。それゆえ、操作システムから得られる位置測定値は、３Ｄ撮
像ユニットの絶対位置および／または相対位置を推定することができたとしても、撮像画
像の基準参照に使用することはできず、とりわけ、繋がっていない異なる面区分の３次元
撮像画像のうちで使用できない撮像画像が出てくる。
【００２１】
　上記の測定システムは、空間内において操作システムを使用してオブジェクトの位置を
高精度で検出するのに適しており、そのために使用されているが、従来技術から公知のシ
ステムには数多くの欠点がある。上述の測定手法は基本的に画像処理だけで行われるので
、このような手法は比較的長い時間がかかり、測量しなければならない参照マークまたは
補助マークを必要としない。カメラの視界は制限されているため、３Ｄ撮像ユニットはた
いてい処理が行われる直ぐ近くに配置され、通常はロボットアームに配置されるか、また
はオブジェクトまで僅かな距離の所に配置される。このことに関連して、処理が行われる
近くにあることにより、３Ｄ撮像ユニットは、処理‐たとえば溶接‐によって発生する粒
子と熱の影響とにさらされてしまう。また、処理が行われる場所に近いことにより、別の
操作システムを３Ｄ撮像ユニットの操作システムに整合して、衝突を回避しなければなら
ない。３Ｄ撮像ユニットを移動させ、この移動に伴って再参照するためには、比較的長い
時間が必要となり、処理フロー全体が緩慢になってしまう。３次元画像検出を行うために
は、複数のカメラの相対姿勢が必ず既知でなければならないため、これらのカメラを独立
して方向づけすることは避けられない。そうしない場合には有利には、カメラを機械的に
相互に結合する。３Ｄ撮像ユニットを加工が行われる場所から離れて位置決めするために
は、カメラの間隔を相応に大きくして、３次元画像検出を行うのに十分なステレオベース
が得られるようにしなければならないので、この場合にはカメラを機械的に結合すること
はできなくなる。したがって従来は、加工が行われる場所から離れて３Ｄ撮像ユニットを
配置することは完全に断念されていた。それゆえ、有利には０．１ｍｍ未満の精度の高精
度非接触３Ｄ測定システムを、産業用ロボットによるオブジェクトの高精度位置決めに使
用するという目的と、加工に直接さらさずにフレキシブルに扱うことができとりわけ自由
に位置決めできる測定システムを提供するという目的の双方の目的は、工業用途で産業用
ロボットによってオブジェクトを位置決めする分野では、従来は十分に解決されなかった
対立する目的であった。
【００２２】
　それゆえ本発明の課題は、産業用ロボットを使用して少なくとも１つのオブジェクトを
空間内の姿勢に高精度で位置決めするための方法および相応のシステムにおいて、フレキ
シビリティ、高精度および高速な処理速度を有する方法とシステムとを提供することであ
る。
【００２３】
　この課題は、独立請求項に記載されている構成によって解決される。従属請求項に、本
発明の択一的または有利な実施形態が記載されている。
【００２４】
　まず最初に、本発明の方法を概説し、その後に、実施例を概略的に示す図面を参照して
、本発明の実施可能な有利な構成を概説する。
【００２５】
　空間内で少なくとも１つのオブジェクトを最終姿勢に高精度で位置決めする方法は、産
業用ロボットと、第１の光学的撮像装置と、少なくとも１つの第２の光学的撮像装置とに
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よって実施される。第１の産業用ロボットは、設定可能なポジショニングに位置調整する
ことができ、内部校正され、３次元空間座標系で校正され、この座標系を基準とする。３
次元空間座標系で校正されて既知の第１の位置に既知の方向で位置決めされた第１の光学
的撮像装置は、所定の第１の視界内で撮像するための光学的校正された第１のカメラと、
該第１の視界を位置調整するために該第１のカメラを方向づけするための第１の駆動ユニ
ットと、該３次元空間座標系で該第１の視界が検出されるようにするために該第１のカメ
ラの角度方向を高精度で検出するための第１の角度測定ユニットであって該３次元空間座
標系で校正された第１の角度測定ユニットとを有する。３次元空間座標系で校正されて既
知の第２の位置に既知の方向で位置決めされた前記少なくとも１つの第２の光学的撮像装
置は、所定の第２の視界内で撮像するための光学的に校正された第２のカメラと、該第２
の視界を位置調整するために該第２のカメラを方向づけするための第２の駆動ユニットと
、該３次元空間座標系で該第２の視界が検出されるようにするために該第２のカメラの角
度方向を高精度で検出するための第２の角度測定ユニットであって該３次元空間座標系で
校正された第２の角度測定ユニットとを有する。前記少なくとも２つの位置、すなわち前
記第１の撮像装置および前記第２の撮像装置の位置の間隔は、視界が少なくとも部分的に
重なって前記少なくとも２つの撮像装置を使用して３次元撮像を行えるように選択される
。
【００２６】
　本発明による方法は、以下のステップを有する：
　光学的に検出可能な既知の第１の特徴的要素を有する第１のオブジェクトを、第１の産
業用ロボットが把持公差内で把持および保持する。
【００２７】
　第１の産業用ロボットに関して、把持公差を補正する第１の調整量が次のように求めら
れる。すなわち、第１のオブジェクトが空間座標系において第１の産業用ロボットの第１
のポジショニングの設定によって位置調整されるように移動するように、第１の調整量が
求められる。前記第１の調整量をこのように求める際には、以下のステップを行う：
　カメラの視界が少なくとも部分的に重なり合うように、前記少なくとも２つのカメラを
それぞれ駆動ユニットによって、前記第１の産業用ロボットの第１の調整ポジショニング
に保持された前記第１のオブジェクトの第１の特徴的要素の少なくとも一部に方向づけす
るステップ。
【００２８】
　第１の撮像画像を両カメラによって撮像するステップ。
【００２９】
　前記撮像装置の位置と、角度測定ユニットによって検出された前記カメラの角度方向と
、前記第１の撮像画像と、前記第１のオブジェクトの前記第１の特徴的要素の知識とから
、前記第１の産業用ロボットの第１の調整ポジショニングにおける該第１のオブジェクト
の空間座標系での姿勢を求めるステップ。
【００３０】
　前記第１の産業用ロボットの第１の調整位置と、少なくとも該第１の産業用ロボットの
第１の調整ポジショニングにおける第１のオブジェクトの求められた姿勢とを使用して、
前記第１の調整量を求めるステップ。
【００３１】
　所定の公差内の第１の最終姿勢に達するまで下記のステップを繰り返し実施することに
より、前記第１のオブジェクトを該第１の最終姿勢に高精度で位置調整することができる
：
　前記カメラによって別の第１の撮像画像を撮像するステップ。
【００３２】
　前記撮像装置の位置と、角度測定ユニットによって検出された前記カメラの角度方向と
、前記別の第１の撮像画像と、前記第１のオブジェクトの前記第１の特徴的要素の知識と
から、該第１のオブジェクトの空間座標系での実際の姿勢を求めるステップ。
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【００３３】
　前記第１のオブジェクトの実際の姿勢と第１の最終姿勢との姿勢差を計算するステップ
。
【００３４】
　前記調整量を使用して、前記第１の産業用ロボットの現在の位置決め状態と、前記姿勢
差に関連する量とから、該産業用ロボットの新たな目標ポジショニングを計算するステッ
プ。
【００３５】
　前記第１の産業用ロボットを前記新たな目標ポジショニングに調整するステップ。
【００３６】
　空間内において産業用ロボットにより少なくとも１つのオブジェクトを最終姿勢に高精
度に位置決めするための本発明のシステムは、第１の産業用ロボットと、第１の光学的撮
像装置と、少なくとも１つの第２の光学的撮像装置と、制御装置とを有する。前記第１の
産業用ロボットは、所定のポジショニングに位置調整されるように校正されている。こう
するためには、産業用ロボットは内部校正されており、空間座標系を基準とする。３次元
空間座標系で校正されて既知の第１の位置に既知の方向で位置決めされた第１の光学的撮
像装置は、所定の第１の視界内で撮像するための光学的校正された第１のカメラと、該第
１の視界を位置調整するために該第１のカメラを方向づけするための第１の駆動ユニット
と、該３次元空間座標系で該第１の視界が検出されるようにするために該第１のカメラの
角度方向を高精度で検出するための第１の角度測定ユニットであって該３次元空間座標系
で校正された第１の角度測定ユニットとを有する。３次元空間座標系で校正されて既知の
第２の位置に既知の方向で位置決めされた前記少なくとも１つの第２の光学的撮像装置は
、所定の第２の視界内で撮像するための光学的校正された第２のカメラと、該第２の視界
を位置調整するために該第２のカメラを方向づけするための第２の駆動ユニットと、該３
次元空間座標系で該第２の視界が検出されるようにするために該第２のカメラの角度方向
を高精度で検出するための第２の角度測定ユニットであって該３次元空間座標系で校正さ
れた第２の角度測定ユニットとを有する。前記第１の撮像装置および前記第２の撮像装置
の少なくとも２つの位置の間隔は、視界が少なくとも部分的に重なって前記少なくとも２
つの撮像装置を使用して３次元撮像を行えるように選択される。前記制御装置は、画像処
理を行うように構成されたデータ処理装置を有する。制御装置と、第１の産業用ロボット
および少なくとも２つの撮像装置とは、次のようにデータ接続されている。すなわち、前
記制御装置に、カメラによって撮像された撮像画像が供給され、該制御装置に、前記角度
測定ユニットによって検出されたカメラの角度方向が供給され、駆動ユニットは該制御装
置によって、カメラを方向づけるように駆動制御され、前記第１の産業用ロボットは、該
制御装置によって設定されたポジショニングに位置調整されるようにデータ接続されてい
る。
【００３７】
　前記制御装置および該制御装置のデータ処理装置は、以下のステップを信号受信、信号
評価、信号計算および信号出力によって実施するように構成され、上記構成要素とデータ
接続されている。
【００３８】
　前記制御装置に既知であり光学的に検出可能である第１の特徴的要素を有する第１のオ
ブジェクトを、第１の産業用ロボットが把持公差内で把持および保持するステップ。
【００３９】
　第１の産業用ロボットに関して、把持公差を補正する第１の調整量を前記制御装置によ
って次のように求めるステップ、すなわち、第１のオブジェクトが空間座標系において第
１の産業用ロボットのポジショニングの設定によって調整されるように位置調整するよう
に、第１の調整量を求めるステップ。前記第１の調整量を前記制御装置によって求める際
には、以下のステップを実施する：
　視界が少なくとも部分的に重なり合うように、前記少なくとも２つのカメラをそれぞれ
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駆動ユニットによって、前記第１の産業用ロボットの第１の調整ポジショニングに保持さ
れた前記第１のオブジェクトの第１の特徴的要素の少なくとも一部に方向づけするステッ
プ。
【００４０】
　第１の撮像画像をカメラによって撮像するステップ。前記撮像装置の位置と、角度測定
ユニットによって検出された前記カメラの角度方向と、前記第１の撮像画像と、前記第１
のオブジェクトの前記第１の特徴的要素の知識とから、前記第１の産業用ロボットの第１
の調整ポジショニングにおける該第１のオブジェクトの空間座標系での姿勢を求めるステ
ップ。
【００４１】
　前記第１の産業用ロボットの第１の調整ポジショニングと、少なくとも該第１の産業用
ロボットの第１の調整ポジショニングにおける第１のオブジェクトの求められた姿勢とを
使用して、第１の調整量を求めるステップ。
【００４２】
　所定の公差内で第１の最終姿勢に達するまで下記のステップを前記制御装置によって繰
り返し実施することにより、前記第１のオブジェクトを該第１の最終姿勢に高精度で位置
調整することができる：
　前記カメラによって別の第１の撮像画像を撮像するステップ。
【００４３】
　前記撮像装置の位置と、角度測定ユニットによって検出された前記カメラの角度方向と
、前記別の第１の撮像画像と、前記第１のオブジェクトの前記第１の特徴的要素の知識と
から、該第１のオブジェクトの空間座標系での実際の姿勢を求めるステップ。
【００４４】
　前記第１のオブジェクトの実際の姿勢と第１の最終姿勢との姿勢差を計算するステップ
。
【００４５】
　前記第１の調整量を使用して、前記第１の産業用ロボットの現在のポジショニングと、
前記姿勢差に関連する量とから、該第１の産業用ロボットの新たな目標ポジショニングを
計算するステップ。
【００４６】
　前記第１の産業用ロボットを前記新たな目標ポジショニングに調整するステップ。
【００４７】
　本発明の方法およびシステムを以下で、概略的に示された実施例に基づいて説明する。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１ａ】第１のオブジェクトを位置決めするために使用され２つの撮像装置を使用する
本発明の方法およびシステムを示す。
【図１ｂ】本発明の方法のフローチャートである。
【図２】第１のオブジェクトを位置決めするために使用され２つの撮像装置と発光装置と
を使用する本発明の方法およびシステムを示す。
【図３】第１のオブジェクトおよび第２のオブジェクトを位置決めするために使用され２
つの産業用ロボットを使用する方法およびシステムを示す。
【図４】第１のオブジェクトおよび第２のオブジェクトならびに加工ツールを位置決めす
るために使用され３つの産業用ロボットを使用する方法およびシステムを示す。
【００４９】
　図１ａに、空間内において第１のオブジェクトを第１の最終姿勢に高精度で位置決めす
るための第１の実施形態のシステムと方法のフローとを示す。図１ｂに本方法のステップ
を示している。図１ａおよび１ｂを一緒に説明する。
【００５０】
　本発明の方法は、空間内において少なくとも１つのオブジェクトを少なくとも１つの産
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業用ロボットによって最終姿勢に高精度で位置決めするのに使用される。この空間内の最
終姿勢は、オブジェクトが高精度で、とりわけ０．５ｍｍ未満の精度で、有利には０．２
ｍｍ未満の精度で、特殊な場合には０．１ｍｍ未満の精度でとらなければならない位置お
よび方向であり、一般的には最終姿勢とは、本方法の枠内でオブジェクトがあるべき位置
および方向を指す。もちろん、次にオブジェクトを、１つまたは任意の数の別の新たな最
終姿勢にすることもできる。
【００５１】
　本方法の構成要素は、第１の産業用ロボット１１と、第１の光学的撮像装置１ａと、少
なくとも１つの第２の光学的撮像装置１ｂとを含む。本方法をこのようなシステムによっ
て実施するために、さらに制御装置９が設けられる。
【００５２】
　第１の産業用ロボット１１は、第１のオブジェクト１２を把持するように構成されてい
る。たとえばこの産業用ロボット１１は、６つの自由度で可動のグリッパ１１ａを備えた
関節アームロボットである。グリッパ１１ａは空気圧グリッパとして構成されており、た
とえば薄板を把持するように構成されている。また、このグリッパを機械的なグリッパと
することもでき、とりわけ鉗子把持器とすることができ、また、産業用ロボット１１の可
動の肢部を機械的に結合するための他のグリッパとすることもできる。産業用ロボット１
１に対し、グリッパ１１ａの目標ポジショニングを設定することにより、該グリッパ１１
ａを所定のポジショニングに位置調整することができる。こうするために産業用ロボット
１１は、内部測定システム、内部制御システムおよび内部座標変換システムを有する。産
業用ロボット１１とは一般的に、冒頭に述べたようにオブジェクトを把持および位置決め
するように構成された操作システムを指す。
【００５３】
　第１の光学的撮像装置１ａおよび第２の光学的撮像装置１ｂは３次元の空間座標系で校
正されており、既知の第１の位置Ｐａないしは第２の位置Ｐｂにそれぞれ既知の方向で位
置決めされている。したがって、第１のオブジェクト１２を位置決めすべき座標系におい
てこの位置も角度方向もそれぞれ、間接的または直接的に既知である。光学的撮像装置１

