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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平面視において長辺と短辺とを有する矩形である物品の平面姿勢を、搬送しながら検知
する姿勢検知装置であって、
　前記物品を搬送面により下方から支えて搬送する搬送部と、
　前記搬送部上を通過する前記物品を検出する第１から第ｎ（ｎは４以上の整数）のセン
サと、
　前記第１から第ｎのセンサが検出する前記物品の有無の時系列データに基づいて、平面
視における前記物品の直線部を検出し、前記直線部と所定の基準線とがなす第１角度を演
算する角度演算部と、
　平面視において、前記物品の図心を通り前記搬送部の搬送方向に沿って延びる直線で前
記物品を仮想的に分割した時に、前記搬送方向に対して右側に形成される右側多角形と、
前記搬送方向に対して左側に形成される左側多角形との、いずれの多角形の図心が前記搬
送方向に対して前方もしくは後方にあるかを前記時系列データに基づいて演算する図心演
算部と、
　前記角度演算部及び前記図心演算部の演算結果に基づいて、前記物品の前記平面姿勢を
演算する第１姿勢演算部と、
を備える姿勢検知装置。
【請求項２】
　前記第１姿勢演算部は、平面視における前記所定の基準線と前記物品の前記長辺又は前
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記短辺とのなす第２角度を前記物品の前記平面姿勢として演算する、
請求項１に記載の姿勢検知装置。
【請求項３】
　長さ演算部と、第２姿勢演算部と、演算方法選択部と、をさらに備え、
　前記長さ演算部は、平面視における前記物品の対辺間の距離を前記時系列データと前記
第１角度に基づいて演算し、又は、平面視における前記物品の前記搬送方向の長さを前記
時系列データに基づいて演算し、
　前記第２姿勢演算部は、前記角度演算部及び前記長さ演算部の演算結果に基づいて、平
面視における前記所定の基準線と前記物品の前記長辺又は前記短辺とのなす前記第２角度
を、前記物品の前記平面姿勢として演算し、
　前記演算方法選択部は、前記第１角度の値に応じて、前記第１姿勢演算部と、前記第２
姿勢演算部とのいずれにより前記平面姿勢を演算するかを選択する、
請求項２に記載の姿勢検知装置。
【請求項４】
　前記所定の基準線は前記搬送部の前記搬送方向と垂直又は平行な直線である、
請求項１から３のいずれか１項に記載の姿勢検知装置。
【請求項５】
　前記所定の基準線は前記搬送部の搬送方向と垂直又は平行な直線であり、
　前記演算方法選択部は、前記第１角度が、２０°以上７０°以下、もしくは、－７０°
以上－２０°以下の場合に、前記第１姿勢演算部を選択し、それ以外の場合には、前記第
２姿勢演算部を選択する、
請求項３に記載の姿勢検知装置。
【請求項６】
　前記角度演算部は、第１から第ｍ（ｍは２以上４以下の整数）の前記直線部を検出し、
前記第１から第ｍの前記直線部のそれぞれと前記所定の基準線とがなす第１から第ｍの暫
定角度を算出し、平面視における前記第１から第ｍの前記直線部の位置関係、および／又
は、前記第１から第ｍの前記暫定角度の値に基づいて、１又は複数の前記暫定角度を選択
し、前記第１角度として演算する、
請求項１から５のいずれか１項に記載の姿勢検知装置。
【請求項７】
　姿勢決定部をさらに備え、
　前記角度演算部は、複数の前記直線部を検出し、前記第１角度を複数演算し、
　前記姿勢決定部は、前記平面姿勢が複数演算された場合に、前記平面姿勢の演算に用い
た前記第１角度および／又は前記角度演算部により前記第１角度を演算した際の前記直線
部の前記搬送方向に対する位置関係に応じて１の前記平面姿勢を選択し決定する、
請求項１から５のいずれか１項に記載の姿勢検知装置。
【請求項８】
　姿勢決定部をさらに備え、
　前記角度演算部は、複数の前記直線部を検出し、前記第１角度を複数演算し、
　前記姿勢決定部は、前記平面姿勢が複数演算された場合に、統計的手法を用いて１の前
記平面姿勢を演算し決定する、
請求項１から５のいずれか１項に記載の姿勢検知装置。
【請求項９】
　姿勢決定部をさらに備え、
　前記姿勢決定部は、前記平面姿勢が複数演算された場合に、統計的手法を用いて１の前
記平面姿勢を演算し決定する、
請求項６に記載の姿勢検知装置。
【請求項１０】
　前記図心演算部は、平面視において、前記搬送面上に設けられた前記搬送方向と垂直な
仮想直線と、前記時系列データに基づいて求められた、前記搬送面上の前記物品の前記搬
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送方向に対するｐ個（ｐはｎ以下の整数）の中間点と、の距離を算出し、算出結果に基づ
きいずれの前記多角形の図心が前記搬送方向に対して前方もしくは後方にあるか演算を行
う、
請求項１から９のいずれか１項に記載の姿勢検知装置。
【請求項１１】
　前記第１から第ｎの前記センサは、
　前記搬送部の前記搬送面に垂直に光を発射する投光素子と、前記投光素子と対をなし、
対となる前記投光素子の発射する前記光の進路上に前記搬送部を挟んで配置され、前記光
を受光する受光素子と、をそれぞれ有し、
　平面視において、前記搬送部の搬送方向に垂直な直線状に等間隔に、かつ、隣接する前
記センサ同士の前記投光素子が前記光を発射する方向が、逆向きになるように配置される
、
請求項１から１０のいずれか１項に記載の姿勢検知装置。
【請求項１２】
　前記物品の前記図心を把握する保持位置把握部をさらに備え、
　前記保持位置把握部は、前記時系列データを用いて、前記物品の前記図心を把握する、
請求項１から１１のいずれか１項に記載の姿勢検知装置。
【請求項１３】
　前記請求項１２に記載の姿勢検知装置と、
　前記物品を、回動可能な保持部により保持し、移送する保持移送装置と、
　前記保持部の位置および回動角度を制御する保持部制御装置と、
を備え、
　前記保持部制御装置は、前記姿勢検知装置によって演算された、前記物品の前記平面姿
勢と前記物品の前記図心とに基づいて、前記保持部の前記位置および前記回動角度を制御
する、
箱詰装置ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、平面視において長辺と短辺とを有する矩形である物品の平面姿勢を搬送しな
がら検知する姿勢検知装置、および、その姿勢検知装置を備えた箱詰装置ユニットに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　平面視において矩形である物品をコンベア等の搬送装置で搬送し、箱詰装置により箱詰
めする場合、搬送中の物品の平面姿勢の把握し、その平面姿勢を変更することが必要にな
る場合がある。
【０００３】
　例えば、特許文献１（特開２００４－２６２４８２号公報）には、ＣＣＤカメラにより
撮影された画像を基に物品の平面姿勢を把握し、その結果に基づいてロボットアームで物
品の姿勢補正を行う事例が開示されている。
【０００４】
　また、特許文献２（特開２００５－１６２４２２号公報）には、図１７のように物品の
通過を検出するセンサＳ１，Ｓ２を、平面視においてコンベアの搬送方向と垂直な方向に
２箇所並べて設置し、センサの直線部の検出結果に基づき物品の搬送方向に対する傾きβ
を把握する事例が開示されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、一般にＣＣＤカメラを用いて搬送中の物品の平面姿勢を把握する場合には、
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正確な物品の姿勢把握は可能なものの、ＣＣＤカメラや画像処理装置等が必要であるため
、装置の構成が複雑化し、コスト増につながるという問題がある。
【０００６】
　一方、２箇所のセンサＳ１，Ｓ２を用いて物品の平面姿勢を把握する場合には、図１８
の点線部のように物品の直線部ではないところを、誤って直線部であると認識し、傾きを
γと誤認するおそれがある。また、直線部は正しく認識されたとしても、平面視において
長辺と短辺とを有する矩形である物品の平面姿勢を把握する場合には、認識された直線部
が長辺なのか短辺なのかは判別できない。つまり、２箇所のセンサＳ１，Ｓ２を用いれば
、図１７および図１９のように直線部と基準線のなす角度βは算出できるが、物品の長辺
と短辺との位置関係は認識できない。
【０００７】
　本願発明の課題は、安価かつ簡素な構成で、平面視において長辺と短辺を有する矩形で
ある物品の平面姿勢を、搬送中に精度よく把握できる姿勢検知装置と、その姿勢検知装置
を有する箱詰装置ユニットを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る姿勢検知装置は、平面視において長辺と短辺とを有する矩形である物品の
平面姿勢を、搬送しながら検知する姿勢検知装置であって、搬送部と、第１から第ｎ（ｎ
は４以上の整数）のセンサと、角度演算部と、図心演算部と、第１姿勢演算部と、を備え
る。搬送部は、物品を搬送面により下方から支えて搬送する。第１から第ｎセンサは、搬
送部上を通過する物品を検出する。角度演算部は、第１から第ｎのセンサが検出する物品
の有無の時系列データに基づいて、平面視における物品の直線部を検出し、直線部と所定
の基準線とがなす第１角度を演算する。図心演算部は、平面視において、物品の図心を通
り搬送部の搬送方向に沿って延びる直線で物品を仮想的に分割した時に、搬送方向に対し
て右側に形成される右側多角形と、搬送方向に対して左側に形成される左側多角形との、
いずれの多角形の図心が搬送方向に対して前方もしくは後方にあるかを時系列データに基
づいて演算する。第１姿勢演算部は、角度演算部及び図心演算部の演算結果に基づいて、
物品の平面姿勢を演算する。
【０００９】
　これにより、簡素な構成で物品の辺を正しく検出でき、平面視において物品の辺と所定
の基準線とがなす角度が正確に演算される。また、物品の右側多角形と左側多角形の図心
の位置関係が求められるため、物品の長辺と短辺との位置関係も把握でき、より詳細な平
面姿勢の判断が可能となる。
