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※当日の発表資料とは異なる場合があります．
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極限環境とは
宇宙，極低温，高温，超高真空など

人が近づくことが困難な環境

高温 アルカリ性・酸性溶液中

極低温 宇宙
IPA「教育用画像素材集サイト」,ハッブル宇宙望遠鏡, JST, NASA



人に似た特性を

人に身近な分野
人に似た特性を

人が近づくことが困難な環境

ダイヤ工業，東京理科大学，岡山大学

極限環境においてソフトメカニズムの
有効性を生かす研究を提案

高温 超高真空

極低温 宇宙

IPA「教育用画像素材集サイト」,ハッブル宇宙望遠鏡, JST, NASA

研究の方針

従来 本研究

介護・福祉分野
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本日の発表内容

コア技術の特徴・従来技術との比較

（使用例）
極低温環境を対象としたソフトアクチュエータ

期待される使用用途・企業への期待

Page 4



Page 5

http://www.upilex.jp/film.html

ポリイミドフィルム

PIフィルムの溶着は困難

本研究室で接合技術を確立
（フィルム厚さ： 25mm～）

高耐熱性・高耐寒性
-269～300℃において使用可能

高化学耐薬品性
酸性・アルカリ性・有機溶剤中で使用可能

高電気絶縁性

使用例
・プリント基板（フレキシブル基板）
・プリンタの紙排出機構
・人工衛星
・静電アクチュエータ

ポリイミド（PI）の特性

http://www.jaxa.jp/projects/sat/ikaros/



従来技術との比較

従来技術：フィルムの貼り合わせに接着剤が必要不可欠

→ 接着剤が使用可能環境の限界
（例） 接着剤の低温脆性温度に依存

接着剤の耐紫外線・耐放射線特性に依存

接着剤の耐薬品特性に依存

本技術： 接着剤不要での溶着が可能

→ ポリイミドの持つ耐環境特性を全て活用可能

→ 高い耐環境特性を持った
アクチュエータ，構造を作ることができる
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特性を活かしたアクチュエータ・ロボットを製作



フィルム(Film)の貼り合わせで作られる
骨格構造・アクチュエータのみで構成される

ロボティクス(Robotics)

↓

Filmotics
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極限環境用ソフトアクチュエータ
Soft Actuator For Extreme Environment

（SAFEE）

高耐候性等を有する特殊フィルムを用いて
作製したFimotics用空圧アクチュエータ



SAFEEが持つ（と期待される）特徴

高耐環境性

-269～300℃，超高真空中，薬液中，汚染環境中等で駆動可能．

極限環境において 人に似た柔軟さ

一般的なゴム製ソフトアクチュエータと同程度の柔らかさ．

極軽量

フィルムのみで駆動部を構成可能．

コンパクト

収納時はフィルムの厚さ程度．丸めて梱包可能．

極低圧駆動

数十kPaから駆動

安価に大量生産・使い捨て可能

全体がフィルム製のため安価かつ焼却処分可能．
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（例）液体窒素温度（－196℃）への利用 Page 9

植物種子の長期保存
生鮮食品の鮮度維持

冷凍食品の製造

血液・臓器の保存
人工授精の基礎研究
コールドスリープ？

医療

農林水産・食品

微生物・感染症

病原菌・ウィルスの
保管・研究

【液体窒素温度の利点】
過冷却状態までの急速凍結
・タンパク質，細胞に対するダメージが極端に小さい
・長期保存，冷凍による変質の低減
・食材の粉末化・脱水処理等が可能

大塚宏二 他,急速冷却した植物細胞内に
できる氷の電子顕微鏡的研究(1967)

荒木忠, ミトコンドリア膜の凍結障害Ⅰ:凍結融解した
肝臓ミトコンドリアの酸化系の変化について(1971)

死滅エリア

生存エリア



【求められる特性】 従来
（金属等の利用）

ソフトメカニズム

把持対象の
低温脆性への対応

高剛性
低温脆性物の把持に適さない

柔軟・軽量
対象を傷つける可能性が低い

洗浄・滅菌の必要性
（コンタミネーションの防止）

洗浄処理が必要
安価で使い捨て可能

焼却処分が可能

漏電への対応 電磁力の使用 流体により駆動

kleindiek nanotechnik GmbH
(T. Sato, et, al.(2011)Y. Nishioka, et, al. 

