
1. 緒言 

 布製品を製造する工場における主要な作業の一つ

に，積み重ねられた布部品を摘み上げてミシンへ提

供し，縫い合わせる作業がある．この作業を様々な工

程で実行することにより，布製品が組み立てられて

いく． 

 肌着などを製造する場合は，所定の形状に裁断さ

れた薄手の綿布や，布ゴム等を縫い合わせていくこ

とになる．このうち綿布は，積み重ねられると上下の

綿布同士がくっつきやすくなるため，一枚だけを摘

まみ上げる場合には一定のコツを要する．また，布ゴ

ムは，硬さに異方性があるうえ反発力が強いため，摘

んでいる最中に滑りが発生しやすい．よって，これら

の布部品を摘み上げる作業は基本的に人手でおこな

われている．  

 本研究の目的は，肌着によく用いられるような綿

布と布ゴムを対象として，それらの布部品をミシン

へ提供する作業を自動化することである．特に，積み

重ねて置かれている布部品を１枚ずつピックアップ

し，それを縫製するための場所へもっていき，リリー

スする作業を対象とする．本稿では，これを実現する

ためのエンドエフェクタについて述べる． 

従来から，布部品のピックアップは研究対象とさ

れており[1]，Schulzら[2]の文献には針タイプや接

着タイプなど，いくつかの方式がまとめられている．

真鍋ら[3]の文献では表面にゴムがつけられた二つ

のローラ(直径40.5mm)をYシャツ生地へ押しあてて

ピックアップする装置・方法について述べられてい

る．また生地を剛体シートと仮定し，ピックアップさ

れる枚数を接触力によって理論的に区別することや，

ローラで生地を挟みこんで厚さを計測する手法につ

いて述べている．しかし，生地のモデルや摩擦を厳密

に定義できないことが原因で理論通りの把持枚数に

区別できないことや，計測の精度を上げるためには

装置を高剛性にする必要があることが課題として上

がっている． 

 筆者らは，ブラシを用いた綿布のピックアップ法

を検討してきた[4]．そこでは，ブラシを綿布のフチ

に押しつけ，その後に回転させることで，1番上の綿

布のみを巻き取ることに成功した．本研究では，綿

布巻き取りの性能を維持しつつも，布ゴムについて

もピックアップ可能な多用途エンドエフェクタを

提案する．また，提案エンドエフェクタには，綿布

の巻き取りの可否を判断するために，透過光を利用

した枚数判定の機能を付加する．そして，構築した

ハードウェアを用いて実際の布部品のピックアッ

プ-リリース実験をおこない，性能を評価する．  

 

2. 問題設定とアプローチ 

問題設定 

本研究で対象とする布部品は，肌着・下着等の製造

に使用される綿布や，布生地を腰にフィットさせる

ための織ゴムである．これらの布部品が，所定の形状

に裁断されて積層されていることを想定する．積層

状態には，裁断された直後でフチが綺麗に揃ってい

る場合と，別の加工工程を経て再び積層された結果，

フチの重なり位置にずれが生じている場合がある．

また，綿生地については「薄い・軽い・柔らかい・繊

維が多い」という性質がある．これにより，一番上の

生地を持ち上げた際に下の生地も持ち上げてしまう

ことが起こりやすい． 

 本研究の目標は，上記の条件下で一枚の布部品を

取り出し，縫製機へ供給可能なかたちでリリースを

することである．このためには，一枚だけを安定して

取り出せる機構および動作方式と，もし取り出しに

失敗した場合にそれを検知できる機能が求められる．  

 

アプローチ 

 新たなエンドエフェクタを構築するにあたって，

基本方針を以下のようにする． 

⚫ 布部品を傷つけたり，液体・糊等を付着させな

いこと．また過度な力をかけないこと． 

⚫ 縫製機への布部品の供給にとって，邪魔でない

程度に小型であること．取り出し動作において

不用意にロボットアームを動かす必要がないこ

と．例えば布部品にエンドエフェクタを接触さ

せれば，後はエンドエフェクタ内の動きで取り

出しができること． 

⚫ 繰り返し作業に適していること．すなわち，多
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図 1 エンドエフェクタ外観 

(左：全閉，右：全開) 



数枚の布部品が重なっている場合でも，それの

状態に大きく影響を与えることなく，一番上の

布部品だけをピックアップし続けられること． 

⚫ 肌着に使用されるような薄手の綿布と，下着に

使用される織ゴムの両方の取り出しが可能な機

構であること． 

3. エンドエフェクタ 

3.1. 外観 

設計したエンドエフェクタの外観を示す(図 1)．大

きさは縦: 82mm，横: 91.6(min)～131.6(max)mm，高さ: 