【００１０】
　つまり、本発明に係る姿勢検知装置では、物品を箱詰め等するために物品の長辺又は短
辺の向きを把握することが必要な場合に、安価な構成で平面姿勢を把握できる。
【００１１】
　また、本発明に係る姿勢検知装置では、第１姿勢演算部は、平面視における所定の基準
線と、物品の長辺又は短辺とのなす第２角度を物品の平面姿勢として演算することが望ま
しい。
【００１２】
　これにより、物品の平面姿勢を、物品の長辺又は短辺と基準線とのなす第２角度として
、－９０°以上９０°未満の範囲で把握することができる。
【００１３】
　また、本発明に係る姿勢検知装置では、長さ演算部と、第２姿勢演算部と、演算方法選
択部と、をさらに備えることが望ましい。長さ演算部は、平面視における物品の対辺間の
距離を第１から第ｎのセンサが検出する物品の有無の時系列データと第１角度に基づいて
演算し、又は、平面視における物品の搬送方向の長さを前記の時系列データに基づいて演
算する。第２姿勢演算部は、角度演算部及び長さ演算部の演算結果に基づいて、平面視に
おける所定の基準線と物品の長辺又は短辺とのなす第２角度を、物品の平面姿勢として演
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算する。演算方法選択部は、第１角度の値に応じて、第１姿勢演算部と、第２姿勢演算部
とのいずれにより平面姿勢を演算するかを選択する。
【００１４】
　これにより、物品の長辺と短辺との位置関係が、物品の右側多角形と左側多角形との図
心の位置関係では把握困難な場合にも、長さ演算部により計測された長さを利用して物品
の長辺又は短辺の位置関係を把握可能である。その結果、物品がいかなる平面姿勢にあっ
ても平面姿勢を把握しやすい。
【００１５】
　また、本発明に係る姿勢検知装置では、所定の基準線は搬送部の搬送方向と垂直又は平
行な直線であることが望ましい。
【００１６】
　これにより、把握された物品の平面姿勢が理解されやすい。
【００１７】
　また、本発明に係る姿勢検知装置では、所定の基準線は搬送部の搬送方向と垂直又は平
行な直線であり、さらに、演算方法選択部は、第１角度が、２０°以上７０°以下、もし
くは、－７０°以上－２０°以下の場合に、第１姿勢演算部を選択し、それ以外の場合に
は、第２姿勢演算部を選択することが望ましい。
【００１８】
　これにより、物品の長辺又は短辺が搬送方向と垂直又は平行に近くなり、物品の右側多
角形の図心と左側多角形の図心との位置関係が把握しにくい場合にも、第２姿勢演算部を
利用して物品の平面姿勢を正確に把握できる。
【００１９】
　また、本発明に係る姿勢検知装置では、角度演算部は、第１から第ｍ（ｍは２以上４以
下の整数）の直線部を検出し、第１から第ｍの直線部のそれぞれと所定の基準線とがなす
第１から第ｍの暫定角度を算出し、平面視における第１から第ｍの直線部の位置関係、お
よび／又は、第１から第ｍの暫定角度の値に基づいて、１又は複数の暫定角度を選択し、
第１角度として演算することが望ましい。
【００２０】
　これにより、角度演算部が複数の直線部を検出した場合に、正確に第１角度を演算する
ことが容易な直線部を選択して第１角度を演算できる。この結果、物品の平面姿勢を正確
に把握しやすい。
【００２１】
　また、本発明に係る姿勢検知装置では、姿勢決定部をさらに備えることが望ましい。角
度演算部は、複数の直線部を検出し、第１角度を複数演算することが望ましい。姿勢決定
部は、平面姿勢が複数演算された場合に、平面姿勢の演算に用いた第１角度および／又は
角度演算部により第１角度を演算した際の直線部の搬送方向に対する位置関係に応じて１
の平面姿勢を選択し決定することが望ましい。
【００２２】
　これにより、最も正確な平面姿勢を、平面姿勢の演算に用いた第１角度および／又は第
１角度演算の際の直線部の位置関係に基づいて選択できる。この結果、物品の平面姿勢を
正確に把握しやすい。
【００２３】
　また、本発明に係る姿勢検知装置では、姿勢決定部は、平面姿勢が複数演算された場合
に、統計的手法を用いて１の平面姿勢を演算し決定してもよい。
【００２４】
　これにより、センサの計測誤差等を原因として発生する平面姿勢の演算誤差を適切に補
正し、物品の平面姿勢を正確に把握することが容易になる。
【００２５】
　また、本発明に係る姿勢検知装置では、図心演算部は、平面視において、搬送面上に設
けられた搬送方向と垂直な仮想直線と、第１から第ｎのセンサが検出する物品の有無の時
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系列データに基づいて求められた、搬送面上の物品の搬送方向に対するｐ個（ｐはｎ以下
の整数）の中間点と、の距離を算出し、算出結果に基づき右側多角形と左側多角形とのい
ずれの多角形の図心が搬送方向に対して前方もしくは後方にあるか演算を行うことが望ま
しい。
【００２６】
　これにより、簡素な構成で右側多角形の図心と左側多角形の図心との位置関係を把握す
ることが可能である。
【００２７】
　また、本発明に係る姿勢検知装置では、第１から第ｎのセンサは、搬送部の搬送面に垂
直に光を発射する投光素子と、投光素子と対をなし、対となる投光素子の発射する光の進
路上に搬送部を挟んで配置され、光を受光する受光素子と、をそれぞれ有することが望ま
しい。さらに、第１から第ｎのセンサは、平面視において、搬送部の搬送方向に垂直な直
線状に等間隔に、かつ、隣接するセンサ同士の投光素子が光を発射する方向が、逆向きに
なるように配置されることが望ましい。
【００２８】
　これにより、いわゆる透過型のセンサが用いられる場合に、センサ同士の干渉の影響を
抑え、搬送部を搬送される物品の有無を正確に検出することが容易になる。
【００２９】
　また、本発明に係る姿勢検知装置は、物品の図心を把握する保持位置把握部をさらに備
えることが望ましい。保持位置把握部は、第１から第ｎのセンサが検出する物品の有無の
時系列データを用いて、物品の図心を把握することが望ましい。
【００３０】
　これにより、第１から第ｎのセンサの時系列データを用いて、物品の平面姿勢に加え、
物品の図心位置も把握できる。
【００３１】
　次に、本発明に係る箱詰装置ユニットは、上記の特徴を備える姿勢検知装置と、保持移
送装置と、保持部制御装置とを備える。保持移送装置は、物品を、回動可能な保持部によ
り保持し、移送する。保持部制御装置は、保持部の位置および回動角度を制御する。保持
部制御装置は、姿勢検知装置によって検出された、物品の平面姿勢と、物品の図心とに基
づいて、保持部の位置および回動角度を制御する。
【００３２】
　これにより、箱詰装置ユニットは、姿勢検知装置により把握された物品の平面姿勢およ
び図心位置を基に、保持部に物品を適切な位置で保持させ、かつ、保持部を回動させて物
品の平面姿勢を適切に補正させることができる。その結果、箱詰装置ユニットは、物品を
整然と箱詰めすることができる。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明に係る姿勢検知装置では、４つ以上の物品検出センサを用いることで、平面視に
おいて長辺と短辺とを有する矩形である物品の辺を、直線部として正確に検出することが
できる。その結果、平面視における物品の辺と所定の基準線とがなす角度が正確に演算で
きる。また、４つ以上の物品検出センサの時系列データを用いて物品の右側多角形と左側
多角形の図心の位置関係を求めることで、物品の短辺と長辺との位置関係を判断できる。
【００３４】
　つまり、平面視において物品の長辺又は短辺の向きを把握することが必要な場合に、安
価な構成で物品の平面姿勢を把握できる。
【００３５】
　また、本発明に係る箱詰装置ユニットは、姿勢検知装置により把握された物品の平面姿
勢および図心位置を基に、保持部に物品を適切な位置で保持させ、かつ、保持部を回動さ
せて物品の平面姿勢を適切に補正させることができる。その結果、箱詰装置ユニットは、
物品を整然と箱詰めすることができる。
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【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の一実施形態に係る姿勢検知装置を備えた箱詰装置ユニットを有する、商
品処理システムの概略側面図。
【図２】本発明の一実施形態に係る商品の平面姿勢の表し方の説明図。
【図３】本発明の一実施形態に係る姿勢検知装置の概略平面図。
【図４】図３のIV－IV断面における姿勢検知装置の概略断面視。
【図５】本発明の一実施形態に係る姿勢検知装置の入出力部のディスプレイの表示画面の
例１（縦光電センサの参照符号および点線部は実際の画面には表示されない）。
【図６】本発明の一実施形態に係る姿勢検知装置の入出力部のディスプレイの表示画面の
例２（縦光電センサの参照符号は実際の画面には表示されない）。
【図７】本発明の一実施形態に係る姿勢検知装置の制御部の概略ブロック図。
【図８】本発明の一実施形態に係る箱詰装置ユニットの有する商品移送装置の概略平面図
。
【図９】本発明の一実施形態に係る商品移送装置の制御装置の概略ブロック図。
【図１０】本発明の一実施形態に係る姿勢検知装置の制御動作を説明するフローチャート
。
【図１１】本発明の一実施形態に係る姿勢検知装置の第１角度の演算処理を説明するフロ
ーチャート。
【図１２】本発明の一実施形態に係る姿勢検知装置の第１姿勢演算部の演算処理を説明す
るフローチャート。
【図１３ａ】本発明の一実施形態に係る姿勢検知装置の第２姿勢演算部の演算処理を説明
するフローチャート（ステップＳ３２１からステップＳ３２７）。
【図１３ｂ】本発明の一実施形態に係る姿勢検知装置の第２姿勢演算部の演算処理を説明
するフローチャート（ステップＳ３３２からステップＳ３３７）。
【図１４】図５に対応する、実際の商品の搬送状態を説明する平面図。
【図１５】図５に対応する、縦光電センサの商品の検出に関する信号の時系列データにつ
いて説明する図。
【図１６】本発明の一実施形態に係る姿勢検知装置の長さ演算部の演算内容を説明する説
明図。
【図１７】背景技術に係るセンサを２つ用いる場合の物品の短辺と基準線とのなす角度の
