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Clearning up the tableware is a common task in home environments and restaurants. Automation

of them would reduce the number of workers and compensate for many labor shortages. The purpose

of this work is to propose an integrated system for a robot to manipulate the tableware onto a tray.

Visual function of our system not only detects the objects on the table and determine the types of the

tableware but also find the leavings on the dish. Planning function of our system calculates how to stack

and align the tableware on the tray using two types of planner, symbolic planner and geometric planner.

The proposed system achieves an efficient manipulation so that makes it possible to carry more dishes

at a time. The experimental results proved the effectiveness of our approach.
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1 緒言
現在の日本では少子高齢化による人手不足が問題となってお

り，解決方法の一つとしてロボットによる作業の自動化がある．
また近年では，感染症拡大の影響により，人と人との接触を低減
するためのロボット技術の必要性が益々高まっていくと考えられ
る．そして，生活支援の 1つとして食器の配膳・下膳作業が挙げ
られる．この作業は家庭環境や飲食店だけでなく，病院などの公
共施設においても一般的な作業であるため，自動化によって多く
の人員削減や労働力不足を補うことができると考えられる．
そこで本論文では，食器を検出して種類を識別し，重ね置き方

法や配置方法を計画して，効率よく下膳する為のシステムの構築
を目的とする．本論文において，下膳の効率化とは，下膳元と下
膳先の往復回数を最低限にすることとする．この実現のためにト
レイを使う場合，トレイの上に一度に多くの食器を安定して配置
することが必要となる．本論文では下膳作業において，テーブル
上の食器をトレイに配置することを食器配置作業と呼ぶものとす
る．本研究では，食器配置作業を「食器の検出，識別」，「食器の
重ね置きの可否を判別」，「作業計画」，「食器の把持・トレイに配
置」の４つの要素に分けて実現する．
食器の把持操作に関する従来研究としては，背景画像やテー

ブルのモデルを用いる手法によって食器を検出する手法 [?]が提
案されている．また食器片づけ手順を計画する研究として，AR

マーカで認識した食器の片付け [?]がある．さらに下膳の自動化
のために開発されているロボットも存在する [?]が，トレイの上
に全ての食器が配置されていることが前提となった下膳作業に留
まっている．したがって，下膳作業の自動化には，以下のような
課題が残っていると考えられる．

• トレイの外にある食器を安定してトレイに配置するための
重ね置き計画

• 上記で必要となる，食べ残しのある食器類の認識
そこで本論文では下膳作業における重要事項である，食器配置作

業を行う認識行動システムの提案・構築及び評価を行う．ここで，
家庭内でも飲食施設でも食器の種類は有限であると考えられるこ
とから，以下のようなアプローチが有効であると考えた．

• 食器の識別：食器の不変輪郭形状に着目し，予め形状特徴
を記録しておくことで，図 1のような食器の検出および識
別を行う．

• 重ね置きの基準：重ねた食器の姿勢が安定するような配置
を検討する．

Fig.1: 対象食器の一覧

2 下膳作業のための認識行動システム
本研究では，食器配置作業を以下の４つの要素に分けて実現

する．
1. 食器の検出・識別
2. 食器の重ね置き可否を判別
3. 重ね置きを含めた作業計画
4. ロボットの動作生成・操作
図 2に，提案する認識行動システムの流れについて示す．まず，
ロボットに取り付けられた RGB-Dセンサよりテーブル上の画像
を取得する．その画像から食器の検出・識別を行う．次に対象食
器における，重ね置きの可否について判別を行う．その後食器の
種類，重ね置き可否の情報から食器をトレイに配置するための作



業計画を行う．その作業計画に基づき，ロボットの動作生成を行
い，ロボットで操作を行う．
提案手法の特徴は，食器の食べ残しと重ね置きを考慮している

という点である．一般に食器をトレイに配置する場合において，
重ね置きを考慮しない場合は，たかだか一人前の食器を置くこと
が限界だと考えられる．しかし食器を重ねることで，複数人分の
食器を一つのトレイに配置することができ，ロボットの移動量が
少なくなるような効率的な下膳が可能となる．

Fig.2: 食器配置作業のための認識行動システム

2.1 食器の検出と識別
対象物の検出には幾多の方法が考えられるが，食器の上には料

理やその食べ残しなどがあることが予想される．そこで食器の検
出・識別には食器が剛体であり形状が不変であることを利用し，
画像の高速テンプレートマッチング手法の一つである，LINE-

