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 In this paper, we propose an end-effector positioning method that can handle various obstacle placements and 

target object shapes. In the proposed method, two Convolutional Neural Networks (CNNs) are used to obtain ideal 
movement and avoidance movement, then these outputs and other conditions such as movable ranges of each joint are 
used to calculate a final movement by means of Quadratic Programming (QP) method. First, training data is collected 
in a virtualized environment in the physics simulator. This reduces the load on the actual experiment. On the other hand, 
the same environment is also used while the robot is actually performing visual servoing. This method enables visual 
servoing that is not affected by changes in the texture of a real environment. We confirmed that the proposed method 
was successful even if the target object is largely hidden by obstacles. 
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1. 緒言 
製造現場において，ロボットに必要な作業の一つにピッキ

ング作業がある．例えば，製品の組み立てや梱包の作業は，

基本的に製品のピッキングをすることから始まる．このよう

な作業では，ロボットがエンドエフェクタを動かして適切な

方向から目標物に近づけてから，目標を把持する．この動作

を実行するための手法の一つとしてビジュアルサーボがあ

る．ビジュアルサーボでは，現在のカメラ画像と目標状態の

カメラ画像を入力とすることで，現在の状態から目標の状態

に遷移するためのロボットの関節角度変位を出力する．メリ

ットして，入力画像を得ることができれば直後に動作が可能

であり，動的な環境にも対応しやすいという点がある．一方

で，画像の背景の変化や目標物の変化に対応するのが難しい

という欠点も存在する． 

川越ら[1]は，RGB-D センサを用いて現実の作業環境をシミ

ュレーション環境にて再現し，再現したシミュレーション環

境上で位置決め動作を実行する手法を提案した．これにより，

現実環境での背景や目標物に付与された模様の変化に影響さ

れずに位置決めすることを可能とした．また，CNN を用いた

ビジュアルサーボを実装することにより，目標物の形状の変

化にも対応可能にしている．本研究では，この手法を踏襲しさ

らに障害物が存在する環境に対応できるように拡張すること

を目的とした．本稿ではシミュレーション環境にて，多様な障

害物配置と目標物の形状の変化に対応可能な位置決め手法を

提案する． 

 

2. 位置決め手法の概要 
2.1 手法の全体構成 

図 1 は，提案するビジュアルサーボの全体構成を示してい

る．入力データは，現在のカラー画像と最終的に撮影されるべ

きカラー画像のペアである．このうち現在画像は，障害物から

離れる動きを生成するための CNN へ入力される．以後，この

CNN を𝐶𝑁𝑁𝑎𝑣𝑜𝑖𝑑と称する．一方で，もうひとつの CNN では

現在画像とゴール画像の両方を受け取り，手首カメラを目標

姿勢へ移動させるための手先の移動量を生成する．以後，この

CNN を𝐶𝑁𝑁𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑎𝑐ℎと称する．その後，二つの CNN からの出

力が得られたら，それらを利用して手先の姿勢変位量�́�𝑔を算

出する． 

ただし�́�𝑔は，ロボットで実現可能な量であるとは限らない．

また，その動きのせいで対象物が一時的に視野から外れてし

まうと，ビジュアルサーボを破綻させる可能性がある．そこで，

いくつかの制約を加えて出力の調整をおこなう．具体的には，

各関節角度の可動範囲と，把持対象物をカメラの視野内に収

めるための制約をかけて二次計画法を適用する．この結果を

マニピュレータの各関節への動作指令とする． 

 

2.2 CNNを用いた目標姿勢変位生成 

図 2 は，提案手法で使用した CNN の構造を表している．ゴ

ール画像を再現するための動作を生成するための

𝐶𝑁𝑁𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑎𝑐ℎは，手先の姿勢変位𝒗𝑔 = (𝑣𝑥, 𝑣𝑦 , 𝑣𝑧, 𝑣𝜙, 𝑣𝜃 , 𝑣𝜓)を出

力する．ネットワークの構造は，川越ら[1]の研究において使

用されたものと同じものを用いた．文献[1]の CNN の構成は，

Fischer et al.[2]のオプティカルフローの推定を行うネットワー

Figure 1. The overall structure of the proposed visual 

servoing.  



