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高輪ゲートウェイ駅における 

非接触・非対面等をテーマとしたロボットの実証実験について 

  

  

【高輪ゲートウェイ駅】                          【活用ロボットイメージ】 

 

１．概要 

新しい生活様式における「非接触」や「非対面」等をテーマに、下記の目的で実証実験を行います。 

（１） より安全で快適な駅環境づくり、新しいサービス提供方法の検証 

（２） まちづくり共創パートナーを対象とした施設「Partner Base Takanawa Gateway Station」（高輪ゲートウェイ

駅構内・通常非公開）において、協働運搬ロボットやパーソナルモビリティの活用方法の検証を行います。 

※一部ロボットはこれまでの実証実験から継続して検証を行います。 

 

２．実証実験を行うロボット（詳細別紙） 

（１） 駅改札内で実証実験を行うロボット 

非接触・非対面でのサービス提供の実現性について、改札内スペースを使って、検証を行い

ます。 

 

① アバターロボット 

お客さまから離れた場所にいる駅係員等が、ディスプレイを介してお客さまから 

のお問い合わせにお答えし、ご案内が可能か検証を行います。 

 

 

○2020 年 3 月に開業した高輪ゲートウェイ駅では、ＪＲ東日本グループのさまざまな「やっ

てみよう」を盛り込み、最新の駅サービス設備の導入や実証実験を進めています。 

○このたび、より安全な駅環境づくり、および 2024 年度のまちびらきを予定している品川開

発プロジェクト（第Ⅰ期）における導入を目指し、「非接触」や「非対面」等をテーマにし

て、新しい生活様式に則したサービスの提供に関するロボットの実証実験を行います。 

○12月 5日、6日に一部ロボットのデモンストレーションを実施します。 

2020年 11月 20日時点案 
 



② 窓拭き清掃ロボット（自律移動型） 

大型窓をロボットが清掃します。少ない人数によるオペレーションの可

能性を検証するため、搬送は自動搬送ロボットを使用します。 

 

 

（２） まちづくり共創パートナー向けに実証実験を行うロボット 

「Partner Base Takanawa Gateway Station」において、品川開発プロジェクトにおけるパートナーの方々

と共に未来の街を実感し、将来的な導入に向けた検証を行います。 

 

① 軽食・飲料配送ロボット（自律移動型） 

軽食や飲み物を非接触でお客さまにお届けします。ロボット

とエレベーターの自動連携の可能性を検証して、将来的に

は、オフィスや商業施設の異なるフロア間での運用を目指

します。 

 

② 協働運搬ロボット（追従型・自律移動型） 

利用者を非接触で追従して、重たい荷物を目的地まで運びます。将来的には、駅

や商業施設のバックヤードにおいて、効率的で人への負荷の少ない荷物運搬の

実現を目指します。  

 

③ 消毒・床清掃ロボット（自律移動型） 

ポストコロナを見据え、床の清掃や手摺の消毒等を行います。将来的には、駅や

商業施設、オフィスなどに導入し、お客さまに安心してご利用いただける空間づく

りを目指します。 

 

④ パーソナルモビリティ・移動支援 

「Partner Base Takanawa Gateway Station」での移動の際にご利用いただきます。

将来的には、街のシェア型パーソナルモビリティとして、街中を楽しく快適に移動

できるサービスの実現を目指します。 

 

（３） エレベーターとロボットの自動連携に関する実証実験 

「Partner Base Takanawa Gateway Station」において、非接触エレベーター移動支援システムを活用し、

エレベーターとロボットの自動連携に関する検証を行います。既存のエレベーターを活用して、大規模な工

事を伴わない簡易な方法で実施します。 

 

【参考】非接触エレベーター移動支援システムを活用したロボットの自動連携に関する実証実験イメージ※

 



