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(57)【要約】
【課題】対象物の位置情報に誤差が含まれる場合にも、
確実に対象物を把持することが可能なロボット装置を提
供する。
【解決手段】このロボット装置１００は、ロボットアー
ム１０と、ロボットアーム１０の先端に設けられ、力制
御を行うための力センサ２１ａ、２２ａおよび２３ａを
有する多指ハンド部２０と、視覚センサ３０による検出
により、把持対象物１１０の少なくとも位置情報を取得
する画像処理部４３と、画像処理部４３により取得した
把持対象物１１０の少なくとも位置情報に基づいてロボ
ットアーム１０を移動させて把持対象物１１０に多指ハ
ンド部２０を近づけていき、多指ハンド部２０の力セン
サ２１ａ、２２ａおよび２３ａの出力に基づいて把持対
象物１１０に対する実際の接触位置を検出し、検出した
接触位置の情報に基づいて把持対象物１１０の位置情報
を修正する制御装置４０とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロボットアームと、
　前記ロボットアームの先端に設けられ、力制御を行うための指先力センサを有する多指
ハンド部と、
　ユーザによる入力または検出手段による検出により、対象物の少なくとも位置情報を取
得する情報取得手段と、
　前記情報取得手段により取得した前記対象物の少なくとも位置情報に基づいて前記ロボ
ットアームを移動させて前記対象物に前記多指ハンド部を近づけていき、前記多指ハンド
部の指先力センサの出力に基づいて前記対象物に対する実際の接触位置を検出し、検出し
た前記接触位置の情報に基づいて前記対象物の前記位置情報を修正する制御部とを備えた
、ロボット装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記修正された位置情報に基づいて前記多指ハンド部の把持位置を修正
するとともに、前記多指ハンド部により前記対象物を把持する制御を行うように構成され
ている、請求項１に記載のロボット装置。
【請求項３】
　前記情報取得手段は、ユーザによる入力または検出手段による検出により、前記対象物
の位置情報に加えて姿勢情報も取得するように構成されており、
　前記制御部は、前記情報取得手段により取得した前記対象物の位置情報および前記姿勢
情報に基づいて前記ロボットアームを移動させて前記対象物に前記多指ハンド部を近づけ
ていき、前記多指ハンド部の指先力センサの出力に基づいて前記対象物に対する実際の接
触位置を検出し、検出した前記接触位置の情報に基づいて前記対象物の前記位置情報およ
び前記姿勢情報を修正するように構成されている、請求項１または２に記載のロボット装
置。
【請求項４】
　前記位置情報の修正を行うか否かをユーザにより設定可能に構成されており、
　前記制御部は、前記位置情報の修正を行うと設定されている場合には、前記指先力セン
サの出力に基づいて前記対象物に対する実際の接触位置を検出し、検出した前記接触位置
の情報に基づいて前記対象物の前記位置情報を修正するように構成されている、請求項１
～３のいずれか１項に記載のロボット装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記情報取得手段により取得した前記対象物の位置情報による位置と、
検出された前記対象物に対する実際の接触位置とのずれ量が所定のしきい値よりも大きい
場合に、検出した前記接触位置の情報に基づいて前記対象物の前記位置情報を修正するよ
うに構成されている、請求項１～４のいずれか１項に記載のロボット装置。
【請求項６】
　前記指先力センサは、前記多指ハンド部の指先に複数設けられており、
　前記制御部は、複数の前記指先力センサの出力に基づいて前記対象物に対する実際の接
触位置を検出し、検出した前記接触位置の情報に基づいて前記対象物の前記位置情報を修
正するように構成されている、請求項１～５のいずれか１項に記載のロボット装置。
【請求項７】
　前記情報取得手段は、ユーザによる入力または検出手段による検出により、対象物の位
置情報および形状情報を取得するように構成されており、
　前記制御部は、対象物の情報が予め蓄えられたデータベースと、前記情報取得手段によ
り取得された対象物の形状情報とを照合して前記対象物の寸法情報を得るとともに、前記
対象物の前記寸法情報および前記位置情報に基づいて前記ロボットアームを移動させて前
記対象物に前記多指ハンド部を近づけていき、前記多指ハンド部の指先力センサの出力に
基づいて前記対象物に対する実際の接触位置を検出するように構成されている、請求項１
～６のいずれか１項に記載のロボット装置。



