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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロボットのアーム先端部に装着された装置を用いて、平面上の第１の対象物位置に置か
れた対象物に対して、所定の作業を行う動作指令を含むプログラムによって制御されるロ
ボットと、
　前記アーム先端部に装着され、対象物を撮像するカメラと、
　前記第１の対象物位置に対して、所定の相対的位置関係にある前記アーム先端部の位置
を第１のロボット位置として記憶する第１のロボット位置記憶部と、
　対象物が前記第１の対象物位置に置かれ、前記アーム先端部が前記第１のロボット位置
に位置決めされた状態である目標到達状態において、前記カメラの画像上での該対象物の
位置、姿勢、及び大きさのうちの少なくとも１つの特徴量を目標到達状態データとして記
憶する目標到達状態データ記憶部と、
　前記平面上の第２の対象物位置に置かれた対象物を、前記ロボットのアーム先端部が任
意の初期位置に位置決めされた状態において、前記カメラで撮像した際における、該対象
物の前記カメラの画像上での位置、姿勢、及び大きさのうちの少なくとも１つの特徴量を
前記目標到達状態データのうちの対応する特徴量と一致させるための、前記アーム先端部
の前記任意の初期位置からの移動量を求めるロボット移動量計算部と、
　前記アーム先端部を前記移動量に基づいて移動させた際における、前記アーム先端部の
位置である第２のロボット位置と、前記第１のロボット位置との差異に基づいて前記プロ
グラムに教示されているロボット位置を補正するための補正データを計算する補正データ
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計算部と、
　を備えることを特徴とするロボットシステム。
【請求項２】
　前記ロボットの前記アーム先端部が前記第２のロボット位置に位置決めされた状態にお
いて、前記カメラが撮像した、前記第２の対象物位置に置かれた対象物の画像上での位置
、姿勢、及び大きさのうちの少なくとも１つの特徴量と、前記目標到達状態データ記憶部
に記憶された目標到達状態データのうち対応する特徴量との差異が所定の値よりも大きい
場合に、前記ロボット移動量計算部は、前記第２のロボット位置をあらためて初期位置と
して前記移動量を求め、前記アーム先端部を該移動量に基づいて移動させた際における、
前記アーム先端部の位置をあらためて第２のロボット位置とする、請求項１に記載のロボ
ットシステム。
【請求項３】
　前記ロボットの前記アーム先端部が前記第２のロボット位置に位置決めされた状態にお
いて、前記ロボット移動量計算部は、前記第２のロボット位置をあらためて初期位置とし
て前記移動量を求め、該移動量が所定の値よりも大きい場合に、前記アーム先端部を該移
動量に基づいて移動させた際における、前記アーム先端部の位置をあらためて第２のロボ
ット位置とする、請求項１に記載のロボットシステム。
【請求項４】
　直線上に位置していない互いに異なる複数の第２の対象物位置を少なくとも３つ設け、
該複数の第２の対象物位置に前記対象物を置き、それぞれの対象物位置に対応した複数の
第２のロボット位置を取得し記憶する第２のロボット位置記憶部と、
　前記第２のロボット位置記憶部に記憶された複数の第２のロボット位置に基づいて、前
記対象物が置かれている平面の法線ベクトルを算出する法線ベクトル計算部を更に備え、
　前記ロボット移動量計算部は、前記法線ベクトルに垂直な平面内の並進移動、及び該法
線ベクトルに平行な軸回りの回転移動のみを移動量として算出する、請求項１乃至３のい
ずれか一項に記載のロボットシステム。
【請求項５】
　前記互いに異なる複数の第２の対象物位置の１つが第１の対象物位置と同一であり、前
記複数の第２のロボット位置の１つが第１のロボット位置である、請求項４に記載のロボ
ットシステム。
【請求項６】
　前記ロボット移動量計算部による回転移動は、第１の対象物位置に置かれた対象物の中
心位置を通り前記法線ベクトルに平行な直線を、前記ロボットが第１のロボット位置に位
置決めされた状態で、ロボットのアーム先端部に対する相対的な直線として定義し、該定
義されたアーム先端部に対する相対的な直線を回転軸として回転移動させるものであり、
　前記対象物の中心位置は、画像処理アルゴリズムとしてテンプレートマッチングを行い
、テンプレートが最も一致した際の、テンプレートの中心位置として求められる、請求項
４または５に記載のロボットシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カメラを使ってロボットの動作を補正するロボットシステムに関し、特に、
ロボットの座標系とカメラの座標系の位置合わせを行っておく必要をなくすために、ビジ
ュアルフィードバックを利用したロボットシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　多くの産業用ロボットはティーチングプレイバックと呼ばれる方式に基づいて動作して
いる。すなわち、ロボットに行わせたい動作や作業をあらかじめプログラムとして教示し
ておき、プログラムを再生することでロボットに所望の作業を行わせる。ロボットは、教
示された動作や作業を正確に繰り返すことができるが、プログラムを教示した時とは異な
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る位置に対象物が置かれていると、その対象物に対して正確に作業を行うことができなく
なる。
【０００３】
　それに対して、カメラなどのビジョンセンサを使って対象物の位置を認識し、ビジョン
センサが認識した対象物の位置情報を用いてロボットの動作を補正するということが行わ
れている。このようにすることで、対象物がプログラム教示時と異なる位置に置かれてい
ても、対象物に対して正確に作業を行うことができるようになる。
【０００４】
　ビジョンセンサで見つけた対象物の位置は、ビジョンセンサの計測の基準となっている
座標系（以下、「ビジョン座標系」と呼ぶ）で表現されているが、ビジョンセンサで見つ
けた位置情報に基づいてロボットの動作を補正するためには、ビジョン座標系で表現され
た位置情報を、ロボットの動作制御の基準となっている座標系（以下、「ロボット座標系
」と呼ぶ）での位置情報に変換する必要がある。ビジョン座標系で表された位置情報をロ
ボット座標系で表された位置情報に変換するためのデータを「カメラのキャリブレーショ
ンデータ」と呼び、カメラのキャリブレーションデータを取得するための作業を「カメラ
をキャリブレーションする」という（特許文献１）。
【０００５】
　一方で、カメラのキャリブレーションをせずに、ビジョンセンサを使ったロボットの位
置補正を可能にする手段のひとつとして、ビジュアルフィードバックと呼ばれている手法
が知られている（例えば、特許文献２）。例えば、ロボットを対象物の把持位置に移動さ
せ、ロボットに取り付けられたカメラで対象物を撮影し、その対象物の見え方を目標デー
タとして記憶しておく。そして、実作業時においては、ロボットを移動するごとにカメラ
で対象物を撮影し、目標データと同一の見え方となるようにロボットの位置姿勢を制御す
ることを繰返し、誤差が０に収束したところで、ハンドによる把持を実行する。
【０００６】
　特許文献２に記載の方法は、誤差がゼロになった位置でハンドによる把持を行う。つま
り、対象物を把持する位置にロボットが位置決めされている状態で、カメラに写った対象
物の見え方を目標データとして記憶する必要がある。そのため、ロボットのアーム先端部
に取り付けるハンドとカメラの位置関係には制約があり、自由に設計することができない
。
【０００７】
　また、この方法の場合、誤差がゼロになった位置でのみ対象物に対して作業を行うこと
ができるので、対象物を把持するといった簡単な作業をロボットに行わせる場合には問題
にならないが、例えば、対象物に対して所定の経路で接着剤を塗布するといったような、
複雑な動作経路を必要とする作業をロボットに行わせたい場合には利用できない。
【０００８】
　一方で、基準対象物に対して目標データを設定した際のロボットの位置と、基準対象物
を把持する動作を行う際のロボットの位置との差をあらかじめ位置変換行列として記憶し
ておき、誤差がゼロになるようにロボットに収束動作をさせた後、記憶している位置変換
行列で示される動作を行ってから把持動作を行う方法も提案されている（特許文献３）。