認識の事例。
【図１８】背景技術に係るセンサを２つ用いる場合の物品の直線部の認識エラーの例。
【図１９】背景技術に係るセンサを２つ用いる場合の物品の長辺と基準線とのなす角度の
認識の事例。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　以下、図面を参照して、本発明の一実施形態に係る姿勢検知装置１０、および、姿勢検
知装置１０を備える箱詰装置ユニット１について説明する。
【００３８】
　（１）概略説明
　本実施形態では、箱詰装置ユニット１は商品処理システム１００に適用されている。
【００３９】
　商品処理システム１００では、所定重量のポテトチップス等の内容物が袋状に包装され
た商品（物品）Ｘは、シール検査および重量検査後に平面姿勢と図心位置が把握され、把
握された商品Ｘの平面姿勢と図心位置とを用いて商品Ｘの平面姿勢が補正され、最終的に
商品Ｘが所定個数ずつ段ボール箱に自動的に箱詰めされる。商品Ｘは、図２のように、平
面視において、１７０ｍｍの長辺Ｐと１２０ｍｍの短辺Ｑとを有する略矩形である。図１
を用いて、商品処理システム１００について説明する。
【００４０】
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　商品処理システム１００は、組合せ計量装置５１、製袋包装装置５２、シール検査装置
５３、重量検査装置５４、姿勢検知装置１０を備えた箱詰装置ユニット１、段ボール用コ
ンベア５５、および不良品搬送コンベア５６を有する。
【００４１】
　商品処理システム１００では、供給された内容物は、組合せ計量装置５１により目標重
量になるよう計量され、下方に位置する製袋包装装置５２へ供給される。製袋包装装置５
２では、フィルムＦを縦・横シールすることにより製袋しつつ、袋内へ内容物を封入して
商品Ｘとする。商品Ｘは、コンベア５７に上方から供給され、シール検査装置５３に対し
て搬送される。
【００４２】
　シール検査装置５３では、コンベア５３ａにより搬送される商品Ｘを、押え具５３ｂに
より押圧し、商品Ｘの厚みの変化を計測することで商品Ｘのシールが適正になされている
かを判断する。より具体的に説明すると、押え具５３ｂは、押え具５３ｂを平行運動させ
る平行運転機構５３ｃと、リンク５３ｄにより接合されている。リンク５３ｄの下端の回
転中心には図示しないロータリーエンコーダが具備され、ロータリーエンコーダによりリ
ンク５３ｄの回転角度が計測される。押え具５３ｂにより商品Ｘを押圧した時に、リンク
５３ｄの回転角度が所定の基準角度以上であればシール検査は合格と判定され、回転角度
が所定の基準角度より小さい場合には、シール検査は不合格と判定される。シール検査後
、商品Ｘは重量検査装置５４に対して搬送される。
【００４３】
　重量検査装置５４では、コンベア５４ａにより搬送される商品Ｘの重量が、コンベア５
４ａの下方に位置する図示しないロードセルにより計量される。商品Ｘの重量が所定の許
容範囲内にあれば重量検査は合格と判定され、商品Ｘの重量が許容範囲から外れる場合に
は重量検査は不合格と判定される。重量検査後、商品Ｘは箱詰装置ユニット１に搬送され
る。箱詰装置ユニット１は、姿勢検知装置１０、商品移送装置６０、および制御装置７０
を有する。
【００４４】
　箱詰装置ユニット１に搬送されてきた商品Ｘのうち、シール検査および重量検査を合格
している商品Ｘについては、姿勢検知装置１０により、平面視における商品Ｘの平面姿勢
と図心位置とが演算により求められる。なお、姿勢検知装置１０は、搬送コンベア１１と
、７つの縦光電センサ１２ａ～１２ｇと、１つの横光電センサ１３と、入出力部１４と、
制御部３０とを有する。制御部３０は、縦光電センサ１２ａ～１２ｇの検出結果を用いて
、搬送コンベア１１により搬送中の商品Ｘの平面姿勢および、商品Ｘの平面視における図
心位置を判断する。
【００４５】
　ここで商品Ｘの平面姿勢とは、平面視における商品Ｘの搬送方向Ｄと商品Ｘの長辺Ｐと
のなす角度を意味する。平面視における商品Ｘの搬送方向Ｄと商品Ｘの長辺Ｐとのなす角
度とは、図２におけるθであり、－９０°以上９０°未満の値で表される。なお、図２の
ように、平面視において、商品Ｘの長辺Ｐが搬送方向Ｄに対して時計回りに回転した状態
では、商品Ｘの搬送方向Ｄと商品Ｘの長辺Ｐとのなす角度θは正の値で表される。逆に、
商品Ｘの長辺Ｐが搬送方向Ｄに対して反時計回りに回転した状態では、商品Ｘの搬送方向
Ｄと商品Ｘの長辺Ｐとのなす角度は負の値で表される。
【００４６】
　姿勢検知装置１０により平面姿勢と図心位置が把握された商品Ｘは、商品移送装置６０
により図心位置において把持され、商品移送装置６０による移送中に、商品Ｘの平面姿勢
が所定の平面姿勢に補正される。その後、商品Ｘは、箱詰装置ユニット１に沿って設けら
れた段ボール用コンベア５５によって搬送される段ボール箱Ｙに箱詰される。
【００４７】
　なお、シール検査又は重量検査のいずれかの結果が不合格と判定された商品Ｘは、姿勢
検知装置１０による平面姿勢と図心位置の把握は行われずに搬送コンベア１１を通過し、
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不良品搬送コンベア５６に受け渡される。不良品搬送コンベア５６に受け渡された不良品
は不良品集積所に搬送される。
【００４８】
　（２）詳細説明
　箱詰装置ユニット１の有する姿勢検知装置１０、商品移送装置６０および制御装置７０
について詳しく説明する。
【００４９】
　（２－１）姿勢検知装置
　姿勢検知装置１０について、図１、図３および図４を用いて説明する。
【００５０】
　（２－１－１）搬送コンベア
　搬送コンベア１１は、商品Ｘを図１および図３中の搬送方向Ｄに向かって搬送する搬送
部であり、重量検査装置５４のコンベア５４ａから供給された商品Ｘを、搬送面により下
方から支えながら搬送する。搬送コンベア１１の幅（平面視における搬送方向Ｄと垂直な
方向の長さ）は、２１０ｍｍである。搬送コンベア１１は、後述する商品移送装置６０の
下方まで延びる。
【００５１】
　搬送コンベア１１は、商品Ｘの搬送方向Ｄの上流側に位置する第１搬送コンベア１１ａ
と、商品Ｘの搬送方向Ｄの下流側に位置する第２搬送コンベア１１ｂとを有する。第１搬
送コンベア１１ａと第２搬送コンベア１１ｂとは、商品Ｘの搬送に影響がない程度の隙間
Ｇを形成して配置される。第２搬送コンベア１１ｂは、下流側において不良品搬送コンベ
ア５６と連結される。
【００５２】
　（２－１－２）縦光電センサ
　縦光電センサ１２ａ～１２ｇは、それぞれが独立したセンサであり、商品Ｘが縦光電セ
ンサ１２ａ～１２ｇの検出域を通過中であるか否かを検出する。縦光電センサ１２ａ～１
２ｇは、センサの一例である。
【００５３】
　縦光電センサ１２ａ～１２ｇは、図４のように、それぞれが、投光素子１２１ａ～１２
１ｇと、各投光素子１２１ａ～１２１ｇと対となる受光素子１２２ａ～１２２ｇとを有す
る。
【００５４】
　各投光素子１２１ａ～１２１ｇは、搬送コンベア１１の搬送面に向かって垂直に信号光
を発射する。搬送コンベア１１により搬送される商品Ｘにより、信号光が遮られない場合
には、信号光は第１搬送コンベア１１ａと第２搬送コンベア１１ｂとの間に形成された隙
間Ｇを通過する。隙間Ｇを通過した信号光は、信号光を発射した投光素子１２１ａ～１２
１ｇと対となる受光素子１２２ａ～１２２ｇによって受光される。なお、受光素子１２２
ａ～１２２ｇは、対となる投光素子１２１ａ～１２１ｂの信号光の進路上に、搬送面を挟
んで配置されている。搬送コンベア１１により搬送される商品Ｘが信号光を遮る場合には
、受光素子１２２ａ～１２２ｇは信号光を受光しない。
【００５５】
　縦光電センサ１２ａ～１２ｇは、平面視において搬送コンベア１１の搬送方向Ｄと垂直
な直線上に３０ｍｍ間隔で配置される。また、縦光電センサ１２ａ～１２ｇは、図４の断
面視のように、搬送面上方および下方の、搬送面に平行な直線上に、投光素子と受光素子
とが交互に並ぶように配置される。言い換えれば、平面視において搬送方向Ｄと垂直な方
向に並んだ縦光電センサ１２ａ～１２ｇでは、隣り合う縦光電センサ１２ａ～１２ｇの投
光素子１２１ａ～１２１ｇの信号光発射方向Ｌａ～Ｌｇは、図４のように互いに逆向きと
なる。
【００５６】
　（２－１－３）横光電センサ
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　横光電センサ１３は、縦光電センサ１２ａ～１２ｇと同仕様のセンサであり、平面視に
おいて搬送コンベア１１の搬送面外に、投光素子１３１および受光素子１３２を有する。
図３のように、投光素子１３１は搬送方向Ｄに対して右側に、受光素子１３２は搬送方向
Ｄに対して左側に配置される。また、投光素子１３１および受光素子１３２は、搬送方向
Ｄに垂直な直線上に配置される。投光素子１３１は、受光素子１３２に向かって信号光を
発射する。
【００５７】
　横光電センサ１３による商品Ｘの検出原理は縦光電センサ１２ａ～１２ｇと同じである
ため省略する。
【００５８】
　横光電センサ１３は、商品Ｘが縦光電センサ１２ａ～１２ｇの検出域を通過する前に商
品Ｘの通過を検出する。つまり、横光電センサ１３を用いることで、縦光電センサ１２ａ
～１２ｇが商品Ｘを検出するタイミングが事前に把握できる。
【００５９】
　（２－１－４）入出力部
　入出力部１４は、タッチパネル機能を有するディスプレイである。
【００６０】
　タッチパネルからは、姿勢検知装置１０に対する運転信号および停止信号の入力、表示
画面の切替信号の入力、商品Ｘの長辺Ｐと短辺Ｑの長さの入力など、ユーザからの各種指
令やデータの入力が行われる。
【００６１】
　ディスプレイには、後述する制御部３０により演算された商品Ｘの平面姿勢および図心
位置などが表示される。図５および図６に入出力部１４のディスプレイに表示される表示
画面の例を示す。
【００６２】
　（２－１－５）制御部
　制御部３０は、姿勢検知装置１０を制御する。図７に、制御部３０の概略ブロック図を
示す。
【００６３】
　制御部３０は、主としてＣＰＵ、ＲＯＭおよびＲＡＭから構成されている。制御部３０