(3) JP 2012-11531 A 2012.1.19

10

20

30

40

50

【請求項８】
　前記制御部は、前記対象物の少なくとも位置情報に基づいて、前記多指ハンド部の指先
力センサによる力制御により前記多指ハンド部を前記対象物の位置が変化しないような強
さで前記対象物に接触させた状態で、前記多指ハンド部の指先力センサの出力に基づいて
前記対象物に対する実際の接触位置を検出し、検出した前記接触位置の情報に基づいて前
記対象物の前記位置情報を修正するように構成されている、請求項１～７のいずれか１項
に記載のロボット装置。
【請求項９】
　前記多指ハンド部が先端に設けられた前記ロボットアームを前記対象物に向かって移動
させる移動台車をさらに備え、
　前記情報取得手段により取得した前記対象物の少なくとも位置情報に基づいて前記移動
台車および前記ロボットアームを移動させて前記対象物に前記多指ハンド部を近づけてい
き、前記多指ハンド部の指先力センサの出力に基づいて前記対象物に対する実際の接触位
置を検出し、検出した前記接触位置の情報に基づいて前記対象物の前記位置情報を修正す
るように構成されている、請求項１～８のいずれか１項に記載のロボット装置。
【請求項１０】
　指先力センサを有する多指ハンド部が先端に設けられたロボットアームを含むロボット
装置による把持方法であって、
　対象物の少なくとも位置情報を取得するステップと、
　取得した前記対象物の少なくとも位置情報に基づいて前記ロボットアームを移動させて
前記対象物に前記ロボットアームの先端の前記多指ハンド部を近づけていき、前記多指ハ
ンド部の前記指先力センサの出力に基づいて前記対象物に対する実際の接触位置を検出す
るステップと、
　検出した前記接触位置の情報に基づいて前記対象物の前記位置情報を修正するステップ
とを備えた、ロボット装置による把持方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ロボット装置およびロボット装置による把持方法に関し、特に、ロボット
アームおよび多指ハンド部を備えたロボット装置およびロボット装置による把持方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ロボットアームおよび多指ハンド部を備えたロボット装置が知られている（たと
えば、特許文献１および２参照）。
【０００３】
　上記特許文献１には、ロボットアームと、ロボットアームの先端に設けられた多指ハン
ド部と、カメラとを備えたロボット装置が開示されている。
【０００４】
　また、上記特許文献２には、ロボットアームと、ロボットアームの先端に設けられた多
指ハンド部と、カメラと、対象物の形状などの情報が登録されたデータベースとを備えた
ロボット装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－１６１５０７号公報
【特許文献２】特開２００３－９４３６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　しかしながら、従来のロボット装置では、画像データに基づいて対象物の位置情報を取
得して、取得した位置情報に基づいて対象物の把持を行っているので、ロボット装置（ロ
ボットアームおよび多指ハンド部）の座標系とカメラの座標系とが正確に一致していない
場合など、画像認識による対象物の位置情報に誤差が含まれる場合には、対象物の正確な
位置情報を取得することができない場合があるという不都合がある。この場合には、対象
物を把持することが困難になるという問題点がある。
【０００７】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、この発明の１つ
の目的は、対象物の位置情報に誤差が含まれる場合にも、確実に対象物を把持することが
可能なロボット装置およびロボット装置による把持方法を提供することである。
【課題を解決するための手段および発明の効果】
【０００８】
　上記目的を達成するために、この発明の第１の局面によるロボット装置は、ロボットア
ームと、ロボットアームの先端に設けられ、力制御を行うための指先力センサを有する多
指ハンド部と、ユーザによる入力または検出手段による検出により、対象物の少なくとも
位置情報を取得する情報取得手段と、情報取得手段により取得した対象物の少なくとも位
置情報に基づいてロボットアームを移動させて対象物に多指ハンド部を近づけていき、多
指ハンド部の指先力センサの出力に基づいて対象物に対する実際の接触位置を検出し、検
出した接触位置の情報に基づいて対象物の位置情報を修正する制御部とを備える。
【０００９】
　この第１の局面によるロボット装置では、上記制御部によって、多指ハンド部による対
象物に対する実際の接触位置に基づいて対象物の位置情報を修正することができる。これ
により、情報取得手段により取得した対象物の位置情報に誤差が含まれる場合にも、実際
の接触位置に基づいて対象物の位置情報のずれを修正することができるので、対象物を確
実に把持することができる。また、把持動作以外の各種の動作においても、対象物の位置
情報のずれを修正することができるので、確実に動作を遂行することができる。
【００１０】
　上記第１の局面によるロボット装置において、好ましくは、制御部は、修正された位置
情報に基づいて多指ハンド部の把持位置を修正するとともに、多指ハンド部により対象物
を把持する制御を行うように構成されている。このように構成すれば、対象物の位置情報
に誤差が含まれる場合にも、実際の接触位置に基づいて把持位置が修正された多指ハンド
部により対象物を確実に把持することができる。
【００１１】
　上記第１の局面によるロボット装置において、好ましくは、情報取得手段は、ユーザに
よる入力または検出手段による検出により、対象物の位置情報に加えて姿勢情報も取得す
るように構成されており、制御部は、情報取得手段により取得した対象物の位置情報およ
び姿勢情報に基づいてロボットアームを移動させて対象物に多指ハンド部を近づけていき
、多指ハンド部の指先力センサの出力に基づいて対象物に対する実際の接触位置を検出し
、検出した接触位置の情報に基づいて対象物の位置情報および姿勢情報を修正するように
構成されている。このように構成すれば、検出した接触位置の情報に基づいて、対象物の
位置情報のみならず対象物の姿勢情報も修正することができるので、より確実に対象物を
把持することができる。
【００１２】
　上記第１の局面によるロボット装置において、好ましくは、位置情報の修正を行うか否
かをユーザにより設定可能に構成されており、制御部は、位置情報の修正を行うと設定さ
れている場合には、指先力センサの出力に基づいて対象物に対する実際の接触位置を検出
し、検出した接触位置の情報に基づいて対象物の位置情報を修正するように構成されてい
る。このように構成すれば、ユーザは、ロボット装置の用途や使用環境などに応じて、位
置情報の修正を行うか否かを設定することができるとともに、位置情報の修正を行うと設
定した場合には、対象物の位置情報に誤差が含まれる場合にも対象物を確実に把持するこ
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とができる。
【００１３】
　上記第１の局面によるロボット装置において、好ましくは、制御部は、情報取得手段に
より取得した対象物の位置情報による位置と、検出された対象物に対する実際の接触位置
とのずれ量が所定のしきい値よりも大きい場合に、検出した接触位置の情報に基づいて対
象物の位置情報を修正するように構成されている。このように構成すれば、情報取得手段
により取得した対象物の位置情報が実際の接触位置に対して所定のしきい値よりも大きい
ずれ量（誤差）を含むと制御部により判断された場合には、検出した接触位置の情報に基
づいて対象物の位置情報を修正することができる。これにより、情報取得手段により取得
した対象物の位置情報と実際の対象物の位置情報とのずれ量が確実な把持を行うことが困
難なほど大きい場合にのみ、検出した接触位置の情報に基づいて対象物の位置情報を修正
することができる。その結果、制御部の制御負荷を減少させることができる。
【００１４】
　上記第１の局面によるロボット装置において、好ましくは、指先力センサは、多指ハン
ド部の指先に複数設けられており、制御部は、複数の指先力センサの出力に基づいて対象
物に対する実際の接触位置を検出し、検出した接触位置の情報に基づいて対象物の位置情
報を修正するように構成されている。このように構成すれば、多指ハンド部の指先に複数
設けられた複数の指先力センサによって、１回の接触動作で実際の対象物の複数の接触位
置を検出することができる。これにより、対象物の複数の接触位置の情報を取得すること
ができるので、容易に、対象物の位置情報のみならず姿勢情報の修正も行うことができる
。
【００１５】
　上記第１の局面によるロボット装置において、好ましくは、情報取得手段は、ユーザに
よる入力または検出手段による検出により、対象物の位置情報および形状情報を取得する
ように構成されており、制御部は、対象物の情報が予め蓄えられたデータベースと、情報
取得手段により取得された対象物の形状情報とを照合して対象物の寸法情報を得るととも
に、対象物の寸法情報および位置情報に基づいてロボットアームを移動させて対象物に多
指ハンド部を近づけていき、多指ハンド部の指先力センサの出力に基づいて対象物に対す
る実際の接触位置を検出するように構成されている。これにより、データベースから対象
物の正確な寸法情報を取得することができるので、対象物の寸法情報および位置情報に基
づいて、容易に、対象物に多指ハンド部（指先力センサ）を接触させることができる。ま
た、寸法情報を用いることにより、対象物における接触位置の位置関係を求めることがで
きるので、少ない接触位置の情報でも対象物の位置情報の修正を行うことができる。
【００１６】
　上記第１の局面によるロボット装置において、好ましくは、制御部は、対象物の少なく
とも位置情報に基づいて、多指ハンド部の指先力センサによる力制御により多指ハンド部
を対象物の位置が変化しないような強さで対象物に接触させた状態で、多指ハンド部の指
先力センサの出力に基づいて対象物に対する実際の接触位置を検出し、検出した接触位置
の情報に基づいて対象物の位置情報を修正するように構成されている。このように構成す
れば、多指ハンド部を対象物に接触させる際に多指ハンド部との接触力に起因して対象物
の位置が変化するのを抑制することができるので、より正確に、対象物に対する実際の接
触位置を検出することができる。
【００１７】
　上記第１の局面によるロボット装置において、好ましくは、多指ハンド部が先端に設け
られたロボットアームを対象物に向かって移動させる移動台車をさらに備え、情報取得手
段により取得した対象物の少なくとも位置情報に基づいて移動台車およびロボットアーム
を移動させて対象物に多指ハンド部を近づけていき、多指ハンド部の指先力センサの出力
に基づいて対象物に対する実際の接触位置を検出し、検出した接触位置の情報に基づいて
対象物の位置情報を修正するように構成されている。このように移動台車によりロボット
アームを移動させるように構成した場合には、ロボット装置自体の位置が変化することに
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起因して、情報取得手段により取得した対象物の位置情報に誤差が含まれ易い。このよう
