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The purpose of this study is to automate the work of providing cotton cloth, which is often used for underwear, to 

sewing machines. In previous study, as the effectiveness of the method of winding a cotton cloth with a brush was 
confirmed, we take over the method and introduce a novel hardware and manipulation procedure for picking up more 
stably. Moreover, the proposed hardware was mounted on the tip of an articulated manipulator, and then the practicality 
on the tasks of picking and releasing were evaluated.  
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1. 緒言 

 布製品を製造する現場においては，布生地同士を縫い合わ

せる作業が多く存在する．そのような作業は未だに人手によ

ることが多く，自動化の検討対象である．特に，肌着は我々が

日常的に用いている衣類であり，大量に製造されている．それ

らの縫製作業を自動化することができれば，労働力不足への

対応策として大きな効果が見込まれる． 

本研究の目的は，肌着によく用いられるような綿布を対象

として，ミシンへそれを提供する作業を自動化することであ

る．現状でも，縫い合わせることそのものはミシンを用いるこ

とで効率よく作業ができる．一方で，布生地をミシンへ提供す

る部分には人手を要している．そこで本研究では，積み重ねて

置かれている布生地を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自動化の

対象とする．この一連の作業を実現するためのエンドエフェ

クタおよび動作手順を検討する． 

綿布は，薄く，軽く，お互いが接着しやすい布生地である．

よって，綿布が積み重ねられていた場合，図１に示すように 1

枚だけ摘まみ上げることは，人間がおこなう場合でも神経を

使う作業である．従来のロボティクスでも，布製品の操作を自

動化する方式[1][2]が検討されているが，そこでよくみられ

るような布の把持方法は，綿布のピックアップでは基本的に

適用できない．一番の問題は，ロボットのエンドエフェクタが

綿布を扱う目的に適していないことである． 

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[3]．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 番上の綿布のみを持ち上げることに

成功した．しかし，ブラシの毛が綿布に深く刺さった場合など

に複数枚を一度に巻取ってしまうなどの課題があった．本研

究では，綿布を巻取るという考え方はそのままに，より安定し

て布生地を操作できるハードウェアおよび動作手順を提案す

る．また，そのハードウェアを多関節マニピュレータの先端に

搭載し，実際の綿布のピックアップおよびリリースの評価を

おこなったので，その結果を報告する． 

Fig.1 Picking up a piece of cotton cloth 

 

2. 綿布巻取り型エンドエフェクタ 

2.1 外観 

設計したエンドエフェクタの外観を示す(図２)．各辺の最

大長さは縦：100mm，横：132mm，高さ：124mm であり，質

量は 809g である．先行研究のシステム[3]では巻取り動作の

際に円筒ブラシよりもロボットハンドの方が低い位置にあり，

綿布が卓上の端に置かれることが前提であった．しかし，本エ

ンドエフェクタはブラシが最先端に取り付けられており，綿

布が卓上のどこに置かれても巻取りができる．巻取り動作は

ベストテクノロジー社製の dynamixel AX-18 の一基で行われ，

ロボットの種類に関係なく，取り付けるだけで綿布巻取りが

行える．ブラシはモータからタイミングベルトとプーリによ

って力が伝達され回転する．このタイミングベルトは機構の

中心に取り付けられており，左右のブラシの回転に差がつか

ないようになっている．ロボットとの接合には上面のプレー

トを利用し治具を取り付け，互いを固定する． 

 

2.2 円筒ブラシ 

先行研究[3]で利用しているブラシの直径は 6mm (軸直径は

3mm)であり，3mm 軸用ベアリングの外径よりも径が小さい．

ブラシより下に部品があることを避けなければならないこと

を考慮すると組み込みが難しい．また，ブラシ部分の長さが短

く，綿布を持ち上げた時に広げた状態で持つことができない．

そのため，外径・高さを自由に決定し ABS 樹脂で円柱を造形

し，その周辺にブラシを貼りつけることで円筒ブラシを作成 



Fig.2 Appearance of end-effector 

 

した(図３)．ブラシの候補として，マジックブラシ・針布とい

ったものが挙がり綿布との相性を確かめた．針布は巻取り具

合がとても良好だが，多くの繊維が絡まりすぎてリリースす

ることができなかった．その反面，マジックブラシは 1~3mm

程度の柔軟な毛が約 1~5deg の傾きで生えており，巻取り具合

もリリースも良好である．そのため，本稿ではマジックブラシ

を採用し,半径を以下とするブラシを二本使用した． 

 𝑟𝑏𝑟𝑢𝑠ℎ = 12mm  

Fig.3 Cylindrical brush 

 

