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1. はじめに
自動化技術の多様化に伴い，産業用ロボットのため

の様々なエンドエフェクタが開発され利用されている．
一般的なエンドエフェクタには，複数の指を持つフィ
ンガー型グリッパや，吸引方式の吸盤型エンドエフェ
クタなどがある．特に，多品種少量生産を行う産業領
域では，多様な作業工程に対してエンドエフェクタの
交換頻度が比較的高い．エンドエフェクタの交換には，
ロボットのティーチング作業とエンドエフェクタ自動
交換システムの整備が必要である．前者には，適切な
グリッパの選定や選定されたグリッパによる対象の把
持計画，把持開始から完了までの対象の姿勢推定など
のために複雑な計算が必要であり，後者は整備のため
の価格が高いことや作業場所を多く取ることなどが問
題となる．これらの問題から，産業用ロボットのエン
ドエフェクタの交換は産業用ロボットの導入の障害や
作業効率のボトルネックとなっている．
この問題に対して，近年，把持姿勢計算とグリッパ交

換の手順を省略し，作業効率を向上させるためのエン
ドエフェクタの開発が盛んに行われている．それらの
中でも，特にユニバーサルジャミンググリッパ（UJG:

universal jamming gripper）[1] [2]が注目を集めてい
る．これは主に，粉体を詰め込んだ柔軟膜と，それか
ら空気を抜き出す真空ポンプで構成される．真空ポン
プによって柔軟膜内から空気を抜くと，ジャミング現
象1が発生し，その時点での柔軟膜の形状が維持された
まま固化する．柔軟膜が把持対象物体に押し当てられ
た状態でジャミング現象が発生すると，その対象の形
状に沿ったまま固化するため，把持対象と柔軟膜が密
着したままの状態が維持され，UJGは多様な形状の物
体を自在に把持することができる [1] [2]．
一方，現在までに以下のような点においてUJGの性

能が明らかにされていない：1）ジャミング現象は様々
な粉体材料で発生するが，どのようなものが柔軟膜内
部に充填する材料として適切であるのか，またその充
填量と発生把持力の関係性や特性が明らかにされてい
ない，2）物体の把持もしくは解放の際の内部の空気を
抜くタイミングに関する研究が行われておらず，現状
では経験的に事前に設定する必要がある．そこで本研
究では，これらの不明点に対し以下のような検証と開
発を行う：1）様々な材料を柔軟膜内部に充填し，把持
力や特性を検討する．2）柔軟膜から空気を抜く時の最

1臨界密度を超えた粉体にせん断応力が発生して固体のように振

舞う現象 [3]．

適な押し当て力に関する検証を行い，自動で最適な把
持力を発生する機構を構成する．

2. ユニバーサルジャミンググリッパ
まず文献 [2]に基づき，図 1に示すユニバーサルジャ

ミンググリッパを製作した．柔軟膜には天然ゴム風船
を用いた．ゴム風船の容積は 523[cm3] である．ゴム
風船を固定するためにプラスチックでガイド部を形成
し，その内部にフィルタを組み込んだ．さらに，吸気
口に約 3[m]のチューブ管を接続し，その途中にはフィ
ルタ (SMC, ZFC76-B)，ハンドバルブ (SMC, VM230-

02-08)，真空レギュレータ (IVR20-C10B-G)，真空ポ
ンプ（ULVAC, DA-81S)の順に接続した．真空ポンプ
は 88[kPa]の陰圧を発生できる．このUJGの重量は約
400[g]である．
物体把持のための UJG動作は次の通りである．

1. 対象物にUJGを押し当てる．以下，これを「押し
当て動作」と呼ぶ．

2. 真空ポンプにより，ゴム部を陰圧にして対象物体
をホールドする．以下，これを「ホールド動作」と
呼ぶ．

3. 対象物体を持ち上げるなど操作する．以下，これ
を「物体操作」と呼ぶ．

4. 真空ポンプの吸引を停止してゴム部の陰圧を解除
し，対象物を離す．以下，これを「解放動作」と
呼ぶ．

図 1ユニバーサルジャミンググリッパの実験機の機構図
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3. 充填物と充填量
ここでは，把持力を最大化することができるUJGの