（４） 一部ロボットのデモンストレーションの実施 

「高輪ゲートウェイ駅ポケマルシェ」の開催にあわせ、「Partner Base Takanawa Gateway Station」で導入

している一部ロボットおよび「高輪ゲートウェイ駅ポケマルシェ」で使用しているアバターロボット等のデモン

ストレーションを実施します。 

  

日時： 2020 年 12 月 5 日、6 日 各日 11 時～12 時、13 時～14 時、15 時～16 時 

場所： 高輪ゲートウェイ駅 改札前  

使用予定ロボット： ①アバターロボット、②軽食・飲料配送ロボット、③協働運搬ロボット、 

④検温ロボット、⑤サイネージロボット 

   ※雨天の場合は中止とさせていただきます。 

※状況によりイベント内容を変更・中止させていただく場合がございます。 

 

            

 

【参考】高輪ゲートウェイ駅ポケマルシェ 

 日時 2020 年 12 月 5 日、6 日 各日 11:00～16:00 

※新幹線荷物輸送の予約商品の受け渡しは 12 月 5 日 14:00～16:00 を予定 

 場所 高輪ゲートウェイ駅 改札外デッキ 

 商品 【新幹線荷物輸送（事前予約）】宮城産せり、福島産土付き曲がりネギ 

https://www.net-ekinaka.com/af/rd/jPM001C20201001000001/ 

【当日販売予定】長芋、かぼちゃ、りんご、ラ・フランス他 

 

 

 
 

 

 

新たな文化・ビジネスが生まれ続けるための仕組みづくりの一環として、この

場所を舞台にあたらしいものを生み出したい人たち、またそれを支えたいと

思う人たちを集め、共創していくための取組みが稼働しています。 

https://tokyoyard.com/ 

 

 

 

④ ③ ⑤ ② ① 

https://www.net-ekinaka.com/af/rd/jPM001C20201001000001/
https://tokyoyard.com/


【別紙】 

高輪ゲートウェイ駅で実証実験を行うロボット 

（１）駅改札内で実証実験を行うロボット 

①アバターロボット 

<newme（ニューミー）> 

メーカー：avatarin 株式会社 （新規：２０２０年１２月～） 

 

○avatarin 株式会社がこれまで行った実証実験の結果をもと

に、遠隔地でのあらゆる体験を実現する、社会への普及に必要

な機能を備えた初めての普及型アバターロボットです。 

○その名の通りアバターインするだけでアバターロボットが「あ

なた」になります。さまざまなコミュニケーションを、限りなくリアル

タイムな体験として行えます。 

○自分の分身となる「newme」に存在・意識を伝送することで、

物理的な距離を越えたコミュニケーションをはじめとした、あらゆ

る用途で自分の分身として活用することが可能です。 

 

②窓ふき清掃ロボット 

<WINBOT Ｘ（ウィンボット エックス）> 

メーカー：エコバックスジャパン株式会社 （新規：２０２０年１２月～） 

 

○WINBOT（ウィンボット）とは、これまで世界で 100 万台以上愛

用いただいている窓用ロボット掃除機です。独自の高度な吸引

ファン技術により、窓ガラスに密着して張り付き、安全かつ簡単

に清掃することが可能です。 

○WINBOT X はコードレスタイプで、コンセントの場所を気にする

ことなく、屋内外あらゆる場所の窓ガラスを清掃することが可能

です。 

○最大 50 分間連続稼働が可能で、清掃を終えると清掃を開始

した場所へ戻りアラームでお知らせします。 

○集中的に掃除したい部分がある場合は、付属のリモコンで操

作して清掃することも可能です。 

  



（２）まちづくり共創パートナー向けに実証実験を行うロボット 

①軽食・飲料配送ロボット（自律移動型） 

<RICE（ライス）> 

メーカー：株式会社日立システムズ・アスラテック株式会社 （新規：２０２０年１２月～） 

 

