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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のエンドエフェクタおよび第２のエンドエフェクタと、
　前記第１のエンドエフェクタを具備する第１のアーム部および前記第２のエンドエフェ
クタを具備する第２のアーム部と
　を備え、
　前記第１のアーム部および前記第２のアーム部は、
　折り畳まれた状態の梱包材から組み立てられた箱体へ梱包物を収納するに際して、前記
第１のエンドエフェクタおよび前記第２のエンドエフェクタを用いて前記梱包物が有する
対角の少なくとも一方を保持しながら、該梱包物を移動させる動作を行うとともに、前記
箱体の内部における前記梱包物の収納位置を、行をｍ、列をｎとした行列であらわすもの
とし、行ｍは、前記箱体の一側面から対向する側面へ向けて順次増加し、列ｎは、前記箱
体の両端に近い方から交互に順次増加するものとした場合に、第（ｎ－１）列の第２行目
から第ｍ行目（ｍ≧２，ｎ≧３）に収納される前記梱包物の角部を第ｎ列寄りに残したま
ま一旦移動を止め、該角部の側壁を利用して、第ｎ列に収納される前記梱包物の収納位置
を規定する動作を行うこと
　を特徴とする梱包装置。
【請求項２】
　前記第１のエンドエフェクタおよび前記第２のエンドエフェクタのそれぞれは、
　前記梱包物の角部に嵌合する形状を有して形成され、
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　前記第１のアーム部および前記第２のアーム部は、
　前記第１のエンドエフェクタおよび前記第２のエンドエフェクタを前記梱包物の対角に
嵌合させたうえで対角方向から挟み付けることによって、前記梱包物を保持すること
　を特徴とする請求項１に記載の梱包装置。
【請求項３】
　前記梱包物の角部に嵌合する形状は、Ｌ字形状であること
　を特徴とする請求項２に記載の梱包装置。
【請求項４】
　前記第１のアーム部および前記第２のアーム部は、
　前記箱体の内部において、前記第１のエンドエフェクタまたは前記第２のエンドエフェ
クタを前記梱包物の角部に嵌合させ、該梱包物を前記箱体の内壁あるいは他の梱包物の側
壁に当接させながら押すことによって、前記梱包物を所定の収納位置へ移動させること
　を特徴とする請求項３に記載の梱包装置。
【請求項５】
　前記第１のアーム部および前記第２のアーム部は、
　前記梱包物の対向する２側面が、収納済みの梱包物の側壁または前記箱体の側面部の内
壁によって規制される収納位置へ前記梱包物を収納する場合に、該梱包物を鉛直方向に対
して斜めに傾けつつ差し入れる動作を行うこと
　を特徴とする請求項１～４のいずれか一つに記載の梱包装置。
【請求項６】
　第１のエンドエフェクタおよび第２のエンドエフェクタと、
　前記第１のエンドエフェクタを具備する第１のアーム部および前記第２のエンドエフェ
クタを具備する第２のアーム部と、
　紙類が１枚ずつ載置される場所である紙折り作業台と
　を備え、
　前記第１のエンドエフェクタは、
　平たい略角柱状の形状を有して形成された位置決めツールを含み、
　前記第２のエンドエフェクタは、
　略角柱状の形状を有して形成された折りツールを含んでおり、
　前記第１のアーム部および前記第２のアーム部は、
　折り畳まれた状態の梱包材から組み立てられた箱体へ梱包物を収納するに際して、前記
第１のエンドエフェクタおよび前記第２のエンドエフェクタを用いて前記梱包物が有する
対角の少なくとも一方を保持しながら、該梱包物を移動させる動作を行うとともに、前記
紙折り作業台へ前記紙類が載置された場合に、該紙類の上へ前記位置決めツールを置いて
前記紙類の折り目予定位置へ合わせた後、前記折りツールを前記位置決めツールの側端部
へ当接させて前記位置決めツールの延在方向に往復させることで折り目を付け、前記紙類
を折り畳む動作を行うこと
　を特徴とする梱包装置。
【請求項７】
　前記第１のエンドエフェクタは、
　挟持部を備え、
　前記第１のアーム部および前記第２のアーム部は、
　折り畳まれた前記紙類の折り目部分が重なった該紙類の端部を前記挟持部に挟持させる
とともに、該紙類の折り目部分が重なり、かつ、略袋状に閉じた該紙類の端部から先に、
前記箱体の表面に設けられた袋へ収納する動作を行うこと
　を特徴とする請求項６に記載の梱包装置。
【請求項８】
　前記紙類を前記袋へ収納するに際して、該袋の開口部へ圧力を加えて該開口部を開口さ
せる開口機構をさらに備えること
　を特徴とする請求項７に記載の梱包装置。
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【請求項９】
　物体を吸着する吸着部をそれぞれ有する第１のエンドエフェクタおよび第２のエンドエ
フェクタと、
　前記第１のエンドエフェクタを具備する第１のアーム部および前記第２のエンドエフェ
クタを具備する第２のアーム部と
　を備え、
　前記第１のアーム部および前記第２のアーム部は、
　折り畳まれた状態の梱包材から箱体を組み立てるに際して、前記梱包材の対向する側面
部を前記吸着部によって互いに斜向かいとなる位置で保持させつつ、前記梱包材を立体的
に展開する動作を行うとともに、前記箱体へ梱包物を収納するに際して、前記第１のエン
ドエフェクタおよび前記第２のエンドエフェクタを用いて前記梱包物が有する対角の少な
くとも一方を保持しながら、該梱包物を移動させる動作を行うこと
　を特徴とする梱包装置。
【請求項１０】
　前記第１のアーム部および前記第２のアーム部は、
　前記梱包材の長手方向を水平方向に沿わせる動作を加えながら、前記梱包材を立体的に
展開すること
　を特徴とする請求項９に記載の梱包装置。
【請求項１１】
　前記第１のアーム部および前記第２のアーム部は、
　前記梱包材を立体的に展開した状態で前記吸着部によって該梱包材の対向する側面部の
中心点を保持させ、該中心点まわりに該梱包材を回転させたならば、前記側面部を前記吸
着部によってふたたび互いに斜向かいとなる位置で保持させながら押圧し、前記梱包材の
開口部が略矩形状となるように整形する動作を行うこと
　を特徴とする請求項９に記載の梱包装置。
【請求項１２】
　前記箱体へ前記梱包物が収納されるのに先立って、前記箱体の有するフラップを外側に
開いた状態のまま保持する保持機構
　をさらに備えることを特徴とする請求項１、６または９に記載の梱包装置。
【請求項１３】
　前記第１のアーム部および前記第２のアーム部は、１つの双腕ロボットが備えるアーム
部であることを特徴とする請求項１～１２のいずれか一つに記載の梱包装置。
【請求項１４】
　箱体へ梱包物を整列させて収納するにあたり、前記箱体の内部における前記梱包物の収
納位置を、行をｍ、列をｎとした行列であらわすものとし、行ｍは、前記箱体の一側面か
ら対向する側面へ向けて順次増加し、列ｎは、前記箱体の両端に近い方から交互に順次増
加するものとした場合に、第（ｎ－１）列の第２行目から第ｍ行目（ｍ≧２，ｎ≧３）に
収納される前記梱包物の角部を第ｎ列寄りに残し、該角部の側壁を利用して、第ｎ列に収
納される前記梱包物の収納位置を規定すること
　を含むことを特徴とする梱包方法。
【請求項１５】
　第１のエンドエフェクタおよび第２のエンドエフェクタと、前記第１のエンドエフェク
タを具備する第１のアーム部および前記第２のエンドエフェクタを具備する第２のアーム
部と、紙類が１枚ずつ載置される場所である紙折り作業台とを備え、前記第１のエンドエ
フェクタは、平たい略角柱状の形状を有して形成された位置決めツールを含み、前記第２
のエンドエフェクタは、略角柱状の形状を有して形成された折りツールを含んでいる梱包
装置を用いた梱包方法であって、
　折り畳まれた状態の梱包材から組み立てられた箱体へ梱包物を収納するに際して、前記
第１のエンドエフェクタおよび前記第２のエンドエフェクタを用いて前記梱包物が有する
対角の少なくとも一方を保持しながら、該梱包物を移動させることと、
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　前記紙折り作業台へ前記紙類が載置された場合に、該紙類の上へ前記位置決めツールを
置いて前記紙類の折り目予定位置へ合わせた後、前記折りツールを前記位置決めツールの
側端部へ当接させて前記位置決めツールの延在方向に往復させることで折り目を付け、前
記紙類を折り畳むことと
　を含むことを特徴とする梱包方法。
【請求項１６】
　物体を吸着する吸着部をそれぞれ有する第１のエンドエフェクタおよび第２のエンドエ
フェクタと、前記第１のエンドエフェクタを具備する第１のアーム部および前記第２のエ
ンドエフェクタを具備する第２のアーム部とを備える梱包装置を用いた梱包方法であって
、
　折り畳まれた状態の梱包材から箱体を組み立てるに際して、前記梱包材の対向する側面
部を前記吸着部によって互いに斜向かいとなる位置で保持させつつ、前記梱包材を立体的
に展開することと、
　前記箱体へ梱包物を収納するに際して、前記第１のエンドエフェクタおよび前記第２の
エンドエフェクタを用いて前記梱包物が有する対角の少なくとも一方を保持しながら、該
梱包物を移動させることと
　を含むことを特徴とする梱包方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　開示の実施形態は、梱包装置および梱包方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、折り畳まれた状態の段ボールを箱型に組み立てる組立装置が知られている。かか
る組立装置は、折り畳まれた状態の段ボールを立体的に展開してフラップを折り曲げ、折
り曲げられたフラップ同士の合わせ目を粘着テープ等で接合することによって、段ボール
を箱型の形状に組み立てる。
【０００３】
　また、さらに近年、上述した段ボールの組み立て作業だけでなく、組み立てられた段ボ
ールへ梱包物を収納する収納作業や、梱包物が収納された後の段ボールの封止作業といっ
た一連の梱包作業を１台のロボットを動作させつつ行う技術も提案されている（たとえば
、特許文献１参照）。
【０００４】
　なお、特許文献１に開示の技術では、ロボットは、１つのアーム部を備える単腕ロボッ
トであり、アーム部の先端に設けられた特殊なエンドエフェクタを用いて段ボールを立体
的に展開する作業を行う。
【０００５】
　ここで、特殊なエンドエフェクタには、吸着機構と、折り曲げ機構とが設けられている
。吸着機構は、折り畳まれた状態の段ボールの一側面およびこの側面に連接する他の側面
を吸着する。また、折り曲げ機構は、吸着機構により吸着された段ボールの２つの側面の
うちの一側面を他の側面に対して９０度の角度に折り曲げる。これにより、段ボールが立
体的に展開される。
【０００６】
　また、梱包物の収納作業および段ボールの封止作業には、それぞれ充填装置や封緘機と
いった専用装置が用いられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平１１－７０９１７号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上述した従来技術には、低コストかつ省スペースで品質の高い梱包作業
を行うという点で更なる改善の余地がある。
【０００９】
　たとえば、上述の従来技術では、梱包作業を構成する各種作業用にそれぞれ専用装置を
設ける必要があるため、コストや設置スペースがかさみやすかった。
【００１０】
　また、梱包作業には、合紙や伝票、送付票といった紙類を折り畳んで段ボール表面の袋
に収納するといった作業もあるが、かかる作業にも専用装置を用いるとなるとさらにコス
トや設置スペースがかさんでしまう。
【００１１】
　また、上述の従来技術では、特殊なエンドエフェクタで段ボールの連接する側面１組の
みを吸着しつつ折り曲げるものであるが、重量のある大型の段ボールの場合、自重等で段
ボールがたわみ、適正な形状に組み立てられないおそれがある。すなわち、梱包作業の品
質を高く保つうえでは不十分である。
【００１２】
　実施形態の一態様は、上記に鑑みてなされたものであって、低コストかつ省スペースで
品質の高い梱包作業を行うことができる梱包装置および梱包方法を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　実施形態の一態様に係る梱包装置は、第１のエンドエフェクタおよび第２のエンドエフ
ェクタと、第１のアーム部および第２のアーム部とを備える。前記第１のアーム部は、前
記第１のエンドエフェクタを具備する。前記第２のアーム部は、前記第２のエンドエフェ
クタを具備する。また、前記第１のアーム部および前記第２のアーム部は、折り畳まれた
状態の梱包材から組み立てられた箱体へ梱包物を収納するに際して、前記第１のエンドエ
フェクタおよび前記第２のエンドエフェクタを用いて前記梱包物が有する対角の少なくと
も一方を保持しながら、該梱包物を移動させる動作を行うとともに、前記箱体の内部にお
ける前記梱包物の収納位置を、行をｍ、列をｎとした行列であらわすものとし、行ｍは、
前記箱体の一側面から対向する側面へ向けて順次増加し、列ｎは、前記箱体の両端に近い
方から交互に順次増加するものとした場合に、第（ｎ－１）列の第２行目から第ｍ行目（
ｍ≧２，ｎ≧３）に収納される前記梱包物の角部を第ｎ列寄りに残したまま一旦移動を止
め、該角部の側壁を利用して、第ｎ列に収納される前記梱包物の収納位置を規定する動作
