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Abstract : This paper describes the detection and pose estimation of small connector attached on the tip of
a cable. Because such a connector is commonly small and exists in various postures on its workspace, it is
difficult to automate the insertion of the connector into corresponding socket. We focus on the task of grasping a
connector and propose methods of detecting the location of the connector and estimating its 6DoF pose. We use
high-precision 3D digitizer and combine several methods to achieve the task. We engaged experimental results
using actual industrial robot and show the effectiveness of our approach.

1. 緒言
家庭用電化製品の普及に伴い，需要が高まっている電子
デバイス業界では，より効率的な生産が求められている．
パソコン，ディスプレイのような製品では，柔軟物である
コネクタ付きケーブルが多用されている．ケーブルの位置
姿勢の不安定性のため，その扱いの難しさがある．そのた
め，コネクタをソケットに差し込む作業は．自動化が困難
である．よって，現在，そのような作業は人手に頼ってい
る場合が多い．コネクタの挿入作業の自動化を目的とする
従来研究では，基本的に，コネクタ付きケーブルが整列台
に固定されていること，または水平なテーブル上にバラ置
きされていることを想定することが多い [1]．それにより，
コネクタ部の大体な位置が予め把握できるため，それに対
する姿勢推定がしやすくなる．しかし，ケーブルが固定さ
れていない状態，つまりコネクタの位置がケーブルの曲が
り具合に依存するである場合には，その姿勢推定は難しく
なる．
本研究の目的は，基板に取り付けられたコネクタ付き
ケーブルについて，その先端に繋げられている小型コネク
タを掴み，ソケットに挿入する作業の実現することである．
特に，コネクタの姿勢を推定し，掴み，ソケットの真上に
縦向きに持っていくまでの行動に着目する．この行動を実
現するためには，コネクタの姿勢を正確に推定することが
重要である．このタスクを，ロボットマニピュレータを用
いておこなうための方法を検討する．そのための姿勢推定
の手法と動作手順を提案し，また実機実験によって効果を
検証する．

2. 問題設定とアプローチ
2.1 問題設定
コネクタ付きケーブルが基板上に取り付けられており，
コネクタ部は基板から浮いている状態であるとする．また，
センサから基板までの距離およびコネクタの大まかな寸法
は，あらかじめ与えられている．ロボットのハンドでコネ
クタを把持して縦向きにするには，まず，コネクタをハン
ドの所定の部位で想定通りに掴まなければならない．すな
わち，コネクタの正確な姿勢（位置および方位）を知って
おく必要がある．そこで，距離センサを用いて三次元点群
を取得し，それを利用してコネクタの姿勢を高精度に推定
することを考える．

2.2 姿勢推定における課題
三次元点群を用いてコネクタの姿勢を高精度に推定す
るには，大きく二つの課題がある．一つ目は，コネクタ部
を的確に環境から検出することである．一般的な物体検出
においては，独立して置かれた物体が対象となることが多
い．また，テクスチャ・色・形状が検出処理に活かせる場
合も多い．しかしながら，本研究で対象としているコネク
タは，ケーブルと接続している状態であるうえ，色や形状
にも特徴を見出しにくい．そのため，コネクタ部のみを正
確に検出することは難しい．二つ目は，姿勢推定に用いる
参照データに関する課題である．通常は，CADモデルな
どの事前情報から参照データを作成し，それと実物の 3D

データの照合をおこなえば，対象の姿勢を算出できる．し
かし，コネクタには細かな凹凸が多くあり，それらを全て
データ化して形状を作成することは手間のかかる作業であ



Fig. 1: The flow chart of proposed approach.

