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(57)【要約】
【課題】ロボットアームがワーク配置部に接触するのを
抑制することが可能なロボットシステムを提供する。
【解決手段】このロボットシステム１００は、平面視に
おいて、ロボットアーム１４のロボットハンド１２が取
り付けられる部分の垂直方向に沿った回動軸Ａ５とロボ
ットハンド１２の幾何学的中心とが異なるように、ロボ
ットハンド１２の根元側がロボットアーム１４に接続さ
れており、ＰＣ６は、ロボットアーム１４が延びる方向
であるＸ方向と交差する方向にロボットハンド１２の先
端側が向くようにロボットアーム１４によりロボットハ
ンド１２を回動させた状態で、ロボットハンド１２によ
りパレット２０１に配置されたワーク２００を保持する
ように制御するように構成されている。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワーク配置部に配置されたワークを保持する保持部が取り付けられる第１ロボットアー
ムと、
　前記保持部および前記第１ロボットアームの動作を制御するロボット制御部とを備え、
　平面視において、前記第１ロボットアームの前記保持部が取り付けられる部分の垂直方
向に沿った回動軸と前記保持部の幾何学的中心とが異なるように、前記保持部の根元側が
前記第１ロボットアームに接続されており、
　前記ロボット制御部は、前記第１ロボットアームが延びる方向である第１方向と交差す
る方向に前記保持部の先端側が向くように前記第１ロボットアームにより前記保持部を回
動させた状態で、前記保持部により前記ワーク配置部に配置された前記ワークを保持する
ように制御するように構成されている、ロボットシステム。
【請求項２】
　前記ロボット制御部は、平面視において、前記保持部の先端側の外縁と前記ワーク配置
部の外縁とが略平行になるように、前記第１ロボットアームにより前記保持部を回動させ
た状態で、前記保持部により前記ワークを保持するように制御するように構成されている
、請求項１に記載のロボットシステム。
【請求項３】
　前記ワーク配置部は、平面視において、前記ワークを囲うように略矩形形状を有し、
　前記保持部は、平面視において、前記先端側に互いに略直交する２つの辺を有する形状
を有しており、
　前記ロボット制御部は、前記保持部の先端側の互いに直交する２つの辺と前記ワーク配
置部の２つの辺とが略平行になるように、前記第１ロボットアームにより前記保持部を回
動させた状態で、前記保持部により前記ワークを保持するように制御するように構成され
ている、請求項２に記載のロボットシステム。
【請求項４】
　前記保持部は、平面視において、略正方形形状を有しているとともに、前記略正方形形
状の保持部の根元側の角部近傍が前記第１ロボットアームに接続されており、
　前記ロボット制御部は、前記略正方形形状の保持部の先端側の互いに直交する２つの辺
と前記ワーク配置部の２つの辺とが略平行になるように、前記第１ロボットアームにより
前記保持部を略４５度回動させた状態で、前記保持部により前記ワークを保持するように
制御するように構成されている、請求項３に記載のロボットシステム。
【請求項５】
　前記ロボット制御部は、平面視において、前記保持部の先端側と根元側とが前記第１方
向に沿って配置された基準状態から、前記第１方向と交差する方向に前記保持部の先端側
が向くように前記第１ロボットアームにより前記保持部を回動させた状態で、前記保持部
により前記ワークを保持するように制御するように構成されている、請求項１～４のいず
れか１項に記載のロボットシステム。
【請求項６】
　前記ロボット制御部は、前記第１方向と直交する第２方向の一方側に配置される前記ワ
ークを保持する場合には、前記基準状態から前記第２方向の一方側に前記第１ロボットア
ームにより前記保持部を回動させた状態で、前記保持部により前記ワークを保持するよう
に制御するとともに、前記第２方向の他方側に配置される前記ワークを保持する場合には
、前記基準状態から前記第２方向の他方側に前記第１ロボットアームにより前記保持部を
回動させた状態で、前記保持部により前記ワークを保持するように制御するように構成さ
れている、請求項５に記載のロボットシステム。
【請求項７】
　前記保持部は、平面視において、前記保持部の幾何学的中心から、前記第１方向と直交
する第２方向にオフセットした前記保持部の根元側の位置において前記第１ロボットアー
ムに接続されている、請求項１～６のいずれか１項に記載のロボットシステム。
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【請求項８】
　前記第１ロボットアームを含むロボットをさらに備え、
　前記ロボットは、平面視において、前記ロボットの前記第１方向に沿った方向の中心線
に対して前記第１ロボットアームが前記第２方向の一方側に張り出した非対称な形状を有
しており、
　前記保持部は、平面視において、前記第１ロボットアームの張り出した方向と反対の前
記第２方向の他方側にオフセットした前記保持部の根元側の位置において前記第１ロボッ
トアームに接続されている、請求項７に記載のロボットシステム。
【請求項９】
　前記ワーク配置部に配置された前記ワークの配置状態を検出する検出部が取り付けられ
