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Abstract : This paper describes cashier automation by a dual-armed robot. We especially focus on an action: shifting a
grasping package from one arm to another. Relatively thin and vertically long objects are our target, and pose estimation
method for seeking next grasping point is proposed. We built up an integrated robot system, and confirmed the effectiveness
of the proposed method in a practical cashier task.

1. 緒言

マニピュレーションはロボティクスの中で重要な位置付

けの分野であり，近年の人工知能技術の進展と相まって，

実応用への高い期待が寄せられている．その傾向として，

マニピュレーション技術を推進させるプログラムが増えて

きており，DARPAの ARMプロジェクトやアマゾンピッ

キングチャレンジなどのチャレンジプログラムや，YCB

Object and Model Setなどのベンチマークデータセット

の公開利用も進んでいる．筆者らの研究グループでも，レ

ジチャレンジを提案し [1]，そこに含まれる技術課題を解決

することで，様々な業種・分野におけるマニピュレーショ

ン技術を向上させることを目標としている．レジチャレン

ジは，買い物カゴから物品を取り出したのち，物品情報を

バーコードで読み取り，最後にその物品をマイバッグ内に

整頓して入れる作業の実現を目指すものである．そこには，

ハードウェア・タスクプランニング・動作計画・認識など

に関する様々な未解決課題が存在する．

本稿では，レジ作業の自動化の一要素として，カゴから

マイバッグへの取り置き作業を扱う．特に，カゴから物品

を掴みあげ，それを持ち替えてマイバッグ内に縦置きする

行動に着目する．この行動が実現できれば，袋に入った菓

子類や，本やノートなどの薄い物品におけるレジチャレン

ジの課題に対応できるため，レジチャレンジの達成に寄与

できる．

2. 問題設定とアプローチ

2.1 レジ作業における縦長物品の取り置き

スーパー等で見られるレジカウンターでは，清算前の物

品を入れたカゴと，清算後の物品を入れたカゴを並べて集

計作業をおこなう．近年では，清算後のカゴにマイバック

を重ね置いて，持ち帰りやすくすることも多い．本研究に

おいてもこの形態を想定することとし，清算前のカゴの中

から物品を掴みあげ，それを持ち替えてマイバッグ内に納

める作業を考える．そして，この作業を双腕ロボットに行

わせることを目標とする．前章で述べた通り，菓子袋や本，

薄い直方体の箱などの縦長の物品を特に対象とする．

まず，操作したい物品を見つけ，それを掴みあげる必要

がある．もし，物品の短辺を検出でき，その中央部分を掴

むことができれば，その後の縦置き動作が容易に実行でき

ると考えられる．しかしながら，ロボットアームの可動範

囲や，認識時のオクルージョンなどの要因で，そのような

把持が常に実行できるとは限らない．その場合は，対象物

品の角を検出し，そこを掴んで引っ張り上げることを第一

のステップとする方法がある．ただし，その後に適切な縦

置き動作をおこなうには，物品を適切な位置で持ち替えた

り，置くときの手先軌道を工夫するなどが必要である．

本研究では，Fig.1(a)のように片方の手で対象物品を把

持している状態から，Fig.1(d)のようにもう片方の手で水

平な状態に持ち直す方針をとる．実際のレジ作業を考えた

とき，対象物品の形状，大きさ，把持姿勢が毎回異なるこ

とが考えられる．よって，そのような条件下でも対象物品

の適切な把持位置を検出し，その把持位置をもとに適切な

ロボットの持ち替え動作を計画することが必要になる．

2.2 縦長物品の認識・把持・持ち替えのアプ
ローチ

2.2.1 対象物品の位置姿勢推定方法

ロボットによる対象物体の持ち替え動作を計画するとき，

ロボットと対象物体との位置関係および相対姿勢が必要と

なる．本稿では，ロボットと対象物体との位置関係および

相対姿勢の推定を RGB-Dカメラより得られるカラー画像

および，距離点群を用いて行う．

右腕で把持した状態の対象物品を頭部のカメラで撮像

するとき，対象物品の画像上での領域はおおよそ想定でき
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Fig. 1: Robot motion

