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「索状ロボットの昨日・今日・明日」特集について
　生物のヘビやミミズなどは，細長い体形と自由度の多さから様々な地形を移動することが可能であり，また移動と同時に
物体を操作することも可能である．索状ロボットとは，ヘビやミミズのような細長い紐状の体形をしたロボットの総称であり，
索状ロボットの多くは，頭から尾にかけて，良く似た構造をした体節を複数連ねた自由度の多い構造を持つ．この細長い体
形と自由度の多さを持つことから，配管調査や倒壊した建物内の調査など人の進入が困難な場面での活躍が索状ロボットに
期待されている．
　索状ロボットにおいて，生物のヘビやミミズなどの移動性のメカニズムを理解し，模倣することにより，その移動性と能
力を再現してきた．また，生態模倣とは別の発想から，能動車輪やクローラ，流体噴射などの本来ヘビやミミズにない機能
を索状ロボットに加えることで，ヘビやミミズの能力を超えた索状ロボットを開発する試みもされてきている．このような
歴史から今日に至るまで，様々な研究グループにより独自の索状ロボットが開発されており，今も新たな移動機構や多様な
環境に適応可能な索状ロボットが提案され続けている．
　本特集では，様々な切り口から索状ロボットを研究している専門家の方々にこれまでの取り組みや最新の動向を解説して
いただいた．どの解説記事もそれぞれの索状ロボットの課題を取り扱い，個性的な索状ロボットを解説しているので，注目
していただければ幸いである．
　索状ロボットは，多種多様なロボットが開発されているのにもかかわらず，これまで生態模倣やロコモーション，極限ロ
ボティクスなどのテーマの一つとして取り上げられることは多いものの，索状ロボットを中心にした特集は少なかったよう
に思う．本特集が，索状ロボットに興味を持つきっかけとなり，本分野の現状と課題を俯瞰し，今後の発展に繋がる一助に
なれば幸いである．最後に，ご多用中にもかかわらず快くご執筆くださった皆様にこの場を借りて心より感謝申し上げる．
� （米澤直晃　青山学院大学）
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