この発明では、特許文献２に記載の方法に比べると、ロボットのアーム先端部に取り付け
るハンドとカメラの位置関係には制約がなくなっているが、複雑な動作経路を必要とする
作業をロボットに行わせたい場合には利用できないという問題は解消されていない。
【０００９】
　ところで、対象物がテーブルなどの平らな台の上に載置されている場合、目標データと
同一の見え方となるようにロボットの位置姿勢を制御する際は、ロボットのアーム先端部
に取り付けられたカメラと対象物が載置されたテーブルの距離が変わらないように制御す
るのが望ましい。また、対象物の向きが変わる場合には、カメラと対象物の相対的な向き
が同じになるようにロボットを制御する必要があるが、カメラとテーブルの相対的な傾き
が変わらないように、テーブル面に垂直な軸回りにカメラが回転するように制御するのが
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望ましい。
【００１０】
　しかしながら、通常のビジュアルフィードバックでは、カメラとテーブルの距離が変わ
らないことや、カメラとテーブルの相対的な傾きが変わらないことは保証されず、その結
果、目標データと同一の見え方になるようにロボットを制御するのに必要以上に時間がか
かることがある。
【００１１】
　この問題を回避するには、テーブル面と平行な座標系をロボットに設定しておいて、そ
れを拠り所としてカメラの移動を行わせるようにすればよい。たとえば、ロボットのハン
ド上の任意の１点をＴＣＰ（Ｔｏｏｌ Ｃｅｎｔｅｒ Ｐｏｉｎｔ）として設定し、テーブ
ル面上の一直線上にない３箇所にロボットのＴＣＰを接触させて、それぞれの箇所におけ
るロボット座標系からみたＴＣＰの座標値を読み取ることにより、テーブル面上にロボッ
トの座標系を設定することができる（特許文献４）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開平１０－４９２１８号公報
【特許文献２】特開２００３－２１１３８１号公報
【特許文献３】特許第４２６５０８８号公報
【特許文献４】特開２０１０－０７６０５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、このような方法で座標系を設定する作業は、作業者の技量により設定精
度に差が出るといった問題や、ロボットのハンドとテーブルを物理的に接触させるため、
操作ミスによりハンドやテーブルに損傷を与える危険があるといった問題がある。
【００１４】
　本発明は、ビジュアルフィードバックを用いてロボットの動作を補正するシステムにお
いて、対象物に複雑な経路の作業をさせることを可能とすると共に、作業者がロボットの
座標系について意識をしないでも、カメラをテーブル面に平行に移動し、テーブル面に垂
直な軸回りに回転させることで、効率的にカメラを所定の位置に移動させる方法を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の一実施形態に係るロボットシステムは、ロボットのアーム先端部に装着された
装置を用いて、平面上の第１の対象物位置に置かれた対象物に対して、所定の作業を行う
動作指令を含むプログラムによって制御されるロボットと、アーム先端部に装着され、対
象物を撮像するカメラと、第１の対象物位置に対して、所定の相対的位置関係にあるアー
ム先端部の位置を第１のロボット位置として記憶する第１のロボット位置記憶部と、対象
物が第１の対象物位置に置かれ、アーム先端部が第１のロボット位置に位置決めされた状
態である目標到達状態において、カメラの画像上での対象物の位置、姿勢、及び大きさの
うちの少なくとも１つの特徴量を目標到達状態データとして記憶する目標到達状態データ
記憶部と、平面上の第２の対象物位置に置かれた対象物を、ロボットのアーム先端部が任
意の初期位置に位置決めされた状態において、カメラで撮像した際における、対象物のカ
メラの画像上での位置、姿勢、及び大きさのうちの少なくとも１つの特徴量を目標到達状
態データのうちの対応する特徴量と一致させるための、アーム先端部の任意の初期位置か
らの移動量を求めるロボット移動量計算部と、アーム先端部を移動量に基づいて移動させ
た際における、アーム先端部の位置である第２のロボット位置と、第１のロボット位置と
の差異に基づいてプログラムを補正するための補正データを計算する補正データ計算部と
、を備えることを特徴とする。
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【００１６】
　カメラの画像に写る対象物の画像上での特徴量が目標到達状態データと同じになるよう
にロボットを制御することによって、第２の対象物位置に置かれた対象物と第２のロボッ
ト位置の相対的な位置関係は、第１の対象物位置に置かれた対象物と第１のロボット位置
の相対的な位置関係と同一になっていると期待できる。したがって、第１の対象物位置に
置かれた対象物に対して作業を行うように教示されたプログラムを、第１のロボット位置
と第２のロボット位置の差異に基づいて補正して再生することで、第２の対象物位置に置
かれた対象物に対して作業を行うことができる。これは、プログラムに教示されているロ
ボットの動作が複雑な経路であっても、第２の対象物位置に置かれた対象物に対して所望
の作業を行うことが可能になることを意味する。
【００１７】
　本発明の他の実施形態に係るロボットシステムは、ロボットのアーム先端部が第２のロ
ボット位置に位置決めされた状態において、カメラが撮像した、第２の対象物位置に置か
れた対象物の画像上での位置、姿勢、及び大きさのうちの少なくとも１つの特徴量と、目
標到達状態データ記憶部に記憶された目標到達状態データのうち対応する特徴量との差異
が所定の値よりも大きい場合に、ロボット移動量計算部は、第２のロボット位置をあらた
めて初期位置として移動量を求め、アーム先端部を該移動量に基づいて移動させた際にお
ける、アーム先端部の位置をあらためて第２のロボット位置とすることを特徴とする。
【００１８】
　目標到達状態に一致させるようなロボットの移動量を求める方法としては、いくつかの
方法が提案されており、本願発明はどのような方法でロボットの移動量を求めるかについ
ては限定しない。しかしながら、簡便な方法を採用した場合には、最初に求めた移動量に
基づいてロボットを１回移動させただけでは目標到達状態にならないことがある。そのよ
うな場合は、第２のロボット位置を改めて初期位置として同様の処理を繰り返すことで、
目標到達状態に徐々に近づけていくことができる。
【００１９】
　本発明のさらに他の実施形態に係るロボットシステムは、ロボットのアーム先端部が第
２のロボット位置に位置決めされた状態において、ロボット移動量計算部は、第２のロボ
ット位置をあらためて初期位置として移動量を求め、該移動量が所定の値よりも大きい場
合に、アーム先端部を該移動量に基づいて移動させた際における、アーム先端部の位置を
あらためて第２のロボット位置とすることを特徴とする。
【００２０】
　本発明のさらに他の実施形態に係るロボットシステムは、互いに異なる複数の第２の対
象物位置を少なくとも３つ設け、該複数の第２の対象物位置に対象物を置き、それぞれの
対象物位置に対応した複数の第２のロボット位置を取得し記憶する第２のロボット位置記
憶部と、第２のロボット位置記憶部に記憶された複数の第２のロボット位置に基づいて、
対象物が置かれている平面の法線ベクトルを算出する法線ベクトル計算部を更に備え、ロ
ボット移動量計算部は、法線ベクトルに垂直な平面内の並進移動、及び該法線ベクトルに
平行な軸回りの回転移動のみを移動量として算出することを特徴とする。
【００２１】
　本発明のさらに他の実施形態に係るロボットシステムは、互いに異なる複数の第２の対
象物位置の１つが第１の対象物位置と同一であり、複数の第２のロボット位置の１つが第
１のロボット位置であることを特徴とする。
【００２２】
　対象物が置かれているテーブル面に垂直な軸の方向ベクトル（法線ベクトル）は、第１
のロボット位置と２つの第２のロボット位置、あるいは３つの第２のロボット位置があれ
ば計算できる。たとえば第１のロボット位置から１つ目の第２のロボット位置に向かうベ
クトルと、第１のロボット位置から２つ目の第２のロボット位置に向かうベクトルとの外
積を計算することで法線ベクトルを求めることができる。また、３つ以上の第２のロボッ
ト位置が得られている場合には、たとえば、最小二乗法などを用いて法線ベクトルを算出