Fig. 2: Object detection

る．よって対象物品の位置姿勢推定するために用いる画像

は RGB-Dカメラから得られる画像から対象物品が映って

いると考えられる領域を切り出したものを用いる．具体的

な処理の手順は以下のようである．

(1) カラー画像よりコーナー部および直線部の検出1

(2) x座標が最も小さいコーナーを選択

(3) (2)のコーナーに対して最も距離が小さい直線を選択

(4) 選択したコーナーおよび直線の周辺の距離点群より，

実際の対象物品の位置姿勢および幅を推定

Fig.2に画像処理結果を示す．

2.2.2 ロボットの持ち替え動作

本研究では，ロボットが対象物品を右腕で把持した状態

から，左腕で水平な状態に持ち直すことを目標タスクとす

る．この目標を実現するためのロボットの腕の動作につい

て考える．持ち替え動作の一連の流れは次のようである．

まず対象物品の位置姿勢推定を行うために物品を RGB-

Dカメラの視野に入るように移動させる (Fig.1(a))．対象

物品の位置姿勢推定が完了すると，次に物品を持ち替える

ために，ロボットの正面付近に移動させる (Fig.1(b))．こ

1コーナー検出には Harris Detector[3], 直線検出には Hough変換を
用いた直線検出 [4] をおこなった
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Fig. 3: Robot cashier system

の時，ロボットの右腕と対象物品との相対的な位置姿勢

は変化しないものと仮定し，推定した対象物品の位置姿

勢を元に持ち直し位置を決め，そこに左腕を移動させる

(Fig.1(c))．そして，左腕で対象物品を把持し，両腕間の

距離を保ちつつ，高さを右腕と同じ位置まで移動させる

(Fig.1(d))．この一連の動作を行うことで，対象物品に対

して持ち替え動作を実現する．

上述の方法は，RBG-Dカメラから得られる情報だけで

なくロボットの手先姿勢の情報も用いることで確実性を

上げている．さらに，もし上辺が容易に変形するような柔

らかい物品の場合は，上述の方法で検出した直線を手がか

りとして，物品をつまみながら手先を上辺に沿ってスライ

ドさせる動作により，持ち替え動作を実現できると考えら

れる．

3. 実験

3.1 レジ作業自動化のための統合ロボットシス
テム

まず，レジ作業自動化のプラットフォームとなる統合ロ

ボットシステムを構築し，基本的なレジ動作（物品の取

り出し，バーコードの読み取り，物品の取り置き）が可能

であることを確認した．実験には川田工業株式会社製の

HIROを用いた．カラー画像および深度情報の取得のため，

ロボットの頭部には Kinectを取り付けた．



Fig. 4: Object clustering
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Fig. 5: Target object

筆者らの先行研究 [2]に基づいて，清算前のカゴの画像

からカゴ内にどのような物品が含まれているか認識できる

ことも確認した (Fig.4)．

3.2 縦長物品の持ち替え実験

袋型，冊子型，箱型の特徴を持つ薄く縦長な物品を選

び，持ち替え動作の実験を行った．ロボットが対象物品の

端点を把持している状態から始め，2指ハンドでの対象の

掴み幅は既知であるとする，との前提条件のもとで実験を

行った．

Fig.5に示すような対象に対し，持ち替え動作をおおむ

ね達成することができた．冊子を対象とした実験では，冊

子の背を把持した状態から持ち替えを始めたとき，小口部

が開き，適切な直線を選ぶことができないといった課題も

明らかになった．持ち上げたのちに変形する物体への対処

が今後の課題の一つである．

4. 結言

本稿では，レジ作業の自動化に向けた取り組みについて

述べた．検証用のロボットシステムを構築して基本動作の

実現可能性を確かめた．そして，対象物品をカゴから取り

出し，持ち替えて他方のカゴへ縦置きにする行動を扱った．

RGB-Dカメラを用いて把持されている対象物品の位置姿

勢を推定し，その結果に対して適切な持ち替え姿勢を決め

ることで，袋状，本，箱型といった対象物品を，同じ方法

で持ち替え可能であることが示した．今後の課題として，

3.2で述べたような変形への対処がある．
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