柔軟膜に充填する素材と充填量を検証するための予備
実験を行った結果を示す．

3.1 実験の条件と手法

充填素材として，図 2に示すような素材，すなわち
小豆，芳香剤ビーズおよびコーヒー粉を用意した．こ
れらの素材の容積に対する重量を表 1に示す．ここで，
ゴム風船の最大容積に対する充填素材の占める容積を
充填率とする．本実験に用いる把持対象として，図 3

に示すペンを用いた．把持力の計測は次のように行っ
た：1)糸を結びつけたペンを平坦な場所に置いた状態で
UJGにより把持し持ち上げる，2)ペンが落下するまで
糸をフォースゲージで垂直下方に引っ張り，3)フォー
スゲージの示した最大値を計測した．

3.2 充填率と把持力の関係

表 1 に示した素材と充填率の組み合わせにおいて，
UJGの把持力がどのように変化するかを実験した結果
を図 4に示す．ただし後述するように，ゴム風船から
空気を抜く前の対象への押し当て力によってUJGの把
持力が変化するため，ここでの実験は様々な押し当て
力によって実験を行った．これらの結果より，押し当て
力が一定でないために把持力にばらつきがあるが，す
べての充填素材において，充填率が 50%の場合に最大
把持力が計測された．
次に，各充填素材ごとの対象物を把持している状態

の UJGの様子を図 5 に示す．コーヒー粉による把持
は，対象とゴム球が密着することによって発生する摩
擦力と，包み込むようにして持ち上げるように働く力

図 2充填物（小豆，芳香剤ビーズ，コーヒー粉）

表 1充填物の粒子サイズと重さ

　　 小豆 芳香剤ビーズ コーヒー粉

充填率 20% 51 [g] 36 [g] 30 [g]

充填率 50% 94 [g] 67 [g] 55 [g]

充填率 80% 150 [g] 98 [g] 80 [g]

粒子の大きさ 6-7 [mm] 3-5 [mm] 0.1-1.5 [mm]

の合成で対象を把持する様子が観測された（図 5(c)参
照）．これに対し，小豆や芳香剤ビーズは粒子が比較
的大きく，粒子の形状がラグビーボール型であるため，
把持対象とゴム球が密着することによって発生する摩
擦力がコーヒー粉の場合よりも小さくなる様子が観測
された（図 5(a)(b)参照）．
これらの実験結果と観察より，充填素材は小さい粒

子が望ましく，把持において摩擦力が重要であること
が分かった．また，充填率は 50%程度が適しているこ
とが見出された．

4. 対象への押し当て力
前述の基礎実験において，UJGの押し当て動作の際

に対象への押し当て力が一定ではなかったために，把持
力にばらつきが発生した．すなわち，この結果は，押し
当て力によって把持力が変化することを示唆している．
したがって，ここでは，押し当て動作の際の押し当て
力と最大把持力の関係について検証する実験を行った．
UJGの充填素材と量は，前述の実験で最も成績の良

かった条件，すなわちコーヒー粉（55[g]，充填率 50%）
とし，押し当て力を変更しながら把持力の変化を計測
した．その実験結果を図 6に示す．まず，この結果よ
り，対象物体へ UJG を押し当てる力は把持力に影響

図 3把持実験対象（ペン）
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図 4充填物を変化させた場合の把持力の変化
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(a) 小豆 (b) 芳香剤ビーズ (c) コーヒー粉

図 5種々の充填物で対象を把持した様子
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図 6押し当て力を変化させた場合の把持力の変化

を与えることが確認された．次に，把持力を最大化さ
せる適切な押し当てる力が存在することが見出された．
すなわち，押し当て力が適切でない場合には，UJGは
最大把持力を発揮できないといえる．さらに，最大把
持力を発生する押し当て力では，把持力の分散が小さ
くなる傾向があることも見出された．すなわち，これ
らの実験結果より，UJGの把持力を最大化するために
は，押し当て動作における適切な押し当て力を発生さ
せることが重要であるといえる．

