
2061

日本機械学会論文集（C編）

63巷6川号（1997サ6）

論文No．96－1666

接触パラメータの同定アルゴリズム＊
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An Algorithm for Identification of Contact Conditions

Nobuharu MIMURA, Yasuyuki FUNAHASHI and Tetsuya MOURI

When a grasped object is in contact with the external environment, it is necessary to perform
assembly tasks to identify contact conditions. In this paper a new algorithm for identifying unknown
parameters using the data collected by a 6~axis force sensor is proposed. It explicitly expresses the
contact conditions. We subdivide the constraint conditions and reduce the number of unknown
parameters. The problems of identifying the contact conditions are nonlinear, but they can be
transformed to linear problems. The necessary number of active sensing motions is clarified for
identification of the unknown parameters. We establish an efficient algorithm for identification of the
contact conditions.

K ey Words : Robot Hand, Multtfingered Hand, Contact Point, Parameter Identification, Unknown
Contact Condition, Reduction of Parameters

1．緒　　　言

今日，生産ラインでは多くのロボットが噂人されて

いる．現在の産業用ロボットのほとんどはプレイバッ

ク方式の位置制御であり，対象物の位置誤差を許容で

きない．したがって，把捉対象物と外部環境との間で

接触が生じ，精密な位置決めなどが要求される組立作

業ではロボット化が遅れている．例えば，ロボットで

把握対象物を台の上に置くという作業を考えてみる．

この作業を位置制御のみで実行する場合，台と対象物

との接触状態を面接触へ直接移行させなければならな

い．この作業で位置誤差が生じると，一般に面接触と

異なる接触状態，すなわち点や線などの接触状態に陥

る．しかし，位置制御のみでは，どのような接触状態

にあるかは判別できず，それ以上作業は続行できな

い．これに射し，人間は手先の感覚（力党）だけからで

も接触の状態を認識し，作業を進めることができる．

つまり，接触状態を点接触から線接触へ，さらに面接

触へと移行させることにより精密な位置決めや組立を

行っている．このような人間が無意識のうちに行って

いる作業をロボットに応用するには，まず接触状態を

検出・制御する必要があると考えられる．

これまでに，複数回のセンシング動作（アクティブ

センシング）を利用し，形状が未知である対象物の接

触位置を検出する方法を永田川，北垣（2l．三村問およ

び舟橋川らが揖案している．しかし，これらの方法で

は，接触点が摩擦のある点であることが前提条件とし

て仮定されており，接触状態を同定することができな

い．そこで著者ら脚は点接触以外の接触状態を同定

する問題を考察し，形状が未知である対象物の接触点

位置の検出が可能であることを明らかにした．その中

では，接触点でのモーメントの拘束条件を導入し接触

状態を考慮した定式化を行い，その同定アルゴリズム

を提案した．しかし，接触状態を表す方程式が非線形

方程式である場合にはニュートンラブソン法等を用い

て接触パラメータを数値的に同定していた．

本論文では，文献（5）と同じ未知接触状態の同定問

題を考察する．接触点で発生するモーメントには－各

接触状態に応じた特徴がある．本論文ではこの特徴を

陽に表現する．この表現式により，同定すべきパラメ

ータ数を少なくし，計算量の軽減を図ることができ

る．さらに，ロボットで検出可能な力覚および位置情
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報のみによる未知接触状態の同定問題を線形推定問題

に変換できることを示す.そして,未知接触状態を同

定するための効率のよいアルゴリズムを提案する.

2.問題の設定

2･1仮定 図1に示すように未知形状の対象物

をロボットハンドで把握し,対象物が外部環境に接触

している状態を考える.そして,力覚情報に基づいて

接触点の位置および接触状態を同定する問題を考察す

る.問題の簡単化のため次の仮定を設ける(5).

(1)対象物はロボットハンドにより完全に拘束さ

れ三次元空間を自由に操ることができる.

(2)ロボットは6自由度構造であって,センサの

存在する位置での力および位置の計測･制御が可能で

ある.

(3)対象物と外部環境は摩擦のある点接触ソフ

トフィンガ接触,線接軌または面接触を行う.ただ

し,接触点の位置および接触の状態は未知である.

