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ハード vs. ソフト
ハードメカニズム
￭ 剛体の組み合わせ
￭ 回転、並進
￭ アクチュエータ、伝動要素、構造が分か
れており、組み⽴て分解が可能

￭ 動作原理：
電磁⼒、油空圧

￭ 強い、⼤型

ソフトメカニズム
￭ 構造を⼯夫した柔軟材料
￭ 変形、特に屈曲や収縮
￭ アクチュエータや構造が⼀体化
￭ 動作原理：
油空圧、エントロピー弾性、結晶の相変
態、化学反応、マクスウェル応⼒

￭ 弱い、⼩型・中型、いいかげん

Flexible Microactuator [鈴森, 1989]
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ソフトメカニズム
Soft mechanisms

5

ソフトマテリアル
￭ やわらかい材料を選ぶ
– 分⼦構造がやわらかい
エラストマー、ゲル、流体（⽔、油、空気）

– 形態・微細構造がやわらかい
薄い・細い（フィルム、⽷）、発泡材料、機械的メタマテリアル

重厚：かたい 軽薄：やわらかい
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基本的なソフトメカニズム
￭ ソフトメカニズムの設計＝変形の設計
￭ 変形 mechanical deformation
– 局所的な変形（擬似関節）
– 豊富な受動⾃由度による形状適応（なじみ）
– 弾性エネルギーの蓄積・放出
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Inflatable Arm
[Sanan et al., 2011]

Crawling and Jumping Soft Robot
[Matsuyama, et al., 2007]

Jamming Gripper

7

Rubber Balloons

8Skouras, M., Thomaszewski, B., Bickel, B., and Gross, M., “Computational Design of Rubber Balloons,” 
Computer Graphics Forum, 31(2pt4), pp.835‒844, 2012.
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膨張変形を設計する＝流体ソフトアクチュエータ

Parallel (axial) fiberBraided fiber

Warsaw-type, 1968McKibben Muscle, 1957 [Nakamura et al., 2009]Rubbertuator
[Noritsugu et al., 1995]

General

[Krishman, 2015]Small-diameter PAM
[Suzumori et al., 2011]

Pleated PAM
[Daerden et al., 2001]
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発展的なソフトメカニズム
￭ ⼀体化
– コンパクト化、機能の重ね合わせ
– 継ぎ⽬のないなめらかで複雑な形状

￭ 変化 transformation
– 状態・弾性・柔剛が変わる

⾦属結晶の相変態、ガラス転移、固体・液体・気体、ジャミング転移
– 成⻑、⾃⼰修復
– ⽣分解性、消化、溶解、可⾷

￭ 知能
– ⾝体性
– Morphological Computation：記憶、時系列⽣成
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Jamming
￭ Granular, fiber, layer/laminar, beads

11
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ソフトメカニズム事典？
￭ 古典的メカニズムは体系化されている

12
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⽣物規範メカニズム

Slim Slime Robot
[Ohno+, 2001]

[Umedachio+, 2018]

[Tsumura+, 2019]

[Tadesse+, 2012]
[Endo+, 2005]

OCTOPUS
[Laschi+, 2011]

[Katzschmann+, 2014]

[Ramezani+, 2017]

[Hou+, 2019]
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⽣物規範メカニズム（ヒト）
顔

學天則
西村、1928

[小林、1995] SAYA
[Hashimoto, 2006]

⼼臓・肺
⽪膚、指紋、⽑

⼿・指・指紋 腸

声帯・⾆・⼝唇

Waseda Talker 7II
[Fukui+, 2009]

BERO
[K.Sawada+, 1999]

[H.Sawada+, 2000] Lingua
[Endo+, 2014]

蠕動運動機械モデル
[伊能、1969]筋⾁

Peristaltic Mixer
[山田ら、2017]
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ソフトロボットの作り⽅
How to make soft robots.

15

ロボットの作り⽅が変わる
￭ ⼈間が設計 →計算機が設計

￭ 部品を組み⽴て→デジタルファブリケーション

16



2022/9/9

9

ソフトロボットの製作⽅法
￭ 直接造形（3Dプリント）

光硬化樹脂や熱可塑性樹脂を積層
￭ 型成形（型を3Dプリント）

液状の柔軟材料を流し込み、
硬化させる

17
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さまざまな3Dプリンタと柔軟材料
￭ 各⽅式の特徴を材料の改良が進んでいる

18
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シートによるソフトメカニズム
￭ 弾性ヒンジ
– 局所的な変形で実現される蝶番
– Living hinge
￭ おりがみロボット
– 能動的に⾃ら変形する
￭ フィルムアクチュエータ
– シート材料から作られるアクチュエータ

19

[E.Hawkes et al. 2009]

Pouch Motor [Niiyama et al. 2014]
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