は、ＲＯＭやＲＡＭなどからなる記憶部４５に記憶されているプログラムを読み出して実
行することにより、図７に示すように、主として、入出力制御部３１、時間管理部３２、
信号受付部３３、角度演算部３４、保持位置把握部３５、図心演算部３６、長さ演算部３
７、演算方法選択部３８、第１姿勢演算部３９、第２姿勢演算部４０、姿勢決定部４１、
送信部４２、および受信部４３として機能する。
【００６４】
　（２－１－５－１）入出力制御部
　入出力制御部３１は、入出力部１４のタッチパネルに入力された指令およびデータを受
け付けると共に、ディスプレイの表示画面を制御する。
【００６５】
　（２－１－５－２）時間管理部
　時間管理部３２は、制御部３０の実行する各種制御の時間管理を行う。特に、後述する
信号受付部３３が受け付けた縦光電センサ１２ａ～１２ｇの信号を時系列データとして記
憶部４５に記憶するために使用される。
【００６６】
　（２－１－５－３）信号受付部
　信号受付部３３は、縦光電センサ１２ａ～１２ｇおよび横光電センサ１３から、商品Ｘ
の検出に関する信号を時系列データとして受け付ける。商品Ｘの検出に関する信号とは、
各センサの投光素子１２１ａ～１２１ｇ，１３１が発射した信号光を、対となる受光素子
１２２ａ～１２２ｇ，１３２が受光したか否かについての信号である。信号受付部３３は
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、受光素子１２２ａ～１２２ｇ，１３２が信号光を受光しない場合に、商品Ｘが受光素子
１２２ａ～１２２ｇ，１３２に対応する縦光電センサ１２ａ～１２ｇもしくは横光電セン
サ１３の検出域を商品Ｘが通過した旨の信号を受け付ける。
【００６７】
　横光電センサ１３からの信号は、縦光電センサ１２ａ～１２ｇが商品Ｘを検出するタイ
ミングを把握するために使用される。
【００６８】
　縦光電センサ１２ａ～１２ｇからの信号は、信号受付部３３に受け付けられ、時間管理
部３２の有する時計に基づき、センサ別に時系列データとして記憶部４５に記憶される。
その後、センサ別の時系列データは、信号受付部３３により、縦光電センサ１２ａ～１２
ｇにおけるセンサ別の位置データに変換され、記憶部４５に記憶される。
【００６９】
　信号受付部３３による処理については後述する。
【００７０】
　（２－１－５－４）角度演算部
　角度演算部３４は、記憶部４５に記憶された縦光電センサ１２ａ～１２ｇにおける位置
データを用いて物品Ｘの直線部を検出し、検出された直線部と、搬送コンベア１１の搬送
方向Ｄとのなす角度を第１角度として演算する。
【００７１】
　角度演算部３４による直線部の検出方法および第１角度の算出方法については後述する
。
【００７２】
　（２－１－５－５）保持位置把握部
　保持位置把握部３５は、記憶部４５に記憶された縦光電センサ１２ａ～１２ｇにおける
位置データを用いて、商品Ｘの図心位置を近似的に把握する。把握された商品Ｘの図心位
置は、後述するロボットアーム６５による商品Ｘの保持位置として、後述する制御装置７
０に、後述する送信部４２を介して送信される。
【００７３】
　保持位置把握部３５による商品Ｘの図心位置の把握方法については後述する。
【００７４】
　（２－１－５－６）図心演算部
　図心演算部３６は、商品Ｘの図心を通り搬送コンベア１１の搬送方向Ｄに沿って延びる
直線で商品Ｘを仮想的に分割した時の、搬送方向Ｄの右側に位置する右側多角形と、左側
に位置する左側多角形のいずれの多角形の図心が搬送方向Ｄの上流側に位置するかを演算
で求める。つまり、右側多角形と左側多角形との、いずれの多角形の図心が搬送方向Ｄに
対し後方にあるかを演算する。この演算には、記憶部４５に記憶された、縦光電センサ１
２ａ～１２ｇにおける位置データが用いられる。
【００７５】
　図心演算部３６による具体的な演算については後述する。
【００７６】
　（２－１－５－７）長さ演算部
　長さ演算部３７では、記憶部４５に記憶された縦光電センサ１２ａ～１２ｇにおける位
置データ、および、角度処理部３４により求められた第１角度に基づいて、商品Ｘの対辺
間の距離が算出される。なお、商品Ｘの２つの対辺のうち、長さ演算部３７により距離が
算出されるのは、搬送コンベア１１の搬送方向Ｄに平行な直線が、対辺を構成する二辺と
もと交差する方の対辺である。
【００７７】
　長さ演算部３７による具体的な演算については後述する。
【００７８】
　（２－１－５－８）演算方法選択部
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　演算方法選択部３８は、第１角度が２０°以上７０°以下、もしくは、－７０°以上－
２０°以下の範囲にある場合には、後述する第１姿勢演算部３９に、商品Ｘの長辺Ｐと搬
送方向Ｄとのなす角度を第２角度として演算させる。
【００７９】
　一方、第１角度が前記の範囲にない場合には、演算方法決定部３８は、後述する第２姿
勢演算部４０に、商品Ｘの長辺Ｐと搬送方向Ｄとのなす角度を第２角度として演算させる
。演算される第２角度は商品Ｘの平面姿勢であり、－９０°以上９０°未満の値で表され
る。
【００８０】
　（２－１－５－９）第１姿勢演算部
　第１姿勢演算部３９は、角度演算部３４により演算された第１角度の値と、図心演算部
３６の演算結果とに基づいて、平面視における商品Ｘの長辺Ｐと搬送コンベア１１の搬送
方向Ｄとのなす第２角度を算出し、平面姿勢として演算する。
【００８１】
　第１姿勢演算部３９による具体的な演算については後述する。
【００８２】
　（２－１－５－１０）第２姿勢演算部
　第２姿勢演算部４０は、角度演算部３４により演算された第１角度の値と、長さ演算部
３７の演算結果とに基づいて、平面視における商品Ｘの長辺Ｐと搬送コンベア１１の搬送
方向Ｄとのなす第２角度を算出し、平面姿勢として演算する。
【００８３】
　第２姿勢演算部４０による具体的な演算については後述する。
【００８４】
　（２－１－５－１１）姿勢決定部
　姿勢決定部４１は、第１姿勢演算部３９および／又は第２姿勢演算部４０により、複数
の第２角度が平面姿勢として演算された場合に、統計的手法を用いて１の平面姿勢を演算
し決定する。ここでの統計的手法は、複数の第２角度の平均値を算出し、１の平面姿勢を
求める手法である。ただし、統計的手法はこれに限定されるものではなく、例えば第２角
度が３つ以上演算される場合には、複数の第２角度の中間値や最頻値を１の平面姿勢とし
て求めてもよい。
【００８５】
　なお、複数の第２角度が、平面姿勢として第１姿勢演算部３９および／又は第２姿勢演
算部４０により演算されるのは、角度演算部３４が複数の直線部を検出して複数の第１角
度を演算し、それぞれの第１角度について第２角度が演算される場合である。
【００８６】
　平面姿勢として第２角度が１つだけしか演算されない場合には、姿勢決定部４１は、そ
の第２角度をそのまま平面姿勢として決定する。
【００８７】
　決定された平面姿勢は、制御装置７０に対し、後述する送信部４２を介して送信される
。
【００８８】
　（２－１－５－１２）送信部
　送信部４２は、箱詰装置ユニット１の制御装置７０に種々の情報を送信する。送信され
る情報には、保持位置把握部３５により求められた商品Ｘの図心位置および姿勢決定部４
１により決定された商品Ｘの平面姿勢の情報を含む。
【００８９】
　（２－１－５－１３）受信部
　受信部４３は、シール検査装置５３および重量検査装置５４から送信される、商品Ｘの
検査結果に関する情報を受け付ける。本実施形態では両検査装置５３，５４からそれぞれ
検査結果を受け付けるが、両検査装置５３，５４を制御する図示しない制御装置から一括
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して検査結果に関する情報を受け付けてもよい。
【００９０】
　重量検査装置５４から搬送されてきた商品Ｘのうち、受信部４３が両検査に合格してい
る旨の報告を受けた商品Ｘについてのみ、姿勢検知装置１０による平面姿勢および図心位
置の把握が行われる。
【００９１】
　（２－２）商品移送装置６０
　商品移送装置６０は、シール検査および重量検査を共に合格し、姿勢検知装置１０によ
り平面姿勢および図心位置が把握された商品Ｘのみを、箱詰装置ユニット１に沿って設け
られた段ボール用コンベア５５によって搬送される段ボール箱Ｙまで移送し、箱詰する装
置である。商品移送装置６０は、商品Ｘを移送する保持移送装置の一例である。
【００９２】
　商品移送装置６０について具体的に説明する。
【００９３】
　姿勢検知装置１０により平面姿勢および図心位置が検知された商品Ｘは、第２搬送コン
ベア１１ｂにより商品移送装置６０の下方まで搬送される。搬送されてきた商品Ｘは、保
持部であるロボットアーム６５、の有する吸引パッド６５ａにより上方から吸着保持され
、垂直移動機構６６ａにより上方に持ち上げられる。吸引パッド６５ａによる吸着保持位
置は、姿勢検知装置１０の送信部４２から送信された商品Ｘの図心位置（保持位置）であ
る。ロボットアーム６５に保持された商品Ｘは、水平移動機構６６ｂ，６６ｃにより、段
ボール用コンベア５５上に用意された段ボール箱Ｙまで移送される。この際、商品Ｘの平
面姿勢（平面視において矩形である商品Ｘの長辺Ｐの向き）を所定の平面姿勢に補正する
ため、商品Ｘは、図８のように水平面上でＲ方向に回転させられる。商品Ｘの回転は、商
品Ｘを保持しているロボットアーム６５を、ロボットアーム６５の上部に配置される回転
機構６６ｄを駆動させて回転させることで実行される。平面姿勢が補正され、段ボール箱
Ｙまで移送された商品Ｘは、段ボール箱Ｙ内に矩形状の商品Ｘの長辺Ｐの向きが略同一と
なるように重なり合った状態で箱詰めされる。
【００９４】
　一方、シール検査もしくは重量検査のいずれかの検査結果異常が認められ商品Ｘは、商
品移送装置６０に保持されることなく、第２搬送コンベア１１ｂにより搬送され、下流に
配置される不良品搬送コンベア５６に受け渡される。
【００９５】
　（２－３）制御装置
　制御装置７０は、保持移送装置である商品移送装置６０の制御を行う。制御装置７０の
制御には、商品移送装置６０の保持部であるロボットアーム６５の位置および回転角度の
制御を含む。制御装置７０は、保持部制御装置の一例である。