○自律走行型の屋内配送ロボットです。 

○周囲の状況に応じて自動で速度を変更、人や障害物を感知

すると自動で停止、回避を行うことで安全性に配慮しています。 

○アプリのカスタマイズやシステムとの連携が可能です。例えば

エレベーターと連携することで、フロアを移動して配送を行うこと

ができます。 

○親しみやすいデザインや、タッチパネルによる直感的な操作

性など、信頼感や安心感に配慮したフレンドリーなロボットです。 

 

<Servi（サービィ）> 

メーカー：株式会社ソフトバンクロボティクス （新規：２０２１年１月～） 

 

© SoftBank Robotics 

○人と口ボットの協働を通じて飲食店やホテル、小売店などの

新たな提供価値の創出に貢献する配膳・運搬ロボットです。 

○3D カメラや高性能の各種センサーを装備し、スムーズかつ安

全な移動を実現。小さな物を滑らかに避け、料理などを安定的

に運びます。 

○目的地を選んでタップするだけのシンプルな操作で、誰でも簡

単に使えます。 

○配膳・運搬後は自動で戻る重量センサーを搭載しており、現

場での使いやすさを追求しています。 

○室内配送や販促・案内等にも活用することができ、幅広い環

境下での業務の効率化に寄与します。 

 

<FRUTERA（フルテラ）（A-ROBOT-102）> 

メーカー：アンドロボティクス株式会社・国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT） 

 （新規：２０２０年１２月～） 

 

○ニューノーマル時代を考慮した、非接触での運用とサービス

提供が可能な配膳ロボットです。 

○特定小電力無線と Bluetooth 等を活用して、自動かつ非接触

でエレベーター移動します。 

○フロア間の移動にはエレベーターの遠隔制御などの課題があ

りましたが、このロボットは既設エレベーターの制御システムへ

の改修を行うことなく、簡単・迅速・低コストにエレベーターを用

いたフロア間の移動を行います。 

○人とロボットがエレベーターを共用できるため一般利用者にも

不便を感じさせない仕組みとなっています。 

  



<SEED-Mover（シード・ムーバー）> 

メーカー：THK 株式会社 （継続：２０２０年７月～） 

 

○自律型の走行台車と昇降するリフターを組み合わせた自

律搬送ロボットです。走行台車は狭所でも全方向移動、

360°旋回が可能で、リフターは搬送物の昇降に加えて、前

後の引き出し動作がおこなえます。 

○昨今では感染症予防策への関心の高まりから、人同士の

接触を必要最小限にとどめるサービスが求められており、モ

ノを運ぶだけでなく、人を先導して案内するなど、「非接触で

のおもてなし」といった新様式のニーズにも対応できます。 

○高輪ゲートウェイ駅での活用例では、リフターに積載した

飲み物を指定の場所まで「自律移動」で搬送し、配膳時には

受け取る人の取りやすい位置に合わせて、リフターが上下に

昇降して高さを調整します。 

 

②協働運搬ロボット（追従型・自律移動型） 

<サウザーベーシック> 

メーカー：ユアサ商事株式会社・株式会社 Doog （新規：２０２０年１２月～） 

 

○ボタン１つで操作ができ、誰にでも簡単に使える協働運搬ロ

ボットです。 

○最大 120kg までの荷物を載せることができ、斜面（最大 9 度）

や段差（最大 3 ㎝）の走行も可能です。 

○前方の人や物に追従する『自動追従機能』と、一度走ったル

ートを記憶して自動走行する『メモリトレース機能』を搭載してい

ます。 

○周囲の障害物を感知すると、自動で回避（追従走行中のみ）・

停止することで安全性に配慮しています。 

○牽引での運搬や、バッテリーの増設、遠隔操作など、用途に

応じたカスタマイズが可能です。 

 

<マルチ機能・自律巡回ロボット> 

メーカー：オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 （継続：２０２０年７月～） 

 