ａおよび１ｂはこの空間座標系で校正されており、各光学的撮像装置１ａおよび１ｂはそ
れぞれ、所定の視界８ａないしは８ｂ内で撮像するように光学的校正されたカメラすなわ
ち第１のカメラ２ａおよび第２のカメラ２ｂを有し、これらを使用して、各視界８ａない
しは８ｂ内で撮像画像で光学的測定を行うことができる。
【００５４】
　図面を簡略化するため、この実施例において同一である撮像装置１ａおよび１ｂをまと
めて説明する。ここでは、添え字「ａ」は第１の撮像装置１ａに関連することを表し、添
え字「ｂ」は第２の撮像装置１ｂに関連することを示す。
【００５５】
　カメラとは一般的に、光学的に検出可能なポイントを撮像するための電子的装置を指し
、カメラ２ａおよび２ｂはそれぞれ、このポイントを撮像するのに必要な構成を有し、と
りわけ対物レンズと、とりわけＣＣＤ画像センサまたはＣＭＯＳ画像センサである適切な
撮像素子と、適切な電子回路とを有する。前記対物レンズは任意の対物レンズとすること
ができ、たとえば固定焦点対物レンズとするか、または、モータ駆動ズームおよびオート
フォーカスによるズーム対物レンズまたは可変焦点対物レンズとすることができる。これ
らのカメラは、とりわけ光学系、画像センサまたは電子回路におけるいかなる誤差も、た
とえば光学ひずみ等も考慮して補償することができるように、内部校正されている。した
がって、これらのカメラは写真測量を行うのに適している。さらに、光学的撮像装置１ａ

