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セミナー概要：「ワークロイド」実現のための
参考として、建設業の事例を紹介します。

（１） 開発した建設用ロボットの評価と課題

（２） ロボット化成功のための空間側の設計見直し

（３） ライフサイクル各ステップでの機能の分散配置

（補足１） モジュール化された多機能ロボット

（補足２） 高所作業での縦・横移動システム

（補足３） 新しい発想の建築の作り方を！



1966～1974年
（東京大学 工学部 精密機械工学科・同大学院）
・機械生産プロセスの自動化の研究

1974～2010年
（清水建設 技術開発本部、建築事業本部、技術研究所）
・建築生産の自動化に関する研究・開発

建築作業のロボット化、高層ビル自動化施工システム
建築空間知能化の応用研究

2010～2013年
（高麗大学 工学部 建設・環境工学科大学院 教授）
・韓国における建築生産自動化に関する教育・研究

2018年～2021年
（神奈川大学 工学部 建築学科大学院 非常勤講師）

2014年～現在
（NPO国際建設技術情報研究所 理事）
・国際シンポ主催、ミュンヘン工科大・成均館大学講義、等

略 歴



機械生産プロセスの自動化の研究
東京大学・同大学院 （精密機械工学専攻）

”数値制御（NC）工作機械の自動プログラミングの研究“

基本的な入力情報のみで、機械加工工程を全自動化する。

西独アーヘン工科大学との「NC自動プログラミング」共同開発参画

→ ＣＡＤ／ＣＡＭ →ＦＡ、ＦＭＳ（無人化工場）の実現 1980’s

→全製造工程のコンピュータ統合 （ＣＩＭ） 1990’s

→ デジタルエンジニアリングの確立 2000’s



・建築施工プロセスの自動化・ロボット化

個別建築作業へのロボット技術の適用

高層ビル建設の自動化施工システム開発

自動化施工システムの普及のための改良開発

・次世代建築生産へのロボット技術応用の研究

空間知能化の基礎研究と応用開発

清水建設（株）での活動

“建築生産の自動化に関する研究・開発”



