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〈企業サイドから見たフルードパワー研究室訪問〉 

 第 63 回  

立命館大学 理工学部 ロボティクス学科 玄 研究室 

玄 相昊 准教授 
 
 

第 63 回のルポルタージュ、研究室訪問は、

立命館大学 理工学部 ロボティクス学科の玄 
相昊准教授の研究室を訪問させていただきま

した。理工学部はびわこ・くさつキャンパス

にあり、JR 大阪から新快速で 47 分、JR 京

都から 17 分、最寄り駅は南草津駅です。駅

から直通バスが運行されており 20 分ほどで

到着することができます。キャンパスは琵琶

湖の南東、滋賀県が整備を進める「びわこ文

化公園都市」の一角にあり、丘陵地で周りに

緑がとても多く環境が良い場所です。 
 

 

写真１ 正門方向 フロンティアアベニュー 

 
びわこ・くさつキャンパスには理工学部の

ほか、経済学部、情報理工学部、生命科学部、

薬学部、スポーツ健康科学部があり、文理融

合型キャンパスとなっています。 

 
写真２ 理工学部 イーストウイング 

 
玄 准教授の研究室では人間並みの高度な

運動性能を持つ歩行ロボット・ヒューマノイ

ドロボットとそれに関連する制御理論の開発、

外骨格ロボット、建設ロボット、プレス等の

開発と制御などにも取り組んでいます。 
ロボットは油圧駆動方式で、そこに繊細な力

加減を可能にする独自の制御理論を加えてい

ます。 
今回の取材訪問は、5 月初旬の新緑が映え

る時期に天候にも恵まれ、キャンパスも広々

としており気持ちよく過ごさせていただきま

した。玄 准教授には大変お忙しい中、貴重な

時間を作っていただきましたので、お聞きし

ました研究についてご紹介させていただきま

す。 
 

ルポルタージュ 

 
＊1 甲南電機㈱ 
＊2 (一社)日本フルードパワー工業会 

インタビュアー： 
    本誌編集委員  神戸 孝典＊１ 

            大橋  彰＊２ 
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１．先生がフルードパワーに関連する研究を

始められた契機をお教え下さい。 

 

 

写真３ 玄 相昊 准教授 

 
早稲田大学大学院理工学研究科、機械工学

を専攻し、この時期にロボット工学、バイオ

メカニクス、ヒューマノイド研究の第一人者、

故・加藤一郎先生の流れを汲む高西敦夫先生

の指導のもと、二足歩行ロボットの研究に携

わることがきっかけとなりました。その後、

東京工業大学大学院理工学研究科、制御工学

を専攻し、故・美多勉先生の指導のもとで制

御理論を学び、先生から“走るロボット”を

研究してみてはとのお話から、油圧サーボア

クチュエータの開発に着手しました。 
 

 

写真４ KenkenⅡR (跳躍・走行ロボット) 

