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完璧な補完機能

Ensenso ステレオ 3D カメラ搭載の⾼効率ロボットセル

グローバル化により、製品⽐較およびサプライサイクルが迅速化しています。産業⽤部品を簡単に「店頭で」購⼊できる時代は過去にな

りました。ロボット⼯学市場では、⼩規模メーカーが市場リーダーに⻑期にわたって打ち勝つには、⾼度な技術⼒とニッチ市場でのイノ

ベーションに賭けるしかありません。2D 画像処理がニッチではなくなってからもう⻑い時間が経過しています。状況は 3D セクターへと

移⾏しています。3D 画像処理ソリューションと 6 軸ロボットを組み合わせると、中⼩規模企業が市場での地位を固められる新たなチャン

スが⽣まれます。ウィーン近郊のバーデンに本社を置く ALG Automatisierungslösungen GmbH は、この組み合わせを使⽤し、内蔵

Ensenso 3D カメラ搭載のビンピッキングロボットセルに活⽤しています。

従来の「ビンピッキング」は、今なおロボットにとっては⼤きな難題で

す。多くの⽤途で、乱雑な部品をまずコンテナから取り除かないと、順序⽴

てて処理できません。精度に加えて、システムのサイクルタイムが短く、

すぐに投資回収できることも重要です。この状況において、ALG はパート

ナーの Nordfels Maschinenbau GmbH とともに、このすべてを解決する

「ビンピッキング」ロボットセルを開発しました。コンセプトのベースに

なるのは⾼品質で完全に調整されたシステムコンポーネントです。すなわ

ち、⾼速な Denso 製ロボット、強⼒な産業⽤ PC、Ensenso N35 ステレオ

3D カメラで、これに強⼒なソフトウェアが組み合わされています。この⽅

法で、部品 1 つあたり約 4 秒のサイクルタイムを達成できます。

完璧なバランス:Denso のロボット、強⼒な産業⽤ PC、 Ensenso N35 ステレオ 3D カメラ、

強⼒なソフトウェア
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上⽅から⾒える物体表⾯の 3D 点群