(4)アクティブセンシングにより接触状態が変化

することはない.また,接触点では滑りが生じない.

仮定(3)に挙げた接触状態は図2に示す四とおりで

あり,接触自由度mにより分額されている(6).

m-o :摩擦のある面接触.摩擦制約の範囲内では,

二つの物体が接触部において固着しているの

と等価である.

m-1 :摩擦のある線接触.

m-2:摩擦のあるソフトフィンガ接触.物体が変形

しない剛体では発生しない.

∽-3 :摩擦のある点接触.

2･2 座標系の設定 図1に示すようにロボット

先端のセンサ原点をo,点oに固定したセンサ座標系

を∑oとする.また,接触点(線接触等のように接触

が一点でない場合には接触線上の任意の点)をcとし,

Fig. 1 Interaction between grasped object and external

environment

点cに固定した座標系を∑cとする.なお,座模系

∑cの姿勢は∑oのそれと同じとする. ∑oの原点か

ら接触点cまでの位置ベクトルをrc-[rcr rcy

rcz]T,接触によって点oおよび点cに作用する力と

モーメントをそれぞれfo-[fol fog foz]T,no-

[nol nod
nOZ]Tぉよびfc-[fcJ fey fcz]T,nc-

【ncl nCy
nCZ]Tとする.外横を×で表すと,これら

の物理量の間には次式が成立する.

rex fc+nc-no

式(1), (2)より, fcを消去すると

rcX fo十nc-no

が得られる.仮定(2)より,式(3)における既知(檎

出可能)物理量はfo, no,未知物理量はnc, rL･である.

接触状態を変えずに複数回(k回)の計測を行うこと

により得られる基本式は

rcxfoi+ncE-not,
i-1,2, ･･･, A

である.ただし,添字iはi回めのセンシングデータ

を意味する.ここで既知と未知パラメータを明確にす

るため

--二∴~
-ail

とおくと基本式は次の式で賓き表される.

AiX+nc,.-bt., l'-1,2,-,k ････----(4)

したがって考察する同定問題は｢(All,bE)f=.が与えら

れたときxおよびnciを求めよ.｣という問題に帰著

された.

3.接触点におけるモーメントの拘束条件

図2に示す四つの接触状態を考えるとき,モーメン

トカnciには接触の自由度mによって常に零となる

方向がある.例えば,点接触ではncLは常に零であり,

線接触では接触繰回りに回転する方向のモーメント成

分が零である.この性質を最もよく表す座標系∑Ll･

を図2のようにとる.この∑c,の原点は接触点cに

一致し, z'軸は接触面の法線方向にとる.さらに線接

触の場合にはl接触線上にx′軸をとる.この∑c･か

ら接触点でのモーメントn'cL-[n'c∬z･n'cyl･ n'cl,･]Tを

見ると,接触点の自由度∽に対応して次の成分が零

になることがわかる.
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(a) m-O

_:_
:7=

(c) m-2

∫l

(b) m-1

‥三(d)川-3

Fig. 2 Degrees of ft･eedon"i contact

m-0 : no constraint

m-1 :ク‡'c∫z･-0

m-2
:
n'cxz･-･n'cyi-0

m-3
: n'cxll- n'cyl.- n'czz･-0

----..･･-(5)

ここで,座標系∑cに対する∑c′の姿勢を回転行列

R-[rl ry
rZ]-

rll r12 r13

r21 r22 r23

7勺1 )′'32 杓3

で表すと, nL･,.は次のように表される.

ne,.-Rn'c.I- r.rn'c3,I+ r..,)′l'L･.,,i+rzn'Lll(
---I ( 6 )

式(5), (6)を考慮すると,モーメントは次のように

-般性を失うことなく8確実削こ分煩して考察すればよ

いことがわかる(詳しくは付録を参照).