な場合にも、多指ハンド部による対象物に対する実際の接触位置を検出し、検出した接触
位置の情報に基づいて対象物の位置情報を修正することができるので、対象物を確実に把
持することができる。
【００１８】
　この発明の第２の局面によるロボット装置による把持方法は、指先力センサを有する多
指ハンド部が先端に設けられたロボットアームを含むロボット装置による把持方法であっ
て、対象物の少なくとも位置情報を取得するステップと、取得した対象物の少なくとも位
置情報に基づいてロボットアームを移動させて対象物にロボットアームの先端の多指ハン
ド部を近づけていき、多指ハンド部の指先力センサの出力に基づいて対象物に対する実際
の接触位置を検出するステップと、検出した接触位置の情報に基づいて対象物の位置情報
を修正するステップとを備える。
【００１９】
　この第２の局面によるロボット装置による把持方法では、上記のステップにより、多指
ハンド部による対象物に対する実際の接触位置に基づいて対象物の位置情報を修正するこ
とができる。これにより、取得した対象物の位置情報に誤差が含まれる場合にも、実際の
接触位置に基づいて対象物の位置情報のずれを修正することができるので、対象物を確実
に把持することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の第１実施形態によるロボット装置の全体構成を示す模式図である。
【図２】図１に示した第１実施形態によるロボット装置の把持動作時の制御装置の処理を
説明するためのフローチャートである。
【図３】本発明の第２実施形態によるロボット装置の全体構成を示す模式図である。
【図４】図３に示した第２実施形態によるロボット装置の把持動作時の制御装置の処理を
説明するためのフローチャートである。
【図５】本発明の第３実施形態によるロボット装置の全体構成を示す模式図である。
【図６】図５に示した第３実施形態によるロボット装置の制御装置の構成を示したブロッ
ク図である。
【図７】図５に示した第３実施形態によるロボット装置の把持動作時の制御装置の処理を
説明するためのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００２２】
　（第１実施形態）
　まず、図１を参照して、本発明の第１実施形態によるロボット装置１００の構造につい
て説明する。なお、第１実施形態では、日常生活（環境）において用いられる生活支援ロ
ボットに本発明を適用した例について説明する。
【００２３】
　図１に示すように、第１実施形態によるロボット装置１００は、ユーザの指示に基づい
てロボットアーム１０の先端に装着された多指ハンド部２０により物体（把持対象物１１
０）を把持して持ち上げ、指定された位置に物体を移動させる機能を有する。
【００２４】
　ロボット装置１００は、ロボットアーム１０と、ロボットアーム１０の先端に装着され
た多指ハンド部２０と、把持対象物１１０および把持対象物１１０の周辺を検出する視覚
センサ３０と、ロボット装置１００の動作制御を行う制御装置４０とを備えている。なお
、視覚センサ３０は、本発明の「検出手段」の一例であるとともに、制御装置４０は、本
発明の「制御部」の一例である。
【００２５】
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　ロボットアーム１０は、複数のアーム（リンク）１１および各アーム１１を接続する関
節部１２とを含んでいる。各関節部１２には図示しないモータがそれぞれ設けられており
、各関節部１２は接続されたアーム１１を所定の駆動方向（関節軸回りの回転方向）に駆
動するように構成されている。これにより、ロボットアーム１０は、たとえば６自由度の
動きが可能な構成を有する。
【００２６】
　多指ハンド部２０は、ロボットアーム１０の先端に装着されているとともに、等角度間
隔で配置された３本の指部２１、２２および２３を含んでいる。３本の指部２１、２２お
よび２３は、同一の構成を有するとともに、先端（指先）にそれぞれ力センサ２１ａ、２
２ａおよび２３ａを有している。また、各指部２１、２２および２３は、それぞれ、根元
側の関節部２１ｂ、２２ｂおよび２３ｂと、中間部の関節部２１ｃ、２２ｃおよび２３ｃ
とを有する。各指部２１、２２および２３は、これらの関節部（２１ｂ～２３ｂおよび２
１ｃ～２３ｃ）に設けられた図示しないモータにより、所定の駆動方向（関節軸回りの回
転方向）に駆動されるように構成されている。したがって、指部２１、２２および２３の
自由度は、それぞれ、２自由度である。なお、力センサ２１ａ、２２ａおよび２３ａは、
本発明の「指先力センサ」の一例である。
【００２７】
　力センサ２１ａ、２２ａおよび２３ａは、それぞれ、直交する３軸方向の力を検出する
圧力センサからなる。この力センサ２１ａ、２２ａおよび２３ａは、それぞれ、指部２１
、２２および２３の指先に加えられた外力（負荷）を検出するように構成されている。ま
た、力センサ２１ａ、２２ａおよび２３ａの検出信号は、制御装置４０に出力されるよう
に構成されている。これにより、第１実施形態では、力センサ２１ａ、２２ａおよび２３
ａの出力に基づいて、多指ハンド部２０（指部２１、２２および２３）と物体（把持対象
物１１０および周囲の壁やテーブルなどの物体）との接触を検出することが可能なように
構成されている。
【００２８】
　視覚センサ３０は、把持対象物１１０および把持対象物１１０の周囲を撮像するカメラ
により構成されている。視覚センサ３０により撮像される画像データは、制御装置４０に
より取り込まれるように構成されている。
【００２９】
　制御装置４０は、アーム制御部４１と、ハンド制御部４２と、画像処理部４３と対象物
データベース４４とを含んでいる。また、制御装置４０には、ロボット装置１００の動作
制御を行うための作業動作プログラム４５が記憶されている。なお、画像処理部４３は、
本発明の「情報取得手段」の一例である。
【００３０】
　アーム制御部４１は、作業動作プログラム４５に基づいて、ロボットアーム１０の各部
の動作制御を行う機能を有する。具体的には、アーム制御部４１は、画像処理部４３によ
り取得された把持対象物１１０の位置情報および姿勢情報に基づいてロボットアーム１０
の各関節部１２を駆動させるように構成されている。また、把持対象物１１０の把持動作
時には、アーム制御部４１は、把持対象物１１０へのアプローチ動作（ロボットアーム１
０を移動させて把持対象物１１０に多指ハンド部２０を近づけていく動作）を行うように
ロボットアーム１０を制御するように構成されている。
【００３１】
　ハンド制御部４２は、作業動作プログラム４５に基づいて、多指ハンド部２０の各指部
２１～２３の動作制御を行う機能を有する。具体的には、ハンド制御部４２は、多指ハン
ド部２０の３本の指部２１、２２および２３をそれぞれ制御することによって、把持対象
物１１０を把持する把持姿勢や、把持姿勢の前段階としてのアプローチ姿勢（把持姿勢を
とるために把持対象物１１０の近傍（周囲）に各指部を配置する姿勢）をとる把持動作制
御を行うように構成されている。
【００３２】
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　また、把持対象物１１０の把持動作においては、ハンド制御部４２は、力センサ２１ａ
、２２ａおよび２３ａの出力に基づいて力制御（インピーダンス制御）を行うことにより
、多指ハンド部２０（指部２１、２２および２３）を把持対象物１１０の位置が変化しな
いような強さで把持対象物１１０に接触させることが可能なように構成されている。具体
的には、各指部２１、２２および２３に対して、仮想的な機械インピーダンス（慣性係数
、粘性係数および剛性（バネ）係数）によって力と変位量との関係を規定するインピーダ
ンスモデルを設定するとともに、各指部２１、２２および２３への入力位置指令に対して
、インピーダンスモデルに基づいて力センサ２１ａ、２２ａおよび２３ａの出力（力情報
）を位置変位量に変換してフィードバックすることにより、入力位置指令の修正を行う。
この仮想的な機械インピーダンス（慣性係数、粘性係数および剛性（バネ）係数）の値を
小さく設定する場合には、外力に対する抵抗力が小さくなるので、物体との接触時に物体
に作用する力を小さくすることができる。したがって、この機械インピーダンスの値を適
切に調整することにより、把持対象物１１０に対していわゆる柔らかい接触が可能になり
、把持対象物１１０の位置を変化させることなく多指ハンド部２０を把持対象物１１０に
接触させることが可能である。
【００３３】
　画像処理部４３は、視覚センサ３０により撮像された画像データを取り込み、画像デー
タを画像処理することにより、把持対象物１１０の位置情報、姿勢（向き）情報、形状情
報を取得することが可能なように構成されている。ここで、把持対象物１１０の位置情報
は、視覚センサ３０に設定された座標系（たとえばＸ、ＹおよびＺ軸の直交座標系）にお
ける３自由度の位置の情報である。また、把持対象物１１０の姿勢情報は、視覚センサ３
０に設定された座標系（たとえばＸ、ＹおよびＺ軸の直交座標系）における各軸回りの３
自由度の回転角度位置の情報である。これらの位置情報および姿勢情報を、視覚センサ３
０の座標系からロボットアーム１０および多指ハンド部２０の座標系へと変換すれば、ロ
ボットアーム１０および多指ハンド部２０の座標系における把持対象物１１０の位置情報
および姿勢情報が得られる。また、把持対象物１１０の形状情報は、画像処理によって取
得される把持対象物１１０の輪郭などの情報である。この形状情報を対象物データベース
４４の情報と照合することにより、画像データに含まれる形状（把持対象物１１０の形状
）から対象物データベース４４に登録された把持対象物１１０が特定される。
【００３４】
　対象物データベース４４は、把持対象となる物体を予め把持対象物１１０として登録可
能に構成され、把持対象物１１０の寸法情報や、多指ハンド部２０による把持位置（把持
対象物１１０に対してどの位置で把持するか）および把持姿勢（どの方向からどの関節角
度で把持するか（たとえば、上方から把持する、側方から把持するなど））を定めた把持
形態データなどを含んでいる。制御装置４０は、画像処理部４３によって検出された把持
対象物１１０の形状情報を対象物データベース４４の情報と照合することにより、把持対
象物１１０の寸法情報などを取得することが可能なように構成されている。
【００３５】
　上記の構成により、制御装置４０は、視覚センサ３０により撮像された画像データに基
づいて把持対象物１１０の位置情報、姿勢情報、寸法情報、把持位置および把持姿勢を取
得するとともに、これらの情報に基づいてアーム制御部４１およびハンド制御部４２を介
してロボットアーム１０および多指ハンド部２０を駆動することにより、把持対象物１１
０の把持動作を行うように構成されている。しかしながら、視覚センサ３０により撮像さ
れた画像データに基づいて取得された把持対象物１１０の位置情報および姿勢情報に誤差
が含まれる場合などには、多指ハンド部２０による把持位置および把持姿勢（把持する方
向）がずれてしまう場合がある。
【００３６】
　つまり、視覚センサ３０により取得された把持対象物１１０の位置情報および姿勢情報
に基づいてロボットアーム１０および多指ハンド部２０を駆動するためには、視覚センサ
３０の座標系（カメラ座標系）とロボットアーム１０および多指ハンド部２０の座標系（



