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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロボットハンドの把持機構に治具を装着する手順と、前記治具に区画される平面上の第
１領域から前記ロボットハンドに搭載の撮像素子に投影される２点間の画素数、および、
第１領域に隣接する平面上の第２領域から前記撮像素子に投影される２点間の画素数の間
で比率を算出する手順と、予め決められた前記撮像素子の姿勢で得られる比率、および、
算出された比率に基づき、前記把持機構に対する前記撮像素子の第１傾きを特定する手順
と、収納棚に相対的に固定される標識に前記把持機構を向き合わせる手順と、前記標識に
区画される平面上の第３領域から前記撮像素子に投影される２点間の画素数、および、前
記第３領域に隣接する平面上の第４領域から前記撮像素子に投影される２点間の画素数の
間で比率を算出する手順と、予め決められた前記撮像素子の姿勢で得られる比率、および
、算出された比率に基づき、前記標識に対する前記撮像素子の第２傾きを特定する手順と
、第２傾きの特定にあたって第１傾きに基づき前記撮像素子の角ずれを解消する手順とを
備えることを特徴とするライブラリ装置向け傾きの検出方法。
【請求項２】
　ロボットハンドの把持機構に装着される治具に区画される平面上の第１領域から前記ロ
ボットハンドに搭載の撮像素子に投影される２点間の画素数、および、第１領域に隣接す
る平面上の第２領域から前記撮像素子に投影される２点間の画素数の間で比率を算出する
手順と、予め決められた前記撮像素子の姿勢で得られる比率、および、算出された比率に
基づき、前記把持機構に対する前記撮像素子の第１傾きを特定する手順と、収納棚に相対



(2) JP 4394064 B2 2010.1.6

10

20

30

40

50

的に固定される標識に区画される平面上の第３領域から前記撮像素子に投影される２点間
の画素数、および、前記第３領域に隣接する平面上の第４領域から前記撮像素子に投影さ
れる２点間の画素数の間で比率を算出する手順と、予め決められた前記撮像素子の姿勢で
得られる比率、および、算出された比率に基づき、前記標識に対する前記撮像素子の第２
傾きを特定する手順と、第２傾きの特定にあたって第１傾きに基づき前記撮像素子の角ず
れを解消する手順とをプロセッサに実行させることを特徴とするライブラリ装置向け傾き
検出プログラム。
【請求項３】
　ロボットハンドに搭載されて、前記ロボットハンドの把持機構に装着される治具に区画
される平面状の第１領域および前記第１領域に隣接する第２領域を撮像し、収納棚に相対
的に固定される標識に区画される平面上の第３領域および前記第３領域に隣接する第４領
域を撮像する撮像素子と、前記撮像素子から供給される撮像信号に基づき、前記第１領域
から投影される２点間の画素数、および、前記第２領域から投影される２点間の画素数の
間で算出される比率、および、予め決められた前記撮像素子の姿勢で得られる比率に基づ
き、前記把持機構に対する前記撮像素子の第１傾きを特定し、前記第３領域から投影され
る２点間の画素数、および、前記第４領域から投影される２点間の画素数の間で算出され
る比率、および、予め決められた前記撮像素子の姿勢で得られる比率に基づき、前記標識
に対する前記撮像素子の第２傾きを特定し、第２傾きの特定にあたって第１傾きに基づき
前記撮像素子の角ずれを解消する演算処理回路とを備えることを特徴とするライブラリ装
置向け傾き検出装置。
【請求項４】
　複数のセルを区画する収納棚と、前記収納棚に対して相対的に変位し、セルに個別にア
クセスするロボットハンドと、前記ロボットハンドに搭載されて、前記ロボットハンドの
把持機構に装着される治具に区画される平面状の第１領域および前記第１領域に隣接する
第２領域を撮像し、収納棚に相対的に固定される標識に区画される平面上の第３領域およ
び前記第３領域に隣接する第４領域を撮像する撮像素子と、前記撮像素子から供給される
撮像信号に基づき、前記第１領域から投影される２点間の画素数、および、前記第２領域
から投影される２点間の画素数の間で算出される比率、および、予め決められた前記撮像
素子の姿勢で得られる比率に基づき、前記把持機構に対する前記撮像素子の第１傾きを特
定し、前記第３領域から投影される２点間の画素数、および、前記第４領域から投影され
る２点間の画素数の間で算出される比率、および、予め決められた前記撮像素子の姿勢で
得られる比率に基づき、前記標識に対する前記撮像素子の第２傾きを特定し、第２傾きの
特定にあたって第１傾きに基づき前記撮像素子の角ずれを解消する演算処理回路とを備え
ることを特徴とするライブラリ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のセルを区画する収納棚と、収納棚に対して相対的に変位し、セルに個
別にアクセスする把持ユニットとを備えるライブラリ装置に関し、特に、こういったライ
ブラリ装置で把持ユニットの姿勢の補正にあたって利用されることができる傾きの検出方
法および傾き検出装置、並びに、把持ユニットの位置の補正にあたって利用されることが
できる物体の位置制御方法および位置制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　磁気テープライブラリ装置では磁気テープカートリッジの搬送にあたって把持ユニット
が利用される。把持ユニットは、相互に直交する第１および第２レールに基づき水平面に
沿って直交２軸の方向に移動する。同様に、把持ユニットは第１および第２レールの垂直
移動に基づき垂直方向に移動する。こうして把持ユニットは目標のセルに位置合わせされ
る。こういった位置合わせに先立って例えば垂直軸回りで把持ユニットは目標のセルを含
む収納棚に向き合わせられる。こうして把持ユニットはセルとの間で磁気テープカートリ
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ッジの受け渡しを実現する。
【０００３】
　磁気テープライブラリ装置では把持ユニットの組み込みにあたって収納棚と第１および
第２レールや把持ユニットとの間で相対位置に誤差が生じる。こういった誤差は把持ユニ
ットの位置決めを妨げる。例えば特許文献１に記載されるように、こういった誤差の測定
にあたって、例えば把持ユニットに搭載されるＣＣＤセンサは利用されることができる。
ＣＣＤセンサは、収納棚に固定される標識を撮像する。撮像結果に基づき把持ユニットの
水平位置や垂直位置は補正される。
【特許文献１】特開２００４－９３２６５号公報
【特許文献２】特開２００２－１５４０８０号公報
【特許文献３】特開２００２－９３８８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　把持ユニットは例えば垂直軸回りで姿勢を変化させることができる。把持ユニットの姿
勢が例えば垂直軸回りで規定の姿勢からずれると、たとえ把持ユニットが正確に位置合わ
せされてもセルとの間で磁気テープカートリッジの受け渡しは実現されることができない
。
【０００５】
　本発明は、上記実状に鑑みてなされたもので、正確に物体の姿勢すなわち傾きを特定す
ることができる傾きの検出方法や傾き検出装置を提供することを目的とする。本発明は、
さらに正確な物体の位置制御に貢献することができる位置制御方法や位置制御装置を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、第１発明によれば、平面上の第１領域から撮像素子に投影
される２点間の画素数、および、第１領域に隣接する平面上の第２領域から撮像素子に投