[nc(.の表現]

点接触(m-3) :

ソフトフィンガ接触(m-2):

① ncz･-[1
0 0]Tzt･---･･･････-I---(8)

② ncz･-[y
1 O]Tzl･-t･--･････---････(9)

③ ncl･-[yl y2 1]T.zt･････t･･.-I----･･･(10)

線接触(〝‡-1):

① nc,I-

② 恥-

@ nL･z･- [
y1 1

3/2 0

Z{･ 1

Zi2

[
ZEI

Zt2 ]

二_二三__

･･-------(ll)

--------I(12)

--------(13)

面接触(m-0) :

nci-[zz･1
Zl･2

Zt｡]T ･--･･-･････--･--(14)

以上より,未知パラメータ同定問題は次のように定

式化された. ｢nczLが式(7)-(14)のいずれかで表さ

れるとき,式(4)を満たすx,y(またはylとy2)およ

び,E.I(またはzt.lとzi2)を求めよ.｣.

4.接触状態の判定

本章では,式(4)の非線形パラメータ推定問題を線

形推定問題に変換し,未知物理量および接触状態を同

定する手法を考える.また,同定に要する馴＼限の計

測回数も明らかにする.

4･1点接触の判定法 式(4),(7)より次の線

形方程式を満たすパラメータ∬が存在すれば点接触

と判定できる.

A,.a-bt･, t'-1,2, ･･.,k･･･-･･･-････--････(15)

式(15)において未知パラメータはxl,X2,X3の3個で

ある.これに対し, rank(Az.)-2であるためk-1の

とき有効な方程式の数は2個であり,パラメータを同

定できない. k≧2のとき式(15)を連立すjlば

行交換による掃き出し操作により次式の形にする･

1 0 (I

() 1 ()

O O 1

() () ()

■

●

■

l(

このとき

E4=.･･-i.･ul-0

I,I-Al

良

E3

E4
--･･････-･･･････････(17)

であれば点接触であり,推定値丘は

虎-[fl E2 E3]'

と決定される.

4･2 ソフトフィンガ接触の判定法

4･2･1ソフトフィンガ接触①の場合
式(4),

(8)より,ソフトフィンガ接触①では次の線形方程式

になる.

A{x+[1 0 0]Tzt-bt, i-1,2,･-,A ･･-(19)

ここで,

A｡-[o all,
-aE.2],A-t･-ra:2t13}a,.1a;],

a-i- [bbEII2,]
とおくと,式(19)は

Az･lX+zE-bit, i-1,2, ･･･, k
-･･..･･･････--(20)

A-.LX-b-L･, i-1,2, ･･･, A
.･･･-･･････.･･.･-･･･(21)
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となる.式(21)は∬について線形であり,点接触の

式(15)と同じ形をしている.したがって,点接触と同

様の方法により,接触状態の判定およびxの推定値

磨が求められる.最後に,虎を用いて式(20)より

z^z.- bfl-A.･1庶

としてz^zlが決まる.

4･2･2 ソフトフィンガ接触②の場合 式(4),

(9)より,ソフトフィンガ接触②では次の非線形方程

式になる.

Atx+[y 1 O]Tz(-bz･,i-1,2,-,A ･･-･･(22)

式(22)は非線形部分と線形部分に分けて考えることが

できる.第3成分に注目すれば

at2こrl-a.11X2-bz･3,
i-1, 2, ･-, A

すなわち,

a12 ~a11

α22 ~α21

aJ[2 ~akl

---･----･-(23)

を得る.一般にk≧3とすれば点接触と同様の方法に

ょり接触状態の判定および推定値El,丘2が得られる.

また.式(22)の第1,第2成分は

af3X-2-azr2X3+yzf-btl ･････--･------(24)

-ai:.磨1+a.11X3+zz･-b,･2 I-----･=･･･-(25)

である.式(24), (25)よりzllを消去すjlば

-af2X3十(bi2+at:1.fl)3/
-a.11X3y- bLl-

a.lax-2

すなわち,

-a12 b12+a13XAl -all

-a22
b22+a23庶l -all

-ak2
bh2+ah3X^l -ahl

bll- a13X^2

b21-

a23XA2

bhl-ak3虎2

が得られる.式(26)はx3,y,X3yを未知変数とする線

形推定問題とみなすことができる. k≧3において

ncyz･*oであれば左辺の行列の階数は3になり,掃き

出し操作を行うと,

1 0 0

0 1 0

0 0 1

0 0 0

0 0 0

に変形できる.ここで

ルゴリ ズム

EIE2-E3-0,Ei-0, i≧4 ･･･.･･･-･-････--(27)

を満たしていればx3とyが決められる.したがって,

式(23)および(27)を満たせば,未知の接触状態はソフ

トフィンガ接触②であると判定でき,x^3-El, 9-E2,

z^i- bz12+ai351- az.lX-3

として未知パラメータが決定される.以上より, 4回

のセンシングでソフトフィンガ接触②は判別可能であ

る.