および１ｂはそれぞれ、各カメラ２ａおよび２ｂの視界８ａないしは８ｂを位置調整する
ように各カメラ２ａおよび２ｂを方向づけするための少なくとも１つの駆動ユニット３ａ

ないしは３ｂを有する。たとえば各駆動ユニット３ａないしは３ｂは、２つの旋回軸でカ
メラ２ａないしは２ｂを旋回するための旋回ユニットを有する。１つの可能な実施例では
、これら２つの旋回軸はそれぞれ、空間座標系を基準として水平方向の傾斜軸（Kippachs
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e）ＨａないしはＨｂと、垂直方向の縦軸ＶａないしはＶｂとすることができる。しかし
、この実施例は必須要件ではない。
【００５６】
　さらに、光学的撮像装置１ａおよび１ｂはそれぞれ、各カメラ２ａおよび２ｂの角度方
向を高精度で検出するために使用され空間座標系で校正された角度測定ユニット４ａない
しは４ｂを有し、これらの角度測定ユニット４ａないしは４ｂにより、空間座標系で各視
界８ａないしは８ｂを検出することができる。空間座標系でカメラおよび角度測定ユニッ
トを基準として行われる両撮像装置１ａおよび１ｂの内部校正と、各光学的撮像装置１ａ

ないしは１ｂの外部参照とに基づいて、各画像点は、
　１．画像センサすなわち撮像画像における該画像点の位置と、
　２．各角度測定ユニット４ａないしは４ｂによって検出された各カメラ２ａないしは２

ｂの方向と、
　３．各光学的撮像装置１ａないしは１ｂの既知の位置と、
　４．各校正パラメータと
から得られる、空間座標系内の直線を高精度で定義する。
【００５７】
　図中の実施例では、角度測定ユニット４ａおよび４ｂはそれぞれ、空間座標系で鉛直軸
ＶａないしはＶｂを中心とする水平角方向αａないしはαｂを検出し、また、水平軸Ｈａ

およびＨｂを中心とする垂直角方向βａおよびβｂも検出する。基本的に、水平方向の傾
斜軸ＨａないしはＨｂと垂直方向の鉛直軸ＶａないしはＶｂとは交差する。したがって、
前記少なくとも２つの撮像装置１ａおよび１ｂはそれぞれ一種のビデオセオドライトとし
て構成されている。このビデオセオドライトとはここでは、セオドライトに同軸で組み込
まれたカメラを備えたセオドライトを指すか、または、非同軸でとりわけセオドライトの
望遠鏡に配置されたカメラを備えたセオドライトを指す。
【００５８】
　撮像装置１ａおよび１ｂの位置ＰａおよびＰｂならびに外部校正パラメータは、参照さ
れる外部測定システムによって求めることができ、たとえば、空間内における撮像装置１

ａおよび１ｂの各位置を検出するレーザトラッカ１４等の光学的測定システムによって求
めることができる。このことを行うためには、撮像装置１ａおよび１ｂに取り付けられる
ターゲットマークを使用することができる。方向の外部校正も外部測定システムによって
行うことができる。さらに、空間座標系において位置が高精度で既知である参照点に、撮
像装置１ａおよび１ｂをとりわけ強制センタリングによって位置決めすることもできる。
択一的に、空間内で撮像装置１ａおよび１ｂを専用の測定システムによって参照し、校正
することもできる。こうするためには、撮像装置１ａおよび１ｂはそれぞれ、各カメラ２

ａないしは２ｂとともに各駆動ユニット３ａないしは３ｂによって方向決めされるように
構成されたレーザ測距器５ａおよび５ｂを有する。このレーザ測距器５ａおよび５ｂの角
度方向は、空間座標系で校正された各角度測定ユニット４ａないしは４ｂによって高精度
で検出できるように構成されている。換言すると、撮像装置１ａないしは１ｂはそれぞれ
ビデオタキメータである。すなわち、非常に高い分解能のカメラを備えたレーザ測距器を
有するセオドライトである。もちろん、カメラを方向づけし、方向を精確に検出するため
に、別の適切な旋回装置および測定装置を使用することができる。しかし、セオドライト
、タキメータやいわゆるトータルステーションの角度測定精度は高いので、これらを使用
するのが有利であることを述べておく。
【００５９】
　空間座標系における各撮像装置１ａないしは１ｂの位置ＰａおよびＰｂは、レーザ測距
器５ａないしは５ｂにより、位置固定されたターゲットマークＴに照準することによって
求められる。択一的または付加的に、自己参照を、位置固定されたターゲットマークの撮
像と画像処理とによって行われる三角測量によって行うこともできる。
【００６０】
　少なくとも２つの撮像装置１ａおよび１ｂにより、少なくとも部分的に重なり合う視界
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８ａおよび８ｂによって少なくとも１つのオブジェクトの３次元撮像画像が得られるよう
に、第１の位置Ｐａと第２の位置Ｐｂとは離隔され、光学的撮像装置１ａないしは１ｂは
構成されている。換言するとステレオベースは、冒頭に述べたように画像点に奥行情報が
対応付けられた３次元画像の撮像画像が所要の精度で得られるように決定されている。異
なる視点から撮像された２つの電子的画像の奥行情報を画像処理によって得ることは、従
来技術から公知であり、ここでは詳細に説明する必要はない。
【００６１】
　制御装置９は、画像処理のために構成されたデータ処理装置を有する。制御装置９は少
なくとも、第１の産業用ロボット１１と少なくとも２つの光学的撮像装置１ａおよび１ｂ

