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(57)【要約】
【課題】本発明の目的は、搬送方向に沿って直列に配置
された２つのコンベア間で、ロボットを用いて物品を効
率的に積み替えることができる物品積み替え装置を提供
することである。
【解決手段】物品積み替え装置１は、第１コンベア１０
と、第２コンベア２０と、ロボット３０と、相対位置変
更機構４０とを備える。第１コンベア１０および第２コ
ンベア２０は、搬送方向に包装物Ｂを搬送する。第２コ
ンベア２０は、第１コンベア１０の搬送方向の下流側に
おいて第１コンベア１０と直線状に並ぶように配置され
る。ロボット３０は、第１コンベア１０によって搬送さ
れてきた包装物Ｂを、第２コンベア２０に積み替える。
相対位置変更機構４０は、第１コンベア１０および第２
コンベア２０を上面視した場合において搬送方向におけ
る第１コンベア１０と第２コンベア２０との間の境界で
あるコンベア境界５０の位置と、ロボット３０との、搬
送方向における相対位置を変更する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　搬送方向に物品を搬送する第１コンベアと、
　前記第１コンベアの前記搬送方向の下流側において前記第１コンベアと直線状に並ぶよ
うに配置され、かつ、前記搬送方向に前記物品を搬送する第２コンベアと、
　前記第１コンベアによって搬送されてきた前記物品を、前記第２コンベアに積み替える
ロボットと、
　前記第１コンベアおよび前記第２コンベアを上面視した場合において前記搬送方向にお
ける前記第１コンベアと前記第２コンベアとの間の境界の位置と、前記ロボットとの、前
記搬送方向における相対位置を変更する相対位置変更機構と、
を備える、物品積み替え装置。
【請求項２】
　前記相対位置変更機構は、前記搬送方向における前記第１コンベアの下流端、および、
前記搬送方向における前記第２コンベアの上流端の少なくとも一方を、前記搬送方向に沿
って移動させることで前記相対位置を変更するコンベア駆動部を有する、
請求項１に記載の物品積み替え装置。
【請求項３】
　前記第１コンベアおよび前記第２コンベアの少なくとも一方は、前記搬送方向において
伸縮可能である、
請求項１または２に記載の物品積み替え装置。
【請求項４】
　前記物品の寸法を検知する検知部をさらに備え、
　前記相対位置変更機構は、前記検知部によって検知された前記物品の寸法に基づいて、
前記相対位置を変更する、
請求項１から３のいずれか１項に記載の物品積み替え装置。
【請求項５】
　前記相対位置変更機構は、前記ロボットを前記搬送方向に沿って移動させることで前記
相対位置を変更するロボット駆動部を有する、
請求項１から４のいずれか１項に記載の物品積み替え装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、搬送方向に沿って直列に配置された２つのコンベア間で、ロボットを用いて
物品を積み替える物品積み替え装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、コンベアによって搬送されてきた物品を、ロボットを用いて別のコンベアに積み
替える物品積み替え装置が用いられている。物品積み替え装置は、例えば、製品を供給す
るための搬送コンベアから、製品を集積するための集積コンベアに物品を積み替えて、集
積コンベアによって搬送されてきた物品を箱詰めするための箱詰め装置に用いられる。
【０００３】
　物品積み替え装置の例として、特許文献１（特開２０１１－２１３４１２号公報）に開
示される容器搬送装置では、入り側コンベア（搬送コンベア）によって搬送されてきた容
器が、整列ロボットによって吸着保持されて、入り側コンベアに隣接する中間コンベア（
集積コンベア）に積み替えられる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１（特開２０１１－２１３４１２号公報）に開示される容器搬送装置では、入
り側コンベアおよび中間コンベアが、コンベアの幅方向に並列して配置されている。この



(3) JP 2018-104179 A 2018.7.5

10

20

30

40

50

ように、物品を搬送する２つのコンベアが並列に配置されている物品積み替え装置では、
物品を積み替えるためにロボットが物品を移動させる距離が長くなりやすく、かつ、コン
ベアの幅方向の設置面積が大きくなりやすい。
【０００５】
　この問題点を解決するために、従来、物品の搬送方向に沿って直列に配置された２つの
コンベア間で物品を積み替える物品積み替え装置が考案されている。この物品積み替え装
置は、搬送コンベアの下流側の端部まで搬送されてきた物品を、別のコンベアである集積
コンベアの上流側の端部に積み替える。この物品積み替え装置は、物品を積み替えるため
にロボットが物品を移動させる距離、および、コンベアの幅方向の設置面積を抑えること
ができる。
【０００６】
　しかし、２つのコンベア（搬送コンベアおよび集積コンベア）が直列に配置されている
物品積み替え装置では、２つのコンベアが並列に配置されている物品積み替え装置に比べ
て、ピックアップ有効範囲が狭くなりやすいという問題点がある。ピックアップ有効範囲
とは、ロボットが搬送コンベアから物品を取り上げることができる、搬送コンベア上の範
囲である。搬送コンベアによって搬送される物品のピッチ（搬送される物品間の間隔）の
乱れに対応するためには、ピックアップ有効範囲をできるだけ広く確保する必要がある。
しかし、物品の搬送方向におけるロボットのアーム可動範囲には限界があるため、ピック
アップ有効範囲を広く確保しようとすると、集積有効範囲が狭くなる。集積有効範囲とは
、ロボットが搬送コンベアから取り上げた物品を集積コンベアに載せることができる、集
積コンベア上の範囲である。搬送方向において集積有効範囲が狭くなると、搬送方向の寸
法が大きい物品を正常に積み替えることができないおそれがある。そのため、様々な寸法
の物品の積み替えに対応するためには、集積有効範囲をできるだけ広く確保する必要があ
る。しかし、集積有効範囲を広く確保しようとすると、ロボットが物品を移動させる距離
が長くなり装置全体の処理能力が低下し、かつ、ピックアップ有効範囲が十分に確保でき
なくなる。そのため、物品積み替え装置の処理能力の低下を抑制し、２つのコンベア間で
物品を効率的に積み替えるためには、物品に応じて、ピックアップ有効範囲および集積有
効範囲を適切に確保することが好ましい。
【０００７】
　本発明の目的は、搬送方向に沿って直列に配置された２つのコンベア間で、ロボットを
用いて物品を効率的に積み替えることができる物品積み替え装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る物品積み替え装置は、第１コンベアと、第２コンベアと、ロボットと、相