4･2･3 ソフトフィンガ接触③の場合 式(4),

(10)より,ソフトフィンガ接触③では次の非線形方程

式になる.

AiX+[yl y2 1]T,Et-bz･,i-1,2,L･･,k-(28)

式(28)を成分で書き直すと

at3X2-ai2X3+ylZi-bz.I,
--.･･-････--- (29)

-at3X.+ailX3+y2Zi-bz･2
---･･---- (30)

a7･2XI-atlX2+zz.-bl13 -------I-･･--(31)

式(31)を用い式(29), (30)のzl.を消去すれば

al･1X2yl- at12(x3+xlyl)+伽X2十bt･3yl-
bzll

atl(x｡+x2y2)-at2Xly2- ai3Xl+ bf3y2- bz･2

-----(32)

すなわち,

仇1 -a12 a13 b13

り一

.
.
I

〃u
-a22

a23 b23

a).1 -a]12 ak3 b朋

all -a12 -a13
b13

a2l -a22 -a23 b23

---･-(33)

X･dL2JI

x3+∬l且/I

L■LT2

〟1

a)e. -ah2 -ak3 b/a

x3 + x2L7h

.1tl
I/2

.rl

y2

---･-(34)

が得られる.式(33), (34)は

xs31-【x2ylX3+xlyl
X2

yl]T,

xs,2-[x3+x2y2
Xly2 Xl

y2]T

を未知変数とする線形推定問題とみなすことができ

る.式(33), (34)は式(16)と同じ形であり,点接触と

同様にして接触状態の判定および推定値が求められ

る.式(33), (34)の式(17)に対応する右辺をそれぞれ

El,E2,･･･,El',毘-とすると

El-E,E4-0,EE-0, i≧5
-----･--･････.(35)

Ei-EiE4'-0, i;-0, i≧5
-･･.･--･････--.(36)

(Elf-E3E4'卜(E2-E4E:;)-0.･･････-･----(37)

を満たせば,未知の接触状態はソフトフィンガ接触③

であると判定でき, Bl-昆x^2-ら, 5l-E^, 92-E4',

x^3- El'-E3E4'

として未知パラメータが求められる.したがって,5
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回のセンシングによりソフトフィンガ接触③は判別可

能である.

4･3 緑接触の判定法

4･3･1線接触①の場合 式(4), (ll)より,線接

触①では次の線形方程式になる.

Atx･に冒o.]'[zzz.I.A
-bi,i-1,2,.･･,A

-----(39)

式(39)に削1て未知物理量は,.rl,X2,X3,れZ.･2の3

十2k個となる.それに対して有効な方程式の数はk

-1のとき3胤k≧2のとき2k+2個となる.した

がって,未知物理量の数が方程式の数より多くなるの

で,センシングの回数を増やしても未知物理量を一意

には決定できない.これは接触線上の任意の位置に接

触点cを設定できることに対応している.そこで,各

未知物理量の依存関係を明らかにし,同定手法を考え

る.

まず,式(39)の第3成分は

a{2Xl一釣.Lr2-bz.,.
i-1, 2, ･･･, k

でソフトフィンガ接触②の式(23)と同じである.した

がって, k≧3であれば接触状態の判定および推定値

3fl,I-2が得られる.

式(39)の第1,第2成分は

伽.宕2- a払r3+z,･l
- b,･1

一伽:fl+a‖1.3+A,12-bL･ヱ

である.したがってzEl,.a,･2は.r:.に依存する形で決ま

る.

Zz･l

Zi2ト
bz･l- af3.i;2

b,r2+ a,13.宕l

a z'･3

-(I.1

Il13

ここで,エ3は接触点の任意性を意味している.したが

って,接触線はx｡をパラメータとして表現される･

4･3･2 線接触②の場合 式(4), (12)より,線接

触②では次の非線形方程式になる.

