
日本ロボット学会誌 Vol. 29 No. 7, pp.619～625, 2011 619
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大腸内視鏡挿入支援を目指した
ラバーチューブアクチュエータの設計と基礎駆動特性

脇 元 修 一∗ 尾 崎 健∗ 鈴 森 康 一∗

Design and Basic Characteristics of Pneumatic Rubber Tube Actuator for
Colonoscope Insertion

Shuichi Wakimoto∗, Ken Ozaki∗ and Koichi Suzumori∗

Colonoscopy is an important medical action to detect disorders like colon cancer. However generally it is difficult

to insert a scope into the colon, because the colon is flexible and complex shape. This study aims at development

of an actuator which can add propelling ability to a colonoscope. We focus on rubber pneumatic actuators, be-

cause advantages of them, for example, high compliance, low cost, water proof, and so on, agree with the required

properties of medical devices. In this paper, we design a novel rubber actuator consisting of three air chambers

by nonlinear FEM (finite element method) and fabricate the actuator employing the design by extrusion molding

method. Basic characteristics of the actuator are clarified by a motion capture system, and functional motion leading

assisting colonoscope insertion is observed. Actually using dummy endoscope, transportation ability by the actuators

is confirmed experimentally and insertion experiments into a large intestine phantom are conducted.
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1. 緒 言

高齢者数の増加や食生活の変化に伴い大腸疾患は増加傾向に
ある．なかでも大腸癌は女性の癌の部位別死亡率で 2003 年か
ら 1 位になるなど深刻であり [1] [2]，早期発見の手段である内
視鏡検査の重要性は高い．日本ではチューブ式の内視鏡による
大腸検査は年間約 600万件にものぼる [3]．しかしながら，大腸
は大きな湾曲部を有しており，複雑な形状であるうえ，腹腔内
に固定されていないため，内視鏡の挿入は必ずしも容易ではな
い．特に S状結腸のような湾曲の激しい部位は挿入が困難であ
り，意図的に部位を直線化するなど大腸を動かすことが一般的
である [4]．その際，患者には不快感や痛みが生じることがあり，
苦痛を伴わない大腸内視鏡検査には医師の熟練した技術が必要
である．
一方，近年，カプセル内視鏡が研究・開発され，実用化の段階

になっている．カプセル内視鏡は，直径 11 [mm]，長さ 25 [mm]

程度の大きさであり，口から飲み込み，苦痛を伴うことなく消
化器官の撮影が可能である [3] [5]～[7]．しかしながら，一般的
に普及している従来のチューブ式の大腸内視鏡と異なり，任意
の場所を詳細に診ることができない，患部への施術ができない
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等の課題を有しており，依然としてチューブ式の大腸内視鏡の
必要性は高い．
このため，安全な挿入の実現を目指したチューブ式，あるい

は自走式のメカニズムの開発が行われている [8]～[16]．これら
のメカニズムの多くは，その機構，あるいは製作方法が比較的
複雑，屈曲が困難，内視鏡推進のために大腸に局所的な負荷を
与える，医師に新たなオペレーション技術を求めるといったも
のとなっている．
これに対して，筆者らは，ラバー材料のみから構成され，押し

出し成型によって容易に製作が可能であり，かつ，内視鏡全体
に推進力を付加することで腸壁に対する局所的負荷を回避しな
がら内視鏡の挿入を補助する空気圧駆動のラバーアクチュエー
タの開発を行っている [17] [18]．本報では単純な形状で小径の
内視鏡に搭載可能であり，かつ，高い変位率を実現する新規形
状のラバーチューブアクチュエータを提案し，その基礎的な駆
動特性について報告する．
本論文の構成は次のとおりである．本章では，研究の背景と

意義について述べた．2章では本研究における大腸内視鏡の挿
入支援について，その概念を述べる．3 章ではアクチュエータ
の形状と非線形有限要素法による解析結果について報告する．4

章では製作したアクチュエータの基礎特性について述べる．5

章では，アクチュエータによる基礎推進性能を示す．6 章にて
本報告をまとめる．
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Fig. 1 Principle of object transportation by traveling waves

