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1. はじめに
産業用ロボッ ト のエンド エフェクタは， 多様な作業
工程に合わせて様々なものが存在する． 物体把持に使
用するエンド エフェクタを特にグリ ッパと呼び， 対象
の形状や姿勢に応じた適切なグリ ッパへの自動交換は，
産業用ロボット の作業工程では一般的である． しかし ，
適切なグリ ッパの選定や交換作業， 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 ， こ
れら一連の作業は， ロボッ ト による効率的な作業のボ
ト ルネックになっている．
現在までに， エンド エフェクタの形状や機構， 把持
計画に関する数多く の研究が行われており [1][2]， 近
年， 把持物体の姿勢認識とグリ ッパの交換の手順を省
略し， 作業効率は向上させるためのグリッパが開発され
た [3]． これはジャミ ンググリ ッパと呼ばれ， ジャミ ン
グ現象1を利用することで， ゴム状の先端部を対象の形
状に倣わせて固化し ， 対象の形状や姿勢変化に関わら
ず把持を可能とするという特徴を有する） ． 一方， ジャ
ミ ング現象は真空発生器によって発生する低気圧を利
用するため， 周囲の気圧が変動する場合や， 水中など
の圧力の高い場所， 気温が変化しやすい環境などでは，
ジャミ ンググリ ッパの利用が困難であるという制約が
存在する．
そこで本研究では， 上述のジャミ ンググリ ッパの使用
上の制約を取り 除く ために， ジャミ ング現象と同様に
任意の形状で固化と流動化を瞬時に変化させることが
できるという性質を有する MR流体に着目する． MR

流体は磁性流体の一種であり ， 磁力の印可によって上
述の制約下でも流動状態と固化状態を瞬時に制御でき
る素材である． 本研究では， まず磁性流体における MR

流体の性質を概観し ， その後， MR流体と電磁石を用
いるグリ ッパの設計を行う ． 次に， その設計に基づい
た MR流体の流動化と固化の制御実験を行い， 提案す
るグリ ッパによって対象物の把持力がどの程度発生可
能であるかを調査する． また， その調査結果に従って
MR流体の固化強度を向上させるために非磁性体を添
加して新たに開発した MRα流体と呼ばれる流体につ
いて説明する． さらに， MRα流体と電磁石によって構
成するグリ ッパの物体把持特性実験の結果を示す．

2. 関連研究
ここではジャミ ンググリ ッパ [3]の構造の特長につい
て概観する． このグリ ッパの先端部の柔軟膜の中には，
コーヒーの粉が充填されており ， 柔軟膜内部の空気を
抜く ためにエアーコンプレッサを利用する．
このグリ ッパによる対象の把持の手順は次の通り で
ある ; 1） 把持対象に柔軟膜部を押し当て対象の形状に

1密度の低い粉体は流体のよう に流動するが， 密度がある値を越
えて高く なると流動性を失い， 固体のよう に振る舞現う現象 [4]．

倣わせる， 2） エアーコンプレッサを動作させて空気を
抜き， ジャミ ング現象により 柔軟膜を固化させる， 3）
ロボッ ト アームを動作させ対象物を持ち上げる． 以上
の手順により ， ジャ ミ ンググリ ッパによって対象の形
状や姿勢に依らない把持が可能であり ， 様々な対象を
把持する必要のある作業工程において， グリ ッパの交
換を必要としない． また， 対象の把持計画や把持開始
から完了までの対象の姿勢推定などの複雑な計算も必
要ない．
文献 [3] では， 柔軟膜の充填物として砂などを用い
ても ， 同様にジャミ ング現象を発生できることが述べ
られている． しかし ， 軽量化と発生する把持力の観点
から様々な充填物の中でもコーヒーの粉が最適である
ことも述べられている． 一方で， ジャミ ンググリ ッパ
は， 充填物の量の調整によって把持力が変化すること
を我々は予備実験によって確認した． これは， 気圧や
気温の変動によって柔軟膜内の空気の容積が変化する
場合には， 物体把持力に影響が現れる可能性があるこ
とを示唆している． また， 水中での利用が困難である
ことは明白である．

3. MR流体

3.1 固化と流動化を制御できる流体

電界や磁界の印可によって固化と流動化が制御可能
な流体に， ER流体（ Electrorheological Fluid） やMR

流体（ Magnetorheological Fluid） がある． 近年， これ
らの流体は， ロボッ ト 周辺機器の構成要素として利用
されることが多く ， それらの制御方法や性質なども広
く 知られている．
ER流体は電界を印可することで粘性が変化する流
体であり ， 均一系と分散系の二種類がある [5]. 前者は，
ニュート ン流体特性を持ち， 後者はビンガム流体特性
を持つ． ニュート ン流体とは， 剪断応力が剪断速度に
比例する流体であり ， 剪断速度が 0 [s−1]のとき剪断応
力が 0 [kPa] である ． すなわち， 粘度は変化するが固
体のよう に振舞う ことはない． これに対してビンガム
流体は剪断速度が 0 [s−1]のときにも剪断応力を持つた
め， 見かけ上， 固体のよう に振舞う ． すなわち， 分散
系 ER流体は電界を印可すると固体のよう に振舞う ．
次に， MR流体は， 外部磁界の印可により 応答速度
数 msの間に見かけ粘度が 105 倍から 106 倍に変化す
る流体であり ， ビンガム流体特性を持つ． 磁界を作用
させない場合の粘度は磁性流体より もはるかに大きく
流動性があるが， 磁界を作用させると数十 kPa と大き
い剪断応力を発生し ， 固体状態に変化する [6].