る第２ロボットアームをさらに備え、
　前記ロボット制御部は、前記検出部により検出された前記ワークの配置状態に基づいて
前記第１ロボットアームを移動させて、前記保持部により前記ワーク配置部に配置された
前記ワークを保持するように制御するように構成されている、請求項１～８のいずれか１
項に記載のロボットシステム。
【請求項１０】
　平面視において、ロボットアームの保持部が取り付けられる部分の垂直方向に沿った回
動軸と前記保持部の幾何学的中心とが異なるように、根元側が前記ロボットアームに接続
されている前記保持部を、前記ロボットアームが延びる方向である第１方向と交差する方
向に前記保持部の先端側が向くように前記ロボットアームにより回動させる工程と、
　前記保持部を回動させた状態で、前記保持部により前記ワーク配置部に配置された前記
ワークを保持する工程とを備える、ワークの搬送方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ロボットシステムおよびワークの搬送方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、パレットに配置されたワークを保持するハンドが取り付けられるロボットアーム
を備えるデパレタイズ装置が知られている（たとえば、特許文献１参照）。このデパレタ
イズ装置では、パレットの上方よりワークが撮影されるとともに、撮影された画像に基づ
いてワークの位置が検出される。そして、検出されたワークの位置に基づいて、ロボット
アームが移動されるとともに、ハンドによりワークが保持されるように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－３１７９１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１に記載のデパレタイズ装置では、パレットの外周側（壁
部近傍）に配置されたワークを保持する場合、ロボットアームとパレットの壁部とが接近
した状態になるために、ロボットアームとパレットの壁部（ワーク配置部の壁部）とが接
触する場合があるという問題点が考えられる。
【０００５】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、この発明の１つ
の目的は、ワークを保持する際に、ロボットアームがワーク配置部に接触するのを抑制す
ることが可能なロボットシステムおよびワークの搬送方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　上記目的を達成するために、第１の局面によるロボットシステムは、ワーク配置部に配
置されたワークを保持する保持部が取り付けられる第１ロボットアームと、保持部および
第１ロボットアームの動作を制御するロボット制御部とを備え、平面視において、第１ロ
ボットアームの保持部が取り付けられる部分の垂直方向に沿った回動軸と保持部の幾何学
的中心とが異なるように、保持部の根元側が第１ロボットアームに接続されており、ロボ
ット制御部は、第１ロボットアームが延びる方向である第１方向と交差する方向に保持部
の先端側が向くように第１ロボットアームにより保持部を回動させた状態で、保持部によ
りワーク配置部に配置されたワークを保持するように制御するように構成されている。
【０００７】
　第１の局面によるロボットシステムでは、上記のように、第１ロボットアームの保持部
が取り付けられる部分の垂直方向に沿った回動軸と保持部の幾何学的中心とが異なるよう
に、保持部の根元側を第１ロボットアームに接続して、第１ロボットアームが延びる方向
である第１方向と交差する方向に保持部の先端側が向くように第１ロボットアームにより
保持部を回動させた状態で、保持部によりワーク配置部に配置されたワークを保持するよ
うに制御するようにロボット制御部を構成することによって、保持部の先端側を第１方向
と交差する方向に回動させた分、第１ロボットアームをワーク配置部の中央部側に寄せた
状態で、ワークを保持することができる。これにより、ワークを保持する際に、第１ロボ
ットアームがワーク配置部（ワーク配置部の外周側（壁部））に接触するのを抑制するこ
とができる。
【０００８】
　第２の局面によるワークの搬送方法は、平面視において、ロボットアームの保持部が取
り付けられる部分の垂直方向に沿った回動軸と保持部の幾何学的中心とが異なるように、
根元側がロボットアームに接続されている保持部を、ロボットアームが延びる方向である
第１方向と交差する方向に保持部の先端側が向くようにロボットアームにより回動させる
工程と、保持部を回動させた状態で、保持部によりワーク配置部に配置されたワークを保
持する工程とを備える。
【０００９】
　この第２の局面によるワークの搬送方法では、ロボットアームの保持部が取り付けられ
る部分の垂直方向に沿った回動軸と保持部の幾何学的中心とが異なるように、根元側がロ
ボットアームに接続されている保持部を、ロボットアームが延びる方向である第１方向と
交差する方向に保持部の先端側が向くようにロボットアームにより回動させる工程を備え
ることによって、保持部の先端側を第１方向と交差する方向に回動させた分、ロボットア
ームをワーク配置部の中央部側に寄せた状態で、ワークを保持することができる。これに
