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磁力を用いる構造が簡単な柔軟ロボットグリッパ
津 上 祐 典∗

桑 野 僚 大∗

健∗

西 田

Flexible Robot Gripper with a Simple Structure Using Magnetic Force
Yusuke Tsugami∗ , Tomohiro Kuwano∗ and Takeshi Nishida∗
We propose a ﬂexible robot gripper with a simple structure that controls grasping by magnetic force. This gripper
is constructed with an electromagnet, a permanent magnet, an elastic membrane, and water. Since it is a simple
structure without driving elements, this gripper is easy to be downsized. In this paper, we show the structure of the
gripper and the holding and releasing principle. In addition, we demonstrate the eﬀectiveness of the proposed gripper
through several experimental results by gripping various objects using two sizes of developed grippers attached to an
industrial robot.
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改質 MR（Magnetorheological）流体が封入された柔軟袋と電

1. は じ め に

磁石で構成され，電磁石による改質 MR 流体の粘度の制御によ

産業用ロボットは，エンドエフェクタの交換によって多様な

り対象物の把持および解放を行う．永久磁石を組み込んだ電磁

作業に幅広く対応し，特に対象物の把持や搬送・設置に用いられ

石 [7] の利用による低消費電力化，高速応答性能，静穏駆動，防

るエンドエフェクタはグリッパとよばれる．様々な形状や素材

塵防水構造による高耐環境性，高耐久性能を有するが，比較的

の対象物を傷つけず搬送するために，近年，様々な形状の対象

質量が重く，高磁束密度の発生 [8] と磁束の閉じ込めのための緻

物の把持が可能な汎用性の高いグリッパ（ユニバーサルグリッ

密な磁束解析や設計 [9] [10] を必要とする．

パ）が数多く提案され，研究開発が行われている [1]．ユニバー

そこで本研究では，改質 MR 流体を用いるグリッパの構造の

サルグリッパは，動作原理や形状などによって複数に分類され

複雑さに起因する質量の大きさと設計の困難さの克服を目的と

るが，柔軟な袋構造を有する柔軟袋型グリッパが最も簡単な構

して，構造が簡単で構成に詳細な設計を必要としない半球状型

造を有する．柔軟袋型グリッパは，半球状型，内部膨張型，トー

グリッパを提案する．これは，電磁石，永久磁石，柔軟袋およ

ラス型などに分類され [2]，本研究では，これらの中でも，把持

び水で構成され，サイズの設計変更が容易である．また，電磁

対象物の形状に対する適応性能が最も高い半球状型 [3]〜[5] に

石への印加する電流のみで把持と解放を制御できる．
本論文の構成は以下のとおりである．まず，2 章において提

焦点を当てる．
ジャミンググリッパ [3] は，粉体が封入された柔軟な半球状

案するグリッパの基本的な設計について述べる．次に 3 章にお

型袋およびエアーコンプレッサで構成され，袋の内部の気圧変

いて，提案グリッパの動作原理を解説する．そして 4 章におい

化によって生ずるジャミング転移を利用して対象物を把持する．

て，原理証明のための基礎実験について，5 章において提案グ

軽量に構成することが可能であり，製品化された例もある [6]．

リッパの小型化とその実験結果を示す．さらに，6 章において，

また，SSA グリッパ [4] は水が封入された柔軟袋，柔軟袋の内

提案グリッパの構成要素について種々の考察を与え，最後に 7

部の先端部とワイヤで接続されたモータで構成される．対象物

章で本論文をまとめる．

に柔軟袋を押し当てた状態でワイヤを引いて袋を縮めることで，

2. 基 本 構 造

対象物を包み込んで把持する．一方で，モータ駆動システムや，

提案するグリッパを水グリッパとよび，その構造を Fig. 1 に

対象物への柔軟袋の押し当てとワイヤを引くタイミングを同時
に行うための計測と制御を必要とする．MR 流体グリッパ [5] は，

示す．半球状の柔軟膜の内部に流動体を封入し，柔軟膜の最下部
中央に永久磁石を固定する．柔軟膜の素材や形状，厚みなどはグ

原稿受付 2018 年 1 月 17 日
∗
九州工業大学
∗
Kyushu Institute of Technology
 本論文は提案性（要素分野）で評価されました．

