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背景や目的

多様な作業工程
→ロボットハンドの取り換えが頻発

産業用ロボットハンド

ロボットはエンドエフェクタを運ぶための道具にすぎない

某ロボットメーカ開発研究者



シカゴ大・コーネル大と iRobot の研究者が画期的な
エンドエフェクタを開発

Jon R. Amend, Eric Brown, Nicholas Rodenberga, Heinrich M. Jaeger, Hod Lipson,
“A positive pressure universal gripper based on the jamming of granular material”,
IEEE trans. on Robotics, vol. 28, pp. 341-350, Apr. 2012.

ユニバーサルジャミンググリッパ

○コーヒーの粉が充填されたゴムボールで構成される
○対象物にグリッパを押し当ててから内部の空気を吸い出す
○ボール部分が固化し物体把持を把持する

スマートロボットハンド



スマートロボットハンド



ユニバーサルジャミンググリッパの問題

温度変化 水没 気圧変化
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磁力によって「固化」⇔「軟化」
を瞬時に制御できる新しいロボットハンド

スマートロボットハンド



スマートロボットハンド



スマートロボットハンド



水素化ニトリルゴムによるゴム部の試作と試験

ロボットハンドゴム部（左HNBR，右Si）

ハンドの構成実験 把持実験の結果（性能は良好）

特殊ゴムの開発



ガイド部の設計変更の結果，HNBR膜を利用してもMRα流体の漏れを防止できることを確認した．

特殊ゴムの開発



耐久性を示す実験サンプル（裂け特性の向上の確認）

HNBRは穴が開いても
そこから裂けないこと
を確認した。

Siは穴が開くと
そこから裂ける
場合が多い。

特殊ゴムの開発



1.0 [mm] 0.5 [mm] 0.3 [mm]