影される２点間の画素数の間で比率を算出する手順と、予め決められた撮像素子の姿勢で
得られる比率、および、算出された比率に基づき、撮像素子の傾きを特定する手順とを備
えることを特徴とする傾きの検出方法が提供される。
【０００７】
　こういった検出方法では、第１領域から撮像素子に投影される２点間の画素数は第１領
域から撮像素子までの距離に応じて変化する。同様に、第２領域から撮像素子に投影され
る２点間の画素数は第２領域から撮像素子までの距離に応じて変化する。すなわち、遠近
に基づき第１領域の２点間や第２領域の２点間で画素数は増減する。第１および第２領域
は同一平面上に区画されることから、２つの画素数の比率に基づき平面に対して撮像素子
の傾きは特定されることができる。撮像素子の向きに応じて物体の姿勢すなわち傾きは導
き出されることができる。こうして正確に物体の姿勢すなわち傾きは特定されることがで
きる。
【０００８】
　こういった検出方法の実現にあたって特定のソフトウェアプログラムは提供されればよ
い。そういったソフトウェアプログラムすなわち検出プログラムは、例えば、平面上の第
１領域から撮像素子に投影される２点間の画素数、および、第１領域に隣接する平面上の
第２領域から撮像素子に投影される２点間の画素数の間で比率を算出する手順と、予め決
められた撮像素子の姿勢で得られる比率、および、算出された比率に基づき、撮像素子の
傾きを特定する手順とをプロセッサに実行させればよい。
【０００９】
　そういった検出方法や検出プログラムの実現にあたって特定の傾き検出装置は構築され
ることができる。傾き検出装置は、例えば、平面上の第１領域および第１領域に隣接する
第２領域を撮像する撮像素子と、撮像素子から供給される撮像信号に基づき、第１領域か
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ら投影される２点間の画素数、および、第２領域から投影される２点間の画素数の間で算
出される比率、および、予め決められた撮像素子の姿勢で得られる比率に基づき、撮像素
子の傾きを特定する演算処理回路とを備えればよい。
【００１０】
　こういった傾き検出装置はいわゆるライブラリ装置に適用されることができる。このと
き、ライブラリ装置は、例えば、複数のセルを区画する収納棚と、収納棚に対して相対的
に変位し、セルに個別にアクセスする把持ユニットと、収納棚に相対的に固定され、平面
上の第１領域に第１および第２識別表示を配置し、第１領域に隣接する平面上の第２領域
に第３および第４識別表示を配置する標識と、把持ユニットに搭載されて、平面上の第１
および第２領域を撮像する撮像素子と、撮像素子から供給される撮像信号に基づき、第１
領域から投影される２点間の画素数、および、第２領域から投影される２点間の画素数の
間で算出される比率、および、予め決められた撮像素子の姿勢で得られる比率に基づき、
撮像素子の傾きを特定する演算処理回路とを備えればよい。こういったライブラリ装置に
は例えば磁気テープライブラリ装置が含まれることができる。
【００１１】
　第２発明によれば、撮像時に所定の間隔で平面および物体上の撮像素子が離隔する際に
平面から撮像素子に投影される第１点および第２点の間で画素数を特定する手順と、基準
間隔で平面および撮像素子が離隔する際に平面から撮像素子に投影される第１点および第
２点の間で特定される画素数、および、特定された画素数に基づき、基準間隔および撮像
時の間隔の間で乖離量を特定する手順とを備えることを特徴とする物体の位置制御方法が
提供される。
【００１２】
　こういった位置制御方法では、平面および物体の間で間隔が広がれば広がるほど、平面
から撮像素子に投影される第１点および第２点の間で画素数は減少する。すなわち、遠近
に基づき第１点および第２点の間で画素数は増減する。所定の画素数で基準間隔が特定さ
れれば、画素数の増減に応じて基準間隔からの乖離量は特定されることができる。こうい
った乖離量に基づき物体の位置は正確に制御されることができる。
【００１３】
　こういった位置制御方法の実現にあたって特定のソフトウェアプログラムは提供されれ
ばよい。こういったソフトウェアプログラムすなわち位置制御プログラムは、例えば、撮
像時に所定の間隔で平面および物体上の撮像素子が離隔する際に平面から撮像素子に投影
される第１点および第２点の間で画素数を特定する手順と、基準間隔で平面および撮像素
子が離隔する際に平面から撮像素子に投影される第１点および第２点の間で特定される画
素数、および、特定された画素数に基づき、基準間隔および撮像時の間隔の間で乖離量を
特定する手順とをプロセッサに実行させればよい。
【００１４】
　そういった位置制御方法や位置制御プログラムの実現にあたって特定の位置制御装置は
構築されることができる。位置制御装置は、例えば、物体上に搭載されて、平面を撮像す
る撮像素子と、基準間隔で平面および撮像素子が離隔する際に平面から撮像素子に投影さ
れる第１点および第２点の間で特定される画素数、および、撮像時に所定の間隔で平面お
よび撮像素子が離隔する際に平面から撮像素子に投影される第１点および第２点の間で特
定される画素数に基づき、基準間隔および撮像時の間隔の間で乖離量を特定する演算処理
回路とを備えればよい。
【００１５】
　こういった位置制御装置はいわゆるライブラリ装置に適用されることができる。このと
き、ライブラリ装置は、例えば、複数のセルを区画する収納棚と、収納棚に対して相対的
に変位し、セルに個別にアクセスする把持ユニットと、収納棚に相対的に固定され、平面
上に第１点および第２点を配置する標識と、把持ユニットに搭載されて、平面上の第１お
よび第２領域を撮像する撮像素子と、撮像素子から供給される撮像信号に基づき、基準間
隔で平面および撮像素子が離隔する際に平面から撮像素子に投影される第１点および第２
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点の間で特定される画素数、および、撮像時に所定の間隔で平面および撮像素子が離隔す
る際に平面から撮像素子に投影される第１点および第２点の間で特定される画素数に基づ
き、基準間隔および撮像時の間隔の間で乖離量を特定する演算処理回路とを備えればよい
。こういったライブラリ装置には例えば磁気テープライブラリ装置が含まれることができ
る。
【発明の効果】
【００１６】
　以上のように本発明によれば、正確に物体の姿勢すなわち傾きを特定することができる
傾きの検出方法や傾き検出装置は提供される。さらに正確な物体の位置制御に貢献するこ
とができる位置制御方法や位置制御装置は提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、添付図面を参照しつつ本発明の一実施形態を説明する。
【００１８】
　図１は本発明の一実施形態に係るライブラリ装置すなわち磁気テープライブラリ装置１
１の構造を概略的に示す。この磁気テープライブラリ装置１１は、例えば床面から立ち上
がる直方体の内部空間を区画する箱形の筐体１２を備える。筐体１２の収容空間には複数
の収納棚１３ａ、１３ｂが組み込まれる。１対の収納棚１３ａは例えば所定の直方体空間
を隔てて相互に向き合わせられる。収納棚１３ａ、１３ａ同士の間で直方体空間には収納
棚１３ｂが向き合わせられる。個々の収納棚１３ａ、１３ｂでは、床面から垂直に立ち上
がる平面すなわち直方体空間の側面に沿って各セル１４、１４…の開口が配列される。個
々のセル１４には磁気テープカートリッジ１５といった収納物すなわち記録媒体が収納さ
れる。磁気テープカートリッジ１５には例えばＬＴＯ（Ｌｉｎｅａｒ　Ｔａｐｅ－Ｏｐｅ
ｎ）カートリッジが用いられればよい。
【００１９】
　ここで、直方体空間には三次元座標系すなわちｘｙｚ座標系が設定される。このｘｙｚ