クとして提案されている FlowNetSimple を一部改変したもの

である． 

𝐶𝑁𝑁𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑎𝑐ℎの学習方法は次のようである．まず，シミュレ

ータ内のテーブル上に把持対象物を置く．そして，把持対象物

がカメラに映りこむ視点であることを前提として，ランダム

に設定した手先姿勢で画像を撮影し，そこからランダムに移

動させた別の手先姿勢でも画像を撮影する．こうして得た画

像ペアと，二つの手先姿勢の間の移動ベクトルの組を大量に

収集する．そして，画像ペアを入力に，移動ベクトルを出力に

設定することで，ネットワークの重みを学習する． 

 

2.3 障害物回避のための CNN 

障害物回避のための動作を出力する𝐶𝑁𝑁𝑎𝑣𝑜𝑖𝑑は，衝突の回避

しやすさを表現する評価値マップを出力する．入力は現在の

カラー画像のみである．入力以降のネットワークの構造は

 𝐶𝑁𝑁𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑎𝑐ℎと同様であるが，出力部分は，評価値マップの値

を並べたベクトルである． 

適切な評価値マップを出力する能力を学習させるために，評

価値マップの正解データを作成する必要がある．ここでは，そ

の作成方法を説明する．まず，シミュレータ内のテーブル上に，

把持対象物を置く．それに加えて，障害物の位置と形状をラン

ダムに変えてテーブル上に置く．次に，各障害物を小さな立方

体の集まりに近似して，各立方体の中心を障害物要素とする．

次に，現在の手先位置の周辺に単位球を定義して，球面上に適

切な間隔で観測点を置く．そして，手先位置から𝑛番目の観測

点に向かうベクトルを𝒈𝑛とする．そして，各障害物要素に対

して，手先位置からそれぞれの要素へのベクトルを𝒗𝑜𝑚(𝑚 は

障害物要素のシリアル番号)とする．これらを用いて，𝒈𝑛にお

ける評価値𝐺𝑛を以下の式で算出する． 

𝐺𝑛 = max {𝒈𝑛⋅ 
𝒗𝑜1

‖𝒗𝑜1‖
 , ⋯ , 𝒈𝑛 ⋅  

𝒗𝑜𝑚

‖𝒗𝑜𝑚‖
, 0} (1) 

すなわち，𝒈𝑛と障害物方向のベクトルのコサイン類似度を計

算し，その中で最大のものか０を選び，その観測点の評価値と

する．こうして得られる評価値が小さい観測点ほど，障害物と

の衝突を起こしにくいと考える． 

なお，上述の方法では障害物が手先の近くにある場合に，評

価値が小さい観測点の方向へ動かしても，手先の端が干渉す

る場合がある．それへの対応のため，次の方策を採る．まず，

ハンド部分の両端などに別の中心点を設け，その点から見た

障害物要素へのベクトルと𝒈𝑛とのコサイン類似度を，式(1)の

集合部分に追加する．これにより，手先中心が観測点方向に進

んだときと同様に，手先の端部分が障害物に向かう場合にも

評価値を大きく保つことができる． 

 

2.4 ステップ毎の目標姿勢変位の決定 

A 節，B 節で説明した方法により，手先の姿勢変位に関する

2 種類の出力が得られる．これらを統合して，一つの姿勢変位

ベクトル�́�𝑔を得る． 

手順は次のとおりである．まず評価値𝐺𝑛が所定の閾値を下

回る観測点の中から，𝒈𝑛 ∙ 𝒗𝑔(𝑥𝑦𝑧)の計算結果が最大となるもの

を選ぶ．ここで，𝒗𝑔(𝑥𝑦𝑧)は𝐶𝑁𝑁𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑎𝑐ℎの出力のうちの空間変

位成分である．こうして選ばれた点を𝒈𝑚𝑎𝑥とする．次に，以

下のように姿勢変位ベクトル�́�𝑔を構成する． 

�́�𝑔 = (
|𝒗𝑔(𝑥𝑦𝑧)|𝒈𝑚𝑎𝑥

𝒗𝑔(𝜙𝜃𝜓)
) (2) 