2.3 ブラシの回転に伴う水平移動機構 

綿布を巻取るためには，ブラシの綿布巻取りの回転に伴い，

ブラシが水平方向に動作することが望ましい．本エンドエフ

ェクタは一つのサーボモータと複数のタイミングベルト・平

歯車でこの動作を実現する．図４にこれら構成要素の構造を

示す．Pulley 3, 4はモータの主軸に取り付けられており，Pulley3, 

4, 5 がブラシを動作させ，Pulley1, 2 と Gear1, 2 が水平移動を

実現する．また，ブラシの巻取り量に対し，水平方向へどの程

度移動させることが適切であるかを調べる必要がある．そこ

で Pulley2 は歯数 16, 24, 32 の 3 種類を用意して移動量を変更

できるように設計した．構成部品(回転体)の詳細を表 1 に示

す． 

 

Table.1 Details of rotating components 

Fig.4 Structure of pulley and gear for winding operation 

 

ブラシを回転させるモータの回転角度𝜃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟rad は，綿布の

巻取り量𝐿mm を入力とし，ブラシの半径・プーリ歯数比を用

いて次の式で算出される．  

 𝜃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =  
𝑧𝑝𝑢𝑙𝑙𝑒𝑦5

𝑧𝑝𝑢𝑙𝑙𝑒𝑦4
∙

1

𝑟𝑏𝑟𝑢𝑠ℎ
∙ 𝐿 (1)  

ここで，z は歯数を示す．上記でモータの回転量が得られると，

水平移動量𝑋は以下で計算される． 

 𝑋 =
𝑃𝐷𝑔𝑒𝑎𝑟2

2
∙  

𝑧𝑝𝑢𝑙𝑙𝑒𝑦2

𝑧𝑝𝑢𝑙𝑙𝑒𝑦1
∙ 𝜃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 (2)  

ここで，PD はピッチ円直径である．また，先に述べた通り，

pulley2 を変更することで水平移動量の割合を変更することが

できる．以下に各歯数を選択した場合の水平移動量𝑋とブラシ

回転量𝐿の関係を示す． 

 𝑋 = {

𝐿  (𝑝𝑢𝑙𝑙𝑒2 = 32)

0.75𝐿  (𝑝𝑢𝑙𝑙𝑒𝑦2 = 24)
0.5𝐿  (𝑝𝑢𝑙𝑙𝑒𝑦2 = 16)

 (3)  

次に，Pulley2 の適切な歯数の選定方法を説明する．まず， 

6 軸マニピュレータを利用して簡易的な巻取り実験を行った．

その結果，歯数 32 では毛が綿布へと引っ掛からず巻取れなか

った．歯数 24 と 16 ではどちらも綿布へと引っ掛かり巻取る

ことが可能であった．水平移動量が巻取り量より小さくなる

ことで，綿布を引きはがすような動作となり１枚の巻取りが

行えていると考えられる．しかし，枚数が少なくなるほど歯数

16 の方が巻取りの成功率が高い結果となり，歯数 16 が適して

いると考えた．  

 

 



2.4 力センサ 

エンドエフェクタの各ブラシの上部には力センサ(タッチ

エンス株式会社製，ショッカクチップ)が取り付けられている

(図５)．これは，綿布へと接触するときの力を計測するためで

ある．エンドエフェクタを垂直に降ろし綿布に接触させると

垂直方向(Z 軸)の力を計測することができる．また，水平方向

(X・Y 軸)の力も計測できるため綿布を巻取る時に発生する水

平方向の負荷も計測することができる． 

Fig.5 Sensor for measuring contact force 

 

3. 実験 
作成したエンドエフェクタについて，綿布の束から１枚取

り出す性能，取り出し動作中の力の計測性能の評価ため，次の

ような実験を行った． 

 

3.1 実験条件 

実験には Dobot 社製の 4 軸スカラロボットの Dobot-M1 を使

用し，２章で説明したエンドエフェクタを図６のように手先

に取り付けた．また，エンドエフェクタの前面に下向きにカラ

ーカメラを取り付け，綿布のフチの検出に利用した．また，巻

取り時に綿布が滑らないように，5 枚重ねの綿布のフチをテー

プで机にはり，その上に実験用の綿布の束を置いた．実験用の

綿布は縦：125mm，横：125mm，厚さ：0.6mm である．これを

10 枚重ね，綿布の束として実験を行った． 

 

3.2 実験手順 

手順は次のとおりである． 

1. 画像処理によって綿布のフチの位置を検出し，その直上

にブラシがくるように Dobot-M1 を動かす． 

2. 綿布へブラシを降ろす． 

3. 巻取り動作を行う． 

4. ブラシを持ち上げ綿布を取り出す． 

5. エンドエフェクタを目標の位置まで移動したのち，綿布

ブラシを逆回転し，綿布をブラシからリリースさせる． 

 

 

 

 

 

Fig.6 The end-effector mounted on the manipulator 

 