JRSJ Vol. 36 No. 8

リッパの用途によって調整する．例えば，ニトリルゴム（NBR）
やフッ素ゴム（FKM）の硬度や厚み，表面パターンを設計する
ことで，耐久性や耐環境性を向上させることができる．柔軟膜
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Fig. 1 Strucrue of the proposed gripper

(a) Gripping
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(b) Releasing

Fig. 2 Gripping and releasing sequence of water gripper

の内部には，流動体として，空気，油，ジェル，水など，また
はそれらの混合物を封入する．粘性や質量が異なる流動体の選
択は，グリッパの仕様要求に対して試行錯誤的に行う．柔軟膜
に固定される永久磁石は，対象物の位置ずれの程度の見積もり
等に基づいて，大きさや磁束密度の強さを定める．大きな位置
ずれに対しては，径方向の面積が広い永久磁石が有利であるが，
対象物に対する包み込み能力が低下する．また，把持対象の質
量が重い場合には，磁束密度の高いネオジム磁石が有利である

Fig. 3 The forces acting on the object

が，対象物の解放のために強い磁束密度を発生できる電磁石に
変更しなければならない．永久磁石と電磁石が直接接触すると，
電磁石の磁力で永久磁石を剥離できなくなるため，電磁石には
厚さ数 [mm] の非磁性体のカバーを被せる．柔軟膜はカバーを
覆うように被せ，流動体が漏れないように接着，もしくはワイ
ヤ等で把捉する．

3. 動 作 原 理

Fig. 4 Power sequences of the electromagnet for driving of the
gripper

3. 1 動作シーケンス
提案グリッパによる対象物の把持シーケンスを Fig. 2 に示す．
まず Fig. 2 (a) のように，永久磁石がカバーを介して電磁石に
吸着するまで提案グリッパを対象物に対して上から押し当てる
と，柔軟膜は対象物の形状に倣って変形し，対象物を保持する．
把持対象物を円柱形状で仮定した場合の力のつり合いを Fig. 3
に示す．対象物の表面には，流動体に働く重力に伴う柔軟膜の
形状の復元力（Elastic force）が働く．そして，柔軟膜と対象
物の間に発生する垂直抗力に比例する静止摩擦力（Frictional
force）により，対象物を把持することができる．対象物を解放
する場合には，電磁石に永久磁石と逆向きの磁界を発生させる

Fig. 5 Equilibrium of forces between the permanent and the
electromagnet

ように電流を印加すると，永久磁石が電磁石から剥離し，柔軟
膜の形状復元によって Fig. 2 (b) のように対象物を解放する．

同じ向きの磁界を発生させるように電磁石に電流を印加し，電

ただし，提案グリッパは永久磁石がグリッパの先端部に埋め

磁石との吸着力を向上させる方法である．この方法を利用する

込まれる構造であるため，把持対象物は非磁性体である必要が

場合には，電流の消失により対象物が解放されるように柔軟膜

ある．

の復元力を設計する必要がある．三つめは，対象物の把持と解

3. 2 電流の印加シーケンス

放の両方で電磁石に電流を印加する方法である．

本グリッパは，Fig. 4 に示すように，電磁石に対する三種類

二つめの方法は，電源消失時に把持対象物を解放するため，

の電流の印加シーケンスによって駆動することができる．まず

安全のためには一つめか三つめの方法の採用が望ましい．また，

一つめは，初期状態（永久磁石が電磁石に吸着していない状態）

消費電力の面からは一つめの方法が有利であるが，把持対象物

から把持状態（永久磁石が電磁石に吸着している状態）までは

の質量が大きい場合には，三つめの方法が有利である．

電流を印加せず，解放時のみ電流を印加する方法である．二つめ

3. 3 力のつり合い

は，グリッパを対象物に押し当てたときに電磁石に永久磁石と

永久磁石と電磁石の間に働く力を形式的に Fig. 5 に示す．電
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磁石の上部がロボットアームに取り付けられており，本グリッ