より、ワークを保持する際に、ロボットアームがワーク配置部（ワーク配置部の外周側（
壁部））に接触するのを抑制することが可能なワークの搬送方法を提供することができる
。
【発明の効果】
【００１０】
　上記のように構成することによって、ワークを保持する際に、ロボットアームがワーク
配置部に接触するのを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施形態によるロボットシステムの全体図である。
【図２】本実施形態によるロボットシステムのブロック図である。
【図３】本実施形態によるロボットシステムのデパレタイズ用のロボットの斜視図である
。
【図４】本実施形態によるロボットシステムのデパレタイズ用のロボットを上方から見た
図である。
【図５】本実施形態によるロボットシステムのデパレタイズ用のロボットのロボットハン
ドの斜視図である。
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【図６】本実施形態によるロボットシステムのデパレタイズ用のロボットのロボットハン
ドの上面図である。
【図７】本実施形態によるロボットシステムのデパレタイズ用のロボットのロボットハン
ドの下面図である。
【図８】本実施形態によるロボットシステムのロボットハンドによりパレットの辺と略平
行に配置されたワークを保持する様子を示す図である。
【図９】本実施形態によるロボットシステムのロボットハンドによりパレットの辺と交差
するように配置されたワークを保持する様子を示す図である。
【図１０】本実施形態によるロボットシステムのロボットハンドがパレットの右上の隅部
に配置された状態を示す図である。
【図１１】本実施形態によるロボットシステムのロボットハンドがパレットの左上の隅部
に配置された状態を示す図である。
【図１２】本実施形態によるロボットシステムのロボットハンドがパレットの右下の隅部
に配置された状態を示す図である。
【図１３】本実施形態によるロボットシステムのロボットハンドがパレットの左下の隅部
に配置された状態を示す図である。
【図１４】本実施形態によるロボットシステムの検出用のロボットの斜視図である。
【図１５】本実施形態によるロボットシステムの検出用のロボットのロボットハンドの上
面図である。
【図１６】本実施形態によるロボットシステの動作を説明するためのフロー図である。
【図１７】本実施形態によるロボットシステムのワークを載置する動作とワークの配置状
態を検出する動作とを説明するための図である。
【図１８】本実施形態によるロボットシステムのワークを保持する動作を説明するための
図である。
【図１９】比較例によるロボットの斜視図である。
【図２０】比較例によるロボットによりワークを保持する動作を説明するため図である。
【図２１】本実施形態の第１変形例によるロボットハンドの上面図である。
【図２２】本実施形態の第２変形例によるロボットハンドの上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１３】
　まず、図１～図１５を参照して、本実施形態によるロボットシステム１００の構成につ
いて説明する。
【００１４】
　図１に示すように、ロボットシステム１００は、デパレタイズ用のロボット１と、ワー
ク２００を検出するための検出用のロボット２とを備えている。ロボット１およびロボッ
ト２は、たとえば垂直多関節ロボットからなる。また、ロボット１およびロボット２の近
傍（Ｘ１方向側）には、大きさや形状の異なる複数のワーク２００が積み上げられたパレ
ット２０１が配置されている。なお、ワーク２００は、たとえば、箱状のワーク２００か
らなる。また、パレット２０１は、平面視において、ワーク２００を囲うように略矩形形
状（壁部を有する箱形状）を有する。また、ロボット１の近傍（Ｙ２方向側）には、ワー
ク２００が載置（搬送）されるコンベア２０２が配置されている。なお、パレット２０１
は、「ワーク配置部」の一例である。
【００１５】
　図２に示すように、ロボット１には、ロボットコントローラ３が接続されている。また
、ロボット２には、ロボットコントローラ４が接続されている。ロボットコントローラ３
およびロボットコントローラ４は、ＰＬＣ（ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｌｏｇｉｃ　ｃ
ｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）５に接続されている。また、ＰＬＣ５には、ロボットシステム１０
０全体の動作を制御するＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）６が接続されてい
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る。また、ＰＣ６には、ワーク２００の配置状態を検出するためのレーザ光照射部７およ
びカメラ８が接続されている。なお、ＰＣ６は、「ロボット制御部」の一例である。
【００１６】
　図３に示すように、ロボット１は、ロボット本体１１と、ロボット本体１１の先端に取
り付けられパレット２０１に配置されたワーク２００を吸着して保持するためのロボット
ハンド１２とを含む。また、ロボット本体１１は、基台１３およびロボットアーム１４を
有している。また、ロボット１には、ロボットアーム１４に接続されるケーブル１５等が
