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Abstract— This paper describes an object grasping strategy based on object’s 3D surface model. We assume that an
object model is acquired from multiple sensors mounted on a robot which automatically plans and grasps objects based
on their 3D model. Grasping pose is planned as follows: 1)Using an object model which is represented by oriented points,
multiple grasp candidates are selected by searching large contact areas between the manipulator to points based on normal
vector of the object’s surface, 2)An unique grasping pose is determined from these candidates by calculating the motion
cost of the manipulator. Experimental results show our developed autonomous grasp planning and grasping behaviour
based on 3D surface model.
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1. はじめに
本稿では、物体の密な三次元形状モデルを基にした、

把持計画手法を提案する。物体のモデルは、ロボット
がセンサデータから自動生成すると想定する。このモ
デルに対して、二本の平面指で構成されたハンドによ
る物体の把持計画を立て、把持動作を実現する。
従来、実環境で動作するロボットが、物体を操作する

研究が存在する。物体に人工マーカなどを貼付したり
1)3)、あらかじめ与えた物体のモデルを基に、Bin Picking
を行う研究 2) がある。これらの研究では、ロボットに
新たな種類の物体について作業を行わせる際、物体の
形状や把持箇所、それに対する動作を人手で与える必
要がある。しかし、環境中を自由に移動できるロボット
にとっては、実環境に存在する多くの物体が操作の対
象となり得るため、ロボットもしくは物体に事前知識
を持たせるこれらのアプローチには、限界がある。
本研究の目的は、物体の密な三次元形状モデルを入

力として、物体の把持動作を自律的に行う移動マニピュ
レータを構築することである。密な三次元モデルは、ロ
ボットに搭載したカメラやLRFなどの外界センサから、
自動で獲得する。これを利用して把持計画を行い、物
体を把持する。このロボットシステムでは、物体のモ
デルをその場で生成するため、その物体の把持方法も、
ロボットが自動で生成しなければならない。あらかじ
めモデルが与えられる場合に比べ、困難な条件下で把
持計画を行う必要がある。
筆者らは以前、物体の三次元モデリング手法を提案

した。そこでは、物体形状の事前知識やマーカを与え
ることなしに、物体の三次元形状モデルを移動ロボッ
トで自動生成した 6)。本稿では、自動生成したモデル
の利用を想定した物体の把持計画手法と、それに基づ
いた把持の基礎実験について述べる。

2. 問題設定とアプローチ
2·1 問題設定
把持の対象とする小型物体には、以下の仮定を置く。

• 物体は人間の片手に納まる程度の大きさで、軽量
な剛体である

• 十分な接触面積を確保して把持できれば、物体と
ハンド間に滑りは起きない

• 物体の形状モデルは、方向付き点群 5)で与えられる

移動ロボットに搭載するハンドは、小型、軽量な機構
のものが適しているため。本研究では、二つの平行な
平面指で構成される二指ハンドを想定する。

2·2 課題とアプローチ
本研究での把持計画は、入力された物体の三次元形

状モデルに対し、マニピュレータが動作可能な範囲で、
物体の把持姿勢を見つけることである。具体的には、三
次元点群の並びである形状モデルから、物体とハンド
が接する面積をなるべく大きくするようなハンドの姿
勢を選出し、そこからマニピュレータで掴みやすい姿
勢を選択する。ここでの把持計画における課題は、把持
姿勢の探索空間をいかに効率よく削減できるかである。
提案手法では、探索空間の削減を二段階で行う。

• 点群の位置と、物体表面の法線成分から、物体を
構成する形状要素（平面、円筒形状、その他）を
判定する。この結果を次項の処理に反映し、想定
する二指ハンドでは把持不可能な部分を、探索処
理から除く。

• 物体のある領域に、片方の指が接するとしたとき、
もう一方の指との挟み込みで、安定した把持が可
能かどうかを調べる。また、二指の位置関係がハ
ンドの最大開き幅以内に収まるかどうかを調べる。
これらの条件をクリアした場合のみ、探索処理へ
移行する。

探索空間の削減の詳細については、次章で述べる。

3. 把持計画
3·1 方向付き点群
把持計画の効率化のために、物体モデルを「方向付

き点群」として表現する。方向付き点とは、物体の復
元形状を構成する三次元点に、物体表面に対する法線
成分を持たせたものである。
方向付き点には、周囲の三次元点との関係や、ハン

ドとの接触状態の議論がしやすくなるなどの利点があ
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(1)平面上の方向付き点→方向成分の誤差小

(2)円筒形状を構成する方向付き点→一方向に誤差

(3)球面、他の曲面を構成する方向付き点→二方向に誤差

Fig.1方向付き点の持ちうる方向誤差

る。また、方向付き点群は、密な三次元モデルから容易
に生成できるため、ロボットに搭載したカメラや LRF
などの外界センサで、自動的に獲得できる。そのため、
本研究のような、自律動作を行うロボットでの利用に
適している。

