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論文概要 

近年、高齢化や少子化の進行に伴いある程度の自律移動の可能な知的車椅子の開発が求め

られている。音声での車椅子の操作はそういった知的車椅子に適したインターフェースの

一つとして挙げられる。しかし、音声での操作はユーザにとって容易に使用でき便利であ

るという利点もあるが、例えば「右」といった簡単な命令を音声で伝えた場合、そのとき

の状況によってユーザの意図する行動が異なってくるという欠点もある。本論文では、光

電センサを用いて周囲の環境情報を取得し、ユーザが簡単な命令で車椅子を安全かつ用意

に操縦できる音声インターフェースの実現を提案する。また、実際に走行実験を行い、シ

ステムの有用性を確認した。 

 
 
 
 
 
 

Abstract 

Recently, with the increase of senior persons we demand to develop the intelligent wheelchair that 

has autonomous mobility. This paper proposes the system that wheelchair is controlled by 

voice-command. However user’s intention is different from actual action. For example voice 

command “right” is issued, wheelchair’s action is affected by environmental information. It is too 

heavy if user must issue complicated voice command. So we propose speech-interface that user 

issues simple voice-command in order to takes an appropriate action for wheelchair using the 

environmental information. And we experiment in order to check usefulness of this system. 
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第1章 序論 

1.1 背景背景背景背景とととと目的目的目的目的 

近年日本では高齢化の進行が深刻化しており、少子化と伴って高齢者や障害者の方々を介

護する人材の不足が懸念され、そういった方々にも安全に操縦できる車椅子の需要がます

ます高まってきている。このような状況下にあって、介護者への負担を減らし被介護者が

気軽に扱えるように、電動車椅子にある程度の自律移動を可能とした知的車椅子の研究が

広く行われている[1][2][6]。 
現状では電動車椅子の操作は主にジョイスティックによって行われている。しかし、障害

者の中には上肢がうまく使えない方々もおり、そのような方々にはジョイスティックによ

って細かい操作を行うことは困難なことである。 
そういった上肢の不自由な方々でも、腕や手などによる細かい動作を行うことなく、ジョ

イスティックを扱うのと同様に車椅子の操作を行うために、視線や顔の向きによって車椅

子の方向制御を行う研究などが行われている[3]。 
本研究では、人間にとって自然で手軽な情報伝達手段である音声指令によって車椅子の操

作を行うことによって、上肢の不自由な方でも車椅子の操作が簡単に行えるようにしてい

る。しかし、音声での車椅子の操作は簡便であるという利点もあるが、状況によって同じ

音声による命令でも意図する行動が異なってくるという場合がある。また、音声での命令

を何度も繰り返すのは煩わしいという欠点もある。本研究ではそういった、音声によって

車椅子を操作する上で生じる問題を解決し、より快適な操作性を実現するためにセンサに

よって得られる周辺環境情報を利用しある程度の自律移動を車椅子が行うようにしている。

そうすることによって、単純な音声命令によってある程度複雑な行動を車椅子がとれるよ

うになり、結果として命令回数を削減することになる。 

1.2 従来従来従来従来のののの研究研究研究研究とととと問題点問題点問題点問題点 

音声によって操作する車椅子やロボットの研究はいくつか行われている[4][5]が、それらの
研究の多くは、前進後退や左右方向の制御などの単純ないくつかの動作を音声による命令

で実現するだけにとどまっている。 
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しかし、音声による命令というのは普段何気なく使っているが、その時々の状況に応じて

解釈が何通りにも考えられ、複雑なものである。そこで、そういった命令の解釈をある程

度車椅子側で行い、その命令の意図に合った行動をとってくれれば、使用者は複雑な命令

を行ったり、命令を何度も繰り返したりすることなく単純な命令だけで容易に車椅子を操

作することができる。 

1.3  解決方法解決方法解決方法解決方法 

近年音声認識の技術は急速に進歩しており、すでに実用に耐えうる音声認識ソフトが比較

的安価に手に入る。本研究ではそういった音声認識ソフトの一つである IBM社の ViaVoice 
を用いて車椅子の音声操作を可能にしている。 
また、4台の光電センサを車椅子の前後左右に取り付けることによって周辺 360°の環境情
報の取得を行っている。そうやって得られたデータをもとにして、いくつかの自律移動を

可能としている。 
音声による操作ではジョイスティックでの操作に比べて簡便であるという利点があるが、

普段何気なく使っている音声に含まれる微妙な意図の違いを判断するのが難しいという欠

点もある。その問題点を、センサによる車椅子の周辺環境の認識と合わせて行うことで幾

らか解決している。 

1.4  本論文本論文本論文本論文のののの構成構成構成構成 

本論分は、次のような構成になっている。第 2 章では周辺環境情報を利用した音声操作に
よる知的車椅子の実現のための、ハードウェアの構成と制御システムについて。第 3 章で
は音声操作のシステムと周辺環境情報を利用した自律移動について。第 4 章では、音声に
よる車椅子の操作と周辺環境情報の利用の有用性を実験によって検証している。第 5 章で
は本研究のまとめと今後の展望について述べている。 
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第2章 知的車椅子 