(9) JP 2012-11531 A 2012.1.19

10

20

30

40

50

ロボット装置１００の座標系）とが正確に一致することが必要である。このため、両方の
座標系を一致させるためのキャリブレーション（校正）が予め行われる。しかしながら、
キャリブレーションが不十分な場合や、ロボットアーム１０および多指ハンド部２０と、
視覚センサ３０との位置関係が変化する場合などもある。この場合には、把持対象物１１
０の位置情報および姿勢情報に誤差が含まれることに起因して、多指ハンド部２０による
把持位置および把持姿勢（把持する方向）がずれてしまうことになる。
【００３７】
　そこで、この第１実施形態では、把持対象物１１０に対する実際の接触位置の情報に基
づいて把持対象物１１０の位置情報および姿勢情報を修正することにより、多指ハンド部
２０による把持位置および把持姿勢がずれるのを抑制するように構成している。すなわち
、制御装置４０は、視覚センサ３０により取得された把持対象物１１０の位置情報および
姿勢情報に基づいてロボットアーム１０を移動させて把持対象物１１０に多指ハンド部２
０を近づけていき、多指ハンド部２０の各指先の力センサ２１ａ、２２ａおよび２３ａの
出力に基づいて把持対象物１１０に対する実際の接触位置を検出するように構成されてい
る。具体的には、力センサ（２１ａ、２２ａおよび２３ａ）が把持対象物１１０に対する
接触を検出した時の接触位置を、ロボットアーム１０の関節角度および多指ハンド部２０
の関節角度から算出する。そして、制御装置４０は、検出した接触位置の情報に基づいて
把持対象物１１０の位置情報および姿勢情報を修正する位置補正機能を有している。また
、第１実施形態では、制御装置４０は、この位置補正機能を使用するか否かをユーザによ
り設定可能に構成されている。
【００３８】
　なお、位置補正機能を実行する際には、上記のように力センサ２１ａ、２２ａおよび２
３ａの出力に基づいてハンド制御部４２により力制御（インピーダンス制御）を行うこと
によって、多指ハンド部２０の３つの指部２１、２２および２３の全てが把持対象物１１
０に接触するようにロボットアーム１０と各指部２１、２２および２３とを駆動したとし
ても、把持対象物１１０の位置が変位するような力が把持対象物１１０に対して加わるこ
となく動作することが可能である。
【００３９】
　次に、図２を参照して、本発明の第１実施形態によるロボット装置１００の把持動作時
の制御装置４０の処理フローを説明する。この第１実施形態では、制御装置４０の作業動
作プログラム４５に基づいてロボット装置１００の把持動作が行われる。
【００４０】
　まず、図２に示すように、ステップＳ１において、視覚センサ３０により撮像された画
像データに基づき、制御装置４０の画像処理部４３により把持対象物１１０の位置情報、
姿勢情報および形状情報が取得される。次に、ステップＳ２において、取得された把持対
象物１１０の形状情報を制御装置４０の対象物データベース４４内のデータと照合するこ
とにより、形状情報に対応する把持対象物１１０の寸法情報や、把持対象物１１０の把持
形態データ（把持位置および把持姿勢）などが取得される。
【００４１】
　ステップＳ３では、取得された把持対象物１１０の位置情報および姿勢情報と、把持対
象物１１０の寸法情報および把持形態データとに基づいて、アーム制御部４１およびハン
ド制御部４２により、把持対象物１１０の把持位置への移動経路、および、把持姿勢に対
応する多指ハンド部２０のアプローチ姿勢（各指部２１、２２および２３の関節角度、指
部同士の間隔など）が決定される。そして、各指部２１、２２および２３の関節部（２１
ｂ～２３ｂおよび２１ｃ～２３ｃ）が駆動されることにより、多指ハンド部２０の各指部
２１、２２および２３が把持対象物１１０に対するアプローチ姿勢となるように配置され
る。
【００４２】
　次に、ステップＳ４において、制御装置４０により、ユーザにより位置補正機能が有効
に設定されているか否かが判断される。そして、位置補正機能が有効に設定されていた場
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合には、ステップＳ５に進み、接触位置の検出および位置情報（姿勢情報）の修正が実行
される。また、位置補正機能が無効に設定されていた場合には、ステップＳ９に進む。
【００４３】
　ステップＳ５では、取得された把持対象物１１０の位置情報および姿勢情報に基づいて
制御装置４０のアーム制御部４１によりロボットアーム１０が移動され、多指ハンド部２
０を把持対象物１１０に近づけるアプローチ動作が開始される。
【００４４】
　アプローチ動作を継続すると、多指ハンド部２０が把持位置に配置された後、アプロー
チ姿勢から把持姿勢に近づけるように各指部２１、２２および２３が駆動される。このと
き、把持対象物１１０の位置情報に誤差が含まれる場合には、多指ハンド部２０が把持位
置へ移動する過程、または、把持位置においてアプローチ姿勢から把持姿勢に近づけるよ
うに各指部２１、２２および２３が駆動される過程において、多指ハンド部２０の指部２
１、２２および２３のそれぞれと把持対象物１１０とが接触する。これにより、指部２１
、２２および２３の先端の力センサ２１ａ、２２ａおよび２３ａにより把持対象物１１０
に対する接触が検出される。この際、制御装置４０のハンド制御部４２が各指部２１、２
２および２３の力制御（インピーダンス制御）を行うことにより、把持対象物１１０の位
置が変化しないような強さで（いわゆる柔らかい接触で）接触動作が行われる。把持対象
物１１０に対する接触が検出されると、ロボットアーム１０および多指ハンド部２０の動
作が一旦停止される。
【００４５】
　ステップＳ６では、力センサ２１ａ、２２ａおよび２３ａにより把持対象物１１０に対
する接触が検出された位置（接触位置）が、それぞれ制御装置４０（ハンド制御部４２）
により取得される。このステップＳ６により、把持対象物１１０の実際の位置（ロボット
アーム１０および多指ハンド部２０の座標系における位置）が取得される。また、把持対
象物１１０に対する複数（３点）の接触位置に基づいて、把持対象物１１０の実際の姿勢
が算出される。
【００４６】
　なお、上記ステップＳ１で取得された把持対象物１１０の位置情報に誤差が含まれる場
合には、検出された実際の接触位置と画像データに基づく位置情報とには、位置ずれが生
じることになる。同様に、上記ステップＳ１で取得された把持対象物１１０の姿勢情報に
誤差が含まれる場合には、実際の把持対象物１１０の姿勢と画像データに基づく姿勢情報
とには、姿勢（向き）のずれが生じることになる。
【００４７】
　そこで、ステップＳ７では、検出された３点の接触位置の情報に基づいて、把持対象物
１１０の位置情報および姿勢情報が修正される。これに伴い、修正後の把持対象物１１０
の位置情報および姿勢情報に基づいて、アーム制御部４１によりロボットアーム１０の位
置（すなわち、多指ハンド部２０の把持位置）が修正されるとともに、ハンド制御部４２
により多指ハンド部２０（指部２１、２２および２３）の把持姿勢が修正される。
【００４８】
　その後、ステップＳ８では、修正された把持位置に多指ハンド部２０が配置された状態
で、ハンド制御部４２により指部２１、２２および２３がそれぞれ移動され、多指ハンド
部２０が修正された把持姿勢をとることにより、把持対象物１１０の把持が実行される。
【００４９】
　一方、ステップＳ４でユーザにより位置補正機能が無効に設定されていた場合には、上
記した実際の接触位置に基づく位置修正を行うことなく、ステップＳ９において、把持対
象物１１０の位置情報および姿勢情報に基づいてアーム制御部４１によりロボットアーム
１０が移動され、把持対象物１１０に多指ハンド部２０を近づけるアプローチ動作が実行
される。そして、多指ハンド部２０がアプローチ姿勢で把持位置に配置されると、ステッ
プＳ８に移行し、ハンド制御部４２により各指部２１、２２および２３がアプローチ姿勢
から把持姿勢へと移動して、把持対象物１１０の把持が実行される。
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【００５０】
　第１実施形態では、上記のように、把持対象物１１０の位置情報に基づいてロボットア
ーム１０を移動させて把持対象物１１０に多指ハンド部２０を近づけていき、多指ハンド
部２０の力センサ２１ａ、２２ａおよび２３ａの出力に基づいて把持対象物１１０に対す
る実際の接触位置を検出し、検出した接触位置に基づいて把持対象物１１０の位置情報を
修正する制御装置４０を設けることによって、多指ハンド部２０による把持対象物１１０
に対する実際の接触位置に基づいて把持対象物１１０の位置情報を修正することができる
。これにより、画像処理部４３により取得した把持対象物１１０の位置情報に誤差が含ま
れる場合にも、実際の接触位置に基づいて把持対象物１１０の位置情報のずれを修正する
ことができるので、把持対象物１１０を確実に把持することができる。
【００５１】