対位置変更機構とを備える。第１コンベアは、搬送方向に物品を搬送する。第２コンベア
は、第１コンベアの搬送方向の下流側において第１コンベアと直線状に並ぶように配置さ
れる。第２コンベアは、搬送方向に物品を搬送する。ロボットは、第１コンベアによって
搬送されてきた物品を、第２コンベアに積み替える。相対位置変更機構は、第１コンベア
および第２コンベアを上面視した場合において搬送方向における第１コンベアと第２コン
ベアとの間の境界の位置と、ロボットとの、搬送方向における相対位置を変更する。
【０００９】
　この物品積み替え装置は、物品の搬送方向において、第１コンベアと第２コンベアとの
間の境界の位置と、ロボットとの相対位置を変更することで、第１コンベア上のピックア
ップ有効範囲、および、第２コンベア上の集積有効範囲を変更することができる。そのた
め、この物品積み替え装置は、物品に応じて、ピックアップ有効範囲および集積有効範囲
を適切に確保できるので、処理能力の低下を抑制することができる。従って、この物品積
み替え装置は、搬送方向に沿って直列に配置された２つのコンベア間で、ロボットを用い
て物品を効率的に積み替えることができる。
【００１０】
　また、相対位置変更機構は、コンベア駆動部を有することが好ましい。コンベア駆動部
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は、搬送方向における第１コンベアの下流端、および、搬送方向における第２コンベアの
上流端の少なくとも一方を、搬送方向に沿って移動させることで相対位置を変更する。
【００１１】
　この物品積み替え装置は、第１コンベアの下流端、および、第２コンベアの上流端の少
なくとも一方を移動させることで、第１コンベアと第２コンベアとの間の境界の位置を変
更することができる。そのため、この物品積み替え装置は、ピックアップ有効範囲および
集積有効範囲を変更するために、ロボットを移動させる必要がない。従って、この物品積
み替え装置は、ピックアップ有効範囲および集積有効範囲を迅速に変更することができる
。
【００１２】
　また、第１コンベアおよび第２コンベアの少なくとも一方は、搬送方向において伸縮可
能であることが好ましい。
【００１３】
　この物品積み替え装置は、第１コンベアと第２コンベアとの間の境界の位置を変更する
ための簡便な構成を有する。
【００１４】
　また、物品積み替え装置は、物品の寸法を検知する検知部をさらに備えることが好まし
い。この場合、相対位置変更機構は、検知部によって検知された物品の寸法に基づいて、
相対位置を変更する。
【００１５】
　この物品積み替え装置は、検知部によって検知された物品の寸法に基づいて、第１コン
ベア上のピックアップ有効範囲、および、第２コンベア上の集積有効範囲を変更すること
ができる。そのため、この物品積み替え装置は、物品の寸法に応じて、ピックアップ有効
範囲および集積有効範囲を適切に確保できるので、処理能力の低下を抑制することができ
る。
【００１６】
　また、相対位置変更機構は、ロボット駆動部を有することが好ましい。ロボット駆動部
は、ロボットを搬送方向に沿って移動させることで相対位置を変更する。
【００１７】
　この物品積み替え装置は、ロボットの位置を変更することで、第１コンベア上のピック
アップ有効範囲、および、第２コンベア上の集積有効範囲を変更することができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明に係る物品積み替え装置は、搬送方向に沿って直列に配置された２つのコンベア
間で、ロボットを用いて物品を効率的に積み替えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態である物品積み替え装置１の平面図である。
【図２】物品積み替え装置１の側面図である。
【図３】ロボット３０による包装物Ｂの積み替え動作の状態遷移図である。図３（ａ）、
図３（ｂ）および図３（ｃ）の順に、積み替え動作の状態が遷移する。
【図４】図１と同様の上面図であって、ロボット可動範囲Ａ１、ピックアップ有効範囲Ａ
２および集積有効範囲Ａ３を説明するための図である。
【図５】図２と同様の側面図であって、相対位置変更機構４０を説明するための図である
。
【図６】図４に示される状態から、コンベア境界５０を搬送方向の上流側に移動させた状
態を示す図である。
【図７】図４に示される状態から、コンベア境界５０を搬送方向の下流側に移動させた状
態を示す図である。
【図８】比較のための参考図であって、２つのコンベア１１０，１２０が並列に配置され
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ている物品積み替え装置１０１の上面図である。
【図９】変形例Ａにおける、物品積み替え装置２０１の平面図である。
【図１０】変形例Ａにおける、物品積み替え装置２０１の側面図である。
【図１１】変形例Ｂにおける、物品積み替え装置２０１の側面図の一例である。
【図１２】変形例Ｂにおける、物品積み替え装置２０１の側面図の一例である。
【図１３】変形例Ｂにおける、物品積み替え装置２０１の側面図の一例である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。以下に説明される実施形態
は、本発明の具体例の一つであって、本発明の技術的範囲を限定するものではない。
【００２１】
　（１）物品積み替え装置１の全体構成
　図１は、本発明の一実施形態である物品積み替え装置１の概略的な平面図である。図２
は、物品積み替え装置１の概略的な側面図である。物品積み替え装置１は、例えば、ポテ
トチップス等が充填された包装物Ｂを生産して箱詰めする食品工場のラインに設置される
。物品積み替え装置１は、主として、第１コンベア１０と、第２コンベア２０と、ロボッ
ト３０と、相対位置変更機構４０（図５参照）とから構成される。
【００２２】
　物品積み替え装置１が設置される食品工場のラインでは、物品積み替え装置１の上流側
に設置される製袋包装機（図示せず）によって包装物Ｂが生産され、重量検査および異物
混入検査等を経て、物品積み替え装置１の第１コンベア１０に載せられる。物品積み替え
装置１では、第１コンベア１０によって包装物Ｂが搬送されながら、ロボット３０によっ
て第１コンベア１０から第２コンベア２０へ包装物Ｂが積み替えられ、第２コンベア２０
によって包装物Ｂがさらに搬送される。物品積み替え装置１の下流側には、ダンボール箱
の中に包装物Ｂを箱詰めするための箱詰め装置（図示せず）が設置されている。
【００２３】
　物品積み替え装置１では、第１コンベア１０によって包装物Ｂが搬送される方向は、第
２コンベア２０によって包装物Ｂが搬送される方向と同じである。以下において、第１コ