とにデータ接続されている。制御装置９には、カメラ２ａおよび２ｂによって撮像された
撮像画像が供給され、ここで画像処理が行われて奥行情報が得られる。さらに制御装置９
は、角度測定ユニット４ａおよび４ｂによって検出されたカメラ２ａおよび２ｂの角度方
向も入力信号として受け取る。駆動ユニット３ａおよび３ｂは制御装置９によって、カメ
ラ２ａおよび２ｂを方向づけするように駆動制御される。第１の産業用ロボット１１は、
制御装置９によって設定されるポジショニングに位置調整される。そのために必要なデー
タ接続は、電圧信号、無線信号、光学的信号または他の通信経路を使用して行うことがで
きる。とりわけ使用される構成要素の個々の位置、方向およびサイズである参照パラメー
タや校正パラメータは、‐本方法を実施するのに必要である場合には‐制御装置９に記憶
される。制御装置９は、たとえば適切なインタフェースを有するパーソナルコンピュータ
等であるユニットや、相互に通信するかまたは相互に接続されてネットワークを構成し別
個の位置に設けられた複数の個々のコンポーネントとすることができ、個々の装置の構成
要素であるコンポーネントとすることができる。とりわけ、抽象的なものと見なされるこ
の制御装置９は、光学的撮像ユニット１ａおよび１ｂおよび／または第１の産業用ロボッ
ト１１の構成要素とすることができる。
【００６２】
　空間内の最終姿勢に位置決めすべき第１のオブジェクト１２は、光学的に検出可能な既
知の第１の特徴的要素１３を有する。この第１の特徴的要素１３は、撮像ユニット１ａお
よび１ｂのカメラ２ａおよび２ｂによって検出することができる任意の特徴的要素とする
ことができる。「光学的に検出可能」という概念は、カメラ２ａおよび２ｂによって検出
できることを意味し、必ずしも、人間の肉眼によって見ることができることを意味するわ
けではない。
【００６３】
　このような光学的に検出可能な特徴的要素は、オブジェクトの特徴によって形成するこ
とができ、とりわけオブジェクトの形状、表面プロフィールおよび表面特性によって形成
することができ、たとえばオブジェクトの角、辺、穿孔、切欠およびビードによって形成
することができる。択一的または付加的に、このような特徴的要素をオブジェクト表面に
取り付けることもでき、たとえば接着マークまたは着色マークとして取り付けることもで
きる。有利にはこれらの特徴的要素は、少なくとも２次元に広がる特徴であり、たとえば
一直線上にない３点として設けられる。このような特徴的要素は、該特徴的要素の位置検
出によって空間内におけるオブジェクトの姿勢、すなわち位置および方向が可能な限り一
義的に定義されるように設けられる。
【００６４】
　オブジェクト１２は、空間内において高精度で位置決めすべき任意のオブジェクトであ
って、第１の産業用ロボット１１によって把持および保持することができるオブジェクト
であり、たとえば薄板部材である。
【００６５】
　以下で、本発明の方法の流れをフローチャートで示す図１ｂも参照して、本発明の方法
の流れを説明する。
【００６６】
　ステップ５０において、たとえば保管位置にある第１のオブジェクト１２を第１の産業
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用ロボット１１によって、該産業用ロボット１１のグリッパ１１ａを使用して把持公差内
で把持および保持する。この把持公差は、第１のオブジェクト１２を最終姿勢に位置決め
する際に逸脱してはならない公差を上回る。とりわけ、オブジェクトに強制センタリング
しない空気圧把持器では高精度で把持することができず、グリッパに対するオブジェクト
の相対姿勢は公差を有し、この公差を補償すなわち補正しなければならない。
【００６７】
　ステップ５１は、本発明の１つの実施形態で行われるオプションのステップであり、こ
のステップでは、第１のオブジェクト１２を未知の把持誤差で保持する第１の産業用ロボ
ット１１を、第１の調整量を求めるために第１の調整ポジショニングに位置調整される。
第１の産業用ロボット１１のこのような調整ポジショニングで、両カメラ１ａおよび１ｂ

は３次元撮像を行うために第１のオブジェクト１２をよく見ることができる。把持後にす
でに、両カメラ１ａおよび１ｂがこの第１のオブジェクト１２をよく見ることができるこ
とが保証され、第１のオブジェクト１２がすでに或る位置にある場合には、このステップ
５１を省略することもできる。
【００６８】
　次のステップ５２において、この把持公差を補正するために第１の調整量を求める。第
１の産業用ロボット１１の把持公差を補正するためのこの第１の調整量は、該第１の産業
用ロボット１１のポジショニングの設定によって空間座標系内で調整されるように第１の
オブジェクト１２を位置調整するのに使用される。調整されるように位置調整するとは、
ロボットのグリッパ１１ａがとるべきポジショニングが設定された場合に、この部分を把
持したときの把持誤差を補正することを意味する。すなわちこの把持誤差は、補正量であ
る第１の調整量によって考慮される。この把持誤差は全部で６つの自由度で生じる可能性
があるため、調整量はとりわけテンソルの形態の適切な値をとることができる。理想的に
は、すなわち第１のオブジェクトをグリッパ１１ａが精確に把持している場合、調整量は
０に等しくなる。
【００６９】
　第１の調整量は、以下の部分ステップによって求められる。まず、前記少なくとも２つ
のカメラ２ａ，２ｂがそれぞれ駆動ユニット３ａ，３ｂによって、視界８ａ，８ｂが少な
くとも部分的に相互に重なり合って、第１の産業用ロボット１１の第１の調整ポジショニ
ングに保持される第１のオブジェクト１２の第１の特徴的要素１３の少なくとも一部に旋
回される。有利には、前記第１の特徴的要素１３を成す少なくとも３つの点が、前記視界
８ａ，８ｂが重なり合うオーバーラップ領域内に設けられる。このようにして、前記２つ
のカメラ２ａ，２ｂによって第１の撮像画像が撮像される。次にこれらの撮像画像から、
第１の産業用ロボット１１の第１の調整ポジショニングに保持される第１のオブジェクト
１２の姿勢が空間座標系で求められる。３つの特徴点の位置を求めるだけで、この姿勢を
求めることができる。第１のオブジェクト１２の姿勢は、撮像装置１ａ，１ｂの位置Ｐａ