座標系のｙ軸は床面に垂直に設定される。個々の収納棚１３ａ、１３ｂでは、垂直方向す
なわちｙ軸に平行に１列にセル１４が配列される。同時に、ｘｙｚ座標系のｚ軸は１対の
収納棚１３ａに平行に水平方向に延びる。収納棚１３ａでは、水平方向すなわちｚ軸に平
行に複数列にわたってセル１４は横切られる。ｘｙｚ座標系のｘ軸は収納棚１３ｂに平行
に水平方向に延びる。収納棚１３ｂでは、水平方向すなわちｘ軸に平行に複数列にわたっ
てセル１４は横切られる。
【００２０】
　筐体１２の内部空間には例えば４台の記録媒体駆動装置すなわち磁気テープ駆動装置１
６が組み込まれる。磁気テープ駆動装置１６は磁気テープカートリッジ１５内の磁気テー
プに磁気情報を書き込むことができる。同時に、磁気テープ駆動装置１６は磁気テープカ
ートリッジ１５内の磁気テープから磁気情報を読み出すことができる。磁気情報の書き込
みや読み出しにあたって磁気テープカートリッジ１５は磁気テープ駆動装置１６のスロッ
トに対して出し入れされる。磁気テープ駆動装置１６内では、磁気テープカートリッジ１
５内の磁気テープは磁気テープカートリッジ１５内のリールから磁気テープ駆動装置１６
のリールに巻き取られる。
【００２１】
　筐体１２の内部空間には例えば２つの収納箱１７、１７が組み込まれる。一方の収納箱
１７には、後述されるように、ライブラリ制御ボードおよび第１制御ボードが組み込まれ
る。他方の収納箱１７には、同様に、第２制御ボードが組み込まれる。ライブラリ制御ボ
ードや第１および第２制御ボードの詳細は後述される。ライブラリ制御ボードには外部の
ホストコンピュータ（図示されず）が接続される。ホストコンピュータから入力されるデ
ータや指令に基づきライブラリ制御ボードや第１および第２制御ボードでは様々な処理が
実行される。
【００２２】
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　筐体１２の直方体空間には収納棚用搬送機構１８が組み込まれる。この収納棚用搬送機
構１８は第１および第２搬送ロボット１９、２１を備える。第１および第２搬送ロボット
１９、２１は情報の書き込みや読み出しにあたって個々のセル１４、１４…と磁気テープ
駆動装置１６との間で磁気テープカートリッジ１５を搬送することができる。
【００２３】
　第１および第２搬送ロボット１９、２１はそれぞれ第１および第２把持ユニットすなわ
ち第１および第２ハンド２２、２３を備える。第１および第２ハンド２２、２３には、磁
気テープカートリッジ１５を把持する把持機構２４が組み込まれる。把持機構２４は磁気
テープカートリッジ１５を保持する。こういった磁気テープカートリッジ１５の把持にあ
たってハンド２２、２３は個々のセル１４、１４…ごとにセル１４、１４…の開口に把持
機構２４を向き合わせることができる。把持機構２４の詳細は後述される。
【００２４】
　第１搬送ロボット１９は、床面から垂直方向に立ち上がる支持部材すなわち第１支軸（
図示されず）に連結される。第１支軸には垂直方向に延びる第１レール２５が固定される
。第１レール２５には支持体すなわち案内部材２６が連結される。案内部材２６には第１
レールベース２７が連結される。案内部材２６や第１レールベース２７は１対の収納棚１
３ａに平行に水平方向に延びる。第１レールベース２７は１対の収納棚１３ａ、１３ａか
ら均等な距離すなわち中間位置に配置される。
【００２５】
　案内部材２６および第１レールベース２７は第１レール２５に沿って上下方向すなわち
ｙ軸に平行に移動することができる。こういった移動の実現にあたって案内部材２６には
任意の駆動機構が連結される。駆動機構は、例えば、先端で案内部材２６に結合されるベ
ルトと、ベルトを巻き上げる巻き上げ機とから構成されればよい。巻き上げ機には例えば
電動モータといった動力源が組み込まれる。こうしたｙ軸用電動モータには例えばステッ
ピングモータが用いられればよい。
【００２６】
　同様に、第２搬送ロボット２１は、床面から垂直方向に立ち上がる支持部材すなわち第
２支軸２８に連結される。第２支軸２８には垂直方向に延びる第１レール２９が固定され
る。第１レール２９には支持体すなわち案内部材３１が連結される。案内部材３１には第
１レールベース３２が連結される。案内部材３１や第１レールベース３２は１対の収納棚
１３ａに平行に水平方向に延びる。第１レールベース３２は１対の収納棚１３ａ、１３ａ
から均等な距離すなわち中間位置に配置される。
【００２７】
　案内部材３１および第１レールベース３２は、前述の第１レールベース２７と同様に、
第１レール２９に沿って上下方向すなわちｙ軸に平行に移動することができる。こういっ
た移動の実現にあたって案内部材３１には任意の駆動機構が連結される。駆動機構は、例
えば、先端で案内部材３１に結合されるベルトと、ベルトを巻き上げる巻き上げ機とから
構成されればよい。巻き上げ機には例えば電動モータといった動力源が組み込まれる。こ
うしたｙ軸用電動モータには例えばステッピングモータが用いられればよい。案内部材２
６、３１や第１レールベース２７、３２は垂直方向すなわちｙ軸方向に配列される。第２
搬送ロボット２１の第１レールベース３２は第１搬送ロボット１９の第１レールベース２
７の上方で垂直方向に移動する。
【００２８】
　第１レールベース２７、３２には第２レール３３が組み込まれる。第２レール３３は収
納棚１３ａに平行に水平方向に延びる。第２レール３３には第２レールベース３４が連結
される。第２レールベース３４は収納棚１３ｂに平行に水平方向に延びる。第２レールベ
ース３４は第２レール３３に沿って水平方向すなわちｚ軸に平行に移動することができる
。こういった移動の実現にあたって第２レールベース３４には任意の駆動機構が連結され
る。駆動機構は、例えば、第２レールベース３４に結合されつつ第１レールベース２７、
３２上で１対のプーリに巻き付けられる環状ベルトと、一方のプーリの回転を制御する動
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力源とから構成されればよい。動力源には電動モータが用いられればよい。こうしたｚ軸
用電動モータには例えばステッピングモータが用いられればよい。
【００２９】
　第２レールベース３４、３４には１対の第３レール３５、３５が組み込まれる。第３レ
ール３５は収納棚１３ｂに平行に水平方向に延びる。第３レール３５には前述の第１およ
び第２ハンド２２、２３が連結される。したがって、第１および第２ハンド２２、２３は
第３レール３５に沿って水平方向すなわちｘ軸に平行に移動することができる。こういっ
た移動の実現にあたって第１および第２ハンド２２、２３には任意の駆動機構が連結され
る。駆動機構は、例えば、第１および第２ハンド２２、２３に結合されつつ第２レールベ
ース３４上で１対のプーリに巻き付けられる環状ベルトと、一方のプーリの回転を制御す
る動力源とから構成されればよい。動力源には電動モータが用いられればよい。こうした
ｘ軸用電動モータには例えばステッピングモータが用いられればよい。
【００３０】
　しかも、第１および第２ハンド２２、２３は、任意の垂直軸すなわちｙ軸に平行な回転
軸回りで回転自在に第２レールベース３４に連結される。こういった回転の実現にあたっ
て第１および第２ハンド２２、２３には任意の駆動機構が連結される。駆動機構は、例え
ば、第１および第２ハンド２２、２３の回転軸および第２レールベース３４上のプーリに
巻き付けられる環状ベルトと、プーリの回転を制御する動力源とから構成されればよい。
動力源には電動モータが用いられればよい。こうした回転用電動モータには例えばステッ
ピングモータが用いられればよい。
【００３１】
　ここで、個々の収納棚１３ａ、１３ｂには標識板３６、３７が関連付けられる。この標