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することもできる。
【００２３】
　この際、計算に使用するすべての第２のロボット位置が直線上に位置していると平面が
求まらないため、第１のロボット位置と２つの第２のロボット位置、あるいは３つの第２
のロボット位置が、たとえば正三角形の頂点の位置となるように第２の対象物位置を設け
るとよい。また、３つの第２のロボット位置がほぼ同じ位置である場合も、平面の法線ベ
クトルが正しく求まらない可能性がある。このため、第２のロボット位置記憶部に記憶す
る第２のロボット位置は、既に記憶されている第２のロボット位置と一定距離以上離れて
いることを確認してから記憶することが好ましい。
【００２４】
　ロボット移動量計算部は、ロボットが第１のロボット位置に位置決めされた状態で、第
１の対象物位置に置かれた対象物の中心位置を通り法線ベクトルに平行な直線の位置を、
ロボットのアーム先端部に対する相対的な直線として定義し、ロボット移動量計算部によ
る回転移動は、該定義されたアーム先端部に対する相対的な直線を回転軸として回転移動
させるものであってもよい。
【００２５】
　カメラの画像に写る対象物の画像上での特徴量が目標到達状態データと同じになるよう
にロボットを移動する際の回転軸を、対象物が第１の対象物位置に置かれ、ロボットが第
１のロボット位置に位置決めされた状態の時のロボットのアーム先端部に対する相対的な
直線として定義される、対象物の中心位置を通る法線ベクトルに平行な軸とすることで、
ロボットを回転移動させたときにも、対象物が画像外にはみ出してしまうことがなくなる
。
【発明の効果】
【００２６】
　カメラを用いて作業対象物の位置姿勢を認識し、ロボットに所定の作業をさせるロボッ
トシステムにおいて、カメラのキャリブレーションをする必要がないというビジュアルフ
ィードバックの特徴を維持しつつ、使用する際の制約であった、複雑な経路を伴う作業を
行うシステムには適用できないという制約を解消することができる。
【００２７】
　さらに、ロボットが、作業対象物が載置してあるテーブルの面に対して近づいたり遠ざ
かったり、もしくは傾いたりすることにより効率的に目標到達状態に到達できないことが
あるという問題を解消し、安定して、確実に、短時間で目標到達状態を実現することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】発明の第１の実施形態におけるロボットシステムの全体構成を示す図である。
【図２】本発明において用いられるロボット制御装置のブロック図である。
【図３】本発明のロボットシステム立ち上げ時の流れを示すフローチャートである。
【図４】本発明のロボットシステムの作業実行時の処理を示すフローチャートである。
【図５】第１及び第２の対象物位置に置いた対象物の位置を表す平面図である。
【図６】シフトされた仮想的なロボット座標系を表す図である。
【図７】ツール座標系の定義を説明するための図である。
【図８】ツール座標系とカメラとの位置関係を表す図である。
【図９】ツール座標系と第２のツール座標系との位置関係を表す図である。
【図１０】ツール座標系をＺ軸回りに回転移動する様子を上から見た図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、図面を参照して、本発明に係るロボットシステムについて説明する。ただし、本
発明の技術的範囲はそれらの実施の形態には限定されず、特許請求の範囲に記載された発
明とその均等物に及ぶ点に留意されたい。
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【００３０】
　図１は本発明の実施形態におけるロボットシステムの全体構成を示す図である。本発明
の実施形態に係るロボットシステムは、ロボット１のアーム先端部に設けられたメカニカ
ルインターフェイス部３２に装着された装置であるツール３０を用いて、平面５上の第１
の対象物位置に置かれた対象物４に対して、所定の作業を行う動作指令を含むプログラム
によって制御されるロボット１と、メカニカルインターフェイス部３２に装着され、対象
物４を撮像するカメラ３と、第１の対象物位置に対して、所定の相対的位置関係にあるメ
カニカルインターフェイス部３２の位置を第１のロボット位置として記憶する第１のロボ
ット位置記憶部１２ａ（図２）と、対象物４が第１の対象物位置に置かれ、メカニカルイ
ンターフェイス部３２が第１のロボット位置に位置決めされた状態である目標到達状態に
おいて、カメラ３の画像上での対象物４の位置、姿勢、及び大きさのうちの少なくとも１
つの特徴量を目標到達状態データとして記憶する目標到達状態データ記憶部１２ｂと、平
面上の第２の対象物位置に置かれた対象物を、ロボットのアーム先端部が任意の初期位置
に位置決めされた状態において、カメラで撮像した際における、対象物のカメラの画像上
での位置、姿勢、及び大きさのうちの少なくとも１つの特徴量を目標到達状態データのう
ちの対応する特徴量と一致させるための、メカニカルインターフェイス部３２の任意の初
期位置からの移動量を求めるロボット移動量計算部１１ｂと、メカニカルインターフェイ
ス部３２を移動量に基づいて移動させた際における、メカニカルインターフェイス部３２
の位置である第２のロボット位置と、第１のロボット位置との差異に基づいてプログラム
を補正するための補正データを計算する補正データ計算部１１ｃと、を備えることを特徴
とする。
【００３１】
　ロボット１は公知の典型的なロボットであり、例えば６軸多関節ロボットである。ロボ
ット１は、アーム部１ａ及びベース部１ｂを有しており、また、ロボット１を制御するロ
ボット制御装置２に接続されている。
【００３２】
　アーム部１ａのアーム先端部に設けられたメカニカルインターフェイス部３２には、ツ
ール３０が取り付けられている。図１に示されるツール３０は、例えば、接着剤塗布用の
ノズル３１など、対象物に対して作業を行うための機構である。メカニカルインターフェ
イス部３２には、さらに、対象物４の画像を撮像するためのカメラ３が取り付けられてい
る。
【００３３】
　ロボット１には、ベース部１ｂに固定されたロボット座標系Σｂと、メカニカルインタ
ーフェイス部３２に固定されたメカニカルインターフェイス座標系Σｆとが定義されてい
る。ロボット制御装置２は、ロボット座標系Σｂから見たメカニカルインターフェイス座
標系Σｆの位置及び姿勢Ｒをロボット現在位置として制御する。ここで、Ｒは４×４の同
次変換行列である。以下、特に断わりのない限り、「ロボット位置」とは、ロボット座標
系Σｂから見たメカニカルインターフェイス座標系Σｆの位置姿勢Ｒを指すものとする。
【００３４】
　カメラ３は、例えば産業用のＣＣＤカメラであり、画像を撮像する機能を持つ周知の受
光デバイスである。本実施例では、ロボット制御装置２が画像処理機能を有しているもの
として、カメラ３はロボット制御装置２に接続されているが、パソコンなど別途画像処理
用の装置を設け、カメラ３は画像処理装置に接続し、画像処理装置とロボット制御装置２
を通信ケーブルで接続するようにしてもよい。
【００３５】
　対象物４は、平坦なテーブル５に載置されており、ロボット１を移動することでカメラ
３の視野内に対象物４が入るように移動し、カメラ３で対象物４の画像を撮像することが
できる。
【００３６】
　図２は本発明において用いられるロボット制御装置のブロック図である。ロボット制御
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装置２は、メインＣＰＵ（以下、単に「ＣＰＵ」と称する）１１を含んでいる。
【００３７】
　ＣＰＵ１１は、カメラ３により撮像された画像に写る対象物４の位置、姿勢、大きさな
どの特徴量を算出するための画像処理部１１ａ、算出した特徴量と記憶している目標到達
状態データに基づいてロボットの移動量を求めるロボット移動量計算部１１ｂ、第１のロ
ボット位置と第２のロボット位置に基づいてロボットの作業を補正するための補正データ
を算出する補正データ計算部１１ｃ、複数の第２のロボット位置に基づいて対象物４が載
置されているテーブル５の面の法線ベクトルを求める法線ベクトル計算部１１ｄを備える
。
【００３８】
　ＣＰＵ１１から延びるバス１７には、ＲＡＭ、ＲＯＭ、不揮発性メモリ等からなるメモ
リ１２、教示操作盤用インターフェイス１３、カメラインターフェイス１４、サーボ制御
部１５、及び外部装置用の入出力インターフェイス１６が接続されている。
【００３９】