【００９６】
　図９に、制御装置７０の概略ブロック図を示す。
【００９７】
　制御装置７０は、主としてＣＰＵ、ＲＯＭおよびＲＡＭから構成されている。制御装置
７０は、ＲＯＭやＲＡＭなどからなる記憶部７５に記憶されているプログラムを読み出し
て実行することにより、図９に示すように、受付部７１、ロボットアーム制御部７２とし
て機能する。
【００９８】
　（２－３－１）受付部
　受付部７１は、姿勢検知装置１０の制御部３０の送信部４２から送信された、商品Ｘの
図心位置と平面姿勢とに関する情報を含む種々の情報を受け付ける。
【００９９】
　（２－３－２）ロボットアーム制御部
　ロボットアーム制御部７２は、第２搬送コンベア１１ｂにより商品移送装置６０の下方
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まで搬送されてきた商品Ｘのうち、受付部６１が図心位置と平面姿勢とに関する情報を受
け付けた商品Ｘについてのみ、ロボットアーム６５により保持し移送するよう制御する。
図心位置と平面姿勢とに関する情報を有さない商品Ｘは、シール検査もしくは重量検査の
結果が不合格であったことを意味するため、ロボットアーム６５により移送されない。ロ
ボットアーム６５により移送されない商品Ｘは不良品として第２搬送コンベア１１ｂを経
て、不良品搬送コンベア５６に受け渡される。
【０１００】
　ロボットアーム制御部７２は、送信部４２から送信された商品Ｘの図心位置情報を用い
て、ロボットアーム６５の吸引パッド６５ａによる商品Ｘの保持位置を制御する。具体的
には、ロボットアーム制御部７２は、受付部７１に受信された商品Ｘの図心位置を、吸引
パッド６５ａによる保持位置として決定し、吸引パッド６５ａに保持させる。なお、商品
Ｘは第２搬送コンベア１１ｂにより搬送されているため、吸引パッド６５ａによる商品Ｘ
の保持の際には、第２搬送コンベア１１ｂの搬送速度が考慮される。
【０１０１】
　また、ロボットアーム制御部７２は、水平移動機構６６ｂ，６６ｃに駆動を指示してロ
ボットアーム６５を移動させることで、吸引パッド６５ａにより保持された商品Ｘを、段
ボール用コンベア５５上に用意された段ボール箱Ｙまで移送させる。
【０１０２】
　さらに、ロボットアーム制御部７２は、回転機構６６ｄに駆動を指示してロボットアー
ム６５を回転させ、商品Ｘの平面姿勢を変更する。具体的には、ロボットアーム制御部７
２は、受付部７１が受け付けた商品Ｘの平面姿勢の情報に基づいて、商品Ｘの長辺Ｐが第
２搬送コンベア１１ｂの搬送方向Ｄと略平行になるよう回転機構６６ｄの回転方向と回転
角度を決定し、回転機構６６ｄに対して駆動を指示する。
【０１０３】
　（３）制御処理
　以下に、姿勢検知装置１０の制御部３０の制御フローについて図１０を用いて説明する
。
【０１０４】
　まず、ステップＳ２０１では、信号受付部３３が、横光電センサ１３から商品Ｘを検出
した旨の信号を受け付けたか否かが判断される。商品Ｘを検出した旨の信号を受け付ける
までステップＳ２０１が繰り返し実行され、商品Ｘを検出した旨の信号を受け付けた場合
には、ステップＳ２０２に進む。
【０１０５】
　ステップＳ２０２では、信号受付部３３が受け付けた信号に対応する商品Ｘについて、
シール検査および重量検査に合格した旨の信号を受信部４３が受信しているか否かが判定
される。両検査ともに合格した旨の信号を受信していないと判定されれば、現在横光電セ
ンサ１３により検出されている商品Ｘについての制御処理は終了となりステップＳ２０１
に戻る。その後、次の商品Ｘについて、横光電センサ１３から商品Ｘを検出した旨の信号
を受け付けるまでステップＳ２０１を繰り返す。一方、ステップＳ２０２で、両検査に合
格した旨の信号を受信していると判定されれば、ステップＳ２０３に進む。
【０１０６】
　ステップＳ２０３では、信号受付部３３が縦光電センサ１２ａ～１２ｇから受け付けた
商品Ｘの検出の有無に関する信号が、検出の対象となる１の商品Ｘに関するデータとして
、記憶部４５にセンサ別かつ時系列に保管される。なお、検出の対象となる１の商品Ｘに
関するデータは、１の商品Ｘが横光電センサ１３に検出され始めた時点から、いずれかの
縦光電センサ１２ａ～１２ｇがその１の商品Ｘを検出し始めた後全ての縦光電センサ１２
ａ～１２ｇがその１の商品Ｘを検出しなくなる時点まで、全ての縦光電センサ１２ａ～１
２ｇについて連続的に保管される。商品Ｘが全ての縦光電センサ１２ａ～１２ｇにより検
出されなくなると、ステップＳ２０４に進む。
【０１０７】
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　ステップＳ２０４では、ステップＳ２０３で記憶部４５に記憶されたセンサ別の時系列
データが、信号受付部３３によりセンサ別の位置データに変換される。なお、位置データ
とは、後述する仮想直線に対する商品Ｘの位置を示すデータである。時系列データの位置
データへの変換について具体的に説明する。
【０１０８】
　時系列データから位置データへの変換は、横光電センサ１３により商品Ｘを検出し始め
た時点から、各縦光電センサ１２ａ～１２ｇが商品Ｘを検出した旨の信号を送信し始めた
時点および商品Ｘを検出した旨の信号の送信を終了した時点までの経過時間を、時系列デ
ータから割り出し、割り出された経過時間に搬送コンベア１１の搬送速度を乗ずることに
より実行される。
【０１０９】
　より具体的に説明する。
【０１１０】
　例えば、搬送コンベア１１の搬送速度が５００ｍｍ／秒であり、縦光電センサ１２ａは
、商品Ｘが横光電センサ１３に検出されてから０．１秒後に商品Ｘを検出した旨の信号を
送信し始め、０．４秒後に商品Ｘを検出した旨の信号の送信を終了したとする。各々の経
過時間に搬送コンベア１１の搬送速度を乗ずると、５０ｍｍと２００ｍｍという結果が得
られる。この値が、縦光電センサ１２ａ～１２ｇの検出対象となった１の商品Ｘの、縦光
電センサ１２ａにおける位置データである。この位置データは、横光電センサ１３が商品
Ｘを最初に検出した時点において、平面視における仮想直線上の縦光電センサ１２ａの設
置位置に対し、搬送方向Ｄの上流側５０ｍｍから２００ｍｍまで商品Ｘが存在することを
意味する。なお、仮想直線とは、横光電センサ１３が商品Ｘを最初に検出した位置におい
て、搬送コンベア１１の搬送面上に、搬送方向Ｄと垂直な方向に設けた仮想の直線である
。
【０１１１】
　時系列データの位置データへの変換は、全ての縦光電センサ１２ａ～１２ｇについて行
われる。なお、位置データを図示したものの例が図５および図６の棒グラフ状部である。
図５および図６の棒グラフ状部は、上から順に縦光電センサ１２ａ、１２ｂ、・・・１２
ｇの位置データを示す。それぞれの棒グラフ状部の左端は横光電センサ１３が商品Ｘを初
めに検出した位置（仮想直線の位置）を示す。棒グラフ状部の斜線部は商品Ｘが存在する
位置を示し、白抜き部は商品Ｘが存在しない位置を示す。
【０１１２】
　なお、入出力部１４に表示される位置データは、信号受付部３３が受け付けた縦光電セ
ンサ１２ａ～１２ｇの信号とは、縦光電センサ１２ａ～１２ｇの配列方向に対して線対称
の関係にある。図５、図１４および図１５に基づいて説明する。
【０１１３】
　図１４は、図５の位置データに対応する商品Ｘの搬送状態を表す。商品Ｘは、図１４中
では、右から左に向かって搬送されている。この場合、信号受付部３３は、ステップＳ２
０３において、縦光電センサ１２ａ～１２ｇから図１５のような信号を時系列データとし
て受け取る。図１５の棒グラフ状部の斜線部は商品Ｘが検知されている時間を示し、白抜
き部は商品Ｘが検知されていない時間を示す。なお、時間軸ｔの向きは図１５中に矢印で
示すとおりであり、左側ほど新しい信号のデータであることを意味している。つまり、図
１５では最初に縦光電センサ１２ａ～１２ｇが商品Ｘを検知した信号が最も右側に現れ、
最後まで縦光電センサ１２ａ～１２ｇにより商品Ｘが検知されていた信号が最も左側に現
れる。しかし、このような表示では、搬送方向Ｄと物品Ｘとの関係が把握しにくいため、
図１５のデータは、縦光電センサ１２ａ～１２ｇの配列方向に対して折り返され、図５の
ように表示される。このような表示に対応する位置データが利用され、以下の角度演算お
よび姿勢演算は実行される。
【０１１４】
　ステップＳ２０４終了後、ステップＳ３００に進み、角度演算部３４による第１角度の
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演算が実行される。角度演算部３４による演算処理について図１１を用いて説明する。
【０１１５】
　まず、ステップＳ３０１では、角度演算部３４が、記憶部４５に保管された縦光電セン
サ１２ａ～１２ｇにおける位置データを用いて、直線部を検出する。直線部の検出のため
の演算について、図５に示した位置データを例に具体的に説明する。
【０１１６】
　図５に示した位置データでは、縦光電センサ１２ｂ～１２ｆで商品Ｘが検出されている
。ここでは、縦光電センサ１２ｂ～１２ｆにおける、棒グラフ状部の左端から、斜線部の
左端までの距離を、それぞれＡｂ，Ａｃ，Ａｄ，Ａｅ，Ａｆとする。
【０１１７】
　角度演算部３４は、商品Ｘが検出されている縦光電センサ１２ｂ～１２ｆについて、隣
接する縦光電センサ間の、棒グラフ状部の左端から、斜線部の左端までの距離の差を、搬
送コンベア１１の搬送方向Ｄに対して左側から順に算出する。つまり、図５の場合では、
（Ａｆ－Ａｅ），（Ａｅ－Ａｄ），（Ａｄ－Ａｃ），および（Ａｃ－Ａｂ）が順に算出さ
れる。この距離の差を算出順に比較し、その値が±５ｍｍの部分が２つ以上連続して存在
すれば、その部分は直線部として検出される。例えば、図５では、（Ａｆ－Ａｅ），（Ａ
ｅ－Ａｄ），および（Ａｄ－Ａｃ）はほぼ同じ値であるため、縦光電センサ１２ｃから１
２ｆまでの部分が直線部として検出される。一方、（Ａｄ－Ａｃ）と（Ａｃ－Ａｂ）とは
その値が大きく異なることから縦光電センサ１２ｂ～１２ｄの部分は直線部ではないと判
断される。
【０１１８】
　なお、直線部の検出は、棒グラフ状部の左端から、斜線部の左端までの距離ではなく、