ンベア１０および第２コンベア２０によって包装物Ｂが搬送される方向を「搬送方向」と
呼ぶ。図１および図２では、搬送方向が、白抜きの矢印で示されている。図１に示される
ように、物品積み替え装置１では、第１コンベア１０および第２コンベア２０は、搬送方
向に沿って直列に配置されている。すなわち、第２コンベア２０は、搬送方向において第
１コンベア１０の下流側に配置され、かつ、搬送方向において第１コンベア１０と一直線
上に並ぶように配置されている。
【００２４】
　（２）物品積み替え装置１の詳細構成
　（２－１）第１コンベア１０
　図２に示されるように、第１コンベア１０は、第１駆動ローラ１１および第１従動ロー
ラ１２に、第１無端ベルト１３を掛け渡したベルトコンベアである。第１コンベア１０に
よって搬送される包装物Ｂは、第１無端ベルト１３の上面に載せられる。モータ等の駆動
装置（図示せず）によって第１駆動ローラ１１が回転することで、第１従動ローラ１２お
よび第１無端ベルト１３が駆動し、第１無端ベルト１３に載せられた包装物Ｂが搬送方向
に搬送される。第１コンベア１０は、第１無端ベルト１３の上に複数の包装物Ｂが搬送方
向に沿って一列に並んだ状態で、複数の包装物Ｂを搬送する。第１駆動ローラ１１は、第
１従動ローラ１２よりも、搬送方向において上流側に位置している。
【００２５】
　第１コンベア１０は、物品積み替え装置１の上流側から、ロボット３０のピックアップ
有効範囲まで包装物Ｂを搬送方向に搬送する。ピックアップ有効範囲とは、ロボット３０
が第１コンベア１０から包装物Ｂを取り上げることができる、第１コンベア１０の第１無
端ベルト１３上の範囲である。
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【００２６】
　第１コンベア１０は、搬送方向において最も上流の地点である第１上流端１０ａから、
搬送方向において最も下流の地点である第１下流端１０ｂまで、包装物Ｂを搬送すること
ができる。搬送方向において、ピックアップ有効範囲は、第１下流端１０ｂから、第１上
流端１０ａと第１下流端１０ｂとの間の所定の地点までの範囲である。
【００２７】
　（２－２）第２コンベア２０
　図２に示されるように、第２コンベア２０は、第２駆動ローラ２１および第２従動ロー
ラ２２に、第２無端ベルト２３を掛け渡したベルトコンベアである。第２コンベア２０に
よって搬送される包装物Ｂは、第２無端ベルト２３の上面に載せられる。モータ等の駆動
装置（図示せず）によって第２駆動ローラ２１が回転することで、第２従動ローラ２２お
よび第２無端ベルト２３が駆動し、第２無端ベルト２３に載せられた包装物Ｂが搬送方向
に搬送される。第２コンベア２０は、第２無端ベルト２３の上に複数の包装物Ｂが搬送方
向に沿って一列に並んだ状態で、複数の包装物Ｂを搬送する。第２駆動ローラ２１は、第
２従動ローラ２２よりも、搬送方向において下流側に位置している。
【００２８】
　第２コンベア２０は、ロボット３０の集積有効範囲から、物品積み替え装置１の下流側
まで包装物Ｂを搬送方向に搬送する。集積有効範囲とは、ロボット３０が第１コンベア１
０から取り上げた包装物Ｂを第２無端ベルト２３に載せることができる、第２コンベア２
０の第２無端ベルト２３上の範囲である。
【００２９】
　第２コンベア２０は、搬送方向において最も上流の地点である第２上流端２０ａから、
搬送方向において最も下流の地点である第２下流端２０ｂまで、包装物Ｂを搬送すること
ができる。搬送方向において、集積有効範囲は、第２上流端２０ａから、第２上流端２０
ａと第２下流端２０ｂとの間の所定の地点までの範囲である。
【００３０】
　図２に示されるように、第２コンベア２０の第２無端ベルト２３の載置面は、第１コン
ベア１０の第１無端ベルト１３の載置面と同じ高さ位置にある。載置面とは、包装物Ｂが
載せられる面である。
【００３１】
　また、搬送方向において、第２コンベア２０の第２上流端２０ａは、第１コンベア１０
の第１下流端１０ｂに隣接している。しかし、第２コンベア２０は、第１コンベア１０と
接触していない。以下において、第１コンベア１０の第１下流端１０ｂと、第２コンベア
２０の第２上流端２０ａとの間の部分を、コンベア境界５０と呼ぶ。コンベア境界５０は
、物品積み替え装置１を上面視した場合における、第１コンベア１０と第２コンベア２０
との間の境界である。後述するように、コンベア境界５０の位置は、搬送方向に沿って変
更可能である。
【００３２】
　（２－３）ロボット３０
　ロボット３０は、第１コンベア１０から第２コンベア２０へ包装物Ｂを積み替えるため
の装置である。具体的には、ロボット３０は、第１コンベア１０の第１下流端１０ｂ付近
まで搬送されてきた包装物Ｂを取り上げて、第２コンベア２０の第２上流端２０ａ付近に
載せる積み替え動作を行う。図３は、ロボット３０による包装物Ｂの積み替え動作の状態
遷移図である。図３（ａ）、図３（ｂ）および図３（ｃ）の順に、積み替え動作の状態が
遷移する。図３では、搬送方向が、白抜きの矢印で示されている。
【００３３】
　ロボット３０は、図２に示されるように、３組のリンクを持つパラレルリンクロボット
である。ロボット３０は、主として、ベース３２と、３個のサーボモータ３３ａ，３３ｂ
，３３ｃと、３本のパラレルリンクアーム３４ａ，３４ｂ，３４ｃとを備える。
【００３４】
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　ベース３２は、図１に示されるように、コンベア境界５０と重なる位置に配置される。
ベース３２は、物品積み替え装置１のフレーム等に固定されている。サーボモータ３３ａ
，３３ｂ，３３ｃは、ベース３２の下側に取り付けられている。パラレルリンクアーム３
４ａ，３４ｂ，３４ｃは、それぞれ、サーボモータ３３ａ，３３ｂ，３３ｃによって駆動
される。パラレルリンクアーム３４ａ，３４ｂ，３４ｃの各上端は、それぞれ、サーボモ
ータ３３ａ，３３ｂ，３３ｃの各出力軸に連結されている。パラレルリンクアーム３４ａ
，３４ｂ，３４ｃの各下端は、共通の１つの吸着把持部３８に連結されている。このよう
に、パラレルリンクアーム３４ａ，３４ｂ，３４ｃは、それぞれ、サーボモータ３３ａ，
３３ｂ，３３ｃの出力軸から吸着把持部３８へ延びている。
【００３５】
　ロボット３０は、サーボモータ３３ａ，３３ｂ，３３ｃの各出力軸の回転量および回転
の向きを制御して、パラレルリンクアーム３４ａ，３４ｂ，３４ｃの各下端を水平方向お
よび鉛直方向に移動させることができる。これにより、ロボット３０は、所定の三次元空
間内の任意の位置に吸着把持部３８を移動させることができる。
【００３６】
　吸着把持部３８は、複数の吸着パッド（図示せず）を有している。吸着パッドは、吸着
把持部３８の下部に取り付けられ、真空ポンプおよび真空ブロア（図示せず）から延びて