At･x･に?y:肥]-a,I, i-1,2.･･･,k

-----(40)

式(40)を成分で書き直すと

a.･3X2-ai2X3+.zzLl-bz.I --･.･-I.･･=-･･--･･(41)

-ai3Xl+a.1X3+yzi2-bE2 ･･-.･･･-･･･--･(42)

a.12.rl-ai.X2+zz･2-bz13
I.-･=--･･････--I-･ (43)

となる.式(42), (43)よりzz12を消去すると,

azrl(I,十x2y卜at21･ly
-

ai3エl+ b..3y- bt12
- (44)

2065

の非線形方程式を得る.しかし,式(44)は式(32)のy2

をyとすれば,同じ式である.したがって,k≧5で

あれば接触状態の判定と推定値jfl, 9が得られる.

また,式(38)よりx3はx2を用いて表すことができ

る.

x3-Elf- EIx2

51, 9と式(45)を式(41). (43)へ代入するとzz･1,Zt12は

Zz. i

Z[-･1]-[
bl･l+ a,12El'

bi3+伽E占

ai3+ al12El

-alll
∬2-･･--･(46)

となる.式(45), (46)において未知物理量x3,Zz･l,之z12

はx2に依存する形で決まり,接触線は次式で与えら

れる.

4･3･3 線接触③の場合 式(4), (13)より,線接

触③では次の非線形方程式になる.

Az･x･[yy/.柁]
-bl･,i-1,2,-,A

----･･(47)

式(47)を成分で普き直すと

伽X.i- a,12X｡+ylZ.-I+y2ZE2-bI.I
---=･.･- (48)

-a.･3Xl+a.11X3+a.1l-bl12 I-･------･･-(49)

a(2∬111,.lX2十E.12-b`｡ ---･---･･･---I(50)

となる.式(4･8)-(50)よりJZ.I.,a,･2を消去すれば,

al･1(-.r31/.
+
x2y2)- aE2(x3+ r13/2)

十a.I,(Lr2+xlyl)十bz･2yl+
bi3y2- btl

すなわち,

a11
~

a12

β21
~

α22

JS
e

ハu

3り)

.
.
I

α

ahl -ah2 ah3

b22

り一

.
.
.

点
-β

3

3

ー

2

●
.
●

LU

,･nU

bk3

-x3yl
+ x2y2

x3+ xly2

x2+ xlyl

yl

〟2

が得られる.式(51)は

xE3-卜1t3.tJI+劫L7/2
X3十xILy2

.r2+Elyl
yl

!/2]'

を未知変数とする線形推定問題とみなすことができ

る. -般にk≧5であれば推定値3fE3は決まる･式

(51)を式(17)の形に変形するとき

El十E2与l-E,E5-0, Ez･-0, i≧6 --･---(52)

を満たせば,未知の接触状態は線接触③であると判定

-245-



2066 接触パ ラメ一夕の同定アルゴリズム

Table 1 Necessary number of active sensing motions

k Point Soft Line Plane

2 ○ ① × ×

3 × ① ×

4 ② × ×

5 ③ ② ×

6 ③ ×

できr,,.r3および恥JEi2は自由パラメータxIを用い

て表される.

x2- E3- E4Xl

r3- E2-.f5Xl

ZEI

,Zl12]-[
bzIZ+の1E2

bz13+軌1E3

-a.･3- az1如

aE･2+ a,11E4

また接触線は次式で与えられる.

.■r
I

4･4 面接触の判定法 面接触の場合に得られる

条件は式(4), (14)より

A(.x+[z.･1Zi2
ZE3]r-b.I,i-1,2,-･,k

･----(53)

ただし,式(53)で未知物理量は1.1, X2,
LLlll･礼Zz12, ･Z7.3

の3+3h個となり,有効な方程式は紬個となる.莱

知物理量の数が方程式の数よりも常に3個多くなるの

で,センシングの回数を増やしても未知物理量を一意

に決めることはできない.

4･5 接触状態の同定アルゴリズム 各接触状態

を判別するために必要とするアクティブセンシングの

回数kは表1のようにまとめられる.なお,softの列

の①は2回の計測によりソフトフィンガ接触①の接触

状態が判別できることを意味する.また, ×印は接触

状態が判別できないことを意味する.