リッパを軽量に構成することが容易になり，柔軟膜の形状が維

パが鉛直方向に対象物を把持していると仮定すると，重力方向

持されやすくなる．さらに，提案グリッパはメカニカルな機構を

に働く力は，対象物に働く重力，永久磁石に働く重力，そして流

持たず構成が単純であるため，機構を小型化したとしても，そ

動体に働く重力と柔軟膜内部の圧力上昇に伴う柔軟膜の復元力

れを組み立てる作業は容易である．

である．柔軟膜の復元力は，柔軟膜に封入する流動体の量，対

以上より，提案グリッパのサイズの変更は，大型化よりも小

象物の把持姿勢，柔軟膜の厚さと材質に依存する．一方で，重

型化が有効であると考えられる．さらに，サイズ以外にも，対

力の逆方向には永久磁石と電磁石の間の吸引力が働く．これは，

象物の素材や形状，グリッパのゴムの種類や表面の加工，封入

永久磁石の磁束の強さ，カバーの厚さ，カバーの素材の透磁率

する流動体の種類など，種々の要素の変化によって把持特性は

に依存する．これらの力のつり合いにおいて，重力方向の合力

変化するため，グリッパによる作業の具体的な要件に基づいて，

より吸引力が大きい場合に，グリッパは対象物を把持すること

試行錯誤によって各構成要素の選定を行う必要がある．

ができる．したがって，電磁石に電流を印加して，重力方向の

4. 動作原理の検証

力が優勢となる程度に吸引力を低減させる，もしくは永久磁石

4. 1 提案グリッパの試作

との反発力を発生させた場合に，永久磁石が電磁石から剥離し
対象物が解放される．これより，対象物の解放には重力の力を
利用できるため，解放のために電磁石が発生する磁束は把持の

