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3次元CADデータ駆動型自律組立ロボットセルシステム
3D-CAD-Data-Driven Autonomous Assembly Robot Cell System
小島　悟理＊ 坂木　泰三＊ 上石　幸拓＊ 橋本　秀紀＊＊

Satori KOJIMA Taizou SAKAKI Yukihiro AGEISHI Hideki HASHIMOTO

要　　　旨
生産システムの自律性を高めるために，3次元CADデータ駆動型組立ロボットセルシ

ステムを提案した．これは近年の消費者ニーズの多様化を反映するもので，製造業では
頻繁に行われる機種切り替えに柔軟に対応できる自律分散型組立生産システムを目指し
ている．このシステムは，製品設計段階で設計者が意図している組立に必要な情報に注
目し，予め抽出して組立モデルとしてCADデータに定義することにより，組立工程計画
や組立作業計画を自動的に行う．さらにモデルベースの物体認識により仮想の世界と現
実世界との誤差を自律的に補正する機能をロボットに持たせることにより実際に組立を
行う．

ABSTRACT
A 3D-CAD-data driven Autonomous Assembly Robot Cell（ARC）system is

proposed in order to cope with the frequent change on design and amount to
match the customers’demand promptly and flexibly.  Focusing on the
information provided by the designers during the development process, the
necessary data are extracted and integrated into Product Model as Assembly
Model Data（AMD）.  Using the ARC which is complimented the CAD data and
AMD corresponding to each part, it is able to plan assembly process and
sequence automatically, and to make production using via an autonomous robot
cell based on the function of 3D object recognition.
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1．背景と目的

通産省が欧米先進工業国等に呼びかけて開始された
次世代知的生産システムに関する国際共同研究プログ
ラムIMS（Intelligent Manufacturing Systems）1）は本
格的な国際体制ができて3年になる．本研究はこのIMS
プログラムの下で，国際的に承認され展開中のプロジ
ェクトGlobeman212）の傘下で行われており，東京大学
生産技術研究所との共同研究の成果である．IMS参加
企業間の議論では，中央集権的集中管理システムと特
徴づけられる従来型CIMの限界と新しい模索の対象と
して自律分散型生産システムの新たな可能性について
明らかにしてきた．

また，設備投資の効率化を一層高めるために再構築
可能生産システム（Re-configurable Manufacturing
System）の重要性が認識されるようになり，モジュー
ル型生産システム（Modular Manufacturing System）
やセル型生産システム（Cellular Manufacturing
System）構築へ向けた研究が盛んである．

近年消費者のニーズが多様化する中で多品種少量生
産とか変種変量生産の時代が訪れた．製造業では頻繁
に行われる機種切り替えに柔軟に対応できる自律分散
型組立生産システムが求められている．本研究では生
産システムの自律性を高めるために，3次元CADデー
タ駆動型組立ロボットセル（Autonomous Assembly
Robot Cell）システム（以下，ARCシステムという）を提
案する．

製品設計段階で設計者が意図している組立に必要な
情報に注目し，予め抽出して組立モデル（Assembly
Model Data：以下，AMDという）としてCADデータに
定義することにより，これを用いて組立工程計画や組
立作業計画を自動的に行い，さらにモデルベースの物
体認識により仮想の世界と現実世界との誤差を自律的
に補正する機能をロボットに持たせることにより実際
に組立を行うことを狙う．

2．システム構成と方法

Fig.1に研究用に開発したARCシステムの構成を示
す．全体は大きく分けて，ロボット・シミュレータ，タ
スクプランナ，ハンドアイシステムの 3つの自律的な構
成要素（モジュール）からなり，それぞれがネットワーク
に繋がっている．各モジュールにはこのネットワークを
通じて部品のCADデータが供給され，それぞれが協調
して実際の組立を実現する．

タスクプランナでは，ロボット・シミュレータで計算
された作業コストとCADデータをもとに最適な組立作
業を計画する．ロボット・シミュレータは，作業コスト
計算の他にロボットの干渉・動作チェック，タスクプロ
グラミングとロボットの制御，シミュレータ中の仮想
世界とロボットの現実世界との間に存在する位置誤差
を学習する機能を持つ．ハンドアイシステムでは，ロ
ボットの手先に取り付けられたLRF（Laser Range
Finder）から得られた距離画像を処理し，製品モデルと
比較して組立部品の位置・姿勢を推定して、部品の把
持，組立を行う．