識板３６、３７は、収納棚１３ａ、１３ｂでセル１４の入り口から離れた位置に設置され
る第１標識板３６と、収納棚１３ａ、１３ｂの３隅でセル１４の入り口に設置される第２
標識板３７とに分類される。後述されるように、個々の標識板３６、３７の表面は所定の
パターンに従って色分けされる。
【００３２】
　以上のような磁気テープライブラリ装置１１では、ｘｙｚ座標系上の三次元座標値と、
回転軸回りの回転角とに基づき個々のセル１４、１４…の位置は特定される。三次元座標
値に基づき第１および第２搬送ロボット１９、２１の第１および第２ハンド２２、２３は
位置決めされる。同時に、回転角に基づき第１および第２ハンド２２、２３の向きは決定
される。個々のセル１４に設定された三次元座標値および回転角に基づき第１および第２
ハンド２２、２３の位置決めおよび回転が制御されると、第１および第２ハンド２２、２
３は対応するセル１４の開口に正確に把持機構２４を向き合わせることができる。
【００３３】
　図２に示されるように、第１および第２ハンド２２、２３の把持機構２４は基台４１か
ら前方に突き出る１対の爪２４ａ、２４ａを備える。爪２４ａは、水平方向に第１距離で
相互に離れる第１位置と、水平方向に第１距離よりも小さい第２距離で離れる第２位置と
の間で移動する。爪２４ａが第１位置に位置すると、爪２４ａ同士の間には磁気テープカ
ートリッジ１５の行き来を許容する空間が確保される。爪２４ａが第２位置に位置すると
、爪２４ａ同士の間に磁気テープカートリッジ１５は挟み込まれる。こうして磁気テープ
カートリッジ１５は把持機構２４すなわちハンド２２、２３に保持される。こういった開
閉動作の実現にあたって個々の爪２４ａには駆動機構（図示されず）が連結される。駆動
機構には、例えば、いわゆるラックピニオン機構が利用されればよい。ラックピニオン機
構のピニオンには任意の動力源が接続されればよい。動力源には個々のピニオンに共通に
１台の電動モータが用いられればよい。こうした把持機構用電動モータには例えばステッ
ピングモータが用いられればよい。
【００３４】
　加えて、第１および第２ハンド２２、２３の基台４１にはプリント基板４２が搭載され
る。プリント基板４２は水平面に沿って広がる。プリント基板４２の表面にはラインＣＣ
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Ｄ（電荷結合素子）４３が実装される。このラインＣＣＤ４３では水平方向に１列に画素
が配列される。例えばラインＣＣＤ４３は少なくとも個々の画素ごとに白黒を判別するこ
とができればよい。ラインＣＣＤ４３はプリント基板４２の表面に対して垂直方向から光
を受光する。
【００３５】
　第１および第２ハンド２２、２３では基台４１の前方で水平方向に広がるターゲット空
間４４が規定される。このターゲット空間４４とラインＣＣＤ４３との間に光路が確立さ
れる。光路の確立にあたってプリント基板４２上には集光レンズ４５が搭載される。集光
レンズ４５の働きでターゲット空間４４内の対象物はラインＣＣＤ４３上に結像される。
【００３６】
　プリント基板４２の表面にはＬＥＤ（発光ダイオード）ランプ４６が実装される。この
ＬＥＤランプ４６は水平方向に配列されるＬＥＤ素子すなわちＬＥＤアレイを備える。Ｌ
ＥＤランプ４６はターゲット空間４４に向かって発光する。こうしてターゲット空間４４
は光で照らし出される。
【００３７】
　図３から明らかなように、光路の確立にあたってプリント基板４２上には反射鏡４７が
搭載される。反射鏡４７の働きで光路は直角に屈折する。光はターゲット空間４４から反
射鏡４７まで水平方向に導かれる。反射鏡４７の入射に先立って光は集光レンズ４５で集
光される。反射鏡４７の反射光はラインＣＣＤ４３に到達する。反射鏡４７は任意の支持
部材（図示されず）でプリント基板４２上に支持されればよい。
【００３８】
　こうしてラインＣＣＤ４３はターゲット空間４４内に配置される対象物を撮像する。例
えば１対の爪２４ａ、２４ａの間に磁気テープカートリッジ１５が挟み込まれると、ター
ゲット空間４４には磁気テープカートリッジ１５上のバーコードラベルが配置される。そ
の他、後述されるように、こういったターゲット空間４４に標識板３６、３７は配置され
る。こうしてバーコードラベル上の表示や標識板３６、３７上の表示は読み取られる。
【００３９】
　ここで、標識板３６、３７の構造を詳述する。図４に示されるように、標識板３６、３
７は黒色の表面すなわち平坦面４８を備える。平坦面４８には中心線４９が設定される。
この平坦面４８は中心線４９で左側の第１領域５１と右側の第２領域５２とに二等分され
る。第１および第２領域５１、５２は中心線４９で相互に接する。中心線４９から左右対
称に色分けパターンが描かれる。
【００４０】
　この色分けパターンは、中心線４９上で上下方向に延びる白色の中央帯５３を備える。
中央帯５３は、中心線４９に平行に上下方向に延びる１対の中央表示線５４、５４で仕切
られる。同様に、色分けパターンは、第１および第２領域５１、５２内でそれぞれ上下方
向に延びる左右１対の白色の側帯５５ａ、５５ｂを備える。個々の側帯５５ａ、５５ｂは
、中心線４９に平行に上下方向に延びる１対の補助表示線５６ａ、５６ｂで仕切られる。
個々の側帯５５ａ、５５ｂでは一方の補助表示線５６ｂは標識板３６、３７の左右端に一
致する。ここでは、左の側帯５５ａおよび中央帯４９の間隔Ｗｄと中央帯４９および右の
側帯５５ｂの間隔Ｄｗとは一致する。補助表示線５６ａ、５６ｂ同士の間隔と中央表示線
５４同士の間隔とは同一の値に設定される。
【００４１】
　色分けパターンは第１および第２領域５１、５２内にそれぞれ白色の直角二等辺三角形
５７、５７を備える。第１領域５１の直角二等辺三角形５７は左上がりに斜辺５７ａを配
置する。第２領域５２の直角二等辺三角形５７は右上がりに斜辺５７ｂを配置する。いず
れの直角二等辺三角形５７でも二等辺の一方は中心線４９に平行に配置される。二等辺の
他方は中心線に直交する直線上に配置される。
【００４２】
　図５に示されるように、第１搬送ロボット１９には第１制御ボード６１が接続される。
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第１制御ボード６１には第１制御回路すなわちＣＰＵ（中央演算処理回路）６２が実装さ
れる。ＣＰＵ６２にはＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）６３や不揮発性メモリ６４が接
続される。不揮発性メモリ６４には例えばフラッシュメモリが利用されればよい。
【００４３】
　不揮発性メモリ６４にはソフトウェアプログラム６５および位置データ６６が格納され
る。位置データ６６は個々のセル１４、１４…ごとに開口の位置を特定する。こうした特
定にあたって、ｘｙｚ座標系上のｘ座標値、ｙ座標値およびｚ座標値並びに第１ハンド２
２の回転角が指定される。ＣＰＵ６２は、例えばＲＡＭ６３に一時的に取り込まれるソフ
トウェアプログラム６５や位置データ６６に基づき所定の手順を実行することができる。
【００４４】
　ＣＰＵ６２には、第１搬送ロボット１９に組み込まれるｙ軸用電動モータ６７やｚ軸用
電動モータ６８、ｘ軸用電動モータ６９、回転用電動モータ７１、把持機構用電動モータ
７２が接続される。ＣＰＵ６２はｙ軸用電動モータ６７やｚ軸用電動モータ６８、ｘ軸用
電動モータ６９、回転用電動モータ７１、把持機構用電動モータ７２に駆動信号を供給す
る。個々の電動モータ６７～７２は駆動信号に基づき指定された回転量で回転する。個々
の電動モータ６７～７２の回転量で第１ハンド２２のｙ軸方向移動量、ｚ軸方向移動量、
ｘ軸方向移動量および垂直軸回り回転量並びに把持機構２４の前後方向移動量は決定され