上述の動作原理を検証するために試作したグリッパを Fig. 6
に示す．このグリッパは以下の手順で構成した．

場合よりも小さくてよいことが分かる．また，これらの力のつ

（1）直径 60 [mm] の天然ゴム製の柔軟膜を用いた．

り合いを実現できるように各要素を選定すれば提案グリッパを

（2）直径 76 [mm] で高さ 60 [mm] の電磁石を用いた．

構成できるため，本グリッパの設計と製作は，ほかのロボット

（3）柔軟膜の最下部中央に，ネオジム磁石を二つ用いて柔軟膜

グリッパよりも比較的容易であるといえる．

を挟み込むように装着した．最大磁束密度は 0.4 [T] である．

柔軟膜の柔軟性は，把持動作時の柔軟膜内部の圧力上昇と柔

（4）厚さ 2 [mm] の ABS 樹脂製のカバーを 3D プリンタによっ

軟膜の復元力に影響を与える．柔軟膜の柔軟性を増した場合に
は，把持動作時の柔軟膜内部の圧力上昇が減少するため，Fig. 3

て製作した．
（5）柔軟膜に一定量の水を入れ，空気を抜きながらカバーを覆

に示した対象物に加わる垂直抗力が減少し，対象物の把持能力

うように被せ，結束バンド等で把捉した．

が低下する．一方で，柔軟膜の柔軟性を減じた場合には，把持

（6）柔軟膜が把捉されたカバーを電磁石に装着した．

動作時の柔軟膜内部の圧力が上昇するため，垂直抗力は上昇す

4. 2 基礎実験

るが，把持動作時の対象物の破壊が問題となる．さらに，柔軟

試作したグリッパを産業用ロボットに搭載し，種々の素材と

膜の復元力が磁石の吸引力を打ち消すように働くため，把持能

形状の対象物に対する把持実験を行った．ここでは，提案グリッ

力の低下を招く．したがって，柔軟膜はこれらの力のつり合い

パの基礎的な性能を検証するために，本グリッパを対象物に押

を考慮して決定する必要がある．

し当てたとき十分に包み込むことができる大きさで非磁性体の

3. 4 サイズの変更

対象物として，木のブロック，プラスチックの六角ボトル，ペッ

まず，提案グリッパのサイズの変更と把持対象物の関係につ

トボトルのキャップに対する把持実験を行った．把持実験の様

いて考察する．ただし，対象物の密度は一定であり，同一形状

子を Fig. 7 に示す．これらの実験により，柔軟膜で十分に包み

のままグリッパと対象物のサイズを変更すると仮定する．サイ

込むことができれば，提案グリッパによって非磁性体の種々の

ズの変化による物理量の変化は寸法効果 [11] として知られてい

形状の対象物を把持することができることを確認した．

るように，例えば，物体の表面積は長さに関するパラメータの

次に，水を封入したペットボトルの搬送実験を行った．実験

二乗に比例して変化するが，体積はその三乗に比例して変化す

の様子を Fig. 8 に示す．開発したグリッパで約 500 [ml] の水

る．したがって，グリッパと対象物を小型化した場合には，そ
れらの接触面積の減少率よりも対象物の質量の減少率の方が大
きい．提案グリッパは対象物を接触面に働く静止摩擦力によっ
て把持するため，小型化した場合には，その把持特性は向上す
る．一方で大型化した場合には，質量の増加率が摩擦力の増加
率を上回るため，把持特性は低減する．
次に，提案グリッパのサイズの変更によるグリッパの重量と
機構の関連について考察する．提案グリッパのサイズの大型化
に伴う柔軟膜内の流動体の体積の増加率は，上述の寸法効果に
より，柔軟膜の表面積の増加率を上回る．したがって，サイズ
の増加に伴う流動体に働く重力の増加率は，柔軟膜の復元力の
増加率よりも大きくなり，柔軟膜が下方に垂れ下がるように大
きく変形する不具合が発生したり，永久磁石と電磁石の吸引力
を増加させるための設計変更が必要となる．一方で，小型化す
る場合には，柔軟膜の復元力が支配的に向上することから，グ
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Fig. 6 Prototype of water gripper

Oct., 2018

磁力を用いる構造が簡単な柔軟ロボットグリッパ

(a) Wood block

(b) Hexagon plastic
bottle
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(c) Plastic cup
Fig. 9 Prototype of downsized water gripper

Fig. 7 Overview of gripping several materials by the developed
gripper

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(a) Cylinder case

(b) Dice

(c) Column

Fig. 10 Gripping several materials by the down sized gripper

Fig. 8 Handing of a plastic bottle by the developed gripper

の入ったペットボトルを把持し，搬送および解放できることを

(a) Initial position

(b) Gripping

Fig. 11 Gripping of a boiled quail egg

確認した．一方で，搬送方向に生じた加速度により，ペットボ
トルの下部が搬送方向に振動する現象が観測された．この振動
現象は，柔軟膜に封入する流動体の粘性を高くすることで抑え

みで，うずらの生卵のような壊れやすい対象物や，殻をむいた

ることができると見込まれる．

うずらのゆで卵のような表面が濡れている対象物を簡単に把持
できることが確認された．

5. グリッパの小型化

6. 流動体の封入量

提案グリッパは駆動部を持たず構造が簡単であるため，各構
成要素のサイズの変更のみによってそのサイズ変更が可能であ

提案グリッパは，柔軟膜内部の流動体の封入量によって把持

る．ここでは，4 章のグリッパの各構成要素を小型化し，その

性能が変化する．そこで，上述の小型化グリッパを利用して，こ

性能を検証した．小型化したグリッパを Fig. 9 に示す．電磁石

れらの関係を調査する実験を行った．実験は，フォースゲージを

の直径は 34 [mm]，高さは 15 [mm]，最大磁束密度は 0.043 [T]