 
２．先生のその後の研究についてお教え下さい。 

東北大学助手として大学院工学研究科、機

械電子工学(現：バイオロボティクス)に移り、

3 年間、江村先生と倒立振子型の２足歩行ロ

ボット・走行ロボットの理論研究と開発を経

験し、その後 5 年間 ATR 脳情報通信総合研

究所の研究員を経て、現在に至っております。

ATR では川人所長の JST-ICORP 計算脳プロ

ジェクトの元で油圧駆動ヒューマノイドロボ

ットのバランス制御に携わったのですが、そ

れまで学んだ知識と経験がまさにピンポイン

トで役に立ちました。また、人の運動学習や

歩行運動に関して脳科学者らと議論する経験

もさせていただき、研究者としての基盤はこ

こで確立されたと思っています。 
 
３．先生が現在取り組まれておられる研究と

内容をご紹介下さい。 

工場ではもちろん、建設、医療、福祉、宇

宙等、様々な作業現場で人と協調しながら複

雑な作業を行う高度なロボットが求められて

います。しかし現状では、過酷な環境で大き

な力を出して作業できる強靭な機械は油圧シ

ョベルだけと言っても過言ではありません。

油圧ショベルは東日本大震災における原発事

故の現場でも用いられ、がれき撤去や除染作

業にも大いに活躍しました。また、油圧ショ

ベルは危険な場所で作業を行えるよう、遠隔

で機械の位置を把握し自動的に運転を行うシ

ステムは大手建機メーカーを中心に既に開発

が進められています。しかし、油圧を使った

単体の機械で高度な作業を自動で行う「ロボ

ット化」はほとんど進んでいないのが現状で

す。 
一方、日本が世界トップシェアを誇る産業

用ロボットにおいては、自動車組立作業に代

表されるように、高精度な繰り返し位置決め

制御が要求され、高性能モータと高性能ギヤ

を組み合わせた電動ロボットが長らくその要

求に答えてきました。しかし、その技術をそ

のまま屋外に持って来ても、建機のように過

酷な環境で大きな力を出しながらタフに動き

続けることはなかなか難しいと思っています。 
そこで私は従来にない方向で油圧を見直す

ことによって高度なロボットを実現しようと

しています。キーワードは小型・軽量、力制

御、精密制御です。いくつか例を挙げます。 
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3-1 油圧駆動ヒューマノイドロボット 
写真にあるのは現在開発中のヒューマノイ

ドロボットの胴体と脚部ですが、ハードウェ

アには次のような目標を定めています。 
 1) 人同等のサイズ(身長、体重) 
 2) 人と同等な関節トルク、関節角速度 
 3) 人と同等な可動角 
 4) 堅牢さ(転倒しても壊れない) 

現在は頭部なしで身長 160cm, 体重 65kg
（腕の代わりのダミーウェイト含む）です。

各関節には角度センサと力センサが組み込ま

れており、アクチュエータは油圧ホースを介

して外部のポンプで駆動されます。今後双腕

と頭部を順次追加する予定です。 
 

 

写真５ ロボットの概観(研究室にて) 

 
本ロボットにおいては軽量化と単純化に特

に注意を払っています。例えば、写真６はこ

のロボットの脚部だけを取り出したものです

が、２本の油圧シリンダがリンク機構を介し

て腰関節と膝関節を駆動。関節には角度セン

サが、油圧シリンダには力センサがそれぞれ

組み込まれています。リンクはカーボン繊維

強化プラスチックでできています。腕にも同

様の構造を採用する予定です。全て学生によ

る設計ですが、カーボン部品をはじめ、必要

となる重要な構成部品については企業から多

大な協力いただいております。その協力なし

では研究室での研究開発は決して成り立たな

いでしょう。学生には、自分たちが受けた恩

をいつかまた後輩に還元してもらいたいと思

います。 

なお、ヒューマノイドロボットの制御技術

は実際に社会に役に立つ技術で、現に ATR
と共同で取り組んでいる外骨格ロボット（い

わゆるパワースーツ）にも活かされています。 
 

 
写真６ ロボットの脚部構造 

 
3-2 ロボットショベル 

油圧を研究するからには、既存の油圧機械

についても勉強しなくてはなりません。専門

が異なるため、一つ一つの要素まで掘り下げ

ることは難しいですが、システムとしての設

計や制御方法については俯瞰的な研究はでき

ると考えております。たとえば油圧ショベル

がそうです。これはセンサを接続すればパソ

コンから制御できる油圧ロボットに簡単に変

身します。先ほど述べたロボットとは油圧系

が異なるため、挙動は異なりますが、最後は

剛体力学系であるので、ロボット制御理論の

範疇で制御することができます。 
ただ、建設業界向けのニーズにあった研究

を展開することはなかなか難しいところがあ

り、最近は路線を変更して、１）大型ロボッ

トとしての運用方法、２）制御性能の改善の

2 点に焦点をあてて独自に研究をしています。

例えば１）については、試験機としての運用

方法を検討し始めました。 
どういうことかといいますと、上述のヒュ

ーマノイドロボットは丈夫でないと使い物に

ならないため、負荷試験による評価が不可欠

です。この試験をシステマティックに行うた

めに、ショベル先端にロボットを取り付け、

様々な負荷をあたえるのです。我々のショベ

ルは圧力制御によって手先の力を±40N の
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誤差で制御できるようになっており、位置と

