大学時代にオリヒメを開発されますが、
誕生までの経緯を教えてください。
高校時代は車いすの改良に取り組みました。
私
は小さい頃から車いすに興味をもっていたんです
が、
高校時代にボランティアで車いすを押したと
きに、
わずかな段差も登れないなど、
たくさんの課
題があることに気付きました。
たまたま先輩が車
いすの改良に取り組んでいたので、
仲間に入れて

もらい、
先輩たちが卒業した後もさらなる改良を
続けました。
その車いすが世界 カ国以上の高校
生が参加する科学技術の世界大会で３位に入る
という経験をしました。
そんな経験をした後
「自分は何のために生きて
いるのか」
考えるようになり
「孤独の解消」
を人生
のミッションにしようと決心したんです。
最初は、
人間との関係は疲れるから人工知能と友達にな
ろうと考えました。
高専に進学して人工知能を学
びましたが「何かが違うな」と感じて1年で辞め
てしまいました。
人工知能と会話しても孤独は癒
されないのです。
私にとって孤独とは、
誰からも理解されない、
必
要とされないと思っている状態のことです。
思え
ば、
私が不登校から復帰できたのも、
両親の支え
や先生、
友だち、
世界の高校生などとの出会いや交
流があったからです。
そこで、
人と人がつながる技
術を開発しようと考え、
早 稲 田 大 学 に入 学 し 、
新
しい研究をスタートさせました。
私たちの社会は、
身体が動くことが前提で街が造られています。
外
に出ることができない方も社会とつながることが
孤独の解消になると考え、
インターネットを通し
て遠隔操作する「心を運ぶ車いす」という 発想で
作ったのが
〝オリヒメ〞
です。

２０２１年、
オリヒメを活用した
分身ロボットカフェの常設店をオープンされました。
ALS（※）
などの重度障害の方を始め、
外出が難しい方々が遠隔操作で
「パイロット」
として接客を担っていますね。

各テーブルに分身ロボットオリヒメがいま
す。着席すると、タブレット端末を利用しな
がらメニューなどを教えてくれます。
ロボットを介しても支障なく接客してくれ、
パイロットとの会話を楽しみながら、食事
やドリンクのオーダーができます。

DAWNのHP

「
※A L S 」とは筋 萎 縮 性 側 索 硬 化 症の略 称 。手 足・の
ど・舌の筋肉や呼吸に必要な筋肉が徐々にやせて力が
なくなっていく病気のこと。

日本は長寿大国ですが、
高齢になって身体が動
かなくなると、
老後に楽しもうと思っていた旅行
や趣味も諦めなくてはなりません。
寝たきりの先
に
「憧れ」
を見いだすことができない社会です。
しかし介護施設の入居者が、
例えばオリヒメを
活用するなどして働くことや仲間をつくることが
できたら、
少し変わってくるのではないでしょう
か。
寝たきりになっても、
さまざまな選択肢があっ
て自分らしく生きていくことができたら、「憧れ」
をつくることができます。
そうなったとき、
長寿社
会に初めて価値が生まれる。
そのような未来の実
現を皆さんと目指したいと思います。

最後に介護や福祉に携わっている読者の皆さんに、
メッセージをお願いします。

やはり不登校だった頃の体験ですが、
教室に入
ることができない私のために、
先生が専用の部屋
を用意してくれたことがありました。
そして
「図書
館のしおりが不足しているから、
君の得意な折り
紙でたくさん作ってほしい」
と、
私に役割を与えて
くれたんです。
私がしおりを納品しにいくとその
先生は誉めてくれました。
とてもうれしかったの
を、
今でも覚えています。

吉藤さんはどのように
「役割」
の重要性に
気付かれたのですか。

「役 割」
の３つが、
何らかの理由によってできなく
なり、
社会へのアクセスが閉ざされるからだと考
えています。
そうなると自分が誰からも必要とさ
れていないと感じ、
つらさや苦しさに苛まれてし
まう 。
しかしこの３つの障害を取り除くことがで
きれば孤独の解消が実現できると思います。

分身ロボットカフェ
DAWN ver.βに行ってきました

「孤独の解消」
を人生のミッションに！

1987年生まれ。高校時代に電動車いすの新機構の発明に関わり、
2004年の高校生科学技術チャレンジ
（JSEC)で文部科学大臣賞を受
賞。
翌年、
アメリカで開催されたインテル国際学生科学技術フェア
（ISEF）
に日本代表として出場し、
グランドアワード３位に。
早稲田大学創造理工
学部に進学し、
「OriHime」
を開発した。
このロボットを多くの人に使っても
らうべく株式会社オリィ研究所を設立。
オリィの由来は趣味の折り紙から。
2021年グッドデザイン大賞受賞。

飲み物を運んでくれるこちらのオリヒメは、
別のパイロットが操作し、決まったコース
を動きます。パイロットは「賑やかな人」
「外
国語が堪能な人」などさまざまです。
こちら
のカフェには70人以上がパイロットとして
働いています。

〜 分 身ロボットで、障 害 者の社 会 参 加を 支 援 〜

プロフィール

に出場したところ、
偶然にも優勝して翌年の関西
大会の出場権を得てしまったんです。
不登校で時
間がたっぷりあった私はロボットの改造に集中し
て取り組むことができ、
関西大会でも準優勝とい
う結果を収めることができました。
その 大 会 で 、「 す ごいな 」と 感 動 す るよ う なロ
ボットに出会い、
開発者が奈良県にある工業高校
の先生だと知った私は、
この高校に入りたいと奮
い立ちました。
目標ができたことで、
少しずつ学校
にも通えるようになり、受験勉強に取り組み、
そ
の学校に入学することができたんです。

インターネットを通して遠 隔 操 作できる分 身ロボット OriHime
（以下、
オリヒメ）を開 発され
た吉 藤オリィさん。あたかもその場にいるようにコミュニケーションを交わすことができ、外 出が
困難な方の社会参加を後押しするものとして期待を集めています。
オリヒメを開発した経緯や、昨年６月にオープンした分身ロボットカフェについて伺いました。

吉藤さんは不登校だった経験があり、
その経験がオリヒメ開発につながっているそうですね。
私は子どもの頃から身体が弱くて学校を休み
がちだったのですが、
小学５年生のときに２週間
入院したことをきっかけに不登校になってしまい
ました 。
健康でないことにコンプレックスを抱い
ていて
「もう一個の身体を学校のロッカーに入れ
ておいて、
意識を瞬間的に入れ替えることができ
たらいいな」
といつも考えていました。
不登校は中学２年生まで続いたのですが、
布団
から出られず、
毎日天井を眺めている孤独の日々
でした。
すっかり自信を失って、
友だちとの会話も
うまくできない状態に陥ってしまったのです。
自
分の世界に閉じこもって、
唯一得意だった折り紙
を折り続けました。

吉藤 オリィさん

2
2022年2月号

S・A・I
S・A・I
3 2022年2月号

40

仲
現在 人くらいのパイロットが社会参加し、
間と出会い、
お金を稼いでいます。
あるパイロット
は
「ここで役割をもらったことで本当の自分を取
り戻すことができた」
と言ってくれています。
孤独がなぜ生まれるかというと、「移動」「対話」
70

不登校からどのように復帰したのでしょうか。

よ し ふ じ

ある日、
母親が
「折り紙が得意なら、
ロボットを
作れるはず」
と言い出して、
町のロボット競技大会

ロボットコミュニケーター
株式会社オリィ研究所 共同創設者・代表取締役・CEO