MOD[?]を用いる．LINE-MODでは対象物を複数の視点から撮
影したものをテンプレートとすることができるため，食器の向き
によらずマッチングが可能である．また，画像のテンプレートは
対象物のエッジを用いるため，食器の輪郭エッジをテンプレート
とすることにより，食べ残しがあっても検出が可能となる．マッ
チング時に参照したテンプレートから食器の種類・食器とカメラ
の位置関係を取得することにより，食器の検出と識別を同時に行
う．また，LINE-MODの入力画像には生画像ではなく，カメラ
からの距離が一定値以下のピクセルのみを使用することにより
テーブル近傍以外の物体が写らないようにしている．
ただし，同一形状の食器が画像内に複数個存在することもあ

る．そこで本研究では LINE-MODによる食器の検出後，その食
器形状にマスクをかけ，他の領域で再度検出を行うことで，同一
食器の複数個の検出を行うものとした．なお，皿の上にフォーク
など，食器の上に別の食器がのっている場合も，食器の輪郭は十
分に見えていると考えられることから，本手法と同様に検出可能
であると考えられる．
テンプレート作成においては複数視点からの実画像を撮影す

るには時間と手間がかかるため，本研究ではシミュレータを用い
て画像を作成するものとした．テンプレートを作成するために必
要となる対象物の 3D形状データは，本研究では三次元 CADを
用いて作成している．ただし，RGB-Dカメラから取得した点群
データから作成することも可能である．
図 3にLINE-MODの入出力例を示す．図 3(a)はLINE-MOD

の入力であり，トレイ・平皿・お椀・フォークが写っている．そ
して図 3(b)が出力であり，赤色点線は LINE-MODによる食器
の検出・識別結果を，テンプレートの輪郭を用いて描画したもの
である．この検出・識別結果は，2.3節で述べるプランナに伝達
される．
なお本研究では，食器はテーブルに置かれているという前提の

もと，二次元画像処理結果からテーブル天板の平面に載るような
三次元姿勢透視投影変換を用いて計算するものとした．図 4 に
示すように食器の三次元姿勢を計算することで，??節で述べるロ

(a) LINE-MOD の入力例 (b) LINE-MOD の出力例

Fig.3: LINE-MOD の入出力例

ボットの動作生成を行う際に必要な三次元環境を計算機上に再現
する．

(a) LINE-MOD の出力 (b) 再現結果

Fig.4: 検出・識別結果から計算機上に再現された食器類

2.2 重ね置き可否の判別方法
食器を効率よくトレイに配置するためには重ね置きが効果的で

あるが，実際の食器では食器の区切りや食べ残しによって重ねら
れない場合もある．一方で食器の組み合わせによっては，食器の
状態によらず重ね置きをして良いものもある．そこで本節では，
重ね置きの基準と重ねる際の配置場所について述べる．
2.2.1 重ね置きの基準
まず重ね置きの基準について，重ねる食器と重ねられる食器を

以下のように分類して考える．
• 重ねられる食器：平皿
• 重ねる食器：平皿，フォーク，コップ，お椀

重ね置きをする場合，トレイを持ち運ぶことを考慮すると重ねた
食器の姿勢が安定するような配置が望ましい．そこで，図 5では
平皿に食器等を重ね，重ね置き基準の検討をおこなった．図 5(a)

と図 5(b)では，平皿とフォークを重ね置きした場合，食べ残し
に関係なく安定していることが分かる．図 5(c)と図 5(d)では，
コップとお椀は食べ残しの状況や重ねる場所によっては不安定で
あり，トレイ運搬の際に食器が横転する可能性があると分かる．
一方で状況や場所によっては，安定して重ねられる場合もあるだ
ろうと考えられる．よって，カトラリーと平皿については食べ残
しに関らず重ね置き可能とし，コップとお椀については，食べ残
しのない平皿の平面領域が十分広い場合など，重ね置きをしても
問題ない領域に配置できるかどうかを重ね置きの基準として判別
するものとした．

(a) 平皿
(安定)

(b) フォーク
(安定)

(c) コップ
(不安定)

(d) お椀
(不安定)

Fig.5: 重ね置きの基準に関する検討



2.2.2 食べ残しを考慮した配置場所決定
続いて，コップとお椀において重ね置きの配置場所の決定方法

について述べる．前述の通り食器を重ねる場合，重ねても問題の
ない領域があるかどうかが基準である．そしてその重ねても問題
のない領域，つまり配置場所とは，食器において食べ残しのない
比較的平坦な領域である．
本研究では以下の手法により，食器の上の平坦な場所として配