3·2 把持計画の流れ
提案する把持計画の流れは、以下のようである。

(1) 形状要素の判別

物体の形状を (1)平面 (2)円筒形状 (3)その他、に
クラス分けする。

(2) 探索すべき voxel集団の生成

入力された方向付き点群を voxel空間に統合し、形
状モデルを voxel集団として再構成する。これによ
り、方向付き点群の誤差の軽減化と、データ量の
削減を図る。

(3) 把持姿勢の候補選出

(1)、(2)の結果から得られた voxel集団について、
ハンドの把持姿勢の候補を探索する。ハンドの指
平面と物体との接触面積がなるべく大きくなるよ
うな把持姿勢の候補を探す。

(4) 把持姿勢の決定

得られた複数の候補のうち、マニピュレータの動
作コストを最小にするものを把持姿勢として決定
する。

3·3 探索候補の選出
方向付き点群を基に、ハンドが安定して把持できる

箇所を探索する。ただし、方向付き点群はデータ量が
多いため、探索量を削減する必要がある。そこで、以下
の評価基準を元に方向付き点を評価し、取捨選択する。

3·3.1 形状要素の利用
方向付き点は、位置 (x,y,z)と方向 (nx,ny,nz)を有し

ている。そこで、ここから形状に関する特徴量を抽出
する。本研究では、Hough変換を用いる 5)。具体的に
は、三次元平面の式 (1)に基づき、方向付き点をHough
空間へ射影する。

ρ = xnx + yny + znz (1)

この式に従って Hough変換を行った場合、以下の特性
が見られる。
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方向付き点aの負方向に相対点bが存在する→aを残す

方向付き点cの負方向に相対点が存在しない→cを消去

Oriented Point

Fig.2相対する方向付き点の探索

• x-y-z空間で平面を構成する点群は、Hough空間上
で一点に集中する。

• 円筒形状のように、ある方向に対する曲率が、0に
近い曲面を構成する点群は、Hough空間では空間
曲線状になる。

• 球面や、他の二次曲面を構成する点群は、Hough空
間では平面になったり、曲面状に大きく散らばる。

これより、Hough空間における方向付き点群の分布を分
析し、x-y-z空間での平面、円筒形状、その他の判別を
行う。この判別結果を、個々の方向付き点に付加する。
形状要素は、Fig.1のように、平面に分類された方向

付き点は方向成分の誤差が小さく、円筒に分類された
方向付き点は、方向成分の誤差が一方向にのみ大きい
などとすることで、探索処理の削減に役立てる。

3·3.2 voxel空間への統合

方向付き点群を voxel 空間に統合し、形状モデルを
voxel集団として再構成する。これにより、方向付き点
群の誤差を軽減化と、データ量の削減を図る。voxelの
サイズは、把持動作において、ハンドが許容できる誤
差の大きさから決定する。
方向付き点を voxel空間へ投票する処理では、各 voxel

には複数の方向付き点が投票されるため、これらの方向
成分の平均を取るなどして、代表値を求める。各 voxel
の形状要素については、その voxelに投票された各方向
付き点が保持する形状要素から、一番多く投票された
ものとする。以上より、方向付き点群を、方向と形状
要素を付加した voxel集団に変換する。

3·3.3 相対する voxelの位置と方向成分の調査

本研究では、二つの平行な平面指で物体を挟みこみ、
把持動作を行う。この挟みこみが成立するためには、あ
る voxelに対し、方向成分と垂直に指平面を接触させた
とき、その voxelの負方向に、もう一方の指平面とほぼ
垂直に接触する voxelが必要である。この voxelを、相
対する voxelと呼ぶ。
明らかに把持に利用できない voxelを除去するため、

すべての voxelについて、相対する voxelの有無を調べ
る。存在しなければ、現在の voxelを消去する。概念図
を Fig.2に示す。ここでは、相対する voxelの探索範囲
を、3.3.1の結果を元に定める。具体的には、形状要素
が平面であれば、その点は方向成分の誤差が小さいと
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Fig.3マニピュレータ

見なし、探索範囲をハンドの指部分の横幅分とする。形
状要素が平面以外であれば、ハンドの横幅分に、Fig.1
に基づく角度分の誤差を加えて、放射状の探索範囲を
設定する。
また、相対する voxelが見つかったとしても、voxel

間の距離がハンドの開き幅より大きな場合は、現在の
voxelを消去する。

3·4 把持姿勢の探索
前節の処理で得られた voxel集団について、把持姿勢

の探索処理を行う。生き残っている voxelすべてについ
て、指平面を voxelの法線方向周りに回転させることで
探索を行い、把持可能かどうかを調べる。二枚の指平
面間の距離がハンドの開き幅よりも小さいか、物体と
平面の接触量が所定の閾値以上であるか、の判断基準
により、把持姿勢の候補を算出する。以上より、物体を
十分に把持可能と判断された把持姿勢を、ハンドの位
置座標 (dx dy dz)と、姿勢を表すベクトル (a b c) をパ
ラメータとして、記録する。この候補は、一般に複数
個得られる。