(2013)



従来のソフトメカニズム

ゴムまたはプラスティック製

（材料的に柔らかい）
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Rubberless artificial muscle
(T. Sato, et, al., 2011)

Pleated-plastic-films actuator 
(Y. Nishioka, et, al., 2013)

Flexible micro actuator
(K. Suzumori, et, al., 1992)



ゴムやプラスティックのため低温脆性を生じる
→ 極低温用ソフトアクチュエータの製作は不可能
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液体窒素冷却で破損した
ポリカーボネート（PC)

渡邊光男 他，極低温流体中でのインディーサに
発生するキャビテーションの直接視覚化(2010)

金属表面をコーティングしていた
樹脂材料の剥離

シリコーンゴム破砕の様子
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室温環境での駆動の様子 駆動部全長： 40 mm
駆動部幅： 10 mm

極限環境用ソフトアクチュエータ
Soft Actuator For Extreme Environment

（SAFEE）

湾曲量・発生力は構造の設計による可変
※上記構造では大きな発生力は困難



Page 14プリーツ構造を持つアクチュエータ
※西岡ら（滋賀県立大学）により提案

・ 溶着により空気室を構築
・ 製作が容易

各辺を溶着

ガス圧の印加

フィルムを使用したソフトメカニズムなら，
ほとんどの構造に応用可能

西岡靖貴 他，折り込み構造を持つ極軽量な
プラスティック製空気圧アクチュエータ(2008)



空圧アクチュエータ用低温性能評価装置
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内視鏡カメラ

液体窒素

インサート

温度センサ

液体窒素タンク

アクチュエータ固定部

77Kは液体窒素タンク内の低温窒素ガスにより作る



駆動の様子（液体窒素タンク中） Page 16

正圧時負圧時

-195℃の温度において駆動を確認

液体
窒素

液体
窒素

屈曲量： 室温：30° -195℃：10°
先端での発生力： 100mN (約10g重)



ロボットハンドの例（動画） Page 17



今後の課題

• 発生力向上

• より製作が容易なアクチュエータ構造

• 異なる動きを生み出す構造

• 溶着技術の改良・溶着強度の向上
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SAFEEの想定される用途一例

• 凍結保存した臓器や種子の操作デバイス
（極低温＋使い捨て）

• 病原菌等サンプルの操作ハンド
（耐薬品性＋柔軟性＋使い捨て）

• 災害発生時初動活動用ロボットへの応用
（極軽量・コンパクト＋極限環境＋安価＋極低圧）

• ドローンへの搭載
（極軽量・コンパクト＋極低圧）

• 宇宙用ロボット機構
（極限環境＋安価＋極軽量・コンパクト）

など
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企業への期待

• PI溶着技術を基盤とした新たな応用デバイス
（例） 空圧駆動 液体水素用バルブ

• 応用先となる極限環境
極低温以外の特殊環境での駆動依頼・専用デバイス

• アプリケーションの提案
→ 駆動方式・条件に合わせてアクチュエータを設計
（例） ウィルス隔離チャンバ用アクチュエータ
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共同研究・開発を希望



お問い合わせ先
☆埼玉大学 理工学研究科 山口大介

TEL:048-858-3453

FAX：048-856-2577

E-mail yamaguchi14@mech.saitama-u.ac.jp

☆埼玉大学 オープンイノベーションセンター

ＴＥＬ；048-858-3849

ＦＡＸ；048-858-9419

e-mail coic-jimu@ml.saitama-u.ac.jp

本研究の一部は，公益財団法人油空圧機器技術振興財団研究助成金，オートレースの
補助（28-161)，および，JSPS科研費15K20908の助成を受けて行われている．


