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1 INTRODUCTION

The Gastropods, a class including snails and slugs, ex-
hibit excellent adaptive locomotion on various terrain. To
understand and mimic this excellence, a lot of challenges
have been done from anatomical analysis of their soft bodies
to mathematical modeling of the locomotion principle [1,2].
Figure 1 shows a snapshot of a snail crawling on a glass
plate. Several dark bands clearly appear on its bottom sur-
face (belly), which indicate the surface points, not in contact
with the ground. Although the amount of its body deforma-
tion is relatively small, the dark bands quickly travel from
tail to head, resulting in so-called direct-wave locomotion.

The dynamics of snails result from the interaction be-
tween the controller, body tissues and muscles, mucus, and
environment. As a complementary approach to the preced-
ing works focusing on mucus effect [3, 4], we mainly fo-
cus on mechanical characteristics of their viscoelastic bod-
ies that respond to periodic excitation of the muscles. In this
study, we develop a snail-like soft body made of urethane
gel equipped with multiple threads of shape memory alloy
actuators (SMAs). The SMAs are driven by periodic volt-
ages with constant phase gaps, so that a pedal wave appears
on its bottom surface. We then examine the fundamental re-
lationship between the spatial-temporal pattern of the SMAs
and the resulting locomotion performance.
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1 緒言
ヒトは身体内部に硬い骨格構造を持つが，自然界には筋肉や皮

膚などの柔らかい組織のみで構成される生物がいる．カタツムリ
などの軟体動物やミミズなどの環形動物がその例である．彼らは
柔らかい身体を巧みに動かすことで移動運動を実現しており，這
行や蠕動運動といった運動様式を用いる [1]．特に這行はカタツ
ムリなどの腹足類に見られる運動様式であり，身体底部に備わる
腹足に図 1 のような波が観察される．この波は筋肉の伸縮部分
が伝播している様子であり，今日までその運動メカニズムが議論
されてきた [2][3][4][5]．
カタツムリの腹足に生じる変形量はごくわずかである [4]．し

かし，それにも関わらず，カタツムリは不整地や壁面などの自然
界の複雑な環境においても高い踏破性能を見せる．カタツムリの
柔軟身体には何らかの優れたメカニズムが潜んでいると考えら
れ，そのメカニズムを解明するためには，身体そのものの柔軟性
と腹足に発生する波の送り方が移動運動にどのように寄与してい
るのかを明らかにすることが必要である．
そこで本研究では，カタツムリの高い踏破性能メカニズムを解

明するために，柔軟身体を持つロボットを用いたアプローチを行
う．カタツムリの腹足には複数の細かな波が進行方向に向かって
伝播しているが，本稿ではそれを再現するための第一段階として
一つの波を送るソフトロボットの開発を行い，その性能評価実験
に対する初期解析について報告する．

Fig.1 Sole wave and dark band on sole

2 製作したロボットの概要
2.1 製作方法

3Dプリンタを用いて製造した型に SMA（トキ・コーポレー
ション，Bio-Metal Helix，BMX150）を配置し，そこにゲルを
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Fig.2 Longitudinal section of the robot

Fig.3 Overview of the robot

注型して硬化させた．型には SMAを通す穴をあらかじめ開けて
おき，図 2のように SMAを V字型に４本重ねた形で固定した．
これをロボットの長手方向に沿って 2列分配置し，そこにゲルを
流し込んで固めた．つまり，SMAは合計 8本埋め込まれている．
ゲルにはエクシールコーポレーションの人肌のゲル（硬度 0）を
用いた．このゲルは柔軟性に富んでおり，比較的弱い力でも大き
な変形を生むことができる．また，SMAがゲルの内部に埋もれ
ることを防ぐ目的で，SMAの両端にはプラスチックの板に切れ
込みを入れたものを噛ませた．
実際に製作したロボットの全体像を図 3に示す．断面は台形と

なっており，底面がわずかに広く，また重心も低くなっている．

2.2 運動生成の手法
V字型に埋め込んだ SMAに電圧を印加し収縮させると，V字

型の頂点部分が持ち上がってゲルに変形が生じる．この変形を利
用し，配置した 8本の SMAに位相差を与えて周期的な電圧を印
加することで，変形が伝播し，腹足波を生み出すことができる．
この腹足波により運動が生成される．なお，このときの移動運動
をする方向は波の進行方向と同じとなる．