2. 内視鏡挿入支援方法

2. 1 アクチュエータの概要
筆者らはこれまでにいくつかの空気圧駆動のソフトラバーアク

チュエータの開発を実施している [19]～[21]．これらのアクチュ
エータはゴム構造体に空気圧を印加し，その弾性変形を出力とし
て利用するものである．そのため，軽量であり，機械的インピー
ダンスが低い．このような方式のアクチュエータは高い制御性
を実現することは困難であるが，その半面，相手形状への受動
的適応性を有しており，潜在的に高い安全性を確保することが
可能である．このため，空気圧ソフトアクチュエータは人間親和
型メカニズムの構築に有用であり，医療・福祉，生活支援などの
装置への適用が期待されている [22]．本研究も空気圧ソフトア
クチュエータのこれらの長所に着目し実施している．本研究で
開発するアクチュエータの主な設計指針は下記のとおりである．
・シリコーンゴム製
材料として毒性がなく，安全性が高い．
・複数の空気圧室からなるチューブ形状
長手方向に平行に配置された複数の空気圧室から構成され，ア
クチュエータ全体はチューブ形状とする．
・進行波の生成
一つのアクチュエータで円状運動を生成し，複数個用いること
で進行波を生成する．

2. 2 挿入支援原理
本研究では内視鏡全体に巻きつけたアクチュエータ表面で進

行波を発生させることで，内視鏡に推進力を付加し，挿入の支援
を行う．Fig. 1は進行波による物体搬送原理を示している．進
行波上の物体は，進行波を形成する物体との摩擦によって，進
行波の伝播方向と逆方向に推進する．この搬送原理は，弾性表
面波モータなどにもみられる [23]．また，進行波を生成する物
体の 1点に着目すると円状運動を周期的に行っており，物体と
接触している際には一方向に物体を搬送する運動を行い，非接
触の際に復元する運動を行っている．本論文では，物体と接し
て搬送を行っている動作と復元する運動を行う動作をそれぞれ，
Propelling motion と Recovering motion とよぶ．

Fig. 2は挿入支援原理を模式的に示したものである．1本の
チューブ状アクチュエータは，その表面で Propelling motion

と Recovering motionを実現する．複数のチューブ状アクチュ
エータを平行に内視鏡に螺旋状に巻きつけ，位相差を付けて周
期運動させることで全体として進行波を生成する．これによっ
て，内視鏡に推進力を付加し，医師の内視鏡挿入を補助するこ
とを目指す．アクチュエータの推進力は摩擦力に依存するため，
腸壁と内視鏡との接触力が大きくなるほど推進性能が向上する．

Fig. 2 Principle of colonoscope insertion by the rubber tube ac-
tuators

すなわち，高い接触力によって危険性が高くなる箇所ほど，高
い推進性を得て危険性を回避するようアクチュエータが機能す
ることとなる．

3. 非線形有限要素法解析

3. 1 解析条件
アクチュエータの形状の導出とその駆動特性の確認を非線形

有限要素法解析により実施した．アクチュエータはゴム材料か
らなり，また，圧力印加によって大変形が生じる．そのため，解
析では材料非線形性と幾何学的非線形性を考慮している．ソフ
トウェアはMSC Software社のMarcを用いた．

Fig. 3の実線はアクチュエータに使用しているシリコーンゴ
ム材料の応力–歪特性を示しており，非線形特性となっているこ
とが分かる．本特性は厚さ 2 [mm]の 1号形ダンベル片（JIS K

6251）を材料引っ張り試験によって調べたものである．この材
料特性は，Mooney–Rivlinエネルギー関数によって近似するこ
とで解析に導入している．破線は，Mooney–Rivlin関数による
近似曲線を示しており，引っ張り試験で測定した材料特性と極
めて高い一致度であることが分かる．