置場所を検出するものとした．まず，食器の深度画像からそのピ
クセルの法線方向の計算結果を格納した画像 (以下法線マップ)

を作成する (図 ??)．その画像を 100× 100の画像に分割し各画
像に対してフーリエ変換を行う．これによって分割した画像が高
周波成分を多く含むのか，低周波成分を多く含むのかがわかる．
フーリエ変換を適用した画像を閾値によって二値化し，2色の画
像 (図 ??)にすることで周波数の低い画像と周波数の高い画像に
分けることができる．周波数の低い画像の領域が食器を重ねる領
域に対して十分な大きさを持つとき，その領域 (図 ??)に食器を
重ねることが可能であると判別するものとした．
重ね置き可能と判別した場合，重ね置きをする位置を，一方で

重ね置き不可能と判別した場合にはその情報を，2.3章で述べる
プランナへ伝達する．

(a) 対象食器の
色画像

(b) 法線マップ (c) フーリエ
変換適用

(d) 重ね置き
可能領域

Fig.6: 食べ残しを考慮した配置場所の決定

2.3 重ね置きの作業計画
本研究におけるトレーへの食器重ね置きでは，重ね置いて良い

組み合わせの制約条件を満たしながら，ロボットが下膳元と下膳
先を行き来する回数が少なくなるように重ね置きをおこないたい．
一般にこのような配置問題は，探索問題として解くことができる．
ただしトレーの上への食器の配置計画と，食器の重ね置きの組み
合わせの計画を同時におこなうと，計算量が大きくなってしまう．
さらに，食器の重ね置き方法に関する制約条件や食器のサイズに
ついて，容易に変更や拡張が可能であることが望ましい．そこで
本研究では記号的プランナと幾何的プランナの二つを用い，前者
で食器の重ね置きの組み合わせの計画を，後者でトレーの上への
食器の配置計画をおこなうものとする．
2.3.1 記号的プランナによる組み合わせ計画
本研究では記号的プランナを用いて，トレイへの配置方法と

は独立に食器の重ね置きに関する組み合わせを計算することで，
高速な重ね置き計画をおこなう．重ね置きに関する制約条件の
下で組み合わせを計画する方法は，著者らが文献 [?]で提案した
方法を用いる．つまり，Planning Domain Descrition Language

（PDDL，[?]）を用いてトレイや食器の重ね置きに関する問題を定
義し，特に 2.2.1節で述べた重ね置きの可否については predicates

（述語）を用いて表現する．
本研究では PDDLのソルバとして Fast Downward[?]を用い

た．皿，コップとスプーンを１つずつトレイへ載せる計画の出力
例は，以下のようである．皿の上にスプーンを置き，皿とコップ
は並べて配置する計画となっている．

hold dish(’dish0’)

place dish(’dish0’)

hold glass(’glass0’)

place glass(’glass0’)

hold cutlery(’spoon0’)

place cutlery onto(’spoon0’, ’dish0’)

2.3.2 幾何的プランナによる配置計画
幾何的プランナの入力は，記号的プランナによる出力と，食器

やトレイの幾何形状である．そして一度に運べる食器の数を多く
するような，トレイ上の配置を計画する．このように二次元幾何
形状の中へ複数の二次元幾何形状を配置する問題の例として，ペ
ントミノの解探索が良く知られている．ペントミノの解探索と同
様の高速な解探索をおこなうため，本研究では食器やトレイを正
方形の組み合わせとして表現し，トレイを表す正方形集合の内部
に食器を表す正方形集合を並べるための解を探索するものとした
（図 ??）．ただしペントミノは通常，ある幾何形状内に小さな幾
何形状を隙間なく並べるという問題設定であり，さらに並べる幾
何形状の鏡像を用いる場合もある．本研究の問題設定では，食器
を裏返すことをしない点と，トレイの上に食器が乗っていない領
域があっても問題ない点が異なっている．そこで前者はプランナ
内で幾何形状を裏返さないものとした．後者に関しては，トレイ
の形状よりも小さな幾何形状の中に食器形状を配置するように計
算するところから始め，解が見つかればトレイの中心に配置をお
こなうものとした．これにより，なるべくトレイの中心に食器を
置くような計画とし，トレイを持つ際に食器の偏りによってバラ
ンスを崩すことを防いでいる．