　教示操作盤用インターフェイス１３には、教示操作盤１８が接続されている。作業者は
、教示操作盤１８を操作して、ロボットプログラムの作成、修正、登録、あるいは各種パ
ラメータの設定の他、教示されたロボットプログラムの再生運転、ロボット位置の手動操
作等を実行する。また、本実施例ではロボット制御装置２は画像処理機能を有しており、
作業者は、教示操作盤１８を操作して、画像処理プログラムの作成、修正、登録、あるい
は各種パラメータの設定の他、教示された画像処理プログラムの再生運転、検出テスト等
を実行する。
【００４０】
　ロボット１を制御するシステムソフトウェアや画像処理を行うシステムソフトウェアは
、メモリ１２のＲＯＭに格納されている。また、アプリケーションに応じてロボットの作
業内容が教示されるロボットプログラムやそれに関連する設定データは、メモリ１２の不
揮発性メモリに格納されている。メモリ１２のＲＡＭは、ＣＰＵ１１が行なう各種演算処
理におけるデータの一時記憶の記憶領域に使用される。メモリ１２は、ロボット位置を記
憶するロボット位置記憶部１２ａ、画像処理部１１ｂにより算出された目標到達状態デー
タを記憶する目標到達状態データ記憶部１２ｂ、を含んでいる。
【００４１】
　サーボ制御部１５はサーボ制御器＃１～＃ｎ（ｎはロボットの総軸数であり、ここでは
ｎ＝６とする）を備え、ＣＰＵ１１からの動作指令を受け、各軸に付属したパルスコーダ
（図示せず）から受け取るフィードバック信号と併せてサーボアンプＡ１～Ａｎにトルク
指令を出力する。各サーボアンプＡ１～Ａｎは、各トルク指令に基づいて各軸のサーボモ
ータＭ１～Ｍｎに電流を供給してそれらを駆動する。
【００４２】
　カメラインターフェイス１４には、撮像手段であるカメラ３が接続される。ＣＰＵ１１
から撮影指令がカメラインターフェイス１４を介して送られると、カメラ３は電子シャッ
タ機能により撮影を実行し、映像信号がグレイスケール信号の形でカメラインターフェイ
ス１４を介してメモリ１２に格納される。
【００４３】
　本願のロボットシステムでは、テーブル５上の任意のひとつの位置に対象物４を載置し
た状態で、対象物４に対して所定の作業を行うロボットプログラムを教示しておく。この
位置を「基準位置」と呼ぶ。対象物４が基準位置に載置されている場合は、そのロボット
プログラムを再生するだけで、ロボット１は対象物４に対して適切な作業を行うことがで
きる。
【００４４】
　その上で、対象物４が基準位置とは異なる位置に載置されていた場合は、後述する本発
明が開示する手法によって補正データを計算し、補正データに基づいてロボットプログラ
ムを補正しながら再生することで、基準位置とは異なる位置に載置されている対象物４に
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対してロボット１が適切に作業を行えるようにする。
【００４５】
　図３は、本発明のロボットシステム立ち上げ時の流れを示すフローチャートである。以
下、図３を参照しつつ、ロボットシステムの立ち上げ手順を説明する。
【００４６】
　はじめに、対象物４を、テーブル５上の基準位置（以下、「第１の対象物位置」と呼ぶ
）に載置する（Ｓ１０１）。
【００４７】
　次に、第１の対象物位置に置かれた対象物４がカメラ３の視野に写るような第１のロボ
ット位置にロボット１を移動する（Ｓ１０２）。第１のロボット位置は、カメラ３の光軸
がテーブル５の面に対しておおよそ垂直になるような位置が好ましいが、この条件に限定
するものではない。たとえば、カメラ３の光軸がテーブル５の面に対して多少傾いていて
も問題ない。また、第１のロボット位置は、画像に写った対象物４の像が受けるレンズひ
ずみ等の影響を最小限に抑えるため、対象物４がカメラ視野のおおよそ中心に写る位置と
することが好ましい。
【００４８】
　次に、カメラ３で対象物４の画像を撮像し、対象物４の画像をモデルデータとして教示
する（Ｓ１０３）。ここで、どのような情報をモデルデータとして記憶するかは、画像か
ら対象物４を検出するのに用いる画像処理のアルゴリズムに依存する。本発明では、どの
ような画像処理アルゴリズムを用いても構わないが、たとえば、正規化相関を用いたテン
プレートマッチングや、エッジ情報を用いた一般化ハフ変換などの手法が知られており、
そういった手法を用いることができる。正規化相関によるテンプレートマッチングの場合
は、テンプレートがモデルデータに相当する。
【００４９】
　次に、教示したモデルデータを用いて、画像から対象物４を検出し、検出した対象物４
の画像上での位置、姿勢、大きさなどの特徴量を目標到達状態データとして目標到達デー
タ記憶部１２ｂに記憶すると共に、第１のロボット位置をロボット位置記憶部１１ａに記
憶する（Ｓ１０４）。たとえば、画像処理アルゴリズムとしてテンプレートマッチングを
採用した場合、テンプレートが最も一致した際の、テンプレートの中心位置、回転角度、
拡大縮小した割合をそれぞれ、位置、姿勢、大きさの特徴量とすることができる。
【００５０】
　最後に、第１の対象物位置に載置された対象物４に対して、ロボット１が所定の作業を
行うロボットプログラムを教示する（Ｓ１０５）。
【００５１】
　図４は、本発明のロボットシステムの作業実行時の処理を示すフローチャートである。
以下、図４を参照しつつ、本発明のロボットシステムにおけるロボットシステムの動作を
説明する。
【００５２】
　まず、ロボットを初期位置へ移動する（Ｓ２０１）。通常、ロボットの初期位置は第１
のロボット位置と同じでよいが、対象物４がカメラ３の視野に入り、かつ、ロボットの姿
勢が第１のロボット位置と同じであれば、異なる位置であってもよい。たとえば、テーブ
ル５が広く、第１のロボット位置だけではテーブル５の全面がカメラ３の視野に収まりき
らない場合は、初期位置を変更することにより、テーブル５の全面を複数の視野に分割し
て計測を行うことができる。
【００５３】
　次に、カメラ３で対象物４の画像を撮像し、画像処理による対象物４の検出を実行する
（Ｓ２０２）。画像処理アルゴリズムには、先のＳ１０４と同じ手法を用い、対象物４の
特徴量（画像上での位置、姿勢、大きさ）の情報を取得する。
【００５４】
　次に、Ｓ２０２で取得した特徴量が、記憶している目標到達状態データと一致するよう
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得した特徴量に基づいて、ロボット移動量を算出する手法は様々なものが提案されており
、本発明ではどのような手法を用いるかは限定しないが、一実施例を後述する。
【００５５】
　次に、現在のロボット位置が目標到達状態であるか否かを判断する（Ｓ２０４）。これ
は、Ｓ２０３で算出したロボット移動量の大きさを、あらかじめ設定しておいたしきい値
と比較することで判断すればよい。たとえば、しきい値が０．５ｍｍであれば、計算され
たロボット移動量が０．５ｍｍ未満であれば、目標到達状態であると判断することができ
る。また、Ｓ２０４での判断基準を、Ｓ２０２で取得した特徴量と、記憶している目標到
達状態データのうち対応する特徴量との差異を、あらかじめ設定しておいたしきい値と比
較した値としてもよい。たとえば、しきい値が１画素であれば、計算された位置の際が１
画素未満であれば、目標到達状態であると判断することができる。
【００５６】
　目標到達状態でない場合は、Ｓ２０３で算出したロボット移動量に基づいてロボット１
を移動させる（Ｓ２０５）。１回ロボットを移動させたことで目標到達状態にあるものと
して次のステップ（Ｓ２０６）に進んでもよいが、図４のフローチャートではＳ２０４の
目標到達条件を満たしている事を再確認するために、Ｓ２０２へ戻るようにしている。
【００５７】
　目標到達状態であると判断された場合は、その時のロボット位置を第２のロボット位置
として記憶すると共に、記憶している第１のロボット位置と第２のロボット位置に基づい
て、検出した対象物４に対しての作業を行うための補正データを計算する（Ｓ２０６）。
【００５８】
　ロボットプログラムの補正の原理と、補正データの計算方法については以下の通りであ
る。
【００５９】
　前述したように、ロボット位置は、ロボット座標系Σｂから見たメカニカルインターフ
ェイス座標系Σｆの位置及び姿勢Ｒとして表すことができる。ここで、Ｒは４×４の同次
変換行列である。ロボットプログラムは、ロボット１を複数のロボット位置に順に移動さ
せるため、複数のロボット位置の集合と考えることができる。ｉ番目のロボット位置を
Ｒiとすると、求めたい補正データは、
【００６０】
【数１】