3. 2 断面形状
先行研究として筆者の 1人はバブラとよぶ進行波を生成する

空気圧ソフトアクチュエータを開発している [19]．Fig. 4 (a)に
バブラの断面形状を示す．四つの空気圧室が 1層に並んでいる
形状であり，各室を順に加圧していくことで進行波が実現され
る．これを内視鏡に搭載し実験によって推進力を確認したもの
のアクチュエータの変位量が不十分であることが分かった [17]．
また，本研究を行う第一段階として，Fig. 4 (b)に示す断面形

状（2 段バブラ）を考慮した．バブラを 2 段とした形状となっ
ており変位量の増加を狙ったものである．両形状とも上部に複
数の突起部を有しているが，これは変位を拡大するためのもの
であり，後述する新断面形状にも同様に設けている．また，す
べてのモデルにおいて外周壁，各空気圧室間の壁，上部突起部
の厚さは 0.5 [mm]である．
これらの断面形状に関して，非線形有限要素法による解析を

行った．両モデルとも材料特性には Fig. 3 に示した Mooney–

Rivlinエネルギー関数を適用している．解析では，最も変位す
る突起部の水平方向，垂直方向の変位量を求め，式（1）に示す
変位率Xa，Yaによって評価した．圧力は 125 [kPaG]とし，水
平方向，垂直方向に最大変位が生じるパターンで印加している．

Xa = Xd/Xl

Ya = Yd/Yl

（1）

Xd は水平方向の変位量を，Yd は高さ方向への変位量を，Xl
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Fig. 3 Stress-Strain characteristics of the rubber material and
the approximation by Mooney–Rivlin function

Fig. 4 Cross section models, (a) is bubbler and (b) is two-tier
bubbler

Fig. 5 Cross section shape of the new rubber tube actuator

はアクチュエータの幅を，Yl はアクチュエータの高さをそれぞ
れ示す．バブラの Xa，Ya が，0.0166，0.159 であるのに対し
て 2 段バブラでは，0.0246，0.225 となり，変位率が水平方向
に 1.5 倍，垂直方向に 1.4倍程度，向上している．
本研究では，さらに高い変位率を実現する形状として Fig. 5

に示す新たなアクチュエータの断面形状を考案した [24]．本形状
は三つの空気圧室（ 1©， 2©， 3©）を有している．Table 1に各
空気圧室への空気圧印加パターンを示す． 1©， 2©， 3©は Fig. 5

中の空気圧室の番号であり，Lは大気圧，もしくは負圧，Hは
正圧を示す．空気圧の印加状態は S0から S5の六つの状態を繰
り返し遷移する．本形状は，例えば，S1を考えた場合，壁 aが
傾斜を付けた構造になっているため，効率的に右方向へ変位し，
かつ，壁 aは円弧で構成されているため，壁 aの側と側の受圧
面積差が大きく，S2の状態になった際に 1©を加圧することで生
じている変位が相殺されにくい．さらに，天部壁 bと aは鋭角
な角度 θ をなしているため， 2©への加圧によって上方向へ大き
く変位することが可能となっている．
アクチュエータの高さは 3.5 [mm]としており，これと押し出

し成型による製作精度から本研究では θ を 70◦ として設計して
いる．さらに多段で複雑な形状にすることで，Xa, Ya は増大
していくことを確認しているが [18]，押し出し成型によって複

Table 1 Pressurized pattern of chambers

Fig. 6 Nonlinear FEM results from S0 to S5

Fig. 7 Analytical displacement of center top position

Table 2 Xa and Ya of three models

雑な断面形状を実現するためには，断面積を大きくする必要が
あり，搭載の際に空気圧室の閉塞が生じやすくなる．また，5.1

節にて後述するように搭載による内視鏡径の増加を考慮すると，
アクチュエータの高さは本モデル以下に抑える必要がある．

Fig. 6 に S0 から S5 の解析モデルの状態を示す．中央突起
部は，S0：初期状態，S1：右方向，S2：右上方向，S3：正面
上方向，S4：左上方向，S5：左方向に変位していることが分か
る．Table 1の Lを大気圧とし，Hを 75 [kPaG], 100 [kPaG],