Fig.7: 幾何的プランナによる食器配置の決定

2.3.1節の記号的プランナの出力例へ，幾何的プランナの出力
結果を追加した重ね置き計画結果は以下のようになる．ただし
[2.5, 3.5]などは，サイズ 6× 5のトレイ座標系での食器の配置場
所を表している．

hold dish(’dish0’)

place dish(’dish0’, [2.5, 3.5])

hold glass(’glass0’)

place glass(’glass0’, [2.5, 0.5])

hold cutlery(’spoon0’)

place cutlery onto(’spoon0’, ’dish0’)

2.4 動作生成
2.3 節までの，食器の検出・識別結果と重ね置きの作業結果，

そしてプランナでの作業計画に基づき，ロボットの動作生成を行
う．本研究では食器の把持方法は食器ごとに予め設計しておくも
のとし，対象の食器をつかむという作業を
1. 手先を平皿の手前（Approach point）に移動させる
2. 手先が平皿と接触するように奥に動作させる
3. アクチュエータの電流値が閾値に達するまで手先を閉じる
4. 食器を持ち上げる（Departure point）
という動作列として設計した．掴んだ食器をトレイに配置する作
業も同様に設計している．
上記の動作を安全におこなうためには，ロボットと環境の衝突

を防ぐだけでなく，食器と環境の衝突や，食器同士の衝突を防ぐ
必要がある．よって本研究では，検出・識別した食器の形状をシ



ミュレータ内に再現し，シミュレータ内で干渉を回避する動作計
画を行うことで，安全な操作を生成するものとした．

3 検証実験
3.1 実験環境
提案手法の有効性を検証するため，ロボットに取り付けたRGB-

D カメラの画像を入力として食器の識別・姿勢推定を行うとこ
ろから，トレイに配置するところまでの作業の実験を行った．ロ
ボットには，THKなどが開発したAERO[?]を用い，RGB-Dカ
メラには Microsoft 社の Azuru Kinect[?] を用いた．エンドエ
フェクタは下膳作業の把持対象に合わせて 3Dプリンタで先端部
を加工しており，平皿やカトラリーの把持，直径 120mmまでの
円筒物を横から把持できる．そしてテーブルにトレイと食器を配
置し，食器の配置や食器上の食べ残しの量や位置を変更しながら
実験をおこなった．

3.2 実験結果
実験の様子を図 ??に，実験結果を図 ??を示す．図 ??，図 ??，

図 ??は下膳前の状態であり，図 ??，図 ??，図 ??は下膳後の状
態である．図 ??では平皿の上にフォークを重ね，コップはトレイ
に置かれている．これはフォークはコップの上に重ねられず，し
かし平皿の上に置いたほうが効率的に運べるという，記号的プラ
ンナの計画結果によるものである．図 ??と図 ??を比較すると，
図 ??では平皿にコップを安定した姿勢で重ねることができてい
る．そして，図 ??ではお椀を平皿に安定して重ねることが難し
いため，トレイの上に配置していることがわかる．効率の良い下
膳のために，食べ残しや重ね置きに関する制約条件を考慮しなが
ら，多くの食器を重ねることに成功した．

(a) 15 sec (b) 22 sec (c) 27 sec

(d) 60 sec (e) 75 sec (f) 80 sec

Fig.8: 食器配置作業の様子．秒数は作業開始からの時刻を表す

4 結言
本論文ではロボットを用いて下膳作業の自動化を行うための

認識行動システムの提案と構築，そして評価を行った．提案手法
では，食器に他の食器が重ねられる場合や，食べ残しがあること
が想定されるため，食器の特徴形状を用いたテンプレートマッチ
ングによって，食器の検出と識別を行った．食器を効率よくトレ
イに配置するため，食器の表面における法線の変位を表す画像に
フーリエ変換を適用することによって周波数の低い領域を示し，

(a) Before-1 (b) After-1

(c) Before-2 (d) After-2

(e) Before-3 (f) After-3

Fig.9: 食器配置作業の結果 (左:作業前，右:作業後)

重ね置きしても問題のない領域の検討を行った．食器の種類と，
重ね置きの可否を加味して作業計画を行うことにより，トレイの
運搬回数を減らすための効率的な食器の配置を可能とした．二種
のプランナによる作業計画に基づき，動作生成を行うことで食
器をトレイに配置する作業を行った．検証実験では，提案手法で
テーブル上に置かれた食器の位置・種類や食べ残しを変更し，食
器の認識及び重ね置きの可否についての判別を行った．また，そ
れらの情報をもとにテーブル上の食器をトレイに配置することで
提案システムの有効性を確認した．
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