る．よって高精度な 3Dモデルを使わずにコネクタの姿勢
を推定できる方法が望ましい．

2.3 アプローチ
前節の課題を解決するにあたり，Fig.1に示すアプロー
チを採る．三次元スキャナーを用いてコネクタ付きケーブ
ルおよびその周囲部をスキャンする．そうして獲得した点
群をシーン点群と呼ぶ．シーン点群の例を Fig.1(1) に示
す．この点群に含まれる各点は XYZ 座標で表現される．
この時点では，コネクタの位置が未知の状態である．最初
に，シーン点群に対する適当な前処理を行い，それによっ
て Fig.1(2)に示すコネクタ付きケーブル点群を抽出してお
く．次に，コネクタ部の位置がわかるように，コネクタ部
とケーブル部を適切に分割する．最後，Fig.1(3)に示すコ
ネクタ部の点群を入力点群として，参照点群との位置合わ
せをおこなう．これにより，参照点群に対する入力点群へ
の剛体変換を得ることで姿勢推定を達成する．
対象物のコネクタは小型・白色であるから，画像認識を
用いる場合に周囲環境に影響を受けやすい．よって，三次
元点群のみを用いる．しかし，画像のピクセルの配列と
異なり，点群はサンプリングする度に点の数と順序が変わ
ることがあり，画像におけるセグメンテーション手法を点
群に適応することが困難である．そこで，本研究では点群

データを直接に取り扱うニューラルネットワークに基づく
点群のセグメンテーション手法を利用し，コネクタ部分の
検出かつ姿勢推定を実現する．

3. 把持対象の検出
3.1 前処理
前処理の目的は，コネクタ付きケーブル部の点群をシー
ン点群から抽出することである．ケーブルは基板の上に浮
いている状態であるので，まず，その部分と周囲との高さ
の違いに着目し，閾値処理による背景除去を行う．しかし
ながら，閾値処理だけ目標ではない部分が残る可能性があ
る．それらをノイズと呼ぶ．ノイズを除去するため，閾値
処理をした点群に対して Euclid Segmentation[2]を用い，
クラスタリングを行う．ただし，シーン点群に含まれる点
の数は非常に多いため，その処理の前にダウンサンプリン
グをおこなっておく．
次に，各クラスタについて特徴量記述をおこない，コネ
クタ付きケーブルか否かを判断する．本研究では，ケーブ
ルの幾何形状とその他の部分の違いを顕著に表現できる方
法としてESF(Ensemble of Shape Functions)[3]と呼ばれ
るグローバル記述子を選択する．ESFによって各クラスタ
の特徴ヒストグラムを算出し，予め用意しておいたケーブ
ルの特徴ヒストグラムを比較する．両者の差が最小の場合，
そのクラスタはコネクタ付きケーブルの点群とみなす．以
上の前処理で目標の点群を抽出すると同時に，ノイズを除
去する．

3.2 コネクタ部のセグメンテーション
コネクタはケーブルの先端に接続されている．コネク
タの姿勢を安定して推定するためには，コネクタに属す
る点群をなるべく正確に抽出することが望ましい．そこ
で，PointNet[4]を用いて点群の分割を行う．PointNetは，
点群データを直接扱えるニューラルネットワークである．
ここでは，PointNetの応用事例のうち，パーツセグメン
テーションの機能を活用する．ネットワークの学習方法は
次のとおりである．ケーブルの形状やコネクタの姿勢の
データを人工的に変えるながら，Fig.1(2)のようなデータ
を様々なパターンでしておく．ここで，画像データに深層
学習を適用する場合，画像のサイズをピクセルで指定す
る必要がある．それと同じように，各点群のサイズ（点群
に含まれる点の数）を固定することが重要である．そのた
め，FPS(Farthest Point Sampling)アルゴリズムを用い
て，点群のサイズを 2048を指定する．そして，サイズを
固定されたデータに対して，コネクタ部とケーブル部の接
続の位置を人手で指定し，コネクタ部を分離する．また，



Fig. 2: Gripping motion by a robot manipulator.

分離されたデータに対するラベルの付けを行う．以上のと
おりに作成したデータは訓練データとして PointNetによ
る学習する．この学習結果を用いることで，入力点群のど
の部分がコネクタ部に属するかを正確に推定する．