この⽬的で、セル内の 3D カメラシステムはコンテナのおよそ 1 m 上⽅に

配置されます。カメラは部品を撮影し、表⾯の 3D 点群を⽣成します。点群

はステレオカメラテクノロジーによって 1 つの画像で作成されます。これ

は時間の⾯で、レーザースキャンシステムと決定的な差をつける利点で

す。アルゴリズムでは⾼度な「照合⼿続き」を使⽤して、記録された 3D 点

群内の個々の部品を認識します。

最も簡単にすばやくピックアップできる部品を判定し、可能性のある把持

ポイントを識別します。その後、ロボットコントローラーはどの加⼯品を

いつピックアップするか「決定」します。さらに、ロボットアームと衝突

しない経路を計画します。すると、部品を安全に取り出して以降のプロセ

スに転送できます。これは、C# Visual Studio での⾼レベル⾔語のプログラ

ムと HALCON 画像処理ライブラリとの統合により、達成されます。

HALCON と Denso Robotics とを直接接続するインターフェースは、この

点で⾮常に優れています。ユーザー固有のインターフェースをプログラム

する必要がなくなり、画像処理とロボットとの通信が容易になます。

ロボットコントローラーが次にピックアップする加⼯ 品を「決定」

迅速な投資回収

部品の慎重な選択、⾼速な画像撮影、⾼速ロボットという理由から、適切な使⽤により、システムは⽐較的短期間で投資を回収できます。⼩型部品領域で

は、3 シフト操業ではわずか 14 カ⽉で回収される場合もあります。さらに、コンパクトな形状とサイズなので、スペース要件は⼩さくなります。同時に、

従業員が単調な反復作業から解放され、字義的にも⽐喩的にも余裕が⽣まれます。考え抜かれた設計で、ロボットセルは周辺光や他の外部の影響から保護

され、常に⾼い信頼性を発揮します。

カメラ

3D カメラを使⽤して、ピックアップする加⼯品を完全に視覚化します。

Ensenso N35 は丈夫でコンパクトなアルミニウム製ハウジングを持ち、ト

リガーとフラッシュ⽤のねじ⽌め式 GPIO コネクター、GigE インターフェ

ースを備え、2 つのモノクロ CMOS センサー (グローバルシャッター、

1280 x 1024 ピクセル) とプロジェクターがあります。Power over Ethernet

によって、⾮常に⻑いケーブルを使⽤したデータ転送および給電が可能で

す。3D カメラは保護等級 IP65/67 の要件に準拠し、埃、塵埃、⽔滴、洗剤

に対する耐性があります。  プロジェクター技術を搭載し、点群の

精度を向上させ、困難な表⾯の 3D データを確実に取得します。このため、

Ensenso N35 モデルは静⽌物体の 3D 撮影に特に適しており、動作距離は

最⼤ 3,000 mm です。

FlexView

Ensenso 3D カメラはコンテナの約 1 m 上⽅に配置されます

ソフトウェアの完璧な連携 ALG が使⽤する 3D カメラは、ハードウェアおよび対応するソフトウェア

からなる完全パッケージです。ALG のエキスパートはカメラの校正および

試運転前検査向けに提供された SDK を使⽤します。ALG のロボットおよ

びドライブ技術統括責任者の Franz Eder 博⼠は、⾃分の経験を次のように

説明しています。「Ensenso ソフトウェアパッケージの優れた利点は、カ

メラをすばやく容易に操作して、最も重要な基本設定を指定できることで

す。このすべてが同じソフトウェアツールで実⾏され、どの世代のどのカ

メラが今接続されているかに依存しません」同時に、Denso が使⽤したロ

ボットでは、HALCON Extension Package を使⽤して HALCON 環境から

直接プログラミングできます。これにより、画像処理ソフトウェアとロボ

https://jp.ids-imaging.com/files/images/support/knowledgebase/case-studies/ALG/ids-case-study-alg-screen-3d-point-cloud.jpg
https://jp.ids-imaging.com/files/images/support/knowledgebase/case-studies/ALG/ids-case-study-alg-grip.jpg
https://jp.ids-imaging.com/ensenso-3d-camera-operating.html#ensenso-flexview
https://jp.ids-imaging.com/files/images/support/knowledgebase/case-studies/ALG/ids-casestudy-alg-enseno-3d-camera.jpg


製品活⽤例

3IDS Imaging Co., Ltd. | 3F, Mita Nexus Building, 1-3-33 Mita, Minato-ku | 108-0073 Tokyo | ⽇本

電話番: +81 3 6260 0833 | メール: apacsales@ids-imaging.com | ウェブサイト: www.ids-imaging.jp

衝突しない「ビンピッキング」に向けて準備されたロボットアーム

ット制御を完璧に連携させる⼿段が⽣まれます。新しいコンポーネントは

CAD モデルを使⽤して簡単にプログラムできます。

すると、セットアップ時間も管理できるようになります。

今後の予定

⼩さな占有⾯積、⾼速、新しいコンポーネントの容易なプログラミング、関連する準備時間の短縮、速やかな投資回収などから、ALG のセルには、ロボッ

トを柔軟な⽣産ラインで活⽤する⼤きな機会があることがわかりました。Campus Wels of the University of Applied Sciences, Upper Austria との提携によ

り、3D 画像処理とロボット⼯学の組み合わせは、未来のスペシャリストとなる学⽣のアイデアをかき⽴てることにもなります。同校では、セルを設置して

Center for Smart Manufacturing で 1 年にわたって稼働させています。「このアプリケーションのコンセプトは納得のいくものです。学⽣はセルをすぐにた

やすく使い始められ、新しい部品や変更のパラメーターを学習し、最適化できます。これは指導にとって完璧です。さらに、Wels キャンパスではメカトロ

ニクスと画像処理の分野にも重点を置いています」と、Center for Smart Manufacturing (Campus Wels) Automation Technology 部⻑の Thomas Schichl ⽒

は語ります。

製品のライフサイクルが短く、バッチ数量が少ない場合、オートメーションシステムは柔軟性を⾼める必要があります。ロボットセルは単調でつまらない

作業を実施し、前述した従来の「ビンピッキング」であれ、ロボットベースのコンポーネントのバリ取りであれ、CAD モデルの⽐較により、優れた精度で

均⼀に処理します。応⽤分野は無限です。3D 画像処理をマンマシンインターフェース技術と組み合わせれば、ロボットは将来⼈間を⽀援し、洞察⼒を備え

た信頼できる相棒となるでしょう。⼈間が⽣産を管理して監視し、ロボットが物理的な負担を伴う業務を担当します。すると、機械が⼈間に置き換わるの

ではなく、重量物を持ち上げるなど、⼈間の能⼒を補完することになります。機械の⽬は間違えないので、3D 画像処理は、幅広い⽤途で理想的な基盤にな

ります。適切なコンポーネントを使い、⽣産プロセスに効率的に導⼊すると、完全に連携できるようになります。
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Ensenso N35 - ⾼速で⾼精度の 3D ビジョン

GigE インターフェース - 汎⽤で柔軟

コンパクトで丈夫なアルミニウム製ハウジング

IP65/67

グローバルシャッター CMOS センサーとパターンプロジェクター、

オプションで⻘⾊または⾚外線 LED

最⼤ fps (3D):10 (2x ビニング:30) および視差数 64

最⼤ fps (オフライン処理):30 (2x ビニング:70) および視差数 64

動作距離最⼤ 3,000 mm (N35)、可変像⾯

マルチカメラモードで使⽤するすべてのカメラからのデータを、1 つ

の 3D 点群で出⼒

複数の視野⾓からの 3D ポイントクラウドをその場で構成

FlexView 技術を搭載し、点群の精度を向上させ、困難な表⾯の 3D デ

ータを確実に取得

「射影テクスチャステレオビジョン」プロセスでテクスチャ化されて

いない表⾯を撮影

静⽌物と移動物の両⽅を撮影

無料のソフトウェアパッケージには Windows および Linux 向けのド

ライバーと API が付属

1 つのソフトウェアパッケージで USB モデルと GigE モデルに対応

HALCON、C、C++、および C# サンプルプログラム、ソースコード

付き

事前校正済みで、セットアップが簡単

基準板によるロボットハンドアイ校正の統合機能

ソフトウェア側に uEye 産業⽤カメラを統合し、追加のカラー情報や

バーコードを取得

柔軟なデータとフレームレートのためのサブサンプリングとビニング

クライアント

ALG Automaisierungslösungen GmbH は、ロボット⼯学、視覚化、制御

技術、リニア技術の完全な相互作⽤を専⾨とする企業です。最初の計画段

階から、より複雑なシステムの構築、個々のコンポーネントの交換や最適

化まで、熟練したエキスパートが最適化されたオートメーションソリュー

ションを開発します。⽬標として、お客様の競争⼒を常に向上させること

を、常に念頭に置いています。

www.alg-at.eu

http://www.alg-at.eu/