を行う。
【発明の効果】
【００１４】
　実施形態の一態様によれば、効率よく、かつ、品質高く、被加工品に対する部品の実装
を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、実施形態に係る梱包装置の全体構成を示す平面模式図である。
【図２Ａ】図２Ａは、ロボットの構成を示す正面模式図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、ロボットの構成を示す上面模式図である。
【図３Ａ】図３Ａは、右ハンドの構成を示す斜視模式図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、左ハンドの構成を示す斜視模式図である。
【図４】図４は、段ボール供給台の構成を示す斜視模式図である。
【図５Ａ】図５Ａは、段ボール供給台から段ボールを取り出す動作の説明図（その１）で
ある。
【図５Ｂ】図５Ｂは、段ボール供給台から段ボールを取り出す動作の説明図（その２）で
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ある。
【図６Ａ】図６Ａは、段ボールの展開動作の説明図（その１）である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、段ボールの展開動作の説明図（その２）である。
【図７Ａ】図７Ａは、右ハンドおよび左ハンドによる保持位置を示す模式図（その１）で
ある。
【図７Ｂ】図７Ｂは、右ハンドおよび左ハンドによる保持位置を示す模式図（その２）で
ある。
【図８Ａ】図８Ａは、段ボールの展開動作の説明図（その３）である。
【図８Ｂ】図８Ｂは、段ボールの展開動作の説明図（その４）である。
【図８Ｃ】図８Ｃは、段ボールの展開動作の説明図（その５）である。
【図８Ｄ】図８Ｄは、段ボールの展開動作の説明図（その６）である。
【図９Ａ】図９Ａは、固定装置を用いて段ボールを固定する動作の説明図（その１）であ
る。
【図９Ｂ】図９Ｂは、固定装置を用いて段ボールを固定する動作の説明図（その２）であ
る。
【図９Ｃ】図９Ｃは、固定装置を用いて段ボールを固定する動作の説明図（その３）であ
る。
【図１０Ａ】図１０Ａは、段ボールを回転させる動作の説明図（その１）である。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、段ボールを回転させる動作の説明図（その２）である。
【図１０Ｃ】図１０Ｃは、段ボールを回転させる動作の説明図（その３）である。
【図１０Ｄ】図１０Ｄは、段ボールを回転させる動作の説明図（その４）である。
【図１０Ｅ】図１０Ｅは、段ボールを回転させる動作の説明図（その５）である。
【図１１Ａ】図１１Ａは、内フラップを折り曲げる動作の説明図（その１）である。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、内フラップを折り曲げる動作の説明図（その２）である。
【図１１Ｃ】図１１Ｃは、内フラップを折り曲げる動作の説明図（その３）である。
【図１２Ａ】図１２Ａは、外フラップを折り曲げる動作の説明図（その１）である。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、外フラップを折り曲げる動作の説明図（その２）である。
【図１２Ｃ】図１２Ｃは、外フラップを折り曲げる動作の説明図（その３）である。
【図１３Ａ】図１３Ａは、粘着テープを貼着する動作の説明図（その１）である。
【図１３Ｂ】図１３Ｂは、粘着テープを貼着する動作の説明図（その２）である。
【図１３Ｃ】図１３Ｃは、粘着テープを貼着する動作の説明図（その３）である。
【図１３Ｄ】図１３Ｄは、粘着テープを貼着する動作の説明図（その４）である。
【図１３Ｅ】図１３Ｅは、粘着テープを貼着する動作の説明図（その５）である。
【図１３Ｆ】図１３Ｆは、粘着テープを貼着する動作の説明図（その６）である。
【図１４Ａ】図１４Ａは、収納動作前に段ボールを回転させる動作の説明図（その１）で
ある。
【図１４Ｂ】図１４Ｂは、収納動作前に段ボールを回転させる動作の説明図（その２）で
ある。
【図１５Ａ】図１５Ａは、収納動作のための準備動作の説明図（その１）である。
【図１５Ｂ】図１５Ｂは、収納動作のための準備動作の説明図（その２）である。
【図１５Ｃ】図１５Ｃは、収納動作のための準備動作の説明図（その３）である。
【図１６Ａ】図１６Ａは、Ｌ字型ツールの構成を示す斜視模式図である。
【図１６Ｂ】図１６Ｂは、ロボットが化粧箱を保持した様子を示す模式図である。
【図１６Ｃ】図１６Ｃは、保持された化粧箱をごく模式的に示した平面模式図である。
【図１７Ａ】図１７Ａは、２×３の収納手順の説明図（その１）である。
【図１７Ｂ】図１７Ｂは、２×３の収納手順の説明図（その２）である。
【図１７Ｃ】図１７Ｃは、２×３の収納手順の説明図（その３）である。
【図１７Ｄ】図１７Ｄは、２×３の収納手順の説明図（その４）である。
【図１７Ｅ】図１７Ｅは、２×３の収納手順の説明図（その５）である。
【図１７Ｆ】図１７Ｆは、２×３の収納手順の説明図（その６）である。
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【図１７Ｇ】図１７Ｇは、２×３の収納手順の説明図（その７）である。
【図１７Ｈ】図１７Ｈは、２×３の収納手順の説明図（その８）である。
【図１８Ａ】図１８Ａは、２×４の収納手順の説明図（その１）である。
【図１８Ｂ】図１８Ｂは、２×４の収納手順の説明図（その２）である。
【図１８Ｃ】図１８Ｃは、２×４の収納手順の説明図（その３）である。
【図１８Ｄ】図１８Ｄは、２×４の収納手順の説明図（その４）である。
【図１８Ｅ】図１８Ｅは、２×４の収納手順の説明図（その５）である。
【図１８Ｆ】図１８Ｆは、２×４の収納手順の説明図（その６）である。
【図１８Ｇ】図１８Ｇは、２×４の収納手順の説明図（その７）である。
【図１８Ｈ】図１８Ｈは、２×４の収納手順の説明図（その８）である。
【図１８Ｉ】図１８Ｉは、２×４の収納手順の説明図（その９）である。
【図１８Ｊ】図１８Ｊは、２×４の収納手順の説明図（その１０）である。
【図１９Ａ】図１９Ａは、３×３の収納手順の説明図（その１）である。
【図１９Ｂ】図１９Ｂは、３×３の収納手順の説明図（その２）である。
【図１９Ｃ】図１９Ｃは、３×３の収納手順の説明図（その３）である。
【図１９Ｄ】図１９Ｄは、３×３の収納手順の説明図（その４）である。
【図１９Ｅ】図１９Ｅは、３×３の収納手順の説明図（その５）である。
【図１９Ｆ】図１９Ｆは、３×３の収納手順の説明図（その６）である。
【図１９Ｇ】図１９Ｇは、３×３の収納手順の説明図（その７）である。
【図１９Ｈ】図１９Ｈは、３×３の収納手順の説明図（その８）である。
【図１９Ｉ】図１９Ｉは、３×３の収納手順の説明図（その９）である。
【図１９Ｊ】図１９Ｊは、３×３の収納手順の説明図（その１０）である。
【図１９Ｋ】図１９Ｋは、３×３の収納手順の説明図（その１１）である。
【図１９Ｌ】図１９Ｌは、３×３の収納手順の説明図（その１２）である。
【図１９Ｍ】図１９Ｍは、３×３の収納手順の説明図（その１３）である。
【図２０Ａ】図２０Ａは、折りツールの構成を示す斜視模式図である。
【図２０Ｂ】図２０Ｂは、位置決めツールの構成を示す斜視模式図である。
【図２０Ｃ】図２０Ｃは、紙折り作業台の構成を示す斜視模式図である。
【図２１Ａ】図２１Ａは、紙折り動作の説明図（その１）である。
【図２１Ｂ】図２１Ｂは、紙折り動作の説明図（その２）である。
【図２１Ｃ】図２１Ｃは、紙折り動作の説明図（その３）である。
【図２１Ｄ】図２１Ｄは、紙折り動作の説明図（その４）である。
【図２１Ｅ】図２１Ｅは、紙折り動作の説明図（その５）である。
【図２１Ｆ】図２１Ｆは、紙折り動作の説明図（その６）である。
【図２１Ｇ】図２１Ｇは、紙折り動作の説明図（その７）である。
【図２１Ｈ】図２１Ｈは、紙折り動作の説明図（その８）である。
【図２２Ａ】図２２Ａは、紙収納動作の説明図（その１）である。
【図２２Ｂ】図２２Ｂは、紙収納動作の説明図（その２）である。
【図２２Ｃ】図２２Ｃは、紙収納動作の説明図（その３）である。
【図２２Ｄ】図２２Ｄは、紙収納動作の説明図（その４）である。
【図２２Ｅ】図２２Ｅは、紙収納動作の説明図（その５）である。
【図２２Ｆ】図２２Ｆは、紙収納動作の説明図（その６）である。
【図２２Ｇ】図２２Ｇは、紙収納動作の説明図（その７）である。
【図２２Ｈ】図２２Ｈは、紙収納動作の説明図（その８）である。
【図２２Ｉ】図２２Ｉは、紙収納動作の説明図（その９）である。
【図２２Ｊ】図２２Ｊは、紙収納動作の説明図（その１０）である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、添付図面を参照して、本願の開示する梱包装置および梱包方法の実施形態を詳細
に説明する。なお、以下に示す実施形態によりこの発明が限定されるものではない。たと
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えば、以下では、梱包材として段ボールを使用する場合の例について説明するが、梱包材
は、段ボールに限らず、たとえば紙袋や封筒といった平面的に折り畳むことができる他の
梱包材であってもよい。
【００１７】
　また、以下では、段ボールに収納される梱包物が、直方体状の形状を有する化粧箱であ
るものとして説明を行う。また、以下では、ロボットのアーム先端に取り付けられるエン
ドエフェクタ（すなわち、ロボットハンド）については、「ハンド」と記載する。
【００１８】
［１．全体構成］
　図１は、実施形態に係る梱包装置１００の全体構成を示す平面模式図である。なお、図
１には、説明を分かりやすくするために、鉛直上向きを正方向とするＺ軸を含む３次元の
直交座標系を図示している。かかる直交座標系は、以下の説明で用いる他の図面において
も示す場合がある。
【００１９】
　また、以下では、複数個で構成される構成要素については、複数個のうちの一部にのみ
符号を付し、その他については符号の付与を省略する場合がある。かかる場合、符号を付
した一部とその他とは同様の構成であるものとする。
【００２０】
　図１に示すように、実施形態に係る梱包装置１００は、ロボット１と、段ボール供給台
２と、組立作業台３と、収納作業台４と、梱包物供給台５と、紙置き台６と、紙折り作業
台７とを備える。また、梱包装置１００は、ツールホルダ８および９を備える。
【００２１】
　ロボット１は、２つのアームを有し、軸ＳＷまわりに旋回可能に設けられる、双腕型の
多軸ロボットである。また、ロボット１は、いわゆる汎用ロボットである。すなわち、ロ
ボット１は、各アームの先端部に設けられたハンドを用途に応じて付け替えたり、ハンド
で種々の工具（ツール）を持ち替えたりすることで、様々な作業に利用することができる
。
【００２２】
　ロボット１やハンド、ツール等の具体的な構成については、図２Ａおよび図２Ｂ等を用
いて後述する。なお、ロボット１の動作は、図示略の制御装置によって制御される。
【００２３】
　段ボール供給台２は、折り畳まれた状態の段ボール２０が載置される場所である。段ボ
ール供給台２への段ボール２０の載置は、作業員によって行われてもよいし、ベルトコン
ベア等の搬送装置によって行われてもよい。
【００２４】
　段ボール２０は、成形することによって直方体の箱となる一般的な段ボールである。具
体的には、段ボール２０は、側面部２１と、内フラップ２２と、外フラップ２３とを備え
る。側面部２１は、箱型に成形された段ボール２０の側壁となる部位である。
【００２５】
　内フラップ２２および外フラップ２３は、各側面部２１の他の側面部２１と連接しない
縁部に設けられる。外フラップ２３は、成形することによって段ボール２０の底面または
上面となるフラップである。内フラップ２２は、成形時に外フラップ２３よりも段ボール
２０の内側に折り込まれるフラップである。
【００２６】
　組立作業台３は、立体的に展開された段ボール２０が置かれる場所である。組立作業台
３は、固定装置３０を備える。固定装置３０は、立体的に展開された段ボール２０の側面
部２１を図中のＸ軸方向から支持することによって、段ボール２０を宙に浮いた状態で固
定する。
【００２７】
　組立作業台３では、段ボール２０の底面を形成するために、内フラップ２２および外フ
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ラップ２３を折り曲げ、折り曲げた外フラップ２３の両先端部に対して粘着テープを貼着
して段ボール２０の底面を閉じる「組立作業」がロボット１によって行われる。
【００２８】
　なお、固定装置３０の構成や、段ボール２０の固定装置３０への固定方法、内フラップ
２２および外フラップ２３の折り曲げ作業といった「組立作業」の具体的な内容について
は、図９Ａ～図１４Ｂを用いて後述する。
【００２９】
　収納作業台４は、底面が形成された段ボール２０が、かかる底面を下へ向けて載置され
る場所である。収納作業台４は、固定装置４０を備える。固定装置４０は、段ボール２０
の側面部２１を図中のＹ軸方向から支持することによって、段ボール２０をＹ軸方向につ
いて位置決めし、固定する。なお、Ｘ軸方向についての位置決めは、ロボット１によって
行われる。
【００３０】
　収納作業台４では、段ボール２０へ化粧箱ＢＸを収納し、段ボール２０の上面を粘着テ