る。
【００４５】
　ＣＰＵ６２には前述のラインＣＣＤ４３やＬＥＤドライバ７３が接続される。ラインＣ
ＣＤ４３から画素ごとに白黒の判別信号がＣＰＵ６２に供給される。ＬＥＤドライバ７３
は前述のＬＥＤランプ４６を発光させる。ＬＥＤランプ４６の発光にあたってＬＥＤドラ
イバ７３からＬＥＤランプ４６に駆動信号が供給される。ＬＥＤランプ４６の発光はＣＰ
Ｕ６２からＬＥＤドライバ７３に供給される制御信号に基づき制御される。
【００４６】
　第１搬送ロボット１９には不揮発性メモリ７４がさらに組み込まれる。この不揮発性メ
モリ７４には補正データ７５が格納される。この補正データ７５に基づき第１ハンド２２
上で把持機構２４とラインＣＣＤ４３との間で相対的な位置関係は特定される。補正デー
タ７５の詳細は後述される。
【００４７】
　第２搬送ロボット２１には第２制御ボード７６が接続される。第２制御ボード７６には
第２制御回路すなわちＣＰＵ７７が実装される。ＣＰＵ７７にはＲＡＭ７８や不揮発性メ
モリ７９が接続される。不揮発性メモリ７９には例えばフラッシュメモリが利用されれば
よい。不揮発性メモリ７９には、前述と同様に、ソフトウェアプログラム８１および位置
データ８２が格納される。位置データ８２では、前述と同様に、ｘ座標値、ｙ座標値およ
びｚ座標値並びに第２ハンド２３の回転角に基づき個々のセル１４、１４…ごとに開口の
位置が特定される。ＣＰＵ７７は、例えばＲＡＭ７８に一時的に取り込まれるソフトウェ
アプログラム８１や位置データ８２に基づき所定の手順を実行することができる。
【００４８】
　ＣＰＵ７７には、第２搬送ロボット２１に組み込まれるｙ軸用電動モータ８３やｚ軸用
電動モータ８４、ｘ軸用電動モータ８５、回転用電動モータ８６、把持機構用電動モータ
８７が接続される。ＣＰＵ７７はｙ軸用電動モータ８３やｚ軸用電動モータ８４、ｘ軸用
電動モータ８５、回転用電動モータ８６、把持機構用電動モータ８７に駆動信号を供給す
る。個々の電動モータ８３～８７は駆動信号に基づき指定された回転量で回転する。個々
の電動モータ８３～８７の回転量で第２ハンド２３のｙ軸方向移動量、ｚ軸方向移動量、
ｘ軸方向移動量および垂直軸回り回転量並びに把持機構２４の前後方向移動量は決定され
る。
【００４９】
　ＣＰＵ７７には、前述と同様に、ラインＣＣＤ４３やＬＥＤドライバ８８が接続される
。ラインＣＣＤ４３から画素ごとに白黒の判別信号がＣＰＵ７７に供給される。ＬＥＤド
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ライバ８８は前述のＬＥＤランプ４６を発光させる。ＬＥＤランプ４６の発光にあたって
ＬＥＤドライバ８８からＬＥＤランプ４６に駆動信号が供給される。ＬＥＤランプ４６の
発光はＣＰＵ７７からＬＥＤドライバ８８に供給される制御信号に基づき制御される。
【００５０】
　第２搬送ロボット２１には不揮発性メモリ８９がさらに組み込まれる。この不揮発性メ
モリ８９には補正データ９１が格納される。補正データ９１は補正データ７５と同様に構
成される。この補正データ９１に基づき第２ハンド２３上で把持機構２４とラインＣＣＤ
４３との間で相対的な位置関係は特定される。
【００５１】
　第１および第２制御ボード６１、７６はライブラリ制御ボード９２に接続される。ライ
ブラリ制御ボード９２は、例えば、ＣＰＵ９３、ＲＡＭ９４および不揮発性メモリ９５を
備える。不揮発性メモリ９５にはソフトウェアプログラム９６が格納される。ＣＰＵ９２
は、例えばＲＡＭ９４に一時的に取り込まれるソフトウェアプログラム９６に従って所定
の手順を実行することができる。ライブラリ制御ボード９２はホストコンピュータに接続
される。
【００５２】
　次に、磁気テープライブラリ装置１１の動作を説明する。ライブラリ制御ボード９２上
のＣＰＵ９３は不揮発性メモリ９５内のソフトウェアプログラム９６に基づきライブラリ
制御を実行する。ホストコンピュータからデータの書き込みや読み出しの指示がライブラ
リ制御ボード９２に供給されると、ライブラリ制御ボード９２は目標の磁気テープカート
リッジ１５を特定する。この特定に応じて収納棚１３ａ、１３ｂで１つのセル１４が特定
される。このセル１４に目標の磁気テープカートリッジ１５は収容される。
【００５３】
　このとき、磁気テープカートリッジ１５には予め１つのセル１４が関連付けられる。こ
の関連付けにあたって例えばライブラリ制御ボード９２ではデータベースが構築される。
このデータベースでは個々のセル１４、１４…と磁気テープカートリッジ１５の識別子と
が対応付けられる。こういった対応付けにあたって磁気テープカートリッジ１５上のバー
コードは利用される。予め磁気テープカートリッジ１５には個別に識別子が設定される。
バーコードはラインＣＣＤ４３で読み取られる。
【００５４】
　特定されたセル１４はライブラリ制御ボード９２から第１制御ボード６１に通知される
。第１制御ボード６１上のＣＰＵ６２は不揮発性メモリ６４内のソフトウェアプログラム
６５に基づき第１搬送ロボット１９の動作を指示する。指示にあたって第１制御ボード６
１は位置データ６６に基づきセル１４の位置を特定する。セル１４の位置に基づき第１ハ
ンド２２のｙ軸方向移動量、ｚ軸方向移動量、ｘ軸方向移動量および回転量は決定される
。決定された移動量および回転量に基づき個々の駆動モータ６７～７２には駆動信号が供
給される。こうして供給される駆動信号に基づき第１ハンド２２上の把持機構２４は指定
のセル１４や磁気テープ駆動装置１６のスロットに向き合わせられる。
【００５５】
　図６に示されるように、把持機構２４が指定のセル１４や磁気テープ駆動装置１６のス
ロットに向き合わせられると、１対の爪２４ａは第１位置に配置されることから爪２４ａ
同士の間に磁気テープカートリッジ１５が配置される。爪２４ａの先端は磁気テープカー
トリッジ１５の引っ掻け溝１５ａに向き合わせられる。引っ掻け溝１５ａは、爪２４ａ同
士を結ぶ直線上で相互に外向きに区画される。
【００５６】
　その後、爪２４ａは第１位置から第２位置に変位する。爪２４ａは相互に接近する。そ
の結果、図７に示されるように、磁気テープカートリッジ１５は爪２４ａ同士の間に挟み
込まれる。このとき、爪２４ａの先端は引っ掻け溝１５ａに進入する。続いて把持機構２
４は第１ハンド２２内に引き込まれる。こうして磁気テープカートリッジ１５は第１ハン
ド２２内に収容される。収容後、第１ハンド２２は移動を開始する。
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【００５７】
　第１ハンド２２内の磁気テープカートリッジ１５は把持機構２４の前後移動に基づきセ
ル１４や磁気テープ駆動装置１６に押し込まれる。押し込み後、爪２４ａが第２位置から
第１位置に変位すると、把持機構２４と磁気テープカートリッジ１５との連結は解除され
る。こうして磁気テープカートリッジ１５はセル１４や磁気テープ駆動装置１６に受け渡
される。受け渡し後、第１ハンド２２は把持機構２４を収容する。続いて第１ハンド２２
は次の移動に備える。
【００５８】
　こうして磁気テープカートリッジ１５はセル１４および磁気テープ駆動装置１６の間で
搬送される。磁気テープ駆動装置１６は磁気テープカートリッジ１５に記録された情報を
読み出したり磁気テープカートリッジ１５に情報を書き込んだりする。このとき、第２搬
送ロボット２１は待避位置すなわち上限位置で待機する。ただし、第１搬送ロボット１９
の休止時には磁気テープカートリッジ１５は第２搬送ロボット２１の動作に基づき搬送さ
れる。このとき、第２搬送ロボット２１は第１搬送ロボット１９と同様に制御されればよ
い。第１搬送ロボット１９は待避位置すなわち下限位置で待機する。