　また、第１実施形態では、上記のように、制御装置４０を、接触位置を用いて修正され
た位置情報に基づいて多指ハンド部２０の把持位置を修正するとともに、多指ハンド部２
０により把持対象物１１０を把持する制御を行うように構成することによって、把持対象
物１１０の位置情報に誤差が含まれる場合にも、実際の接触位置に基づいて把持位置が修
正された多指ハンド部２０により把持対象物１１０を確実に把持することができる。
【００５２】
　また、第１実施形態では、上記のように、制御装置４０を、画像処理部４３により取得
した把持対象物１１０の位置情報および姿勢情報に基づいてロボットアーム１０を移動さ
せて把持対象物１１０に多指ハンド部２０を近づけていき、多指ハンド部２０の力センサ
２１ａ、２２ａおよび２３ａの出力に基づいて把持対象物１１０に対する実際の接触位置
を検出し、検出した接触位置の情報に基づいて把持対象物１１０の位置情報および姿勢情
報を修正するように構成することによって、検出した接触位置の情報に基づいて、把持対
象物１１０の位置情報のみならず把持対象物１１０の姿勢情報も修正することができるの
で、より確実に把持対象物１１０を把持することができる。
【００５３】
　また、第１実施形態では、上記のように、位置情報の修正を行うか否か（位置補正機能
を使用するか否か）をユーザにより設定可能に構成するとともに、制御装置４０を、位置
情報の修正を行うと設定されている場合には、力センサ２１ａ、２２ａおよび２３ａの出
力に基づいて把持対象物１１０に対する実際の接触位置を検出し、検出した接触位置の情
報に基づいて把持対象物１１０の位置情報を修正するように構成することによって、ユー
ザは、ロボット装置１００の用途や使用環境などに応じて、位置情報の修正を行うか否か
を設定することができるとともに、位置情報の修正を行うと設定した場合には、把持対象
物１１０の位置情報に誤差が含まれる場合にも把持対象物１１０を確実に把持することが
できる。
【００５４】
　また、第１実施形態では、上記のように、制御装置４０を、３つの力センサ２１ａ、２
２ａおよび２３ａの出力に基づいて把持対象物１１０に対する実際の接触位置を検出し、
検出した接触位置の情報に基づいて把持対象物１１０の位置情報を修正するように構成す
ることによって、多指ハンド部２０の指先に設けられた３つの力センサ２１ａ、２２ａお
よび２３ａによって、１回の接触動作で実際の把持対象物１１０の複数（３点）の接触位
置を検出することができる。これにより、把持対象物１１０の複数（３点）の接触位置の
情報を取得することができるので、容易に、把持対象物１１０の位置情報のみならず姿勢
情報の修正も行うことができる。
【００５５】
　また、第１実施形態では、上記のように、制御装置４０を、把持対象物１１０の情報が
予め蓄えられた対象物データベース４４と、画像処理部４３により取得された把持対象物
１１０の形状情報とを照合して把持対象物１１０の寸法情報を得るとともに、把持対象物
１１０の寸法情報および位置情報に基づいてロボットアーム１０を移動させて把持対象物
１１０に多指ハンド部２０を近づけていき、多指ハンド部２０の力センサ２１ａ、２２ａ
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および２３ａの出力に基づいて把持対象物１１０に対する実際の接触位置を検出するよう
に構成することによって、対象物データベース４４から把持対象物１１０の正確な寸法情
報を取得することができる。これにより、把持対象物１１０の寸法情報および位置情報に
基づいて、容易に、把持対象物１１０に多指ハンド部２０（力センサ２１ａ、２２ａおよ
び２３ａ）を接触させることができる。また、寸法情報を用いることにより、把持対象物
１１０における接触位置の位置関係を求めることができるので、少ない接触位置の情報で
も把持対象物１１０の位置情報の修正を行うことができる。
【００５６】
　また、第１実施形態では、上記のように、制御装置４０を、把持対象物１１０の位置情
報および姿勢情報に基づいて、多指ハンド部２０の力センサ２１ａ、２２ａおよび２３ａ
を用いた力制御（インピーダンス制御）により多指ハンド部２０を把持対象物１１０の位
置が変化しないような強さで把持対象物１１０に接触させた状態で、多指ハンド部２０の
力センサ２１ａ、２２ａおよび２３ａの出力に基づいて把持対象物１１０に対する実際の
接触位置を検出し、検出した接触位置の情報に基づいて把持対象物１１０の位置情報を修
正するように構成する。これにより、多指ハンド部２０を把持対象物１１０に接触させる
際に多指ハンド部２０との接触力に起因して把持対象物１１０の位置が変化するのを抑制
することができるので、より正確に、把持対象物１１０に対する実際の接触位置を検出す
ることができる。
【００５７】
　（第２実施形態）
　次に、図３および図４を参照して、本発明の第２実施形態によるロボット装置２００に
ついて説明する。この第２実施形態では、位置補正機能を使用するか否かをユーザにより
設定可能に構成した上記第１実施形態と異なり、位置補正機能を使用するか否かを把持対
象物１１０の位置情報と実際の接触位置とのずれ量に基づいて判断するように構成した例
について説明する。
【００５８】
　第２実施形態では、図３に示すように、ロボット装置２００の制御装置２４０は、視覚
センサ３０の画像データに基づいて取得した把持対象物１１０の位置情報と、各指部２１
、２２および２３の先端の力センサ２１ａ、２２ａおよび２３ａを用いて検出された把持
対象物１１０に対する実際の接触位置とのずれ量が所定のしきい値よりも大きいか否かを
判断するように構成されている。そして、制御装置２４０は、把持対象物１１０の位置情
報と実際の接触位置とのずれ量が所定のしきい値よりも大きい場合には、接触位置の情報
に基づいて、把持対象物１１０の位置情報および姿勢情報を修正する位置補正機能を実行
するように構成されている。このしきい値は、たとえば、位置情報および姿勢情報を修正
することなく把持対象物１１０を把持することが可能な位置ずれ量の最大値である。なお
、制御装置２４０のアーム制御部４１、ハンド制御部４２、画像処理部４３および対象物
データベース４４は、上記第１実施形態の制御装置４０のアーム制御部４１、ハンド制御
部４２、画像処理部４３および対象物データベース４４と同じ構成を有し、制御装置２４
０の作業動作プログラム２４５のみが第１実施形態と異なる。また、制御装置２４０は、
本発明の「制御部」の一例である。
【００５９】
　なお、第２実施形態のその他の構成は、上記第１実施形態と同様である。
【００６０】
　次に、図３および図４を参照して、本発明の第２実施形態によるロボット装置２００の
把持動作時の制御装置２４０の処理フローを説明する。この第２実施形態では、制御装置
２４０の作業動作プログラム２４５に基づいてロボット装置２００の把持動作が行われる
。
を説明する。
【００６１】
　第２実施形態によるロボット装置２００の把持動作時の制御装置２４０の処理フローに
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おいて、ステップＳ１～ステップＳ３は、上記第１実施形態と同様である。すなわち、図
４に示すように、ステップＳ１において、視覚センサ３０により撮像された画像データに
基づき、制御装置２４０の画像処理部４３により把持対象物１１０の位置情報、姿勢情報
および形状情報が取得される。次に、ステップＳ２において、取得された把持対象物１１
０の形状情報を制御装置２４０の対象物データベース４４内のデータと照合することによ
り、把持対象物１１０の寸法情報や把持形態データなどが取得される。ステップＳ３では
、取得された把持対象物１１０の位置情報および姿勢情報と、把持対象物１１０の寸法情
報および把持形態データとに基づいて、多指ハンド部２０の各指部２１、２２および２３
が把持対象物１１０に対するアプローチ姿勢となるように配置される。
【００６２】
　上記したステップＳ３の後、この第２実施形態では、ステップＳ１４において、取得さ
れた把持対象物１１０の位置情報および姿勢情報に基づいてアーム制御部４１によりロボ
ットアーム１０が移動されることにより、把持対象物１１０に多指ハンド部２０を近づけ
るとともに、把持位置に配置された多指ハンド部２０を把持対象物１１０に接触させるア
プローチ動作が実行される。
【００６３】
　アプローチ動作の進行に伴い、指部２１、２２および２３の先端の力センサ２１ａ、２
２ａおよび２３ａのそれぞれにより把持対象物１１０に対する接触が検出されるとともに
、ロボットアーム１０および多指ハンド部２０の動作が一旦停止される。この際、ハンド
制御部４２が力センサ２１ａ、２２ａおよび２３ａの出力に基づいて各指部２１、２２お
よび２３の力制御（インピーダンス制御）を行うことにより、把持対象物１１０の位置が
変化しないような強さで（いわゆる柔らかい接触で）接触動作が行われる。そして、ステ
ップＳ１５において、力センサ２１ａ、２２ａおよび２３ａにより把持対象物１１０に対
する接触が検出された位置（接触位置）が、それぞれ制御装置２４０（ハンド制御部４２