128mm であり全体の質量は 335g である．このエン

ドエフェクタは左指部・右指部・自由スライド構造部

の三つに大きく分けられ，自由スライド構造部の上

面をマニピュレータ等のロボットに取付ける．両指

の先端には円筒ブラシが取付けられており，これを

布部品へと接触させて回転させることで布部品の取

出しを行う．取出し動作は Futaba 社製の RS204MD

サーボモータを計 3 個利用し，目標角度を PWM 信

号に変換し，動作入力としている． 

 

3.2. 円筒ブラシ 

両指の先端には円筒ブラシが取付けられている．

このブラシは衣類の埃取りによく使われるエチケッ

トブラシを円筒部品(樹脂)に貼り付けたものであり，

先行研究[4]の装置のブラシと同じものである（図 2）．

毛の材質はポリオフィレンで，長さ 1~3mm 程度，直

径 0.1mm 未満，1~5deg の傾きをもって密集して生え

ている．先行研究ではブラシ半径は 12mm であった

が，本稿装置は半径𝑟𝑏𝑟𝑢𝑠ℎ = 7𝑚𝑚に変更した．その理

由は，半径が大きいほど接触点の上下において無駄

な空間ができてしまい，小さい布部品を摘まむこと

が困難になるからである．  

 

3.3. 左指部と右指部 

A) 左指部 

左指部は主に二つの機構がある．一つ目は，先端

のブラシの回転である．サーボモータから 3 つのギ

アを介して力が伝達される(図 3 左)．モータ軸に取

付けられたギアをギア 1 として順にギア 2，ギア 3

とする．ピッチ円直径(PD)は順に 22，11，9mm であ

り，ブラシを𝑏𝐿_𝛼[𝑟𝑎𝑑]回転させるモータ角度：

𝑆𝑀𝐿_𝛼[𝑟𝑎𝑑]は以下式で表される． 

 𝑆𝑀𝐿_𝛼 =
𝑔𝑒𝑎𝑟3𝑃𝐷

𝑔𝑒𝑎𝑟1𝑃𝐷

∙ 𝑏𝐿_𝛼 (1) 

二つ目は，左指部全体を左右水平に動作させるた

めのギア－ラック機構である(図 3 右)．ギア 4 はピ

ッチ円直径 18mm であり，左指部を𝑆mm 移動させ

るためのモータ角度:𝑆𝑀𝑀_𝛼[𝑟𝑎𝑑]は以下となる． 

 𝑆𝑀𝑀_𝛼 = 𝑆/(𝑔𝑒𝑎𝑟4𝑃𝐷/2) (2) 

この二つの機構を同期させることで，巻き取り動

作に必要不可欠である“ブラシの回転に伴う左指部

の水平移動動作”を実現する．この動作の際は，ブ

ラシの目標角度: 𝑏𝐿_𝛼[𝑟𝑎𝑑]を入力すると，中央・左指

サーボモータが同時に動き始め，目標角に移動する

ようにする．それには，まずブラシの周長𝑙を求める． 

 𝑙 = 𝑟𝑏𝑟𝑢𝑠ℎ ∙ 𝑏𝐿_𝛼 (3) 

この時，ブラシが平面を滑ることなく転がる動きを

考えると以下条件となる． 

 𝑙 = 𝑆 (4) 

(2)~(4)より中央サーボモータには， 

 𝑆𝑀𝑀_𝛼 = ( 𝑟𝑏𝑟𝑢𝑠ℎ ∙ 𝑏𝑙_𝛼)/(𝑔𝑒𝑎𝑟4𝑃𝐷/2) (5) 

を入力すればよく，左指部サーボモータには式(1)の

角度を入力すればよい． 

B) 右指部 

右指部は左指部と同様に先端に円筒ブラシがつい

ており回転が可能である(ギアの構成は左指部と同

様)．しかし，左右への移動はできず固定されている．

基本的に右指部のみで布部品を取出すことはなく，

左指部と連携して布部品を取出すことに使う． 

 

3.4. 自由スライド構造部 

布部品の取り出し性能を評価するためには毎回同

じ力で接触することが望ましい．しかし，厚さ 1mm

に満たない柔らかい布部品に対して接触力を一定に

制御して，取出すことは困難である．そこで，エンド

エフェクタの自重を接触力として毎回与えることを

図 2 ブラシ詳細 

図 3 左指部(左:ギア構成，右:ラック機構) 図 4 自由スライド構造部 



考えた．エンドエフェクタに 3 本の軸を取り付け，

それを 3 つのリニアブシュを保有したホルダに通す

ことで滑らかに上下する構造とした．これによりブ

ラシが布部品へ接触すると，自由移動区間内でマニ

ピュレータを下げても自重0.275𝑔 [N](𝑔:重力加速度)