　となるような４×４の同次変換行列Ｘであると考えることができる。すなわち、ロボッ
トプログラムに教示されているロボット位置Ｒiを、補正データＸに基づいて、上記の式
でＲi’に変換しながら再生することでロボットの補正を実現する。この変換行列Ｘには
、図６に示すように、仮想的にロボット座標系ΣｂをＸだけシフトしてロボットプログラ
ムを再生するような効果があるので、複雑な経路を伴う作業であっても、対象物４の位置
や向きに合わせて適切にロボットのプログラムを補正することができる。
【００６１】
　本発明においては、記憶されている第１のロボット位置をＲ1、第２のロボット位置を
Ｒ2とすると、補正データＸはＲ1とＲ2に基づいて次式で算出することができる。
【００６２】
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【数２】

【００６３】
　最後に、計算した補正データに基づいて教示されているロボットプログラムを補正しな
がら再生する（Ｓ２０７）。
【００６４】
　続いて、Ｓ２０３において、画像から得られた特徴量に基づいて、ロボット位置を目標
到達状態に一致させるためのロボット移動量の計算方法のひとつとして、ヤコビアン行列
を用いた方法を説明する。
【００６５】
　まず、目標到達状態に一致させるためのロボットの移動量は、検出された対象物の特徴
量と、目標到達状態データとして記憶している特徴量との差分に基づいて算出する。図５
は、第１及び第２の対象物位置に置いた対象物の位置を表す平面図である。たとえば、図
５では、第１の対象物位置にある対象物４の像を破線で、第２の対象物位置にある対象物
４の像を実線で表しているが、ビジョン座標系での位置を（ｕ，ｖ）で表すと、Δｕが画
像の縦方向の位置の差分、Δｖが画像の横方向の位置の差分となる。
【００６６】
　また、画像上での見た目の大きさの特徴量をｓとする。たとえばテンプレートマッチン
グの場合は、テンプレートの大きさを１００％＝１．０として、テンプレートより大きく
見えていれば１．０より大きな値、小さく見えていれば１．０よりも小さな値で表現する
ようにすることができる。
【００６７】
　目標到達データとして記憶している特徴量を（ｕ0，ｖ0，ｓ0）、Ｓ２０２で得られた
特徴量を（ｕ1，ｖ1，ｓ1）とすると、特徴量の差分は次の式で表せる。
【００６８】