○本ロボットはお客さまの手荷物を、非接触で目的地までお運び

するものです。また、ロボット前面に搭載したディスプレイに地図

や広告を表示することで、お客さまへのご案内用途として活用い

ただくことも可能です。 

○将来的には、インバウンドのお客さまなど、大きな手荷物をお

持ちの方に、自由な旅行を楽しんでいただけるような新しい体験

の提供および、駅や商業施設における物流用途での活用を目指

します。 

  



③消毒・床清掃ロボット（自律移動型） 

<CLINABO CL02（クリナボシーエルゼロ２）> 

メーカー：日本信号株式会社・CYBERDYNE 株式会社 （継続：２０２０年７月～） 

 

○床清掃ロボットの上部に除菌剤噴霧機能を搭載し、非接触で床

清掃作業と手摺や椅子等の除菌作業をすることができます。 

○ロボットに搭載された各種センサーで周囲の情報を取得し、建物

内部の形状と清掃経路を高精度に認識・記憶します。また独自に

開発した３D カメラを搭載し、進行方向上の障害物を立体的に検出

し、一時停止や回避行動ができます。 

○建物内部の広範囲なエリアを効率的に床清掃作業、除菌作業

することができます。 

○将来的には駅や商業施設、オフィス等でお客さまが安全安心に

御利用いただけるように、清掃作業と除菌作業の機能を活用して

いきます。 

 

④パーソナルモビリティ・移動支援 

<LUUP（ループ）（電動キックボード）> 

メーカー：株式会社 Luup （新規：２０２０年１２月～） 

 

○2017 年から世界中で普及が進んでいるマイクロモビリティである

電動キックボードです。こがずに乗ることができるため、スカートや

スーツの方でも気軽に利用できます。 

○最高時速は 20km/h 程で、2 時間の充電で 40km 以上超の距離

を走行することができます。 

○スマートシティなどにおける快適な移動手段としての活用が期待

されています。 

 

<ロボティックモビリティ（PiiMo）（ピーモ）> 

メーカー：パナソニック株式会社 （継続：２０２０年７月～） 

 

○先頭の一台を搭乗者もしくはスタッフが操作し、後続のモビリティ

が自動追従します。安全で効率的なグループの移動をサポートし

ます。 

○ロボティックモビリティに搭載されたセンサーにより得られた周辺

情報から、モビリティが障害物などに衝突の恐れがあると判断する

と自動停止する機能を有しています。 

○前方モビリティに設置されたマーカを後方モビリティが追従する

ことで、前方の軌跡を正確に追従できる「自動追従機能」を有して

います。 

○モビリティ同士は Wi-Fi 接続による無線通信を行うことで、モビリ

ティ間での情報共有が可能となっています。 

  



<歩行支援パワードスーツ プロトタイプ HIMICO（ヒミコ）> 

メーカー：パナソニック株式会社 （新規：２０２０年１２月～） 

 

○ワイヤ型歩行支援技術で、日常の歩行を自然にサポートできる

パワードウェアのプロトタイプです。 

○ロコモティブ症候群の方が、無理なく歩行できるようになることに

加えて、歩行機能を回復することが期待されます。 

○ウォーキングやハイキングなどのライトエクササイズへの利用な

ど、健康寿命延伸の観点から「歩くことができる期間」を延ばす健

康増進用途での活用も目指しています。 

 

（３）エレベーター連携 

<非接触エレベーター移動支援システム> 

開発者：国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT） （新規：２０２０年１２月～） 

 

 

○非接触でロボットの行き先指定やエレベーター乗り口までの誘

導、エレベーターを使ったフロア移動を可能にするシステムです。 

○IoT デバイスを、エレベーター内外の呼出しボタンおよび行き先

指定ボタンに設置するだけで導入可能です。 

○既設のエレベーターであっても制御システム等の改修を行う必

要がないため、簡単・迅速に導入可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/watch/00013/00801/?SS=imgview&FD=1422774646
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