125 [kPaG] とした際の中央突起部の変位を Fig. 7に示す．X,

Y 座標は Fig. 6 に示す．1 周期中の S2, S3, S4において Pro-

pelling motion が S5, S0, S1において Recovering motion が
確認できる．Table 2 に H を 125 [kPaG], L を大気圧として
駆動した際に得られたXa, Ya をバブラ，2段バブラの結果とと
もに示す．本形状はバブラと比較し，Xa が 3.2 倍，Ya が 2.5
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倍，また，2段バブラと比較した場合 Xa が 2.2 倍，Ya が 1.8

倍となっており，高い優位性が認められる．
なお，後述するようにLを負圧とした実験も実施しているが，

解析に負圧を導入した場合，大変形を伴う非線形問題に空気圧
室の変形に伴う壁同士の接触問題が加わるため，計算が収束せ
ず解を得ることができなかった．しかしながら，大気圧と正圧
の組み合わせにおいて他形状に対して優位性の高い形状が，負
圧を導入することによって他形状より劣るという現象は極めて
特異で複雑な形状を除いては考えにくい．

4. 製作と基礎特性

4. 1 製作
本アクチュエータはチューブ状のゴム構造体であるため，押し出

し成型による製作が可能である．今回は実験用としてFig. 8 (a)

に示すように 60 [m]の長さで製作を行っているが，連続的に製
作プロセスを続ければ，極めて長いチューブを一度に実現するこ
とが可能である．これを任意長にカットして空気圧供給用チュー
ブを取り付けることでアクチュエータが実現できるため，アク
チュエータは非常に安価な製作が可能である．また，内視鏡へ
の着脱も容易であることから腸内に挿入されるアクチュエータ
部はディスポーザブルな使用が期待できる．
製作したチューブの断面形状を Fig. 8 (b)に示す．本断面形状

は 60 [m]のチューブの先端部と終端部，および先端から 30 [m]

の各所で確認しており，チューブ全体で均一な形状が製作でき
ていることを確かめている．Fig. 5 と Fig. 8 (b) では多少の形
状誤差が認められるものの，中空断面を有するゴム押し出し成
型としては，高い精度で成型できているといえる．

4. 2 基礎特性
Fig. 8 のゴムチューブを長さ 120 [mm] に切り出し，空気供

給用チューブを各空気圧室に取り付けたあと，両端を封止する
ことで機能検証用のアクチュエータを製作した．Fig. 9に示す
ようにアクチュエータの底面を床に固定し，上端中央部にキャ
プチャリングポイントとして反射材を取り付け，2 台のカメラ

(a) Appearance (b) Cross section

Fig. 8 The fabricated rubber tube by extrusion molding
method; (a) is appearance, and (b) is cross section

Fig. 9 Image of the test actuator by the motion capture camera

（300 [fps] で撮影）を用いたモーションキャプチャシステムで，
その動作を計測した．
アクチュエータの駆動システムを Fig. 10 に示す．Table 1

で示した H は，コンプレッサーからの正圧をレギュレータに
よって調整することで 75 [kPaG], 100 [kPaG], 125 [kPaG] と
し，また，Lは大気圧 0 [kPaG]，または，真空ポンプと真空レ
ギュレータによって −50 [kPaG]とした．各空気圧室への印加
圧力は 3ポート弁を用いることで，Hと Lを切り替える．

Fig. 11に Lを大気圧とした際の 3周期分の軌跡の計測結果
を示す．125 [kPaG] 印加時における Y 軸方向の最大変位量は
解析では，1.72 [mm]，実験では 1.77 [mm] であり，誤差は約
3%である．また，Propelling motion時における X方向の変位
量は，解析と実験で，それぞれ，0.87 [mm]と 1.11 [mm] であ
り，約 28%の誤差が生じている．これらの誤差は，製作におい
てアクチュエータに形状誤差が生じていること，モーションキャ
プチャがキャリブレーションエラーを含んでいること等が原因
と考えられる．特に，繊維強化等を行っていない空気圧ソフトラ
バーアクチュエータでは，僅かな形状誤差に起因する応力集中
によって，変形量が大きく変わる可能性があり，これが主たる要
因と考えられる．しかしながら，強い非線形要素を有し，かつ，
ミリメートルオーダーの大きさであるラバーアクチュエータの
解析と実験結果としては，高い一致度である．実験結果は解析