技術開発に携わったテーマ事例

個別建築作業のロボット化開発

高層ビル自動化施工システム開発

空間知能化技術の応用研究



高層ビル自動化施工システムの開発

プラントの内部の様子

資材の自動搬送

基本コンセプト：

「工場の中でビルを造る」

全天候技術、自動化技術、工業化技術、
情報化技術を統合したシステムの実現

1998年度、大河内記念生産賞を受賞。

日石横浜ビル
（1995）

名古屋十六銀行
（1992）



（社）日本建築学会 材料施工部会

建築生産自動化小委員会（主査）

（社）建築業協会 技術委員会

建築施工ロボット小委員会（主査）

国際建設ロボット研究連絡協議会、他

早稲田大学建設ロボット共同研究“WASCOR”（ゼネコン１１社）

NEDO受託研究（RFIDタグによる施工進捗管理）トステムと

NEDO受託研究（ヒューマノイドHRP-２建設応用）川田工業、産総研と

NEDO受託研究（環境知能化による解体工法）阪大、名城大、産総研と

学協会活動・共研・受託研究

空間知能化解体早大WASCOR HRP-2建設応用



研究開発プロジェクトチーム

高麗大学 施工自動化・ロボット化の研究・教育

韓国版ビル自動施工システム開発

接合ボルト締めロボット



建設業の現状と課題

・危険作業や悪環境作業が多い。

・高齢化、若年入職者の減少

・技能労働者の不足（工事遅延、品質トラブル）

・労働生産性が向上しない。

・インフラ維持保全の社会的要請

⇒ 自動化・ロボット化技術への期待

（建設業では、１９８０年代から研究開発が始まったが、
東日本大震災復興、東京オリンピックを契機に、昨今、
第２波の積極的な研究開発が・・・・。）



一般的な鉄骨工事で、
大梁を組み立てている
様子です。

安全対策としては、親
綱と安全帯が標準的に
使われています。

それでも、高所作業で、
墜落や衝突、挟まれの
事故が絶えません。

建設業の問題（１）：高所作業・危険作業が多い



典型的な「悪環境作業」

建設業の問題（２）： 作業環境が悪い

耐火被覆吹き付け作業

アスベストの除去作業

不自然な姿勢での長時間作業

コンクリートの表面仕上げ作業

天井ボードの取付作業



建設業の問題（３）：高齢化と技能工不足

“建設ハンドブック” （日本建設業連合会）
２０１５年による

若年層の入職の減少が目立って
いる。他産業と比べて顕著である。

全産業就労者に
占める建設就労
者の割合

型枠工、左官、鳶工、鉄筋工の技能
労働者の不足率



建設現場では、いわゆる
人海戦術がしばしば採ら
れ、労働生産性は改善さ

れていない。

建設業の問題（４）：労働生産性が低い

鉄筋組立作業 コンクリート打設作業

労働生産性の推移（製造業比較）



開発された建築用ロボット
（１９８０～９０年代）

躯体作業用：

遠隔玉掛外し、鉄骨溶接、耐火被覆、鉄筋組立、コンクリート
打設、コンクリート直仕上げ、など

仕上作業用：

外壁吹付け塗装、天井パネル取付、外壁パネルハンドリング、
ガラス取付、など

検査・診断、リニューアル用 ：

外壁タイル剥離診断, アンカー穴明け、など

メンテナンス・解体用：

ガラスクリーニング, 床清掃、アスベスト除去、など



開発された建築工事用ロボット

躯体工事

外部仕上
工事

内部仕上
工事

維持・補修

解体
共通

施工段階 作業種 開発件数建築用ロボット

鉄筋コンク
リート工事

鉄骨工事

外壁工事

壁工事
床工事
天井工事

設備工事

調査・検査

清掃

リニューアル

コンクリート
資材運搬

Reinforced bar processing, Reinforced bar 
assembly, Concrete distribution, Concrete 
leveling, Concrete finishing

Frame remote releasing, Erection 
accuracy measuring and adjustment, 
Heavy parts handling, Column welding, 
Girder welding, Fire-proof spraying

Exterior wall spraying, Multi-purpose wall 
work, Lifting equipment for PC panel, 
Lifting and assembling of curtain wall 
panel, Assembly of glass panel
Light weight panel handling, Wall spraying
Grinding and cleaning of floor surface
Ceiling wall panel placing

Ceiling lighting fixtures and piping
Wall tile exfoliation, Clean room inspection, 
Ducts deterioration inspection
Glass cleaning

Earthquake-proof reinforcement, Wall 
surface finishing removal
Water-jet concrete cutting
Finishing material transportation

30

25

23

7
2
5
3

17

6
5

3
14

（日本建築学会 建築生産自動化小委員会調査、１９９０年）



建築用ロボットの事例



最近の建築関連ロボット開発事例

天井ボード貼り作業

外壁タイル剥離診断作業鉄筋の結束作業

仕上げ材の搬送供給作業



開発されたビル自動化施工システム
（１９９０年代）

構造 プラントの形態 システム名 会社名

SRC

S/SRC 移動プラント

固定プラント

RC 移動プラント

プッシュアップ型

外部マスト型

柱上設置型

柱上設置型

梁上設置型

AMURAD 鹿島

BIG CANOPY

NEW SMART

大林組

清水建設

鹿島

清水建設

竹中工務店

大林組

大成建設

前田建設

フジタ

五洋建設

SHUTTRISE

SMART

ROOF PUSH-UP

ABCS

T-UP

MCCS

AKATSUKI-21

FACES



SMART system ABCS system

Akatsuki 21 system Shuttrise system

Roof Push-up system

MCCS system

T-UP system

Big Canopy system

ビル自動化施工システム事例



下記のロボットや自動化装置は実用化に成功し、多くの現場で使用された。

コンクリート直仕上げロボット パネルハンドリングロボット

建設業全体では、実用化は成功したのか？
BCS ロボット委員会の調査（1997年）によると：

開発された１５０機種のうち、実用化に成功したのは、２０機種であった。

・・・非常に少ない

遠隔玉掛外し装置

建築用ロボットは実用化（成功）したか？



現場への導入に際しては、以下の項目（ＱＣＤＳ）について、
その効果を評価する。テーマにより優先順位は変わる。

品質（Q）：手作業と同等以上の品質を確保しているか。

コスト（C）：ロボットの費用と人件費との総計が、手作業の人
件費よりも少ないか。 （派生する新たな経費も考慮）

工期（D）：ロボット使用により作業時間が、手作業よりも短縮
されているか。工事の工期短縮に寄与しているか。

安全（S）：危険な作業が減少し、重負荷作業、悪環境下の作
業も軽減されているか。

建築用ロボット導入の評価



（Ⅰ）従来の手作業の場合）

人件費 : (A) = (作業者数) x (作業日数) x (労務単価：円/日)