Figure 1: Pedal wave of a snail: dark bands appeared on its
bottom surface.
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energizing the SMA, the robot excited a wavy surface motion with self deformation and developed a
moving motion. In this paper, we report on verification results of basic characteristics.
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1 緒言
生物の身体は筋肉や皮膚など多くの柔らかい組織で構成されて

いる．ヒトの場合は，それら以外にも固い骨格構造を身体の内部
に持つが，カタツムリなどの軟体動物やミミズなどの環形動物は
外骨格や内骨格を持たず，非常に柔軟な身体構造をしている．
柔軟構造を持つ生物の運動様式には，固い骨格構造を持つ生物

が行う歩行とは異なる，這行や蠕動運動がある [1]．特に這行は
カタツムリなどの腹足類に見られ，その運動時に身体底部に備わ
る腹足に図 ??のように波が肉眼的に観察される．この波は筋肉
の伸縮部分が伝播している様子であり，今日までその運動メカニ
ズムについて議論が進められてきた [2][3][4]．カタツムリは腹足
をわずかに変形させながら，自然界の複雑な環境において適応的
な踏破性能を発揮しており，この柔らかい身体は自然界の不均質
で外乱の多い環境への適応に，何らかの形で寄与していることが
考えられる．
本研究ではゲルを用いて柔軟身体を再現し，アクチュエータ

として筋肉のように収縮する方向に力を発揮する形状記憶合金
（SMA）をその内部に埋め込んだ移動ロボットの開発を行い，身
体の柔らかさを生かした運動を実現することで，生物が持つ柔軟
身体の特性を明らかにすることを目的としている．本稿では，そ
のソフト移動ロボットの開発と行なった実験に対する初期解析に
ついて報告する．

2 製作したロボットの概要
2.1 製作方法

3Dプリンタを用いて製造した型に SMAを配置し，そこにゲ
ルを流し込んで固めた．型には SMAを通す穴をあらかじめ開け
ておき，Fig. 1のように SMAを V字型に４本重ねた形で固定し
た．本機では，これをロボットの長手方向に沿って 2列分配置し，
そこにゲルを流し込んで固めた．つまり，SMAは合計 8本埋め
込まれている．なお，使用した SMAはトキ・コーポレーション
の Bio-Metal Helix(BMX) で，螺旋型の形状をしている．通電
することで発熱し，記憶された元の形状に戻るものである．今回
は BMX150を使用した．また，ゲルにはエクシールコーポレー
ションの人肌のゲル（硬度 0）を用いた．このゲルは非常に柔軟
性に富んでいるため，比較的弱い力でも大きな変形を産むことが
できる．また，硬化後に型から取り出した後，収縮の際に SMA
がゲルの内部に埋もれることを防ぐ目的で，SMAの両端にはプ
ラスチックの板に切れ込みを入れたものを噛ませた．
実際に製作したロボットの全体像を Fig. 2に示す．

2.2 運動生成に向けて
V字に埋め込んだ SMAに電圧を印加し，収縮をさせると，通

電している V 字 SMA の頂点部分が持ち上がる形でゲルに変形
が生じる．この変形を利用し，配置した 8本の SMAに位相差を
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Fig.1 Longitudinal section of the robot

Fig.2 Over view of the robot

設けて電圧を印加することで，変形が伝播し，腹足類が見せる腹
足の波のような挙動を起こし，移動運動を発現させる．
入力電圧の信号を Fig. 3に示す．端から同じ距離にある 2本

を 1組とし，4組それぞれに一定の位相差を与え，一定時間通電
させた．位相差を 1600 [ms]としたときの変形の様子を Fig. 4に
示す．時間経過とともに持ち上がる変形が生じている部分が変化
していることが確認できる．この底部の持ち上げによる変形と，
持ち上げられた部位の前後に摩擦の差が生じることによって，ロ
ボットの後端が前方に引っ張られ，その後，前端が前方に押し出
されることによって，全体はわずかに前進する．

3 実験
3.1 実験概要
ロボットの性能を評価するために実験を行なった．4組の SMA

に対し，電圧を印加する位相を変化させたときのロボットの運動
をモーションキャプチャで 3分間撮影し，その移動距離を比較し
た．マーカはロボットの両端と中央上部の合計 3 箇所に取り付
けた．
位相差は Arduino unoを用いて 100 [ms]から 2000 [ms]まで

Figure 2: Longitudinal section of the robot.