設けられている。なお、ロボットハンド１２は、「保持部」の一例である。また、ロボッ
トアーム１４は、「第１ロボットアーム」の一例である。
【００１７】
　基台１３は、フロア・壁・天井等の設置面に固定されている。ロボットアーム１４は、
５自由度を有して構成されている。ロボットアーム１４は、複数のアーム構造体を有して
おり、設置面に対して垂直な回転軸Ａ１まわりにアーム構造体１４１が基台１３に対して
回転可能に連結されている。アーム構造体１４２は、回転軸Ａ１に対して垂直な回転軸Ａ
２まわりに回転可能にアーム構造体１４１に連結されている。アーム構造体１４３は、回
転軸Ａ２に対して平行な回転軸Ａ３まわりに回転可能にアーム構造体１４２に連結されて
いる。アーム構造体１４４は、回転軸Ａ３に対して平行な回転軸Ａ４まわりに回転可能に
アーム構造体１４３に連結されている。アーム構造体１４５は、回転軸Ａ４に対して垂直
な回転軸Ａ５まわりに回転可能にアーム構造体１４４に連結されている。なお、ここでい
う「平行」「垂直」は、必ずしも厳密に定義されるものではなく、実質的なものであれば
よい。各回転軸Ａ１～Ａ５にはそれぞれサーボモータが設けられており、各サーボモータ
はそれぞれの回転位置を検出するエンコーダを有している。各サーボモータはロボットコ
ントローラ３に接続されており、ロボットコントローラ３の指令に基づいて各サーボモー
タが動作するように構成されている。
【００１８】
　また、図４に示すように、ロボット１は、平面視において、ロボット１のロボットアー
ム１４が延びる方向であるＸ方向に沿った方向の中心線Ｃに対して、ロボットアーム１４
がＹ方向の一方側（Ｙ１方向側）に張り出した非対称な形状を有している。なお、ケーブ
ル１５もＹ１方向側に張り出している。
【００１９】
　ここで、本実施形態では、図５および図６に示すように、平面視において、ロボットア
ーム１４のロボットハンド１２が取り付けられる部分（アーム構造体１４５）の垂直方向
に沿った回動軸Ａ５とロボットハンド１２の幾何学的中心（Ａ点、幾何学的な重心）とが
異なるように、ロボットハンド１２の根元側（Ｘ２方向側）がロボットアーム１４（アー
ム構造体１４５）に接続されている。具体的には、ロボットハンド１２は、平面視におい
て、略正方形形状を有しているとともに、略正方形形状のロボットハンド１２の根元側の
角部１２ａ近傍にロボットアーム１４が接続されている。
【００２０】
　また、本実施形態では、図６に示すように、ロボットハンド１２は、平面視において、
ロボットハンド１２の幾何学的中心（Ａ点）から、ロボットアーム１４が延びるＸ方向と
直交するＹ方向（Ｙ２方向）に所定の距離ｄだけオフセットしたロボットハンド１２の根
元側の位置においてロボットアーム１４に接続されている。すなわち、ロボットハンド１
２は、平面視において、ロボットアーム１４（ケーブル１５）の張り出した方向（Ｙ１方
向）と反対のＹ２方向側に所定の距離ｄだけオフセットしたロボットアーム１４の根元側
の位置においてロボットアーム１４に接続されている。また、ロボットアーム１４とロボ
ットハンド１２とは、接続部（ブラケット）１６を介して接続されている。
【００２１】
　また、図５および図７に示すように、ロボットハンド１２は、パレット２０１に配置さ
れたワーク２００を気体（空気）による吸引力により保持するための複数の吸着部１２１
と、吸着部１２１が取り付けられるロボットハンド本体部１２２とを含む。そして、ロボ
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ット２に設けられるカメラ８により撮影されたワーク２００の画像に基づいて、ワーク２
００とロボットハンド１２とがオーバーラップする部分に配置される吸着部１２１を作動
状態にするとともに、その他の吸着部１２１を非作動状態にした状態で、ワーク２００を
保持するようにＰＣ６により制御されるように構成されている。たとえば、図８および図
９に示すように、平面視において、ワーク２００の大きさがロボットハンド１２よりも小
さい場合、ワーク２００とロボットハンド１２とがオーバーラップする部分に配置される
吸着部１２１が作動状態にされる。また、平面視において、ワーク２００の大きさがロボ
ットハンド１２の大きさ以上の場合、全ての吸着部１２１が作動状態にされる。
【００２２】
　ここで、本実施形態では、図１０～図１３に示すように、ロボットアーム１４が延びる
方向であるＸ方向と交差する方向（Ｅ１方向、Ｅ２方向）に吸着部１２１の先端側が向く
ようにロボットアーム１４により吸着部１２１を回動させた状態で、吸着部１２１により
パレット２０１に配置されたワーク２００を保持するようにＰＣ６により制御されるよう
に構成されている。また、平面視において、ロボットハンド１２の先端側と根元側とがＸ
方向に沿って配置された基準状態（図４参照）から、Ｘ方向と交差する方向（Ｅ１方向、
Ｅ２方向）にロボットハンド１２の先端側が向くようにロボットアーム１４によりロボッ
トハンド１２を回動させた状態で、ロボットハンド１２によりワーク２００を保持するよ
うにＰＣ６により制御されるように構成されている。
【００２３】
　具体的には、図１０および図１１に示すように、Ｘ方向と直交するＹ２方向側に配置さ
れるワーク２００を保持する場合には、基準状態（図４参照）からＹ２方向側にロボット