ープで閉じる「収納作業」がロボット１によって行われる。なお、「収納作業」では、収
納作業台４が備える仮置き台４ａと、吸着部４ｂと、噴射部４ｃとが用いられる。
【００３１】
　また、「収納作業」には、段ボール２０の側面に設けられた袋２４（図示略）に、伝票
や送付票といった紙類ＰＰを収納する「紙収納作業」が含まれる。
【００３２】
　なお、固定装置４０の構成や、化粧箱ＢＸの段ボール２０への収納方法、紙収納作業と
いった「収納作業」の具体的な内容については、図１５Ａ以降を用いて後述する。
【００３３】
　梱包物供給台５は、製品等が収納された化粧箱ＢＸが載置される場所である。梱包物供
給台５への化粧箱ＢＸの載置は、段ボール２０の場合と同様に、作業員によって行われて
もよいし、ベルトコンベア等の搬送装置によって行われてもよい。
【００３４】
　紙置き台６は、上述の紙類ＰＰがあらかじめ載置される台である。紙折り作業台７は、
段ボール２０の袋２４に収納される紙類ＰＰが紙置き台６から搬送され、載置される場所
である。紙折り作業台７では、紙類ＰＰを段ボール２０の袋２４（後述）に収納可能な大
きさに折る「紙折り作業」がロボット１によって行われる。
【００３５】
　なお、紙折り作業台７の構成を含む「紙折り作業」の具体的な内容については、図２０
Ａ～図２１Ｈを用いて後述する。
【００３６】
　ツールホルダ８および９は、ロボット１が必要に応じて用いる各種ツールの収納部であ
る。たとえば、ツールホルダ８には、粘着テープの本体部を含む貼着用ツールであるテー
プカートリッジ１５６が収納される。そして、ロボット１は、上述の「組立作業」または
「収納作業」に際して、かかるテープカートリッジ１５６をツールホルダ８から取り出し
て使用する。
【００３７】
　また、たとえば、「収納作業」時に化粧箱ＢＸを保持するためのツールとして、ツール
ホルダ８にはＬ字型ツールＴ１が、ツールホルダ９にはＬ字型ツールＴ２が、それぞれ収
納される。そして、ロボット１は、「収納作業」に際して、かかるＬ字型ツールＴ１およ
びＴ２を、それぞれツールホルダ８および９から取り出して使用する。
【００３８】
　また、たとえば、上述の「紙折り作業」用のツールとして、ツールホルダ８には折りツ
ールＴ３が、ツールホルダ９には位置決めツールＴ４が、それぞれ収納される。そして、
ロボット１は、「紙折り作業」に際して、かかる折りツールＴ３および位置決めツールＴ
４を、それぞれツールホルダ８および９から取り出して使用する。
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【００３９】
　テープカートリッジ１５６、Ｌ字型ツールＴ１、Ｔ２、折りツールＴ３および位置決め
ツールＴ４の構成や使用方法の具体的な内容については後述する。
【００４０】
　梱包装置１００は、上述のように構成され、双腕ロボットであるロボット１が、両アー
ムの多軸動作および軸ＳＷまわりの旋回動作を組み合わせながら、まず、扁平に折り畳ま
れた状態の段ボール２０を立体的に展開させつつ段ボール供給台２から組立作業台３へ移
動させる。
【００４１】
　そして、ロボット１は、組立作業台３において内フラップ２２および外フラップ２３を
折り曲げ、折り曲げた外フラップ２３に対して粘着テープを貼着する「組立作業」を行う
。さらに、ロボット１は、収納作業台４において段ボール２０へ化粧箱ＢＸを収納する「
収納作業」を行う。
【００４２】
　このように、本実施形態に係る梱包装置１００では、ロボット１が、「組立作業」およ
び「収納作業」からなる一連の「梱包作業」を行う。以下では、ロボット１の構成および
ロボット１が行う各種動作について具体的に説明する。
【００４３】
［２．ロボットの構成］
　次に、ロボット１の構成例について、図２Ａおよび図２Ｂを用いて説明する。図２Ａは
、ロボット１の構成を示す正面模式図であり、図２Ｂは、ロボット１の構成を示す上面模
式図である。
【００４４】
　図１の説明でも述べたが、図２Ａに示すように、ロボット１は、双腕型の多軸ロボット
である。具体的には、ロボット１は、基台部１０と、胴体部１１と、右アーム部１２と、
左アーム部１３とを備える。
【００４５】
　基台部１０は、床面などに固定され、先端部において胴体部１１を軸ＳＷまわりに旋回
が可能となるように支持する（軸ＳＷまわりの両矢印参照）。
【００４６】
　胴体部１１は、基端部を基台部１０によって支持され、右肩部において右アーム部１２
の基端部を軸Ｓまわりに回動が可能となるように支持する。同様に、左肩部において左ア
ーム部１３の基端部を軸Ｓまわりに回動が可能となるように支持する（いずれも軸Ｓまわ
りの両矢印参照）。
【００４７】
　右アーム部１２および左アーム部１３はそれぞれ、複数個のリンクと関節部によって構
成され、基端部から先端部にかけての各関節部において、軸Ｓ、軸Ｅおよび軸Ｔまわりの
回動が可能となるように設けられる（軸Ｓ、軸Ｅおよび軸Ｔまわりの両矢印参照）。
【００４８】
　また、図２Ｂに示すように、右アーム部１２および左アーム部１３はそれぞれ、軸Ｌ、
軸Ｕ、軸Ｒおよび軸Ｂまわりの回動が可能である（軸Ｌ、軸Ｕ、軸Ｒおよび軸Ｂまわりの
両矢印参照）。すなわち、ロボット１は、１個のアームにつき７軸を有している。
【００４９】
　そして、ロボット１は、制御装置（図示略）からの動作指示に基づき、かかる７軸のア
ーム２個分と、軸ＳＷまわりの旋回を組み合わせた多様な多軸動作を行うこととなる。な
お、制御装置からの動作指示は、具体的には、ロボット１の各関節部に搭載されたアクチ
ュエータそれぞれに対する駆動指示として与えられる。
【００５０】
　そして、右アーム部１２の軸Ｔまわりの先端部には右ハンド１４（後述）が、左アーム
部１３の軸Ｔまわりの先端部には左ハンド１５（後述）が、それぞれ取り付けられる。
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【００５１】
［３．ハンドの構成］
　次に、ロボット１が備える右ハンド１４および左ハンド１５の構成について、図３Ａお
よび図３Ｂを用いて説明する。
【００５２】
　まず、右ハンド１４の構成について図３Ａを用いて説明する。図３Ａは、右ハンド１４
の構成を示す斜視模式図である。なお、本実施形態では、右ハンド１４が、第１のエンド
エフェクタの一例であり、右アーム部１２が、第１のアーム部の一例である。
【００５３】
　図３Ａに示すように、右ハンド１４は、右アーム部１２のアーム先端部１２１に対して
設けられる。右アーム部１２のアーム先端部１２１は、右ハンド１４を、軸Ｔ（図２Ａ参
照）まわりに回転可能に保持する。
【００５４】
　また、図３Ａに示すように、右ハンド１４は、２つの吸着部１４５および１４６と、挟
持部１４７とを備える。吸着部１４５は、右アーム部１２の軸Ｔに沿って設けられる。こ
の吸着部１４５は、後述するように、段ボール２０を回転させる動作を行う場合等に用い
られる。
【００５５】
　一方、吸着部１４６は、軸Ｔに対して垂直な向きに設けられる。この吸着部１４６は、
後述するように、段ボール２０を立体的に展開させる動作を行う場合等に用いられる。な
お、吸着部１４５および１４６は、真空ポンプ等の吸引装置によって発生する吸引力を用
いて物体を吸着する。
【００５６】
　挟持部１４７は、後述するように、折り畳まれた状態の段ボール２０を段ボール供給台
２から取り出す場合に用いられる。具体的には、挟持部１４７は、第１爪部１４７ａと、
第２爪部１４７ｂと、駆動部１４７ｃと、シャフト１４７ｄとを備える。
【００５７】
　挟持部１４７は、駆動部１４７ｃを用いてシャフト１４７ｄを延在方向に沿って移動さ
せることで、シャフト１４７ｄに連結された第２爪部１４７ｂが、第１爪部１４７ａへ向
かって移動する。これにより、第１爪部１４７ａおよび第２爪部１４７ｂの間に位置する
物体が第１爪部１４７ａおよび第２爪部１４７ｂによって挟まれ、支持される。
【００５８】
　つづいて、左ハンド１５の構成について図３Ｂを用いて説明する。図３Ｂは、左ハンド
１５の構成を示す斜視模式図である。なお、図３Ｂには、左ハンド１５にテープカートリ
ッジ１５６が装着された状態を示している。また、本実施形態では、左ハンド１５が第２
のエンドエフェクタの一例であり、左アーム部１３が第２のアーム部の一例である。
【００５９】
　図３Ｂに示すように、左ハンド１５は、左アーム部１３のアーム先端部１３１に対して
設けられる。左アーム部１３のアーム先端部１３１は、左ハンド１５を、軸Ｔまわりに回
転可能に保持する。
【００６０】
　左ハンド１５は、テープカートリッジ１５６と、挟持部１５７と、吸着部１５８とを備
える。テープカートリッジ１５６は、テープ本体部１５６ａと、ケーシング１５６ｂと、
ローラ１５６ｃと、切断部１５６ｄと、被挟持部１５６ｅとを備える。
【００６１】
　テープ本体部１５６ａは、環状の芯部１６０に粘着テープを多重に巻き付けた部材であ
る。テープ本体部１５６ａは、ケーシング１５６ｂに対して芯部１６０が保持されること
により、ケーシング１５６ｂに回転自在に装着される。
【００６２】
　ケーシング１５６ｂは、たとえば、テープ本体部１５６ａの周面および側面を覆う部材
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である。かかるケーシング１５６ｂには、テープ本体部１５６ａの芯部１６０と略同形の
開口部が形成される。
【００６３】
　ローラ１５６ｃは、ケーシング１５６ｂに対して回転自在に取り付けられた円柱状の部
材である。ローラ１５６ｃは、テープ本体部１５６ａから引き出された粘着テープを貼着
対象である段ボール２０へ押圧する。切断部１５６ｄは、ケーシング１５６ｂに設けられ
、テープ本体部１５６ａから引き出された粘着テープを切断するカッターである。
【００６４】
　被挟持部１５６ｅは、挟持部１５７によって挟持される部位である。被挟持部１５６ｅ
が挟持部１５７によって挟持されることにより、テープカートリッジ１５６は、左ハンド
１５に対して装着された状態となる。
【００６５】
　挟持部１５７は、挟持機構である。具体的には、挟持部１５７は、第１爪部１５７ａと
、第２爪部１５７ｂと、駆動部１５７ｃと、シャフト１５７ｄとを備える。
【００６６】
　挟持部１５７は、駆動部１５７ｃを用いてシャフト１５７ｄを延在方向に沿って移動さ
せることで、シャフト１５７ｄに連結された第２爪部１５７ｂが、第１爪部１５７ａに向
かって移動する。これにより、第１爪部１５７ａおよび第２爪部１５７ｂの間に位置する
物体が第１爪部１５７ａおよび第２爪部１５７ｂによって挟まれ、支持される。
【００６７】
　このように、実施形態に係る梱包装置１００では、テープカートリッジ１５６が、第１
のハンドである左ハンド１５に対して着脱自在に取り付けられる。このため、実施形態に
係る梱包装置１００によれば、たとえば、テープ本体部１５６ａの交換作業等を容易に行
うことができる。
【００６８】
　吸着部１５８は、左アーム部１３の軸Ｔに沿って設けられる。この吸着部１５８は、右
ハンド１４が備える吸着部１４５と同様に、段ボール２０を回転させる動作を行う場合等
に用いられる。
【００６９】
　なお、吸着部１５８は、テープカートリッジ１５６のケーシング１５６ｂに形成された
開口部を介してテープ本体部１５６ａの芯部１６０に挿通される。このように、テープ本
体部１５６ａの芯部１６０に挿通される位置に吸着部１５８を配置することにより、左ハ
ンド１５の大型化を抑えることができる。
【００７０】
［４．段ボール供給台の構成］
　次に、段ボール供給台２の構成について図４を用いて説明する。図４は、段ボール供給
台２の構成を示す斜視模式図である。
【００７１】
　図４に示すように、段ボール供給台２は、支柱２０１と、土台２０２と、枠体２０３ａ
～２０３ｄとを備える。支柱２０１は、土台２０２を所定の高さに位置させるための部材
である。土台２０２は、折り畳まれた状態の段ボール２０と略同形の板状部材であり、支
柱２０１によって支持される。
【００７２】
　枠体２０３ａ～２０３ｄは、段ボール２０が積層された状態を維持するために、土台２
０２の四隅にそれぞれ設けられる部材である。枠体２０３ａ～２０３ｄは、鉛直方向に沿
って立設されており、土台２０２上に載置された段ボール２０の四隅にそれぞれ当接する
。
【００７３】
　枠体２０３ａ～２０３ｄのうち、組立作業台３側に配置される２つの枠体２０３ｃおよ
び２０３ｄには、水平方向に延在するフランジ部２０４が形成される。このフランジ部２
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０４は、段ボール供給台２から取り出した段ボール２０を一時的に載置するための仮置き
場として用いられる。かかる点については、図６Ａおよび図６Ｂを用いて後述する。
【００７４】
［５．段ボールの取り出し動作］
　次に、段ボール供給台２から段ボール２０を取り出す動作について図５Ａおよび図５Ｂ
を用いて説明する。図５Ａおよび図５Ｂは、段ボール供給台２から段ボール２０を取り出
す動作の説明図（その１）および（その２）である。
【００７５】
　図５Ａに示すように、ロボット１では、左アーム部１３が、段ボール供給台２に積層さ
れた段ボール２０のうち最上部に位置する段ボール２０を、左ハンド１５の吸着部１５８
を用いて吸着しながらわずかに持ち上げる。
【００７６】
　これにより、最上部に位置する段ボール２０とその１つ下に位置する段ボール２０との