2 DESIGN AND METHOD

2.1 Fabrication
The robot body is composed of urethane gel and SMAs.

First, we prepare a concave plastic mold with 3D printer.
Eight threads of V-shaped SMAs (Toki Corporation, Bio-
Metal Helix, BMX150) are set to the mold, arranged in two
rows along the longitudinal direction (Figure 2). Then a por-
tion of urethane gel (EXSEAL co.) is cast into the mold.
The ASKER C hardness scale of the urethane gel is 0, much
softer than silicone ones, which admits larger deformation
relative to the applied pressure/tension. Both ends of an
SMA thread is fixed on the gel surface with a small tip of
the plastic plate. Thanks to this plastic plate, the generated
tension by SMAs are sufficiently transferred to the urethane
gel. The amount of deformation and the locomotion perfor-
mance were improved in a pre-experiment.

2.2 Gait Generation
In this study, we apply square-wave voltage patterns to

the four sets of SMA as shown in Figure 3. The voltage
patterns have a common waveform and constant phase gaps
propagating from tail to head. The crawling locomotion is
achieved by this propagating wave, and the robot moves in
the same direction as the wave moves. The snapshot of lo-
comotion is shown in Figure 4 when the phase gap is 1600
ms.

3 EXPERIMENT

To evaluate the performance of the robot, two experi-
ments were conducted to investigate how the spatial and
temporal frequencies contribute to the motion. The robot
motion was recorded by motion capture, and the markers
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Fig.3 Signal of voltage input to SMA.

T = 2.0 [s]

T = 4.0 [s]

T = 6.0 [s]

Fig.4 Locomotion when phase gap is 1600 ms.

100 [ms]ずつ変化させ，各 SMAには 2000 [ms]の間，電圧を印
加し続ける．また，この 1周期分の入力の後，5000 [ms]の休止
を挟み，同様の入力を繰り返す．この休止時間には，ゲルの変形
が元に戻るための時間としての目的と，SMAに発生する熱がゲ
ルへ蓄積することを抑える目的がある．休止時間の長さは位相差
に関わらず一定とした．この実験を各位相差に対して 3回ずつ行
なった．なお，今回の実験はロボットが滑りやすい環境である紙
の上で行った．

3.2 実験結果
それぞれの位相差における 180 [s]後の移動距離の平均をFig. 5

に示す．位相差が大きくなるほど，180 [s] 後におけるスタート
地点からの移動距離は小さくなった．ただし，位相差 300 [ms]
以下では安定した移動運動が生成されず，非常にばらつきの大き
い結果となったため，グラフからは除外している．また，今回は
2000 [ms]以降の位相差に関しては実験を行なっていないが，最
終的に移動運動が発現しなくなることが予想される．位相差が小
さくなるほど進む距離は長くなるが，そもそも位相差が短くなる
ほど，電圧印加の周期が短くなるため，前述した通り，停滞状態
からの動き出しが早くなる．そこで，動き出してからの移動速度
について考える．移動運動が発現している部分に対して線形近似
を行い，その傾きを求めた．そのグラフが Fig. 6 である．わず
かではあるが，位相差が大きくなるほど進行速度が小さくなって
いる．次に，1周期あたりの移動距離を計算したものを Fig. 7に
示す．500 [ms] から 1400 [ms] の間は 1 周期に進む移動距離は
ほとんど同じであったが，それ以降は減少していることが確認さ
れる．

4 結言
ゲルと SMAを用いたソフト移動ロボットの開発に成功した．

また，その性能を評価するための実験を行い，SMAに対する電
圧印加の位相差を小さくしたときほど 3分後の移動距離が大きく
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Fig.5 Average travel distance in 180 [s] when phase dif-

ference is changed.
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なることを明らかにした．
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Figure 3: Square voltage waves applied to the SMAs.
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Fig.4 Waveform of voltage inputs to SMAs.