，Ｐｂの知識と、角度測定ユニット４ａ，４ｂによって検出されたカメラ２ａ，２ｂの角
度方向と、第１の撮像画像とから求められる。これらの情報だけですでに、写真測量で、
とりわけ制御装置９での画像処理により、個々の検出された点の位置を空間座標系で求め
ることができる。これからオブジェクトの姿勢を導出するためにはさらに、第１のオブジ
ェクト１２における第１の特徴的要素１３の知識が必要である。第１の特徴的要素１３の
位置または姿勢から、空間内における第１のオブジェクトの姿勢を推定することができる
。たとえば電子的モデルから、薄板部材が特別な穿孔を有することと、該薄板部材がどの
場所に特別な穿孔を有するかが既知である場合、これらの穿孔の姿勢からオブジェクトの
姿勢を推定することができる。このようにして、把持に誤差が無い理想的な姿勢を得るた
めの第１の産業用ロボット１１の第１の調整ポジショニングと、少なくとも、第１の産業
用ロボット１１の第１の調整ポジショニングにおける第１のオブジェクト１２の検出され
た姿勢すなわち実際の姿勢とから、第１の調整量が求められる。
【００７０】
　本発明の１つの実施形態では、オブジェクト１１の特徴的要素１３は基本的に、制御装
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置９の電子的データ処理装置によって処理可能なモデルから既知である。このモデルは、
ＣＡＤによって得られる電子的モデルとすることができる。電子的データ処理装置上で実
施される画像処理によって、モデルおよび／または撮像画像で特徴的要素１３を同定し、
モデルのこれらの特徴的要素１３と、撮像画像の特徴的要素１３とを相互に対応付ける。
空間座標系におけるオブジェクト１２の姿勢は、空間座標系における撮像された特徴的要
素１３の検出された位置と、対応付けられた特徴的要素１３とから求められる。
このような画像処理手法および特徴同定手法は従来技術から公知であり、ここでは詳細に
説明する必要はない。
【００７１】
　このようにして、第１のオブジェクト１２を把持した際に適切な第１の調整量を求めた
際の把持誤差は既知となるので、該第１のオブジェクト１２を第１の産業用ロボット１１
によって該第１の産業用ロボット１１のセンサの測定精度で位置決めすることができる。
しかし、この測定精度は十分でないので、解決しなければならない別の位置決め問題が生
じる。
【００７２】
　たとえば、製造公差および周辺パラメータに起因して、たとえば薄板部材等である第１
のオブジェクト１１自体に特定の寸法公差および形状公差が生じる可能性がある。この特
定の寸法公差および形状公差は考慮しなければならない。それゆえ、本発明の１つの実施
形態では、第１のオブジェクトのばらつきを考慮する。
【００７３】
　本発明の１つの実施形態では、オプションのステップ５３では、撮像された特徴的要素
１３の相互間の相対姿勢を求め、上記のモデルから基本的に既知である該特徴的要素の相
互間の相対姿勢と比較する。本発明の１つの実施形態では、撮像された特徴的要素１３の
相対姿勢と、モデルから基本的に既知である特徴的要素の相対姿勢との偏差の超過時には
、エラーメッセージを出力する。本発明の１つの実施形態では、エラーメッセージの場合
、オブジェクト１２を新たなオブジェクト１２に交換し、次に、図１ｂに一例として示し
たようにステップ５０を実施する。択一的に、モデルを検出されたオブジェクト１２に適
合する。このようにして、たとえばＣＡＤによって得られたモデルを、把持されているオ
ブジェクト１２の実際の寸法に適合することができる。この場合、このような適合された
モデルは空間座標系で、オブジェクト１２がとるべき最終姿勢を決定する。この最終姿勢
がたとえばオブジェクト１２の一部分によって決定される場合、とりわけ最終姿勢がとる
べき辺によって決定される場合、この部分の変形がモデルの適合によって相応に考慮され
る。
【００７４】
　ステップ５４もオプションであり、このステップ５４において第１の調整量を考慮して
第１の産業用ロボット１１を第１の調整ポジショニングから、該第１のオブジェクト１２
が前記第１の最終姿勢に近づく第１の近似姿勢に位置決めされる位置へ位置調整する。第
１の産業用ロボット１１のこのような位置調整を行うためには、第１の調整ポジショニン
グが設定されていた第１の産業用ロボットに対し、第１のオブジェクト１２が第１の近似
姿勢にある新たなポジショニングを入力量として設定する。前記２つのカメラ２ａ，２ｂ

がそれぞれ駆動ユニット３ａ，３ｂによって、視界８ａ，８ｂが少なくとも部分的に相互
に重なり合って、第１の近似姿勢に位置決めされている第１のオブジェクト１２の第１の
特徴的要素１３の少なくとも一部に向かって方向決めされる。
【００７５】
　ステップ５５において、第１のオブジェクト１２を第１の最終姿勢に高精度で位置調整
する。こうするためには、所定の公差以内の第１の最終姿勢に達するまで、以下のステッ
プを繰り返す。まず、さらなる第１の撮像画像をカメラ２ａおよび２ｂによって撮像する
。空間座標系における第１のオブジェクト１２の実際の姿勢を再度、撮像装置１ａ，１ｂ

の位置Ｐａ，Ｐｂと、角度測定ユニット４ａ，４ｂによって検出されたカメラ２ａ，２ｂ

の角度方向と、前記更なる第１の撮像画像と、該第１のオブジェクト１２における前記第
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１の特徴的要素１３の知識とから求める。次に、この実際の姿勢を目標姿勢と比較する。
すなわち、第１の最終姿勢と比較する。前記第１のオブジェクト１２の実際の姿勢と第１
の最終姿勢との姿勢差を計算する。次に、第１の産業用ロボット１１の新たな目標ポジシ
ョニングを計算する。この新たな目標ポジショニングの計算を行うためには、前記第１の
産業用ロボット１１の現在のポジショニングから得られる第１の調整量と、前記姿勢差に
関連する量とを考慮する。前記姿勢差に関連する量は有利には、１以下の係数が乗算され
た姿勢差である。すなわち前記新たな目標ポジショニングは、第１のオブジェクト１２が
実際の姿勢と第１の最終姿勢との間の姿勢になるポジショニングである。前記係数が１に
等しい場合、前記新たな目標ポジショニングは、第１のオブジェクト１２が実際の姿勢か
ら、第１の産業用ロボット１１の比較的低精度のセンサ系およびアクチュエータ系で実現
できる限りの近似度で前記第１の最終姿勢に近づけられるポジショニングである。しかし
、この新たな目標位置決め状態は通常は、第１のオブジェクト１２を１ステップ５５だけ
で所定の公差以内で第１の最終姿勢にするには低精度すぎるので、前記係数は有利には１
未満でありかつ０を上回り、有利には０．９５未満であり、とりわけ０．９未満であり、
たとえば０．８未満である。１未満でありかつ０を上回る係数によって、産業用ロボット
１１の新たな目標ポジショニングは、該産業用ロボット１１が該新たな目標ポジショニン
グに位置調整された後に第１のオブジェクト１２が前記第１の最終姿勢に近づくが完全に
は達しないようになる。
【００７６】
　次に、前記第１の産業用ロボット１１を前記新たな目標ポジショニングの設定によって
位置調整する。換言すると、第１の産業用ロボットが新たな位置入力量を受け取り、これ
によって該第１の産業用ロボットは新たな目標ポジショニングにされる。このようにして
、第１の産業用ロボット１１のセンサ系およびアクチュエータ系によってこの新たな目標
ポジショニングに近づける。次に、上記ステップを繰り返す。すなわち、再びさらなる第
１の撮像画像をカメラ２ａおよび２ｂによって撮像し、該さらなる第１の撮像画像に基づ
いて前記第１のオブジェクト１２の実際の姿勢を求め、該第１のオブジェクト１２の実際
の姿勢と前記第１の最終姿勢との姿勢差を計算する。第１のオブジェクトが未だ、前記第
１の最終姿勢の所要公差以内にない場合、前記第１の産業用ロボット１１に再び、該第１
の産業用ロボットの現在のポジショニングと前記姿勢差に関連する量とから第１の調整量
を考慮して計算される新たな目標ポジショニングを設定する。前記ステップは、第１のオ
ブジェクト１２が公差以内で高精度で第１の最終姿勢に達するまで繰り返される。
【００７７】
　上記方法の重要な利点は、前記オブジェクトの特徴的要素の他に別の参照マークを示す
必要がない撮像画像の数を非常に少なくして、空間内におけるオブジェクトの姿勢を検出
できることである。このことにより、本方法を格段に迅速化することができる。カメラの
視界を位置調整すると、再参照することなく、写真測量による画像評価を行うことができ
る。このことはとりわけ、オブジェクトを比較的大きな区間で操作システムによって動か
して高精度で位置決めするために産業用に使用する際に重要である。というのも、カメラ
をオブジェクトの特徴的要素に向かって旋回させることで視界を変化する際に、再参照す
る必要も、予め測定された画像および／または参照マークを使用する必要もないからであ
る。このようにして、位置決めを迅速、高精度かつ高いプロセス信頼性で行えることが保
証される。カメラの旋回で、再参照することや連係方向決めによる時間損失が生じること
がなくなるので、処理が行われる場所から撮像装置を離隔して、とりわけ２～５ｍ離隔し
て配置することができ、処理を妨害することがなくなり、測定技術装置が処理に直接さら
されることがなくなる。このことは、とりわけ溶接手法で有利である。というのも、高感
度の測定技術装置が妨害されることがほとんどなくなるからである。
【００７８】
　もちろん、位置検出精度を上昇させるためにさらに別の撮像装置を使用することができ
る。この場合、たとえば３つのカメラの３つの視界が相互に重なり合う。
【００７９】
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　１つの実施例では少なくとも２つの撮像装置１ａ，１ｂは次のように、すなわち、水平
方向の傾斜軸ＨａないしはＨｂと垂直方向の鉛直軸ＶａないしはＶｂとは実質的に交差し
、カメラ２ａないしは２ｂの投影中心はそれぞれ、該水平方向の傾斜軸ＨａないしはＨｂ