以上より ， ジャ ミ ング現象と同様の作用を実現する
流体として， 分散系 ER流体と MR流体がその候補と
なる． この二種類の流体は， 電界や磁界を印可してか
ら粘度が変化するまでの応答速度は数 ms であるとい
う利点を持つ [7]． 一方で， 剪断速度 0 [s−1]での剪断
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応力は， 一般的な分散系 ER流体は， 4 [kV/mm]の電
圧を印加した場合， およそ 2 [kPa]， MR流体は， 0.3

[T]の磁束密度の磁界を印加した場合， およそ 90 [kPa]

であり [5][6]， より 大きな剪断応力を発生する後者がグ
リ ッパへの利用に適しているといえる． そこで本研究
では， ジャミ ング現象と同様の作用を実現する新たな
グリ ッパに MR 流体を利用する．

3.2 MR流体によるグリ ッ パ構成の問題

一般的な MR流体は 0.3 [T] 以上の磁束密度の磁界
を印加すると約 90 [kPa]のせん断応力を発生し ， それ
以上のせん断応力は発生できない [6]． この性質が物体
把持に適しているのかを検証するために， 最も強力な
永久磁石であるとされるネオジム磁石を利用して， MR

流体を封入した柔軟膜が物体把持に十分な固化を実現
することができるか予備実験を行った．

この予備実験では， 100 [ml]の MR流体を封入した
柔軟膜に 0.3 [T]以上の磁束密度を発生するネオジム磁
石を接触させ， その固化によって軽量のケーブルを把
持することができるか試行した．

その結果， 次のことが確認された．

• ネオジム磁石からの距離が離れると磁束密度が急
激に減少するため， ネオジム磁石から離れた場所
にあるゴム風船内のMR流体はほとんど固化しな
かった． すなわち， 100 [ml]のMR流体全体で物
体把持に十分な固化硬度を発生できなかった．

• MR流体は比重が大きく ， 100 [ml] を封入したゴ
ム風船は重力方向に垂れ下がることが確認された．

• 接触した MR流体とネオジム磁石を引き離すため
には十分に強い力が必要であった． すなわち， 永久
磁石の利用によって前述のジャミ ング現象と同様
の固化と流動化を MR流体に対して素早く 発生さ
せることは困難であり ， 電磁石の利用が望ましい．

• MR流体を封入した天然ゴム製のゴム風船が時間
の経過とともに溶解した． MR流体に含まれる成
分が天然ゴムを溶解することが確認された．

以上が本予備実験より 明らかとなった． これらの問題
点を解決する方策を以下に示す．

4. MRα流体

一般に電磁石は重量に対して発生できる磁束密度が
ネオジム磁石に比べて低いため， MR流体を完全に固
化させる程度の磁界を発生する電磁石の重量やサイズ
は大きく なる． したがって， ペイロード が 10 [kg]程度
の通常のロボッ ト アームの先端に MR流体を用いるグ
リ ッパを構成することは困難であると考えられる． さ
らに， MR流体の比重は大きいため， ロボッ ト アーム
のグリ ッパとして利用するためには， 使用量をできる
だけ抑えることが望まれる．

本研究では， これらの問題を解決するために， MR

流体に非磁性体を混合した MRα流体を開発した． こ
れは， MR流体より も磁束に対する固化の硬度が高く ，
比重が低いという特長を有する． 以下では， MRα流体
の固化の原理と固化に関する基礎実験について述べる．

4.1 MRα流体の固化の原理

磁界の印可によって MR流体が固化する様子を図 1

に示す． MR流体は， 直径数 µ [m]の鉄粒子とオイルや
鉄粉の沈殿を防ぐ添加物から合成される流体で構成さ
れる． 通常は， 流体に鉄粒子が浮遊している状態であ
る． MR流体が封入された柔軟膜に外部から磁界が印
可されると ， 磁力線に沿った鉄粉の結合が形成され固
化する． また， 磁界が解除されれば， 鉄粉が元の浮遊状
態に戻ることで， MR流体は流動化する． 磁界印可時
に， 固化した MR流体のせん断力を上回る力が外部か
ら加わると ， 磁力線に沿って形成された鉄粉のカラム
構造が崩れて変形する． オイルと鉄粉の混合比率など
によって MR流体の固化強度は変化するため， 鉄粉の
量を増加させるほど大きなせん断力が得られるが， 一
方で， 流動性の著しい低下と重量の増加が問題となる．

そこで本研究では， MR流体に比重の軽い非磁性体を
添加し MR流体のせん断応力を大幅に向上させる工夫
を提案する． さらに， その新たに開発した流体を MRα

流体と名付ける． MRα流体に磁界を印可したときに，
MRα流体が固化する様子を図 2に示す． MRα流体に
磁界を印可すると ， 整列した鉄粉の隙間に非磁性体が
収まる． これにより MR流体よりせん断応力が増加し ，
固化硬度が向上すると考えられる．