【００５９】
　磁気テープカートリッジ１５の搬送に先立って磁気テープライブラリ装置１１ではアラ
イメントが実施される。このアライメントでは第１および第２制御ボード６１、７６の位
置データ６６、８２が修正される。アライメントが実施されると、実測値に基づき仮想三
次元座標系内で第１および第２ハンド２２、２３のアクセス位置や回転姿勢は特定される
。その結果、把持機構２４は確実にセル１４内や磁気テープ駆動装置１６内の磁気テープ
カートリッジ１５を把持することができる。こういったアライメントは例えば磁気テープ
ライブラリ装置１１の組み立て完成時や設置場所への搬入時に実施される。
【００６０】
　図８を参照しつつ、アライメントの処理を詳述する。いま、収納棚１３ａ（図１参照）
に対してアライメントが実施される場面を想定する。ここでは、例えば第１制御ボード６
１上のＣＰＵ６２が不揮発性メモリ６４内のソフトウェアプログラム６５を実行する。実
行にあたってライブラリ制御ボード９２から実行指令が供給される。
【００６１】
　まず、ステップＳ１で中央の第１標識板３６に対して第１ハンド２２は位置決めされる
。この位置決めにあたって設計値に基づきｙ座標値、ｚ座標値、ｘ座標値および垂直軸回
り回転角が指定される。ここでは、ｙ座標値には下限位置が設定される。下限位置の設定
にあたって、例えば第１支軸には第１レール２５の下端でストッパが固定されればよい。
ストッパとの衝突に基づき案内部材２６および第１レールベース２７は下限位置に位置決
めされる。この下限位置を基準にｙ座標値は特定される。ｚ座標値には中央位置が設定さ
れる。ｚ座標値に基づき第２レールベース３４は第２レール３３の長手方向中央位置に位
置決めされる。この位置決めにあたって第２レールベース３４は最初に一方の限界位置に
位置合わせされる。この限界位置の設定にあたって、例えば第１レールベース２７には第
２レール３３の一端でストッパが固定されればよい。ストッパとの衝突に基づき第２レー
ルベース３４の限界位置すなわち基準位置は特定される。この限界位置から設計値に基づ
き第２レールベース３４は中央位置に位置決めされることができる。ｘ座標値には例えば
一方の限界位置が設定される。この限界位置で第１ハンド２２は最も対象の収納棚１３ａ
に接近する。限界位置の設定にあたって、例えば第２レールベース３４には第３レール３
５の一端でストッパが固定されればよい。ストッパとの衝突に基づき第１ハンド２２は限
界位置に位置決めされる。垂直軸回り回転角は例えばゼロ度に設定される。このゼロ度で
は設計値上で第１ハンド２２の前後方向中心線はｘ座標軸に平行に配置される。
【００６２】
　続くステップＳ２で回転軸回りの角ずれが測定される。測定の詳細は後述される。この
角ずれが大きいと、セル１４内や磁気テープ駆動装置１６内の磁気テープカートリッジ１
５に対して把持機構２４が傾斜する。その結果、爪２４ａが引っ掻け溝１５ａに進入し損
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ねてしまう。第１ハンド２２は磁気テープカートリッジ１５を把持することができない。
第１標識板３６の平坦面４８に第１ハンド２２の把持機構２４が正しく向き合わせられる
と、角ずれは検出されない。
【００６３】
　角ずれが検出されなければ、続いてステップＳ４で第１ハンド２２は中央以外の第１標
識板３６に対して位置決めされる。続くステップＳ５で第１ハンド２２の軸方向ずれが測
定される。測定の詳細は後述される。この軸方向ずれが大きいと、第１ハンド２２の把持
機構２４は正しくセル１４の開口や磁気テープ駆動装置１６のスロットに向き合わせられ
ることができない。したがって、たとえ角ずれが検出されなくても、把持機構２４はセル
１４内や磁気テープ駆動装置１６内の磁気テープカートリッジ１５を把持することができ
ない。爪２４ａは引っ掻け溝１５ａに進入することができない。測定結果は例えば一時的
にＲＡＭ６３に格納されればよい。
【００６４】
　ステップＳ６では、左右の第１標識板３６で軸方向ずれの測定が完了したか否かが判定
される。一方の第１標識板３６で軸方向ずれの測定が未完了であれば、ＣＰＵ６２の処理
動作は再びステップＳ４に戻る。続くステップＳ５で残りの第１標識板３６に対して軸方
向ずれは測定される。こうして左右の第１標識板３６で軸方向ずれの測定が完了すると、
ＣＰＵ６２の処理動作はステップＳ７に進む。ステップＳ７で軸方向ずれが確認されなけ
れば、ＣＰＵ６２の処理動作は終了する。
【００６５】
　その一方で、ステップＳ３で角ずれが確認されると、ステップＳ８で回転角の補正値が
算出される。後述されるように、補正値は角ずれに基づき一義的に決定されることができ
る。この補正値は第１ハンド２２の回転角で特定されてもよく回転用電動モータ７１の回
転角すなわち駆動信号のパルス数で特定されてもよい。特定された補正値はステップＳ９
で不揮発性メモリ６４内に格納される。格納される補正値は、仮想三次元座標系上の座標
値で表現されてもよく、原点で設計上の座標値を特定する局部座標系上の座標値で表現さ
れてもよい。こういった補正値に基づき第１ハンド２２の垂直軸回り回転量が制御される
と、第１ハンド２２の前後方向中心線は第１標識３６の平坦面４８に直交することができ
る。その後、ステップＳ４では、補正後の回転角に基づき第１ハンド２２は第１標識板３
６に対して位置決めされる。
【００６６】
　ステップＳ７で軸方向ずれが確認されると、ステップＳ１０で軸方向移動量の補正値が
算出される。補正値はセル１４の列ごとに比例配分に基づき特定される。すなわち、２つ
の第１標識板３６で得られたｚ軸方向ずれやｘ軸方向ずれは、左右の第１標識板３６同士
の距離と一方の第１標識板３６からの距離との比に基づき決定される。補正値は、例えば
ｚ軸方向の軸方向ずれ量やｘ軸方向の軸方向ずれ量に対応すればよい。この補正値は、前
述と同様に、第２レールベース３４のｚ軸方向移動量や第１ハンド２２のｘ軸方向移動量
で特定されてもよく、ｚ軸用電動モータ６８やｘ軸用電動モータ６９の回転角すなわち駆
動信号のパルス数で特定されてもよい。特定された補正値はステップＳ１１で不揮発性メ
モリ６４に格納される。格納される補正値は、仮想三次元座標系上の座標値で表現されて
もよく、原点で設計上の座標値を特定する局部座標系上の座標値で表現されてもよい。こ
ういった補正値に基づき第１ハンド２２のｚ軸方向移動量やｘ軸方向移動量が制御される
と、第１ハンド２２の前後方向中心線は平坦面４８上の中心線４９に交差する。加えて、
第１ハンド２２の把持機構２４は規定の間隔で平坦面４８に向き合わせられる。以上のよ
うなアライメントは全ての収納棚１３ａ、１３ｂに対して実施される。
【００６７】
　ここで、図９を参照しつつ角ずれの測定方法（図８のステップＳ２）を詳述する。まず
、ステップＴ１で、ＬＥＤドライバ７３はＣＰＵ６２の指令に基づきＬＥＤランプ４６を
点灯させる。第１ハンド２２の前方でターゲット空間４４は照らし出される。ステップＴ
２でＣＰＵ６２はラインＣＣＤ４３に撮像を指示する。例えば図１０に示されるように、
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ラインＣＣＤ４３上には平坦面４８上の色分けパターンが投影される。画素１０１の列は
左右方向に標識板３６の投影像１０２を横切る。色分けパターンの明暗（白黒）は個々の
画素１０１ごとにＣＰＵ６２に通知される。
【００６８】
　続くステップＴ３でＣＰＵ６２は第１および第２領域５１、５２上で規定の２点間の画
素数を特定する。第１領域５１では白色の側帯５５ａおよび白色の中央帯５３の間で間隔
Ｗｄが測定される。同様に、第２領域５２では白色の中央帯５３および白色の側帯５５ｂ