（Ⅱ）ロボット導入の場合

ロボットの使用に伴い、機器操作、メンテナンス等、新たな作業が発生する。
新たに特殊な仮設を要する場合もある。

人件費： (B) =  (作業者数) x (作業日数) x (労務単価：円/日)

ロボット費用: (C) = (ロボット稼働日数) x (機械損料: 円/日)

(A)＋（仮設、工具などの諸経費） >  (B) + (C)＋（派生する諸経費）

（この不等式が成り立てば、コストダウン実現）

ロボット導入によるコストの評価



ロボットの機械費用の算定方法

機械損料 は、以下の計算式による。（国土交通省標準算定式）

CD:    機械損料 (円/日)
PB:     機械購入金額 (円)
RD: 減価償却率
RMR: メンテナンス修繕費の比率
LY:     耐用年数
RM: 年間管理費率
MD:    １年あたりの使用日数 （稼働日数）

(計算例）:  ロボット購入金額 （PB）： 10,000,000 円の場合
RD: 95%, RMR: 30%, LY: 5年, RM: 10%, MD: 150日

CD: 機械損料 = 23,400 円/日
,

稼働日数を増やす
→汎用性高める

ロボットの機能や
構成をシンプルに
して、コスト低減

これに見合うメリット
を明確にする



関連する評価項目

ロボットの導入に際しては、下記の項目に関しても評価する必
要がある。

■ 汎用性：ロボットは数多くの現場で適用できるか。

■ 移動・設置の容易さ：作業場所への移動と設置が容易で、
そのための労力と時間、経費が少なくて済むか。

■ 操作の容易さ：操作方法がシンプルで、未熟練労働者でも
簡単な教育で操作可能か。

■ メンテナンス・バックアップ体制：システムのメンテナンスが
容易で、トラブル発生の場合、早急に復旧対応が可能か。



建築自動化・ロボット化の阻害要因

作業が標準化
されてない

作業の内容が
複雑である

高所の危険な
作業が多い

自然環境下で
の作業

人の技量・判断
に依存している

重く大きな資材
を取り扱う

同時（協調）作
業が多い

設計が標準化
されてない

足元が平坦で
ない

資材や人、機械
が移動する

作業場所が離
れている



ロボットの機能・能力が十分でない！

（作業能力、施工品質、小型軽量化、操作性、等）

建築のデザインや作り方が従来のままである！
（デザイン、作業方法、構工法も変わってない、等）

ゼネコン現場のメリットが十分確保されていない！

（コスト、工期、労務、仮設、設置・段取り手間、等）

専門工事業者のメリットが明確になっていない！

（協力業者のメリット、契約内容、作業者の育成・意欲、等）

ロボットを現場で運用する体制が整っていない！

（メーカ・リース会社のメリット、メンテ・トラブル対応体制）

技術に関わる理由

現場での適用に関わる理由

システムの運用に関わる理由

ロボットの実用化が進まない理由



ロボット化成功のための「空間知能化」

自動車は何故成功したのでしょう？

→ 自動車固有の技術革新だけでは不十分。
→ 環境（道路、標識、法体系）の整備が成功の要因。

自動車の製造工場の自動化が成功したのも同じ

→ 工場内でロボット導入の効果を高めるよう環境が整えられた。
（製品設計、組立方法、冶工具、ライン編成、情報システム、・・・）

建築作業の自動化・ロボット化も同じではないでしょうか

→ 「ロボット」をその導入効果を高めるため「空間と共に」設計する。
（建築デザイン、建物の作り方、作業方法、仮設、情報システム、・・・）

「空間と共にロボットを設計する」＝「空間知能化」（私見）



「空間」と共に「ロボット」を設計するとは？