アーム１４によりロボットハンド１２を回動させた状態で、ロボットハンド１２によりワ
ーク２００を保持するようにＰＣ６により制御される。また、図１２および図１３に示す
ように、Ｙ１方向側に配置されるワーク２００を保持する場合には、基準状態（図４参照
）からＹ１方向側にロボットアーム１４によりロボットハンド１２を回動させた状態で、
ロボットハンド１２によりワーク２００を保持するようにＰＣ６により制御されるように
構成されている。
【００２４】
　また、本実施形態では、図８および図９に示すように、略正方形形状のロボットハンド
１２の先端側の互いに直交する２つの辺１２ｂおよび１２ｃ（外縁）とパレット２０１の
２つの辺２０１ａおよび２０１ｂとが略平行になるように、ロボットアーム１４によりロ
ボットハンド１２を略４５度回動させた状態で、吸着部１２１によりワーク２００を保持
するようにＰＣ６により制御されるように構成されている。
【００２５】
　また、図８に示すように、ワーク２００の辺２００ａおよび２００ｂがパレット２０１
の２つの辺２０１ａおよび２０１ｂに略平行になるように配置されている場合には、平面
視において、ロボットハンド１２の先端側の互いに直交する２つの辺１２ｂおよび１２ｃ
（外縁）と、ワーク２００の辺２００ａおよび２００ｂとが重なるように、かつ、ロボッ
トハンド１２の先端側の角部１２ｄとワーク２００の角部２００ｃとが重なるように、ロ
ボットアーム１４によりロボットハンド１２が移動（回動）された状態で、ワーク２００
が保持される。なお、ワーク２００がパレット２０１の隅部近傍に配置されている場合で
も、中央部近傍に配置されている場合でも、ロボットハンド１２の２つの辺１２ｂおよび
１２ｃ（外縁）と、ワーク２００の４つの辺のうちの２つの辺とが重なるように、かつ、
ロボットハンド１２の先端側の角部１２ｄとワーク２００の４つの角部のうちの１つの角
部とが重なる状態で、ワーク２００が保持される。
【００２６】
　また、図９に示すように、ワーク２００の４つの辺がパレット２０１の２つの辺２０１
ａおよび２０１ｂに交差する状態で配置されている場合には、平面視において、ロボット
ハンド１２の先端側の互いに直交する２つの辺１２ｂおよび１２ｃ（外縁）と、ワーク２
００の２つの角部２００ｃおよび２００ｄとが重なるように、ロボットアーム１４により
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ロボットハンド１２が移動（回動）された状態で、ワーク２００が保持される。
【００２７】
　また、図１４に示すように、ロボット２は、ロボット本体２１と、ロボット本体２１の
先端に取り付けられるロボットハンド２２とを含む。また、ロボット本体２１は、基台２
３およびロボットアーム２４を有している。
【００２８】
　基台２３は、フロア・壁・天井等の設置面に固定されている。ロボットアーム２４は、
６自由度を有して構成されている。ロボットアーム２４は、複数のアーム構造体を有して
おり、設置面に対して垂直な回転軸Ｂ１まわりにアーム構造体２４１が基台２３に対して
回転可能に連結されている。アーム構造体２４２は、回転軸Ｂ１に対して垂直な回転軸Ｂ
２まわりに回転可能にアーム構造体２４１に連結されている。アーム構造体２４３は、回
転軸Ｂ２に対して平行な回転軸Ｂ３まわりに回転可能にアーム構造体２４２に連結されて
いる。アーム構造体２４４は、回転軸Ｂ３に対して垂直な回転軸Ｂ４まわりに回転可能に
アーム構造体２４３に連結されている。アーム構造体２４５は、回転軸Ｂ４に対して垂直
な回転軸Ｂ５まわりに回転可能にアーム構造体２４４に連結されている。アーム構造体２
４６は、回転軸Ｂ５に対して垂直な回転軸Ｂ６まわりに回転可能にアーム構造体２４５に
連結されている。なお、ここでいう「平行」「垂直」は、必ずしも厳密に定義されるもの
ではなく、実質的なものであればよい。各回転軸Ｂ１～Ｂ６にはそれぞれサーボモータが
設けられており、各サーボモータは、それぞれの回転位置を検出するエンコーダを有して
いる。各サーボモータはロボットコントローラ４に接続されており、ロボットコントロー
ラ４の指令に基づいて各サーボモータが動作するように構成されている。なお、ロボット
アーム２４は、「第２ロボットアーム」の一例である。
【００２９】
　また、図１５に示すように、ロボットハンド２２には、ワーク２００に向かってレーザ
光を照射するレーザ光照射部７と、ワーク２００から反射されるレーザ光を検出するため
のカメラ８（ステレオカメラ）とが取り付けられている。なお、レーザ光照射部７および
カメラ８は、「検出部」の一例である。そして、レーザ光照射部７によりワーク２００に
向かってレーザ光をたとえば十字状に（交差するように）照射するとともに、カメラ８に
よりワーク２００から反射されるレーザ光が検出（撮影）される。そして、検出結果（撮
影された画像）に基づいて、ワーク２００の配置状態（ワーク２００の高さ（ワーク２０
０の上面の高さ位置）、回転角度、位置、形状、大きさ等）がＰＣ６により算出（計測）
されるように構成されている。そして、本実施形態では、レーザ光照射部７およびカメラ
８により検出されたワーク２００の配置状態に基づいてロボットアーム１４を移動させて
、ロボットハンド１２によりパレット２０１に配置されたワーク２００を保持するように