いる吸引チューブ３６に接続されている。吸着把持部３８は、吸着パッドによる包装物Ｂ
の吸着把持状態および吸着解除状態を切り替えることで、包装物Ｂを掴んだり離したりす
ることができる。
【００３７】
　ロボット３０は、第１コンベア１０上の包装物Ｂを吸着把持部３８によって吸着して掴
み、包装物Ｂを掴んだ吸着把持部３８をパラレルリンクアーム３４ａ，３４ｂ，３４ｃに
よって持ち上げて平面移動させ、第２コンベア２０の上方で吸着把持部３８による包装物
Ｂの吸着を解除して、包装物Ｂを第２コンベア２０上に載せる。
【００３８】
　ロボット３０のピックアップ有効範囲および集積有効範囲は、搬送方向において吸着把
持部３８が平面移動できる範囲であるロボット可動範囲に含まれている。図４は、図１と
同様の上面図であって、ロボット可動範囲Ａ１、ピックアップ有効範囲Ａ２および集積有
効範囲Ａ３を説明するための図である。図４では、ロボット３０が省略されている。図４
では、搬送方向が、白抜きの矢印で示されている。図４では、ロボット可動範囲Ａ１、ピ
ックアップ有効範囲Ａ２および集積有効範囲Ａ３が、搬送方向における範囲として示され
ている。
【００３９】
　図４に示されるように、物品積み替え装置１を上面視した場合に、ピックアップ有効範
囲Ａ２は、第１コンベア１０の第１無端ベルト１３の載置面と、ロボット可動範囲Ａ１と
が重なる範囲であり、集積有効範囲Ａ３は、第２コンベア２０の第２無端ベルト２３の載
置面と、ロボット可動範囲Ａ１とが重なる範囲である。
【００４０】
　ロボット３０は、ロボット可動範囲Ａ１に存在する包装物Ｂを掴んだり離したりするこ
とができる。ロボット３０は、第１コンベア１０上のピックアップ有効範囲Ａ２にある包
装物Ｂを吸着把持部３８によって掴むことができ、吸着把持部３８によって掴んだ包装物
Ｂを第２コンベア２０上の集積有効範囲Ａ３に載せることができる。
【００４１】
　（２－４）相対位置変更機構４０
　相対位置変更機構４０は、コンベア境界５０の位置と、ロボット３０との、搬送方向に
おける相対位置を変更する機構である。コンベア境界５０は、第１コンベア１０および第
２コンベア２０を上面視した場合において、搬送方向における第１コンベア１０と第２コ
ンベア２０との間の境界である。図５は、図２と同様の側面図であって、相対位置変更機
構４０を説明するための図である。図５では、ロボット３０が省略されている。図５では
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、搬送方向が、白抜きの矢印で示されている。図５には、図４と同様に、ロボット可動範
囲Ａ１、ピックアップ有効範囲Ａ２および集積有効範囲Ａ３が、搬送方向における範囲と
して示されている。
【００４２】
　本実施形態の物品積み替え装置１では、ロボット３０のベース３２は固定されているの
で、ロボット３０の位置を変更することはできない。そのため、相対位置変更機構４０は
、コンベア境界５０の搬送方向における位置を変更する機構である。相対位置変更機構４
０は、主として、コンベア駆動部４１と、制御部４３とを備える。
【００４３】
　コンベア駆動部４１は、第１コンベア１０および第２コンベア２０に接続されている。
コンベア駆動部４１は、第１コンベア１０の第１下流端１０ｂ、および、第２コンベア２
０の第２上流端２０ａの搬送方向における位置を変更して、コンベア境界５０の搬送方向
における位置を変更する。具体的には、コンベア駆動部４１は、第１コンベア１０の第１
従動ローラ１２、および、第２コンベア２０の第２従動ローラ２２を搬送方向に移動させ
る機構を有する。コンベア駆動部４１は、第１コンベア１０の第１下流端１０ｂと、第２
コンベア２０の第２上流端２０ａとの間の搬送方向における距離が変化しないように、第
１従動ローラ１２および第２従動ローラ２２を同じ距離だけ同じ方向に移動させる。第１
コンベア１０の第１無端ベルト１３、および、第２コンベア２０の第２無端ベルト２３は
、搬送方向において伸縮可能な部材で成形されている。そのため、コンベア駆動部４１に
よって、第１従動ローラ１２および第２従動ローラ２２を搬送方向に移動させることで、
相対位置変更機構４０は、第１無端ベルト１３および第２無端ベルト２３の搬送方向の寸
法を変更することができる。
【００４４】
　相対位置変更機構４０は、検知部６０に接続されている。検知部６０は、包装物Ｂの寸
法を検知するセンサである。図５に示されるように、検知部６０は、第１コンベア１０の
上方に設置される。検知部６０は、第１コンベア１０によって搬送される包装物Ｂの搬送
方向の寸法を検知する。
【００４５】
　制御部４３は、コンベア駆動部４１および検知部６０に接続されている。制御部４３は
、検知部６０によって検知された包装物Ｂの寸法に基づいて、コンベア駆動部４１を制御
する。制御部４３は、ＣＰＵ、ＲＯＭおよびＲＡＭ等から構成されるコンピュータである
。
【００４６】
　相対位置変更機構４０は、制御部４３によって、包装物Ｂの寸法に基づいて、コンベア
境界５０の搬送方向における位置を変更する。相対位置変更機構４０がコンベア境界５０
を搬送方向に移動できる範囲は、第１コンベア１０上のピックアップ有効範囲Ａ２、およ
び、第２コンベア２０上の集積有効範囲Ａ３の両方が存在できる範囲である。すなわち、
相対位置変更機構４０は、コンベア境界５０を、ロボット可動範囲Ａ１の外部まで移動さ
せることはできない。しかし、実際には、コンベア境界５０を搬送方向に移動できる範囲
は、第１コンベア１０上のピックアップ有効範囲Ａ２にある包装物Ｂを吸着把持部３８に
よって掴む動作、および、吸着把持部３８によって掴んだ包装物Ｂを第２コンベア２０上
の集積有効範囲Ａ３に載せる動作をロボット３０がスムーズに行うことができる範囲に限
られる。
【００４７】
　（３）物品積み替え装置１の動作
　図３を参照しながら、物品積み替え装置１が、第１コンベア１０によって１列で搬送さ
れてきた包装物Ｂを、ロボット３０によって第２コンベア２０の上に１列に積み替える動
作について説明する。
【００４８】
　最初に、図３（ａ）に示されるように、ロボット３０は、第１コンベア１０の第１無端
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ベルト１３上に載せられて搬送されてきた包装物Ｂを、吸着把持部３８によって吸着把持
して持ち上げる。次に、図３（ｂ）に示されるように、包装物Ｂを吸着把持したロボット
３０は、包装物Ｂを第１コンベア１０から持ち上げた状態で水平方向に移動させて、第２
コンベア２０の上方まで移動させる。次に、図３（ｃ）に示されるように、ロボット３０
は、吸着把持部３８による包装物Ｂの吸着把持を解除して、第２コンベア２０の第２無端
ベルト２３上に包装物Ｂを載置する。
【００４９】
　ロボット３０による包装物Ｂの積み替え動作中、第１コンベア１０は、連続的に稼動し
