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概要： 本研究では, 空気圧駆動多自由度ロボットの利用を促進するためのシステム化を行った. 近年，柔軟な関

節機構を構築可能な空気圧アクチュエーターの，人間協調ロボットへの応用が期待されているが，研究開発を目

的としたプラットフォーム環境が整っていない．本研究では, 空気アクチュエーターを用いた多関節ロボット(ア

クトロイド)に対して以下の開発環境を構築した． (1)RT ミドルウェアを用いたシステム化, (2)関節角度制御を補

正する制御アルゴリズムの導入, および(3)ピックアンドプレース作業を行うためのエンドエフェクターの搭載． 

その結果, 空気圧駆動多自由度ロボットを扱いやすく, 補正制御も施されたシステム化に成功した.  
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１．はじめに 

 近年、人間との協調作業を行うロボットとして、

柔軟な関節機構を持つ空気圧駆動ロボットが注

目を集めており，テレノイドのような新たなコミ

ュニケーション媒体，マッスルスーツのような人

間がロボットを装着することで身体負担減少を

目的としたものなど，多様な場面で空気圧駆動ロ

ボットが活躍し始めている[1][2]．期待されてい

る一方で問題点も抱えている．問題点を解消した

システム化をし，更なる空気圧駆動ロボットの利

用促進を目指す． 

 

２．アプローチ 

空気圧駆動多自由度ロボットは, 精密な位置

制御の困難さが指摘されていることと, 統合さ

れたソフトウェアが存在しないことの２つが問

題点として挙げられる.これらの問題点に対して

以下のようなアプローチを提案する． 

２．１．モジュール化とインターフェース設計 

汎用性の高い開発環境を構築するために, ロ

ボット用のプラットフォームである RT ミドル

ウェア(RTM)を利用した. RTM では RT 機能要

素をソフトウエアモジュール化したものを, RT

コンポーネント(RTC)と呼び, 他の RTC とデー

タを送受する為のポートと呼ばれるインターフ

ェースをつなげてシステムを構築していく . 

RTM の利点としては, 同じコンポーネントを多

種多様なシステムにモジュール単位で再利用可

能なため信頼性が向上することが挙げられる.  

 

２．２．位置補償制御の導入 

目標関節角度に対して誤差が生じやすいこと

は空気圧で動いているロボットの特徴である. 

既存のロボットが位置でのみ指令を行えるので, 

位置制御器に対して位置補正を行うよう, 目的

角度を変更する制御器を設計した. 擬似目標値

の導出方法には積分制御(I制御)を用いた.  

 

２．３．エンドエフェクターの導入 

人間の手を模した一般的なエンドエフェクタ

ーは, 高価であり, 構造が複雑で制御が困難であ

る. そこで, 本研究ではユニバーサルジャミング

グリッパー(UJG)を利用した[3].  

 UJG はゴム製の表皮に樹脂性の粒子(半径 1～

5mm程度)を詰めた構造をしており, 把持対象物

に接触させて, 表皮内部の空気を吸引すること

で対象物と密着し, 掴むという仕組みである. 多

少の方向や位置ずれがあっても把持可能である.  
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３．実装 

３．１．OpenRTM-aist の導入 

今回構築したシステムダイアグラムを図 2 に

示す．ユーザーは，ActroidGUI に指令を入力

する行為のみで，空気圧駆動多自由度ロボット

を目標位置に操作させることが可能となる．あ

る目標座標まで移動させ，オブジェクトハンド

リングの対象物にユニバーサルジャミンググリ

ッパーを押し付け，スイッチを入れることで簡

単に物を掴むことも出来るシステムとなった． 

 

図 2 システムダイアグラム 

 

３．２．位置補償制御コンポーネント 

 ２．２節で提案したアルゴリズムを

RTC(python利用)で実装した. 位置補償制御を

導入していない場合と, 導入した場合の現在関

節角度と目標関節角度の推移を示したものを図

3 に示す. 

 

図 3 現在関節角度と目標関節角度の推移 

 

 

３．３．ユニバーサルジャミンググリッパー 

 ユニバーサルジャミンググリッパーを真空ポ

ンプ, ゴム風船, スチロール製ビーズを利用して, 

作成し, アクトロイドの手先につけた.  

今回 , スチロール製ビーズの大きさは直径

1mm, 2mm, 5mm の 3 種類を用意した. それぞ

れ，ゴム風船に対する重量充填率 50%に統一し, 

把持力の差を調査した. 今回, ペットボトルに水

を入れて持ち上げることが出来る重さの限界値

を比べた結果, 1mm のビーズを採用した.  

 

４．評価・デモ 

本システムを産総研で開発されたロボット用

統合開発環境である Choreonoid を接続し, モー

ションの作成と実行を行った. RTM でシステム

化を行うことにより, 標準的なインターフェー

スを持つツールとの連携が可能となり, RTC の

再利用性が向上したことが確認された[4].  

 

５．まとめと今後の展望 

 本研究で, 空気圧駆動多自由度ロボットに対

して, 関節角度制御を補正する制御アルゴリズ

ムの導入 , 新たなエンドエフェクターとして

UJG の搭載, および RTM を用いたシステム化

の3つを行った結果, 扱いやすくすることが出来

た. 今後の展望としては, 腕だけでなく上半身全

体をシステム化することとセンサーを利用する

ことを考えている.  
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