【数３】

【００６９】
　なお、画像上での見た目の大きさの特徴量ｓは、対象物が置かれているテーブル面５か
らカメラ３までの距離に反比例するため、割合のままではなく、距離に比例した値になる
ように逆数を用いるようにしている。
【００７０】
　求めたいロボット移動量を（Δｘ，Δｙ，Δｚ）とすると、ヤコビアン行列Ｊは次式で
定義される。
【００７１】
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【数４】

【００７２】
　ロボットの移動量（Δｘ，Δｙ，Δｚ）は、どの座標系で表現されてもよいが、カメラ
３とメカニカルインターフェイス座標系Σｆの相対的な位置関係が固定されていることを
考慮すると、メカニカルインターフェイス座標系Σｆで表現するのが好ましい。すなわち
、本実施例では、（Δｘ，Δｙ，Δｚ）は、メカニカルインターフェイス座標系ΣｆのＸ
軸、Ｙ軸、Ｚ軸方向にロボット１を移動すべき量を示すものとする。
【００７３】
　続いて、ヤコビアン行列Ｊを求める方法を説明する。
【００７４】
　まず、対象物４が画像中心付近に写る状態をロボットの原位置として、ロボット１が原
位置に位置決めされている状態で、カメラ３で撮像した画像から対象物４を検出し、得ら
れた特徴量を（ｕ0，ｖ0，ｓ0）とする。次に、ロボット１を原位置からメカニカルイン
ターフェイス座標系ΣｆのＸ軸方向に距離ｍだけ移動し、その位置においてカメラ３で撮
像した画像から対象物４を検出し、得られた特徴量を（ｕX，ｖX，ｓX）とする。同様に
、ロボットを原位置からメカニカルインターフェイス座標系ΣｆのＹ軸方向に距離ｍだけ
移動した位置、Ｚ軸方向に距離ｍだけ移動した位置で、それぞれ対象物４を検出し、それ
ぞれの特徴量を（ｕY，ｖY，ｓY）、（ｕZ，ｖZ，ｓZ）とする。
【００７５】
　Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸方向にロボットを移動したときの対象物の検出結果と原位置での対象
物の検出結果から、Δｕ、Δｖ、Δｓをそれぞれ次のように求める。
【００７６】