ここで，𝒗𝑔(𝜙𝜃𝜓)は𝒗𝑔の方位変位成分である．  

(2)式は，手先の回転量と手先の平行移動量については，𝒗𝑔

の値を維持する．一方で，手先の動く方向は𝒈𝑚𝑎𝑥に入れ替え

ること意味している．ただし，𝒈𝑚𝑎𝑥は障害物がない方向の中

で，一番対象物に近づく方向を示しているので，障害物回避を

優先したうえで，目標物に近づくことを可能にする．筆者らは，

この考え方が有効であるという知見を経験から得た． 

 

2.5 QP最適化を用いた関節角度変位の決定 

前章で説明した内容により，手先の姿勢変位ベクトルを生

成することができる．しかしながら，その姿勢変位がマニピュ

レータの各関節を動かすことによって実現できるとは限らな

い．よって，ロボットの動きの制約を考慮した調整をおこなっ

たうえで，各関節への動作姿勢を生成する必要がある．本研究

では，二つの制約を考える．一つは，マニピュレータの関節角

度の可動域である．もう一つは，目標物がカメラの視界に対象

物をおさめることである．これらの制約を満たす解を得るた

めに，二次計画法（QP）による最適化を利用する． 

QP の基本形は以下のとおりである． 

minimize  𝑓𝑜 =
1

2
𝒙𝑻𝑸𝒙 + 𝒄𝑻𝒙                            (3) 

s. t.   𝒇𝒄 = 𝐀𝒙 − 𝒃 ≤ 𝟎                               (4) 

ここで，𝑸は実対象行列，𝑨は行列，𝒃, 𝒄はベクトルである．右

肩の T は転置を意味する．目的関数と制約関数が上の式で与

えられるとき，制約関数を満たす𝒙の中で，目的関数を最小と

する𝒙を導出する． 

提案手法では，目的関数を以下のとおりとする． 

minimize  𝑓𝑜 = |𝒗�́� − 𝒗|
2

(5) 

ここで，𝒗�́�はステップごとの手先の目標姿勢変位であり，𝒗は

求めたい姿勢変位である． 

次に，関節角度の変位を𝒒,ヤコビ行列を𝑱としたときの 𝒗 =

𝑱𝒒を代入して，以下のとおり変形する． 

Figure 2. Neural network structure 



minimize 𝑓𝑜 = |𝒗�́� − 𝑱𝒒|
𝟐

= 𝒒𝑻𝑱𝑻𝑱𝒒 − 2𝒗�́�
𝑇𝑱𝒒 + 𝒗�́�

𝑇𝒗�́�     (6) 

一番右側の式において，𝒒𝑻𝑱𝑻𝑱𝒒 − 2𝒗�́�
𝑇𝑱𝒒が最小となる𝒒を求

めればよい．すなわち，式(3)において𝑸 = 𝑱𝑇𝑱，𝒄𝑻 = 𝒙�́�
𝑻𝑱とし

て目的関数を定め，最適化問題をといてやればよい． 

さらに，現実的なロボットの動作を生成するために，いくつ

かの制約を加える．一つ目は，マニピュレータの各関節の可動

範囲である．関節角度の上限および下限を並べたベクトルを

それぞれ�̅�，𝒒としたとき，式(4)の𝑨, 𝒃を以下のように置く． 

𝑨 = (
𝑰

−𝑰
) ,   𝒃 = (

�̅�
−𝒒)                                (7) 

ここで，𝑰は単位行列である． 

別の制約条件として，把持対象物を視界に収め続けるため

の制約をかける．考え方は次のとおりである．まず，現在時刻

𝑡での把持対象物の画像上での座標を𝒆𝑡とする．この座標は，

世界座標系において把持対象物の表面や内部に定義するべき

ものである．例えば，最終手先目標姿勢における手先位置座標

を鉛直下方に一定量（3 章の実験においては，30mm）移動さ

せた位置の三次元座標とする．この座標は，手先カメラの現在

姿勢，カメラパラメータが既知であれば，透視投影変換と座標

変換を用いることで算出することができる．座標𝒆𝑡が次時刻

𝑡 + 1になったときに座標𝒆𝑡+1に移動するとした場合，移動量

は次のように計算できる． 

𝒆𝑡+1 = 𝒆𝑡 + 𝑳𝒗                     (8) 

