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「福島ロボットテストフィールド」特集について
　福島県南相馬市の原町区は，東日本大震災の津波により大きな被害を受けた．沿岸部に築かれた防波堤の内側では，現在
でも草地やソーラーパネルが延々と続いている．このような場所で，沿岸から西へ1キロ進むと，巨大なトンネルや橋梁，
プラントが突如姿を表す．福島ロボットテストフィールド（RTF）だ．
　RTFは，東日本大震災により被災した浜通り地域の復興のため，新たな産業基盤の構築を目指す国家プロジェクト「福島
イノベーション・コースト構想」に基づき整備された中核施設である．無人航空機，災害対応ロボット，自動運転ロボット，
水中探査ロボットなど，陸・海・空のフィールドロボットを対象に，実環境を再現しながら研究開発，実証試験，性能評価，
操縦訓練を行うことができる，世界に類を見ない一大研究開発拠点である．2020年 3月末に全面開所されて以来，研究開
発や教育・人材育成，企業誘致やビジネスマッチング，競技大会などを行うための拠点施設として活用されている．私も利
用者として何度か足を運び，テストフィールドの有用性を感じているが，その一方で，RTFにはどんな設備があり，何がで
きるのかを知らない方々も多くいるようである．今後，施設が最大限利用されることを期待し，本特集の企画に至った．
　本特集号では，福島イノベーション・コースト構想の経緯，RTF の概要や研究開発および産学連携，人材育成，
WRS2020福島大会の概要と成果，RTFを拠点としたロボットの開発まで，RTFの整備ないし事業推進に関わっていらっしゃ
る方々，また実際にRTFを活用され各方面で活躍されている方々など，多方面から解説いただいた．なお，RTFの活用事
例は多くあるものの，すべて取り上げると試験の事例集となってしまうため，開発拠点として活用された一部の成果に絞っ
てご紹介したことをご理解いただきたい．
　今後，物流やインフラ点検，災害対応など，人の作業を代替するロボットの社会実装の加速化が期待される中，ロボット
の性能評価のためのテスト環境の準備は重要性を増している．本特集がきっかけとなり，大規模な現場環境を模擬した実証
試験場の活用が広がり，ロボット産業の活性化や技術開発の促進に繋がれば幸いである．
　最後に，ご多忙にもかかわらず快く執筆を引き受けてくださった皆様に厚くお礼申し上げたい．
� （渡辺将広　東北大学）
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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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●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）
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