【数５】

【００７７】
【数６】

【００７８】
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【数７】

【００７９】
　これを式（１）に代入すると、次のようにヤコビアン行列Ｊを求めることができる。
【００８０】
【数８】

【００８１】
　一旦ヤコビアン行列が求まれば、任意の対象物４の特徴量（ｕ，ｖ，ｓ）に対して、そ
れらを式（１）に代入することで、ロボット１を目標到達状態に一致させるためのロボッ
ト移動量（Δｘ，Δｙ，Δｚ）を求めることができるようになる。
【００８２】
　以上により、テーブル５上の任意の位置に載置された対象物４に対して、ロボットプロ
グラムを補正しながら、ロボット１に作業を行わせることができるようになる。しかしな
がら、求められるロボットの移動量（Δｘ，Δｙ，Δｚ）は、カメラ３とテーブル５の距
離が変わるような動きをさせてしまう可能性があり、最終的には目標到達状態に到達でき
るものの、効率が悪い。
【００８３】
　そこで、続いて、本発明が開示している、対象物４が載置されているテーブル５の面の
法線を算出し、さらに、ロボット１がテーブル５との距離を変えないように、テーブル５
の面に平行に移動し、かつ、テーブル５の面の法線に平行な軸回りに回転するようなロボ
ット移動量を算出する方法について説明する。
【００８４】
　まず、前述したヤコビアン行列は既に求められており、Ｓ２０１～Ｓ２０７の手順に従
って、テーブル５上の任意の位置に置かれた対象物４に対して、ロボット１に作業をさせ
られる状態になっているものとする。
【００８５】
　一般的に、３次元の任意の平面を同定するには、平面上の同一でない３点が既知であれ
ばよいことが知られている。
【００８６】
　前述したＳ２０６において記憶した第２のロボット位置について、その位置成分（ｘ，
ｙ，ｚ）について考えると、（ｘ，ｙ，ｚ）は、ロボット１が第２のロボット位置に位置
決めされている時の、ロボット座標系Σｂから見たメカニカルインターフェイス座標系Σ
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【００８７】
　第２のロボット位置の位置成分（ｘ，ｙ，ｚ）は、テーブル５の平面上の点ではないが
、複数の第２のロボット位置の位置成分（ｘi，ｙi，ｚi）が既知である場合、それらは
概略一平面上に乗っているはずで、さらに、複数の（ｘi，ｙi，ｚi）が作る平面とテー
ブル５の平面は平行になるはずなので、（ｘi，ｙi，ｚi）が作る平面の法線を算出する
ことで、テーブル５の平面の法線を算出することができる。
【００８８】
　任意の３次元平面は一般的に次式で表せる。
【００８９】
【数９】

【００９０】
　ここで、ベクトルｎ＝（ａ，ｂ，ｃ）は平面の法線ベクトルであり、スカラ値ｄは座標
系原点から平面までの垂線の足の長さを表す。以上のことから、複数の第２のロボット位
置の一成分（ｘi，ｙi，ｚi）がある場合、次の関係が成り立つ（ａ，ｂ，ｃ）を求めれ
ばよい。
【００９１】

【数１０】

　ここから、最小二乗法で法線ベクトルｎを求める。
【００９２】
【数１１】

　とすると、
【００９３】



(15) JP 5850962 B2 2016.2.3

10

20

30

40

【数１２】

【００９４】
　このベクトル（ａ／ｄ，ｂ／ｄ，ｃ／ｄ）を正規化することで、複数の第２のロボット
位置が作る平面の法線ベクトル、すなわち、テーブル５の平面の法線ベクトルｎが算出さ
れる。
【００９５】
　複数の第２のロボット位置の１つを、第１のロボット位置で代用してもよい。
【００９６】
　本実施例では、ロボット１に所定の作業をさせる過程で法線ベクトルｎを算出するとい
う形態を取ったため、Ｓ２０７も実施するようにしているが、ロボット１に作業をさせず
に先に法線ベクトルｎだけを算出してしまいたい場合は、法線ベクトルｎが算出されるま
ではＳ２０７は実行しないようにしてもよい。
【００９７】
　最後に、算出した法線ベクトルｎに基づいて、Ｓ２０３で算出されるロボットの移動量
が、テーブル５の平面に平行な並進移動のみを含むようにする方法について説明する。
【００９８】
　ここで、新たな座標系として、ツール座標系Σｔを導入する。ツール座標系Σｔは、メ
カニカルインターフェイス座標系Σｆに対して相対的に固定されて定義された座標系で、
ロボット１を動かした際は、メカニカルインターフェイス座標系Σｆとの相対的な位置関
係を維持したまま移動する。
【００９９】
　図７に示すように、ツール座標系Σｔは一例として、原点がメカニカルインターフェイ
ス座標系Σｆと同じ位置にあり、かつ、ロボット１が第１のロボット位置に位置決めされ
ている時にＺ軸がテーブル５の面の法線ベクトルｎと平行になる座標系、と定義する。ツ
ール座標系ΣｔのＸ軸の向きとＹ軸の向きは、Ｚ軸と直交し、かつ、互いに直交するとい
う条件さえ満たせば、どちらを向いていても構わない。
【０１００】
　ツール座標系Σｔを定義することは、メカニカルインターフェイス座標系Σｆから見た
ツール座標系Σｔの位置姿勢Ｔを求めることに等しい。Ｔは４×４の同次変換行列である
。
【０１０１】
　まず、ロボット１が第１のロボット位置に位置決めされているものとして、ロボット座
標系Σｂから見たツール座標系Σｔの位置および姿勢Ｔｂを以下の手順に沿って求める。
【０１０２】
　ツール座標系Σｔの、ロボット座標系Σｂから見たＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸を表す方向ベクト
ルをそれぞれＶx、Ｖy、Ｖzとすると、Ｚ軸の方向は法線ベクトルｎであるので、
【０１０３】
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【数１３】

　である。Ｘ軸とＹ軸の方向はどちら向きでもよいので、たとえば、Ｘ軸は１つ目の第２
のロボット位置から２つ目の第２のロボット位置に向かう方向とし、Ｙ軸はＸ軸とＺ軸に
垂直な方向とすることにする。すなわち、
【０１０４】

【数１４】

【０１０５】
【数１５】

　とする。ただし、
【０１０６】
【数１６】

　である。
【０１０７】
　ツール座標系Σｔの原点は、ロボット１が第１のロボット位置Ｒ1に位置決めされてい
るときには、ロボット座標系Σｂから見たΣｆの原点の座標値と同じになるので、それを
（ｘ0，ｙ0，ｚ0）とすると、ロボット座標系Σｂから見たツール座標系Σｔの位置と姿
勢Ｔｂは、
【０１０８】
【数１７】

　となる。さらに、ロボット１は第１のロボット位置Ｒ1に位置決めされているので、
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【０１０９】
【数１８】