間に、右ハンド１４が備える挟持部１４７の第１爪部１４７ａを入れ込むためのスペース
が形成される。
【００７７】
　つづいて、図５Ｂに示すように、ロボット１では、右アーム部１２が、左アーム部１３
によって持ち上げられた段ボール２０の両側面を、挟持部１４７を用いて挟持する。そし
て、ロボット１では、右アーム部１２が、挟持部１４７によって挟持された段ボール２０
を段ボール供給台２から移動させる。
【００７８】
　このように、実施形態に係る梱包装置１００では、ロボット１が、折り畳まれた状態で
多数積層された段ボール２０を段ボール供給台２から直接取り出すことができるため、作
業効率を高めることができる。
【００７９】
　また、実施形態に係る梱包装置１００では、ロボット１が、左ハンド１５の吸着部１５
８を用いて段ボール２０をわずかに持ち上げた後、持ち上げた段ボール２０を右ハンド１
４の挟持部１４７を用いて挟持する。このため、ロボット１は、多数積層された段ボール
２０のうちの１つを確実に挟持することができる。
【００８０】
　なお、ここでは、挟持部１４７および吸着部１５８を用いて段ボール２０を段ボール供
給台２から取り出す場合の例を示したが、ロボット１は、挟持部１４７のみを用いて段ボ
ール２０を段ボール供給台２から取り出してもよい。
【００８１】
［６．段ボールの展開動作および移動動作］
　次に、段ボール供給台２から取り出した段ボール２０の展開動作について図６Ａ～図８
Ｄを用いて説明する。図６Ａおよび図６Ｂは、段ボール２０の展開動作の説明図（その１
）および（その２）である。
【００８２】
　また、図７Ａおよび図７Ｂは、右ハンド１４および左ハンド１５による保持位置を示す
模式図（その１）および（その２）である。図７Ａには、段ボール供給台２へ載置された
段ボール２０の上面を、図７Ｂには、段ボール供給台２へ載置された段ボール２０の下面
をそれぞれ示している。
【００８３】
　なお、以下では、図７Ａおよび図７Ｂに示すように、段ボール２０が備える４つの側面
部２１のうち、上面側に位置する側面部２１をそれぞれ側面部２１ａ，２１ｂと呼び、下
面側に位置する側面部２１をそれぞれ側面部２１ｃ，２１ｄと呼ぶ。側面部２１ａは、段
ボール２０が立体的に展開された場合に、側面部２１ｄと対向する。また、側面部２１ｂ
は、段ボール２０が立体的に展開された場合に、側面部２１ｃと対向する。
【００８４】
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　また、以下では、側面部２１ａに連接する内フラップ２２をそれぞれ内フラップ２２ａ
，２２ｂと呼び、側面部２１ｂに連接する外フラップ２３をそれぞれ外フラップ２３ａ，
２３ｂと呼ぶ。
【００８５】
　同様に、以下では、側面部２１ｃに連接する外フラップ２３をそれぞれ外フラップ２３
ｃ，２３ｄと呼び、側面部２１ｄに連接する内フラップ２２をそれぞれ内フラップ２２ｃ
，２２ｄと呼ぶ。
【００８６】
　また、図８Ａ～図８Ｄは、段ボール２０の展開動作の説明図（その３）～（その６）で
ある。
【００８７】
　ロボット１は、段ボール供給台２から段ボール２０を取り出すと、取り出した段ボール
２０を、枠体２０３ｃ，２０３ｄの上部に形成されたフランジ部２０４に一時的に載置（
仮置き）する。
【００８８】
　その後、ロボット１は、右ハンド１４による段ボール２０の保持形態を、挟持部１４７
で段ボール２０を挟持した状態から、吸着部１４６で段ボール２０を吸着した状態へと切
り替える。
【００８９】
　そして、ロボット１は、右ハンド１４の吸着部１４６、および、左ハンド１５の吸着部
１５８が段ボール２０の両面を吸着した状態で、右アーム部１２および左アーム部１３を
駆動させることによって折り畳まれた状態の段ボール２０を立体的に展開する。
【００９０】
　以下、具体的に説明する。まず、図６Ａに示すように、ロボット１では、段ボール供給
台２から取り出した段ボール２０をフランジ部２０４に仮置きした後、仮置きした段ボー
ル２０が落下しないように、段ボール２０の上面を左ハンド１５の吸着部１５８で押さえ
付ける。
【００９１】
　このとき、図７Ａに示すように、たとえば、右ハンド１４の挟持部１４７は、中心線Ｃ
Ｌから逸れた側面部２１ｂの端部を保持点Ｐ１として挟持する。また、たとえば、左ハン
ド１５は、同様に中心線ＣＬから逸れた側面部２１ａの保持点Ｐ２を吸着部１５８で押さ
え付ける。
【００９２】
　すなわち、右ハンド１４および左ハンド１５は、中心線ＣＬを挟んで互いに斜向かいと
なる位置でそれぞれ段ボール２０を保持する。これにより、段ボール２０の自重等による
たわみや変形を抑えることができるので、品質の高い段ボール２０の組み立てに資するこ
とができる。すなわち、品質の高い梱包作業を行うことができる。
【００９３】
　つづいて、図６Ｂに示すように、ロボット１では、右アーム部１２が、段ボール２０か
ら挟持部１４７を放し、段ボール２０の下面を右ハンド１４の吸着部１４６を用いて吸着
する(図中の矢印６０１参照)。また、ロボット１では、左アーム部１３が、段ボール２０
の上面を左ハンド１５の吸着部１５８で吸着する。
【００９４】
　ここで、ロボット１は、折り畳まれた状態の段ボール２０の側面部２１ａ～２１ｄのう
ち、立体的に展開された状態において対向する側面部同士をそれぞれ吸着部１４６および
１５８を用いて吸着する。これにより、段ボール２０の側面部２１ａ～２１ｄのうち、隣
接する側面（たとえば、側面部２１ａおよび側面部２１ｂ）を、吸着部１４６および１５
８を用いて吸着する場合と比較して、単純な動作で段ボール２０を展開することができる
。
【００９５】
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　また、図７Ｂに示すようにこのとき、たとえば、左ハンド１５の吸着部１５８は、中心
線ＣＬから逸れた上述の側面部２１ａの保持点Ｐ２を吸着する。また、たとえば、右ハン
ド１４の吸着部１４６は、同様に中心線ＣＬから逸れた側面部２１ｄの保持点Ｐ３を吸着
する。
【００９６】
　すなわち、図７Ａの場合と同様に、右ハンド１４および左ハンド１５は、中心線ＣＬを
挟んで互いに斜向かいとなる位置でそれぞれ段ボール２０を吸着するので、段ボール２０
の自重等によるたわみや変形を抑えることができる。したがって、品質の高い段ボール２
０の組み立てに資することができる。すなわち、品質の高い梱包作業を行うことができる
。
【００９７】
　また、上述のように、実施形態に係る梱包装置１００では、段ボール供給台２の枠体２
０３ｃおよび２０３ｄに形成されたフランジ部２０４を、段ボール供給台２から取り出し
た段ボール２０の仮置き場として利用することとした。したがって、梱包装置１００の省
スペース化を図ることができる。
【００９８】
　また、左アーム部１３が、フランジ部２０４へ載置された段ボール２０の上面を左ハン
ド１５が備える吸着部１５８で下方へ押さえ付けることとした。
【００９９】
　これにより、フランジ部２０４および左ハンド１５によって段ボール２０が保持された
状態となるため、フランジ部２０４の大きさを段ボール２０と同程度とせずとも、段ボー
ル２０の落下を確実に防止することができる。また、フランジ部２０４を小さく形成でき
るため、梱包装置１００の省スペース化に資することができる。
【０１００】
　なお、梱包装置１００では、段ボール２０と同程度のフランジ部を枠体２０３ｃおよび
２０３ｄに形成してもよい。このようにすることで、左アーム部１３で段ボール２０の上
面を押さえておく必要がなくなる。
【０１０１】
　つづいて、ロボット１は、吸着部１４６および１５８が段ボール２０の両面を吸着した
状態で、右アーム部１２および左アーム部１３の双方またはいずれか一方を駆動させるこ
とによって、折り畳まれた状態の段ボール２０を立体的に展開する。
【０１０２】
　たとえば、図８Ａに示すように、ロボット１はまず、左アーム部１３を駆動させること
によって、図中のＹ軸方向からみた場合の段ボール２０の形状が略平行四辺形となるよう
に段ボール２０を立体的に起こす（図中の矢印８０１参照）。
【０１０３】
　つづいて、ロボット１は、図８Ｂに示すように、右アーム部１２および左アーム部１３
を駆動させることによって、段ボール２０をたとえば９０度回転させる（図中の矢印８０
２参照）。
【０１０４】
　これにより、図８Ｃに示すように、段ボール２０の長手方向をＸＹ平面（すなわち、水
平方向）に沿わせることができる。そして、ロボット１は、右アーム部１２および左アー
ム部１３をさらに駆動させることによって、図中のＹ軸方向からみた場合の段ボール２０
の形状が略矩形状に整うまで段ボール２０を立体的に展開する（図中の矢印８０３参照）
。
【０１０５】
　すなわち、図８Ｂに示すように、段ボール２０の長手方向を水平方向に沿わせる動作を
加えることによって、段ボール２０が大型のものであっても、容易に段ボール２０を立体
的に展開することが可能となる。
【０１０６】
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　また、梱包装置１００を大型化させることなく、段ボール２０のサイズの多様性に応え
ることができる。すなわち、梱包装置１００の省スペース化を図ることができる。
【０１０７】
　このように、実施形態に係る梱包装置１００は、段ボール２０を立体的に展開する動作
を、右アーム部１２および左アーム部１３を用いて行う。
【０１０８】
　そして、ロボット１は、図８Ｄに示すように、吸着部１４６および１５８が段ボール２
０の両面を吸着した状態で右アーム部１２および左アーム部１３を駆動させることによっ
て、段ボール２０の開口部が鉛直方向に沿うように段ボール２０を回転させる（図中の矢
印８０４参照）。
【０１０９】
　そして、ロボット１は、右アーム部１２および左アーム部１３を用いて段ボール２０を
組立作業台３へ移動させる。なお、ロボット１は、段ボール２０を展開する動作が終了し
たのち、段ボール２０を組立作業台３へ移動させる動作を開始してもよいし、段ボール２
０を展開する動作と、段ボール２０を組立作業台３へ移動させる動作とを並行して行って
もよい。
【０１１０】
［７．段ボールの組立動作］
　次に、組立作業台３において行われる段ボール２０の組立動作について説明する。組立
作業台３では、組立動作として、固定装置３０を用いて段ボール２０を固定する動作、段
ボール２０の底面側となる内フラップ２２および外フラップ２３を折り曲げる動作、外フ
ラップ２３の先端同士を粘着テープで接合して段ボール２０の底面を形成する動作が行わ
れる。
【０１１１】
　まず、固定装置３０を用いて段ボール２０を固定する動作について、図９Ａ～図９Ｃを
用いて説明する。図９Ａ～図９Ｃは、固定装置３０を用いて段ボール２０を固定する動作
の説明図（その１）～（その３）である。
【０１１２】
　図９Ａに示すように、固定装置３０は、第１支持部３１と、第２支持部３２と、駆動部
３３と、検知部３４とを備える。
【０１１３】
　第１支持部３１は、２つの吸着部３１ａ，３１ｂを備える。第２支持部３２は、第１支
持部３１と対向するように配置され、第１支持部３１と同様に２つの吸着部３２ａ，３２
ｂを備える。吸着部３１ａ、３１ｂ、３２ａ、３２ｂは、真空ポンプ等の吸引装置によっ
て発生する吸引力を用いて物体を吸着する。
【０１１４】
　駆動部３３は、たとえば第１支持部３１と第２支持部３２との間に設けられる。駆動部
３３は、モータ等の駆動装置を用いてシャフト３３ａをシャフト３３ａの延在方向に沿っ
て移動させる。シャフト３３ａの先端部は、第２支持部３２と連結されている。したがっ
て、駆動部３３がシャフト３３ａを駆動させることで、第２支持部３２は、第１支持部３
１へ向かって移動する。
【０１１５】
　検知部３４は、たとえば、光や超音波等を用いて物体を検知する近接センサである。固
定装置３０は、検知部３４によって段ボール２０が検知された場合に、駆動部３３を駆動
させることによって第２支持部３２を第１支持部３１に向かって移動させる。
【０１１６】
　そして、図９Ａに示すように、ロボット１は、固定装置３０の第１支持部３１と第２支
持部３２との間の空間に対して、立体的に展開された段ボール２０を位置させる。このと
き、ロボット１は、外フラップ２３が設けられた側面部２１（図７Ａ、図７Ｂに示す側面
部２１ｂおよび２１ｃ）が、第１支持部３１および第２支持部３２と対向するように段ボ
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ール２０を位置させる。
【０１１７】
　つづいて、図９Ｂに示すように、ロボット１は、段ボール２０の側面部２１が第１支持
部３１の吸着部３１ａおよび３１ｂに当接する位置まで段ボール２０を移動させる。
【０１１８】
　そして、段ボール２０の側面部２１が第１支持部３１の吸着部３１ａおよび３１ｂに当
接すると、検知部３４は、段ボール２０を検知する。検知部３４が段ボール２０を検知す
ると、駆動部３３は、第２支持部３２を第１支持部３１へ向かって移動させる。
【０１１９】
　そして、固定装置３０は、第２支持部３２を移動させた後、吸着部３１ａ、３１ｂ、３
２ａおよび３２ｂを用いて段ボール２０の側面部２１を吸着する。この結果、図９Ｃに示
すように、段ボール２０は、固定装置３０によって固定される。
【０１２０】
　ここで、図９Ｃに示すように、段ボール２０は、第２支持部３２から受ける押圧力によ
って、外フラップ２３が設けられた段ボール２０の側面部２１が、内側へやや撓んだ状態