3.3 重ねられた綿布からの連続取り出し 

綿布の束から 10 回連続で 1 枚取り出し，巻取りとリリース

の成功を記録した．手順 2で 1 回目は綿布にブラシを 2mm 押

し付け，その後は綿布の厚さ分だけブラシを下げ，巻取りを行

った．途中で失敗した綿布は取り除くこととし，これを 3セッ

ト行った．なお，巻取りの成功の可否は 3.2 節の手順４で綿布

を１枚取り出せたか否かにより判定した．また，リリースの成

功の可否は手順２が成功したのち，手順５で綿布を完全にリ

リースし，テーブル上に変形せずに置けたか否かにより判定

した．結果は表 2 のようになった． 

 

Table.2 Experimental results of winding and releasing 

3.4 綿布を巻取る際のブラシの高さと触覚センサ値 

 10 枚の綿布の束から，１番上の綿布を 1 枚取り出した．手

順２でのアーム高さをブラシが接触しない高さ 111.5mm から，

綿布が大きく変形しない高さまで 0.5mm ずつ下げ，各高さで

の巻取り，リリースの成功率を算出した．巻取り，リリースの

成功は 3.3 節と同じ基準で判定した．また，取り出し動作中の

触覚センサの値を記録した． 

111.5mm，110mm，107.5mm での触覚センサの綿布押し付け

方向の値の時間変化を，それぞれ図 7~9 に示す．また，アーム

高さごとの巻取りとリリースの成功率は図 10のようになった. 

110mm では綿布にブラシが軽く接触している状態，107.5mm

では綿布にブラシが 5mm程度強く押し付けられた状態となっ

た． 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

winding 〇 〇 〇 ✕ ✕ ✕ 〇 〇 〇 〇

releasing 〇 〇 〇 ✕ ✕ ✕ 〇 ✕ ✕ 〇

winding 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

releasing 〇 〇 〇 ✕ 〇 〇 〇 〇 ✕ 〇

winding 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ✕ 〇 〇 ✕

releasing 〇 〇 ✕ 〇 〇 〇 ✕ 〇 〇 ✕

number of cloths

1

2

3

set



Fig.7 Time series transition of pressing force at 111.5mm 

Fig.8 Time series transition of pressing force at 110mm 

Fig.9 Time series transition of pressing force at 107.5mm 

 

3.5 考察 

3.3 節の実験では，１セット目の 7~5 枚目でブラシの押し

付け圧が足りず，巻取りができなかった．その後 4~1 枚目で

は，綿布の枚数が減ることでブラシを押し付けた際の変形が

小さくなり，十分な押し付け圧になったと考えられる．２セ

ット目では，リリースに失敗することはあったが巻取りはす

べて成功した．３セット目は一つ前の取り出し動作において

綿布が変形したことが影響し，失敗が生じた． 以上より，

綿布の厚さ分だけブラシを下げて巻取りを行うだけでは，綿

布とブラシの関係が定まらず，巻取りを安定して成功させる

のは困難であると言える．  

3.4 節の実験では，111.5mm から 110mm まで有意な押し付

け圧は計測されず，図 7 に示す結果となった．110mm 以降で 

Fig.10 Success rate of winding and releasing action 

 depending on the height of end-effector 

 

は，図 8 の 7s 付近のような巻取りを開始した瞬間の力が計測

され，アームを下げるにつれ，大きくなった．また，107.5mm

以降では，図 9 の 4s 付近で綿布への押し付け圧が，10s 付近

で綿布を取り出した際の押し付け圧の変化が観測された． 

また，綿布にブラシが軽く触れる程度まで下げると巻取り

の成功率は 100％となった．一方，リリースは綿布にブラシが

軽く接触した状態より押し付けが大きくなるにつれ，成功率

は下がっていく傾向にある．これは，綿布にブラシの毛が強く

食い込み易くなるためであると考えられる．図７と図１０か

ら，押し付け圧が計測できないような，ブラシが綿布に軽く接

触している状態が巻取りに適切であることがわかった． 

 

4. 結言 

 本稿では，肌着によく用いられるような綿布を対象とし，積

み重ねて置かれた生地を１枚ずつピックアップおよびリリー

スするための新しいエンドエフェクタを設計・開発した．先行

研究[3]の知見をベースに，巻取りシステムを一つのエンドエ

フェクタとしてモジュール化した．これにより，多関節マニピ

ュレータへと簡単に搭載できるようにした．また，巻取り部の

材質としてマジックブラシを採用したこと，ブラシの回転量

(綿布巻取り量)に対し水平移動量を半分にすることにより，

ピックアップおよびリリースの成功率を向上させた 

 今後は，積み重ねる綿布を大幅に増やした場合の成功率に

ついて調査していく．また，ピックアップを行ってから目標位

置へと正確に供給するアプローチを検討する． 
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