の一定荷重で接触を続ける(図 4)．自由移動区間の距

離は 15mm である．なお，自重を上記の値に設定し

た理由は，先行研究の装置において 3N 程度の荷重を

付加しても巻き取りが成功していたためである．  

 

3.5. 枚数判別システム 

綿布を巻き取る動作をしたとき，何枚の綿布が巻

き取られているのかを判別する必要がある．そこで，

赤外光を綿布へ照射し，通過した光を受光し，受光量

の違いから枚数判別することを試みる．赤外光を選

んだ理由は，周囲の外乱光(室内照明)や布部品の色の

違いによる透過量の変化の影響をできるだけ受けな

いようにするためである．このシステムは右指部ブ

ラシ中央のφ3mm 赤外線 LED(発光素子)と左指部ブ

ラシ中央のφ3mm 赤外線フォトトランジスタ(受光

素子)によって構成される(図 5 左)．照射切り替えは

Arm社の Cortex32bitマイコン(nucleoF303k8)の I/O

で行い，受光量による抵抗変化は AD 変換によって電

圧𝑉𝐼𝐶で表す．回路構成は図 5 右である．電圧𝑉𝐼𝐶は受

光量によって変化する抵抗𝑅1と固定抵抗𝑅2(3.3kΩ)

の分圧によって計算される(フォトトランジスタは

光量が多いほど抵抗値は小さくなる)． 

 
𝑉𝐼𝐶 =

1

1 +
𝑅1

𝑅2

𝑉𝐶𝐶  
(6) 

(𝑅1 → 0の時𝑉𝐼𝐶 → 𝑉𝐶𝐶，𝑅1 → ∞の時𝑉𝐼𝐶 → 0) 

4. 実験 

製作したエンドエフェクタについて以下性能を実

験により評価した． 

 積層された布部品から 1 枚を取り出す性能 

 取り出した布部品をリリースする性能 

 枚数判別システムの枚数を判別する性能 

4.1. 実験条件 

ROBOTIS 社製の Manipulator-H(6 軸)の先端に，提

案エンドエフェクタを装着した．実験に用いた布部

品は次の 5 種類であった．取り出す際に部品が滑ら

ないように，部品 1 を木材板に貼付けた土台を用意

しその上に置いた．(大きさ，厚み単位は mm) 

部品1) フライス編み(図 6 左)，枚数：20 枚 

大きさ: 135×170 厚み: 0.5 質量: 3.4g  

材質: 綿 100% 

部品2) 接結天竺袋編み，枚数：10 枚 

大きさ: 135×170，厚み: 0.6~0.7，質量: 5.6g  

材質: 表)ウール 100%，裏)綿 100% 

部品3) 接結天竺袋編み，枚数：10 枚 

大きさ: 135×170 厚み: 0.6 質量: 3.8g  

材質: (表裏)綿 100%,  

部品4) リブ編み，枚数：10 枚 

大きさ: 135×170 厚み: 0.3 質量: 2.2g 

部品5) 織ゴム(図 6 右)，枚数：3 枚 

大きさ: 200×30 厚み: 1.35 質量 4.8g 

 

4.2. 枚数判別のための閾値の設定 

実験前に下記手順を各布部品で行う． 

①. センサ距離を𝐿mm 開く(本稿では𝐿 = 35𝑚𝑚) 

②. 人手で布部品𝑛枚を左ブラシに当てる(𝑛 = 0~3) 

③. 赤外光を照射し，複数の電圧データをとる 

④. そのデータの平均：𝑉𝑛_𝑎𝑣𝑒を求める． 

⑤. 枚数ごとの平均値を元に式(7)で閾値を設け，あ

らかじめにデータとして保管する 

 𝑇𝑘 = (𝑉𝑘_𝑎𝑣𝑒 + 𝑉𝑘+1_𝑎𝑣𝑒) 2⁄   (𝑘 = 0,1,2) (7) 

実機実験で実際に得られた電圧を⑥で作成した閾

値データと比較することで枚数を判別する． 

 

