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Abstract : Recently, many universal grippers, which can grip objects of various shape, have been

developed. MRα fluid gripper is one of the universal grippers. MRα fluid gripper mainly consists of

MRα fluid, a flexible membrane and an electromagnet. In this paper, we consider the components of

MRα fluid gripper and show the results of consideration.

1 . はじめに
現在，産業用ロボットアームは，種々の作業に幅広く

用いるために，エンドエフェクタと呼ばれる手先の機構
の交換を行う．特に対象物の把持や搬送，設置の一連の
作業に用いられるエンドエフェクタをグリッパと呼ぶ．
工場の生産工程では様々な形状や姿勢の対象物が多く
存在し，対象物を把持や搬送，設置するためにその姿勢
や形状に応じたグリッパの交換が行われる．また，選定
されたグリッパごとに把持計画を変更する必要がある．
グリッパの交換は一定の時間を要し，選定されたグリッ
パごとの把持計画の変更は効率的な作業の弊害となる．
この問題を解決するためにグリッパの交換手順の省略が
可能な汎用性の高いグリッパの研究が行われている [1]-

[6]．これらはユニバーサルグリッパと呼ばれ，一つのグ
リッパで様々な形状や姿勢の対象物の把持が可能である．
ジャミンググリッパ [1]-[3]は主に粉体が充填された柔軟
膜とエアーコンプレッサから構成される．先端部にある
柔軟膜を対象物に押し当て，柔軟膜を対象物の形状に倣
わせた後，柔軟膜内の圧力を低下させ柔軟膜全体を固化
させることで対象物を把持する．タコの吸盤を模倣した
真空吸着グリッパ [4]は主にタコの吸盤を模倣した吸盤
を有した柔軟膜とエアーコンプレッサから構成される．
対象物に柔軟膜を押し当てた後，エアーコンプレッサを
用いて吸盤を変形させることで対象物と吸着し，対象物
を把持する．しかし，これらのグリッパはいずれも気圧
を利用するため，周囲環境の制約がある．一方，MRα

流体グリッパ [5]は主に電磁石，MRα流体および柔軟
膜から構成される．柔軟膜を対象物に押し当て，柔軟膜
を対象物の形状に倣わせる．次に，電磁石を用いて磁力
を制御することでMRα流体を固化させることで，対象
物を把持する．MRαパラレルグリッパ [6]は，MRα流
体グリッパの応用例でパラレルグリッパの指先部に小型
のMRα流体グリッパが装着されているパラレルグリッ
パである．このグリッパは把持するために押し当て動作
を必要としないため，壊れやすい対象物を把持すること

ができる．これらの磁力を用いたグリッパは気圧を利用
しないため，駆動の静音性や周囲環境に対する制約が少
ない特徴を持つ．本論文では，MRα流体グリッパに注
目し，その機能向上するためにグリッパを構成する要素
であるMRα流体，電磁石および柔軟膜についての検討
を行う．

2 . MRα流体グリッパ
MRα流体グリッパの概要を Fig.1に示す．柔軟膜は

内部にMRα流体が封入されており，外部カラーによっ
て挟み込まれている．また，磁界発生源として電磁石を

(a) Structure of MRα fluid gripper.

(b) Overview of MRα fluid gripper.

Fig. 1 MRα fluid gripper.



使用している．MRα流体とはMR流体に非磁性体の粉
体を添加した改質MR流体である．MRα流体はMR流
体に比べて印加される磁界の磁束密度に対する固化強度
が高く，比重が小さい [5]という特長がある．このグリッ
パは以下の流れで把持を行う．はじめに磁界を印加して
いない状態，つまりMRα流体が流動化している状態で
柔軟膜を対象物に押し当てる．すると柔軟膜は対象物の
形状に倣い，柔軟膜が対象物を包み込む．次に，電磁石
に電力を印加，つまり磁界を印加することでMRα流体
が固化し，対象物とグリッパの柔軟膜の間に生じる静止
摩擦力などの要因よって対象物を把持する．