ＰＣ６により制御されるように構成されている。
【００３０】
　次に、図１６～図１８を参照して、本実施形態によるロボットシステム１００の動作に
ついて説明する。
【００３１】
　まず、図１６に示すように、ステップＳ１において、レーザ光照射部７およびカメラ８
による前回の検出動作によって検出されたパレット２０１の最上段に配置されるワーク２
００の配置状態に基づいて、図１７に示すように、ロボットアーム１４のロボットハンド
１２により、ワーク２００が保持されるとともに、ロボットアーム１４が移動されること
により、ワーク２００がコンベア２０２に載置される。
【００３２】
　また、ロボットアーム１４によるワーク２００の載置動作と並行して（または、ワーク
２００の搬送動作と並行して）、ロボットアーム２４が移動されることにより、ロボット
アーム２４に取り付けられているロボットハンド２２（レーザ光照射部７およびカメラ８
）がパレット２０１の上方に配置される。
【００３３】
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　そして、ステップＳ２において、レーザ光照射部７によりワーク２００に向かってレー
ザ光が照射されるとともに、カメラ８によりワーク２００から反射されるレーザ光が撮影
されて、パレット２０１に配置された次に保持するワーク２００の配置状態（高さ、形状
、大きさなど）が検出される。そして、検出された複数のワーク２００のうち、保持対象
となるワーク２００（たとえば、最上段のワーク２００）が選択される。
【００３４】
　次に、ステップＳ３において、図１８に示すように、ロボットアーム１４がパレット２
０１の上方へ移動される。そして、ロボットアーム１４の移動動作と並行して、ロボット
アーム２４が、ロボットアーム１４に衝突するのを避けるようにパレット２０１の近傍か
らパレット２０１から離れる方向に退避される。
【００３５】
　次に、ステップＳ４において、たとえば、Ｘ方向と直交するＹ２方向側（Ｙ１方向側）
に配置されるワーク２００を保持する場合には、基準状態（図４参照）から、図１０およ
び図１１（図１２および図１３）に示すように、Ｙ２方向側（Ｙ１方向側）にロボットア
ーム１４によりロボットハンド１２を略４５度回動させた後、保持対象となるワーク２０
０の上方にロボットハンド１２が移動される。そして、ステップＳ５において、平面視に
おいて、ワーク２００とロボットハンド１２とがオーバーラップした部分に配置される吸
着部１２１を作動状態にするとともに、その他の吸着部１２１を非作動状態にした状態で
、ワーク２００が保持される。その後、ステップＳ１に戻って、ワーク２００がコンベア
２０２に載置される。また、ワーク２００がコンベア２０２に載置された後、全ての吸着
部１２１が非作動状態にされる。
【００３６】
　そして、ステップＳ１～Ｓ５の動作が、パレット２０１からワーク２００が無くなるま
で繰り返されて、ロボットハンド１２によるワーク２００のデパレタイズが終了される。
【００３７】
　次に、比較例によるロボット３００と対比しながら、ロボット１とパレット２０１との
接触の抑制について説明する。
【００３８】
　図１９に示すように、比較例によるロボット３００では、ロボットハンド３０１は、ロ
ボットハンド３０１の幾何学的中心（Ｂ点）においてロボットアーム３０２に接続されて
いる。そして、図２１に示すように、ロボットハンド３０１により、パレット２０１のＹ
１方向側に配置されたワーク２００を保持する場合には、ケーブル３０３がパレット２０
１に接触してしまう。一方、図１３に示すように、本実施形態のロボット１では、ロボッ
トハンド１２は、ロボットアーム１４の回動軸Ａ５とロボットハンド１２の幾何学的中心
とが異なるようにロボットハンド１２の根元側においてロボットアーム１４に接続されて
いるとともに、パレット２０１のＹ１方向側に配置されたワーク２００を保持する場合（
Ｙ２方向側も同様）には、ロボットハンド１２を略４５度Ｙ１方向側に回動させた状態で
ワーク２００を保持するように構成されている。これにより、ロボットアーム１４が、図
２０に示されるロボットアーム３０２に比べて、パレット２０１の中央部側に配置される
ので、ロボット１（ケーブル１５）とパレット２０１とは接触しない。また、図１０～図
１３に示すように、パレット２０１のいずれの位置に配置されているワーク２００を保持
する場合にも、ロボット１（ケーブル１５）とパレット２０１とは、接触しない。
【００３９】
　本実施形態では、上記のように、ロボットアーム１４のロボットハンド１２が取り付け
られる部分の垂直方向に沿った回動軸Ａ５とロボットハンド１２の幾何学的中心とが異な
るように、ロボットハンド１２の根元側をロボットアーム１４に接続して、ロボットアー
ム１４が延びる方向であるＸ方向と交差する方向にロボットハンド１２の先端側が向くよ
うにロボットアーム１４によりロボットハンド１２を回動させた状態で、ロボットハンド
１２によりパレット２０１に配置されたワーク２００を保持するように制御するようにＰ
Ｃ６を構成する。これにより、ロボットハンド１２の先端側をＸ方向と交差する方向に回
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動させた分、ロボットアーム１４をパレット２０１の中央部側に寄せた状態で、ワーク２