棒グラフ状部の左端から、斜線部の右端までの距離を用いて行われてもよい。棒グラフ状
部の左端から、斜線部の右端までの距離を用いた直線部の検出原理も、棒グラフ状部の左
端から、斜線部の左端までの距離を用いた直線部の検出原理と同様であるため説明は省略
する。また、図５では、斜線部の左端および右端にはそれぞれ１つずつ直線部が検出され
るが、図６では、商品Ｘの検出部分である斜線部の左端および右端に、直線部がそれぞれ
２箇所検出される。
【０１１９】
　ステップＳ３０２では、ステップＳ３０１で検出された直線部と、搬送コンベア１１の
搬送方向Ｄとのなす第１角度が求められる。第１角度は、ステップＳ３０１で直線部を構
成すると判断された縦光電センサのうち、搬送方向Ｄに対して右端と左端とに位置する縦
光電センサの、平面視における距離および記憶部４５に記憶された位置データ、を用いて
算出される。
【０１２０】
　ステップＳ３０１の説明と同様に、図５に示した位置データ用いて具体的に説明する。
【０１２１】
　まず、直線部として検出された縦光電センサ１２ｃ～１２ｆのうち、搬送コンベア１１
の搬送方向Ｄに向かって一番左端および右端に位置する、縦光電センサ１２ｆおよび縦光
電センサ１２ｃの間で、図５における棒グラフ状部の左端から斜線部の左端までの距離の
差を計算する。すなわち、ここでは（Ａｆ－Ａｃ）を計算する。続いて平面視における、
縦光電センサ１２ｃと縦光電センサ１２ｆとの距離が計算される。各縦光電センサは３０
ｍｍ間隔で配置されているので、縦光電センサ１２ｃと縦光電センサ１２ｆとの距離は９
０ｍｍと求まる。この時第１角度は、（Ａｆ－Ａｃ）および９０ｍｍを用いて、ｔａｎ-1

（９０／（Ａｆ－Ａｃ））により算出される。
【０１２２】
　なお、図５における棒グラフ状部の左端から斜線部の右端までの距離の差を用いて第１
角度を算出することもできるが、考え方は同様であるため説明は省略する。
【０１２３】
　ステップＳ３０２で算出された第１角度は記憶部４５に記憶される。
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【０１２４】
　次にステップＳ３０３では、ステップＳ３０１で検出された直線部全てについて第１角
度が算出されたか判定される。全ての直線部について第１角度の算出が終了していればス
テップＳ２０５に進む。まだ第１角度が算出されていない直線部があれば、ステップＳ３
０２へ戻り、第１角度をまだ演算していない直線部について演算を行う。つまり、複数の
直線部がある場合には、記憶部４５に記憶される第１角度も複数となる。
【０１２５】
　図１０に戻って説明する。
【０１２６】
　ステップＳ２０５では、第１角度が２０°以上７０°以下、もしくは、－７０°以上－
２０°以下の範囲にあるかが演算方法選択部３８により判定される。この条件を満たす場
合には、ステップＳ３１０へ、条件を満たさない場合にはステップＳ３２０へ進む。
【０１２７】
　ステップＳ３１０では、第１姿勢演算部３９により平面姿勢である第２角度が演算され
る。図１２を用いて説明する。
【０１２８】
　ステップＳ３１１では、平面視において、右側多角形の図心と左側多角形の図心との搬
送方向Ｄに対する位置関係を把握するための図心位置に関する指標が算出される。なお、
右側多角形および左側多角形は、商品Ｘの図心を通り搬送コンベア１１の搬送方向Ｄに沿
って延びる直線で商品Ｘを仮想的に分割した時の、搬送方向Ｄの右側および左側に位置す
る多角形を示す。
【０１２９】
　図心演算部３６は、記憶部４５に保管された縦光電センサ１２ａ～１２ｇにおける位置
データを呼び出す。そして、図心演算部３６は、この位置データを基に、商品Ｘを検出し
ている縦光電センサ１２ａ～１２ｇを見つけ出し、搬送コンベア１１の搬送方向Ｄの右側
と左側とで２群に分ける。商品Ｘを検出している縦光電センサ１２ａ～１２ｇの数が偶数
であれば同数ずつ２群に分け、商品Ｘを検出している縦光電センサ１２ａ～１２ｇの数が
奇数であれば、真ん中に位置する縦光電センサは無視し、搬送方向Ｄの右側と左側とで同
数ずつ２群に分ける。
【０１３０】
　例えば、図６に示した位置データを用いて具体的に説明すれば、縦光電センサ１２ｂ～
１２ｄが搬送方向Ｄに対して右側のセンサ群であり、縦光電センサ１２ｅ～１２ｇが搬送
方向Ｄに対して左側のセンサ群である。
【０１３１】
　その後、搬送方向Ｄに対して右側のセンサ群に含まれる縦光電センサそれぞれについて
、搬送方向Ｄに垂直な仮想直線から、商品Ｘの中間位置までの距離が算出され、積算され
る。この積算値が右側のセンサ群の図心位置指標である。
【０１３２】
　また、搬送方向Ｄに対して左側のセンサ群に含まれる縦光電センサそれぞれについて、
搬送方向Ｄに垂直な仮想直線から、商品Ｘの中間位置までの距離が算出され、積算される
。この積算値が左側のセンサ群の図心位置指標である。
【０１３３】
　なお、搬送方向Ｄに垂直な仮想直線から、商品Ｘの中間位置までの距離とは、図６に示
した位置データを用いて具体的に説明すれば、棒グラフ状部の左端から、商品Ｘの中間位
置である斜線部の中間位置までの距離を示す。
【０１３４】
　ステップＳ３１２では、図心演算部３６が、右側多角形と、左側多角形とのいずれの多
角形の図心が搬送方向Ｄの上流側に位置するかを判定する。判定は、ステップＳ３１１で
算出された右側のセンサ群の図心位置指標と、左側のセンサ群の距離の図心位置指標とを
比較することで判定される。左側のセンサ群の図心位置指標の方が右側のセンサ群の図心
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位置指標よりも大きければ、左側多角形の図心のほうが右側多角形の図心よりも搬送方向
Ｄの上流側に位置すると判定される。つまり、左側多角形の図心のほうが右側多角形の図
心よりも搬送方向Ｄに対して後方に位置すると判定される。言い換えれば、商品Ｘは搬送
方向Ｄに対して右向きであると判定される。一方で、右側のセンサ群の図心位置指標の方
が左側のセンサ群の図心位置指標よりも大きければ、逆の判定がなされる。
【０１３５】
　左側多角形の図心が右側多角形の図心よりも搬送方向Ｄの後方に位置すると判定された
場合には、ステップＳ３１３に進む。右側多角形の図心が左側多角形の図心よりも搬送方
向Ｄの後方に位置すると判定された場合には、ステップＳ３１４に進む。
【０１３６】
　ステップＳ３１３では、第１角度が０°以上か否かが判定され、第１角度が０°以上で
あればステップＳ３１５で第１角度がそのまま第２角度として演算される。第１角度が０
°未満であればステップＳ３１６で第１角度に９０°を足した値が第２角度として演算さ
れる。
【０１３７】
　次に、ステップＳ３１４では、第１角度が０°未満か否かが判定され、第１角度が０°
未満であればステップＳ３１５へ進む。第１角度が０°以上であればステップＳ３１７で
第１角度から９０°を引いた値が第２角度として演算される。
【０１３８】
　ステップＳ３１５～ステップＳ３１７のいずれかで第２角度が演算されれば、演算値が
記憶部４５に記憶され、ステップＳ２０６へ進む。
【０１３９】
　次にステップＳ３２０について説明する。ステップＳ３２０では、第２姿勢演算部４０
により平面姿勢である第２角度が演算される。図１３ａ，図１３ｂを用いて説明する。
【０１４０】
　ステップＳ３２１では、第１角度の大きさによって場合分けが行われる。第１角度の絶
対値が２０°より小さい場合には、ステップＳ３２２に進む。それ以外の場合には、ステ
ップＳ３３２に進む。
【０１４１】
　第１角度の絶対値が２０°より小さい場合について説明する。
【０１４２】
　ステップＳ３２２では、長さ演算部３７による演算が行われる。長さ演算部３７は、第
１角度と、記憶部４５に記憶された縦光電センサ１２ａ～１２ｇにおける位置データとを
用いて長さ演算を行う。
【０１４３】
　まず、長さ演算部３７は、記憶部４５に記憶された縦光電センサ１２ａ～１２ｇにおけ
る位置データを用いて、最も長く商品Ｘが検出されているデータを見つける。図５に示さ
れた位置データを用いて説明すれば、長さ演算部３７は、棒グラフ状部の斜線部の長さが
最も長いものを見つける。
【０１４４】
　その後、長さ演算部３７は、商品Ｘの対辺間の距離を演算で求める。図１６を基に説明
する。見つけられた最大長さが図１６中のＢであったとすると、算出の対象である対辺間
の距離Ｃは、Ｂ×ｓｉｎ｜α｜として算出される。ここでは、αは第１角度を、｜α｜は
第１角度の絶対値を表す。
【０１４５】
　ステップＳ３２３では、第２姿勢演算部４０により、長さ演算部３７により算出された
対辺間の距離が、商品Ｘの長辺Ｐと短辺Ｑとの長さの平均値以上か否かが判定される。な
お、商品Ｘの長辺Ｐと短辺Ｑとの長さには、入出力部１４のタッチパネルに予めユーザが
入力し、記憶部４５に記憶された値が用いられる。
【０１４６】
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　長さ演算部３７により算出された対辺間の距離が、商品Ｘの長辺Ｐと短辺Ｑとの長さの
平均値以上の場合にはステップＳ３２４に進み、第１角度がそのまま第２角度として演算
される。
【０１４７】
　長さ演算部３７により算出された対辺間の距離が、商品Ｘの長辺Ｐと短辺Ｑとの長さの
平均値より短い場合には、ステップＳ３２５に進む。ステップＳ３２５では、第１角度が
０°以上か否かが判定され、第１角度が０°以上であればステップＳ３２６で第１角度に
９０°を引いた値が第２角度として演算される。第１角度が０°未満であればステップＳ
３２７で第１角度に９０°を足した値が第２角度として演算される。
【０１４８】
　ステップＳ３２４、ステップＳ３２６又はステップＳ３２７のいずれかで第２角度が演
算されれば、演算値が記憶部４５に記憶され、ステップＳ２０６へ進む。
【０１４９】
　第１角度の絶対値が２０°より大きい、より正確には、第１角度の絶対値が７０°より
大きく９０°以下の場合について説明する。
【０１５０】
　ステップＳ３３２では、長さ演算部３７による演算が行われる。演算内容は、ステップ
Ｓ３２２と同様である。
【０１５１】
　ステップＳ３３３では、第２姿勢演算部４０により、長さ演算部３７により算出された