と該垂直方向の鉛直軸Ｖａ，Ｖｂとの交点に位置するように構成されている。このように
して、カメラ２ａないしは２ｂの位置はそれぞれ角度方向αａ，βａないしはαｂ，βｂ

に依存せずに、撮像装置１ａないしは１ｂの位置ＰａないしはＰｂに結合される。換言す
るとこの場合には、カメラ２ａないしは２ｂの光学軸はどの方向でも、水平方向の傾斜軸
ＨａないしはＨｂと垂直方向の鉛直軸ＶａないしはＶｂとの交点と交差する。このように
して空間座標系における姿勢は、カメラ２ａ，２ｂの位置と、角度測定ユニット４ａ，４

ｂによって検出されたカメラ２ａ，２ｂの角度方向αａ，βａ；αｂ，βｂと、撮像画像
と、特徴的要素１３の知識とから求められる。
【００８０】
　別の実施例では、少なくとも２つの撮像装置１ａ，１ｂはそれぞれ、カメラ２ａないし
は２ｂの投影中心がそれぞれ、水平方向の傾斜軸ＨａないしはＨｂと垂直方向の鉛直軸Ｖ

ａないしはＶｂとの交点の外に位置するように構成される。換言すると、カメラ２ａない
しは２ｂの光学軸は両軸の交点と交差しない。カメラ２ａ，２ｂの位置はそれぞれ、前記
交点からのカメラ２ａないしは２ｂの投影中心の所定の偏心率と、撮像装置１ａ，１ｂの
角度方向αａ，βａ；αｂ，βｂおよび位置Ｐａ，Ｐｂとから決定される。その際には空
間座標系における姿勢は、撮像装置１ａ，１ｂの位置Ｐａ，Ｐｂと、カメラ２ａ，２ｂの
投影中心の偏心率と、角度測定ユニット４ａ，４ｂによって検出された該カメラ２ａ，２

ｂの角度方向と、撮像画像と、特徴的要素１２の知識とから求められる。
【００８１】
　図２に本発明の１つの実施形態を示す。この実施形態では、図１ａに示した実施例のす
でに説明した特徴は再度説明しない。
【００８２】
　図２の実施例では撮像装置１ａは、第１のカメラ２ａの第１の視界８ａ内で第１のパタ
ーン光７ａを放出するために構成された第１の発光源６ａを有する。第１の駆動ユニット
３ａによって前記第１の発光源６ａは第１のカメラ２ａと一緒に方向決めできるように構
成されている。この角度方向は、空間座標系で校正された第１の角度測定ユニット４ａに
よって高精度で検出することができる。撮像画像を撮像する上述のステップでは、第１の
パターン光７ａが第２の撮像装置１ｂの第２のカメラ２ｂの視界内に入るように、該第１
のパターン光７ａを前記第１の発光源６ａからオブジェクト１２に投射する。空間座標系
におけるオブジェクト１２の姿勢はさらに、撮像装置１ａ，１ｂの位置Ｐａ，Ｐｂと、角
度測定ユニット４ａ，４ｂによって検出された第１の発光源６ａおよび第２のカメラ２ｂ

の角度方向と、該第１のパターン光７ａを撮った該第２のカメラ２ｂの撮像画像とから、
三角測量によって求められる。このようにして位置検出精度を上昇させることができる。
また、光学的に検出可能なマークを有さないオブジェクトの区分でも測定を行うこともで
きる。
【００８３】
　第２の撮像装置１ｂも、第２のカメラ２ｂの第２の視界８ｂ内で第２のパターン光７ｂ

を放出するように構成された発光源、すなわち第２の発光源６ｂを有する。この発光源６

ｂは第２の駆動ユニット３ｂによって、第２のカメラ２ｂと一緒に方向決めすることがで
きる。第２の発光源６ｂの角度方向は、空間座標系で校正された第２の角度測定ユニット
４ｂによって高精度で検出することができる。撮像画像を撮像する上述のステップでは、
第２のパターン光７ｂが第１の撮像装置１ａの第１のカメラ２ａの視界内に入るように、
該第２のパターン光７ｂを第２の発光源６ｂから、オブジェクト１２の特徴的要素１３の
少なくとも一部分に投射する。さらに、空間座標系におけるオブジェクト１２の姿勢は、
撮像装置１ａ，１ｂの位置Ｐａ，Ｐｂと、角度測定ユニット４ａ，４ｂによって検出され
た第２の発光源６ｂと第１のカメラ２ａの角度方向と、第２のパターン光７ｂを撮った該
第１のカメラ２ａの撮像画像と、オブジェクト１２に設けられた特徴的要素１３の知識と



(30) JP 5290324 B2 2013.9.18

10

20

30

40

50

から、三角測量によって求められる。
【００８４】
　さらに、既知の第３の位置Ｐｃに既知の方向で、第３の発光源６ｃを有する発光装置１

ｃが配置されている。この第３の発光源６ｃは第３のパターン光７ｃを放出するように構
成され、第３の駆動ユニット３ｃによって方向決めすることができる。第３の発光源６ｃ

の角度方向は、空間座標系で校正された第３の角度測定ユニット４ｃによって高精度で検
出することができる。撮像画像を撮像する上述のステップでは、第３のパターン光７ｃが
第１の撮像装置１ａの第１のカメラ２ａおよび／または第２のカメラ２ｂの視界内に入る
ように、該第３のパターン光７ｃを前記第３の発光体６ｃからオブジェクト１２に投射す
る。さらに、空間座標系におけるオブジェクト１２の姿勢は、第１の撮像装置１ａの位置
Ｐａと、第１の角度測定ユニット４ａによって検出された第１のカメラ２ａの角度方向と
、第３の角度測定ユニット４ｃによって検出された第３の発光源６ｃの角度方向と、第３
のパターン光７ｃを撮った第１のカメラ２ａの撮像画像とから、三角測量によって求めら
れる。前記発光装置１ｃを使用する利点は、適切な位置決めによって、とりわけ側方にず
らして位置決めを行うことにより、オブジェクトの姿勢を求める際の精度をさらに上昇で
きる有利な三角測量ベースを実現できることである。
【００８５】
　１つまたは複数の撮像装置に発光ユニットを設けることができる。各パターン光７ａ，
７ｂ，７ｃはたとえば投影レーザ線であるか、またはレーザ線の形態で扇形に投影される
レーザ点であるか、または２次元で投影されるパターンであり、とりわけレーザラスタで
ある。
【００８６】
　図２の実施例ではさらに、両撮像装置１ａおよび１ｂはレーザ測距装置５ａないしは５