００を保持することができる。その結果、ワーク２００を保持する際に、ロボットアーム
１４がパレット２０１（パレット２０１の外周側（壁部））に接触するのを抑制すること
ができる。
【００４０】
　また、本実施形態では、上記のように、平面視において、ロボットハンド１２の先端側
の外縁とパレット２０１の外縁とが略平行になるように、ロボットアーム１４によりロボ
ットハンド１２を回動させた状態で、ロボットハンド１２によりワーク２００を保持する
ように制御するようにＰＣ６を構成する。これにより、ロボットハンド１２の先端側に配
置される吸着部１２１が常に使用されるので、ワーク２００の配置位置に応じてロボット
ハンド１２の中央部側のみの吸着部１２１や根元側のみの吸着部１２１を使い分ける場合
と異なり、ワーク２００を保持する際の吸着部１２１の選択を容易に行うことができる。
【００４１】
　また、本実施形態では、上記のように、略正方形形状のロボットハンド１２の先端側の
互いに直交する２つの辺１２ｂおよび１２ｃとパレット２０１の２つの辺２０１ａおよび
２０１ｂとが略平行になるように、ロボットアーム１４によりロボットハンド１２を略４
５度回動させた状態で、ロボットハンド１２によりワーク２００を保持するように制御す
るようにＰＣ６を構成する。これにより、略矩形形状を有するパレット２０１の隅部に略
矩形形状のワーク２００が配置されている場合でも、ワーク２００の外縁に沿ってロボッ
トハンド１２の外縁を配置することができるので、ワーク２００とロボットハンド１２と
をオーバーラップさせた状態で、ワーク２００を確実に保持することができる。
【００４２】
　また、本実施形態では、上記のように、平面視において、ロボットハンド１２の先端側
と根元側とがＸ方向に沿って配置された基準状態から、Ｘ方向と交差する方向にロボット
ハンド１２の先端側が向くようにロボットアーム１４によりロボットハンド１２を回動さ
せた状態で、ロボットハンド１２によりワーク２００を保持するように制御するようにＰ
Ｃ６を構成する。これにより、保持対象のワーク２００が配置されている方向と反対の方
向にロボットハンド１２の先端側が向いている状態から、保持対象のワーク２００が配置
されている方向にロボットハンド１２を回動させる場合と異なり、迅速に、ロボットハン
ド１２の先端側を保持対象のワーク２００が配置されている方向に回動させることができ
る。
【００４３】
　また、本実施形態では、上記のように、Ｘ方向と直交するＹ方向の一方側に配置される
ワーク２００を保持する場合には、基準状態からＹ方向の一方側にロボットアーム１４に
よりロボットハンド１２を回動させた状態で、ロボットハンド１２によりワーク２００を
保持するように制御するとともに、Ｙ方向の他方側に配置されるワーク２００を保持する
場合には、基準状態からＹ方向の他方側にロボットアーム１４によりロボットハンド１２
を回動させた状態で、ロボットハンド１２によりワーク２００を保持するように制御する
ようにＰＣ６を構成する。これにより、平面視において、ワーク２００がロボットハンド
１２の一方側または他方側のいずれに配置されている場合でも、略４５度だけ回動させる
ことにより、ロボットハンド１２の一方側または他方側に配置されるワーク２００を保持
することができる。その結果、ロボットハンド１２を大きく回動させる（４５度よりも大
きく回動させる）ことに起因して、ワーク２００を保持する動作のタクトタイムが長くな
るのを抑制することができる。
【００４４】
　また、本実施形態では、上記のように、ロボットハンド１２を、平面視において、ロボ
ットハンド１２の幾何学的中心から、Ｘ方向と直交するＹ方向にオフセットしたロボット
ハンド１２の根元側の位置においてロボットアーム１４に接続する。これにより、ロボッ
トハンド１２がＹ方向にオフセットされている分、ロボットアーム１４をパレット２０１
の中央部側に配置することができるので、ロボットアーム１４とパレット２０１とが接触
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するのを効果的に抑制することができる。
【００４５】
　また、本実施形態では、上記のように、ロボット１は、平面視において、ロボット１の
Ｘ方向に沿った方向の中心線Ｃに対してロボットアーム１４がＹ方向の一方側（Ｙ１方向
側）に張り出した非対称な形状を有しており、ロボットハンド１２を、平面視において、
ロボットアーム１４の張り出した方向と反対のＹ方向の他方側（Ｙ２方向側）にオフセッ
トしたロボットハンド１２の根元側の位置においてロボットアーム１４に接続する。これ
により、ロボットアーム１４をロボットアーム１４の張り出した方向と反対のＹ方向側（
Ｙ２方向側）にオフセットした分、ロボットアーム１４をパレット２０１の中央部側に配
置することができるので、ロボットアーム１４とパレット２０１とが接触するのを確実に
抑制することができる。
【００４６】
　また、本実施形態では、上記のように、パレット２０１に配置されたワーク２００の配
置状態を検出するレーザ光照射部７およびカメラ８が取り付けられるロボットアーム２４
を設けて、レーザ光照射部７およびカメラ８により検出されたワーク２００の配置状態に
基づいてロボットアーム１４を移動させて、ロボットハンド１２によりパレット２０１に