）により取得される。このステップＳ１５により、把持対象物１１０の実際の位置および
姿勢（ロボットアーム１０および多指ハンド部２０の座標系における位置および姿勢）が
取得される。
【００６４】
　ここで、第２実施形態では、ステップＳ１６において、制御装置２４０により、上記ス
テップＳ１において取得された把持対象物１１０の位置情報と、上記ステップＳ１５にお
いて検出された把持対象物１１０に対する実際の接触位置とのずれ量が所定のしきい値よ
りも大きいか否かが判断される。把持対象物１１０の位置情報と実際の接触位置とのずれ
量が所定のしきい値よりも大きい場合には、ステップＳ１７に進み、位置情報および姿勢
情報の修正（多指ハンド部２０の把持位置および把持姿勢の修正）が行われる。一方、把
持対象物１１０の位置情報と実際の接触位置とのずれ量が所定のしきい値以下の場合には
、把持位置および把持姿勢の修正を行うことなく把持可能と判断されてステップＳ１８に
進む。
【００６５】
　ステップＳ１７では、検出された複数の接触位置の情報に基づいて、制御装置２４０の
ハンド制御部４２により、把持対象物１１０の位置情報および姿勢情報が修正される。こ
れに伴い、修正後の把持対象物１１０の位置情報および姿勢情報に基づいて、アーム制御
部４１によりロボットアーム１０の位置（すなわち、多指ハンド部２０の把持位置）が修
正されるとともに、ハンド制御部４２により多指ハンド部２０（指部２１、２２および２
３）の把持姿勢が修正される。
【００６６】
　ステップＳ１８では修正された把持位置に多指ハンド部２０が配置された状態で、制御
装置２４０のハンド制御部４２により指部２１、２２および２３がそれぞれ移動されて多
指ハンド部２０が修正された把持姿勢をとることにより、多指ハンド部２０による把持対
象物１１０の把持が実行される。なお、上記ステップＳ１６で把持対象物１１０の位置情
報と実際の接触位置とのずれ量が所定のしきい値以下と判断された場合には、このステッ
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プＳ１８に移行して、多指ハンド部２０の把持位置および把持姿勢が修正されることなく
把持動作が実行される。
【００６７】
　第２実施形態では、上記のように、制御装置２４０を、把持対象物１１０の位置情報に
よる位置と、検出された把持対象物１１０に対する実際の接触位置とのずれ量が所定のし
きい値よりも大きい場合に、力センサ２１ａ、２２ａおよび２３ａの出力に基づいて把持
対象物１１０に対する実際の接触位置を検出し、検出した接触位置の情報に基づいて把持
対象物１１０の位置情報を修正するように構成することによって、画像処理部４３により
取得した把持対象物１１０の位置情報が実際の接触位置に対して所定のしきい値よりも大
きいずれ量（誤差）を含むと制御装置２４０により判断された場合には、検出した接触位
置の情報に基づいて把持対象物１１０の位置情報を修正することができる。これにより、
画像処理部４３により取得した把持対象物１１０の位置情報と実際の把持対象物１１０の
位置情報とのずれ量が確実な把持を行うことが困難なほど大きい場合（しきい値よりも大
きい場合）にのみ、検出した接触位置の情報に基づいて把持対象物１１０の位置情報を修
正することができる。その結果、制御装置２４０の制御負荷を減少させることができる。
【００６８】
　なお、第２実施形態のその他の効果は、上記第１実施形態と同様である。
【００６９】
　（第３実施形態）
　次に、図５～図７を参照して、本発明の第３実施形態によるロボット装置３００につい
て説明する。この第３実施形態では、上記第１実施形態および上記第２実施形態と異なり
、ロボット装置３００のロボットアーム１０および多指ハンド部２０を移動させる移動台
車３５０を設けた例について説明する。
【００７０】
　第３実施形態では、図５に示すように、ロボット装置３００は、ロボットアーム１０と
、多指ハンド部２０と、視覚センサ３０と、制御装置３４０と、移動台車３５０とを備え
ている。第３実施形態では、ロボットアーム１０およびロボットアーム１０の先端に設け
られた多指ハンド部２０が移動台車３５０上に設置されるとともに、制御装置３４０が移
動台車３５０の内部に設けられている。これにより、ロボット装置３００は、ユーザによ
り把持対象物１１０の把持（および移動）の指示を受け付けると、移動台車３５０を把持
対象物１１０に向かって移動させて把持対象物１１０を把持することが可能なように構成
されている。なお、制御装置３４０は、本発明の「制御部」の一例である。また、第３実
施形態のロボットアーム１０、多指ハンド部２０および視覚センサ３０の構成は、上記第
１および第２実施形態と同様である。
【００７１】
　移動台車３５０は、たとえば４つの車輪３５１を含むとともに、車輪３５１を駆動する
ためのモータ３５２を内蔵している。そして、制御装置３４０から入力される制御信号に
基づいて各車輪３５１のモータ３５２が駆動されることにより、移動台車３５０は任意の
位置に移動することが可能なように構成されている。
【００７２】
　制御装置３４０は、図６に示すように、アーム制御部４１と、ハンド制御部４２と、画
像処理部４３と、対象物データベース４４と、作業動作プログラム３４５と、移動台車制
御部３４６とを含んでいる。なお、制御装置３４０のアーム制御部４１、ハンド制御部４
２、画像処理部４３および対象物データベース４４は、上記第１実施形態の制御装置４０
のアーム制御部４１、ハンド制御部４２、画像処理部４３および対象物データベース４４
と同じ構成を有し、制御装置３４０の作業動作プログラム３４５および移動台車制御部３
４６が第１実施形態と異なる。
【００７３】
　移動台車制御部３４６は、移動台車３５０のモータ３５２に対して制御信号を出力する
ことにより、移動台車３５０の移動を制御する機能を有する。把持対象物１１０の把持動
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作を行う場合には、移動台車制御部３４６は、視覚センサ３０の画像データに基づいて取
得した把持対象物１１０の位置情報および姿勢情報に基づき、把持対象物１１０に向かっ
て移動台車３５０を移動させるように構成されている。
【００７４】
　また、第３実施形態では、制御装置３４０は、把持対象物１１０の把持動作を行う際の
移動台車３５０の移動量が所定のしきい値よりも大きい場合に、位置補正機能を使用する
ように構成されている。すなわち、上記のように把持対象物１１０の位置情報と実際の接
触位置との位置ずれは、キャリブレーションが不十分な場合や、ロボットアーム１０およ
び多指ハンド部２０と視覚センサ３０との位置関係が変化する場合などに発生する。この
第３実施形態では、移動台車３５０の移動量が所定のしきい値よりも大きくなる場合には
、ロボットアーム１０および多指ハンド部２０と、視覚センサ３０との位置関係が変化す
る場合や、移動台車３５０の移動により位置や方向がずれる場合なども考えられるため、
把持対象物１１０の位置情報と実際の接触位置との位置ずれが発生する可能性が高くなる
。一方、移動台車３５０の移動量が小さい場合には、移動台車３５０による移動の前後に
おいて位置関係は大きく変わらないため、制御装置３４０は、位置補正機能を使用する必
要なしと判断することができる。
【００７５】
　また、この第３実施形態では、制御装置３４０は、移動台車３５０の移動量が所定のし
きい値以下の場合にも、視覚センサ３０の画像データに基づいて取得した把持対象物１１
０の位置情報と、各指部２１、２２および２３の先端の力センサ２１ａ、２２ａおよび２
３ａを用いて検出された把持対象物１１０に対する実際の接触位置とのずれ量が所定のし
きい値よりも大きい場合には、位置補正機能を使用するように構成されている。位置補正
機能の内容は上記第１および第２実施形態と同様であり、制御装置３４０（ハンド制御部
４２）は、力センサ２１ａ、２２ａおよび２３ａの出力に基づいて把持対象物１１０の接
触位置を複数（３点）取得するとともに、複数（３点）の接触位置の情報に基づいて、把
持対象物１１０の位置情報および姿勢情報を修正するように構成されている。
【００７６】
　なお、第３実施形態のその他の構成は、上記第１および第２実施形態と同様である。
【００７７】
　次に、図７を参照して、本発明の第３実施形態によるロボット装置３００の把持動作時
の制御装置３４０の処理フローを説明する。この第３実施形態では、制御装置３４０の作
業動作プログラム３４５に基づいてロボット装置３００の把持動作が行われる。
【００７８】
　第３実施形態によるロボット装置３００の把持動作時の制御装置３４０の処理フローに
おいて、ステップＳ１およびステップＳ２は、上記第１実施形態と同様である。すなわち
、図７に示すように、ステップＳ１において、視覚センサ３０により撮像された画像デー
タに基づき、制御装置３４０の画像処理部４３により把持対象物１１０の位置情報、姿勢
情報および形状情報が取得される。次に、ステップＳ２において、取得された把持対象物