4. 姿勢推定
コネクタの実寸法により，それを近似する直方体を構築
しておく．そして，右手系による直方体からキューブの点
群を作成する．この点群は参照点群を指定する．参照点群
と入力点群（ここでは PointNetの結果として得られるコ
ネクタ候補の点群）の位置合わせを行う．2つの点群の間
の回転および並進で表される剛体変換を求めれば，入力点
群の姿勢が算出できる．本研究では，位置合わせの手法の
1つとして ICP(Iterative Closest Point)[5]アルゴリズム
を用いる．ただし，ICPには，適切な初期値を設定しない
と剛体変換の推定が局所解に陥り不安定になるという問題
がある．そのため，事前処理として，まず入力点群に対す
る主成分分析を行い，それから得た第一主成分と第二主成
分がそれぞれコネクタの横方向および縦方向を示すと想定
する．そして，参照点群の中の横・縦方向を前述から得た
2つの方向に合わせていく．両者の間の変換行列を初期値
として入力すれば，前述の問題を改善できる．
コネクタの姿勢推定の結果を評価するため，以下のよう
に方法を提出する．位置合わせをおこなった 2つ点群同士
の重なりの度合いにより，姿勢推定の結果を評価する．本
研究では，LCP(Largest Common Point Sets)[6]問題に
倣い，コネクタ点群と剛体変換された参照点群をそれぞれ
同一平面に投影する．平面上の凸包領域の面積は，式 (1)

で計算する．ここで，重なりの度合いの評価スコアは，投
影された参照点集の凸包点集Φ，コネクタ点集におけるΦ
以内の点の凸包点集Ωとすると，式 (2)で表される．

A =

n∑
i=0

(xi + xi+1)(yi − yi+1)/2 (1)

S = A(Ω)/A(Φ) (2)

5. 実験
5.1 実験条件
Fig.3に示すような実環境により，3, 4章で提案した手法
の検証を行った．実験対象とするコネクタは 8× 6× 4mm

の直方体に近似した．点群データの取得には，Photoneo

社製の産業用三次元スキャナーを用いた．使用したロボッ
トはセイコーエプソン社製の N2である．ニューラルネッ
トワークの学習にあたっては，訓練データ 760個とテスト
データ 440個を用意した．テストデータに対し，コネクタ
とケーブルの分割結果の正確さは 0.97であった．コネク
タを確実に掴めるように，その後端の突起の位置は把持位
置として決めておく．ロボットの手先が作業環境に衝突し
ないため，以下のように動作手順を提出する．ロボットの
行動の様子は Fig.2に示す．

(1) ロボットの手先をコネクタの 50mm直上まで動かす．

(2) コネクタの位置まで手先を下げ，把持して 5mm 上
げる．

(3) コネクタをソケットに差し込めるように，縦向きに
する．

Fig. 3: Set up of developed robotic assembly system.

Remove the scanner before robot starts moving.



Fig. 4: The result of segmentation between connec-

tor(magenta) and cable(aqua). Small coordinate frame

represents the attitude of connector, large frame is the

coordinate system of scanner. Numbers below are eval-

uation score of connector’s pose estimation.

5.2 実験結果
コネクタの姿勢推定と把持の実験の内容は次のようで
あった．まず，人手でコネクタの姿勢をランダムに変えて
おき，スキャナーから得た新たな点群データに対して 3.1

節に述べた前処理までを適用した．その結果を学習済みの
PointNetに入力し，コネクタ部を検出した．続いて，ICP

による位置合わせをおこない，姿勢推定の結果を得た．ま
た，結果を検証するため，ロボットハンドをコネクタの位
置に移動し，把持する．最後に，コネクタが把持されてい
るか否かを目視で確認した．以上の流れの実験を 10回繰
り返した．それらの姿勢推定の結果の様子および評価スコ
アを Fig.4に示す．この実験の結果，算出した姿勢に基づ
いてコネクタの把持に成功した回数は 7 回であった．すな
わち，把持の成功率は 70 ％である．
本実験において，コネクタが把持できなかった場合は，
評価スコアが 0.8より低いときであった．すなわち，本研
究で提案した評価スコアを用いれば，把持失敗を避けるこ
とが可能である．また，3回の失敗の要因は，Fig.4(6, 7,

10)のように，コネクタの向きが学習データに比べて大幅
に変わる場合，コネクタとケーブルの分割の誤差が大き
かったからであった．

6. 結言
本稿では，家電製品組み立てにおけるコネクタの差し込
む作業の自動化を実現するため，ケーブル付き小型コネク
タの検出と姿勢推定の手法について述べた．実際のコネク
タを対象とした姿勢推定実験をおこない．また，実際のマ
ニピュレータを用いた把持を達成した．今後は，より高精
度・高速な姿勢推定および把持動作を目指して，改良をお
こなっていく．
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