各接触状態の同定に要する計測回数および利用する

判別式の関係から,次のような同定アルゴリズムを用

いれば,各接触状態を効率よく判別できる･

steplセンシングを2同行う･

step2 if 式(18)を満たす

tben 点接触と同定.

step3 if 式(21)を満たす

then ソフトフィンガ接触①と同定.

step4 センシングをさらに2回行う･

step5 if 式(23)を満たす

tben Step6へ

else
Step7へ

step6 if 式(27)を満たす

tbellソフトフィンガ接触②と同定.

else 線接触①と同定.

step7 センシングをさらに1回行う･

steps if 式(36)を満たす

tbeII Step9へ

else Step lOへ

step9 if 式(35), (37)を満たす

tben ソフトフィンガ接触③と同定.

else 線接触②と同定.

steplOセンシングをさらに1回行う･

stepll if 式(52)を満たす

tben 線接触③と同定.

else 面接触と同定.

このアルゴリズムであれば,ソフトフィンガ接触②

と線接触①の接触状態を区別することができる.ま

た,面接触では未知物理量を決定することはできない

が,接触状態を同定することはできる.

5.数 値 例

簡単な数値例を用いて,本アルゴリズムの妥当性を

示す.以下の方法で数値例を与える.まず,接触点

x,点cでの力f(さ一,とモーメント恥の剤宝を与える･

次に点oでの力f,"･とモーメントれを式(1), (2)

より求める.

この方法により与えられた数個例fot,btのみから

本アルゴリズムにより接触状態が正しく同定できるか

を調べる.

(例1)点接触を満たすデータとして各真情を次の

ように与える.

∬-[1 -3 2】r,

fTcl-【12 1]r,fc2-[-3 2 5]T,

ncz.-0, i-1, 2

このとき次を得る.

bl-卜7 1 5〕T,b2-卜19 -ll -7]T

(例2)ソフトフィンガ接触③を榊たすデータを与

える.まず,接触面の法線ベクトルを

rz-意ト1
-2 1】T

また,

∬-ト2 -1 1]7●,

fcl-[1 -1 1]71,fc2-ト1 -2 3]7＼

fc3-卜3 1 5】T,fL.4-卜2 7 3】T,

fc5-[3 5
-4]T,nc.-卜1 -2 1]r,

nc2-[2
4

12]T,nc3-【3
6

-3]r,

nc4-[-4 -8 4]T,nc5-[5 10
-5]T
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Tat)Ie 2 Nu111erical exarllples

Eq. (18) (21) (23) (27) (36) (35),(37) (52)

ex.1 ○

eX.2 × × × ○ ○

eX.3
× × ○ ×

eX.4
× × × × ×

としたとき次を得る.

bl-卜1 1 4]T,b2-[1 9 1]T,

b｡-ト3 13
-8]T.b..-卜14 -4 -12]T,

b5-【4 5
-12]T

(例3)繰接触①を満たすデータを与える.

x-[1
1

-1]r,

fTcl-[1 1 1]T, 1
｢._.L

ニ
N

√り

fTc3-[2 4 1]Tjc4-[3 4

ncl-[3
0 0]T,nc2-卜1

nc,-[5
0 0]T,nc..-ト4

l

I

T▲

γ.

γ一

γ一

]

]

1｣

ー
nU

nU

3

5
i

o

o

2

としたとき次を得る.

bl-[5 -2 0]T,b2-[4 -2 3]T,

b3-[1() -3 2]T,b4-ト5 2 1]T

(例4)面接触を満たすデータとして各真価を次の

ように与える.