１１０の形状情報を制御装置３４０の対象物データベース４４内のデータと照合すること
により、形状情報に対応する把持対象物１１０の寸法情報や、把持対象物１１０の把持形
態データ（把持位置および把持姿勢）などが取得される。
【００７９】
　次に、ステップＳ２３では、移動台車制御部３４６により移動台車３５０のモータ３５
２が駆動されることによって、把持対象物１１０に向かって移動台車３５０が移動される
。具体的には、まず、取得された把持対象物１１０の位置情報および姿勢情報と、把持対
象物１１０の寸法情報および把持形態データとに基づいて、アーム制御部４１、ハンド制
御部４２および移動台車制御部３４６により、把持対象物１１０の把持位置への移動経路
、および、把持姿勢に対応する多指ハンド部２０のアプローチ姿勢が決定される。そして
、把持対象物１１０の把持位置への移動経路に基づいて、移動台車制御部３４６により、
把持位置に多指ハンド部２０を配置可能な位置まで移動台車３５０が移動される。この際
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、移動台車３５０による移動距離が移動台車制御部３４６により取得される。
【００８０】
　次に、ステップＳ２４において、制御装置３４０のハンド制御部４２により、把持対象
物１１０の把持位置および把持姿勢に基づいて、多指ハンド部２０の各指部２１、２２お
よび２３が把持対象物１１０に対するアプローチ姿勢となるように配置される。
【００８１】
　ここで、第３実施形態では、ステップＳ２５において、制御装置３４０により、上記ス
テップＳ２３における移動台車３５０の移動量が所定のしきい値よりも大きいか否かが判
断される。移動量が所定のしきい値よりも大きい場合には、位置補正機能を使用すると判
断されてステップＳ２６に進む。一方、移動台車３５０の移動量が所定のしきい値以下の
場合には、このステップＳ２５の時点では位置補正機能を使用しないと判断されてステッ
プＳ３０に進む。
【００８２】
　次に、ステップＳ２６において、取得された把持対象物１１０の位置情報および姿勢情
報に基づいて制御装置３４０のアーム制御部４１によりロボットアーム１０が移動され、
把持対象物１１０に多指ハンド部２０を近づけるアプローチ動作が実行される。
【００８３】
　アプローチ動作の進行に伴い、多指ハンド部２０の力センサ２１ａ、２２ａおよび２３
ａのそれぞれにより把持対象物１１０に対する接触が検出されるとともに、ロボットアー
ム１０および多指ハンド部２０の動作が一旦停止される。この際、制御装置３４０のハン
ド制御部４２が力センサ２１ａ、２２ａおよび２３ａの出力に基づいて各指部２１、２２
および２３の力制御（インピーダンス制御）を行うことにより、把持対象物１１０の位置
が変化しないような強さで接触動作が行われる。ステップＳ２７では、力センサ２１ａ、
２２ａおよび２３ａにより把持対象物１１０に対する接触が検出された位置（接触位置）
が、それぞれ制御装置３４０（ハンド制御部４２）により取得される。このステップＳ２
７により、把持対象物１１０の実際の位置および姿勢（ロボットアーム１０および多指ハ
ンド部２０の座標系における位置および姿勢）が取得される。
【００８４】
　ステップＳ２８では、検出された複数（３点）の接触位置の情報に基づいて、制御装置
３４０のハンド制御部４２により、把持対象物１１０の位置情報および姿勢情報が修正さ
れる。これに伴い、修正後の把持対象物１１０の位置情報および姿勢情報に基づいて、ア
ーム制御部４１によりロボットアーム１０の位置（すなわち、多指ハンド部２０の把持位
置）が修正されるとともに、ハンド制御部４２により多指ハンド部２０（指部２１、２２
および２３）の把持姿勢が修正される。
【００８５】
　ステップＳ２９では、修正された把持位置に多指ハンド部２０が配置された状態で、ハ
ンド制御部４２により多指ハンド部２０が修正された把持姿勢をとることにより、把持対
象物１１０の把持が実行される。
【００８６】
　一方、上記ステップＳ２５でロボット装置３００（移動台車３５０）の移動量が所定の
しきい値以下の場合には、ステップＳ３０に移行する。ステップＳ３０では、把持対象物
１１０の位置情報および姿勢情報に基づいてアーム制御部４１によりロボットアーム１０
が移動され、多指ハンド部２０を把持対象物１１０の把持位置に配置するアプローチ動作
が実行される。
【００８７】
　そして、ステップＳ３１において、ハンド制御部４２により各指部２１、２２および２
３がそれぞれ移動され、多指ハンド部２０による把持対象物１１０の把持動作が開始され
る。この際、多指ハンド部２０の力センサ２１ａ、２２ａおよび２３ａのそれぞれにより
把持対象物１１０に対する接触が検出されるとともに、接触が検出されたそれぞれの位置
（接触位置）が制御装置３４０（ハンド制御部４２）により取得される。したがって、こ
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のステップＳ３１により、把持動作の過程で把持対象物１１０の実際の位置および姿勢（
ロボットアーム１０および多指ハンド部２０の座標系における位置および姿勢）が取得さ
れる。
【００８８】
　そして、この第３実施形態では、ステップＳ３２において、上記ステップＳ２５と異な
り、制御装置３４０により、上記ステップＳ１において取得された把持対象物１１０の位
置情報と、上記ステップＳ３１において検出された把持対象物１１０に対する実際の接触
位置とのずれ量が所定のしきい値よりも大きいか否かが判断されることにより、位置補正
機能を使用するか否かが判断される。すなわち、上記ステップＳ２５では、移動台車３５
０の移動量に基づいて位置補正機能を使用するか否かを判断したが、移動台車３５０の移
動量が小さい場合であっても、位置情報と実際の接触位置との位置ずれが発生する場合も
考えられる。この点を考慮して、第３実施形態では、ステップＳ３２において、把持対象
物１１０の位置情報と実際の接触位置とのずれ量が所定のしきい値よりも大きい場合には
、ステップＳ３３に進み、把持動作が一時中断されるとともに、多指ハンド部２０の把持
位置および把持姿勢の修正が行われる。一方、把持対象物１１０の位置情報と実際の接触
位置とのずれ量が所定のしきい値以下の場合には、位置補正機能を使用せずにそのまま把
持動作が進行するとともに、多指ハンド部２０が把持姿勢をとることにより、把持対象物
１１０の把持が完了する。
【００８９】
　ステップＳ３３では、上記ステップＳ２８と同様に、検出された複数（３点）の接触位
置の情報に基づいて、ハンド制御部４２により、把持対象物１１０の位置情報および姿勢
情報が修正される。これに伴い、修正後の把持対象物１１０の位置情報および姿勢情報に
基づいて、アーム制御部４１によりロボットアーム１０の位置（すなわち、多指ハンド部
２０の把持位置）が修正されるとともに、ハンド制御部４２により多指ハンド部２０（指
部２１、２２および２３）の把持姿勢が修正される。その後、ステップＳ２９に移行して
、ハンド制御部４２により各指部２１、２２および２３がそれぞれ駆動されて多指ハンド
部２０が修正された把持姿勢をとることにより、把持対象物１１０の把持が実行される。
【００９０】
　第３実施形態では、上記のように、多指ハンド部２０が先端に設けられたロボットアー
ム１０を把持対象物１１０に向かって移動させる移動台車３５０を設け、画像処理部４３
により取得した把持対象物１１０の位置情報および姿勢情報に基づいて移動台車３５０お
よびロボットアーム１０を移動させて把持対象物１１０に多指ハンド部２０を近づけてい
き、多指ハンド部２０の力センサ２１ａ、２２ａおよび２３ａの出力に基づいて把持対象
物１１０に対する実際の接触位置を検出し、検出した接触位置の情報に基づいて把持対象
物１１０の位置情報を修正するように構成する。このようにロボット装置３００自体の位
置が変化することに起因して、画像処理部４３により取得した把持対象物１１０の位置情
報に誤差が含まれ易い場合にも、多指ハンド部２０による把持対象物１１０に対する実際
の接触位置を検出し、検出した接触位置の情報に基づいて把持対象物１１０の位置情報を
修正することができるので、把持対象物１１０を確実に把持することができる。
【００９１】
　なお、第３実施形態のその他の効果は、上記第２実施形態と同様である。
【００９２】
　なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく特許請求の範
囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が
含まれる。
【００９３】
　たとえば、上記第１～第３実施形態では、本発明を生活支援ロボットとして用いるロボ
ット装置１００（２００、３００）に適用した例を示したが、本発明はこれに限られない
。本発明は、ロボットアームおよび多指ハンド部を備える装置であれば、生活支援ロボッ
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ト以外のロボット装置として用いることが可能である。たとえば、本発明を各種の産業用