の間で間隔Ｄｗが測定される。図１０に示されるように、例えば左端から右端に向かって
画素１０１ごとに明暗が通知されると、白の信号列および黒の信号列が交互に４回現れた
後に白の信号列が最後に現れる。最初の黒点を示す画素１０１ａから、２度目の黒の信号
列で最後の黒点を示す画素１０１ｂまで、これら２点間の画素数で間隔Ｗｄは特定される
。その後、最初に黒点を示す画素１０１ｃから、２度目の黒の信号列で最後の黒点を示す
画素１０１ｄまで、これら２点間の画素数で間隔Ｄｗは特定される。ここでは、例えば１
画素１０１（１０１ａ～１０１ｄ）は標識板３６上の５２．５μｍに相当する。
【００６９】
　こうして間隔Ｗｄ、Ｄｗの画素数が特定されると、ステップＴ４で、２つの画素数の比
率Ｗｄ／Ｄｗが算出される。算出される比率Ｗｄ／Ｄｗに基づきＣＰＵ６２はステップＴ
５で回転軸回りで第１ハンド２２の回転角すなわち傾きを特定する。詳述すると、例えば
第１ハンド２２の前後方向中心線が標識板３６の平坦面４８に直交すると、平坦面４８上
で間隔Ｗｄと間隔Ｄｗとは相互に一致することから、間隔の比率すなわちＷｄ／Ｄｗは「
１」を示す。いま、例えば第１標識板３６の中心線４９に平行な回転軸回りで第１ハンド
２２が回転した結果、ＣＣＤ４３が標識板３６の左端よりも右端から遠ざかると、例えば
図１１に示されるように、ＣＣＤ４３から遠ざかるものほどＣＣＤ４３には小さく捉えら
れる。したがって、間隔の比Ｗｄ／Ｄｗは「１」から増大する。反対に、第１ハンド２２
の回転に基づきＣＣＤ４３が標識板３６の右端よりも左端から遠ざかると、間隔の比Ｗｄ
／Ｄｗは「１」から減少する。例えば図１２から明らかなように、間隔の比Ｗｄ／Ｄｗと
回転軸回りの回転角との間には一義的に相関関係が成立することから、間隔の比Ｗｄ／Ｄ
ｗに基づき回転角は導き出されることができる。こうして投影像１０２の遠近に基づき回
転軸回りで第１ハンド２２の傾きは特定される。
【００７０】
　次に、図１３を参照しつつ軸方向ずれの測定方法（図８のステップＳ５）を詳述する。
まず、ステップＶ１で、ＬＥＤドライバ７３はＣＰＵ６２の指令に基づきＬＥＤランプ４
６を点灯させる。第１ハンド２２の前方でターゲット空間４４は照らし出される。ステッ
プＶ２でＣＰＵ６２はＣＣＤ４３に撮像を指示する。前述と同様に、ＣＣＤ４３上には平
坦面４８上の色分けパターンが投影される。色分けパターンの明暗（白黒）は個々の画素
１０１ごとにＣＰＵ６２に通知される。
【００７１】
　続くステップＶ３でＣＰＵ６２は平坦面４８上の第１点および第２点の間で画素数を特
定する。ステップＶ４でＣＰＵ６２は、特定された画素数と規定値とを比較する。規定値
には、基準間隔で平坦面４８および第１ハンド２２とが離隔する際にＣＣＤ４３に投影さ
れる平坦面４８上で確立される第１点および第２点の間の画素数が設定される。こうして
基準間隔で平坦面４８と第１ハンド２２とが離隔すると、把持機構２４は正確に磁気テー
プカートリッジ１５の引っ掻け溝１５ａに２つの爪２４ａを向き合わせることができる。
第１点および第２点は例えば画素１０１ａおよび画素１０１ｄといった具合に色分けパタ
ーン内で任意に設定されればよい。
【００７２】
　ステップＶ５でＣＰＵ６２は比較結果に基づき第１ハンド２２および第１標識板３６の
間で距離を測定する。第１ハンド２２が基準間隔よりも第１標識板３６に接近すると、特
定された画素数は規定値を上回る。反対に、第１ハンド２２が基準間隔よりも第１標識板
３６から遠ざかると、特定された画素数は規定値を下回る。例えば図１４から明らかなよ
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うに、規定値からの乖離量（画素数から規定値を差し引いた差分）と間隔のずれ（撮像時
の間隔から基準間隔を差し引いた差分）との間には一義的に相関関係が成立することから
、規定値からの乖離量に基づき第１ハンド２２および第１標識板３６の間で距離は特定さ
れることができる。こうして投影像１０２の遠近に基づきｘ軸方向に第１ハンド２２のず
れ量は測定されることができる。
【００７３】
　続くステップＶ６でＣＰＵ６２は２つの画素１０１ｂ、１０１ｃの位置を特定する。Ｃ
ＰＵ６２は、２つの画素１０１ｂ、１０１ｃの中央位置と、画素１０１の列の中央位置を
比較する。ここでは、第１ハンド２２の前後方向中心線が平坦面４８に正確に直交すると
同時に、第１ハンド２２および第１標識板３６の間で基準間隔が確立されることから、中
央位置同士の乖離量に基づきｚ軸方向に第１ハンド２２のずれ量は特定されることができ
る。
【００７４】
　続くステップＶ７でＣＰＵ６２はｙ軸方向に第１ハンド２２のずれ量を測定する。この
測定にあたって、例えば図１５に示されるように、画素１０１ｅ、１０１ｆの間で画素数
が特定される。同様に、画素１０１ｇ、１０１ｈの間および画素１０１ｊ、１０１ｋの間
で総画素数（加算値）が特定される。特定された画素数同士は比較される。２つの三角形
５７、５７は二等辺三角形に構成されることから、２つの画素数が一致すると、斜辺５７
ａ、５７ｂの中心位置は特定されることができる。第１ハンド２２が第１標識板３６に対
してｙ軸方向に上昇すると、画素１０１ｅ、１０１ｆ間の画素数は増大する。画素１０１
ｇ、１０１ｈ間および画素１０１ｊ、１０１ｋ間の総画素数は減少する。反対に、第１ハ
ンド２２が第１標識板３６に対してｙ軸方向に下降すると、画素１０１ｅ、１０１ｆ間の
画素数は減少する。画素１０１ｇ、１０１ｈ間および画素１０１ｊ、１０１ｋ間の総画素
数は増大する。こうして画素数の比較に基づき、前述と同様に、ｙ軸方向に第１ハンド２
２のずれ量は特定されることができる。
【００７５】
　以上のようにアライメントが完了すると、収納棚１３ａ、１３ｂごとにセル１４の位置
補正が実施される。位置補正にあたってＣＰＵ６２は３つの第２標識板３７に対して第１
ハンド２２を位置決めする。個々の第２標識板３７ごとに第２標識板３７と第１ハンド２
２との間で間隔が測定される。こういった間隔の測定にあたって前述と同様に第２標識板
３７上で２点間の画素数は特定されればよい。セル１４、１４…の入り口は１平面に沿っ
て配列されることから、３隅の第２標識板３７で測定が実施されると、当該１平面の姿勢
は特定されることができる。その結果、比例配分に基づき個々のセル１４、１４…ごとに
間隔の補正値は導き出されることができる。
【００７６】
　以上のようなアライメントやセル１４の位置補正に先立って第１ハンド２２では把持機
構２４に対してＣＣＤ４３のずれ量が測定される。こういった測定にあたって、例えば図
１６に示されるように、把持機構２４には治具１０４が装着される。治具１０４は前述の
磁気テープカートリッジ１５と同様に爪２４ａ、２４ａに挟み込まれる。したがって、治
具１０４は把持機構２４の姿勢を反映する。
【００７７】
　治具１０４には前述の第１および第２標識板３６、３７と同様に色分けパターンが描か
れる。色分けパターンはターゲット空間４４に配置される。前述と同様に、ＣＣＤ４３に
投影される色分けパターンに基づき画素数の比率Ｗｄ／Ｄｗが算出される。こうして算出
される比率Ｗｄ／Ｄｗに基づき把持機構２４に対して垂直軸回りでＣＣＤ４３の角ずれは
特定される。こういった角ずれは補正データ７５として不揮発性メモリ７４に書き込まれ
る。
【００７８】
　前述のようなアライメントや位置補正に先立ってＣＰＵ６２は不揮発性メモリ７４から
補正データ７５を読み出す。第１ハンド２２の位置決めにあたってＣＰＵ６２は補正デー
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タ７５に基づきＣＣＤ４３の角ずれを解消する。こうして角ずれが解消される結果、ＣＣ
Ｄ４３の測定結果に基づき正確に前述の補正値は算出されることができる。把持機構２４