対辺間の距離が、商品Ｘの長辺Ｐと短辺Ｑとの長さの平均値以上か否かが判定される。商
品Ｘの長辺Ｐと短辺Ｑとの長さには、入出力部１４のタッチパネルに予めユーザが入力し
、記憶部４５に記憶された値が用いられる。
【０１５２】
　長さ演算部３７により算出された対辺間の距離が、商品Ｘの長辺Ｐと短辺Ｑとの長さの
平均値以上の場合には、ステップＳ３３５に進む。ステップＳ３３５では、第１角度が０
°以上か否かが判定され、第１角度が０°以上であればステップＳ３３６で第１角度に９
０°を引いた値が第２角度として演算される。第１角度が０°未満であればステップＳ３
３７で第１角度に９０°を足した値が第２角度として演算される。
【０１５３】
　一方、長さ演算部３７により算出された対辺間の距離が、商品Ｘの長辺Ｐと短辺Ｑとの
長さの平均値より短い場合には、ステップＳ３３４に進み、第１角度がそのまま第２角度
として演算される。
【０１５４】
　ステップＳ３３４、ステップＳ３３６又はステップＳ３３７のいずれかで第２角度が演
算されれば、演算値が記憶部４５に記憶され、ステップＳ２０６へ進む。
【０１５５】
　ステップＳ２０６では、ステップＳ３００で演算された全ての第１角度について第２角
度が演算されたか判定される。全ての第２角度の演算が終了していればステップＳ２０７
に進み、まだ演算されていない第１角度があればステップＳ２０５に戻る。つまり、複数
の第１角度がある場合には、記憶部４５に記憶される第２角度も複数となる。
【０１５６】
　ステップＳ２０７では、姿勢決定部４１は、複数の第２角度が記憶部４５に保管されて
いる場合には、統計的手法に基づき１の平面姿勢を決定する。一方、第２角度が１つしか
記憶部４５に保管されていない場合には、その第２角度がそのまま平面姿勢として決定さ
れる。
【０１５７】
　ステップＳ２０８では、保持位置把握部３５は、記憶部４５に記憶された縦光電センサ
１２ａ～１２ｇにおける位置データを用いて商品Ｘの図心位置を近似的に把握する。
【０１５８】
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　まず、保持位置把握部３５は、搬送方向Ｄと垂直な方向に関して、図心位置を以下のよ
うに決定する。保持位置把握部３５は、記憶部４５に記憶された縦光電センサ１２ａ～１
２ｇにおける位置データを呼び出す。そして、保持位置把握部３５は、この位置データを
基に商品Ｘを検出している縦光電センサ１２ａ～１２ｇを見つけ出す。そして、商品Ｘを
検出している縦光電センサ１２ａ～１２ｇの数が奇数であれば、商品Ｘを検出している縦
光電センサ１２ａ～１２ｇの中で中央に位置する１の縦光電センサの位置が、搬送方向Ｄ
と垂直な方向に関する商品Ｘの図心位置であると把握される。商品Ｘを検出している縦光
電センサ１２ａ～１２ｇの数が偶数であれば、商品Ｘを検出している縦光電センサ１２ａ
～１２ｇの中で中央に位置する２つの縦光電センサの中間位置が、搬送方向Ｄと垂直な方
向に関する商品Ｘの図心位置であると把握される。縦光電センサ１２ａ～１２ｇの位置デ
ータは予め記憶部４５に記憶されている。
【０１５９】
　次に、保持位置把握部３５は、搬送方向Ｄに関して、図心位置を以下のように決定する
。保持位置把握部３５は、記憶部４５に記憶された縦光電センサ１２ａ～１２ｇにおける
位置データを呼び出す。そして、保持位置把握部３５は、この位置データを基に商品Ｘを
検出している縦光電センサ１２ａ～１２ｇを見つけ出す。その後、商品Ｘを検出している
縦光電センサ１２ａ～１２ｇについて、搬送方向Ｄに垂直な仮想直線から商品Ｘの中間位
置までの距離がそれぞれ算出され、積算される。算出された積算値は、商品Ｘを検出して
いる縦光電センサ１２ａ～１２ｇの数で除算される。除算により求められた値が、商品Ｘ
の搬送方向Ｄに関する図心位置（搬送方向Ｄに関する仮想直線から図心位置までの距離）
であると把握される。
【０１６０】
　なお、搬送方向Ｄに垂直な仮想直線から商品Ｘの中間位置までの距離とは、図６に示さ
れた位置データを用いて具体的に説明すれば、棒グラフ状部の左端から斜線部の中間位置
までの距離を示す。
【０１６１】
　このようにして把握された搬送方向Ｄおよび搬送方向Ｄに垂直な方向に関する商品Ｘの
図心位置は、記憶部４５に記憶される。
【０１６２】
　最後にステップＳ２０９では、記憶部４５に記憶された、姿勢決定部４１により決定さ
れた商品Ｘの平面姿勢および保持位置把握部３５により把握された商品Ｘの図心位置（保
持位置）を、送信部４２が制御装置７０の受付部７１に対して送信する。
【０１６３】
　ステップＳ２０９終了後は、ステップＳ２０１に戻る。なお、一連の制御は、平面姿勢
の検知対象である商品Ｘ毎に実行される。
【０１６４】
　（４）特徴
　（４－１）
　本実施形態に係る姿勢検知装置１０は、平面視において長辺Ｐと短辺Ｑとを有する矩形
である商品Ｘの平面姿勢を、搬送しながら検知する。姿勢検知装置１０は、搬送コンベア
１１と、７つの縦光電センサ１２ａ～１２ｇと、角度演算部３４と、図心演算部３６と、
第１姿勢演算部３９と、を備える。搬送コンベア１１は、商品Ｘを搬送面により下方から
支えて搬送する。縦光電センサ１２ａ～１２ｇは、搬送コンベア１１上を通過する商品Ｘ
を検出する。角度演算部３４は、縦光電センサ１２ａ～１２ｇが検出する商品Ｘの有無の
時系列データに基づいた位置データを用いて、平面視における商品Ｘの直線部を検出し、
直線部と所定の基準線である搬送コンベア１１の搬送方向Ｄに平行な直線とがなす第１角
度を演算する。図心演算部３６は、平面視において、商品Ｘの図心を通り搬送コンベア１
１の搬送方向に沿って延びる直線で商品Ｘを仮想的に分割した時に、搬送方向Ｄに対して
右側に形成される右側多角形と、搬送方向Ｄに対して左側に形成される左側多角形との、
いずれの多角形の図心が搬送方向Ｄに対して前方もしくは後方にあるかを時系列データに
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基づいた位置データを用いて演算する。第１姿勢演算部３９は、角度演算部３４及び図心
演算部３６の演算結果に基づいて、商品Ｘの平面姿勢を演算する。
【０１６５】
　これにより、簡素な構成で商品Ｘの辺を正しく検出でき、平面視において商品Ｘの辺と
基準線である搬送コンベア１１の搬送方向Ｄとがなす第１角度が正確に演算される。また
、商品Ｘの右側多角形と左側多角形の図心の位置関係が求められるため、商品Ｘの辺と搬
送方向Ｄとがなす角度だけでは分からなかった、商品Ｘの長辺Ｐと短辺Ｑとの位置関係も
把握でき、より詳細な平面姿勢の判断が可能となる。
【０１６６】
　（４－２）
　本実施形態に係る姿勢検知装置１０では、第１姿勢演算部３９は、平面視において、搬
送方向Ｄと商品Ｘの長辺Ｐとのなす第２角度を商品Ｘの平面姿勢として演算する。
【０１６７】
　これにより、商品Ｘの平面姿勢を、商品Ｘの長辺Ｐ又は短辺Ｑと搬送方向Ｄとのなす第
２角度として、－９０°以上９０°未満の範囲で把握できる。
【０１６８】
　（４－３）
　本実施形態に係る姿勢検知装置１０では、長さ演算部３７と、第２姿勢演算部４０と、
演算方法選択部３８と、をさらに備える。長さ演算部３７は、平面視における物品の対辺
間の距離を縦光電センサ１２ａ～１２ｇが検出する物品の有無の時系列データに基づく位
置データと、角度演算部３４により演算された第１角度に基づいて演算する。第２姿勢演
算部４０は、角度演算部３４及び長さ演算部３７の演算結果に基づいて、平面視における
搬送方向Ｄと商品Ｘの長辺Ｐとのなす第２角度を、商品Ｘの平面姿勢として演算する。演
算方法選択部３８は、第１角度の値が２０°以上７０°以下、もしくは、－７０°以上－
２０°以下の場合に、第１姿勢演算部３９に平面姿勢を演算させる。第１角度がそれ以外
の値である場合には、演算方法選択部３８は、第２姿勢演算部４０に平面姿勢を演算させ
る。
【０１６９】
　これにより、物品Ｘの右側多角形と左側多角形との図心の位置関係が把握困難な場合で
あっても、計測された商品Ｘの対辺の長さを利用して、商品Ｘの平面姿勢を把握可能であ
る。より具体的には、商品Ｘの長辺Ｐが搬送方向と垂直又は平行に近くなり、商品Ｘの右
側多角形と左側多角形との図心の位置関係が把握しにくい場合にも、第２姿勢演算部４０
を利用することで商品Ｘの平面姿勢を正確に把握することができる。その結果、商品Ｘが
いかなる平面姿勢にあっても平面姿勢を把握しやすい。
【０１７０】
　（４－４）
　本実施形態に係る姿勢検知装置１０では、姿勢決定部４１をさらに備える。角度演算部
３４は、複数の直線部を検出された場合に、第１角度を複数演算する。姿勢決定部４１は
、複数の第１角度に基づき平面姿勢である第２角度が複数演算された場合に、複数の第２
角度の平均値、中間値や最頻値を１の第２角度として算出し、商品Ｘの平面姿勢として演
算して決定する。
【０１７１】
　これにより、縦光電センサ１２ａ～１２ｇの計測誤差等を原因として発生する平面姿勢
の演算誤差を適切に補正し、商品Ｘの平面姿勢を正確に把握することが容易である。
【０１７２】
　（４－５）
　本実施形態に係る姿勢検知装置１０では、図心演算部３６は、平面視において、搬送面
上に設けられた搬送方向Ｄと垂直な仮想直線（横光電センサ１３による商品Ｘの検知開始
位置に引いた直線）と、縦光電センサ１２ａ～１２ｇが検出した商品Ｘの有無の時系列デ
ータに基づく位置データから求められた搬送面上の商品Ｘの搬送方向Ｄに対する中間点と
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、の距離を算出する。そして、算出結果に基づき、右側多角形と左側多角形とのいずれの
多角形の図心が搬送方向Ｄに対して前方もしくは後方にあるか演算を行う。
【０１７３】
　これにより、簡素な構成で右側多角形の図心と左側多角形の図心との位置関係を把握す
ることが可能である。
【０１７４】
　（４－６）
　本実施形態に係る姿勢検知装置１０では、それぞれの縦光電センサ１２ａ～１２ｇは、
搬送コンベア１１の搬送面に垂直に信号光を発射する投光素子１２１ａ～１２１ｇと、投
光素子１２１ａ～１２１ｇと対となる受光素子１２２ａ～１２２ｇとを有する。受光素子