ロボット装置に適用してもよい。
【００９４】
　また、上記第１～第３実施形態では、本発明の検出手段の一例として視覚センサ（カメ
ラ）を設けるとともに、本発明の情報取得手段の一例として画像処理部を設けた例を示し
たが、本発明はこれに限られない。本発明では、視覚センサ（カメラ）以外にも、キーボ
ードなどの入力装置によりユーザが把持対象物の位置情報を入力するように構成してもよ
い。また、視覚センサおよび画像処理部とタッチパネルとを組み合わせて、ユーザがタッ
チパネルの画面上で把持対象物を選択するように構成してもよい。この他、視覚センサ以
外の距離センサを用いて対象物の位置情報を取得してもよいし、たとえば圧力センサをア
レイ状に配置して、圧力センサ（アレイ）上に置かれた対象物の位置情報を取得するよう
に構成してもよい。
【００９５】
　また、上記第１～第３実施形態では、検出した接触位置の情報に基づいて把持対象物の
位置情報を修正し、修正された位置情報に基づいて多指ハンド部により把持対象物を把持
するように構成した例を示したが、本発明はこれに限られない。本発明では、修正された
位置情報に基づいて把持以外の動作制御を行うように構成してもよい。たとえば、修正さ
れた位置情報に基づいて、対象物である容器に物体を収納したり、液体を注ぎ込むような
構成としてもよい。
【００９６】
　また、上記第１～第３実施形態では、ロボット装置に１本のロボットアームおよび１つ
の多指ハンド部のみを設けた例を示したが、本発明はこれに限られない。本発明では、ロ
ボットアームおよび多指ハンド部が複数設けられていてもよい。また、１本のロボットア
ームに複数の多指ハンド部が設けられていてもよい。
【００９７】
　また、上記第１～第３実施形態では、６自由度のロボットアームを設けた例を示したが
、本発明はこれに限られない。本発明では、６自由度以外のロボットアームを用いてもよ
い。同様に、ロボットアームの形状や、ロボットアームの関節部の位置なども上記第１～
第３実施形態における構成以外の構成としてもよい。
【００９８】
　また、上記第１～第３実施形態では、２自由度の指部を３本有する６自由度の多指ハン
ド部を設けた例を示したが、本発明では、多指ハンド部の指の自由度および本数はこれに
限られない。本発明では、多指ハンド部に２本の指部を設けてもよいし、多指ハンド部に
４本以上の指部を設けてもよい。また、指部は、１自由度としてもよいし、３自由度以上
としてもよい。また、多指ハンド部の形状や、多指ハンド部の各指部の関節部のそれぞれ
の位置なども上記第１～第３実施形態における構成以外の構成としてもよい。
【００９９】
　また、上記第１～第３実施形態では、多指ハンド部の３本の指部にそれぞれ指先力セン
サを設けた例を示したが、本発明はこれに限られない。本発明では、少なくとも１本の指
部に指先力センサが設けられていればよい。
【０１００】
　また、上記第１～第３実施形態では、本発明の指先力センサの一例である力センサ２１
ａ、２２ａおよび２３ａを、３軸方向の力を検出する圧力センサにより構成した例を示し
たが、本発明はこれに限られない。本発明では、指先力センサを、３軸以外の６軸方向の
力を検出するセンサにより構成してもよい。
【０１０１】
　また、上記第１～第３実施形態におけるロボット装置の動作説明においては、把持対象
物に対する実際の接触位置を検出し、検出した接触位置に基づいて把持対象物の位置情報
および姿勢情報を修正する例を説明したが、本発明はこれに限られない。本発明では、実
際の接触位置の検出は、把持対象物以外の物体を対象物としてもよい。すなわち、把持対
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象物１１０がテーブル（図５参照）などの上面に設置されている場合には、まずテーブル
に多指ハンド部２０の指部２１、２２または２３を接触させ、テーブルに対する接触位置
を検出することにより、把持対象物１１０の高さ位置（Ｚ軸方向の位置情報）に関する位
置情報を修正することが可能である。また、テーブルが略水平であれば、テーブル上の把
持対象物１１０のＸ軸およびＹ軸回りの傾き（姿勢）も略水平となるので、テーブルに対
する接触位置（３点）を検出することにより、把持対象物１１０の姿勢情報についても修
正することができる。したがって、視覚センサの画像データに基づいて把持対象物がテー
ブルや棚などに設置されていると認識された場合（把持対象物と他の物体との位置関係が
明らかな場合）には、そのテーブルや棚を対象物として接触位置を検出することによって
、実際に把持対象物から取得する必要のある情報の数（位置情報および姿勢情報を修正す
る場合、各３自由度の合計６自由度を特定するための接触位置の数）を減少させることが
できる。
【０１０２】
　なお、把持を行う場合、把持対象物の形状によっては、６自由度の位置および姿勢を特
定する必要がない場合も多い。たとえば、円柱形状の把持対象物についてＺ軸回りの姿勢
を考慮する必要はないので、このような場合には、位置情報のみを取得するとともに、実
際の接触位置に基づいて位置情報を修正して把持を行うようにしてもよい。
【０１０３】
　また、上記第１実施形態では、検出した接触位置に基づいて把持対象物の位置情報を修
正する位置補正機能を使用するか否かを、ユーザによる制御装置４０への設定に基づいて
決定するように構成し、上記第２実施形態では、位置情報と検出した接触位置との位置ず
れの大きさに基づいて決定するように構成し、上記第３実施形態では、移動台車３５０の
移動量、および、位置情報と検出した接触位置との位置ずれの大きさに基づいて決定する
ように構成した例を示したが、本発明はこれに限られない。本発明では、検出した接触位
置に基づいて把持対象物の位置情報を修正する位置補正機能を使用するか否かを、上記以
外の他の判断基準に基づいて決定してもよい。
【０１０４】
　また、上記第１～第３実施形態では、検出した接触位置に基づいて把持対象物の位置情
報および姿勢情報を修正する例を説明したが、本発明はこれに限られない。本発明では、
検出した接触位置に基づいて把持対象物の位置情報のみを修正するように構成してもよい
。
【０１０５】
　また、上記第１～第３実施形態では、把持対象物１１０の把持動作における、多指ハン
ド部２０の力制御として、インピーダンス制御を行うことにより、多指ハンド部２０（指
部２１、２２および２３）を把持対象物１１０の位置が変化しないような強さで（いわゆ
る柔らかい接触で）把持対象物１１０に接触させるように構成した例を示したが、本発明
はこれに限られない。本発明では、インピーダンス制御以外の力制御を行うことにより、
多指ハンド部を把持対象物の位置が変化しないような強さで（いわゆる柔らかい接触で）
把持対象物に接触させるように制御してもよい。また、力制御を行うことなく多指ハンド
部を把持対象物に接触させるように構成してもよい。
【０１０６】
　また、上記第１～第３実施形態では、対象物データベース４４と、画像処理部４３によ
り取得された対象物の形状情報とを照合して把持対象物１１０の寸法情報を取得するよう
に構成した例を示したが、本発明はこれに限られない。本発明では、寸法情報を取得する
ことなく、画像処理部４３により取得された対象物の位置情報と、姿勢情報と、形状情報
とに基づいて、把持対象物に対する接触動作を行うように構成してもよい。
【０１０７】
　また、上記第１～第３実施形態では、制御装置が対象物データベースを含むように構成
した例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、対象物データベースを外部の
サーバに設けるとともに、制御装置が外部のサーバにアクセスして、把持対象物の寸法情
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報や把持形態データなどの対象物データベースの情報を取得するように構成してもよい。
【０１０８】
　また、上記第３実施形態では、ロボット装置３００に４輪の移動台車３５０を設け、移
動台車３５０に制御装置３４０を内蔵した例を示したが、本発明はこれに限られない。本
発明では、移動台車を４輪にする必要はなく、移動台車に制御装置を内蔵する必要もない
。移動台車は、３輪でもよいし、クローラ（無限軌道）型でもよく、レールなどの軌道上
を移動するように構成してもよい。制御装置は、移動台車の内部に設けてもよいし、移動
台車の外部に設けてもよい。
【符号の説明】
【０１０９】
　１０　ロボットアーム
　２０　多指ハンド部
　２１ａ、２２ａ、２３ａ　力センサ（指先力センサ）
　３０　視覚センサ（検出手段）
　４０、２４０、３４０　制御装置（制御部）
　４３　画像処理部（情報取得手段）
　４４　対象物データベース（データベース）
　１００、２００、３００　ロボット装置
　３５０　移動台車

【図１】 【図２】
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