姿勢を変化させながら、極めて大きな負荷を

連続的に印加することができます。フロント

部だけで 3 軸の試験機ができるわけです。ロ

ボット工学を学び、なおかつ油圧の基本技術

も習熟できるという意味でも学生には良いテ

ーマになっています。 
一方、２）は油圧回路を工夫するという話で、

次に述べる油圧プレスの研究に関連します。 
 

試験対象の２リンク
脚型ロボット

３軸⼒発⽣

ストロークセンサー
及び圧⼒センサー設置

試験対象の２リンク
脚型ロボット

３軸⼒発⽣

ストロークセンサー
及び圧⼒センサー設置

 
図１ ショベルによるロボット試験 

 
3-3 油圧サーボプレス 

企業との共同研究で非常にうまくいった案

件をご紹介します。航空宇宙アプリケーショ

ンに代表されるように、現状では、高負荷サ

ーボといえば油圧サーボに勝るものはないわ

けでありますが、サーボ弁を用いる場合、サ

ーボ弁が本質的に有する漏れによるエネルギ

ーロスが莫大であり、弁自体の価格の他、温

度やコンタミの管理にコストがかかるという

問題があるため、弁自体の改良に加え、シス

テム全体として解決する方法を模索する必要

があります。 
たとえば、アクチュエータと両回転ポンプ

を 1 対 1 の閉回路で接続し両回転ポンプをサ

ーボモータで駆動する静油圧アクチュエータ

（EHA)は、「高効率な油圧ハイブリッド技

術」というスローガンで、各社が製造販売し

ております。確かに EHA は良いのですが、

負荷の 100％をカバーするサーボモータが必

要になります。これはコストだけが問題では

なく、制御性にも影響します。 
そこで、大小二つのポンプを組み合わせた

油圧回路を企業と一緒に考案しました。これ

はメインポンプで生成した圧油を小型サーボ

ポンプで増圧することで、高負荷においても

アクチュエータの位置や力を高精度に制御で

きる新しいタイプの油圧駆動回路です。図２

にその原理を示します。 
 

サーボブースター

通常の開回路

通常の閉回路

 
図２ 油圧ハイブリッドサーボ回路 

 
本手法は、基本油圧回路として知られてい

る増圧回路と閉回路を、両方の特徴を組み合

わせて高速・高精度サーボ用として油圧回路

的に複合したもので、我々はこれを「サーボ

ブースター」と呼んでおります。 
図２中の 4 つ弁の選び方によって様々な等

価回路が構成可能です。提案手法の有効性を

実証するため、わかりやすい 1 軸アプリケー

ションということで、油圧プレス機を企業と

共同で製作しました。 
ハイブリッドモードにおける位置決め精度

の実験結果は、5 秒に 1 回、約 1．8 トンの荷

重に相当する目標位置まで、シリンダを位置

決めしてみたところ、デジタルゲージの精度

である 0.1μm 未満に位置決め誤差が収束し

ている結果を得られました。この極めて高精

度な位置決め能力は使用したマイクロポンプ

の性能と提案回路によるバランスがもたらし

たものです。つい最近は、この小型プレスを

スケールアップした高速 10 トンプレスを製

作し、高速駆動と精密加圧、位置決め実験に

成功しました。 
実はこの回路が真の威力を発揮するのはロ

ボットのような多軸アプリケーションです。

なぜなら、一つのメインポンプで流量と基準

圧力を確保し、あとは各関節に取り付けた小
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型のサーボブースターで必要に応じて増圧し