Fig. 10 Driving system of the rubber tube actuator

Fig. 11 Experimental results of the test actuator with applying
atmosphere and positive pressures
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Fig. 12 Experimental results of the test actuator with applying
−50 [kPaG] and positive pressures

と同様の軌跡を描いており，Propelling motionと Recovering

motionが明確に確認できる．
さらに変位量の増大を狙って，Lを −50 [kPaG]とし，同様

の実験を行った．Fig. 12 に実験の結果を示す．L を大気圧と
した際の結果と比較し，125 [kPaG] での駆動時では Y 方向に
1.9倍，Propelling motion における X方向に 3.1倍の変位量
の増加が認められており，負圧を用いる有効性が示されている．
なお，これらの実験は S0から S5までの駆動周波数を 1.0 [Hz]

として実施している．また，正圧を 150 [kPaG]とした際には，
ゴムに破損がみられるケースがあり，アクチュエータへの最大
印加圧力は 125 [kPaG]としている．

5. 推 進 実 験

5. 1 ダミー内視鏡推進実験
本研究の推進理論とアクチュエータの構造の妥当性を確認す

るため，樹脂ロッドをダミー内視鏡とし，これに 2本のアクチュ
エータを搭載することで推進実験を行った．用いた樹脂ロッド
はポリアセタール製であり，直径 6 [mm]，長さ 150 [mm]，質量
17 [g]である．直径は，既存の大腸内視鏡の外径がおよそ 10～
13 [mm]であることを考慮し，アクチュエータを搭載した際に
樹脂ロッドとアクチュエータの高さを加えた外径が 13 [mm]と
なるように設定している．また，上部内視鏡で細径といわれる
ものは直径が約 6 [mm]であり，技術的に医療用内視鏡が実現さ
れている大きさである．長さ 750 [mm]の 2本のアクチュエータ
を螺旋状に巻きつけ，両端のみをロッドと固定する．これらの
アクチュエータに 180 ◦ の位相差を付けて駆動することで，一
方が Propelling motionの際に，他方が Recovering motionと
なり，推進が実現する．螺旋角は軸方向に対して約 70 ◦ である
ため，推進方向は軸方向に対して約 20 ◦ の傾きを持つことと
なるが，本実験では，内視鏡適応時において挿入支援に主に寄
与すると考えられる軸方向成分の速度と牽引力を測定した．な
お各空気圧室への空気圧供給用チューブは内径 1.0 [mm]，長さ
300 [mm]のものを用いており，床とアクチュエータに使用した
シリコーンゴム間の最大静止摩擦係数は約 0.64 である．

Fig. 13は駆動周波数を 1.0 [Hz]とした際の実験の様子を示
す．接地しているアクチュエータが 0.5 [s]ごとに逆になってお
り，Propelling motionと Recovering motionが交互に行われ

Fig. 13 Transportation experiment using two rubber tube ac-
tuators

Fig. 14 Transportation velocity of the resin rod using two rub-
ber tube actuators

Fig. 15 Experimental setup of measuring traction force

ていることが分かる．
Fig. 14 はロッドの推進速度を示しており，L を大気圧から

−50 [kPaG]とすることで，推進性能が向上していることが分か
る．最大推進速度は駆動周波数を2.5 [Hz]とした際に 4.8 [mm/s]

であり，Lを大気圧とした場合と比較し，1.55倍となっている．
また，駆動周波数が 3.0 [Hz]から 5.0 [Hz]の間で速度の増減の
傾向が一様ではないが，これはアクチュエータの周波数特性に
よる変位量の低下要素と振動周期の増加による速度の向上要素
に起因すると考えられる．

Fig. 15 に示すように樹脂ロッドの終端とフォースゲージを
繋ぎ牽引力の測定を行った．
駆動周波数を 1.0 [Hz]，H を 75 [kPaG]，100 [kPaG]，125