は確実にセル１４内や磁気テープ駆動装置１６内の磁気テープカートリッジ１５を把持す
ることができる。
【００７９】
　前述のようなアライメントは第２ハンド２３に適用されることができる。このとき、前
述の処理動作は例えば第２制御ボード７６上のＣＰＵ７７で実施されればよい。治具１０
４に基づき前述と同様に補正データ９１は不揮発性メモリ８９内に書き込まれればよい。
第１標識板３６は例えば収納棚１３ａ、１３ｂの上方に配置されればよい。
【００８０】
　その他、第１ハンド２２の交換にあたって前述のアライメントは実施される。このとき
、前述のセル１４の位置補正は省略されることができる。位置補正にあたって前述の結果
がそのまま利用されればよい。新たな第１ハンド２２の補正データ７５は磁気テープライ
ブラリ装置１１への組み込みに先立って予め第１ハンド２２単体で測定されればよい。
【００８１】
　なお、以上のような処理動作は前述のＣＰＵ６２に代えてライブラリ制御ボード９２上
のＣＰＵ９３で実施されてもよい。
【００８２】
　（付記１）　平面上の第１領域から撮像素子に投影される２点間の画素数、および、第
１領域に隣接する平面上の第２領域から撮像素子に投影される２点間の画素数の間で比率
を算出する手順と、予め決められた撮像素子の姿勢で得られる比率、および、算出された
比率に基づき、撮像素子の傾きを特定する手順とを備えることを特徴とする傾きの検出方
法。
　（付記２）　平面上の第１領域から撮像素子に投影される２点間の画素数、および、第
１領域に隣接する平面上の第２領域から撮像素子に投影される２点間の画素数の間で比率
を算出する手順と、予め決められた撮像素子の姿勢で得られる比率、および、算出された
比率に基づき、撮像素子の傾きを特定する手順とをプロセッサに実行させることを特徴と
する傾き検出プログラム。
　（付記３）　平面上の第１領域および第１領域に隣接する第２領域を撮像する撮像素子
と、撮像素子から供給される撮像信号に基づき、第１領域から投影される２点間の画素数
、および、第２領域から投影される２点間の画素数の間で算出される比率、および、予め
決められた撮像素子の姿勢で得られる比率に基づき、撮像素子の傾きを特定する演算処理
回路とを備えることを特徴とする傾き検出装置。
　（付記４）　複数のセルを区画する収納棚と、収納棚に対して相対的に変位し、セルに
個別にアクセスする把持ユニットと、収納棚に相対的に固定され、平面上の第１領域に第
１および第２識別表示を配置し、第１領域に隣接する平面上の第２領域に第３および第４
識別表示を配置する標識と、把持ユニットに搭載されて、平面上の第１および第２領域を
撮像する撮像素子と、撮像素子から供給される撮像信号に基づき、第１領域から投影され
る２点間の画素数、および、第２領域から投影される２点間の画素数の間で算出される比
率、および、予め決められた撮像素子の姿勢で得られる比率に基づき、撮像素子の傾きを
特定する演算処理回路とを備えることを特徴とするライブラリ装置。
　（付記５）　撮像時に所定の間隔で平面および物体上の撮像素子が離隔する際に平面か
ら撮像素子に投影される第１点および第２点の間で画素数を特定する手順と、基準間隔で
平面および撮像素子が離隔する際に平面から撮像素子に投影される第１点および第２点の
間で特定される画素数、および、特定された画素数に基づき、基準間隔および撮像時の間
隔の間で乖離量を特定する手順とを備えることを特徴とする物体の位置制御方法。
　（付記６）　撮像時に所定の間隔で平面および物体上の撮像素子が離隔する際に平面か
ら撮像素子に投影される第１点および第２点の間で画素数を特定する手順と、基準間隔で
平面および撮像素子が離隔する際に平面から撮像素子に投影される第１点および第２点の
間で特定される画素数、および、特定された画素数に基づき、基準間隔および撮像時の間
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隔の間で乖離量を特定する手順とをプロセッサに実行させることを特徴とする位置制御プ
ログラム。
【００８３】
　（付記７）　物体上に搭載されて、平面を撮像する撮像素子と、基準間隔で平面および
撮像素子が離隔する際に平面から撮像素子に投影される第１点および第２点の間で特定さ
れる画素数、および、撮像時に所定の間隔で平面および撮像素子が離隔する際に平面から
撮像素子に投影される第１点および第２点の間で特定される画素数に基づき、基準間隔お
よび撮像時の間隔の間で乖離量を特定する演算処理回路とを備えることを特徴とする位置
制御装置。
【００８４】
　（付記８）　複数のセルを区画する収納棚と、収納棚に対して相対的に変位し、セルに
個別にアクセスする把持ユニットと、収納棚に相対的に固定され、平面上に第１点および
第２点を配置する標識と、把持ユニットに搭載されて、平面上の第１および第２点を撮像
する撮像素子と、撮像素子から供給される撮像信号に基づき、基準間隔で平面および撮像
素子が離隔する際に平面から撮像素子に投影される第１点および第２点の間で特定される
画素数、および、撮像時に所定の間隔で平面および撮像素子が離隔する際に平面から撮像
素子に投影される第１点および第２点の間で特定される画素数に基づき、基準間隔および
撮像時の間隔の間で乖離量を特定する演算処理回路とを備えることを特徴とするライブラ
リ装置。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】磁気テープライブラリ装置の全体構成を概略的に示す斜視図である。
【図２】第１および第２ハンドの構造を概略的に示す第１および第２ハンドの拡大平面図
である。
【図３】第１および第２ハンドの拡大側面図である。
【図４】標識板の拡大平面図である。
【図５】ライブラリ制御ボード並びに第１および第２制御ボードの構造を概略的に示すブ
ロック図である。
【図６】第１位置に配置される爪を示す把持機構の拡大平面図である。
【図７】第２位置に配置される爪を示す把持機構の拡大平面図である。
【図８】アライメントの処理動作を概略的に示すフローチャートである。
【図９】角ずれの測定にあたってＣＰＵの処理動作を概略的に示すフローチャートである
。
【図１０】ＣＣＤの画素列上に投影される標識板を概念的に示す図である。
【図１１】第１ハンドが傾く際にＣＣＤの画素列上に投影される標識板を概念的に示す図
である。
【図１２】ＣＡＤデータに基づき算出された比率Ｗｄ／Ｄｗと傾きの角度との関係を示す
グラフである。
【図１３】軸方向ずれの測定にあたってＣＰＵの処理動作を概略的に示すフローチャート
である。
【図１４】間隔のずれ量と画素数のずれ量との関係を示すグラフである。
【図１５】ＣＣＤの画素列上に投影される標識板上でｙ軸方向のずれ量の概念を示す図で
ある。
【図１６】治具とＣＣＤとの位置関係を概略的に示す第１および第２ハンドの平面図であ
る。
【符号の説明】
【００８６】
　１１　ライブラリ装置（磁気テープライブラリ装置）、１３ａ　収納棚、１３ｂ　収納
棚、１４　セル、２２　把持ユニット（第１ハンド）、２３　把持ユニット（第２ハンド
）、４３　撮像素子（ＣＣＤ）、４８　平面、５１　第１領域、５２　第２領域、１０１
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ａ（１０１ｂ）　２点のうちの１点、１０１ｃ（１０１ｄ）　２点のうちの１点、６５　
検出プログラム（ソフトウェアプログラム）、８１　検出プログラム（ソフトウェアプロ
グラム）、６２　演算処理回路（ＣＰＵすなわち中央演算処理装置）、７７　演算処理回
路（ＣＰＵすなわち中央演算処理装置）。
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