ている。ロボット３０による包装物Ｂの積み替え動作中、第２コンベア２０は、第１コン
ベア１０から包装物Ｂが積み替えられる度に包装物Ｂを所定の距離だけ搬送するように、
間欠的に稼動している。
【００５０】
　（４）物品積み替え装置１の特徴
　（４－１）
　物品積み替え装置１は、第１コンベア１０から第２コンベア２０に包装物Ｂを積み替え
るためのロボット３０を備える。ロボット３０は、第１コンベア１０によって搬送されて
きた包装物Ｂを持ち上げて、第２コンベア２０の上に載せる。第２コンベア２０は、包装
物Ｂの搬送方向において、第１コンベア１０の下流側に配置され、かつ、第１コンベア１
０と一直線上に並ぶように配置される。
【００５１】
　物品積み替え装置１は、包装物Ｂの搬送方向において、第１コンベア１０と第２コンベ
ア２０との間の境界であるコンベア境界５０の位置を変更するための相対位置変更機構４
０を備える。すなわち、物品積み替え装置１は、第１コンベア１０上のピックアップ有効
範囲Ａ２、および、第２コンベア２０上の集積有効範囲Ａ３を変更することができる。
【００５２】
　物品積み替え装置１では、ロボット可動範囲Ａ１の位置および大きさは不変であり、か
つ、ピックアップ有効範囲Ａ２および集積有効範囲Ａ３は、ロボット可動範囲Ａ１に含ま
れる。そのため、物品積み替え装置１は、コンベア境界５０を搬送方向に移動させること
で、ピックアップ有効範囲Ａ２および集積有効範囲Ａ３の搬送方向の寸法を変化させるこ
とができる。
【００５３】
　図６および図７は、図４に示される状態から、コンベア境界５０を搬送方向に移動させ
た状態を示す図である。図６は、コンベア境界５０を搬送方向の上流側に移動させた状態
を示す。図７は、コンベア境界５０を搬送方向の下流側に移動させた状態を示す。図６お
よび図７では、搬送方向が、白抜きの矢印で示されている。
【００５４】
　図６では、図４に比べて、ピックアップ有効範囲Ａ２が搬送方向に狭くなり、かつ、集
積有効範囲Ａ３が搬送方向に広くなっている。一方、図７では、図４に比べて、ピックア
ップ有効範囲Ａ２が搬送方向に広くなり、かつ、集積有効範囲Ａ３が搬送方向に狭くなっ
ている。このように、ロボット可動範囲Ａ１の位置および大きさは不変であるので、ピッ
クアップ有効範囲Ａ２の搬送方向の寸法が増加または減少すると、それぞれ、集積有効範
囲Ａ３の搬送方向の寸法は減少または増加する。
【００５５】
　物品積み替え装置１は、図６および図７に示されるように、第１コンベア１０によって
搬送される包装物Ｂに応じて、ピックアップ有効範囲Ａ２および集積有効範囲Ａ３を変更
できるので、積み替え動作の処理能力の低下を抑制することができる。次に、この理由に
ついて説明する。
【００５６】
　本実施形態の物品積み替え装置１のように、２つのコンベアが直列に配置されている物
品積み替え装置では、２つのコンベアが並列に配置されている物品積み替え装置に比べて
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、コンベア幅方向の設置場所を小さくすることができ、積み替えのために物品を移動させ
る距離を短くできる利点がある一方、物品の搬送方向においてピックアップ有効範囲およ
び集積有効範囲が狭くなりやすいという問題点がある。
【００５７】
　図８は、比較のための参考図であって、２つのコンベア１１０，１２０が並列に配置さ
れている物品積み替え装置１０１の上面図である。図８に示される物品積み替え装置１０
１は、ロボット（図示せず）によって第１コンベア１１０から第２コンベア１２０に物品
Ｐを積み替える装置である。図８には、第１コンベア１１０および第２コンベア１２０に
よる物品Ｐの搬送方向が白抜きの矢印で示され、ロボットのロボット可動範囲Ａ１１が、
搬送方向における範囲として示されている。図８に示されるように、第１コンベア１１０
および第２コンベア１２０は、搬送方向に直交する方向において並列に配置されている。
そのため、第１コンベア１１０上のピックアップ有効範囲Ａ１２、および、第２コンベア
１２０上の集積有効範囲Ａ１３の搬送方向の寸法は、ロボット可動範囲Ａ１１の搬送方向
の寸法に等しい。また、ロボット可動範囲Ａ１１の位置および大きさが不変である場合、
ピックアップ有効範囲Ａ１２および集積有効範囲Ａ１３の位置および大きさも不変である
。そのため、物品積み替え装置１０１では、ロボット可動範囲Ａ１１を変更しない限り、
ピックアップ有効範囲Ａ１２および集積有効範囲Ａ１３を変更することができない。
【００５８】
　一方、本実施形態の物品積み替え装置１では、図４に示されるように、ロボット可動範
囲Ａ１の位置および大きさは不変であり、かつ、ピックアップ有効範囲Ａ２および集積有
効範囲Ａ３が搬送方向に沿って直列に配置されている。そのため、ピックアップ有効範囲
Ａ２および集積有効範囲Ａ３の搬送方向の寸法は、ロボット可動範囲Ａ１の搬送方向の寸
法より短い。図４と図８とを比較しても分かるように、搬送方向において、図４の物品積
み替え装置１のピックアップ有効範囲Ａ２は、図８の物品積み替え装置１０１のピックア
ップ有効範囲Ａ１２よりも狭く、図４の物品積み替え装置１の集積有効範囲Ａ３は、図８
の物品積み替え装置１０１の集積有効範囲Ａ１３より狭い。
【００５９】
　物品積み替え装置１において、ピックアップ有効範囲Ａ２が狭すぎる場合、第１コンベ
ア１０によって搬送される包装物Ｂのピッチの乱れに対応しにくいという問題がある。包
装物Ｂのピッチとは、第１コンベア１０によって搬送される包装物Ｂ間の間隔である。包
装物Ｂのピッチの乱れは、ロボット３０による包装物Ｂの積み替え動作の効率の低下を招
くおそれがある。包装物Ｂのピッチの乱れに対応するためには、ピックアップ有効範囲Ａ
２の搬送方向の寸法をできるだけ広く確保する必要がある。しかし、上述したように、ピ
ックアップ有効範囲Ａ２を搬送方向に広く確保しようとすると、集積有効範囲Ａ３は搬送
方向に狭くなる。
【００６０】
　そして、物品積み替え装置１において、集積有効範囲Ａ３が搬送方向に狭すぎる場合、
搬送方向の寸法が大きい包装物Ｂを正常に積み替えることができないおそれがある。例え
ば、第２コンベア２０上に載せられた包装物Ｂが、集積有効範囲Ａ３の上流側端部（第２
上流端２０ａ）からはみ出てしまうと、その包装物Ｂの一部が第１コンベア１０上に載せ
られてしまい、包装物Ｂが第２コンベア２０によって正常に搬送されなくなるおそれがあ
る。そのため、様々な寸法の包装物Ｂの積み替えに対応するためには、集積有効範囲Ａ３
をできるだけ広く確保する必要がある。しかし、上述したように、集積有効範囲Ａ３を搬
送方向に広く確保しようとすると、ピックアップ有効範囲Ａ２は搬送方向に狭くなる。ま
た、集積有効範囲Ａ３が搬送方向に広いほど、第１コンベア１０から第２コンベア２０に
包装物Ｂを積み替える際にロボット３０が包装物Ｂを移動させる距離が長くなるので、包
