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「海外でのロボティクス研究活動」特集について
　近年，大学や民間企業の様々な研究機関において，ロボティクスの研究は広く行われている．ディープラーニングをはじ
めとした機械学習とロボットシミュレータの発展から，特にソフトウェア研究についてはロボティクスへの参入障壁は低く
なっている．コロナ禍においても ICRA，IROS等の主要国際会議では，論文投稿総数は右肩上がりの傾向にあり，世界中で
ロボット研究が活発に行われていることを表している．
　一方，コロナ禍に入る以前の国際会議にて，海外で研究するための派遣プログラム（大学，民間　企業の両者において）
は充実しているものの，それを活用する人が少ないということを耳にした．残念ながら，日本人学生，研究者の海外志向は
必ずしも高くなく，人材育成，人材の多様性，競争力の維持において課題が表面化しつつある．
　本特集号は，ロボティクスに関する海外派遣・留学での経験，研究を広く読者に紹介し，興味を持っていただくことを目
的として，企画した．本特集企画では，様々な背景と目的をもって渡航した合計14名の方にご執筆いただいた．各執筆では，
研究自身より，海外でのロボティクス研究活動を通して学んだこと，経験したことに重点を置いてご執筆いただいている．
　企画者である私も客員研究員として2017年から2年間スタンフォード大学に滞在し，今回の特集で執筆させていただい
た．一度外に出ることで見えてくることは非常に多いと感じます．本特集が，海外での研究活動に興味を持っていただくきっ
かけとなって，渡航の一助，また自身の研究活動を振り返る機会となれば幸いである．最後に，お忙しい中，執筆をお受け
いただいた皆様に御礼を申し上げます．� （廣瀬徳晃　豊田中央研究所）
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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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 （株）日立製作所／ 
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●御入会またはロゴの掲載をご希望の場合は，下記にお問い合わせください．
　一般社団法人日本ロボット学会 事務局 会員係　TEL 03（3812）7594，FAX 03（3812）4628，E-mail:service@rsj.or.jp

一般社団法人　日本ロボット学会　賛助会員のご紹介（50 音順）