① ロボットの稼働する建築（空間）をデザインする

② ロボットの機能を建築（空間）側に分散配置する

ロボットの機能はシンプルになり、コストパフォーマンスが
向上し、現場での普及・活用が促進される。



① ロボットの導入に適した建築の

デザインと作業方法を！

・ロボット化・自動化の効果を高めるように、建築
空間をデザインする。

・建築工法や作業方法もロボット化に適したもの
に変更する。



従来の鉄骨組立工事

鉄骨の柱、梁を最上階まで組み
上げる。 後追いで、床のコンク
リート工事、内外装・設備工事。

鉄骨工事を取り上げます。

鉄骨部材は、重量物で、寸法も
大きく、形状も複雑。

重量：数ｔ～１０数ｔ
寸法：数ｍ～１０数ｍ

組立精度は、２，３ｍｍ

大型クレーンで揚重



ボルト穴合わ
せ、仮締め

搬送・位置
決め

鉄骨梁組立に関する自動化事例



鉄骨梁の組立手順

クレーンで据付地点へ搬送
（スマートシステム・小型特殊クレーン自動化）

●梁の位置決め（スマートシステム・デザイン変更・自動化）

仮ボルト穴合わせ、仮締め固定

＜柱建て入れ調整（歪み直し）＞

梁フランジ溶接（スマートシステム・ロボットによる自動化）

梁ウェブ：ハイテンションボルト締め



梁のジョイント形状も自動組み立てのために変更された。

ガイドプレート

ガイドプ
レート

梁の位置決め（ジョイント部デザイン変更）



鉄骨柱組立に関する自動化事例

「柱頭に仮設のガイド機構を設けた。」
（仮設のため、建築構造の変更はなく、日本建築センターの構造評定
をとり直す必要はなかった。）

（効用１）柱-柱位置決めを人手を介さず実施
（効用２）柱の建入れ精度の調整を省人化
（効用３）柱-柱接合のための固定作業を簡略化
（効用４）柱-柱本接合（溶接）の溶接ロボットを

シンプルな機構（少ない軸数）で可能に



従来の鉄骨柱の据付け：

数人の鳶工が、新しい柱を位置決めを行いな
がら据付ける。

従来の鉄骨柱（下部柱）：

従来の鉄骨柱の位置決め・据付

この作業をそのまま自動化
するのは困難！

柱仮固定用の仮設プレート
（エレクションピース）



従来の鉄骨建入れ精度の調整

柱鉄骨の建て入れ調整は、歪み直しと称して、鉄骨にワイヤーを
掛け、測量工が、測量機を見ながら、X、Y方向に調整する。

２，３人の測量工が、測量機
（トランジット）を見て測定する。

この作業をそのまま自動化
するのは困難！

トランジット



従来の建入れ調整後の柱固定法

エレクションピースを両側からスプライスプ
レートで挟み、高力ボルトで締め付ける

この作業をそのまま自動化するのは困難！



従来の溶接の問題点 :

･無理な姿勢での長時間作業である。

･眼を痛めることがあり、しばしば腰痛を起こす。

･高度の技能を要求されるので、技能工の不足と高齢化が進んでいる。

従来の鉄骨柱溶接作業



鉄骨柱の組立手順

クレーンで吊って据付地点へ移動
（スマートシステム・特殊小型クレーンによる自動化）

柱の位置決め （スマートシステム・デザイン変更・自動化）

柱の建入れ精度調整・固定 （スマートシステム・省人化）

柱-柱溶接接合 （スマートシステム・シンプルな溶接ロボット）



柱頭のガイド形状
（さや管方式）案１

（さや管方式）案２

当初、採用された鉄骨柱
ジョイント部の形状

鉄骨柱ジョイント部変更アイデアの比較実験



ガイドプレートは据付の自動化のため
だけでなく、柱の倒れ量の調整のため
にも利用される。

ガイドプレート

柱ジョイント部のデザイン変更

柱位置決め（ジョイント部デザイン変更）

テーパ部分の見付
け寸法は、 50mm.



