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１．はじめに 

近年，ロボットは従来の産業分野のみならず，医療，介護福祉などさまざまな分野へ活動の場を広げてい

る．柔軟，軽量，高い出力重量比など従来の電磁アクチュエータとは異なる特色を有する空気圧アクチュエ

ータは，新たな分野で活動するロボットのアクチュエータとして注目を集めており，さまざまな空圧駆動ロ

ボットの研究が行われている． 

 そこで，本報では医療ロボティクス，アクチュエータおよびロボットの機構およびその制御，福祉ロボテ

ィクスなどロボティクス・メカトロニクス分野における空気圧に関連する研究動向として，平成 28 年 6 月 8

日から 11 日まで，パシフィコ横浜で開催された日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス部門ロボティク

ス・メカトロニクス講演会 2016 で発表された関連研究を報告する． 

２．ロボティクス・メカトロニクス分野における空気圧関連の研究動向 

 ロボティクス・メカトロニクス講演会 2016 において，医療ロボティクス関連では参考文献 1-5 などが発表

された．菅野らは，従来のハプティックデバイスと比較して広領域で動作可能なマスタシステムを実現する

ため，溶接ベローズを用いて拇指，示指に独立に力を提示可能な空気圧駆動の把持力提示デバイスを開発し

ている 3)． 

 空圧アクチュエータおよび空圧駆動ロボットの機構およびその制御関連では参考文献 6-22などが発表され

た．細田らは，高速なトロット歩容を実現する空気圧駆動の小型四脚ロボットを開発し，そのハードウェア

と制御則について報告している 6)．佐藤らは，遠隔操作型水中探査機の進行方向・姿勢を操作者にフィード

バックするための McKibben 型空気圧ゴム人工筋で構成されるパラレル機構について報告している 22)． 

 パワーアシスト技術など福祉ロボティクス関連では参考文献 23-29 などが発表された．橋本らは，生活支

援モードとリハビリテーションモードの 2 種類のモードを実現可能な空気圧シリンダ駆動の上肢支援システ

ムを開発し，新たに開発した食事支援モードについて報告している 23). 高川らは，装着者の体重を利用して

得られた圧縮空気とバネの復元力を利用して足首関節に背屈モーメントを生成する躓きによる転倒防止を目

的とした支援シューズについて報告している 24)． 

 携帯空気圧源に関して，奥井らは炭酸水素ナトリウムとクエン酸の化学反応を用いた携帯型空圧源を提案

している 30)．  

３．おわりに 

本稿では，ロボティクス・メカトロニクス分野における空気圧に関連する研究動向としてロボティクス・

メカトロニクス講演会 2016 で発表された関連研究を報告した．他の講演会においても，さまざまな関連研究

の報告があることから，本分野における空気圧機器への期待の高さがうかがわれる． 

 ロボティクス・メカトロニクス分野における空気圧を使用した機器のさらなる発展を期待するとともに，

これらの研究成果がより豊かな社会の実現に貢献することを望む． 
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