5. 自動把持機構
上述の実験結果に基づき，押し当て動作時の押し当

て力を検出し，適切な押し当て力でホールド動作に移
行するためのフォースフィードバック機構を構成した．
その構成をFig.7に示す．上述の実験で用いたUJGに，
新たにロードセル（共和電業　 LMA-A-100N）と過負
荷防止のバネ機構から構成されるデバイスを付け加え
た．このロードセルは，１軸方向の 0[N]から 10[N]の
力を計測可能であり，バネ機構により次のように計測
を行う．

y =


−x+ b (0 < x < b)

0 (b ≤ x)

(1)

ここで x [N]は押し当て力，y [N]はロードセルの計測，
b [N]（=80 [N]）はバネ機構によって発生する初期バ
イアスである．この式から明らかなように，バネ機構
による計測レンジは 0 ≤ y ≤ bであり，押し当て力が

(a) 機構 (b) 概観
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Micro computer
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(c) フォースフィードバックシステムの構成

図 7 フォースフィードバック機構を搭載したユニバー

サルジャミンググリッパ実験機の概観

b[N]の時に下限 0[N]で飽和するため，ロードセルが過
負荷によって破損することはない．
以上の機構によって計測される押し当て力の信号は，

アンプ（INA118U）によって増幅してマイコン（AR-

DUINO UNO R3）に伝達し，事前にプログラムした
適切な押し当て力と比較される．適切な押し当て力で
あれば，真空ポンプに接続した空気抜きチューブの電
磁弁のスイッチが入り，UGJのホールド動作が開始さ
れる．さらに，もう一度，登録した押し当て力が加え
られると解放動作に移行し，把持物体を離すようにプ
ログラムした．これらのフォースフィードバック機構
をグリッパと合わせた重量は 1300[g]である.

6. 実験
以上で構成したUJGについて，充填素材をコーヒー

粉，充填率を 50%，ホールド動作開始の押し当て力を
30[N]と設定して把持実験を行った．まず，サイコロ，
ビー玉，乾電池，テープ，コップといった様々な形状
の対象物の把持実験を行った結果，何れも問題なく把
持できることが確かめられた．実験の様子を図 8に示
す．また，種々の対象に対して様々な押し当て力によ
る把持実験を繰り返し行った結果，構成したフォース
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(a) サイコロの把持 (b) マグカップの把持

(c) 電池を把持する様子

図 8 構成したグリッパシステムを産業用ロボットに搭

載して把持実験を行った様子．サイコロ，ビー玉，

ビニールテープ，電池，マグカップなど様々な対象

物の自動的な把持に成功し，構成システムの有効性

を確認した．

フィードバックシステムが有効であることが確かめら
れた．

7. おわりに
本研究では，まずUJGを試作し，柔軟膜内部の充填

率と充填素材の種類について，把持力に与える影響を
実験的に調査した．その結果，充填素材には先行研究
で示された通りにコーヒー粉が適しており，適切な充
填率は約 50%であることが確認された．また，この実
験結果から対象物体への押し当て力がUJGの把持力に
影響を及ぼすことを見出した．次に，押し当て力と把
持力の関係性を調べる実験によって，UJGの把持力を
最大化する最適な押し当て力が存在することを確かめ
た．さらに，これらの実験結果に基づき，指定した押
し当て力でホールド動作もしくは解放動作を行うこと
ができるフォースフィードバック機構を構築し，UJG

に組み込んだ．この機構により，UJGの適切な自動把

持動作と解放動作が可能になることを実験により確認
した．
今後の課題として，多軸方向のフォースフィードバッ

ク機構の検証が考えられる．また，カメラ等のセンサの
併用により，対象物体の認識や姿勢計測に基づく最適
な押し当て力を実現する機構の構築などが挙げられる．
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