速度制御による荷の振れ幅減衰実験

約１０秒以内に４０mm程度に減衰する。

水平搬送の速度制御



柱建入れ精度測定システム



柱建入れ精度の調整・固定法

傾きの調整は、柱ジョイント用のガイドプレートに
反力を取り、調整ボルトを締めるだけで行える。

調整用ボルト

ガイドプレート



横向き溶接ロボットによるシステム構成

施工中の鉄骨溶接ロボットシ
ステムの作業の様子

システムは、

ロボット本体（溶接くん）と、溶
接機や制御装置などを搭載し
た移動台車から成る。

システム構成図

･１人の溶接工で２台以上のロボット
管理できる

･ロボット本体は、１人の溶接工で持
ち運びできる (20kg) 



柱・柱接合：横向けアーク溶接ロボット

:

溶接くん外観

･スマートシステムでは、仮設のガイドプレートによ
り、上下の柱を固定しているので、エレクションピー
スなどの障害物がなく、溶接効率が良い。

・ロボットの軸数も少ないシンプルな構造になる。



溶接くんの制御システムの構成

溶接部の断面マクロ

溶接くんの制御システムと品質

溶接くんによる施工品質：

・良好な外観ビードが得られた。

・超音波探傷の結果、手作業と同等
以上の合格率を達成した。 溶接部のビード外観



従来の接合部のままでの溶接自動化例

エレクションピースが障
害になり、溶接作業の
効率が低下する。

先行溶接、仮固定治具
の切断など

ロボット軸数が増える。この場合、６軸多関
節ロボットを使用。



②建築空間に機能分散して、ロボット
はできるだけシンプルに！

建築空間の機能を高めることにより、ロボットは
建築空間側から支援されて作業する。

空間全体を高機能化する＝「空間知能化」
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ロボット機能の建築（空間）への分散

「ロボット」の３つの機能要素：

・センシング（感覚）

・情報処理（知能）

・アクション（運動）

これからの「ロボット」
＝機能分散型

（空間から支援される）

これまでの「ロボット」
＝機能集中型

「ロボット」の機能を空間(建築）
側へ分散配置して、ロボットの
負担を軽減する。
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センシングコンピュータ

