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「ワイヤ機構とロボティクス」特集について
　「ワイヤ機構」は，ワイヤを動力伝達要素や移動経路として用いた機構である．前者のワイヤ駆動機構では，遠隔に配置し
たアクチュエータによってロボットの関節やエンドエフェクタをワイヤで引っ張って駆動する．離れた箇所にアクチュエー
タ本体を配置するためにロボットの軽量化が図れる利点から，1980年代頃にはロボット応用へ向けた研究がなされてきた．
また，この関節を引っ張る駆動方法は人や生物に見られる筋肉による関節駆動と類似することから，ロボットハンドやヒュー
マノイドのような生物に着想を得たロボットへ応用されている．そのため，生物がもつようなやわらかさや軽量さが人の近
くで動作するロボットに要求される昨今において，ワイヤ駆動ロボットは重要な役割を果たすと考えられる．一方で，後者
のワイヤ移動機構では，環境に設置したワイヤに沿って移動することで，比較的安定した動作を行うことができ，インフラ
点検ロボットへの応用が進んでいる．さらに，近年では，低摩擦・高強度な高分子繊維の開発に代表される材料技術の発展
もあり，ワイヤ機構の実用化がより促進されている．
　このような状況を踏まえ，本特集では，ワイヤ機構を用いたロボットに焦点を当てる．トピックをワイヤ機構の展望・メ
カトロニクス・数理・ロボット事例として，各著者の先生方にご執筆いただいた．本特集が皆様の研究開発へ役立てることが
できたならば，幸いである．
　最後に，COVID-19による難しい状況の中，原稿をご執筆いただいた著者の皆様へ心より感謝申し上げる．
� （舛屋　賢　東京工業大学）
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本学会をご支援頂いている賛助会員の皆様をご紹介致します。
本学会webサイト（http://�www.rsj.or.jp/about/supporter/）にて会員の皆様のHPへリンクを貼らせて頂いております。
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