で固定装置３０に固定される。
【０１２１】
　ところで、梱包装置１００の設置レイアウトや、段ボール供給台２において段ボール２
０が載置される向き等の都合により、組立作業台３に移動された段ボール２０は、底面側
となる外フラップ２３（および内フラップ２２）が、下方を向いている場合も考えられる
。
【０１２２】
　かかる場合、ロボット１は、段ボール２０の底面を形成するにあたり、段ボール２０を
回転させて底面側を上方へ向け、固定装置３０を用いて段ボール２０を固定し直す動作を
行う。かかる動作について、図１０Ａ～図１０Ｅを用いて説明する。
【０１２３】
　図１０Ａ～図１０Ｅは、段ボール２０を回転させる動作の説明図（その１）～（その５
）である。
【０１２４】
　図１０Ａに示すように、段ボール２０が、底面側となる外フラップ２３を下方に向けた
状態で固定装置３０に固定されたものとする。かかる場合、ロボット１は、段ボール２０
の向きを変えるべく回転させるため、右ハンド１４の吸着部１４５および左ハンド１５の
吸着部１５８を用いて、段ボール２０の側面部２１ａおよび２１ｄを吸着する。
【０１２５】
　なお、このとき、図１０Ｂに示すように、右ハンド１４の吸着部１４５および左ハンド
１５の吸着部１５８は、段ボール２０の側面部２１ａおよび２１ｄの中心点Ｃ１を吸着す
る。
【０１２６】
　そして、図１０Ｃに示すように、吸着部１４５および吸着部１５８によってそれぞれ中
心点Ｃ１が吸着された状態で、梱包装置１００は一旦、固定装置３０による段ボール２０
の固定を解く。
【０１２７】
　そして、かかる状態において、ロボット１は、右ハンド１４および左ハンド１５をそれ
ぞれ軸Ｔまわりに回転させ、段ボール２０の底面側となる外フラップ２３を上方へ向ける
（図中の矢印１００１参照）。これにより、段ボール２０は、側面部２１ａおよび２１ｄ
の中心点Ｃ１を貫く中心軸まわりに精度よく回転しつつ、その向きを変えることができる
。
【０１２８】
　ただし、このとき、段ボール２０は、内フラップ２２および外フラップ２３を折り曲げ
ていない状態、すなわち、開口部に支えのない状態で回転することとなるので、開口部の
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形状が略矩形状から略ひし形状に変形してしまうおそれがある。
【０１２９】
　そこで、ロボット１は、図１０Ｄおよび図１０Ｅに示すように、右ハンド１４の吸着部
１４５および左ハンド１５の吸着部１５８を、段ボール２０の側面部２１ａおよび２１ｄ
の互いに斜向かいとなる位置（保持点Ｐ４およびＰ５）へそれぞれ押し付ける（図中の矢
印１００２参照）。
【０１３０】
　これにより、梱包装置１００は、開口部に支えのない状態で段ボール２０を回転させた
場合であっても、開口部の形状をあらためて略矩形状に整えることができる。したがって
、品質の高い段ボール２０の組み立てに資することができる。すなわち、品質の高い梱包
作業を行うことができる。
【０１３１】
　なお、このように、底面側が上方となるように向きを変更され、開口部の形状を略矩形
状に整えられた段ボール２０は、図９Ａ～図９Ｃに示したのと同様の手順で、あらためて
固定装置３０を用いて組立作業台３に固定される。
【０１３２】
　次に、内フラップ２２を折り曲げる動作について図１１Ａ～図１１Ｃを用いて説明する
。図１１Ａ～図１１Ｃは、内フラップ２２を折り曲げる動作の説明図（その１）～（その
３）である。ここでは、図７Ａおよび図７Ｂに示した内フラップ２２ａ～２２ｄのうち、
内フラップ２２ｂおよび２２ｄを折り曲げる動作について説明する。
【０１３３】
　まず、ロボット１は、内フラップ２２ｂおよび２２ｄを折り曲げるに先立ち、図１１Ａ
に示すように、右アーム部１２および左アーム部１３を駆動し、右ハンド１４および左ハ
ンド１５を当接させて、外フラップ２３ｂおよび２３ｄを外側へ開く動作を行う（図中の
矢印１１０１参照）。
【０１３４】
　これにより、内フラップ２２ｂおよび２２ｄを折り曲げる際に、内フラップ２２ｂおよ
び２２ｄが外フラップ２３ｂおよび２３ｄの側端部にぶつかるのを防ぐことができる。し
たがって、品質の高い段ボール２０の組み立てに資することができる。すなわち、品質の
高い梱包作業を行うことができる。
【０１３５】
　そして、図１１Ｂに示すように、ロボット１は、右アーム部１２および左アーム部１３
を用いて、内フラップ２２ｂおよび２２ｄを段ボール２０の内側へ向かって折り曲げる（
図中の矢印１１０２参照）。
【０１３６】
　たとえば、ロボット１は、右ハンド１４を内フラップ２２ｄに当接させた状態で右アー
ム部１２を駆動させることによって、内フラップ２２ｄを段ボール２０の内側へ向かって
折り曲げる。また、ロボット１は、左ハンド１５を内フラップ２２ｂに当接させた状態で
左アーム部１３を駆動させることによって、内フラップ２２ｂを段ボール２０の内側へ向
かって折り曲げる。
【０１３７】
　ここで、図９Ｃを用いて既に説明したように、段ボール２０は、外フラップ２３が設け
られた段ボール２０の側面部２１が、内側へ撓んだ状態で固定装置３０に固定されている
。したがって、段ボール２０の内側へ折り曲げられた内フラップ２２ｂおよび２２ｄは、
段ボール２０の側面部２１に引っかかった状態となるため、内フラップ２２ｂおよび２２
ｄが段ボール２０の外側へ跳ね返るのを容易に抑えることができる。
【０１３８】
　そして、かかる内フラップ２２ｂおよび２２ｄの跳ね返りをより確実に防止するため、
ロボット１は、図１１Ｃに示すように、左アーム部１３および左ハンド１５を用いて、内
フラップ２２ｂおよび２２ｄを上から押さえ付ける動作を行う。
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【０１３９】
　次に、外フラップ２３を折り曲げる動作について図１２Ａ～図１２Ｃを用いて説明する
。図１２Ａ～図１２Ｃは、外フラップ２３を折り曲げる動作の説明図（その１）～（その
３）である。ここでは、図７Ａおよび図７Ｂに示した外フラップ２３ａ～２３ｄのうち、
外フラップ２３ｂおよび２３ｄを折り曲げる動作について説明する。
【０１４０】
　図１２Ａに示すように、ロボット１は、まず、右アーム部１２を用いて右ハンド１４を
外フラップ２３ｂへ当接させ、外フラップ２３ｂを途中まで折り曲げる（図中の矢印１２
０１参照）。
【０１４１】
　つづいて、図１２Ｂに示すように、ロボット１は、内フラップ２２ｂおよび２２ｄを上
から押さえ付けていた左アーム部１３および左ハンド１５を移動させて、左ハンド１５を
外フラップ２３ｄへ当接させる動作を行う（図中の矢印１２０２参照）。なお、このとき
、既に右ハンド１４によって外フラップ２３ｂが途中まで折り曲げられているので、内フ
ラップ２２ｂおよび２２ｄの跳ね返りを防止することができる。
【０１４２】
　そして、図１２Ｂに示すように、ロボット１は、途中まで折り曲げていた外フラップ２
３ｂを、右アーム部１２を用いて最後まで折り曲げる（図中の矢印１２０３参照）。
【０１４３】
　そして、図１２Ｃに示すように、ロボット１は、外フラップ２３ｄを、左アーム部１３
を用いて最後まで折り曲げる（図中の矢印１２０４参照）。これにより、図１２Ｃに示す
ように、外フラップ２３ｂおよび２３ｄは、先端部が互いに接した状態となる。
【０１４４】
　つづいて、ロボット１は、図１２Ｃに示す位置に置かれた左ハンド１５をそのまま同じ
位置に保持したまま、外フラップ２３ｂおよび２３ｄの合わせ目を粘着テープＴＰで接合
する動作に移行する。
【０１４５】
　つづいて、かかる外フラップ２３ａおよび２３ｃの合わせ目を粘着テープＴＰで接合す
る動作について、図１３Ａ～図１３Ｆを用いて説明する。図１３Ａ～図１３Ｆは、粘着テ
ープＴＰを貼着する動作の説明図（その１）～（その６）である。
【０１４６】
　図１３Ａに示すように、段ボール２０は、外フラップ２３ｂおよび２３ｄが折り曲げら
れた状態となっている。ロボット１は、この折り曲げられた状態の外フラップ２３ｂおよ
び２３ｄの跳ね返りを防止するために、左ハンド１５の挟持部１５７が備える第１爪部１
５７ａで外フラップ２３ｂおよび２３ｄを押さえ付ける。
【０１４７】
　なお、押さえ付ける位置は、図１２Ｃにおいて左ハンド１５が最終的に置かれたそのま
まの位置である。これにより、左アーム部１３を無用に駆動させることなく、効率的に次
の動作へロボット１を移行させることができる。また、第１爪部１５７ａは、外フラップ
２３ｂおよび２３ｄを傷つけないように、外フラップ２３ｂおよび２３ｄと当接する部分
が曲線状に形成されている。
【０１４８】
　そして、図１３Ａに示すように、ロボット１は、第１爪部１５７ａで外フラップ２３ｂ
および２３ｄを押さえた状態で、左ハンド１５が備えるテープカートリッジ１５６の粘着
テープＴＰを、右ハンド１４の挟持部１４７で挟持して張力を付与しつつ引き出す動作を
行う。
【０１４９】
　つづいて、図１３Ｂに示すように、ロボット１は、右ハンド１４の挟持部１４７による
粘着テープＴＰの引き出しにともなう張力を利用しつつ、第１爪部１５７ａを支点として
左ハンド１５を段ボール２０へ向けて傾ける。
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【０１５０】
　そして、ロボット１は、粘着テープＴＰを外フラップ２３ｂおよび２３ｄの合わせ目へ
貼着するとともに、段ボール２０の側面部２１ｄに対して、挟持部１４７によって挟持さ
れた粘着テープＴＰを貼着する。
【０１５１】
　このように、実施形態に係る梱包装置１００では、ロボット１の右アーム部１２が、挟
持部１４７で粘着テープＴＰを挟持して張力を付与しつつ引き出し、引き出した粘着テー
プＴＰを段ボール２０に対して貼着する。
【０１５２】
　これにより、ロボット１は、段ボール２０に対して粘着テープＴＰをより綺麗に貼着す
ることができる。すなわち、ロボット１は、粘着テープＴＰを、段ボール２０の側面部２
１ｄからめくれにくく貼着することができる。
【０１５３】
　そして、図１３Ｃに示すように、ロボット１は、右アーム部１２を駆動させて、左ハン
ド１５に対して所定の間隔ｉを空けた位置に、右ハンド１４の挟持部１４７の先端部を位
置づける。なお、このとき、挟持部１４７の先端部は、外フラップ２３ｂおよび２３ｄの
合わせ目に貼着された粘着テープＴＰに接するように置かれる。
【０１５４】
　そして、図１３Ｄに示すように、ロボット１は、右アーム部１２および左アーム部１３
を駆動することによって、所定の間隔ｉを保ったまま右ハンド１４および左ハンド１５を
図中の矢印１３０１の向きに移動させて、外フラップ２３ｂおよび２３ｄの合わせ目に粘
着テープＴＰを貼着させる。
【０１５５】
　具体的には、ロボット１は、左ハンド１５が移動するのにしたがって左ハンド１５から
引き出された粘着テープＴＰを、右ハンド１４の挟持部１４７の先端部によって押圧させ
つつ、右ハンド１４および左ハンド１５を移動させる。
【０１５６】
　そして、図１３Ｅに示すように、ロボット１は、左ハンド１５については、段ボール２
０の側面部２１ａの途中に至るまで移動させて、かかる側面部２１ａの途中にまで粘着テ
ープＴＰを貼着させる（図中の矢印１３０２参照）。
【０１５７】
　そして、このとき、図１３Ｅに示すように、ロボット１は、右ハンド１４については、
挟持部１４７の先端部によって外フラップ２３ｂおよび２３ｄの合わせ目の端部を押圧さ
せたままにする。
【０１５８】
　これにより、左ハンド１５が段ボール２０の側面部２１ａに粘着テープＴＰを貼着させ
る際に、粘着テープＴＰに張力を付与することができるので、段ボール２０の側面部２１
ａに対しても粘着テープＴＰを確実に、かつ、綺麗に貼着させることができる。
【０１５９】
　そして、図１３Ｆに示すように、ロボット１は、左アーム部１３を駆動することによっ
て、左ハンド１５の第１爪部１５７ａを用いつつ、段ボール２０の側面部２１ａに貼着さ
れた粘着テープＴＰを押圧する（図中の矢印１３０３参照）。これにより、かかる側面部
２１ａに貼着された粘着テープＴＰの端部を、めくれにくく仕上げることができる。
【０１６０】
　また、ロボット１は、粘着テープＴＰの端部が左ハンド１５によってめくれにくく仕上
げられた後、右アーム部１２を駆動して、右ハンド１４の挟持部１４７の先端部を、外フ
ラップ２３ｂおよび２３ｄから放す（図中の矢印１３０４参照）。
【０１６１】
　このように、段ボール２０に対して貼着された粘着テープＴＰを右ハンド１４および左
ハンド１５を用いて押圧することで、粘着テープＴＰを段ボール２０に対して確実に貼着
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させることができる。
【０１６２】
　つづいて、ロボット１は、収納動作に移行する前に、粘着テープＴＰが貼着されて底面
が形成された段ボール２０を、この底面が下方を向き、上面側の開口部が上方を向くよう
に回転させる動作を行う。すなわち、ここでは、図１０Ａ～図１０Ｄを用いて説明したの
と同様の段ボール２０の回転動作が行われる。
【０１６３】
　かかる場合について図１４Ａおよび図１４Ｂを用いて説明する。図１４Ａおよび図１４
Ｂは、収納動作前に段ボール２０を回転させる動作の説明図（その１）および（その２）
である。なお、図１４Ａおよび図１４Ｂは、既に示した図１０Ａおよび図１０Ｃにそれぞ
れ対応しているため、説明を簡略化する。
【０１６４】
