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寝たきりでもテレワークで接客
「分身ロボットカフェDAWN ver.β」
リレーション・テックを開発・進化中

ロボット開発研究者の吉藤オリィ氏は小中学生の頃、
3 年半もの間、不登校だった。工作と折り紙好きだった
少年は、その時感じた「孤独」と戦い続けることにした。
そこから「分身」というコンセプトを見いだし、2010 年 7月
7 日に「OriHime」（以下、オリヒメ）と名付けた分身
ロボットを 22 歳で発表し、2012 年にオリィ研究所を設立。
それから10 年を経た今年 6 月、寝たきりで外出が難しい
人が操作するオリヒメが接客する常設実験カフェを東京・
日本橋にオープンした。ここに至るまでの分身ロボットと
いう考えを吉藤氏に聞いた。

（構成：吉井 勇・本誌編集部、写真：渡辺 元・本誌編集長）

「孤独の問題」の解消を
人生の目標に決めた17歳

──　今日も「黒い白衣」ですが、真夏に

外を歩いて暑くないのですか。

吉藤　いつも着ているので慣れていますか

ら（笑）。

──　ガマン強いのか、変人なのか……

（笑）。吉藤さんを初めて取材したのは三

鷹オフィスのころで、2015 年でした。ロボッ

トというと自律的に動いたり、人工知能（AI）

で別人格のような振る舞いをイメージします

が、分身ロボット・オリヒメは、寝たきりで外

出が難しい人が遠隔で操作するという異端の

ロボットです。

吉藤　「分身」という考えに至ったのは、自

分の経験からです。小学 5 年の時から 3 年

半、不登校で自宅に引きこもり、工作や折

り紙ばかりしていました。その時、「外に行

きたいのに行けない、居場所がない」という

「孤独」を感じていました。

──　両親は心配なさったでしょう。

吉藤　学校に行かせようとしていましたが、

好きなことに挑戦させることに変えたよう

で、親が薦めてくれた虫型ロボットコンテ

ストで賞をもらったのです。そこで出会った

のが奈良県の高校教師、久保田先生です。
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になったのです。1週間だけの利用が３回も

延長となり、退院するまで使ってくれました。

その子どもも、オリヒメを置いた家族も「安

心感が得られた」と話してくれました。人生

で一番うれしかった瞬間でした。

──　（取材の前日に）視覚障碍のある吉

本浩二氏とDAWN を訪ねました。オリヒメ

で接客してくれたのが山形県東根市に住む

元自衛官で、病気のために身体が動かなく

なったミッツさんでした。いろんな話ができて

楽しかったですし、ミッツさんも自宅からのリ

モートという働き方を楽しんでいるように感じ

ました。

オリヒメのデザインと
コミ力を高めた「腕」の発想

──　分身ロボットの顔は能面のように無表

ロボットを組み合わせて「心を運ぶ車いす」

という妄想へと進みました。そこから生まれ

たのが、「入院していても遠隔操作して学

校に参加できる『分身』」という考えでした。

──　「遠隔操作のロボット」を教授たちは

理解したのですか。

吉藤　理解を得られませんでした。自分で

勝手にやるんだと決め、早稲田大学非公認

研究室「オリィ研究室」を立ち上げ、自己資

金で開発を始めました。初号機は 2010 年

6 月に完成し、「分身ロボット OriHime」と

7 月 7 日に名付けました。

──　七夕の日にオリヒメですか、分身のコ

ンセプトが形になったわけですね。

吉藤　身長 60cm、モータは 24 個、メイ

ンボードは臀部、バッテリーは胸部に内蔵

という構成です。この初号機は大きすぎる

ということでミニサイズを作り、その後のデ

ザインベースとなりました。

──　遠隔で使ってみようという協力者が必

要です。

吉藤　ともかく、いろいろな人に声をかけ

てまわりました。半信半疑でなかなか協力

が得られなかったのですが、ある教授の紹

介で入院している子どもが使ってくれること

先生の作った一輪車をこいで動くロボット

を見て、「あんなロボットを作りたい」と憧

れ、先生の学校へ進学するという目標で中

学校生活になじんでいきました。

──　ロボット作りが吉藤さんを外に連れ出

してくれたわけですね。

吉藤　先生のいる高校に入り、仲間ととも

に開発した安全で快適な次世代型車いすが、

高校生の科学技術チャレンジ（JSEC）で優

勝しました。翌年、インテル国際学生科学

技術フェア（ISEF）に参加したのですが、海

外の学生が「俺は、科学の研究をするために

生まれてきた」と堂々と発言するのに驚き、

自身を振り返ったのです。そこで決意したの

が、不登校の時に感じていた「孤独」という

問題で、自分の人生を「世の中の人の孤独を

解消すること」に賭けようと考えたのです。

──　何歳の時ですか。

吉藤　17 歳です。学校に行けなかった 3

年半は、誰からも必要とされず孤独で本当

につらかった。孤独という状態からどうした

ら解放されるか。何かを開発したいと思っ

たのです。

AIも考えたが
妄想から「分身」に行き着いた

──　ロボットの場合、まず AI の搭載を考

えますが。

吉藤　もちろん考えました。AI の会話ロボッ

トを作ろうと高専に編入しましたが、気付い

たことがありました。AIとの会話は「会話の

ごとく」で、孤独を紛らわせても、孤独を癒す

ことはないということです。あくまでも相手は

AIなのです。自分が開発したいロボットは人

と人の関係づくりだと気付き、当時ロボット研

究で進んでいた早稲田大学に進みました。

──　大学生となってロボット開発をどう進

めたのですか。

吉藤　小中学のころ、自分の体がもう 1 つ

あって学校に置いておき、自分の意識をそ

こに運べたらいいなと妄想していました。ち

ょうど学生時代は、インターネットが普及し、

SNS も動き出したタイミングだったので、

店内は緑がたっぷりとあり、入口のそばには堂々たる「世界大樹」

テーブル席には卓上用の小型オリヒメとタブ
レット。集音マイクと下段にはスピーカー。
オリヒメの顔と腕のデザインに注目
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情です。この考え方をお願いします。