ｂを有し、これらのレーザ測距装置５ａないしは５ｂは第１のカメラ２ａないしは２ｂと
ともに、各駆動ユニット３ａないしは３ｂによって方向決め可能であり、該レーザ測距装
置５ａないしは５ｂの角度方向は、空間座標系で校正された角度測定ユニット４ａないし
は４ｂによって高精度で検出することができる。また、これらのレーザ測距装置５ａない
しは５ｂはさらに、オブジェクト１２にある特徴的要素１３に照準されることにより、空
間座標系における該オブジェクト１２の姿勢を高精度で求めるためにも使用される。また
、固定位置にあるターゲットマークＴに照準することにより、空間座標系における撮像装
置１ａの位置ＰａおよびＰｂをレーザ測距装置５ａおよび／または５ｂによって求めるこ
ともできる。択一的に、レーザ測距装置５ａないしは５ｂをレーザスキャナとして構成す
ることもできる。このレーザスキャナはとりわけ、各カメラの視界全体にわたって測定を
行うレーザスキャナである。すなわち、各カメラに対するレーザ測距装置５ａないしは５

ｂの相対方向を測定できるように、該レーザ測距装置５ａないしは５ｂをさらにカメラに
対して方向決めできるようにすることもできる。このことにより、各カメラに対して測定
可能であるように測定ビームを方向決めすることができる。
【００８７】
　上述の位置決め方法は、空間内における１つの第１のオブジェクトの自由な位置決めに
関して説明したが、上述の方法および構成要素を使用して少なくとも１つの第２のオブジ
ェクトを位置決めすること、および／または、該第２のオブジェクトに対して第１のオブ
ジェクトを高精度で方向決めすること、該第１のオブジェクトに対して該第２のオブジェ
クトを高精度で方向決めすることもできる。以下でこのような方法を説明する。また、上
述の構成を第２のオブジェクトおよび任意の他のオブジェクトの位置決めと組み合わせる
こともできる。しかし図面を簡略化するために、第１のオブジェクトを位置決めする際に
実施可能な実施例を、別のオブジェクトの位置決めに関しても説明するのを省略する。こ
のような組み合わせもまた、本発明に含まれる。
【００８８】
　図３にこのような実施例を示している。図１ａに示した実施形態の重要な構成要素に関
して図３では再度言及しないが、これらの図１ａ中の構成要素の他に、第２の産業用ロボ
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ット２１とオブジェクトホルダ２４とが設けられる。上述のように、第１のオブジェクト
１２を第１の最終姿勢に高精度で位置調整する前に、第２のオブジェクト２２を第２の産
業用ロボット２１によって把持し、オブジェクトホルダ２４に配置する。このオブジェク
トホルダ２４は、第２のオブジェクト２２を保持することができるいわゆる「固定具」と
して形成されている。こうするためには、オブジェクトホルダ２４が適切な形状を‐たと
えばオブジェクトの変形を回避するために適切な形状を‐有すること、および／または、
オブジェクトを固定するための適切なクランピング装置を有することができる。オブジェ
クトホルダ２４に配置されると、第２のオブジェクト２２は空間座標系において第２の最
終姿勢になる。択一的に、第２のオブジェクトを第２の産業用ロボット２１によって配置
するのではなく、手動でオブジェクトホルダ２４に配置することもできる。１つの実施例
ではオブジェクトホルダ２４は、第２のオブジェクト２２が所定の第２の最終姿勢に高精
度で配置されるように強制センタリングを行うように構成されている。この場合には、第
２の最終姿勢を測定技術によって測定するのを省略することができる。しかしそうでない
場合には、空間座標系における第２の最終姿勢が求められる。こうするために第２のオブ
ジェクト２２は、光学的に検出可能な既知の第２の特徴的要素２３を有する。第２のオブ
ジェクト２２がオブジェクトホルダ２４に配置された後、まず最初に、視界８ａ，８ｂが
少なくとも部分的に重なり合うように前記少なくとも２つのカメラ２ａ，２ｂをそれぞれ
駆動ユニット３ａ，３ｂによって該第２のオブジェクト２２の第２の特徴的要素２３の少
なくとも一部分に向かって方向決めすることにより、空間座標系における該第２のオブジ
ェクト２２の第２の最終姿勢を求める。第２の撮像画像を撮像する。空間座標系における
第２のオブジェクト２２の第２の姿勢を、撮像装置１ａ，１ｂの位置Ｐａ，Ｐｂと、角度
測定ユニット４ａ，４ｂによって検出されたカメラ２ａ，２ｂの角度方向と、前記第２の
撮像画像と、前記第２のオブジェクト２２における前記第２の特徴的要素２３の知識とか
ら求める。
【００８９】
　択一的に、第１のオブジェクト１２を第１の最終姿勢Ｅａに高精度で位置調整する前に
、第２のオブジェクト２２を第２の産業用ロボット２１によって、把持公差以内で把持す
る。その際には、第２のオブジェクト２２をオブジェクトホルダ２４に置くのではなく保
持する。第２の産業用ロボット２１を、第２のオブジェクト２２が第２の最終姿勢になる
該第２の産業用ロボット２１の最終ポジショニングに位置調整する。第２のオブジェクト
２２の第２の最終姿勢は、空間座標系において以下のステップによって求められる：
　視界８ａ，８ｂが少なくとも部分的に重なり合うように前記少なくとも２つのカメラ２