以下，AMDと各モジュールの働きについて詳しく述
べる．

Fig.1 3D-CAD-Data-Driven Autonomous Assembly
Robot Cell System 注1），注2），注3）

Table 1 Assembly Model Data



2-1 AMD
組立に必要な情報は，本研究の中で予め抽出して

AMDとしてCADデータに付加している．現在のとこ
ろAMDは，CADデータに含まれている製品・ユニット
の組立図，部品形状データ，部品IDの他に，部品間の
接続・干渉情報を記述したリエゾングラフ3）と部品把持
姿勢，部品の挿入方向，部品を把持するためのハンド
ID，治具ID，組立順序，組立方法が含まれている．こ
れらのAMDをIGES形式で定義し，モジュール間のデ
ータ交換を可能にしている．現在定義しているAMDを
Table 1に示す．これがARCシステムの入力となる．

本研究を進めて行く上で，AMDは必要に応じて適宜
加えられ，そのデータ形式も改良される．
2-2 ハンドアイシステム

ロボットは垂直多関節型のマニピュレータで，部品
を把持するための複数のハンドをハンドレストに備え
ており，手先のAHC（Automatic Hand Changer）によ
り交換可能である．ハンドは部品毎にIDで識別され，
把持する前に交換される．物体を把持するときには，
手先に取り付けたLRFを用いて把持対象の距離画像を
撮り，PC（Fig.1）で製品モデルとマッチングすることで
その位置・姿勢を推定し，柔軟に部品を把持，組立する
ことができる4）．マッチングアルゴリズムにはICP

（Iterative Closest Points）アルゴリズムを用いている5）．
開発したハンドアイシステムの概観をFig.2 に示す．

2-3 ロボット・シミュレータ
ロボット・シミュレータの役割は，組立作業コスト計

算とロボットの干渉・動作チェック，タスクプログラミ
ングとロボットの制御，シミュレータ内の仮想世界と
ロボットの現実世界との間に存在する位置誤差の学習
である．
2-3-1 組立作業コスト計算とロボットの干渉・動作チェック

組立作業コスト計算は，タスクプランナより送られ
てきた組立作業をロボット・シミュレータ内で実現し，

その作業にかかったコストを計算する．その計算結果
はタスクプランナに送られ，組立作業計画に用いられ
る．現在，便宜的に組立作業コストは組立作業時間を
用いている．ロボット・シミュレータでは，組立作業時
間の他にハンド交換時間と治具固定時間のそれぞれの
期待値というロボットに依存するパラメータを求める．

CADデータのみから組立作業の自動計画を行う場
合，部品レベルで組立が可能であっても，実際にはロ
ボットやハンドと部品の間に干渉が生じるといった可
能性がある．このような干渉は，製品のCADデータの
みならずロボットの形状・仕様にも依存するので，ロボ
ット・シミュレータの導入は不可欠である．
2-3-2 タスクプログラミングとロボットの制御

ロボットのタスクプログラム（移動，ハンド交換，部
品把持，部品リリース）を予め保持し，タスクプランナ
によって作成された作業計画に応じてこれらを並べ替
えてタスクプログラムを自動生成し，これを用いてロ
ボットを制御する．組立位置等のパラメータはCADデ
ータから抽出され，対象を把持するときにはハンドア
イシステムによる位置・姿勢推定結果をもとにシミュレ
ータで動作を確認してから，そのパラメータを用いて
ロボットに起動をかけるという手順を取る．
2-3-3 仮想世界と現実世界との間に存在する位置誤差の学習

ロボットの持つ誤差としてロボットアームの寸法誤
差，ロボット関節の組み付け誤差，ロボットの据え付
け誤差等が生じるためにシミュレータ内の仮想世界と
ロボットの現実世界との間には多少の位置誤差が存在
する．この位置誤差の存在がオフライン・ティーチング
を難しくしているため，これを自律的に学習すること
は重要である．