　が成り立つから、メカニカルインターフェイス座標系Σｆから見たツール座標系Σｔの
位置と姿勢Ｔは次式で算出できる。
【０１１０】
【数１９】

【０１１１】
　メカニカルインターフェイス座標系Σｆから見たツール座標系Σｔの位置姿勢Ｔが求ま
ったことで、メカニカルインターフェイス座標系Σｆで表現されたロボットの移動量
（Δｘ，Δｙ，Δｚ）は、次式でツール座標系Σｔから見たロボットの移動量（Δｘ’，
Δｙ’，Δｚ’）に変換できるようになった。
【０１１２】

【数２０】

【０１１３】
　上式では、Ｔが４×４の同次変換行列のため、ロボットの移動量ベクトルも４次元に拡
張してあるが、Ｔの回転成分を３×３の回転行列Ｍとして、次式のように表すこともでき
る。
【０１１４】

【数２１】

【０１１５】
　このようにして求めた、ツール座標系Σｔで表されたロボットの移動量（Δｘ’，
Δｙ’，Δｚ’）は、ツール座標系ΣｔのＺ軸がテーブル５の面と垂直であること、対象
物４はテーブル５の上に載置されていることから、Δｚ’は理想的には０になるべきだが
、実際には検出誤差や計算機誤差などの様々な要因により完全には０にはならない。その
ため、算出されたロボットの移動量通りにロボットを動かすと、微妙にテーブル５に近づ
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いたり遠ざかったりするわけだが、Δｚ’を０に置き換えてしまい、ロボットの移動量を
（Δｘ’，Δｙ’，０）とすることで、完全にテーブル５との距離を保ったままロボット
を移動させることができる。
【０１１６】
　ところで、前述の式（１）によると、
【０１１７】
【数２２】

　であるので、
【０１１８】
【数２３】

　であることが分かる。したがって、
【０１１９】
【数２４】

　を計算しておいて、Ｓ２０３ではヤコビアン行列Ｊの代わりにＪ’を用いるようにする
ことで、（Δｕ，Δｖ，Δｓ）から直接ツール座標系Σｔで表現されたロボット移動量
（Δｘ’，Δｙ’，Δｚ’）を算出するようにしてもよい。
【０１２０】
　画像上での見た目の回転移動量Δθについては、ツール座標系ΣｔのＺ軸がテーブル５
の面に垂直になっているので、ロボット１をツール座標系のＺ軸回りにΔθだけ回転させ
るようにすればよい。
【０１２１】
　ただし、この際、図８に示すように、ツール座標系Σｔとカメラ３の位置関係によって
は、ツール座標系ΣｔのＺ軸回りにロボット１を回転移動することで、対象物４がカメラ
３の視野の外に出てしまう可能性がある。
【０１２２】
　これについては、図９に示すように、ツール座標系Σｔの原点を並進移動し、対象物４
が第１の対象物位置に置かれ、かつ、ロボット１が第１のロボット位置に位置決めされた
状態において、対象物４の中心位置を通り法線ベクトルｎに平行な軸上に原点がくるよう
な第２のツール座標系Σｔ’を算出し、第２のツール座標系Σｔ’のＺ軸回りにΔθだけ
回転させるようにすることで、対象物４がカメラ３の視野の外に出てしまう問題を解消す
ることができる。以下、第２のツール座標系Σｔ’の算出方法を説明する。
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【０１２３】
　ツール座標系Σｔと第２のツール座標系Σｔ’は平行で、原点位置だけが異なるので、
ツール座標系Σｔの原点から第２のツール座標系Σｔ’の原点へ向かうベクトルを、ツー
ル座標系Σｔを基準にして表現したものをＰで表す。
【０１２４】
　対象物４をテーブル５上の適当な位置、たとえば、第１の対象物位置に載置し、ロボッ
ト１を適当な、たとえば第１のロボット位置に位置決めした状態で、画像処理を行って、
カメラ３の画像から対象物４を検出する。この時の、ロボット座標系Σｂから見たツール
座標系Σｔの位置と姿勢をＴｂ、ロボット座標系Σｂから見たツール座標系Σｔ原点の座
標値を（ｘ1，ｙ1，ｚ1）、検出した対象物４のビジョン座標系での座標値を（ｕ1，ｖ1

）とする。
【０１２５】
　次に、対象物４は同じ位置に置いたままで、ロボット１をツール座標系ΣｔのＺ軸回り
に微小角度φだけ回転移動し、前述した方法を用いて、カメラ３の画像に写る対象物４の
特徴量が先ほどと同じ（ｕ1，ｖ1）になるようにビジュアルフィードバックを掛ける。こ
の時の収束したロボット位置で、ロボット座標系Σｂから見たツール座標系Σｔ原点の座
標値を（ｘ2，ｙ2，ｚ2）とする。
【０１２６】
　図１０は、この様子を真上から見たものである。角度が異なる２つのロボット位置にお
いて、カメラ３の画像上では同じ（ｕ1，ｖ1）に対象物４が写っているので、次の式が成
り立つ。
【０１２７】
【数２５】

　ただし、
【０１２８】
【数２６】

【０１２９】
【数２７】

　である。式（２）を展開すると、
【０１３０】
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　となり、Ｐについて解くと次の解が得られる。
【０１３１】
【数２９】

　ツール座標系Σｔから第２のツール座標系Σｔ’への変換は座標系の回転を伴わないた
め、第２のツール座標系Σｔ’の原点はツール座標系Σｔの原点をベクトルＰだけ移動す
ることで求められる。
【０１３２】
　以上により、求めた法線に垂直な面内の平行移動、及び、求めた法線に平行な軸回りの
回転移動のみに限定することができるようになった。これにより、収束に必要な移動の方
向と回転軸が限定でき、収束時間を短縮することができるようになる。具体的には、対象
物を画像上で目標位置に移動する際に高さ方向の収束動作がなくなり、対象物の画像上の
サイズが変わらなくなるため、収束判断においてもサイズの差異計算および収束判定を行
わずにすみ、処理時間、ひいては収束時間が短縮される。
【符号の説明】
【０１３３】
　１　　ロボット
　２　　ロボット制御装置
　３　　カメラ
　４　　対象物
　５　　テーブル
　１２ａ　　ロボット位置記憶部
　１２ｂ　　目標到達状態データ記憶部
　１５　　サーボ制御部
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