　すなわち、図１４Ａに示すように、ロボット１は、収納動作に先立ち、右ハンド１４の
吸着部１４５および左ハンド１５の吸着部１５８を用いて、段ボール２０の側面部２１ａ
および２１ｄの中心点Ｃ１（図１０Ｂ参照）を吸着する。
【０１６５】
　そして、梱包装置１００が、固定装置３０による段ボール２０の固定を解き、ロボット
１は、図１４Ｂに示すように、右ハンド１４および左ハンド１５をそれぞれ軸Ｔまわりに
回転させることによって、段ボール２０の上面側となる外フラップ２３を上方へ向ける（
図中の矢印１４０１参照）。
【０１６６】
　そして、図１４Ｂに示すように、ロボット１は、右アーム部１２および左アーム部１３
を駆動させて、段ボール２０を収納作業台４へ移動させる。
【０１６７】
［９．梱包物の収納動作］
　つづいて、梱包物である化粧箱ＢＸの収納動作について説明する。まず、化粧箱ＢＸを
実際に収納する前に、収納作業台４において行われる準備動作について説明する。図１５
Ａ～図１５Ｃは、収納動作のための準備動作の説明図（その１）～（その３）である。
【０１６８】
　図１５Ａに示すように、収納作業台４は、固定装置４０を備える。なお、固定装置４０
の基本的な構成は、上述した固定装置３０とほぼ同様であるため、共通する構成要素につ
いては符号の付与を省略している。
【０１６９】
　すなわち、図１５Ａに示すように、固定装置４０は、固定装置３０とほぼ同様の動作を
行うことによって、組立作業台３から移動されてきた段ボール２０を図中のＹ軸方向に沿
って位置決めし、固定する。
【０１７０】
　なお、ここで、図中のＸ軸方向については、ロボット１が、図１０Ｄおよび図１０Ｅに
示したのと同様の動作を行うことによって位置決めされる。すなわち、固定装置４０によ
る固定を一旦解いた状態で、ロボット１が、図１５Ｂに示すように、段ボール２０の側面
部２１ａおよび２１ｄの互いに斜向かいとなる位置へ、右ハンド１４の吸着部１４５およ
び左ハンド１５の吸着部１５８をそれぞれ押し付ける（図中の矢印１５０１参照）。
【０１７１】
　これにより、段ボール２０は、図中のＸ軸方向について位置決めされるとともに、開口
部の形状を収納動作前にあらためて略矩形状に整えられる。したがって、収納動作の品質
の担保に資することができる。すなわち、品質の高い梱包作業を行うことができる。
【０１７２】
　そして、固定装置４０は、ロボット１によってＸ軸方向の位置決めが行われたならば、
あらためてＹ軸方向から段ボール２０を押圧し、固定する。
【０１７３】
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　また、図１５Ａに示すように、収納作業台４は、４個の吸着部４ｂと、１個の噴射部４
ｃとをさらに備える。吸着部４ｂは、真空ポンプ等の吸引装置によって発生する吸引力を
用いて物体を吸着する。噴射部４ｃは、真空ポンプ等の噴射装置によってエアーを噴射す
る。
【０１７４】
　ここで、吸着部４ｂは、段ボール２０の外フラップ２３ａおよび２３ｃ、内フラップ２
２ａおよび２２ｃにそれぞれ対応付けて設けられており、ロボット１によって収納動作が
行われる間、それぞれ対応付けられた各フラップを吸着して保持する。すなわち、吸着部
４ｂは、フラップの保持機構の一例である。
【０１７５】
　すなわち、図１５Ｃに示すように、ロボット１は、収納動作を行うのに先立ち、右アー
ム部１２および左アーム部１３を駆動させて、右ハンド１４および左ハンド１５で各フラ
ップ２３ａ、２３ｃ、２２ａおよび２２ｃを外側へ開く動作を行う（図中の矢印１５０２
参照）。
【０１７６】
　そして、このとき、吸着部４ｂは、外側へ開かれた各フラップ２３ａ、２３ｃ、２２ａ
および２２ｃをそれぞれ吸着して保持する。
【０１７７】
　これにより、ロボット１が収納動作を行う間に、各フラップ２３ａ、２３ｃ、２２ａお
よび２２ｃが閉じて収納動作を妨げるのを防ぐことができる。したがって、品質の高い収
納動作を担保することができる。すなわち、品質の高い梱包作業を行うことができる。な
お、噴射部４ｃの動作については、紙収納動作の説明において後述する。
【０１７８】
　次に、化粧箱ＢＸの収納動作における化粧箱ＢＸの保持方法について図１６Ａ～図１６
Ｃを用いて説明する。図１６Ａは、Ｌ字型ツールＴ１およびＴ２の構成を示す斜視模式図
である。図１６Ｂは、ロボット１が化粧箱ＢＸを保持した様子を示す模式図である。図１
６Ｃは、保持された化粧箱ＢＸをごく模式的に示した平面模式図である。
【０１７９】
　図１６Ａに示すように、Ｌ字型ツールＴ１およびＴ２は、グリップ部ＧＰと、保持部Ｌ
Ｓとを備える。グリップ部ＧＰは、右ハンド１４の挟持部１４７あるいは左ハンド１５の
挟持部１５７によって挟持される部材である。なお、図中の矢印は、挟持方向を示してい
る。
【０１８０】
　保持部ＬＳは、図１６Ａに示すように、化粧箱ＢＸの角部に嵌合する略直角のＬ字形状
を有して形成され、グリップ部ＧＰに取り付けられる。そして、ロボット１は、収納動作
に際して、ツールホルダ８および９（図１参照）からそれぞれＬ字型ツールＴ１およびＴ
２を取り出して使用する。
【０１８１】
　具体的には、図１６Ｂに示すように、ロボット１では、左アーム部１３が、左ハンド１
５を用いてＬ字型ツールＴ１を使用する。また、右アーム部１２が、右ハンド１４を用い
てＬ字型ツールＴ２を使用する。
【０１８２】
　そして、ロボット１では、図１６Ｂおよび図１６Ｃに示すように、右アーム部１２およ
び左アーム部１３が、かかるＬ字型ツールＴ１およびＴ２を化粧箱ＢＸの対角に嵌合させ
たうえで対角方向から挟み付けることによって、化粧箱ＢＸを保持する。
【０１８３】
　このように、化粧箱ＢＸの対角を対角方向から挟み付けて保持することで、収納作業中
に化粧箱ＢＸが変形したり落下したりするのを防ぐことができる。したがって、収納作業
の品質向上に資することができる。すなわち、品質の高い梱包作業を行うことができる。
【０１８４】
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　次に、ロボット１がこのように化粧箱ＢＸの対角を保持しながら、実際に段ボール２０
へ化粧箱ＢＸを収納してゆく収納手順について、図１７Ａ～図１９Ｌを用いて説明する。
まず、図１７Ａ～図１７Ｈを用いて、２×３＝６個の化粧箱ＢＸを段ボール２０へ収納す
る収納手順について説明する。
【０１８５】
　図１７Ａ～図１７Ｈは、２×３の収納手順の説明図（その１）～（その８）である。既
に述べたが、ここでは、図１７Ａに示すように、２×３＝６個の化粧箱ＢＸを段ボール２
０へ収納するものとする。
【０１８６】
　また、以下では、（１）～（６）のように（）付きで示す番号は、化粧箱ＢＸの収納順
序を示すものとし、文言上、たとえば、「化粧箱ＢＸ（１）」のように記載するものとす
る。
【０１８７】
　２×３の収納手順の場合、図１７Ｂに示すように、まず「１手目」では、右アーム部１
２および左アーム部１３が、Ｌ字型ツールＴ１およびＴ２を用いて、化粧箱ＢＸ（１）を
段ボール２０の中程に一旦載置する。
【０１８８】
　つづいて、右アーム部１２が、Ｌ字型ツールＴ２を用いて、化粧箱ＢＸ（１）を段ボー
ル２０の側面部２１ａの内壁へ押し付ける（図中の矢印１７０１参照）。そして、さらに
、右アーム部１２は、かかる内壁に沿わせて化粧箱ＢＸ（１）を移動させ、隣接する側面
部２１ａおよび２１ｂが形成する角部へ押し付ける（図中の矢印１７０２参照）。
【０１８９】
　つづいて、図１７Ｃに示すように、「２手目」では、右アーム部１２および左アーム部
１３が、Ｌ字型ツールＴ１およびＴ２を用いて、化粧箱ＢＸ（２）を段ボール２０の中程
に一旦斜めに載置する。そして、化粧箱ＢＸ（２）の側壁を化粧箱ＢＸ（１）の角部Ｐ６
に当接させ、かかる角部Ｐ６を支点として化粧箱ＢＸ（２）を回転させる（図中の矢印１
７０３参照）。
【０１９０】
　そして、さらに、右アーム部１２が、Ｌ字型ツールＴ２を用いて、段ボール２０の側面
部２１ｃの内壁および化粧箱ＢＸ（１）の側壁に沿わせて化粧箱ＢＸ（２）を移動させ、
側面部２１ａの内壁へ押し付ける（図中の矢印１７０４参照）。
【０１９１】
　つづいて、図１７Ｄに示すように、「３手目」では、右アーム部１２および左アーム部
１３が、Ｌ字型ツールＴ１およびＴ２を用いて、化粧箱ＢＸ（３）を段ボール２０の中程
に一旦載置する。そして、化粧箱ＢＸ（３）の側壁を、段ボール２０の側面部２１ｄの内
壁へ押し付ける（図中の矢印１７０５参照）。
【０１９２】
　そして、さらに、右アーム部１２は、かかる内壁に沿わせて化粧箱ＢＸ（３）を移動さ
せ、隣接する側面部２１ｂおよび２１ｄが形成する角部へ押し付ける（図中の矢印１７０
６参照）。
【０１９３】
　つづいて、図１７Ｅに示すように、「４手目」では、右アーム部１２および左アーム部
１３が、Ｌ字型ツールＴ１およびＴ２を用いて、化粧箱ＢＸ（４）を鉛直方向に対して斜
めに傾けて侵入させる。
【０１９４】
　そして、化粧箱ＢＸ（４）の側壁を化粧箱ＢＸ（３）の角部Ｐ７に当接させ、かかる角
部Ｐ７を支点として化粧箱ＢＸ（４）を回転させながら、段ボール２０の側面部２１ｃの
内壁および化粧箱ＢＸ（３）の側壁に沿わせて化粧箱ＢＸ（４）を下へ落とす（図中の矢
印１７０７参照）。
【０１９５】
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　そして、さらに、左アーム部１３が、Ｌ字型ツールＴ１を用いて、段ボール２０の側面
部２１ｃの内壁および化粧箱ＢＸ（３）の側壁に沿わせて化粧箱ＢＸ（４）を移動させる
（図中の矢印１７０８参照）。ただし、ここで、左アーム部１３は、かかる化粧箱ＢＸ（
４）の移動を図中の所定位置Ｐ８までとする。
【０１９６】
　つづいて、図１７Ｆに示すように、「５手目」では、右アーム部１２および左アーム部
１３が、Ｌ字型ツールＴ１およびＴ２を用いて、化粧箱ＢＸ（５）を鉛直方向に対して斜
めに傾けて侵入させる。
【０１９７】
　そして、化粧箱ＢＸ（５）の側壁を、先ほど移動を途中で止めて残した化粧箱ＢＸ（４
）の角部Ｐ９に当接させる。そして、かかる角部Ｐ９を支点として化粧箱ＢＸ（５）を回
転させながら、段ボール２０の側面部２１ｂの内壁および化粧箱ＢＸ（４）の側壁に沿わ
せて化粧箱ＢＸ（５）を下へ落とす（図中の矢印１７０９参照）。
【０１９８】
　すなわち、ロボット１では、先ほど移動を途中で止めて角部を残した化粧箱ＢＸ（４）
の側壁と、前もって収納された化粧箱ＢＸ（１）および（３）の側壁と、段ボール２０の
側面部２１ｂの内壁によってあらかじめ化粧箱ＢＸ（５）の収納位置を規定しておき、右
アーム部１２および左アーム部１３が、かかる収納位置へ化粧箱ＢＸ（５）を収納する動
作を行う。
【０１９９】
　すなわち、化粧箱ＢＸ（５）の収納位置では、化粧箱ＢＸ（５）の四方が規制されてい
るので、右アーム部１２および左アーム部１３によって加えられる力が空振りすることが
ない。したがって、容易に、かつ、確実に、化粧箱ＢＸ（５）を収納位置に収納すること
ができる。すなわち、収納作業の品質の向上に資することができ、品質の高い梱包作業を
行うことができる。
【０２００】
　つづいて、図１７Ｇに示すように、「６手目」では、左アーム部１３が、Ｌ字型ツール
Ｔ１を用いて、途中で止められていた化粧箱ＢＸ（４）を、段ボール２０の側面部２１ｃ
の内壁および化粧箱ＢＸ（３）の側壁に沿わせて移動させ、側面部２１ｄの内壁へ押し付
ける（図中の矢印１７１０参照）。
【０２０１】
　そして、図１７Ｈに示すように、「７手目」では、右アーム部１２および左アーム部１
３が、Ｌ字型ツールＴ１およびＴ２を用いて、化粧箱ＢＸ（６）を化粧箱ＢＸ（２）およ
び（４）の間に、鉛直方向に対して斜めに侵入させる。
【０２０２】
　そして、化粧箱ＢＸ（６）の側壁を化粧箱ＢＸ（４）の角部Ｐ１０に当接させ、かかる
角部Ｐ１０を支点として化粧箱ＢＸ（６）を回転させながら、化粧箱ＢＸ（２）および（
４）の側壁に沿わせて化粧箱ＢＸ（６）を押し込む（図中の矢印１７１１参照）。
【０２０３】
　そして、さらに、右アーム部１２が、Ｌ字型ツールＴ２を用いて、化粧箱ＢＸ（６）を
段ボール２０の底面まで押し付ける（図中の矢印１７１２参照）。これにより、２×３の
場合の収納手順が終了する。
【０２０４】
　次に、図１８Ａ～図１８Ｊを用いて、２×４＝８個の化粧箱ＢＸを段ボール２０ａへ収
納する収納手順について説明する。なお、ロボット１における基本的な収納動作は、図１
７Ａ～図１７Ｈを用いて説明した２×３の場合と同様であるので、ここでは説明を簡略化
し、主に化粧箱ＢＸの収納順序について述べる。
【０２０５】
　図１８Ａ～図１８Ｊは、２×４の収納手順の説明図（その１）～（その１０）である。
既に述べたが、ここでは、図１８Ａに示すように、２×４＝８個の化粧箱ＢＸを段ボール
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２０ａへ収納するものとする。
【０２０６】
　２×４の収納手順の場合、図１８Ｂに示すように、まず「１手目」では、化粧箱ＢＸ（
１）が、段ボール２０ａの隣接する側面部２１ａおよび側面部２１ｂが形成する角部へ押
し付けられて収納される。
【０２０７】
　つづいて、図１８Ｃに示すように、「２手目」では、化粧箱ＢＸ（２）が、段ボール２
０ａの側面部２１ｃの内壁および化粧箱ＢＸ（１）の側壁に規制されつつ、段ボール２０
ａの側面部２１ａの内壁に押し付けられて収納される。
【０２０８】