[kPaG]，L を大気圧，−50 [kPaG] とした際の実験結果を
Fig. 16 に示す．負圧 −50 [kPaG] を用いた場合に最大牽引力
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Fig. 16 Traction force of the resin rod using two rubber tube
actuators

Fig. 17 Insertion of a conventional colonoscope into the large
intestine phantom

Fig. 18 The industrial endoscope and the mounted actuators
for insertion experiments

0.13 [N]が測定されており，これは Lを大気圧とした場合と比
較し 1.16倍となっている．推進速度実験と同様に負圧を用いる
有効性が認められる．

5. 2 大腸ファントムへの挿入実験
Fig. 17 左は大腸ファントム（高研社製腸管部は特注により

透明材料で製作）を示す．本ファントムは医師が大腸内視鏡の
挿入訓練に用いるものであり，形状とともに専用潤滑材によっ
て表面の潤滑状態も実際の大腸に近い状態である．Fig. 17右に
既存の大腸内視鏡を挿入した様子を示す．既存の大腸内視鏡は，
医師からの挿入力を伝え，また，S状結腸部などを直線化する必
要があるため高い剛性となっている．この S状結腸部の直線化
には高い技術が必要となる．本アクチュエータを用いることで，
ステアリングと内視鏡を送り入れる操作のみで，直線化を行う
ことなく，腸壁に過負荷を生じさせない低剛性の内視鏡の挿入
が実現できる可能性がある．Fig. 18 左に示すように既存の大
腸内視鏡と比較し極めて剛性の低い外径 6 [mm] の工業用内視
鏡（アールエフ社製 VJ, 樹脂外皮膜を取り除いて使用）を用い
て，これに 2本のアクチュエータを搭載した．Fig. 18右はアク

Fig. 19 Insertion of the endoscope with the actuators into the
large intestine phantom

チュエータを搭載した内視鏡であり，これにより Fig. 19に示
すようにファントムへの挿入実験を行った．1,500 [mm]のアク
チュエータを 2本搭載し，正圧 125 [kPaG]，負圧−50 [kPaG]，
駆動周期 1.0 [Hz]で挿入実験を行った．約 10 分で S 状結腸を
通過し，横行結腸部までの挿入を確認した．この際，S状結腸
部は非挿入時である Fig. 17左とほぼ同様の形状を保っている．
なお，アクチュエータを非搭載，あるいは非駆動の状態では，剛
性が低い本内視鏡では S状結腸部手前までの挿入にとどまった．

6. お わ り に

本論文では，大腸内視鏡の挿入支援を実現するラバーチュー
ブアクチュエータについて，新たな形状を提案し，その基礎駆
動特性について報告した．
まず，非線形有限要素法解析によって提案したアクチュエー

タが単純な構造ながら高い変位率を得ることが可能であること
を確認した．次にアクチュエータが押し出し成型によって安価
に実現できることを確かめた．
機能検証用のアクチュエータによって，基礎実験を行った結

果，誤差がみられたものの解析と同様にPropelling motionと
Recovering motion が確認された．さらに，空気圧制御系に，
正圧のみではなく，負圧を取り入れることで，アクチュエータ
の変位量が大幅に向上することが実験的に確かめられた．

2本のアクチュエータを樹脂ロッドに搭載し，180 ◦ の位相差
を持って駆動することで，ロッドに推進力が付加されることを
確認し，本研究概念とアクチュエータの設計形状の妥当性を示
した．
大腸ファントムを用いた挿入実験では，アクチュエータを駆

動することで低高度な内視鏡によって直線化することなく S状
結腸を通過可能であることを確認した．
今後，アクチュエータの駆動特性のモデル化によって最適な

内視鏡への搭載本数と駆動周期を明らかにするとともに，本ア
クチュエータを搭載することによって挿入可能な内視鏡の剛性
範囲についても検討し，盲腸部までの容易な挿入を目指す．
謝 辞 本研究は文部科学省科学技術振興調整費「若手研究
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