3 . グリッパの構成要素の検討
3.1 MRα流体

本節ではMR流体に添加する非磁性体の粉体に関す
る検討を行う．文献 [5]ではMRα流体の非磁性体添加
物としてポリスチレンを使用しており，粒子の直径は
0.5[mm]である．添加する非磁性体の粉体の材質，粒子
の直径を変更することでMRα流体の性質がどのように
変化するかを調査するため，以下の実験を行った．実験
の手順は次の通りである；1) 体積比がMR流体 50[%]，
非磁性体の粉体が 50[%] となるように MRα 流体を制
作する，2) 制作した MRα流体を柔軟膜に封入し，グ
リッパを構成する，3) グリッパにより対象物を把持す
る，4) 対象物にフォースゲージを接続し，引っ張る，5)

グリッパから対象物が開放されたときにフォースゲージ
が示した最大値を把持力と定義する．非磁性体の粉体と
して，ポリスチレン（粒子の直径：2.0, 1.0, 0.5 [mm]の
3通り），カーボンマイクロビーズの粒子（粒子の直径：
0.2377, 0.1586, 0.0221,0.0055 [mm]の 4通り），竹炭の
粒子 (粒子の直径：0.015 [mm])および，砂（粒子の直
径：0.5～1.5 [mm]）の計 9通りについて，上述の実験
を行った．実験結果を Fig.2に示す．Fig.2より，カー
ボンマイクロビーズ（粒子の直径：0.00221 [mm]）が最
も把持力が高く，従来の非磁性体添加物であるポリスチ
レン (粒子の直径：0.5 [mm])より把持力が 5.16[N]上昇
した．

3.2 電磁石

磁界発生源に電磁石利用すると，搬送時に電力損失し
た場合，対象物が落下する．そこで，永電磁石を開発し
た．これは，電磁石のコアに永久磁石が埋め込まれてお
り，電流印加時に磁界が減衰する電磁石である．開発し
た永電磁石の構成と外観を Fig.3に示す．一般的に，永
電磁石のコアにある永久磁石は対象物を吸着する面と離
れた位置に埋め込まれている．これは対象物を吸着した
ときの衝撃で永久磁石が粉砕する可能性を低減させるた
めである．しかし，MRα流体を十分に固化することが
できる磁界（0.3[T]以上）[7]を発生させることができな
い．そこで永久磁石を吸着面付近に配置すると，より強
い磁界が生じることを磁界解析により見出した．MRα
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Fig. 2 Gripping force versus the sizes and mate-
rials of nonmagnetic particles.

流体グリッパの磁界発生源として永電磁石を使用する際
は，吸着面に外部カラーが装着されるので，対象物を把
持する際，吸着面と対象物は直接接触しない．つまり，
永久磁石を吸着面付近に埋め込んでも粉砕の可能性はな
い．ここで磁界解析結果を Fig.4, 5に示す．ただし，い
ずれも基準座標を永電磁石の底面の中心としている．永
電磁石の径方向を x軸，軸方向を y軸としている．Fig.4
は磁束線を表しており，Fig.3 (a)の (1)の範囲の解析結
果について示している．また，Fig.5は磁束密度分布を
表しており，Fig.3 (b) の (2)の範囲の解析結果を示し
ている．また，色は赤，黄，青の順に磁束密度が強いこ
とを表している．さらに，磁永久磁石の大きさ，コイル
の体積等を変更することでMRα流体を十分に固化する
ことが出来る磁界（0.3[T]以上）[7]を発生する永電磁
石の開発を行った．また，把持力は電磁石を使用した場

(1)
(2)

(a) Structure of

permanent electromagnet.

(b) Overview of

permanent electromagnet.

Fig. 3 Developed permanent electromagnet.



Fig. 4 Magnetic flux diagram.

Fig. 5 Magnetic flux density distribution.

合と同等以上を示すことを確認した．また，永電磁石の
重量は 1623[g]である (電磁石は 1700[g])．永電磁石の
使用により電源喪失時に対象物を落下する可能性を低減
した．

3.3 柔軟膜

3.3.1 材質

文献 [5]のグリッパの柔軟膜の材質はシリコンである．
しかし，MR流体中のオイルが浸透する問題が生じた．
そこでシリコン，ニトリルゴム＋ポリ塩化ビニル，水素
化ニトリルゴム，シリコン＋フロロシリコンの計 4種類
の柔軟膜の材質において耐 MR流体性能の試験を行っ
た．試験結果を Table 1に示す．これより HNBR(水素
化ニトリルゴム)が耐MR流体性能に優れていることが
わかる．この結果より HNBRで制作した柔軟膜を用い
てグリッパを構成し，長時間運用しても上述した問題が
生じないことを確認した．しかし，HNBRを使用する
と耐久性の向上が確認された一方，5[N]程度の把持力の
低下が確認された．