ここで，𝑳はイメージヤコビアンである．また，𝒗 = 𝑱𝒒である

ため， 

𝒆𝑡+1 = 𝒆𝑡 + 𝑳𝑱𝒒                    (9) 

この𝒆𝑡+1が所定の範囲内に収まるように，次の制約を加える． 

𝒆 < 𝒆𝑘+1 < 𝒆                      (10) 

ここで，𝒆, 𝒆 はそれぞれ，𝒆の存在を許す矩形領域の左上座標

と右下座標である． 

ただし，上で説明した視界の制約を適用した場合，一つの問

題が生じる．それは，視界を保つために把持対象物の方向に手

先を進める動作が出やすくなり，それにより障害物が回避し

にくくなる問題である．この対応策として，位置の変位を優先

した最適化をおこなう方法がある．具体的には，式(5)の方位

成分を小さく補正する．具体的には， 

                       𝑓𝑜 = |𝒗�́� − 𝒗|
2

                                                                  

                 = 𝛥𝑥2 + 𝛥𝑦2 + 𝛥𝑧2 + ω(𝛥𝜙2 + 𝛥𝜃2 + 𝛥𝜓2) (10) 

として，0 < 𝜔 < 1とする． 

 

3. 実験 
3.1 環境設定 

ロボットは，6 自由度の腕部を持つカワダロボティクス製の

HIRO を使用した．また仮想環境には，オープンソースロボッ

トシミュレータの Gazebo[3] を利用した． 

 

3.2 𝑪𝑵𝑵𝒂𝒑𝒑𝒓𝒐𝒂𝒄𝒉の学習方法 

本実験で用いる対象物は，白色を基本色としたうえで，赤色

の十字の模様を付加した．また，障害物の色はグレーとした．

このような工夫によりビジュアルサーボの学習が適切に進む

ことは，文献[1]で確かめられている．学習データの収集は，

以下の 2 種類の方法でおこなった． 

一つ目は，対象物位置の多様性に対応するためのデータ収

集である．直方体のモデルをテーブル上に配置し，対象物が映

りこむようにカメラ視点を設定して画像を撮影した．さらに，

そこからランダムに手先を移動して画像を撮影した．ただし，

移動後も対象物が映り込むことを前提とした．そして，移動前

後の画像とカメラの姿勢変位をペアとして記録した．以上の

流れを繰り返し，20000 ペアのデータを生成した．データの収

集では，まず目標物付近で初期姿勢と到達姿勢を設定し，その

2 姿勢を実現するように手先を動かす方法と，目標物付近に初

期位置を設定し，初期姿勢から微小な範囲で手先を動かし，到

達姿勢を設定する手法の 2 種類とした．このデータセットを

データセット A とする 

もう一つのデータ収集は，形状の多様性に適応することを

目的とした．方法は次のとおりである．直方体や円柱の基本形

状を対象物として用意して，それらの寸法をランダムに変更

した．次に，それをテーブル上のランダムな位置に置く．そし

て，一つ目のデータ収集のうち微小な範囲で手先を動かす方

法と同様にして，30000 のデータを収集した．このデータセッ

トをデータセット B とする．また，このデータ収集を，障害

物をテーブル上にランダムに配置した場合でも同様におこな

い，10000 のデータを収集した．このデータセットをデータセ

ット C とする． 

学習アルゴリズムは Adam{adam}[5]，バッチ数は 16，損失

関数は最小二乗誤差とした．ニューラルネットワークの学習

は，上述したデータセットＡからＣの三種類を順番に用いた．

まず，データセットＡを用いてエポック数 270 程の学習を進

め，その結果に対してデータセットＢによる学習をエポック

数 70 程度で進めた．最後に，その結果をデータセットＣで追

加学習した．エポック数は 40 程度とした．学習には約 6 日か

かり，最終的な loss の値は 0.0011 であった． 

 