吉藤　第一印象を、男か女かの性別もわか

らないフワッとしたものにしておきたかった

のです。話していく中で、想像が膨らんで

いく存在にしたい。そこで考えたのは、不

気味さとかわいらしさ、ちょっとの怖さとい

う 3 つの要素のバランスでした。

──　「腕」も印象的です。

吉藤　親友だった番田雄太が求めたアイデ

アです。彼は４歳の時に交通事故にあって

寝たきりとなり、メールで「オリヒメには足

りないものがたくさんあると思う。私を仲間

に入れて働かせて、見つけさせてほしい」と

言ってきたのです。その彼が求めたものは

「腕」でした。「腕がないと人間じゃなくなっ

ちゃうんだ」と 20 年間身体を動かしたこと

がない彼が力説するので腕を付けたら見事

に操り、それまで難しかった周囲の人の中に

入っていくことを、腕の動き一つで見せてく

れたのです。

飲食サービスとテレワークの接点を
常設実験店で持続開発

──　吉藤さんのロボット作りは多くの人から

の意見を聞き、それを生かしてオリヒメが進

化していると思います。

吉藤　確かに人との出会いがオリヒメを育

ててくれました。ALS という病気の患者さ

んとの出会いから視線入力の「OriHime 

eye ＋ switch」、一緒に居るという感覚が

あるテレワークツールの「OriHime-biz」が

生まれてきました。

──　分身ロボットカフェは飲食サービスとい

うオリヒメの新しい分野です。

吉藤　寝たきりでも、オリヒメで働けるプ

ロジェクトがほしいという要望が ALS の人

からありました。そこから身体を動かせない

高校生が社会の第一歩として踏み出せるも

のは何かと考えて、「大きなオリヒメを作っ

て、コーヒーを運んでもらう」という肉体労

働のテレワークに至ったのです。そのため

のオリヒメ-D を 2018 年 7 月 7 日に発表

しました。「誰もが分身ロボットで働ける未

来」を実現する「分身ロボットカフェ」に取

り組んできたのです。

──　ところで、オリヒメの操作する役割を

「パイロット」と呼ぶ理由は。

吉藤　利用した子どもが退院後、友だちに

「ロボットのパイロットだったんだ」と話し

たと聞き、これはいいと決めました。

──　経営を軌道に乗せるのは難しい飲食業

です。経営のコスト管理なども一般店舗とは

違うわけで、このあたりどう展望していますか。

吉藤　どうやってよりお客さんに満足して

もらえるか、その結果のリピーターを増や

すかなど、飲食経営のプロや、コンサルの

友人にも入ってもらっています。フラッと入

ってもらえるようにメニューの充実や、お酒

も楽しめるので客層を広げたい。オリヒメ

のパイロットたちとの会話を多様に楽しん

でほしいのです。普段の生活では出会わな

い病気のために外出できない人と自然に関

係をつくってもらえるよう、継続性のあるも

のを本気で目指しています。

──　オリヒメはコミュニケーションの新しい

可能性を切り開いています。

吉藤　コミュニケーション・テクノロジー

の一つと考えてきましたが、情報のやり取

りだけではないことから、「リレーション・

テック」と呼んでいます。

──　 な る ほ ど、 カ フェ の 名 前

「DAWN」の夜明けという意味につ

ながるんですか。

吉藤　オリヒメは初期こそ私が作ったも

のですが、多くのユーザーという仲間たち

が可能性を与え、オリィ研究所のメンバー、

カフェで働くオリヒメのパイロットたち50 人を

はじめとする数えきれない多くの人に育てられ

ている分身ロボットになっています。

──　10年を超えて、まだまだ進化するロボッ

トは他のロボットと決定的に違って、人の手

がいっぱい関わる「生命力」を感じます。ま

た、食事に来ます。

身長が120cmという分身ロボット・オリヒメ-Dが
コーヒーなどの飲み物を運んでくれる。パイロット
の操作力の出番

　楽しい時間を過ごすことができました。大きさ

やフォルムの確認ということで、本来は触ること

のできない配膳用ロボットのオリヒメ-Dを触察さ

せていただきました。腕は意外と太く、手はクリ

ップ型でロボット風でした。

　食事のオーダーは卓上のオリヒメの向こう側にい

るパイロットさん、球脊髄性筋萎縮症の人が取って

くれました。飲食メニューはタブレットで表示されて

いたので、視覚障碍者へのアクセシビリティに難しさ

を感じているところで、メニューの写真をパイロットさ

んに説明してもらえたのはありがたいと思いました。

　料理を食べている以外の時間は、パイロットさん

が話し相手になってくれました。どこからアクセス

しているのかなど話していると、配膳用のオリヒメ
-Dが静かに飲み物を運んできてくれ、オリヒメ-D

のパイロット

さんがその

状況を教えて

くれ まし た。

運び終わるとオ

リヒメ-Dは自ら帰

っていきました。

　パイロットさんはご自身の

病気のお話もしてくれました。質問してみたいこと

がいくつか頭に浮かんでいるところで時間切れとな

りました。病気の話は、リビングライブラリ（北欧、

英国などで広がり日本でも試みが始まっている図書

館が本の代わりに人を貸し出すプロジェクト）のよ

うで、もっと聞いてみたい、また来店したいと思い

ながらお店を後にしました。

視覚障碍がある吉本浩二氏の体験コメント