入力電圧の波形を図 4に示す．端から同じ距離にある 2本を
1 組とし，4 組それぞれに位相差を与え，2000 [ms] の周期で通
電させた．

3 実験
3.1 実験概要
ロボットの性能を評価するための実験とその初期解析を行った．
SMAに入力する電圧の位相差を 400 [ms]から 1600 [ms]まで

300 [ms]ごとに変化させたときの，ロボットの運動をモーション
キャプチャで記録し，3 分間の移動距離の時間変化を比較した．
マーカはロボットの中央上部に取り付けた．
位相差は Arduino uno を用いて制御し，各 SMA には 2000

[ms]の間，電圧を印加し続け，1周期分の入力の後，5000 [ms]
の休止を挟み，同様の入力を繰り返す．この休止時間には，ゲル
の変形が元に戻るための時間としての目的と，SMAに発生する
熱がゲルへ蓄積することを抑える目的がある．なお，休止時間の
長さは位相差に関わらず一定とした．また，今回の実験はロボッ
トが滑りやすい環境である紙の上で行った．
3.2 実験結果
位相差を与えて SMAに電圧を印加することで，腹足類が見せ

る腹足の波のような移動運動が発現した．位相差を 1600 [ms]と
したときの変形の様子を図 5 に示す．時間経過とともに持ち上
がる変形が生じている部分が変化していることが確認できる．進
行方向は右側であり，この底部の持ち上げによる変形と，持ち上
げられた部位の前後に摩擦の差が生じることによって，ロボット
の後端が前方に引っ張られ，その後，前端が前方に押し出される
ことによって，全体はわずかに前進する．
移動距離と時間の関係を図 6 に示す．実験開始直後からしば

らくの間はほとんど移動していないことがわかる．これは実験初
期において，ゲル自体が冷えており，なおかつゲルの熱容量が大
きいために SMAが十分に収縮するまで温まらなかったことが起
因する．また，この停滞の時間は入力する電圧の位相差によって
異なり，位相差が大きくなるほど停滞の時間も長くなった．ただ
し，400 [ms]の場合に関しては位相差は小さくなっているが，停
滞の時間が比較的長くなっている．
ある程度の時間が経つと SMAの収縮量が大きくなり，移動運

動が発現している．その進行速度は収縮に合わせて振動的ではあ
るものの，今回測定した時間内においてはほとんど一定の速度で
動いていることが確認できる．また，位相差が小さいものほどそ
の傾きが大きくなっており，その移動速度が速くなっているが，
一周期の時間も短くなっているため，運動の回数が増加し，移動
速度が速くなっていると考えられる．
位相差は大きすぎると，それぞれの変形が互いに干渉すること

なく，ロボットはまるでその場足踏みするような挙動を示し，移
動運動は発現しない．それぞれの独立した変形を干渉させ合うこ
とが移動運動を生み出すためには必要であると考える．

4 結言
ゲルと SMAを用いたソフト移動ロボットを開発した．また，

その性能を評価するための実験を行い，その初期解析を行なっ
た．その結果，SMAを通電させる位相差により移動の速度およ
び移動開始までの時間が変動し，今回実験を行なった中では，位
相差 700 [ms]のときが最も移動距離が大きくなることを明らか
にした．

T = 2.0 [s]

T = 4.0 [s]

T = 6.0 [s]

Fig.5 Locomotion when phase gap is 1600 ms.

Fig.6 Relationship between travel distance of the robot

and time with different phase gap.
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Fig.4 Waveform of voltage inputs to SMAs.

入力電圧の波形を図 4に示す．端から同じ距離にある 2本を
1 組とし，4 組それぞれに位相差を与え，2000 [ms] の周期で通
電させた．

3 実験
3.1 実験概要
ロボットの性能を評価するための実験とその初期解析を行った．
SMAに入力する電圧の位相差を 400 [ms]から 1600 [ms]まで

300 [ms]ごとに変化させたときの，ロボットの運動をモーション
キャプチャで記録し，3 分間の移動距離の時間変化を比較した．
マーカはロボットの中央上部に取り付けた．
位相差は Arduino uno を用いて制御し，各 SMA には 2000

[ms]の間，電圧を印加し続け，1周期分の入力の後，5000 [ms]
の休止を挟み，同様の入力を繰り返す．この休止時間には，ゲル
の変形が元に戻るための時間としての目的と，SMAに発生する
熱がゲルへ蓄積することを抑える目的がある．なお，休止時間の
長さは位相差に関わらず一定とした．また，今回の実験はロボッ
トが滑りやすい環境である紙の上で行った．
3.2 実験結果
位相差を与えて SMAに電圧を印加することで，腹足類が見せ

る腹足の波のような移動運動が発現した．位相差を 1600 [ms]と
したときの変形の様子を図 5 に示す．時間経過とともに持ち上
がる変形が生じている部分が変化していることが確認できる．進
行方向は右側であり，この底部の持ち上げによる変形と，持ち上
げられた部位の前後に摩擦の差が生じることによって，ロボット
の後端が前方に引っ張られ，その後，前端が前方に押し出される
ことによって，全体はわずかに前進する．
移動距離と時間の関係を図 6 に示す．実験開始直後からしば