　つづいて、図１８Ｄに示すように、「３手目」では、化粧箱ＢＸ（３）が、段ボール２
０ａの隣接する側面部２１ｂおよび側面部２１ｄが形成する角部へ押し付けられて収納さ
れる。
【０２０９】
　つづいて、図１８Ｅに示すように、「４手目」では、化粧箱ＢＸ（４）が、段ボール２
０ａの側面部２１ｃの内壁および化粧箱ＢＸ（３）の側壁に規制されつつ、側面部２１ｄ
の内壁に押し付けられて収納される。
【０２１０】
　つづいて、図１８Ｆに示すように、「５手目」では、化粧箱ＢＸ（５）が、段ボール２
０ａの側面部２１ｂの内壁および化粧箱ＢＸ（３）の側壁が形成する角部へ押し付けられ
て収納される。
【０２１１】
　そして、図１８Ｇに示すように、「６手目」では、化粧箱ＢＸ（６）が、段ボール２０
ａの側面部２１ｃの内壁および化粧箱ＢＸ（５）の側壁に規制されつつ、化粧箱ＢＸ（４
）へ寄せて収納される。ただし、図１８Ｇに示すように、化粧箱ＢＸ（６）は、化粧箱Ｂ
Ｘ（４）の側壁には押し付けられずに、角部を残したまま移動を一旦止められる。なお、
これは、２×３の場合の「４手目」（図１７Ｅ参照）に相当する。
【０２１２】
　そして、図１８Ｈに示すように、「７手目」では、化粧箱ＢＸ（７）が、先ほど移動を
途中で止めて角部を残した化粧箱ＢＸ（６）の側壁と、前もって収納された化粧箱ＢＸ（
１）および（５）の側壁と、段ボール２０ａの側面部２１ｂの内壁によって四方を規制さ
れながら収納される。なお、これは、２×３の場合の「５手目」（図１７Ｆ参照）に相当
する。
【０２１３】
　そして、図１８Ｉに示すように、「８手目」では、途中で止められていた化粧箱ＢＸ（
６）が、段ボール２０ａの側面部２１ｃの内壁、化粧箱ＢＸ（５）および（７）の側壁に
沿わせて化粧箱ＢＸ（４）の側壁へ押し付けられ、収納される（図中の矢印１８０１参照
）。
【０２１４】
　そして、図１８Ｊに示すように、「９手目」では、化粧箱ＢＸ（８）が、化粧箱ＢＸ（
２）、（６）および（７）の側壁と、段ボール２０ａの側面部２１ｃの内壁とによって四
方を規制された収納位置へ収納される。これにより、２×４の場合の収納手順が終了する
。
【０２１５】
　次に、図１９Ａ～図１９Ｍを用いて、３×３＝９個の化粧箱ＢＸを段ボール２０ｂへ収
納する収納手順について説明する。なお、上述した２×４の場合と同様に、ここでは主に
化粧箱ＢＸの収納順序について述べる。
【０２１６】
　図１９Ａ～図１９Ｍは、３×３の収納手順の説明図（その１）～（その１３）である。
既に述べたが、ここでは、図１９Ａに示すように、３×３＝９個の化粧箱ＢＸを段ボール
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２０ｂへ収納するものとする。
【０２１７】
　３×３の収納手順の場合、図１９Ｂに示すように、まず「１手目」では、化粧箱ＢＸ（
１）が、段ボール２０ｂの隣接する側面部２１ａおよび側面部２１ｂが形成する角部へ押
し付けられて収納される。
【０２１８】
　つづいて、図１９Ｃに示すように、「２手目」では、化粧箱ＢＸ（２）が、段ボール２
０ｂの側面部２１ａの内壁および化粧箱ＢＸ（１）の側壁が形成する角部へ押し付けられ
て収納される。
【０２１９】
　つづいて、図１９Ｄに示すように、「３手目」では、化粧箱ＢＸ（３）が、段ボール２
０ｂの側面部２１ｃの内壁および化粧箱ＢＸ（２）の側壁に規制されつつ、段ボール２０
ｂの側面部２１ａの内壁に押し付けられて収納される。
【０２２０】
　つづいて、図１９Ｅに示すように、「４手目」では、化粧箱ＢＸ（４）が、段ボール２
０ｂの隣接する側面部２１ｂおよび側面部２１ｄが形成する角部へ押し付けられて収納さ
れる。
【０２２１】
　そして、図１９Ｆに示すように、「５手目」では、化粧箱ＢＸ（５）が、化粧箱ＢＸ（
４）の側壁沿いに、段ボール２０ｂの側面部２１ｄの内壁へ寄せて収納される。ただし、
図１９Ｆに示すように、化粧箱ＢＸ（５）は、側面部２１ｄの内壁には押し付けられずに
、角部を残したまま移動を一旦止められる。なお、ここで、化粧箱ＢＸ（５）を押す力は
、図中の化粧箱ＢＸ（５）の右上の角部から左下の角部へ斜め方向に加えられることが好
ましい。
【０２２２】
　そして、図１９Ｇに示すように、「６手目」では、化粧箱ＢＸ（６）が、段ボール２０
ｂの側面部２１ｃの内壁および化粧箱ＢＸ（５）の側壁に規制されつつ、化粧箱ＢＸ（５
）と並列に収容される。すなわち、段ボール２０ｂの側面部２１ｄの内壁には押し付けら
れない。
【０２２３】
　そして、図１９Ｈに示すように、「７手目」では、化粧箱ＢＸ（７）が、一旦移動を途
中で止めて角部を残した化粧箱ＢＸ（５）の側壁と、前もって収納された化粧箱ＢＸ（１
）および（４）の側壁と、段ボール２０ｂの側面部２１ｂの内壁によって四方を規制され
ながら収納される。
【０２２４】
　そして、図１９Ｉに示すように、「８手目」では、途中で止められていた化粧箱ＢＸ（
５）が、化粧箱ＢＸ（４）、（６）および（７）の側壁に沿わせて段ボール２０ｂの側面
部２１ｄの内壁へ押し付けられ、収納される（図中の矢印１９０１参照）。
【０２２５】
　つづいて、図１９Ｊに示すように、「９手目」では、化粧箱ＢＸ（８）が、一旦移動を
途中で止められていた化粧箱ＢＸ（６）の角部の側壁と、前もって収納された化粧箱ＢＸ
（２）、（５）および（７）の側壁によって四方を規制されながら収納される。
【０２２６】
　そして、図１９Ｋに示すように、「１０手目」では、途中で止められていた化粧箱ＢＸ
（６）が、段ボール２０ｂの側面部２１ｃの内壁、化粧箱ＢＸ（５）および（８）の側壁
に沿わせて段ボール２０ｂの側面部２１ｄの内壁へ押し付けられ、収納される（図中の矢
印１９０２参照）。
【０２２７】
　そして、図１９Ｌに示すように、「１１手目」では、化粧箱ＢＸ（９）が、化粧箱ＢＸ
（３）、（６）および（８）の側壁と、段ボール２０ｂの側面部２１ｃの内壁とによって
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四方を規制された収納位置へ収納される。これにより、３×３の場合の収納手順が終了す
る。
【０２２８】
　ところで、ここまで２×３、２×４および３×３の収納手順を順に説明してきたが、い
ずれの場合も次の図１９Ｍに示す方法に沿うものである。なお、図１９Ｍでは、３×３の
場合を例示した。
【０２２９】
　図１９Ｍに示すように、化粧箱ＢＸそれぞれの収納位置を行および列であらわすものと
し、行をｍ、列をｎとする。したがって、図１９Ｍに示すように、ここでは、ｍ＝３、ｎ
＝３である。
【０２３０】
　そして、行ｍおよび列ｎともに、収納順序の早い順並びとする。なお、行ｍは段ボール
２０の一側面から対向する側面へ向けて順次増加し、列ｎは、段ボール２０ｂの両端に近
い方から交互に順次増加するものとする。
【０２３１】
　したがって、図１９Ｍに示すように、順に化粧箱ＢＸ（１）、（２）および（３）が収
納される列が第１列、順に化粧箱ＢＸ（４）、（５）および（６）が収納される列が第２
列、順に化粧箱ＢＸ（７）、（８）および（９）が収納される列が第３列である。
【０２３２】
　そして、このような前提条件の下で、上述の説明の中で「角部を残したまま一旦移動を
止められた」化粧箱ＢＸを想定する。すなわち、図９Ｍに斜線で塗りつぶして示した、化
粧箱ＢＸ（５）および（６）である。
【０２３３】
　これら化粧箱ＢＸ（５）および（６）は、上述の前提条件の下でその収納順序を言いあ
らわせば、図９Ｍに示すように、「第（ｎ－１）列の第２行目～第ｍ行目　（ｍ≧２，ｎ
≧３）」である。
【０２３４】
　すなわち、梱包装置１００では、上述の前提条件の下で「第（ｎ－１）列の第２行目～
第ｍ行目　（ｍ≧２，ｎ≧３）」にあたる化粧箱ＢＸについては、角部を第ｎ列に残した
まま一旦移動を止め、その角部の側壁を利用して、第ｎ列に収納される化粧箱ＢＸの収納
位置を規定する。
【０２３５】
　これにより、最終列ｎでＬ字型ツールＴ１およびＴ２が収納済みの化粧箱ＢＸの側壁に
侵入を阻まれるような場合であっても、収納前の化粧箱ＢＸを規定された収納位置で規制
することができるので、右アーム部１２および左アーム部１３によって加えられる力を空
振りさせてしまうことがない。
【０２３６】
　したがって、容易に、かつ、確実に、化粧箱ＢＸを所定の収納位置に収納することがで
きる。すなわち、収納作業の品質の向上に資することができ、品質の高い梱包作業を行う
ことができる。なお、以下では、段ボール２０と言った場合、無論、上述した段ボール２
０ａおよび２０ｂを含むものとする。
【０２３７】
［１０．段ボールの封止動作］
　つづいて、梱包装置１００では、ロボット１によって段ボール２０の上面側のふたを閉
じる動作、すなわち、段ボール２０の封止動作が行われる。かかる段ボール２０の封止動
作は、図１１Ａ～図１３Ｆを用いて説明した、内フラップ２２および外フラップ２３を折
り曲げ、外フラップ２３の合わせ目を粘着テープＴＰで貼着する動作と同様であるので、
ここでの説明を省略する。
【０２３８】
［１１．紙折り動作］
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　次に、紙類ＰＰを袋２４（後述）に収納可能な大きさに折り畳む紙折り動作について、
図２０Ａ～図２１Ｈを用いて説明する。まず、紙折り動作に用いられる折りツールＴ３、
位置決めツールＴ４および紙折り作業台７の構成について図２０Ａ～図２０Ｃを用いて説
明する。
【０２３９】
　図２０Ａは、折りツールＴ３の構成を示す斜視模式図であり、図２０Ｂは、位置決めツ
ールＴ４の構成を示す斜視模式図である。また、図２０Ｃは、紙折り作業台７の構成を示
す平面模式図である。
【０２４０】
　図２０Ａに示すように、折りツールＴ３は、グリップ部ＧＰと、折り部Ｔ３１とを備え
る。グリップ部ＧＰは、上述したＬ字型ツールＴ１と同様に、左ハンド１５の挟持部１５
７によって挟持される部材である。図中の矢印は挟持方向を示す。折り部Ｔ３１は、細長
い略角柱状の形状を有して形成された部材であり、紙類ＰＰを押さえ付けて折り目を付け
るためのものである。
【０２４１】
　また、図２０Ｂに示すように、位置決めツールＴ４は、グリップ部ＧＰと、位置決め部
Ｔ４１とを備える。グリップ部ＧＰは、やはり上述したＬ字型ツールＴ２と同様に、右ハ
ンド１４の挟持部１４７によって挟持される部材である。図中の矢印は挟持方向を示す。
位置決め部Ｔ４１は、平たい略角柱状の形状を有して形成された部材であり、折り部Ｔ３
１が折り目を付ける際に紙類ＰＰを押さえておくために使用される。
【０２４２】
　そして、ロボット１は、紙折り動作に際して、ツールホルダ８および９（図１参照）か
らそれぞれ折りツールＴ３および位置決めツールＴ４を取り出して使用する。
【０２４３】
　また、図２０Ｃに示すように、紙折り作業台７は、載置部７１と、凸部７２と、第１の
吸着部７３ａと、第２の吸着部７３ｂとを備える。載置部７１は、紙類ＰＰが載置される
部位である。凸部７２は、載置部７１よりも高さをもって設けられ、その側壁で紙類ＰＰ
の端部を位置決めする。
【０２４４】
　第１の吸着部７３ａおよび第２の吸着部７３ｂは、それぞれ系統を異にする吸着機構で
あり、紙類ＰＰが折り畳まれてゆく際の紙類ＰＰの大きさに応じて、２系統同時あるいは
１系統のみでの吸着が可能なように設けられる。
【０２４５】
　次に、紙折り作業台７における具体的な紙折り動作の手順について、図２１Ａ～図２１
Ｈを用いて説明する。図２１Ａ～図２１Ｈは、紙折り動作の説明図（その１）～（その８
）である。
【０２４６】
　なお、ここでは、紙類ＰＰに十字の折り目が付くように四つ折りされる場合を例に挙げ
て説明する。
【０２４７】
　まず、図２１Ａに示すように、紙類ＰＰは、紙置き台６（図１参照）から１枚取り出さ
れて搬送され、紙折り作業台７の載置部７１に載置される。そして、第１の吸着部７３ａ
および第２の吸着部７３ｂが、２系統同時に紙類ＰＰを吸着する。
【０２４８】
　なお、紙置き台６から紙折り作業台７への紙類ＰＰへの搬送は、作業員によって行われ
てもよいし、たとえば、ロボット１が、右ハンド１４の吸着部１４５や左ハンド１５の吸
着部１５８等を利用して行なってもよい。
【０２４９】
　つづいて、図２１Ｂに示すように、ロボット１では、左アーム部１３が、紙類ＰＰの下
側に折りツールＴ３の折り部Ｔ３１を差し入れる動作を行う（図中の矢印２１０１参照）
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。
【０２５０】
　つづいて、図２１Ｃに示すように、ロボット１では、右アーム部１２が、位置決めツー
ルＴ４の位置決め部Ｔ４１を紙類ＰＰの紙面上に置き、位置決め部Ｔ４１の側端部を折り
目予定位置（図中の一点鎖線参照）に合わせる動作を行う（図中の矢印２１０２参照）。
【０２５１】
　そして、左アーム部１３が、折り部Ｔ３１で紙類ＰＰを下から持ち上げる動作を行う（
図中の矢印２１０３参照）。
【０２５２】
　つづいて、図２１Ｄに示すように、ロボット１では、左アーム部１３が、折り部Ｔ３１
を位置決め部Ｔ４１の側端部に当接させつつ、図中のＸ軸方向に往復させて紙類ＰＰに折
り目を付ける動作を行う（図中の矢印２１０４参照）。
【０２５３】
　つづいて、図２１Ｅに示すように、ロボット１では、右アーム部１２が、位置決めツー
ルＴ４の位置決め部Ｔ４１を横にずらす動作を行う（図中の矢印２１０５参照）。そして
、その後、左アーム部１３が、折り部Ｔ３１を紙類ＰＰの紙面上にずらし（図中の矢印２