サービス

情報機器

センサー
ネットワーク

建築用
ロボット

建設機械

センシング機器が、空間に分散配置され、ネットワーク化される。 センサー

により、現場空間や作業員の状態を認識し、ロボットや建設機械、情報提供
機器を介して作業したり、サービスを提供する。建築側のデザインもそれに
合わせて変更される。

機能の高められた建築「施工」空間

建築デザインや工法の見
直し・変更もおこなう。

知能化施工空間



施工計画 維持管理・運用

企画・設計

空間知能化技術
・情報系
・サービス系
・建築系

躯体解体、内外装解体、
廃材分別、インフィル交換、
部材リサイクル・リユース

ビル内清掃、窓ガラス清掃、
調査・診断、モニタリング、
スマートビル

ユニバーサルデザイン、
インテリジェントスペース

施工法シミュレーション、
組立性の高い設計、解体性、
工法、評価システム

施工作業

リニューアル・解体

作業ロボット、運搬装置の
測位、ナビゲーション、
作業データ取得、機器制御

セキュリティ、モニタ
リング、災害対応

施工管理

労務・安全・機器管理自動化、
検査・検収のインプロセス化、
ＩＣタグによる進捗管理

建物のライフサイクルと空間知能化

例えば、企画・
設計段階から、
部材や機器に
IDタグを設け、

ライフサイクル
を通して活用す
るのが理想形。



資材の垂直搬送に自動リフト、水平搬送にAGVを組み合わせて使い、
資材置場まで運搬する。

走行ルートは、誘導テープによる。テープを張り替えることで変更。

資材搬送システムの構成

リフトとAGVの外観

資材自動搬送システムの事例

従来の自動搬送システム（清水）

施工作業

課題は、走行経路など、段
取り替えの容易なシステム。



道路標識の画像処理による搬送台車のナビゲーション

作業フロアの搬送台車は、下記の
標識の組み合わせで、そのナビ
ゲーションを行うことができる。

この標識は、現場の条件の変化に
対応して、容易にその位置を変更
することができる。

台車移動経路生成のための標識例

仕上げ材走行台車の例

空間に支援された資材搬送システム（大林組）

施工作業



空間に支援された簡易搬送システム（産総研）

ナビゲーション用タグ

測位センサ
StarGazer
http://www.hagisonic.com/

天井

天井に設置する再帰反射タグを
利用し、台車を自律運転制御シ
ナリオに応じて移動経路を作成

天井に設けたタグによるナビゲーションシステム

搬送台車

再帰反射タグ
搬送実験状況

施工作業



知能化された建築施工空間イメージ例
施工作業



サッシュ取付け工事進捗管理（清水）

「物」タグ

「人」タグ

モニター画面

「場所」タグ

リーダ付ＰＤＡ

作業者読込み

部品読込み 取付け場所読込み

空間（部材）側に埋め込まれたICタグによる
リアルタイムの工事進捗管理

施工管理



MR（ミックスリアリティ（拡張現実））技術により、別途データベースにある
CADデータと連動して、配筋の検査を容易に行う。

CADデータ
床配筋図

設計情報との参照が
容易になる。

任意の距離
がわかる

鉄筋ピッチを
表示できる

MRによる鉄筋配筋検査システム（清水）

検査結果を定量的な
データとして記録に残
せる。

施工管理
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空間に支援されたサービスシステム（清水）

案内ロボット

ビル運用
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空間がロボットの位置を認識し、その制御を
行う。

超音波センサー、２４個、イメージセ
ンサー４個がショールームに設置さ
れている。

超音波センサーは、客やロボットの
IDタグから送信された超音波を検知
して、位置情報をサーバーに送る。

イメージセンサーは、ロボットの頭に
貼られたマークを認知して、位置情
報をサーバーに送る。

ロボットの頭に貼られたマーク

イメージセンサー

超音波センサー

空間に支援された案内ロボット
ビル運用
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ロボットは、音声とプロジェクタを使って
展示物の説明を行う。

周辺に障害物があると、ロボットのセン
サーで、衝突を回避する。

センサーが来客を検知すると、サー

バーは、その位置を認識してロボット
に客に近づくように指示する。

ロボットは、案内を開始する。

案内ロボットによる施設内案内
ビル運用



空間に支援された屋外移動システム（清水）

環境に設けたRFIDタグから情報を
得てロボットは動作する：

運転方向の変更、運転モードの変更、
運転停止、など

壁に設けられたRFIDタグ

自動走行中の車いすロボット
（福岡ロボット特区実証実験）

運用



新しい天井解体
作業システム

軽量鉄骨の再利用

環境情報化技術

協調作業・アシスト技術

省エネルギー技術

新しい解体手法提案

IDタグによる
資材情報化

人・ロボット協調
システム

水圧マニピュレータ

建設資材の再利用促進

実用化（普及・展開）

WJボード切断工法

空間に支援された天井解体システム

リニューアル

清水、阪大、名城大、産総研

照明や空調機器に設けた
IDタグから、ロボットに解体

に必要な情報を提供
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事務所ビルの天井リニューアル工事で、天井
の解体作業、分別・回収に至る工程において、
ロボットの作業を支援するために、ＩＤタグによ
る資材情報化によるシステムを確立する。

解体資材のIDタグ
から得られたデー
タベースの形状情
報と、

アーム先端のカメ
ラの画像処理によ
るデータを参照して、
空調機器の三次元
位置を認識する。

ID tag

Laser 
beam

ID tag
reader

Laser  
pointer

camera

画像処理による対象位置認識

照明パネルの取外し作業リニューアル
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パネルを把持したまま電源をＯＦＦ
にして、手作業で天井への固定ボ
ルトを外す。（作業台車上で）

固定ボルト外し（作業者Ａ）

作業者Ｂが、回収台車に収める

照明パネルの取外し作業
リニューアル
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天井の照明器具の解体撤去デモ
リニューアル

