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In this paper, we propose a method of manipulation planning for cable wiring. The method enables
to take into account the deformation of cables while connector incorporation process. Using a simulation
that predicts the shape of a cable based on the posture of both ends of the cable, we generate a connector
manipulation path that avoids contact between the cable and obstacles. We conducted simulation and
confirmed that the proposed method can be used for inserting a connector into a socket installed on a
circuit board.
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1 緒言

電化製品の組み立てにおけるケーブルの組み込み作業は自動化
が難しく，人手に依存している．ケーブルは強い力や大きな変形
が加わると断線する恐れがあり，柔軟物であるため操作を加える
と変形する．また，電化製品の内部にはモータや回路基板があら
かじめ組み込まれていることが多い．そのため，ケーブルの組み
込み作業を自動化するためには，ケーブルを操作する過程のケー
ブルに加わる力や変形，他の構造物との接触について考える必要
がある．また様々な電化製品に対応するため，自動化を行う手法
は人が介在する必要が少なく，ケーブルの長さや種類，作業環境
にロバストに対応できるものであることが望ましい．
従来からコネクタ付きケーブルの挿入タスクの自動化を目的

とした研究が行われている．Zhou ら [1] は，机上に置かれたコ
ネクタ付きケーブルのコネクタ部の姿勢推定を行い，その姿勢を
もとにコネクタ部の把持，目標となるソケットへの挿入を行って
いる．この研究では，挿入を行う際にコネクタとソケットの向き
をそろえる必要があるコネクタを対象としていて，コネクタの向
きに応じて双腕のマニピュレータの手先に取り付けたハンドで持
ち替えてから挿入を行っている．しかし，把持したコネクタ部の
操作に伴うケーブルの変形を考慮していない．Changら [2]は，
ケーブルのシミュレーションをもとに経路生成を行いながら，2
つのソケットの一方からコネクタ付きケーブルのコネクタを引き
抜き，もう一方のコネクタへの挿入を行っている．このとき現実
のケーブルの形状をセンサで取得し，シミュレーションのケーブ
ルと現実のケーブルの形状の差を修正しながら経路生成を行って
いる．しかし，2つのソケットの間に障害物があった際のケーブ
ルと構造物の接触が考慮されていない．
本稿における配線動作計画とは，ハンドにより把持したコネ

クタ付きケーブルのコネクタ部を，ハンドを取り付けたマニュピ
レータにより目標姿勢まで操作するための経路を生成することで
ある．本研究の目的は，電化製品へのコネクタ付きケーブルの組
み込み作業の自動化に必要とされる，把持したコネクタを目標の
ソケットに挿入するための配線動作計画を行うことである．
本研究の貢献は以下のとおりである．

• ケーブルの物理シミュレーションを用いて，マニピュレー
タによる操作に伴うケーブルの変形と，作業環境中の構造
物とケーブルの接触を考慮した動作計画手法を構築した．

• 実際の電化製品内部の構造を模したシミュレーション上の
作業環境内で，構築した動作計画手法実証実験により配線
動作を生成した．

Fig.1 Cable wiring to insert a connector into a socket

2 問題とアプローチ

2.1 問題設定

本研究では，図 1 に示すような電化製品の内部を模した作業
環境と，一端がソケットに挿入，一端が宙に浮いた状態のコネク
タ付きケーブルを対象とする．この宙に浮いた一端のコネクタを
マニピュレータの手先に取り付けたハンドで，目標のソケットに
差し込むまでの配線動作計画を，本研究の問題設定とする．この
とき，作業環境中の構造物の配置とコネクタ付きケーブルの両端
のコネクタの姿勢，目標のソケットの姿勢は既知であることを前
提とする．ここで本稿における姿勢とは，位置と方位を合わせた
表現である．
上記の問題設定における課題は，マニピュレータによる操作中

に強い力や変形が加わると断線する恐れがあるケーブルが，作業
環境中の構造物と接触することである．また，マニピュレータの
操作によって変化するケーブルの形状の把握，考慮も配線動作計
画において課題となる．

2.2 アプローチ

前節の課題を解決するにあたり，動作計画においてはシミュ
レーション上で作業環境中の構造物とケーブルの接触を調べるこ
とで，構造物とケーブルの接触を考慮した配線動作計画を行う．
このとき，コネクタを把持するハンドやケーブル自身によるオク
ルージョンの影響で，センサによる実際のケーブルの形状の取得
は困難であると考えられる．そのため本研究では，コネクタ付き
ケーブルの両端の姿勢から中間のケーブル形状を予測するシミュ
レーションを用いて，マニピュレータの操作に伴うケーブルの変
形を予測する．そして，このケーブルの形状を上で述べた配線動
作計画において用いる．



Fig.2 The flow chart of proposed approach

3 配線動作計画
3.1 配線動作計画の概要
配線動作計画の大まかな流れを図 2に示す．配線動作計画にお

いてはまず，コネクタの初期と目標の姿勢を滑らかに結ぶ初期経
路を生成する．このとき初期経路は，コネクタの初期姿勢と目標
姿勢の差を分割して求めたコネクタ姿勢から構成される．次に，
ここで求めた姿勢とケーブルの根元のコネクタ姿勢を入力とし，
ケーブルの物理シミュレーションを用いてケーブルの形状を予測
する．このシミュレーション上のケーブルと，作業環境中の構造
物の接触を判定し，3.4節で述べる方法でケーブルと構造物の接
触を避けるコネクタ姿勢を求める．初期経路を構成する全てのコ
ネクタ姿勢においてこの処理を繰り返し行い，マニュピレータの
操作によって変形するケーブルと構造物の接触を考慮した経路を
生成する．次節から，ケーブルの物理シミュレーション，接触判
定，経路生成の方法について詳しく述べる．