装物Ｂの積み替え動作の効率が低下するおそれがある。
【００６１】
　以上より、物品積み替え装置１において、包装物Ｂの積み替え動作を効率的に行うため
には、ピックアップ有効範囲Ａ２および集積有効範囲Ａ３の搬送方向の寸法は、包装物Ｂ
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の搬送方向の寸法に応じて適切に確保されることが好ましい。そして、物品積み替え装置
１は、相対位置変更機構４０によってコンベア境界５０の位置を搬送方向に沿って変更す
ることで、ピックアップ有効範囲Ａ２および集積有効範囲Ａ３の搬送方向の寸法を変更す
ることができる。そのため、物品積み替え装置１は、包装物Ｂの搬送方向の寸法に応じて
、ピックアップ有効範囲Ａ２および集積有効範囲Ａ３の搬送方向の寸法を適切に変更でき
るので、ロボット３０による包装物Ｂの積み替え動作の処理能力の低下を抑制することが
できる。
【００６２】
　従って、物品積み替え装置１は、搬送方向に沿って直列に配置された２つのコンベア１
０，２０間で、ロボット３０を用いて物品を効率的に積み替えることができる。
【００６３】
　（４－２）
　物品積み替え装置１は、コンベア境界５０とロボット３０との搬送方向における相対位
置を変更するための相対位置変更機構４０を備える。相対位置変更機構４０は、位置が固
定されたロボット３０に対して、コンベア境界５０を搬送方向に移動させることで、相対
位置を変更する。具体的には、相対位置変更機構４０は、コンベア駆動部４１によって、
第１コンベア１０の第１下流端１０ｂ、および、第２コンベア２０の第２上流端２０ａを
搬送方向に移動させることで、コンベア境界５０の位置を変更することができる。
【００６４】
　そのため、物品積み替え装置１は、ピックアップ有効範囲Ａ２および集積有効範囲Ａ３
を変更するために、ロボット３０を移動させる必要がない。従って、物品積み替え装置１
は、コンベア駆動部４１を有する相対位置変更機構４０によって、ピックアップ有効範囲
Ａ２および集積有効範囲Ａ３を迅速に変更することができる。
【００６５】
　（４－３）
　物品積み替え装置１は、搬送方向において伸縮可能である第１コンベア１０および第２
コンベア２０を備える。具体的には、相対位置変更機構４０のコンベア駆動部４１は、第
１コンベア１０の第１従動ローラ１２、および、第２コンベア２０の第２従動ローラ２２
を搬送方向に移動させることで、第１無端ベルト１３および第２無端ベルト２３を搬送方
向に伸縮させることができる。従って、物品積み替え装置１は、コンベア境界５０の位置
を変更するための簡便な構成を有するので、相対位置変更機構４０にかかるコストを抑え
ることができる。
【００６６】
　（４－４）
　物品積み替え装置１では、相対位置変更機構４０は、検知部６０によって検知された包
装物Ｂの搬送方向の寸法に応じて、コンベア境界５０の搬送方向の位置を変更することが
できる。そのため、物品積み替え装置１は、ロボット３０による積み替え動作の対象であ
る包装物Ｂの搬送方向の寸法に応じて、第１コンベア１０上のピックアップ有効範囲Ａ２
、および、第２コンベア２０上の集積有効範囲Ａ３を適切に確保することができる。例え
ば、物品積み替え装置１は、包装物Ｂの搬送方向の寸法が大きいほど、集積有効範囲Ａ３
の搬送方向の寸法を大きくすることで、ロボット３０による包装物Ｂの積み替え動作の処
理能力の低下を抑制することができる。
【００６７】
　従って、物品積み替え装置１は、検知部６０によって検知された包装物Ｂの搬送方向の
寸法に応じて、ピックアップ有効範囲Ａ２および集積有効範囲Ａ３の搬送方向の寸法を適
切に変更できるので、様々な寸法の包装物Ｂの積み替え動作を自動的に効率化することが
できる。
【００６８】
　（５）変形例
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記の実施形態に限定される
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ものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で様々な変更が可能である。
【００６９】
　（５－１）変形例Ａ
　上記の実施形態では、図２に示されるように、第２コンベア２０の第２無端ベルト２３
の載置面が、第１コンベア１０の第１無端ベルト１３の載置面と同じ高さ位置になるよう
に、第１コンベア１０および第２コンベア２０が設置されている。しかし、第２コンベア
２０の載置面が、第１コンベア１０の載置面と異なる高さ位置になるように、第１コンベ
ア１０および第２コンベア２０が設置されてもよい。
【００７０】
　図９は、本変形例の物品積み替え装置２０１の概略的な上面図である。図１０は、物品
積み替え装置２０１の概略的な側面図である。物品積み替え装置２０１は、ロボット（図
示せず）によって第１コンベア２１０から第２コンベア２２０に包装物Ｂを積み替える装
置である。図９および図１０には、包装物Ｂの搬送方向が白抜きの矢印で示されている。
図９および図１０には、ロボットのロボット可動範囲Ａ２１、第１コンベア２１０上のピ
ックアップ有効範囲Ａ２２、および、第２コンベア２２０上の集積有効範囲Ａ２３が、搬
送方向における範囲として示されている。第１コンベア２１０は、第１駆動ローラ２１１
、および、第１従動ローラ２１２に、第１無端ベルト２１３を掛け渡したベルトコンベア
である。第２コンベア２２０は、第２駆動ローラ２２１、および、第２従動ローラ２２２
に、第２無端ベルト２２３を掛け渡したベルトコンベアである。
【００７１】
　図１０に示されるように、第２コンベア２２０の載置面は、第１コンベア２１０の載置
面の下方に位置している。また、第２コンベア２２０の第２上流端２２０ａは、第１コン
ベア２１０の第１下流端２１０ｂよりも、搬送方向の上流側に位置している。すなわち、
図９に示されるように、物品積み替え装置２０１を上面視した場合に、第１コンベア２１
０の下流側の端部は、第２コンベア２２０の上流側の端部と重なっている。
【００７２】
　物品積み替え装置２０１は、コンベア境界２５０の搬送方向の位置を変更するための相
対位置変更機構（図示せず）を備える。コンベア境界２５０は、搬送方向における、第１
コンベア２１０と第２コンベア２２０との間の境界である。図９に示されるように、物品
積み替え装置２０１では、コンベア境界２５０の位置は、第１コンベア２１０の第１下流
端２１０ｂの位置と同じである。相対位置変更機構は、第１コンベア２１０の第１下流端
２１０ｂ、および、第２コンベア２２０の第２上流端２２０ａの少なくとも一方の搬送方
向の位置を変更することで、コンベア境界２５０の搬送方向の位置を変更する。相対位置
変更機構は、コンベア境界２５０の搬送方向の位置を変更することで、ピックアップ有効