3.3 𝑪𝑵𝑵𝒂𝒗𝒐𝒊𝒅の学習方法 

学習データの収集では，目標物の形状をランダムに生成し，

テーブル上に設置した．また，障害物についてもランダムに形

状を設定した．そして，テーブル上に 0~3 個設置した． 

得られた学習データのそれぞれについて，2.3節で説明した

評価値マップを作製した．方法として，GSS Generator[4]を用

いて，球面上に180個の観測点をなるべく均等になるように配

置した．  

画像を入力，評価値マップを出力として，𝐶𝑁𝑁𝑎𝑣𝑜𝑖𝑑を学習し

た．データ数は30000とした． 

学習における設定は𝐶𝑁𝑁𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑎𝑐ℎと同様である．エポック数

は500とし，最終的な損失は0.15となった． 

 
3.4 検証 

図 3 は，𝐶𝑁𝑁𝑎𝑣𝑜𝑖𝑑を用いて，手先位置に対する障害物の存

在方向を推定した結果である．左右でペアになっており，左側

の入力画像に対する出力を右側に示している．右側の図にお

いて，青みが強いほど，そちらの方向に障害物があると推定さ

れていることを意味する．それぞれの画像で障害物がある方

向が青くなっており，障害物を認識できていることが分かる． 

次に，ビジュアルサーボの検証実験について報告する．図 4

は，障害物が存在する状況下でビジュアルサーボに成功した

例を示している．上段の 4 つのキャプチャ画像は，ロボット

の動きが(1)から(4)の順に進んだことを示している．直方体の

障害物に衝突することなく，手先を移動できていることがわ

かる．また，下段の 3 枚の画像は，左から順に，初期画像，目

標画像，そしてビジュアルサーボが終わったのちにカメラが

最終的に撮影した画像を示している．このように，対象物が一



部しか見えていない状態からでも，目標画像と同等の画像を

撮影できるように手先を移動することができた．実行時間は

40 秒程度であり，手先姿勢の最終的な誤差は，位置が(x, y, 

z)=(-1.72, 2.22, 1.58)[mm], 方位が(φ，θ，ψ)=(0.39, -0.44, 

-0.21)[deg]と，低い水準に収まった． 

図 5 は，対象物と障害物の形状および配置を様々に変えな

がら，ビジュアルサーボを実行した結果の例を示している．図

中の上段は最終的な手先姿勢を示し，下段はそのときの撮影

画像を示している．最終的にゴール画像を撮影した時とほぼ

変わらない手先姿勢へ到達することに成功した．このほかの

試行においても，テーブル上の物体を把持するタスクを想定

する限りでは，十分な精度での手先位置決めが実現できてい

た． 本実験では，手先の動きを 1 ステップ分計算する時間は

約 1.2 秒であった．また，追加の検証として，ビジュアルサー

ボの最中に対象物が水平移動した場合における提案手法の挙

動を調べた．フレーム間で目標物が大きく動き画像内から外

れるようなことがなければ，問題なく追跡できることを確認

した． 

 

4. 結言 
 本稿では，シミュレーション環境上にてロボットの手先位

置決めをするための手法を提案した．シミュレーション環境

を用いることにより，容易に目標物の形状と障害物の配置を

変化させた多様な環境を再現できる．これを用いて学習する

ことで，多様な環境下で CNN を用いて手先の目標姿勢までの

変位と障害物の方向を算出できるようにした．また，CNN か

らの出力と QP 最適化を用いることで，制約条件を満たしなが

ら，障害物を回避し目標姿勢に近づくための適したロボット

の関節角度変位を算出するようにした． 

今後の展望として，この手法を現実環境へ応用し実際のタ

スクに適用することを検討している． 
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Figure 4. Result of positioning experiment 

Figure 5. Positioning results in various environment 

Figure 3. Outputs of evaluation value map by 𝐶𝑁𝑁𝑎𝑣𝑜𝑖𝑑 