3.2 ケーブルの物理シミュレーション
ケーブルの物理シミュレーションの目的は，コネクタ付きケー

ブルの両端のコネクタ姿勢から中間のケーブルの形状を予測する
ことである．ケーブル形状の物理シミュレーションの手法として
有限要素法 (FEM)がある．FEMはケーブルの変形を正確に表
現できる一方で計算に時間がかかるという課題がある．そのため，
本研究では Naijingら [3]が提案した，ねじれを含むケーブルの
形状変化のシミュレーションが可能で高速な質量-ばねモデルを
用いる．このモデルでは各質点が図 3に示すように引張圧縮，曲
げ，ねじりに対応する 3種類のばねで結ばれていることとする．
各質点の座標 xp

i は式 (1)に示される微分方程式をオイラー法で
解くことで求められる．
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3.3 接触判定
前節で述べたシミュレーションのケーブルと作業環境中の構造

物の接触を調べるため，線分と三角形の交差を判定する Möller
らの手法 [4]を用いる．図 4に示すように，CADで作成した構
造物のメッシュファイルから取り出した構造物の表面を構成する
三角形と，前節で述べた手法で得たシミュレーションのケーブル

Fig.3 Physical model of cable

Fig.4 The intersection of Cable and triangle

を構成する各質点を結んだ線分の交差を判定することで，シミュ
レーション上でケーブルと作業環境中の構造物の接触を判定する．

3.4 経路生成
前節で述べたケーブルの物理シュミレーションを用いて障害と

なる構造物とケーブルの接触を避ける経路生成を行う．本研究で
は，挿入するコネクタの初期姿勢と目標となるソケットの姿勢を
単純に結んだだけでは，構造物などの凹凸とケーブルが接触する
ような作業環境を想定する．
経路生成の手順は次のとおりである．

1. 図 5に示すような，初期コネクタと目標のコネクタの位置
と回転を含む姿勢を滑らかに結ぶコネクタ姿勢を求める．初
期と目標のコネクタの位置をそれぞれ xc

0，xc
t とすると，

N 等分に結ぶ n番目のコネクタの位置 xc
n は式 (3)で表さ

れる．
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ここで xc = [x y z ]T である．また初期と目標のコネクタ
の回転をクォータニオン表記で q0，qt とすると，滑らかに
結ぶコネクタのクォータニオン表記の回転 qt は式 (4)，式
(5)で求めることができる．
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2. 1で求めたそれぞれの姿勢に対し，ケーブル根本からの距離
Rn を求める．

3. ケーブルの根本姿勢，1で求めた姿勢を 3.1節で述べたケー
ブルシミュレーションの入力とし，ケーブルの中間形状を
得る．シミュレーションで得たケーブルと作業環境中の立
体構造の接触判定を行い，接触していなければ，上記 1で
求めた姿勢を最終的な姿勢とする．接触していた場合には
図 6に示す，ケーブルの根本と 1で求めた姿勢がなす角 α
を求め，∆α上に移動する xc

n
′ を求める．ここでケーブル

根元からの距離 Rn，姿勢のうち回転 qn は一定とする．こ
の姿勢でケーブルのシミュレーション，接触判定を再度行
い，接触しない姿勢を得られるまで繰り返す．

4. 2,3の処理を 1で求めたすべての姿勢で行い，得られた経路
を本研究での最終的な経路とする．



Fig.5 Initial route

Fig.6 Collision checking and route modification

4 シミュレーションによる検証

4.1 検証方法
提案手法の有効性を検証するため，シミュレーション上での検

証を行った．検証で用いる構造物の配置，ケーブルの根本のコネ
クタ，宙に浮いたコネクタの初期姿勢，目標姿勢を図 7 に示す．
このケーブルの根本，差し込み側コネクタの目標姿勢，構造物の
配置は実際の電化製品内部を模したものである．また本検証に
おいてコネクタ初期姿勢は，初期経路で構造物とケーブルが接
触する姿勢を設定した．シミュレーション上のケーブルの長さは
250mm，質点数は 30点とした．また，初期経路の分割数 N は
10，∆αは 5度とした．

4.2 検証結果
図 8 に初期経路と提案手法で生成した経路，シミュレーショ

ンのケーブル，ケーブルと構造物の接触点を示す．この図から，
初期経路ではシミュレーションのケーブルと構造物が接触してい
て．提案手法で生成した経路ではシミュレーションのケーブルと
構造物が接触していないことがわかる．また図 9に，初期経路で
は接触があった初期姿勢から 8番目のコネクタ姿勢における，図
8に示す接触しないコネクタ姿勢に至るまでの姿勢とケーブル形
状の推移を示す．この図から，3.4章で述べた手法で柔軟物であ
るケーブルの形状，ケーブルと構造物の接触を考慮したコネクタ
姿勢を生成出来ていることがわかる．さらに，この条件下におい
て一連の動作計画にかかる時間は約 4.5秒であり，逐次，動作計
画が必要となる多品種少量生産やフレキシブルな生産ラインで使
用する際でも，ある程度対応できると考えられる．

Fig.7 Experimental environment

Fig.8 Initial route and modified route by the proposed

method

Fig.9 Searching for postures to avoid contact

5 結言
本稿では，電化製品へのケーブルの組み込み作業の自動化のた

めの，物理シミュレーションを用いてケーブルの変形を考慮した
コネクタ付きケーブルの配線動作計画手法を提案し，シミュレー
ション上で検証実験を行った．結果として，実際の電化製品を模
した構造物配置において十分な速度でケーブルと構造物の接触を
考慮した経路を生成することに成功した．
今後は実機での検証実験や，より複雑な構造物の配置に対応で

きる動作計画手法の検討を行う予定である．
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