１０６参照）、紙類ＰＰを折り目において折り曲げる動作を行う（図中の矢印２１０７参
照）。
【０２５４】
　つづいて、図２１Ｆに示すように、ロボット１では、右アーム部１２が、二つ折りされ
た紙類ＰＰに挟まれた位置決めツールＴ４の位置決め部Ｔ４１を紙類ＰＰの紙面上に移動
させて、位置決め部Ｔ４１で紙類ＰＰを押さえる動作を行う（図中の矢印２１０８参照）
。
【０２５５】
　そして、その後、左アーム部１３が、紙類ＰＰの折り目に沿ってふたたび折り部Ｔ３１
を図中のＸ軸方向に往復させ、はっきりと紙類ＰＰに折り目を付ける動作を行う（図中の
矢印２１０９参照）。ここまでで、紙類ＰＰの二つ折りが終了する。
【０２５６】
　つづいて、図２１Ｇに示すように、ロボット１では、右アーム部１２が、右ハンド１４
の吸着部１４５を用いて紙類ＰＰを吸着したうえで（図中の矢印２１１０参照）、紙類Ｐ
Ｐを平面視で時計回りに９０度回転させる動作を行う（図中の矢印２１１１参照）。そし
て、第２の吸着部７３ｂが、１系統のみの紙類ＰＰの吸着を開始する。
【０２５７】
　そして、ロボット１では、これまで説明した図２１Ｂ～図２１Ｆと同様の手順を踏んで
、右アーム部１２および左アーム部１３が、紙類ＰＰを四つ折りする動作を行うこととな
る（図中の矢印２１１２参照）。これにより、紙類ＰＰの四つ折りが終了する。
【０２５８】
　このように、梱包装置１００では、ロボット１に紙折り動作を行わせることとしたので
、複雑な機構を要する紙折りのための専用装置を設ける必要がない。これにより、低コス
ト化や省スペース化に資することができるとともに、梱包物の収納作業に付随する紙類Ｐ
Ｐの紙折り作業をも品質高く行うことができる。すなわち、低コストかつ省スペースで品
質の高い梱包作業を行うことができる。
【０２５９】
［１２．紙収納動作］
　次に、紙収納動作について図２２Ａ～図２２Ｊを用いて説明する。図２２Ａ～図２２Ｊ
は、紙収納動作の説明図（その１）～（その１０）である。
【０２６０】
　図２２Ａに示すように、紙収納動作は、紙折り動作において折り畳まれた紙類ＰＰを段
ボール２０の側面部２１に設けられた袋２４に収納するものである。
【０２６１】
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　紙類ＰＰの紙折り動作が終了した後、図２２Ｂに示すように、ロボット１では、右アー
ム部１２が、右ハンド１４の吸着部１４５を用いて紙類ＰＰを吸着し、左アーム部１３の
左ハンド１５の方へ紙類ＰＰを移動させる動作を行う（図中の矢印２２０１参照）。
【０２６２】
　一方、左アーム部１３は、左ハンド１５を右ハンド１４の方へ向ける動作を行う（図中
の矢印２２０２参照）。
【０２６３】
　つづいて、図２２Ｃに示すように、左アーム部１３が、左ハンド１５の吸着部１５８を
用いて、右ハンド１４の吸着部１４５から紙類ＰＰを吸着して受け取る動作を行う（図中
の矢印２２０２参照）。
【０２６４】
　そして、図２２Ｃに示すように、右アーム部１２は、左アーム部１３へ紙類ＰＰを引き
渡した後、右ハンド１４の挟持部１４７を紙類ＰＰの上方へ位置付ける動作を行う（図中
の矢印２２０３参照）。
【０２６５】
　そして、図２２Ｄに示すように、右アーム部１２は、右ハンド１４の挟持部１４７の間
に紙類ＰＰの端部を位置付ける動作を行う。なお、このとき、図２２Ｄに示すように、紙
類ＰＰは、その端部をはじめとする形状全体が左ハンド１５の吸着部１５８の吸引力によ
って歪んでしまうことが考えられる。
【０２６６】
　そこで、ロボット１では、図２２Ｅに示すように、右アーム部１２が、挟持部１４７で
紙類ＰＰの端部を包み込めるように右ハンド１４を傾けつつ回り込ませる動作を行う（図
中の矢印２２０４参照）。これにより、紙類ＰＰが、左ハンド１５の吸着部１５８の吸引
力によって歪んでいる場合でも、確実に紙類ＰＰを挟持部１４７で挟持することが可能と
なる。
【０２６７】
　そして、図２２Ｆに示すように、ロボット１では、右アーム部１２が、挟持部１４７で
紙類ＰＰの端部を挟持して、左ハンド１５の吸着部１５８から紙類ＰＰを受け取る動作を
行う（図中の矢印２２０５参照）。一方、左アーム部１３は、右アーム部１２へ紙類ＰＰ
を引き渡した後、退避する動作を行う（図中の矢印２２０６参照）。
【０２６８】
　ここで、右ハンド１４の挟持部１４７が挟持する紙類ＰＰの端部について詳しく述べて
おく。図２２Ｇに示すように、紙類ＰＰは、上述の紙折り動作において、まず半分に二つ
折りされ（図中の矢印２２０７参照）、最終的に十字の折り目がつくように四つ折りされ
ている（図中の矢印２２０８参照）。
【０２６９】
　この場合、図中の端部ＰＰ１として示す部分は、少なくとも折り目部分が重なって芯の
役割を果たし、一定の強度を有する部分である。そこで、ロボット１では、右アーム部１
２が、かかる端部ＰＰ１を挟持部１４７によって挟持させる。すなわち、挟持部１４７の
挟持によって紙類ＰＰを歪みにくくすることができるので、紙類ＰＰを袋２４へ収納させ
やすくすることができる。
【０２７０】
　また、図２２Ｇに端部ＰＰ２として示す部分は、端部ＰＰ１と同様に折り目部分が重な
って芯の役割を果たし、かつ、袋状に閉じてひらつくことのない部分である。そこで、ロ
ボット１では、かかる端部ＰＰ２から紙類ＰＰを袋２４へ差し入れる動作を行う。すなわ
ち、もっとも変形しにくい部分である端部ＰＰ２から紙類ＰＰを袋２４へ収納させるので
、容易に紙収納動作を行うことができる。
【０２７１】
　具体的には、図２２Ｈに示すように、ロボット１では、右アーム部１２が、かかる端部
ＰＰ２を段ボール２０の側面部２１に当接させつつ、袋２４の開口部の上方に位置付ける
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動作を行う。
【０２７２】
　そして、ここで、図２２Ｈに示すように、収納作業台４の噴射部４ｃが、袋２４の開口
部へ向けてエアーを噴射する（図中の矢印２２０９参照）。これにより、袋２４の開口部
を開くことができるので、紙類ＰＰを収納しやすくすることができる。
【０２７３】
　なお、いわば、噴射部４ｃは、エアーを噴射して袋２４の開口部を開口する開口機構で
あるが、圧力を加えることによって開口可能であればエアーに限られない。また、噴射に
よる加圧でなくともよい。
【０２７４】
　そして、図２２Ｉに示すように、ロボット１では、右アーム部１２が、紙類ＰＰを段ボ
ール２０の側面部２１に当接させつつ、右ハンド１４を徐々に下げ、紙類ＰＰを徐々に袋
２４へ差し入れてゆく動作を行う（図中の矢印２２１０参照）。
【０２７５】
　そして、図２２Ｊに示すように、ロボット１では、右アーム部１２が、右ハンド１４の
吸着部１４５等を紙類ＰＰの端部に当接させ、紙類ＰＰを袋２４に押し込む動作を行う（
図中の矢印２２１１参照）。
【０２７６】
　このように、梱包装置１００では、ロボット１に紙収納動作を行わせることとしたので
、複雑な機構を要する紙収納のための専用装置をやはり設ける必要がない。これにより、
低コスト化や省スペース化に資することができるとともに、梱包物の収納作業に付随する
紙類ＰＰの紙収納作業をも品質高く行うことができる。すなわち、低コストかつ省スペー
スで品質の高い梱包作業を行うことができる。
【０２７７】
　上述してきたように、実施形態に係る梱包装置は、第１のエンドエフェクタ（右ハンド
）および第２のエンドエフェクタ（左ハンド）と、第１のアーム部（右アーム部）および
第２のアーム部（左アーム部）とを備える。第１のアーム部は、第１のエンドエフェクタ
を具備する。第２のアーム部は、第２のエンドエフェクタを具備する。また、第１のアー
ム部および第２のアーム部は、折り畳まれた状態の梱包材から組み立てられた箱体へ収納
する梱包物を、第１のエンドエフェクタおよび第２のエンドエフェクタを用いて上記梱包
物が有する対角の少なくとも一方を保持しながら、この梱包物を移動させる動作を行う。
　　　
【０２７８】
　また、実施形態に係る梱包装置は、梱包作業における各種作業のための専用装置を極力
排している。
【０２７９】
　したがって、実施形態に係る梱包装置によれば、低コストかつ省スペースで品質の高い
梱包作業を行うことができる。
【０２８０】
　なお、上述した実施形態では、エンドエフェクタが、梱包作業における各種作業に応じ
て各種ツール（たとえば、Ｌ字型ツールや位置決めツール、折りツール等）を保持する場
合を例に挙げて説明したが、これら各種ツールはエンドエフェクタに保持された場合、エ
ンドエフェクタに含まれるものとする。
【０２８１】
　また、上述した実施形態では、段ボールへの化粧箱の収納作業および段ボールの封止作
業を収納作業台において行う場合を例に挙げて説明したが、収納作業および封止作業は、
組立作業台で行ってもよい。かかる場合には、収納作業台は、不要となる。
【０２８２】
　また、上述した実施形態では、化粧箱の対角を１対のＬ字型ツールで挟み付けて挟持す
ることによって化粧箱を保持する場合を例に挙げたが、対角を保持するのであれば、たと
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えば、吸着によってもよい。
【０２８３】
　また、上述した実施形態では、梱包物が、略直方体状の形状を有する化粧箱である場合
を例に挙げたが、これに限られるものではない。すなわち、ハンドやツールを用いて対角
を保持可能な形状を有するならば、その種別や形状などを問うものではない。
【０２８４】
　また、上述した実施形態では、２×３＝６個、２×４＝８個および３×３＝９個の場合
の３つの収納パターンについて例示したが、無論この３つに限られるものではない。
【０２８５】
　また、上述した実施形態では、紙類を収容する袋の開口部を噴射部のエアーの噴射によ
って開く場合を例に挙げたが、これに限られるものではない。たとえば、噴射部を備える
ことなく、ロボットが、紙類を保持している方とは別のハンドを用いて袋の開口部を開く
ようにしてもよい。
【０２８６】
　また、上述した実施形態では、２つのアーム部を１つの双腕ロボットが備えることとし
たが、梱包装置は、１つのアーム部を備える単腕ロボットを２台用いて上述した梱包作業
を行うこととしてもよい。
【０２８７】
　また、上述した実施形態では、７軸を有する多軸ロボットを例示したが、軸数を限定す
るものではない。
【０２８８】
　さらなる効果や変形例は、当業者によって容易に導き出すことができる。このため、本
発明のより広範な態様は、以上のように表しかつ記述した特定の詳細および代表的な実施
形態に限定されるものではない。したがって、添付の特許請求の範囲およびその均等物に
よって定義される総括的な発明の概念の精神または範囲から逸脱することなく、様々な変
更が可能である。
【符号の説明】
【０２８９】
　　　１　　ロボット
　　　２　　段ボール供給台
　　　２０１　　支柱
　　　２０２　　土台
　　　２０３ａ　枠体
　　　２０３ｃ　枠体
　　　２０４　　フランジ部
　　　３　　組立作業台
　　　４　　収納作業台
　　　４ａ　仮置き台
　　　４ｂ　吸着部
　　　４ｃ　噴射部
　　　５　　梱包物供給台
　　　６　　紙置き台
　　　７　　紙折り作業台
　　　７１　　載置部
　　　７２　　凸部
　　　７３ａ　第１の吸着部
　　　７３ｂ　第２の吸着部
　　　８　　ツールホルダ
　　　９　　ツールホルダ
　　１０　　基台部
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　　１１　　胴体部
　　１２　　右アーム部
　　１２１　　アーム先端部
　　１３　　左アーム部
　　１３１　　アーム先端部
　　１４　　右ハンド
　　１４５　　吸着部
　　１４６　　吸着部
　　１４７　　挟持部
　　１４７ａ　第１爪部
　　１４７ｂ　第２爪部
　　１４７ｃ　駆動部
　　１４７ｄ　シャフト
　　１５　　左ハンド
　　１５６　　テープカートリッジ
　　１５６ａ　テープ本体部
　　１５６ｂ　ケーシング
　　１５６ｃ　ローラ
　　１５６ｄ　切断部
　　１５６ｅ　被挟持部
　　１５７　　挟持部
　　１５７ａ　第１爪部
　　１５７ｂ　第２爪部
　　１５７ｃ　駆動部
　　１５７ｄ　シャフト
　　１５８　　吸着部
　　１６０　　芯部
　　２０、２０ａ、２０ｂ　段ボール
　　２１、２１ａ～２１ｄ　側面部
　　２２、２２ａ～２２ｄ　内フラップ
　　２３、２３ａ～２３ｄ　外フラップ
　　２４　　袋
　　３０　　固定装置
　　３１　　　第１支持部
　　３１ａ　　吸着部
　　３２　　　第２支持部
　　３２ａ　　吸着部
　　３３　　　駆動部
　　３３ａ　　シャフト
　　３４　　　検知部
　　４０　　固定装置
　１００　　梱包装置
　　Ｂ　　　軸
　　ＢＸ　　化粧箱
　　Ｃ１　　中心点
　　ＣＬ　　中心線
　　Ｅ　　　軸
　　ＧＰ　　グリップ部
　　Ｌ　　　軸
　　ＬＳ　　保持部
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　　Ｐ１～Ｐ５　保持点
　　Ｐ６、Ｐ７、Ｐ９、Ｐ１０　角部
　　Ｐ８　　所定位置
　　ＰＰ　　紙類
　　ＰＰ１　端部
　　ＰＰ２　端部
　　Ｒ　　　軸
　　Ｓ　　　軸
　　ＳＷ　　軸
　　Ｔ　　　軸
　　Ｔ１、Ｔ２　Ｌ字型ツール
　　Ｔ３　　折りツール
　　Ｔ３１　折り部
　　Ｔ４　　位置決めツール
　　Ｔ４１　位置決め部
　　ＴＰ　　粘着テープ
　　Ｕ　　　軸
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