3種類の厚みのHNBR膜を製作し特性をテスト

0.3[mm]の厚みのHNBR膜は柔軟性が向上したにも関わらず
Si膜よりも耐久性能が向上したことが確認された。

特殊ゴムの開発



電磁石
 より大きな磁束密度が欲しい
 小型・軽量化したい
 消費電力を下げたい

Ｈ２６年度 FAIS中小企業産学官連携研究開発事業

逆電磁石の開発



フジタ様による解析

マグネティックソリューションズ様による解析

市販品での失敗に基づいて
詳細な磁界解析を実施

逆電磁石の設計

電磁石のコアの一部を
ネオジム磁石に

置き換えることを発案

ネオジム磁石の配置によって
磁束密度が変化することを確認

逆電磁石の試作

逆電磁石の開発



万能ハンドを従来のロボットハンドと
組み合わせたロボットハンドの開発

並行チャックや
多指ハンドの指の先端部に

万能ハンドを
小型化して組み込む

ばら積みも不定形物も
傷つけずに安定して

把持することが可能に！

パラレルグリッパの開発



1. 電磁石の小型化の困難

ネオジム
磁石が移動

ネオジム
永久磁石

金属カップ

スクリューモータ

柔軟膜

MRα流体

永久磁石を用いる小型ユニバーサルハンドの
構造の例．永久磁石の位置で手先が固化強度
が変化する．ネオジム磁石は磁束密度が高く
小型化が可能である．

小型永久磁石の移動による固化方式を提案

2. 解放操作の際の把持物体の微小な移動

• 把持・解放・離脱を同時に実現するゴ

ム部の形状を再設計．

• 連続的な厚みの変化と，内部流体の封

入を実現し，耐久性能にも配慮．

• 梨地表面処理も施す．

3. ゴムと把持物体の張り付き

パラレルグリッパの開発



パラレルグリッパの開発



パラレルグリッパの開発



パラレルグリッパの開発



パラレルグリッパの把持例

把持方向を選ばない 壊れやすいものもしっかり把持

複雑形状・複数素材の教示なし把持
種々の形状の教示なし把持



製品版プロトタイプ（Ｈ29年5月現在）

①MRα流体の改良
②MRα流体の封入方法の変更
③MRα流体のシール性の向上
④ケーブルの断線対策
⑤平行チャックの精度向上
⑥カバーの改良



ＭＲα流体ハンドが拓く未来

泥のついた野菜

今まであきらめていたものが
ロボットで把持できるようになる！

０を１にする革新技術！
まず，産業領域に導入し，
製品の品質・信頼性を高める

最終的に
第一次産業の自動化に貢献

改質ＭＲ流体ハンドが拓く未来

濡れた魚介類

これらを市場などの環境で
傷つけずに把持・運搬可能な
ロボットハンドは存在しない

販売市場は世界中を見込める

既に大手数社から
共同研究・共同販売の申し出がある



本発明を利用した

ロボットシステム

身体を自由自在・高速・安全に
動作させるためのAIシステム



ロボットによるソリューション

知能化ロボットの登場

作業内容に合わせた物体認識

AIの物体認識・判断

データの収集期間

学習・検証の期間
業務の休止

高コスト

多品種変量生産では
毎日対象が変化

膨大な訓練用のデータが必要

人口減少の救世主？



介護施設等

農作物・海産物の
分類・箱詰め作業

多品種少量生産品の
搬送・梱包等

遠隔操作システム

クラウド
サーバ

遠隔監視
オペレータ

AI学習用
データ蓄積

操作者に必要な情報を
選別して伝送

操作者は認知と
判定を担当

地元中小
企業

リサイクル
関連企業

農協・漁協

AIの認識機能を
HIで代替

認識してほしい
画像データ 認識結果

認識結果

認識してほしい
画像データ

セキュリティ機能

※

※HI: Human Intelligence （人の知能）

solution
インテリジェント産業ロボットの創出

AI⇔HI 互換の遠隔操作システム

クラウドサーバでのAI訓練データの蓄積

①
②
③

②①
③



①

「エッジ」の作りこみ

ロボットシミュレータ物体認識DeepNN

三次元周辺環境認識

ユーザインタフェース ロボットハンド

ロボットインテリジェント空間（Robotic Intelligent Space）の構築



• 三次元空間のリアルタイム計測．
• 7軸ロボットの自動軌道生成．
• リアルタイムシミュレータ・ビジュアライザ

ロボットインテリジェント空間（Robotic Intelligent Space）の構築



ユーザインタフェースの提案

ロボットインテリジェント空間（Robotic Intelligent Space）の構築

複数の協調作業現場では

ロボット通訳を介して指令を与える



ヒューマノイド型ロボットとの対話による産業用ロボットの操縦システム
[1] R. Kabutan, et. al, `` Development of robotic intelligent space using multiple RGB-D cameras for industrial robots'', Proc. of ICT-ROBOT, ThBT3.2, Pusan, Sep. 8, 2016.
[2] R. Tanaka et.al, '' Development of Autonomous Picking System with Industiral Robot,'' 計測自動制御学会九州支部学術講演会, pp.41-42, 11月, 2016.

ロボットインテリジェント空間（Robotic Intelligent Space）の構築



ヒューマノイド型ロボットとの対話による産業用ロボットの操縦システム
[1] R. Kabutan, et. al, `` Development of robotic intelligent space using multiple RGB-D cameras for industrial robots'', Proc. of ICT-ROBOT, ThBT3.2, Pusan, Sep. 8, 2016.
[2] R. Tanaka et.al, '' Development of Autonomous Picking System with Industiral Robot,'' 計測自動制御学会九州支部学術講演会, pp.41-42, 11月, 2016.

ロボットインテリジェント空間（Robotic Intelligent Space）の構築



企業への期待 ～本発明を利用した現場への実装の共同実施～

多品種変量生産ライン リサイクル工場分解・分別ライン

医療廃棄物の分別・選別・箱詰め

農産物の選別

リネン交換・選択作業

食肉の分類・人の補助 魚介類の分類・人の補助

弁当詰めライン

ゴミの分別
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