∬-[2 -1 3]丁●,

fcl-[1 -1 2】'r,f(,2-[23 5]',

fc3-卜7 2 4]']',i(‥｡-[51
-9]'[-,

fLt5-[1O 3 1]r,fc(,-[5 4
-3】T,

nL.1-[1 -1 1]T,nc2-[2 1 3]',

nc｡-卜3
5 6]T,nc.I-[5 -3 9]T.

nc5-[4
5 1()]r,nL･.F[73 -6]'

としたとき次を得る.

bl-[2 -2 0]T,b2-[112 13 11]T,

b｡-卜13 -24 3]T,b｡-[11 30 16]',

b5-[-6 33 26]',b6-[12 24 7]'

以上のような例を本アルゴリズムで判定すると,表

2のようになる.ここで×は判定条件式を満たさない

ことを意味し, ○は満たすことを意味する.例1は式

(18)を満たすため点接触例2は式(23)まで満たさず

式(35)-(37)を満たすためソフトフィンガ接触③,例

3は式(23)を満たすが式(27)を満たさないため線接触

①.例4はすべての条件式を満たさないため面接触と

判定される.このように,本アルゴリズムは未知の接

触状態を正しく同定することができた,したがって,

本報で提案した接触状態の同定手法は妥当だと考えら

れる.
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6.結 吉

本論文では,把握対象物の形状,接触位置および接

触状態が未知という状況においてこれらの未知接触パ

ラメータを同定する問題を取扱った.文献(5)とは異

なり各接触状態の拘束条件を端的に表項した.また,

ソフトフィンガ接触および線接触では拘束条件の細分

化により未知パラメータを減らすことができた.方程

式が非線形となる場合にも各接触状態(面接触を除く)

における未知物理量の同定問題を線形推定問題に変換

した.このときの必要最小限のセンシング回数も明ら

かにした.また,各接触状態の同定に必要なセンシン

グの回数の関係から接触状態同定のアルゴリズムを提

案した.本手法では.接触状態と接触点の位置だけで

はなく,接触線の方向なども容易に計算することがで

きる.このため,ロボットによる把持対象物の自動挿

入および組立などの作業にも応用可能である.

次報では計測データにノイズ等の誤差が含まれてい

る場合の接触状態の同定手法を取扱う.

備後に,本研究について熱心にご討論いただいた名

古屋工業大学山田磨孝博士に感謝の意を表する.

付 録

ソフトフィンガ接触のとき, nL･l.は式(5), (6)よ

り次のベクトルで与えられる.

nL,.I-[)･13
7･2｡

)A,3〕7■fl'e1.I,
i-1, 2, -, k･-･･(54)

未知パラメータはフ･1｡,7･23, r33, 1l'c2iの3+k個である.

nc,･の重複衷現を避けるため次の三とおりに分けて考

える.

① r23-r3,-0, r13≠Oの場合,.zz.-r13n'czz･とおけ

ば式(54)より式(8)が得られる.

② 7･3｡-0, 7･2:,≠0の場合,y-7･13/r23,Zt-)･23･n'cEtと

おけば式(54)より式(9)が得られる.

③ r3,≠0の場合, yl- r13/r33,.y2-r23/r33,･Zz･-r33n'czz･

と捌ナば式(54)より式(10)が得られる.

線接触のとき, nciは次のベクトルで与えられる.

nci=

).一12 7'22 r;12

7'13 r23 7'113

)) c!/zL

′

n czi ]i-1,2,･･･,A

未知パラメータはr12, 7･13, )r･22,也)･:12, r:13, n'c.7Jt.n'cl(の

6十2k個である.ソフトフィンガ接触と同じように変

数をおき直すことで式(ll)-(13)が得られる.

文 献

(1)永田和之･小笠原司･高瀬陸風接触情報を馴1たロボ

ットの把#.位置姿勢の推定,計測制御学会論文鼠
28-7

(19!)2).783-789.

I-247 -



2068 接触パラメータの同定アルゴリズム

(2)北垣高成･小笠原司･末広尚土力覚センシングによる

接触状態検札 日本墳械学会ロボメカ講演会予稿集, A

(1991),45-48,

(3)三村宣治･舟橋康行,2次元平面内における2本指ロボッ

トハンドの把握パラメタ同定,機論, 58-55もC (1992),

175-181.

(4)舟橋康行･梼絡博,アクティブセンシングを用いた包み

込み把握の接触点岡見磯論, 61-589, C (1995), 163-169･

(5)三村宣治･舟橋康行,アクティブセンシングによる接触

パラメータ同f,機論, 601579, C (1994), 230-235.

(6) Mason, M.T. and Salisbury, I.K., Robot Hands (End

lhe Meciz(wlics
of

M(mipIElation. (1985), 8, Cambridge,

MA, MIT Press.

-248-