ながら精密な制御ができるからです。現在、

国プロの下でロボット向けの研究を展開して

いるところです。 
この技術に関連して、従来のエアハイドロ

プレスをサーボ化するという技術も企業と共

同で発明しましたので、紹介します。これも

増圧を利用する点では同じですが、力を出す

というよりも、減速効果に着目して精密サー

ボに応用したものです。実装はアイデア以上

に単純で、通常のエアハイドロの回路に空気

圧サーボ弁を追加するだけです。例えば、写

真のプレスは増圧比が 16 なので、工場空気

圧で 14MPa を発生しますが、このとき、空

気圧ピストンの移動速度は最終段の油圧ピス

トンでは 1/16 まで減速されます。空気圧サー

ボ弁には制御可能な流量分解能があり、これ

が位置決め精度を左右するわけですが、エア

ハイドロを使うと、位置決め精度が 16 倍向

上するという計算になります。実際に回路を

組んで実験すると、1 ミクロン精度なら問題

なく実用範囲で動作することがわかりました。

油圧プレスと違って温度は上昇せず、しかも、

中間ストロークは空気圧のスピードで高速に

加工するため、高性能なサーボプレスを安価

に実現できます。3 トンプレスから始めて、2
号機として 10 トンプレスを試作（写真７）、

その後も企業への納入が継続しています。 
 

 
写真７ エアハイドロサーボプレス 

４．フルードパワーの業界についてお感じに

なられていることがあれば教えて下さい。 

いくつかの企業とお付き合いしていますし、

フルードパワーシステム学会と懇親会に参加

させていただくこともあるのですが、一言で

表現すると「熱くてきさくなオヤジ集団」と

いう印象です。頑固オヤジ肌が好きな自分と

は相性が良いと思っています。ライバルであ

るはずの企業のエンジニアの方同士がきさく

に情報交換している姿をよく見ます。また、

セミナーも活発に開催されています。これは

電動技術に押されて苦戦しているフルードパ

ワー業界を目の前にし、何とか業界を盛り上

げて生きたい、若いエンジニアを育てたいと

いう共通意識が強くあることの表れだと思っ

ています。 
油圧ロボット研究開発に関わってきた研究

者としては、世界中で屋外サービスロボット

の需要が高まる中で、油圧技術を新しい観点

から見直し、ユーザーと一緒になって研究開

発を進めていけば、良い技術が生まれるもの

と思っています。私としましても、企業の方

にいろいろと教えていただいている中で、自

分の作った油圧ロボットの素晴しさをアピー

ルできればと思っています。 
油圧は効率こそ電動に遠く及ばないものの、

単純で簡単に力が出せる点では他の技術の追

従を許しません。しかし大学ではほとんど教

えていない。これはいけないと思います。大

きな力を扱えるということは、ロボットが好

きな若い学生にとって、とくに魅力的な技術

のはずです。これは確信を持って言えること

です。実際、大学でロボットシステムの授業

で油圧のメリットや実験ビデオなどを紹介す

ると、学生は目を輝かせて聴いています。「機

械オヤジ」が苦手なプログラムがスマートに

できる若い学生の発想は必要と思いますし、

早いうちに学生に油圧に触れさせて、業界に

入ってもらうことが必要です。しかし、学生

が学ぶためのハードは揃っていません。安全

面も含めて、運用にかなりの労を要すること

が一つの理由だと思います。したがいまして、

学生が大学で楽しく油圧を学べるよう、とに

かく小さい油圧キットを作って配る、安全面

も含めて講習をするなど、業界全体で手厚い
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支援をしていただければ、将来必ず良いこと

があると思っています。 
 
５．おわりに 

訪問した時は就活の時期ということもあり、

学生の皆さんとはお会いすることができませ

んでしたが、普段は学部生や大学院生の方々

20 名以上が研究室におられます。 
研究室を訪問させていただき、色々なお話、

研究・設備・装置のご紹介いただきながらも、

書面の都合で割愛させていただきます。 
玄准教授は若くエネルギシュであり、私ど

もに対しての説明ひとつひとつにも力が込め

られたものでした。大学での研究教育活動を

精力的に推進されております。 
今回は貴重なお時間をいただき、誠にあり

がとうございました。紙面を借りてお礼申し

上げますとともに、今後のますますの発展と

ご活躍をお祈り申し上げます。 
 

 
写真８ 2013 年国際ロボット展にて 

 

 

 

 

 

 お知らせ Ⅰ  JFPA 主催 技術講演会のご紹介！  

 
（一社）日本フルードパワー工業会では、平成 25 年度から主題の技術講演会を毎年二回

ずつ開催しています。毎回、多くの参加者を得て活発な質疑応答も行われております。また、

講演会終了後の名刺交換会を兼ねた懇親会も参加の皆様から好評を博しております。ここに

過去の講演テーマ、講師のお名前を紹介いたしますので、下記一覧表をご確認の上、今後の

開催に際しては奮ってご参加・聴講くださいますようお願いいたします。 
講演資料は、講師のご厚意により、昨年一新した JFPA 新ホームページの会員サイトに全

頁掲載し（http://www.jfpa.biz/）、また当機関誌にも「技術講演会報告」として寄稿してい

ただいております。ご興味をお持ちの会員におかれましては、是非ご確認いただきますよう

よろしくお願いいたします。 
 

≪JFPA 主催 技術講演会 講演一覧≫ 

回 テ ー マ 講 師 H.P.  機関誌 

第 1 回 
（平 25 年 7 月） 

半導体及びディスプレイ製造装置

の技術動向 
東京エレクトロン九州(株)技術

開発センター 室長 木村義雄様 
― ― 

第 2 回 
（平 25 年 11 月） 

鉄道車両におけるフルードパワー
(公財)鉄道総合技術研究所 車両

構造技術研究部 鴨下庄吾様 
― ― 

第 3 回 
（平 26 年 7 月） 

農業機械における最新技術動向 (株)クボタ 油機･制御部 
部長 中谷安伸様 

○ Vol.28,No.4
に掲載済み 

第 4 回 
（平 27 年 2 月） 

トヨタにおける少、省エネ活動 トヨタ自動車(株)原動力技術室 
主査 竹田吉徳様 

○ Vol.29,No.3
(本号 p.7～10)

 