4.2 MRα流体内容物の比較実験

MR流体に添加する非磁性体の大きさによって MRα

流体の性質がどのよう に変化するのかを調査するため
に， 以下の実験を行った． 実験には図 3に示す試作機
を用いた． 実験の手順は次の通り である ; 1） 体積比が
MR流体 50%,非磁性体 50%の MRα流体を作成する，
2） 作成した MRα流体を図 3 に示す柔軟膜内へ充填す
る， 3） 柔軟膜を把持対象物に上部から垂直に押し当て
て磁界を印可して把持状態にする， 4） 対象物にフォー
スゲージを接続し ， 柔軟膜を引っ張り 上げて対象物が
落下するまでの最大力 [N] を測定する． 各サイズの非
磁性体を添加した MRα流体を封入した柔軟膜に対し ，
それぞれ以上の手順によって最大の把持力を測定した．

実験に用いたある非磁性体添加物の粒の大きさは
0.5[mm]， 1.0[mm]， 2.0[mm]， 3.0[mm] の四種類であ
る． 横軸に非磁性体添加物の直径， 縦軸に最大引っ張
り力としたグラフを図 4に示す． この結果により ， 直径
が 0.5[mm]の非磁性体添加物を利用することでグリ ッ
パの把持力が大きく なるという ことが分かった．

図 1 MR流体の固化原理
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図 2 MRα流体の固化原理

4.3 MR流体と内容物の割合について

4.2の実験により ， MRα流体を構成する非磁性体と
して直径 0.5[mm]の非磁性体添加物の粒が適している
ことがわかった． 次に MR流体と内容物の割合を変化
させ， 把持力を測定する． 使用する実験装置は 4.2 で
使用した装置を使用する． 実験の手順は次の通り であ
る ; 1） MRα流体の体積を一定とし ， MR流体と非磁
性体添加物の粒の割合を 20%ずつ変化させて MRα流
体を作成する， 2） 作成した MRα流体を図 3に示す柔
軟膜内へ充填する， 3） 柔軟膜を把持対象物に上部から
垂直に押し当てて磁界を印可して把持状態にする， 4）
対象物にフォースゲージを接続し ， 柔軟膜を引っ張り
上げて対象物が落下するまでの最大力 [N] を測定する．
各比率の MRα流体を封入した柔軟膜に対し ， それぞ
れ以上の手順によって最大の把持力を測定した．
横軸に MR流体の割合， 縦軸に最大引っ張り力とした
グラフを図 5に示す． この結果により ， MR流体 50%の
とき把持力が最大となることが分かった．

(a) 概観

(b) 構造図

図 3試作機

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 0  0.5  1.0  1.5  2.0  2.5  3.0
Size of perticle of additive [mm]

G
ri

pp
in

g 
fo

rc
e 

[N
]

図 4 非磁性体添加物の大きさを変化させた場合の把持
力の変化
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図 5 非磁性体添加物と MR流体の割合を変化させた場
合の把持力の変化

(a) 概観 (b) 構造図

図 6電磁石

5. 新しいグリ ッ パの開発

5.1 開発したグリ ッ パの概要

本研究では、 図 6に示す電磁石を用いてグリ ッパの
試作機を製作した． 開発した試作機を図 3に示す．
予備実験にて天然ゴムと MR流体を併用することが
できないことが明らかになったため， グリ ッパの把持
部にはシリ コンゴムを使用した． このシリ コンゴム製
の把持部を外部カラーを用いて挟み込み， 内部に MR

流体をベースに開発した MRα流体を封入する． 外部
カラーには空気穴を設け， そこから MRα流体を封入
後空気を抜く ．
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(a) MRα流体グリ ッパを装着した 6軸アーム型ロボッ ト

(b) 把持対象物： サイコロ ， ビー玉， ホイッスル，

消しゴム． プラスチックボト ル

(c) グリ ッパにより ホイッスルを把持する様子

図 7開発した MRα流体を用いるグリ ッパの実験の様子

5.2 把持実験

開発したグリ ッパを組み込んだ 6軸ロボッ ト アーム
による物体把持実験を行った． 実験に用いたロボッ ト
アームと把持対象を図 7に示す．
本実験により ， 開発したグリ ッパによって様々な形
状の対象物が把持できることが確認された． さらに , 最
大で 50[N]程度のペイロード を発生できることが確認
された．
　

6. おわりに
MRα 流体を構成する添加物の大きさや割合を選定
する実験を行い， グリ ッパとして使用するのに最適な
MRα流体を開発した． また開発した MRα流体を用い
てグリ ッパを開発した． 開発したグリ ッパに MRα流
体を充填し把持力を測定した結果， 最大で 50.67[N]の
把持力を発生できることを確認した． さらに， このグ

リ ッパを産業用ロボッ ト のエンド エフェクタとして用
いて実際に運用する実験を行った． その結果， 様々な
対象物を把持することができた．
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