らくの間はほとんど移動していないことがわかる．これは実験初
期において，ゲル自体が冷えており，なおかつゲルの熱容量が大
きいために SMAが十分に収縮するまで温まらなかったことが起
因する．また，この停滞の時間は入力する電圧の位相差によって
異なり，位相差が大きくなるほど停滞の時間も長くなった．ただ
し，400 [ms]の場合に関しては位相差は小さくなっているが，停
滞の時間が比較的長くなっている．
ある程度の時間が経つと SMAの収縮量が大きくなり，移動運

動が発現している．その進行速度は収縮に合わせて振動的ではあ
るものの，今回測定した時間内においてはほとんど一定の速度で
動いていることが確認できる．また，位相差が小さいものほどそ
の傾きが大きくなっており，その移動速度が速くなっているが，
一周期の時間も短くなっているため，運動の回数が増加し，移動
速度が速くなっていると考えられる．
位相差は大きすぎると，それぞれの変形が互いに干渉すること

なく，ロボットはまるでその場足踏みするような挙動を示し，移
動運動は発現しない．それぞれの独立した変形を干渉させ合うこ
とが移動運動を生み出すためには必要であると考える．

4 結言
ゲルと SMAを用いたソフト移動ロボットを開発した．また，

その性能を評価するための実験を行い，その初期解析を行なっ
た．その結果，SMAを通電させる位相差により移動の速度およ
び移動開始までの時間が変動し，今回実験を行なった中では，位
相差 700 [ms]のときが最も移動距離が大きくなることを明らか
にした．
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Figure 4: Locomotion when phase gap is 1600 ms.

were attached to both ends and the upper center of the robot.

3.1 Experiment 1
The phase gap of the voltage applied to the robot was

varied between 400-2200 ms using an Arduino Uno. The
waveform was fixed to a square-wave with 1/12 Hz, while
2000 ms was for ON-duty and the rest 10000 ms was for
OFF-duty (for cooling down). The room temperature was
26℃. In this experiment, the travelled distance of the robot
was compared at 160 s.

Figure 5 shows the comparison of locomotion velocity
(distance traveled in 160 s) for various phase gaps. It clearly
exhibits the existence of a peak around 600 ms, which sug-
gests us that this corresponds to a suitable spatial frequency.

3.2 Experiment 2
The kinematic performance was examined when the

temporal frequency was changed. The phase gap was fixed
at 1000 ms, and the rest time was varied every 2000 ms be-
tween 4000 and 12000 ms.

Figure 6 shows the relationship between time and trav-
elled distance with different rest times. When the rest time
was less than 6000 ms, the robot body could not radiate the
heat generated from SMAs, and as a result, the robot fell
down due to excessive deformation. Therefore, the graph is
partially drawn. The accumulation of a large amount of heat
inside the urethane gel prevented the SMA from returning to
its original state during the rest period.
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Figure 5: Relationship between phase difference and travel
distance after 160 ms.

Figure 6: Relation between time and travelled distance with
the fixed phase gap of 1000 ms and the different rest times.

4 CONCLUDING REMARKS

The effect of both the spatial and temporal frequency of
the voltage wave to the locomotion performance were re-
viewed. In the future, we will increase the number of waves
and investigate the body-mucus of snails.

5 Acknowledgements

This work is supported by JST CREST and JSPS grant-
in-aid for Scientific Research (S) JP17H06150.

References
[1] Janice H. LAI and et al. The mechanics of the adhesive locomotion
of terrestrial gastropods. Journal of Experimental Biology, 213.22:3920–
3933, 2010.
[2] T. Fujita, Y. Masuda, and Ishikawa M. Analysis of a crawling snail
based on the ventral foot model. Proceedings of the annual conference of
the Institute Systems, Control and Information Engineers SCI,, 62:5p, 2018.
[3] S. Lee, J.W. Bush, A. E. Hosoi, and E. Lauga. Crawling beneath
the free surface: Water snail locomotion. Physics of Fluids, 20(8):082106,
2008.
[4] B. Chan, S. Ji, C. Koveal, and A. E. Hosoi. Mechanical devices for
snail-like locomotion. Journal of intelligent material systems and struc-
tures, 18(2):111–116, 2007.