範囲Ａ２２および集積有効範囲Ａ２３の搬送方向の寸法を変更することができる。
【００７３】
　従って、物品積み替え装置２０１は、包装物Ｂの搬送方向の寸法に応じて、ピックアッ
プ有効範囲Ａ２２および集積有効範囲Ａ２３の搬送方向の寸法を適切に変更できるので、
ロボット３０による包装物Ｂの積み替え動作の処理能力の低下を抑制することができる。
【００７４】
　また、本変形例では、第２コンベア２２０の載置面が、第１コンベア２１０の載置面の
上方に位置するように、第１コンベア２１０および第２コンベア２２０が設置されてもよ
い。この場合、コンベア境界２５０の位置は、第２コンベア２２０の第２上流端２２０ａ
の位置と同じである。
【００７５】
　（５－２）変形例Ｂ
　変形例Ａでは、図１０に示されるように、第２コンベア２２０の載置面は、第１コンベ
ア２１０の載置面の下方に位置している。この場合、コンベア境界２５０の位置は、第１
コンベア２１０の第１下流端２１０ｂの位置と同じであるので、相対位置変更機構は、第
１コンベア２１０の第１下流端２１０ｂの位置を搬送方向に変更する機構であってもよい
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。図１１は、そのような相対位置変更機構を備える物品積み替え装置２０１の概略的な側
面図である。図１０の物品積み替え装置２０１と、図１１の物品積み替え装置２０１との
違いは、第１コンベア２１０のみである。図１１の物品積み替え装置２０１は、第１コン
ベア２１０から第２コンベア２２０に包装物Ｂを積み替えるロボット（図示せず）を備え
る。
【００７６】
　図１１の物品積み替え装置２０１では、第１コンベア２１０は、コンベアの機長を伸び
縮みさせることができる、伸縮コンベアまたはシャトルコンベアと呼ばれるタイプのベル
トコンベアである。第１コンベア２１０は、１つの第１駆動ローラ２１１、２つの第１従
動ローラ２１２、および、２つのガイドローラ２１４ａ，２１４ｂに、第１無端ベルト２
１３を掛け渡したベルトコンベアである。ガイドローラ２１４ａ，２１４ｂは、第１コン
ベア２１０の第１下流端２１０ｂの搬送方向の位置を変更するためのローラである。
【００７７】
　図１１に示される物品積み替え装置２０１の相対位置変更機構は、ガイドローラ２１４
ａ，２１４ｂを搬送方向に移動させることで、第１コンベア２１０の機長を伸び縮みさせ
ることができる。例えば、相対位置変更機構は、第１コンベア２１０の第１下流端２１０
ｂの搬送方向の位置を変更することで、コンベア境界２５０の搬送方向の位置を変更して
、ピックアップ有効範囲Ａ２２および集積有効範囲Ａ２３の搬送方向の寸法を変更する。
具体的には、相対位置変更機構は、ガイドローラ２１４ａ，２１４ｂを同じ方向に同じ距
離だけ移動させることで、第１コンベア２１０の第１下流端２１０ｂの搬送方向の位置を
変更する。一方、相対位置変更機構は、第２コンベア２２０の第２上流端２２０ａの搬送
方向の位置を変更しなくてもよい。
【００７８】
　また、本変形例では、第１コンベア２１０の代わりに、第２コンベア２２０が伸縮コン
ベアであってもよく、第１コンベア２１０および第２コンベア２２０の両方が伸縮コンベ
アであってもよい。
【００７９】
　図１２は、第１コンベア２１０が、実施形態の第１コンベア１０と同様にコンベアの機
長が固定されているベルトコンベアであり、第２コンベア２２０が、伸縮コンベアである
、物品積み替え装置２０１の概略的な側面図である。第１コンベア２１０は、第１駆動ロ
ーラ２１１および第１従動ローラ２１２に、第１無端ベルト２１３を掛け渡したベルトコ
ンベアである。第２コンベア２２０は、１つの第２駆動ローラ２２１、２つの第２従動ロ
ーラ２２２、および、２つのガイドローラ２２４ａ，２２４ｂに、第２無端ベルト２２３
を掛け渡したベルトコンベアである。ガイドローラ２２４ａ，２２４ｂは、第２コンベア
２２０の第２上流端２２０ａの搬送方向の位置を変更するためのローラである。第２コン
ベア２２０の載置面は、第１コンベア２１０の載置面の上方に位置している。
【００８０】
　図１２に示される物品積み替え装置２０１の相対位置変更機構は、ガイドローラ２２４
ａ，２２４ｂを搬送方向に移動させることで、第２コンベア２２０の機長を伸び縮みさせ
ることができる。例えば、相対位置変更機構は、第２コンベア２２０の第２上流端２２０
ａの搬送方向の位置を変更することで、コンベア境界２５０の搬送方向の位置を変更して
、ピックアップ有効範囲Ａ２２および集積有効範囲Ａ２３の搬送方向の寸法を変更する。
具体的には、相対位置変更機構は、ガイドローラ２２４ａ，２２４ｂを同じ方向に同じ距
離だけ移動させることで、第２コンベア２２０の第２上流端２２０ａの搬送方向の位置を
変更する。一方、相対位置変更機構は、第１コンベア２１０の第１下流端２１０ｂの搬送
方向の位置を変更しなくてもよい。
【００８１】
　図１３は、第１コンベア２１０および第２コンベア２２０の両方が、伸縮コンベアであ
る、物品積み替え装置２０１の概略的な側面図である。図１３の第１コンベア２１０は、
図１１の第１コンベア２１０と同じ構成を有している。図１３の第２コンベア２２０は、
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図１２の第２コンベア２２０と同じ構成を有している。図１３の物品積み替え装置２０１
では、第２コンベア２２０の載置面は、第１コンベア２１０の載置面と同じ高さ位置にあ
る。そのため、図１３の物品積み替え装置２０１のロボットは、第１コンベア２１０から
第２コンベア２２０に包装物Ｂを効率的に積み替えることができる。
【００８２】
　図１３に示される物品積み替え装置２０１の相対位置変更機構は、ガイドローラ２１４
ａ，２１４ｂを搬送方向に移動させることで、第１コンベア２１０の機長を伸び縮みさせ
ることができ、かつ、ガイドローラ２２４ａ，２２４ｂを搬送方向に移動させることで、
第２コンベア２２０の機長を伸び縮みさせることができる。例えば、相対位置変更機構は
、第１コンベア２１０の第１下流端２１０ｂ、および、第２コンベア２２０の第２上流端
２２０ａの搬送方向の位置を同じ方向に同じ距離だけ変更することで、コンベア境界２５
０の搬送方向の位置を変更して、ピックアップ有効範囲Ａ２２および集積有効範囲Ａ２３
の搬送方向の寸法を変更する。具体的には、相対位置変更機構は、ガイドローラ２１４ａ
，２１４ｂを同じ方向に同じ距離だけ移動させることで、第１コンベア２１０の第１下流
端２１０ｂの搬送方向の位置を変更する。また、相対位置変更機構は、ガイドローラ２２
４ａ，２２４ｂを同じ方向に同じ距離だけ移動させることで、第２コンベア２２０の第２
上流端２２０ａの搬送方向の位置を変更する。
【００８３】
　（５－３）変形例Ｃ
　上記の実施形態では、物品積み替え装置１は、包装物Ｂの寸法を検知するセンサである