ペグインホールタスク（ペグを穴に挿入する作業）を繰
り返すことにより位置誤差を学習する場合を例にして，
その方法を述べる．学習のレベルはセンサレベル，反
射レベル，無意識レベル，意識レベルに階層化でき，
それぞれのレベルはセンサ，位置誤差学習フィルタ，
軌道生成部，作業指示部に相当する．シミュレータ内
に擬似的に発生させた誤差環境の中で，ペグインホー
ルタスクを繰り返し行い，接触センサにより干渉チェ
ックを行ってタスクの良否判定を行う．位置誤差学習
フィルタにニューラルネット，遺伝アルゴリズムを用い，
タスクの良否によりフィルタのパラメータを学習する．
このパラメータに基づき次のタスクの軌道を再生成し，
学習が終了するまでこのタスクを繰り返す．

Fig.3に本研究で提案している分散知能システムのス
キームを示す．これは分散知能システムの階層構造を
表し，各列が1 つの知能的な機能（例えば，外界センサ）
を表している．このシステムはそれぞれのブロックがモ

Fig.2 Overall of Hand Eye System
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ジュール化されており，データ交換のインターフェース
を備えているため，それぞれのモジュールは交換可能
である．また，列を追加する（センサを増やす）ことによ
り機能拡張が容易に行える．モジュール間のインター
フェースを評価することや，データ形式の標準化はこ
の研究の重要なテーマである．

2-4 タスクプランナ
タスクプランナでは，ロボット・シミュレータで計算さ

れた作業コストとCADデータをもとに最適な組立作業
を計画する．組立作業計画を行う手順をFig.4に示す．
ここで用いられる入力データは，目標生産量とラインの
稼働時間といった状況によって変わるパラメータと，製
品モデルから抽出される部品間の接続・干渉情報がある．

以下，タスクプランナの各要素について述べる．

2-4-1 タクトタイムの計算
目標生産量とライン稼働時間を入力することにより，

以下の式からタクトタイム（生産ライン全体のサイクル
タイム）が求められる．

T
tact
＝（T

work
×L）／P （1）

なお，T
work

はライン稼働時間，Pは目標生産量，Lは構
成するライン数である．
2-4-2 サブアセンブリの抽出

リエゾングラフの接続情報から得られる組立対象内
のすべての組立作業について，ロボット・シミュレータ
を用いて組立作業コスト計算をし，さらにハンド交換
時間と治具固定時間のそれぞれの期待値というロボッ
トに依存するパラメータを求める．

組立作業コスト計算が完了したら，この値とリエゾ
ングラフの接続・干渉情報を用いて，サブアセンブリの
抽出とその組立に要する時間の計算を行う．サブアセ
ンブリの抽出は，以降の組立作業割当や組立順序計画
において探索空間を抑えるためだけでなく，計画の正
当性のチェックをもする．

リエゾングラフを利用した組付け方向の特定はさま
ざまな場面で行われている6）．これを応用して，リエゾ
ングラフからサブアセンブリの抽出を行う．このときサ
ブアセンブリは，その組立対象の作業計画を行う上で，
組立途中状態（中間製品）として存在する可能性がある
部分組立であると言える．サブアセンブリの組立に要
する時間は，次の式によって決定する．

T＝Σt
ｉ
＋（Hー1）×T

H
（2）

ここで，t
ｉ
はサブアセンブリ内にある部品の組立作業

時間，Hは作成するときに使用するハンドの種類の数，
T

H
はハンド交換時間の期待値である．第1項はロボッ

トの組立作業そのものに要する時間の項，第2項はハン
ドの交換に要する時間の項である．第2項は，このサブ
アセンブリを 1つ組立てるときにハンド交換を最も効率
よく行った場合の値である．

サブアセンブリの組立に要する時間が，式（1）で求め
たタクトタイムを満足するすべてのサブアセンブリをリ
エゾングラフから切り出して抽出する．
2-4-3 組立作業割当