配置されたワーク２００を保持するように制御するようにＰＣ６を構成する。これにより
、レーザ光照射部７およびカメラ８に検出されたワーク２００の配置状態に基づいて、容
易に、パレット２０１に配置されたワーク２００を保持することができる。
【００４７】
　なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく特許請求の範
囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が
含まれる。
【００４８】
　たとえば、上記実施形態では、５自由度を有するデパレタイズ用のロボットおよび６自
由度を有する検出用のロボットの２台のロボットを用いて、パレットに配置されたワーク
の配置状態の検出、保持および搬送を行う例を示したが、１台の双腕ロボットを用いて、
パレットに配置されたワークの配置状態の検出、保持および搬送を行うようにしてもよい
。また、デパレタイズ用のロボット、検出用のロボットの制御軸の数も適宜選択可能であ
り、それぞれ４自由度のロボットアームを用いてもよく、４自由度よりも多くの自由度を
有するロボットアームを用いてもよい。
【００４９】
　また、上記実施形態では、ロボットハンドの先端側でワークを保持する例を示したが、
たとえば、ロボットハンドの中央部側で、ワークを保持してもよい。
【００５０】
　また、上記実施形態では、ロボットハンドが、平面視において、略正方形形状を有して
いる例を示したが、たとえば、図２１に示す第１変形例によるロボットハンド３１のよう
に、ロボットハンド３１が、先端側に互いに直交する２つの辺を有する略三角形形状を有
していてもよい。また、図２２に示す第２変形例によるロボットハンド３２のように、ロ
ボットハンド３２が、先端側に互いに直交する２つの辺を有する略五角形形状を有してい
てもよい。また、ロボットハンドが、略正方形形状などの多角形形状以外の形状（楕円形
形状など）を有していてもよい。これらの変形例の場合でも、ロボットアームのロボット
ハンドが取り付けられる部分の垂直方向に沿った回動軸Ａ５とロボットハンドの幾何学的
中心（幾何学的な重心）とが異なるように、ロボットハンドの根元側がロボットアームに
接続される。なお、ロボットハンド３１および３２は、「保持部」の一例である。
【００５１】
　また、上記実施形態では、ロボットアームによりロボットハンドを略４５度回動させた
状態で、ロボットハンドによりワークを保持する例を示したが、たとえば、略４５度以外
の角度分、ロボットハンドを回動させた状態で、ロボットハンドによりワークを保持して
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【００５２】
　また、上記実施形態では、ロボットハンドの先端側と根元側とがＸ方向に沿って配置さ
れた基準状態（図４参照）から、ロボットアームによりロボットハンドを回動させた状態
で、ロボットハンドによりワークを保持する例を示したが、たとえば、予めロボットハン
ドの先端側を回動させた状態から、ワークの配置に対応するようにロボットハンドをさら
に回動させた状態でワークを保持してもよい。
【００５３】
　また、上記実施形態では、ロボットハンドが、平面視において、ロボットハンドの幾何
学的中心から、Ｘ方向と直交するＹ方向にオフセットしたロボットハンドの根元側の位置
においてロボットアームに接続されている例を示したが、たとえば、ロボットハンドをＹ
方向にオフセットさせずにロボットアームに接続してもよい。この場合でも、ロボットア
ームのロボットハンドが取り付けられる部分の垂直方向に沿った回動軸とロボットハンド
の幾何学的中心とが異なるように、ロボットハンドの根元側がロボットアームに接続され
る。
【００５４】
　また、上記実施形態では、ロボットハンドが、ロボットアームの張り出した方向と反対
の方向にオフセットしたロボットハンドの根元側の位置においてロボットアームに接続さ
れている例を示したが、たとえば、ロボットハンドを、ロボットアームの張り出した方向
と同じ方向にオフセットさせてロボットアームに接続してもよい。
【００５５】
　また、上記実施形態では、パレットに積み上げられたワークをロボットシステムにより
デパレタイズする例を示したが、たとえば、ロボットシステムに、パレタイズなどのデパ
レタイズ以外の作業を行わせてもよい。
【００５６】
　また、上記実施形態では、ＰＣによりロボット（ロボットシステム）の動作を制御する
例を示したが、たとえば、ＰＬＣやロボットコントローラによりロボットの動作を制御し
てもよい。
【００５７】
　また、上記実施形態では、空気による吸引力によりワークを保持する例を示したが、た
とえば、電磁（磁石）による吸引力（磁力）によりワークを保持してもよい。
【符号の説明】
【００５８】
　１　ロボット
　６　ＰＣ（ロボット制御部）
　７　レーザ光照射部（検出部）
　８　カメラ（検出部）
　１２、３１、３２　ロボットハンド（保持部）
　１２ａ　角部
　１２ｂ、１２ｃ　辺
　１４　ロボットアーム（第１ロボットアーム）
　２４　ロボットアーム（第２ロボットアーム）
　１００　ロボットシステム
　２００　ワーク
　２０１　パレット（ワーク配置部）
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