VTR紹介
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情報化（IT）
技術

ロボット・
自動化技術

空間構築
技術

知能化施工
空間

自動化適合
設計

自動化適合
工法

まとめ： 建築施工の自動化を支える技術

知能化施工空
間は、この３つ
の要素に支え
られている。

自動化開発にお
いては、この３つ
の要素をトータ
ルで考える。



（補足１） モジュール化された多機能ロボット

（補足２） 高所作業での縦・横移動システム

（補足３） 新しい発想の建築の作り方を！

補足：「空間知能化」から少し離れますが、
「ワークロイド」の参考になりそうな建設業
の事例を紹介します。



（補足１）
モジュール化された多機能ロボット

で汎用性の向上！

ロボットを、作業機能をモジュール単位に分割して
構成する。

作業用途に応じて、必要なモジュールを組合せて、
特定用途のロボットを実現する多機能ロボットの考
え方も汎用性を高める上で有効である。

→ 「ワークロイド」の思想に近い。



モジュール化多機能ロボットの事例

ケレンモジュール外観

清掃モジュールと走行モジュールを連結して清掃作業を行う

どの作業にも共通して使う「走行モジュール」

作業別に作った「清掃モジュール」、「けれんモジュール」
から、構成される。

ツール部と共通制御部からなり、モジュール
化されたツールを交換して、多機能な作業を
実施する。



けれんロボットとして構成

システムのモジュール構成

清掃ロボットとして構成



（補足２）
高所作業におけるロボットの縦・横

移動システム事例

ビル外壁関連の作業には、ロボット本体を縦・横に
移動する機能が必要。

作業としては、清掃などのメンテナンス、外壁のク
ラック・タイル剥離検査、防水補修などの保全、等。

ワイヤーガイド、または埋込型のガイドレールによ
るものが一般的。



システム概要:

・外壁移動装置、リモコン、電源ボックスで構成されている。
・650㎡/日、熟練労働者の2倍

壁タイル剥離診断ロボット（大林）



壁面診断ロボット（東急）

■システムの特徴：

・経年劣化したタイル壁面などを音波センサ
により剥離診断する。

・ＣＣＤカメラによるクラックや不良箇所確認

・診断結果は、ＣＡＤ図面上に表示され、剥
離箇所を的確に把握

・ロボット本体は、２台のウィンチで吊られ、
広い壁面の任意の位置に移動できる。

システム構成
ロボット本体の外観



ルーフカーに吊られたケージ

・横移動タイプのガラス洗浄装置である。

・システムはルーフカーとアームに吊られたケージで
構成されています。 ケージには自動清掃ユニットが内
蔵されている。

・清掃ユニットは、横桟窓のガイドレールの上下に設
置され、自動的に清掃しながら横向きに壁ガラス側に
移動する。

屋上のルーフカー

ガイドレールを移動する

清掃ユニット
作業中の清掃ユニット

窓ガラス自動清掃ロボット（日本ビソー）



埋込型ガイドレールによるロボット縦横移動システム

-ゴンドラタイプRobot ユニット

-ロボットユニット走行用のガイドレール

-自律的認識とコントロール

Gondola for Maintenance of  Burj 
Dubai Building

外壁メンテナンスロボット（韓国・高麗大）

Proto-type System for Climbing 
Mechanism experiment



（補足３）
新しい発想の建築の「作り方」を！

構造、施工、意匠、情報、機械など専門家チーム
の協力で、自動化技術、情報化技術、建築技術
三位一体の独創的なアイデアを！



抜本的な発想の転換 （事例紹介）

現状のコンクリート直仕上げの作業

現状方法を前提にしたロボットの開発例

発想を抜本的に変える!!!

ラフなコンクリート面にセルフレベリング
自動的に水平面が実現できる。

機械化は、材料の流し込みのみ。

理想の自動化・ロボット化は、できるだけ
シンプルなシステムで、目的を達成するこ
と。 これがロボット実用化の鍵では？



（１） 開発した建設用ロボットの評価と課題

（２） ロボット化成功のための空間側の設計見直し

（３） ライフサイクル各ステップでの機能の分散配置

（補足１） モジュール化された多機能ロボット

（補足２） 高所作業での縦・横移動システム

（補足３） 新しい発想の建築の作り方を！

まとめ： 「ワークロイド」実現のための
参考として、建設業の事例を紹介しました。



ご傾聴有難うございました。

END