１２２ａ～１２２ｇは、対となる投光素子１２１ａ～１２１ｇの発射する信号光の進路上
に搬送コンベア１１を挟んで配置され、対となる投光素子１２１ａ～１２１ｇの発射する
信号光を受光する。さらに、縦光電センサ１２ａ～１２ｇは、平面視において、搬送コン
ベア１１の搬送方向Ｄに垂直な直線状に等間隔に、かつ、隣接する縦光電センサ１２ａ～
１２ｇ同士の投光素子１２１ａ～１２１ｇが光を発射する方向が逆向きになるように配置
されている。
【０１７５】
　これにより、いわゆる透過型のセンサが用いられる場合に、センサ同士の干渉の影響を
抑え、搬送部を搬送される物品の有無を正確に検出することが容易になる。
【０１７６】
　（４－７）
　本実施形態に係る姿勢検知装置１０では、商品Ｘの図心を把握する保持位置把握部３５
をさらに備える。保持位置把握部３５は、縦光電センサ１２ａ～１２ｇが検出する物品の
有無の時系列データに基づく位置データを使用して、商品Ｘの図心を把握する。
【０１７７】
　これにより、商品Ｘの平面姿勢に加え、商品Ｘを箱詰装置ユニット１のロボットアーム
６５により保持する際に保持すべき位置（吸引パッド６５ａによる保持位置）も把握可能
である。この結果、商品Ｘの平面姿勢に加え、商品Ｘの向きをそろえるために必要な商品
Ｘの図心位置（保持位置）の情報も姿勢検知装置により演算可能である。
【０１７８】
　（４－８）
　本実施形態に係る箱詰装置ユニット１では、上記の特徴を備える姿勢検知装置１０と、
商品移送装置６０と、制御装置７０とを備える。商品移送装置６０は、商品Ｘを、回動可
能なロボットアーム６５により保持し、移送する。制御装置７０は、ロボットアーム６５
の位置および回動角度を制御する。制御装置７０は、姿勢検知装置１０によって検出され
た、商品Ｘの平面姿勢と、商品Ｘの図心とに基づいて、ロボットアーム６５の位置および
回動角度を制御する。
【０１７９】
　これにより、姿勢検知装置１０により把握された商品Ｘの平面姿勢および図心位置を基
に、ロボットアーム６５に商品Ｘを適切な位置で保持させ、ロボットアーム６５を回動さ
せることで商品Ｘの平面姿勢を適切に補正させることができる。その結果、箱詰装置ユニ
ット１に整然と商品Ｘの箱詰めをさせることが可能である。
【０１８０】
　（５）変形例
　（５－１）変形例Ａ
　上記実施形態において、姿勢検知装置１０は、箱詰装置ユニット１の一部として用いら
れているが、これに限られるものではない。例えば、商品Ｘにストリップテープを取り付
けるシステムの一部として姿勢検知装置１０が利用されてもよい。
【０１８１】
　（５－２）変形例Ｂ
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　上記実施形態において、商品Ｘの長辺Ｐと搬送コンベア１１の搬送方向Ｄとのなす角度
を商品Ｘの平面姿勢として認識しているが、これに限られるものではない。商品Ｘの短辺
Ｑと搬送コンベア１１の搬送方向Ｄとのなす角度を商品Ｘの平面姿勢として認識してもよ
いし、商品Ｘの長辺Ｐ又は短辺Ｑと、搬送方向Ｄに平行な直線以外の任意の基準線とのな
す角度を商品Ｘの平面姿勢として認識してもよい。
【０１８２】
　（５－３）変形例Ｃ
　上記実施形態において、７つの縦光電センサ１２ａ～１２ｇを用いているが、縦光電セ
ンサの個数はこれに限定されるものではない。ただし、商品Ｘの直線部を認識するために
は最低３つの縦光電センサが必要であり、商品Ｘの右側多角形と左側多角形との位置関係
の把握のためには、最低４つの縦光電センサを用いることが望ましい。また、縦光電セン
サを増やすと、姿勢検知装置１０のコストアップに繋がることから、縦光電センサは７つ
程度まであることが望ましい。
【０１８３】
　（５－４）変形例Ｄ
　上記実施形態において、長さ演算部３７は、商品Ｘの対辺の長さを算出しているが、こ
れに限られるものではない。長さ演算部３７は、記憶部４５に記憶された縦光電センサ１
２ａ～１２ｇにおける位置データのみに基づいて、商品Ｘの搬送方向に対する最前方から
最後方までの長さを求めてもよい。
【０１８４】
　具体的には、長さ演算部３７は、記憶部４５に記憶された縦光電センサ１２ａ～１２ｇ
における位置データを呼び出す。そして、長さ演算部３７は、この位置データを基に商品
Ｘを検出している縦光電センサ１２ａ～１２ｇを見つけ出す。その後、商品Ｘを検出して
いる縦光電センサ１２ａ～１２ｇについて、搬送方向Ｄに垂直な仮想直線に最も近い商品
Ｘの位置と、仮想直線から最も離れた商品Ｘの位置との間の距離を演算により求める。演
算された値が本変形例における長さ演算部３７の演算する長さである。
【０１８５】
　なお、搬送方向Ｄに垂直な仮想直線に最も近い商品Ｘの位置と、仮想直線から最も離れ
た商品Ｘの位置との間の距離とは、図６を用いて具体的に説明すれば、縦光電センサ１２
ｄについての棒グラフ状部の左端から斜線部の左端までの距離と、縦光電センサ１２ｅに
ついての棒グラフ状部の左端から斜線部の右端までの距離との差である。
【０１８６】
　さらに、長さ演算部３７は、縦光電センサ１２ａ～１２ｇの位置データに代えて、横光
電センサ１３の商品Ｘの検出開始から検出終了までの時間と、搬送コンベア１１の搬送速
度との積を求め、その値を長さとしてもよい。横光電センサ１３を用いることで、商品Ｘ
の搬送方向Ｄに対する長さが正確に認識されやすい。
【０１８７】
　（５－５）変形例Ｅ
　上記実施形態における、横光電センサ１３は、必須の構成要件ではない。例えば、縦光
電センサ１２ａ～１２ｇのうち最初に１の商品Ｘを検出したセンサの信号を、横光電セン
サ１３の信号に代えて利用してもよい。
【０１８８】
　（５－６）変形例Ｆ
　上記実施形態においては、角度演算部が複数の直線部を検出した場合には、検出された
直線部の数と同数の第１角度を算出しているが、角度演算部は、複数算出された直線部の
中から１又は複数を選択して、選択された直線部についてのみ第１角度を算出してもよい
。
【０１８９】
　例えば、角度演算部は、検出された直線部の位置関係に応じて直線部を選択してもよい
。具体的には、搬送方向Ｄに対して後方に位置する直線部だけを選択して第１角度を算出
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してもよい。一般に、搬送方向Ｄに対して前方に位置する直線部は、商品Ｘの供給時の衝
撃により商品Ｘの辺が変形し、正しい直線が検出されない場合がある。これに対し、搬送
方向Ｄに対して後方に位置する直線部を選択して第１角度を算出することで、正確な平面
姿勢が把握されやすい。なお、角度演算部は、一旦全ての第１角度を暫定的に算出した後
に、１又は複数の直線部を選択し、暫定的に算出された第１角度の中から姿勢検知に用い
る第１角度を選択してもよい。
【０１９０】
　また、例えば、角度演算部は、検出された複数の直線部に対して複数の第１角度が算出
された場合、最も第１角度の絶対値が大きくなる直線部を選択して、その直線部について
の第１角度のみを算出してもよい。第１角度の絶対値が大きいということは、その直線部
は搬送方向Ｄに対して垂直方向に近いことを意味する。この場合、その直線部は他の直線
部よりも多くの縦光電センサ１２ａ～１２ｇに検出されている可能性が高いことから、正
確に商品Ｘの辺が認識されやすい。
【０１９１】
　（５－７）変形例Ｇ
　上記実施形態において、姿勢決定部４１は、平面姿勢としての第２角度が複数算出され
た場合に統計的手法により１の平面姿勢を算出しているが、これに限られない。
【０１９２】
　例えば、姿勢決定部４１は、第２角度の算出に用いられた第１角度を算出するために用
いられた直線部の位置関係に応じて直線部を選択してもよい。より具体的には、搬送方向
Ｄに対して後方に位置する直線部に対して求められた第１角度を利用して得られた第２角
度を１の平面姿勢として決定してもよい。また、例えば、姿勢決定部４１は、複数の第１
角度のうち、最も絶対値が大きい第１角度により求められた第２角度を平面姿勢として決
定してもよい。
【０１９３】
　この場合の効果は変形例Ｆと同様である。
【０１９４】
　（５－８）変形例Ｈ
　上記実施形態においては、縦光電センサ１２ａ～１２ｇには投光素子１２１ａ～１２１
ｇと別置きの受光素子１２２ａ～１２２ｇとを組み合わせたいわゆる透過型の光電センサ
を用いているが、これに限られるものではない。例えば、投光素子と受光素子が一体とな
った光電センサを用い、信号光の反射状態を用いて商品Ｘの検出を行ってもよい。
【０１９５】
　（５－９）変形例Ｉ
　上記実施形態においては、箱詰装置ユニット１は、ロボットアーム６５により物品を保
持、移送し、箱詰しているが、商品Ｘの保持部はロボットアーム６５に限定されるもので
はない。例えば、パラレルリンクロボット等を保持部として利用してもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１９６】
　本発明は、安価かつ簡素な構成で、平面視において長辺Ｐと短辺Ｑを有する矩形である
物品の平面姿勢を、搬送中に精度よく把握できる姿勢検知装置と、その姿勢検知装置を有
する箱詰装置ユニットして有用である。
【符号の説明】
【０１９７】
１　箱詰装置ユニット
１０　姿勢検知装置
１１　搬送コンベア（搬送部）
１２ａ～１２ｇ　縦光電センサ（センサ）
３４　角度演算部
３５　保持位置把握部
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３６　図心演算部
３７　長さ演算部
３８　演算方法選択部
３９　第１姿勢演算部
４０　第２姿勢演算部
４１　姿勢決定部
６０　商品移送装置（保持移送装置）
６５　ロボットアーム（保持部）
７０　制御装置（保持部制御装置）
１２１ａ～１２１ｇ　投光素子
１２２ａ～１２２ｇ　受光素子
Ｄ　搬送方向
Ｐ　長辺
Ｑ　短辺
Ｘ　商品（物品）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１９８】
【特許文献１】特開２００４－２６２４８２号公報
【特許文献２】特開２００５－１６２４２２号公報
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