下部に接続した円柱形状の対象物をグリッパで把持し，それを

である．永久磁石の直径は 13 [mm]，高さは 2 [mm]，最大磁束

解放するまでフォースゲージを引っ張り下げ，そのときの力を計

密度は 0.24 [T] である．柔軟膜は最大直径 58 [mm]，天然ゴム

測することで行った．柔軟膜の容積 48 [ml] を封入率 100%とし

製の風船を使用した．封入する流動体として水（30 [ml]）を使

て，柔軟膜内の水の封入率を 40〜80%まで 10%ずつ変化させ，

用した．

対象物の直径を 10〜35 [mm] まで 5 [mm] ずつ変化させ，合計

把持実験を行った．実験の様子を Fig. 10 に示す．これらの実

30 とおり行った．実験結果を Table 1 に示す．ここで表中の
0∗ は，フォースゲージを引っ張り下げた瞬間に対象物が解放さ

小型化したグリッパについて，サイコロと円柱を対象物とし
験より，小型化したグリッパによって，4 章のグリッパと同様

れたことを示す．この結果より，流動体の封入率が低いほど大

に，柔軟膜で包み込むことができる対象物を把持できることが

きい対象物を把持することができる一方で，封入率が高い場合

確認された．次に，小型化した提案グリッパを産業用ロボット

には，より小さな対象物を把持できることが確かめられた．ま

に搭載し，うずらの生卵と，殻をむいたうずらのゆで卵の把持

た，流動体の封入率が低く対象物が小さい場合を表す同表の左

実験を行った．その実験の様子を Fig. 11 に示す．本実験では，

上の組み合わせでは，柔軟膜が対象物に密着しないために把持

対象物を解放するときにのみ電磁石に電流を印加した．本実験

ができなかった．一方で，流動体の封入率が高く対象物が大き

より，小型化した提案グリッパにより，開放時の電力の印加の

い場合を表す同表の右下の組み合わせでは，柔軟膜と対象物が
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Table 1 Gripping performance : object diameter versus water
inclusion rate of elastic membrane
Gripping force [N]
10
15
20
Diameter of object [mm]
25
30
35

Inclusion rate
40
50
60
0
0
0.328
0
0
0.776
0
0.564 0.81
0.156 0.868 0.382
0.494 0.916 0.064
0.514 0.14
0*
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健

設計手法を確立する必要がある．

参

[%]
70 80
0.81 0*
0.336 0
0.028 0
0
0
0
0
0
0

密着するが，柔軟膜の復元力が大きくなりすぎて，永久磁石が
電磁石に吸着せず，対象物を把持できなかった．これらの実験
より，もっとも汎用性がある流動体の封入量は 60%程度である
ことが見いだされた．

7. お わ り に
本論文では，磁石と電磁石を用いる構造が簡単なグリッパを
提案し，その構成方法と動作原理について述べた．そして，提
案グリッパについて二種類の試作を行い，それらを用いた実験
から，柔軟膜で包み込める形状と大きさのものであれば，最大

500 [g] の対象物を把持および搬送することができることを示し
た．また，本グリッパは駆動部を持たず構成が簡単であるため，
小型化が容易であることを示した．その後，柔軟膜に対する流
動体の封入量や種類に対する把持性能について実験的に検証を
行った．
提案グリッパを構成する要素は，主にカバー，流動体，磁石，
電磁石および柔軟膜である．これらの要素の詳細は，把持物体の
大きさや形状などがある程度設定された後に設計する必要があ
る．今後は，その具体的な設計について，現実的な事例を基に，
耐久性能などと併せて検証する必要があると考えられる．さら
に，柔軟膜の性能と把持動作時の内部圧力の変化が把持性能に
与える影響を調査する実験を実施し，汎用的な提案グリッパの

考
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