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「把持と操りのためのロボットハンド最前線」特集について
　物体の把持と操作は，ロボットの実社会への応用のうえで重要な分野の一つと言える．これらは，従来は工場で用いられ
る産業用ロボットに求められる技術であったが，近年ではサービス分野などより広い場面でロボットの活躍が期待されるよ
うになり，それに伴って，把持や操作の対象となる物体も多様なものになってきたといえる．そのため，この分野は近年再
び注目を集める分野となっており，本誌でもこれまで様々な視点から物体の把持や操作についての特集が組まれてきた．そ
のような中で，本特集では，ロボットハンドという側面に焦点を当てることにした．とりわけ，今後重要になると考えられ
る以下のような点に注目して，その一線で研究を続けられている方々に執筆をお願いした．
　まず，柔軟物を対象とした把持や操作である．布や紙あるいは食品などの柔軟物体の取り扱いというのは，需要は大きい
が技術的難易度も高く，技術の確立が望まれるトピックといえる．柔軟物の操りに関しては，それに適したハンドを設計す
ることの効果は大きい．次に，センシングである．精密なあるいは高速な把持といったより高度な把持に対する需要も大き
いが，それらの実現のためには，センシングも重要な要素となってくる．ロボットハンドにセンサを組み込むことで，より
高度な物体の把持や操作を可能にする手法も様々なものが提案されており，本特集でもそのような取り組みを紹介する．さ
らに，すべての対象物に対して最適なロボットハンドというものが（少なくとも現時点では）現実的ではないことから，何
か把持したい対象物があったときに，どのようにそれに適したハンドを設計するかという方法論も重要になってくる．本特
集では，そのような観点からロボットハンドの構成法についても取り上げた．
　この特集が読者の研究や開発の一助となれば幸いである．最後に，ご多忙の中，記事を執筆いただいた筆者の方々に深く
感謝いたします．
� （工藤俊亮　電気通信大学）
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