ａ，２ｂをそれぞれ駆動ユニット３ａ，３ｂによって第２のオブジェクト２２の第２の特
徴的要素２３の少なくとも一部に向けて方向決めするステップ。
　第２の撮像画像を撮像するステップ。
　空間座標系における前記第２のオブジェクト２２の第２の最終姿勢を、撮像装置１ａ，
１ｂの位置Ｐａ，Ｐｂと、角度測定ユニット４ａ，４ｂによって検出されたカメラ２ａ，
２ｂの角度方向と、前記第２の撮像画像と、該第２のオブジェクト２２の第２の特徴的要
素２３の知識とから求めるステップ。
【００９０】
　図３の実施例では第１のオブジェクト１２の第１の最終姿勢は、第２のオブジェクト２
２の第２の最終姿勢と、該第１のオブジェクト１２と該第２のオブジェクト２２との所定
の相対姿勢とから計算される。第１のオブジェクト１２は第２のオブジェクト２２に対し
て相対的に高精度で位置決めされているので、ここでたとえば、両オブジェクトを高精度
で接合するための接合手法を実施することができる。
【００９１】
　図４に本発明の別の実施形態を示す。この実施形態では、第２のオブジェクト２２と、
加工ツールとして構成された第３のオブジェクト３２とを高精度で位置調整する。
【００９２】
　光学的に検出可能な既知の特徴的要素２３を有する第２のオブジェクト２２は、第２の
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産業用ロボット２１によって把持公差以内で把持されて保持される。第２の産業用ロボッ
ト２１に対してこの把持公差を補正する第２の調整量を求め、第２のオブジェクト２２が
空間座標系において、該第２の産業用ロボット２１のポジショニングの設定によって調整
されるように位置調整する。第２の調整量を求めるためには、視界が少なくとも部分的に
重なり合うように２つのカメラ２ａ，２ｂをそれぞれ駆動ユニット３ａ，３ｂによって、
第２の産業用ロボット２１の第２の調整ポジショニングに保持される第２のオブジェクト
２２の第２の特徴的要素２３の少なくとも一部分に向けて方向決めする。第２の撮像画像
を撮像する。第２の産業用ロボット２１の第２の調整ポジショニングにある場合の空間座
標系内での第２のオブジェクト２２の姿勢を、撮像装置１ａ，１ｂの位置Ｐａ，Ｐｂと、
角度測定ユニット４ａ，４ｂによって検出されたカメラ２ａ，２ｂの角度方向と、前記第
２の撮像画像と、前記第２のオブジェクト２２における前記第２の特徴的要素２３の知識
とから求める。第２の調整量は、第２の産業用ロボット２１の第２の調整ポジショニング
と、少なくとも、該第２の産業用ロボット２１の第２の調整ポジショニングにおける第２
のオブジェクト２２の求められた姿勢とを使用して求められる。次に、第２のオブジェク
ト２２を第２の最終姿勢に高精度で位置調整する。このことを行うためには、所定の公差
以内で第２の最終姿勢に達するまで繰り返される以下のステップを使用する。まず、さら
なる第２の撮像画像を撮像する。空間座標系における第２のオブジェクト２２の実際の姿
勢を、撮像装置１ａ，１ｂの位置Ｐａ，Ｐｂと、角度測定ユニット４ａ，４ｂによって検
出されたカメラ２ａ，２ｂの角度方向と、前記さらなる第２の撮像画像と、前記第２のオ
ブジェクト２２における前記第２の特徴的要素２３の知識とから求める。前記第２のオブ
ジェクト２２の実際の姿勢と第２の最終姿勢との姿勢差を計算する。第２の調整量を考慮
して第２の産業用ロボット２１の現在のポジショニングと前記姿勢差に関連する量とから
第２の産業用ロボット２１の新たな目標ポジショニングを計算した後、該第２の産業用ロ
ボット２１をこの新たな目標ポジショニングに位置調整する。第２のオブジェクト２２が
所定の公差以内で第２の最終姿勢に達するまで、前記ステップを繰り返す。
【００９３】
　図４のこの実施形態では、図３に示した両オブジェクト１２および２２を相対的に位置
決めする代わりに、両オブジェクト１２および２２を相互に独立して高精度で個別に位置
決めする。
【００９４】
　本発明の１つの実施形態では、第２のオブジェクト２２が把持された後、第２の調整量
を求めるために、第２の産業用ロボット２１を該第２の産業用ロボット２１の第２の調整
ポジショニングに位置調整する。
【００９５】
　本発明の別の実施例では、所定の公差以内で第２の最終姿勢に達するまで繰り返される
前記ステップを実施する前に、第２の調整量を考慮して第２の産業用ロボット２１を第２
の調整ポジショニングから、前記第２のオブジェクト２２が該第２の最終姿勢に近づく第
２の近似姿勢に位置決めされるポジショニングに位置調整する。次に、前記２つのカメラ
２ａ，２ｂがそれぞれ駆動ユニット３ａ，３ｂによって、視界８ａ，８ｂが少なくとも部
分的に相互に重なり合うように、第２の近似姿勢に位置決めされている第２のオブジェク
ト２２の第２の特徴的要素２３の少なくとも一部に向かって方向決めされる。
【００９６】
　また図４に示されているように、加工ツールとして構成された第３のオブジェクト３２
が設けられている。この第３のオブジェクト３２は、図３の実施形態でも使用することが
できる。加工ツール３２は、第３の産業用ロボット３１によって保持公差以内で保持され
る。加工ツール３２、または該加工ツール３２に結合された第３の産業用ロボット３１の
部分に、たとえば該加工ツール３２のリテーナに、光学的に検出可能な既知の第３の特徴
的要素３３を有する。空間座標系において第３の産業用ロボット３１の位置決め状態の設
定によって加工ツール３２を調整されるように位置調整できるようにするためには、第３
の産業用ロボット３１に対して、前記保持公差を補正する第３の調整量を決定する。こう
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ユニット３ａおよび３ｂによって前記２つのカメラ２ａおよび２ｂをそれぞれ第３の特徴
的要素３３の少なくとも一部分に向けて方向づけする。加工ツール３２はここでは、第３
の産業用ロボット３１の第３の調整ポジショニングで保持される。第３の撮像画像を撮像
する。第３の産業用ロボット３１の第３の調整ポジショニングにおける空間座標系での加
工ツール３２の姿勢を、撮像装置１ａ，１ｂの位置Ｐａ，Ｐｂと、角度測定ユニット４ａ

，４ｂによって検出されたカメラ２ａ，２ｂの角度方向と、前記第３の撮像画像と、前記
第３の特徴的要素３３の知識とから求める。第３の調整量は、第３の産業用ロボット３１
の第３の調整ポジショニングと、少なくとも、該第３の産業用ロボット３１の第３の調整
ポジショニングにおける加工ツール３２の求められた姿勢とを使用して求められる。
【００９７】
　さらに本発明では、所定の公差以内で第３の最終姿勢に達するまで以下のステップを繰
り返し実施することにより、加工ツール３２を第３の最終姿勢に高精度で位置調整する。
さらなる第３の撮像画像を撮像する。空間座標系における加工ツール３２の実際の姿勢を
、撮像装置１ａ，１ｂの位置Ｐａ，Ｐｂと、角度測定ユニット４ａ，４ｂによって検出さ
れたカメラ２ａ，２ｂの角度方向と、前記さらなる第３の撮像画像と、前記第３の特徴的
要素３３の知識とから求める。前記第３のオブジェクト３２の実際の姿勢と第３の最終姿
勢との姿勢差を計算する。第３の産業用ロボット３１の新たな目標ポジショニングが、前
記第３の調整量を考慮して、第３の産業用ロボット２１の現在のポジショニングと、前記
姿勢差に関連する量とから計算される。次に、第３の産業用ロボット３１を前記新たな目
標ポジショニングに位置調整する。前記加工ツール３２が第３の最終姿勢の公差領域内に
なるまで、前記ステップを繰り返す。
【００９８】
　前記加工ツール３２はたとえば、第１のオブジェクト１２と第２のオブジェクト２２と
を溶接接合するための溶接工具である。また、任意の別の加工ツールも使用することがで
き、とりわけ接合工具を使用することもできる。ここでは、加工ツール３２を第１のオブ
ジェクト１２および第２のオブジェクト２２と関連づけて説明し、とりわけこれらのオブ
ジェクトの接合について説明したが、本発明は、１つのオブジェクトのみに対して行われ
る加工ツールの相対的な位置決めも含む。このことはたとえば、１つのオブジェクトにの
み作業工程を実施する加工ツール、たとえば切削製造工程を実施する加工ツールに当ては
まる。
【００９９】
　本発明はまた、明示的には組み合わされていない特徴の組合せも含む。
【０１００】
　上記のシステム構成要素、とりわけ撮像装置等の測定用構成要素は、移動性およびフレ
キシビリティを特徴とする。それゆえ、比較的短時間の間に製造システムに設置できる独
立した構成要素によって上記の方法を実施することができる。自己校正および自己参照を
行う構成要素により、困難な動作条件でも十分なプロセス信頼性を保証することができる
。上記のように調整量を求めて、前記最終姿勢に達するまでステップを繰り返すことによ
り、比較的低精度の測定システムを有する比較的低精度の操作システムもオブジェクトの
高精度の位置決めに使用することができる。本発明により、処理に直接関与することなく
、非接触で十分な距離をおいて、非常に大きな検出領域においてオブジェクトの姿勢を迅
速に検出することができる。カメラを旋回することにより、カメラの再参照に起因する測
定プロセスの遅延が発生することがなくなる。というのも、本発明では再参照を省略でき
るからである。したがって、空間内においてオブジェクトを高精度で位置決めするための
本発明の方法およびシステムは、加工速度が高速であることを特徴とする。
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