3·5 把持姿勢の決定とプランニング
算出された把持候補の中から、把持姿勢を唯一に決

定する。具体的には、(1)各把持姿勢の候補に対して、
マニピュレータが実際に姿勢を取りうるか、(2)把持姿
勢が存在する場合に各関節の動作コストが小さいか、と
いった二つの基準を元に評価し、動作コストがを最小
となる把持姿勢を選択する。
動作コストは、マニピュレータ (Fig.3)の動作範囲が

なるべく小さくなるよう、関節角 θ1～θ4の総和とする。
角関節角は、把持姿勢により指定される手先の位置姿
勢から、それぞれ以下のように求められる。(復号同順)
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Fig.4把持動作

Fig.5 GUI

把持動作のプランニングでは、周りに対象物以外の
物体が存在しないとし、基本的な流れを以下のようにす
る。まず、サブゴールとして、選出した把持姿勢から、
ハンドを指の長さ分だけ後退させた姿勢をとる (Fig.4,
Pose A)。その姿勢に対して、把持姿勢まで手先を直線
追従させ、掌底を物体へ接触させた後、挟み込み把持
を行う (Fig.4, Pose B)。

4. 実験
4·1 システム構成
マ ニ ピュレ ー タ と し て 、Neuronics 社 製 の

KatanaII(HD-6M) を利用した。KatanaII は、5 つ
の関節を持つアームと、開閉機構を有する二指ハンド
で構成される。このマニピュレータとデスクトップ
PC(Pentium IV 2.8GHz) をシリアル通信を介して接続
し、デスクトップ PCでは、把持計画、GUIでの表示・
入力、把持動作の実行命令を行った。
マニピュレータの動作指示は、GUI(Fig.5)を介して

行われる。物体のモデルを人手で選択し、それを基に
把持計画と把持動作を自動で行わせる。GUIでは、把
持計画の結果の提示や、把持動作のシミュレーション
が可能である。

4·2 シミュレーション
本研究の把持計画は、外界センサより得た物体モデ

ルの入力を想定しているため、誤差に頑強な必要があ



決定された把持箇所

把持姿勢
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Fig.7 Experimental Result

る。そこで、人手で生成した形状モデルに誤差を与え
て、把持のシミュレーションを行い、提案手法による
把持姿勢選出の安定性を調べた。
形状モデルは方向付き点群で表されるため、方向付

き点の位置成分、方向成分のそれぞれに、正規分布の
誤差を与えてシミュレーションを行った。ここでの把
持対象物は、40x140x100mmの直方体とし、形状モデ
ルは 10400点の密な方向付き点群として定義した。
このシミュレーションでは、安定した把持計画がで

きるのは、最大位置誤差が 8mm、最大角度誤差が 24度
までであった。これより誤差が小さい場合には、全て
の試行で、誤差を与える前の物体モデルと指平面がよ
く接触するような、ハンドの把持姿勢を見つけること
ができた。最大誤差を上述の値としたとき、安定した
把持姿勢が得られたのは、15回の試行のうち 13回に留

まった。
一方で、誤差をこれ以上増やした場合には、把持姿

勢の候補は見つかるものの、その姿勢が物体形状に対
して斜めになるなど、不安定になることが多くなった。
ただし、これらの誤差の影響に対しては、ハンドの姿
勢を微調整する処理などを追加すれば、対処できる可
能性がある。

4·3 把持実験
構築したマニピュレータシステムにより、物体の把

持実験を行った。マニピュレータの 200mm 前方に、
40x140x100mmの直方体を設置した。モデルは人手で
生成し、各方向付き点の位置成分に最大 5mm、方向成
分に最大 10度の、正規分布の誤差を与えた。
把持実験では、GUIを起動後、直方体の形状モデル

を選択し、以後の把持計画と把持動作を、ロボットに
自動で行わせた。把持計画については、把持姿勢の候
補算出に 6sec、マニピュレータの把持姿勢決定までに、
300msecを要した。把持姿勢の候補は 229箇所得られ、
最終的に Fig.6のような把持姿勢が選択された。この結
果を基に、Fig.7に示すような把持動作を実現した。

5. まとめ
物体の密な三次元モデルを入力として、物体の把持

動作を自律的に行うロボットシステムを構築した。本
システムでは、人間が指示した物体に対して、把持計
画、把持動作をすべて自動で行うことができる。
今後の課題として、本システムの枠組みを移動マニ

ピュレータに適用することと、形状モデルの自動獲得
6) との連係がある。
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