検知部６０を備える。検知部６０は、例えば、第１コンベア１０の上方に設置され、第１
コンベア１０によって搬送される包装物Ｂの搬送方向の寸法を検知する。相対位置変更機
構４０は、制御部４３によって、検知部６０によって検知された包装物Ｂの寸法に基づい
てコンベア駆動部４１を制御して、コンベア境界５０の搬送方向における位置を変更する
。
【００８４】
　しかし、検知部６０は、包装物Ｂの寸法を検知するセンサではなく、包装物Ｂの種類を
検知するセンサであってもよい。この場合、相対位置変更機構４０は、検知部６０によっ
て検知された包装物Ｂの種類に基づいて、制御部４３のＲＯＭ等に記憶されている包装物
Ｂに関するデータベースを参照して、包装物Ｂの搬送方向の寸法を取得してもよい。この
場合、相対位置変更機構４０は、制御部４３によって、取得した包装物Ｂの寸法に基づい
てコンベア駆動部４１を制御して、コンベア境界５０の搬送方向における位置を変更する
ことができる。
【００８５】
　また、検知部６０は、第１コンベア１０の上方に設置されていなくてもよい。例えば、
検知部６０は、物品積み替え装置１の上流側において第１コンベア１０に包装物Ｂを供給
するための装置に取り付けられてもよい。
【００８６】
　（５－４）変形例Ｄ
　上記の実施形態では、物品積み替え装置１は、第１コンベア１０から第２コンベア２０
に包装物Ｂを積み替えるためのロボット３０を備える。ロボット３０は、包装物Ｂの平面
的な姿勢を変えずに、第１コンベア１０から第２コンベア２０への積み替えを行ってもよ
く、また、包装物Ｂを平面的に回転させて、第１コンベア１０から第２コンベア２０への
積み替えを行ってもよい。
【００８７】
　ロボット３０による積み替え動作中に包装物Ｂを平面的に回転させる場合であっても、
積み替え動作中の包装物Ｂの移動方向が第１コンベア１０の搬送方向Ａに沿っている場合
には、ロボット３０による積み替え動作の処理能力は低下しにくい。
【００８８】
　（５－５）変形例Ｅ
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　上記の実施形態では、物品積み替え装置１は、第１コンベア１０を常時稼動させた状態
で、ロボット３０による包装物Ｂの積み替え動作を行う。しかし、第１コンベア１０の搬
送速度、および、ロボット３０の動作状況によっては、第１コンベア１０による包装物Ｂ
の搬送中に、包装物Ｂが第１コンベア１０の第１下流端１０ｂから落下してしまうことも
想定される。
【００８９】
　そのような可能性がある場合、物品積み替え装置１は、第１コンベア１０の第１下流端
１０ｂの近傍において第１コンベア１０の側方からジェット気流を吹き出して包装物Ｂを
振り分けるエアジェット装置を備えることが好ましい。エアジェット装置によって、物品
積み替え装置１は、ロボット３０で処理されなかった包装物Ｂを一旦ラインの外に振り分
けて、再びラインの上流側に戻すことが可能になる。
【００９０】
　（５－６）変形例Ｆ
　上記の実施形態では、第１コンベア１０は、連続的に包装物Ｂを搬送し、第２コンベア
２０は、間欠的に包装物Ｂを搬送する。しかし、物品積み替え装置１は、様々な条件に応
じて、第１コンベア１０および第２コンベア２０の両方で包装物Ｂを間欠的に搬送しても
よく、第１コンベア１０および第２コンベア２０の両方で包装物Ｂを連続的に搬送しても
よい。様々な条件とは、例えば、第１コンベア１０に単位時間当たりに供給される包装物
Ｂの数である。
【００９１】
　（５－７）変形例Ｇ
　上記の実施形態では、物品積み替え装置１は、コンベア境界５０とロボット３０との搬
送方向における相対位置を変更するための相対位置変更機構４０を備える。相対位置変更
機構４０は、位置が固定されたロボット３０に対して、コンベア駆動部４１によって、コ
ンベア境界５０を搬送方向に移動させることで、相対位置を変更する。
【００９２】
　しかし、物品積み替え装置１は、ロボット３０を搬送方向に移動させることで、コンベ
ア境界５０とロボット３０との搬送方向における相対位置を変更してもよい。この場合、
相対位置変更機構４０は、コンベア駆動部４１の代わりに、または、コンベア駆動部４１
と共に、ロボット駆動部（図示せず）を有する。ロボット駆動部は、ロボット３０を搬送
方向に沿って移動させるための機構である。相対位置変更機構４０は、コンベア境界５０
を搬送方向に沿って移動させずに、ロボット３０を搬送方向に沿って移動させることで相
対位置を変更してもよく、コンベア境界５０およびロボット３０の両方を搬送方向に沿っ
て移動させることで相対位置を変更してもよい。
【００９３】
　本変形例では、物品積み替え装置１は、ロボット駆動部によってロボット３０の位置を
変更することで、第１コンベア１０のピックアップ有効範囲Ａ２、および、第２コンベア
２０の集積有効範囲Ａ３を変更することができる。この場合、物品積み替え装置１は、制
御部４３によって、検知部６０によって検知された包装物Ｂの寸法に基づいてロボット駆
動部を制御して、コンベア境界５０の搬送方向における位置を変更してもよい。
【００９４】
　（５－８）変形例Ｈ
　上記の実施形態では、物品積み替え装置１は、包装物Ｂを１列で搬送する第１コンベア
１０と、包装物Ｂを１列で搬送する第２コンベア２０と、第１コンベア１０から第２コン
ベア２０へ包装物Ｂを積み替えるロボット３０とを備える。
【００９５】
　しかし、物品積み替え装置１は、包装物Ｂをｍ列で搬送する第１コンベア１０と、包装
物Ｂをｎ列で搬送する第２コンベア２０と、第１コンベア１０から第２コンベア２０へ包
装物Ｂを積み替えるロボット３０とを備えてもよい。ここで、ｍおよびｎは、１以上の整
数であり、ｎは、ｍ以上である。例えば、物品積み替え装置１は、包装物Ｂを２列で搬送
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する第１コンベア１０から、包装物Ｂを３列で搬送する第２コンベア２０へ包装物Ｂを積
み替えるロボット３０を備えてもよい。本変形例の物品積み替え装置１は、包装物Ｂの積
み替え動作を効率化することができる。
【符号の説明】
【００９６】
　　１　　　物品積み替え装置
　１０　　　第１コンベア
　１０ｂ　　第１下流端（第１コンベアの下流端）
　２０　　　第２コンベア
　２０ａ　　第２上流端（第２コンベアの上流端）
　３０　　　ロボット
　４０　　　相対位置変更機構
　４１　　　コンベア駆動部
　５０　　　コンベア境界（境界）
　６０　　　検知部
　　Ｂ　　　包装物（物品）
【先行技術文献】
【特許文献】
【００９７】
【特許文献１】特開２０１１－２１３４１２号公報
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【図１３】
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