4.3. 「巻き取り動作」による実験手順 

布部品 1~4 を取出す手順を説明する． 

①. 布繊維方向とブラシ軸が垂直になるように，布

部品束を土台に設置する 

②. 左指部を 15.3mm 開く 

③. 左指部がブラシに接触し自由スライド区間内に

入るまで，マニピュレータを降下させる 

④. 左ブラシをその場で 24.5deg 回転させる 

⑤. 左ブラシが 150deg になるまで巻き取る（回転
と水平移動動作） 

⑥. 枚数判別システムにより枚数判別を行う 

⑦. 左ブラシが 200deg になるまで巻取る（回転と水

平移動動作） 

⑧. エンドエフェクタを上昇させ，ブラシを逆回転

させてリリースする． 

以上の流れを各布部品について 5セットおこなった． 

 

4.4. 「摘み動作」による実験手順 

布部品 5(織ゴム)は他の布と異なり生地が厚く弾力

図 5 枚数判別システム構成 図 6 把持対象布部品 



があり，4.3 節の手順では取出せない．そこで以下の

流れにより取り出しをおこなった． 

①. ブラシ軸と部品の長辺が平行になるよう土台に

設置する 

②. 左指部を 16mm 開く 

③. 両ブラシが部品の淵に接触し，自由スライド区

間内に入るまでマニピュレータを降下させる． 

④. 両ブラシともその場で 45deg 回転させる 

⑤. 左ブラシのみ追加で 200deg 回転させる 

⑥. 左指部を閉じる 

⑦. 枚数判別システムにより枚数判別を行う 

⑧. エンドエフェクタを上昇させ，左ブラシを開い

てリリースする 

以上の流れを 5 セットおこなった． 

 

4.5. 評価方法 

取出し・リリースの評価を次の様に分類する．(a)

良好把持・リリース成功，(b)不良把持・リリース成

功，(c)良好把持・リリース失敗，(d)複数枚把持，(e)

把持失敗，(f)把持したが搬送中に落下．試行回数 N

回分をすべて上記に分類し，把持成功率，リリース成

功率，総合成功率を以下の式により計算した．  

 

(把持成功率) = {(𝑎) + (𝑏) + (𝑐) + (𝑓)} 𝑁⁄  

 (リリース成功率) = {(𝑎) + (𝑏)}/{(𝑎) + (𝑏) + (𝑐)} 

(総合成功率) = {(𝑎) + (𝑏)}/𝑁 

ただし，もし𝑛枚(𝑛 ≤ 2)把持した場合は試行回数から

(𝑛 − 1)を減じた． 

一方で，枚数判別システムの評価については，実際

に取出した枚数と電圧値から判別した枚数を比較し，

同枚数であれば成功，異なっていたら失敗とした． 

 (枚数判別成功率) = {(判別成功回数)}/𝑁  

 

4.6. 実験結果 

 布部品 1~5 の取出し・リリース・枚数判別の各工

程結果を表 1 に示す．部品 1：すべての工程で良好な

結果であった．判別に失敗した 4 回は評価(b)(d)の場

合の時であり，図 7 の様に布の間に空間ができるこ

とで光が拡散し適切な値が取れず失敗したと考えら

れる．部品 2：すべての工程で良好な結果であった．

この生地は目が特に粗く引張・圧縮によって目が大

小変化する．これが原因で時々枚数判別に失敗して

いたと考えられる．部品 3：部品 1~4 の中で一番良好

な結果を示した．部品 4：他の部品に比べて成功率は

低いが，先行研究[4]と比較すると大幅に上昇した．

取出し・枚数判別失敗の原因はこの生地が特に薄く・

軽いことにある．ブラシが接触する部分は下の布と

うまく分離できるが，触れていない部分で繊維が一

本でも絡まると一緒についてくる．こうなるとブラ

シに近いセンサは一枚だけ分離した部分をみて一枚

と判別するが，結果としてはもう一枚とっており取

出し・枚数判別は失敗する．部品 5：適切な部位に降

下できればどの工程もほぼ成功することが分かった． 

 4.3，4.4 節の手順で取出しを行ったが，積層された

綿布のフチが初期位置から大幅にずれることはなく，

繰り返し動作に適した動作であることが分かった． 

5. 結言 

性質の異なる布部品を巻き取りもしくは摘み動作

によって取出し・リリースするエンドエフェクタを

開発し，実験により性能を評価した．また布部品を何

枚取出したのかを判別するシステムを考案し性能を

評価した．結果としては取出し・リリース・枚数判別

において 85%以上の成功率となり良好であった． 

今後は，積重ねる布を大幅に増やした場合の成功

率について調査し，衣類に実際に使われる形状の部

品を対象にしてエンドエフェクタの評価を行う． 
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