3.3.2 形状

本節では外部カラーと柔軟膜の形状ついて検討を行う．
Fig.6に検討した柔軟膜の形状を示す．ただし，柔軟膜
の厚さは一部を除きすべて 1[mm]である．以後，本節に
おいて (a)-(f)はそれぞれ Fig.6の (a)-(f)を指す．次に，

Table 1 Various rubber’s resistance of MR fluid.

material Volume expansion rate[%]

Si 31.7
NBR+PVC 30.4

HNBR 1.9
Si+FQ 36.3
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Fig. 6 various shape of flexible membrane.

検討した柔軟膜の形状を評価する方法を以下に述べる；
1) Fig.6に示した様々な形状の柔軟膜を試作する，2) 試
作した柔軟膜を用いてグリッパを構成する，3)グリッパ
に対象物を上から押し当て，包み込みを確認し，目視に
て評価する．構成したグリッパの例を Fig.7に示す．た
だし，柔軟膜に封入する MRα流体の封入率を 100[%]

とした．接触面積の増減の評価については文献 [5]で示
されるグリッパ（以下，従来のグリッパと呼ぶ）の柔軟
膜の形状である (a)を基準に考察した．考察の結果，グ
リッパの柔軟膜の形状について以下の三点が判明した；
1) 台形のような角がある形状は半球型に比べて接触面
積が増えないので把持性能が向上しない，2) 柔軟膜を
部分的に一様に厚くすることも接触面積は増えない，3)

凹みは把持可能な対象物の大きさに制約を設ける．上
述した三点を考慮し，新たに開発した柔軟膜を用いて新
しいグリッパを制作した．制作したグリッパを Fig.8に
示す．次に従来のグリッパと新たに開発した柔軟膜を用

Fig. 7 Example of gripper using the prototype
flexible membrane.



Fig. 8 New gripper using the new flexible membrane.

いたグリッパ（以下，新型のグリッパと呼ぶ）について
比較を行う．はじめに把持力を比較する．従来のグリッ
パの把持力は 50.17[N]だった一方，新型のグリッパは
10.6[N]となり把持力が 39.57[N]減少した．MRα流体
グリッパが対象物を把持する要因として柔軟膜と対象物
間に働く静止摩擦力以外に，柔軟膜と対象物間に出来る
密閉空間で発生する真空吸引による力がある．新型のグ
リッパは従来のグリッパに比べて柔軟膜と対象物間の接
触面積は増えたものの，接触している部分の一部にしわ
ができ密閉空間が生成されなかったことにより把持力が
減少したと考えられる．次に，把持可能な対象物の位置
の偏差 eを測定する実験を行った．実験の概要を Fig.9

に示す．偏差 eを変化させ，グリッパを対象物に上から
垂直に押し当て，把持出来るかどうかを実験する．eの
値ごとに 10回ずつ実験を行い，成功率を算出した．実
験結果を Fig.10に示す．実験結果より従来のグリッパ
に比べて新型のグリッパは把持可能な対象物の位置の偏
差が 94.12[%]増加していることがわかった．また，新
型のグリッパはペンなどの細長い対象物の把持が可能に
なったことも確認した．

4 . まとめ
本研究では改質MR流体を用いるグリッパの構成要素

について検討を行った．MR流体に加える非磁性体添加
物を変更することで把持力を向上することが出来た．ま
た，電力損失時に対象物を落下させないため，永電磁石
の使用を検討し，磁界解析を元に永電磁石を開発した．

Fig. 9 Overview of the experiment.
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Fig. 10 Succes rate of gripping versus changing
position gap.

また，柔軟膜の材質を検討し，耐久性を向上させた．ま
た，柔軟膜の形状を変更し，把持力は低下したが把持可
能な対象物の位置の偏差が大きくなり，従来のグリッパ
では不可能であったペンなどの細長い対象物の把持が可
能になった．
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