入力データからタクトタイムとサブアセンブリ，およ
び組立作業時間等のロボットに依存するパラメータを
求めた後は，組立作業全体を生産ライン上の各ロボッ
トに割当てる．ラインの構成は直列型とは限らず，並
列作業を許す．ここでは，各ロボットの作業時間がタ
クトタイム以内で，リソースの数が最小となる計画を
立てることにする．もちろんリソースの数は計画の評
価基準の 1つに過ぎず，他にも考慮しなくてはならない
評価基準があるが，ここでは各ロボットの作業時間の
均等性とリソースの数を基準とする．数種類あるリソ

Fig.4 Flowchart of Assembly Process Planning

Fig.3 Distributed Intelligent System
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ースの最適化の優先順位は，ロボット，治具，ハンド，
パーツフィーダとする．

2-4-4 組立順序計画
各ロボットに割当てられた組立作業について，その順

序を最適化する．割当てられた部品のリエゾングラフか
らすべての組立順序をペトリネットで記述し，その中で
準最適な組立順序を求める7）．最適化の評価関数とし
てはロボットの組立作業時間を用い，ローカルサーチ，
タブーサーチを用いて準最適な組立順序を探索する．

3．実験結果

3-1 組立作業割当
Fig.5に示す25部品からなる組立解析例を用いて組立

作業割当を行った結果をFig.6に示す．Fig.6中の丸数字
はロボットを表し，英数字はFig.5の各部品に対応してお
り，全部で 9台のロボットに25部品が割当てられた様子
を表している．組立は左から右へ流れ，4階層に分かれ
ており，同じ階層にあるロボットは並列的に作業を行う．

次に，Table 2に生産量毎に構成ライン数を変化させ
た場合の使用ロボット数の変化を示す．この表を見る
と，構成ライン数を増加させる方が，ロボット数が最
小となる場合が存在することがわかる．これはすべて
同一のロボットで組立てると仮定したことにより，半
端な作業にも 1台のロボットが割当てられることによ
る．もちろんライン数を増加させると，ロボット以外
のリソースは同じ物をライン数分用意しなくてはなら
ないので，厳密に総合的なコスト計算をする必要があ
るが，場合によってはライン数を増やした方が経済的
に有利である可能性が示された．

3-2 組立順序計画
Fig.7に組立解析例として用いた 9部品からなる機械部
品のユニットの概観と接続関係のリエゾングラフを示
す．

Fig.7 An example of an assembled unit

Table 2 Relation between number of robots and lines,
and amount of production

Fig.6 A simulation result

Fig.5 An Experimental assembly unit consisted of 25
parts
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Fig.8に生成された組立順序ペトリネットを示す．こ
の組立順序ペトリネットはFig.7のリエゾングラフから
自動生成され，その中から準最適な組立順序が探索さ
れた．9部品の組立順序を全探索する場合，その組み合
わせは 9！通り存在し，解析することが困難であるが，
リエゾングラフと拘束条件を用いることにより，サブ
アセンブリ数は46通り，組立順序の組み合わせ数は672
通りに制限することができた．
3-3 ハンドアイシステムによる組立実験

以上に示した組立作業計画によって自動プログラミ
ングされたタスクプログラムと，ハンドアイシステムに
よる対象認識機能を用いて，Fig.9に示す 3部品の簡単
な組立を実際に行った．

4．結論と今後の展開

本研究で提案し，開発したARCシステムを紹介し，
その自律的なモジュールの機能について述べた．また，
組立対象製品のCADデータから組立作業を自動計画

し，その計画によって自動プログラミングされたタス
クプログラムにより，対象認識機能を装備したハンド
アイシステムを用いて簡単な組立が実際に行えるとい
う原理的な確認ができた．しかし，実際のより複雑な
組立では部品の位置姿勢推定誤差や収束時間の問題が
ある．

今後の課題として，以下のことが挙げられる．
・実用的な製品モデルの適用
・AMDの評価方法の実用レベルでの開発
・人の知識をインタラクティブに入力するインターフェ
イスの開発

・外界認識機能の拡充
・分散知能モジュールの実組立作業への適用
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Fig.9 An experimental Model and its Petri Net model

Fig.8 Petri Net of assembling sequence generated from
the liaison graphs
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