2.1    ハードウェアハードウェアハードウェアハードウェア 

本研究で用いられる知的車椅子(図 2-1)を構成するハードウェアは以下の通りである 
 
 電動車椅子：スズキ製 SC3000S 
 ホストコンピュータ：IBM ThinkPad i Series 1800(PentiumⅢ/750MHz) 
 DA変換カード：テクノシステム TSDAC-0412a 
 RS232Cポート：CONTEC製 USB対応 RS232C 通信ターミナル COM4(USB) 
 光電センサ：北陽電機製 側距式障害物検知用光電センサ PB9-01 

 
電動車椅子の操縦はジョイスティックで行うが、ホストコンピュータとＤＡ変換カードを

つなぐことによりＰＣから電圧を出力し、ＰＣ側で操作することができる。また、ＰＣに

マイクを接続することによって音声による操作も可能となる。 
4台の光電センサが車椅子の前後左右に搭載されており、それにより周辺 360度の環境情報
を、ホストコンピュータが RS232Cポートを介して取得することができる(図 2-2)。 
 

 
図図図図    2222----1111    知的車椅子知的車椅子知的車椅子知的車椅子のののの概観概観概観概観    
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図図図図    2222----2222    知的車椅子知的車椅子知的車椅子知的車椅子ののののシステムシステムシステムシステム構成構成構成構成    

    
 

2.1.1 光電センサ 

本研究では、周囲の環境情報を取得するために 4台の光電センサを用いている。 
光電センサの詳細に関しては昨年の同研究室の卒業生である金井が卒業論文に記しており

[7]、本論分ではそれを参考としている。 
光電センサは、162[deg]の半円状の範囲を赤外線によってスキャンし、物体との反射によっ
て対象物との距離と角度を得る。光電センサは前後左右 4方向に取り付けられているため、
360[deg]全方位のデータを得ることができる(図 2-3)。 
本研究で用いられる車椅子の速度が最大で時速 2[km/h]、つまり秒速 0.56[m/s] であり、4
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台の光電センサが距離データを取得する時間が約 025[s] であることから、データの信頼性
を考慮し、センサから得られるデータのうち 3[m] 以内のものを利用する。また、3[m]を超
えるデータはエラー値として扱うこととする。 
光電センサによって得られたデータは、距離データおよび角度データとして蓄えられ、周

辺の環境情報をグラフィカルに表示させることができる。 
 
 
 

 

図図図図    2222----3333    光電光電光電光電センサセンサセンサセンサのののの検出範囲検出範囲検出範囲検出範囲 

 
光電センサには、赤外線の反射によって物体を検出しているというその性質のため、赤外

線が通過してしまうガラスのような透明な物体や、赤外線が十分に反射を行えない黒色の

物体などの検出が困難であるという欠点がある。これらの欠点を克服する方法としては、

光電センサ以外のセンサを併用することが考えられる。 

2.1.2 車椅子の操作 

本来電動車椅子の操縦はジョイスティックで行う。 
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ジョイスティックを前後左右に傾けると、ジョイスティック内部の可変抵抗により前後操

作用、左右操作用それぞれの電圧が出力される(表 2-1)。 
前後操作用出力電圧は、0[V]で全速前進、1.8[V]で停止、3.6[V]で全速後退となる。 
左右操作用出力電圧は、0[V]で左方向最大、1.8[V]で中央、3.6[V]で右方向最大となる。 
この電圧の出力をＰＣで行うことによってＰＣ側から車椅子を操作することができるよう

になる。そこで、ＰＣ側からの電圧出力を実現するためにＤＡ変換カードを利用する。 
本研究で用いたＤＡ変換カードは、4chあり、各チャンネル 0[V]~4.095[V]までの電圧を出
力できる。そのうち、1chを左右方向の制御、2chを前後方向の制御に使用する。 
これにより車椅子の操作をＰＣ側から行うことができる。 
 

表表表表    2222----1111    出力電圧出力電圧出力電圧出力電圧とととと車椅子車椅子車椅子車椅子のののの操作操作操作操作とのとのとのとの相関相関相関相関    

出力電圧[V] 0[V] …… 1.8[V] …… 3.6[V] 
左右操作 左方向最大 …… 中央 …… 右方向最大 
前後操作 全速前進 …… 停止 …… 全速後退 

 

2.2    知的車椅子知的車椅子知的車椅子知的車椅子のののの制御制御制御制御システムシステムシステムシステム 

本研究では、ジョイスティックによるものと同等の動作を音声によって行わせる。 
しかし、ジョイスティックでの操作と違い音声による操作では前方に障害物がある場合な

ど不測の事態に対して咄嗟に行動できない場合がある。そこで、使用者が安全に車椅子を

操縦できるように、障害物回避、壁沿い走行を車椅子が自動で行うシステムを利用してい

る。これらの機能は光電センサによって得られた周辺の環境情報を利用することによって

実現されている。なお知的車椅子の制御システムに関する研究は同プロジェクトの吉村が

昨年の卒業研究で行っており[6]、本論分ではそれを参考にしている。 

2.2.1 壁沿い走行 

本研究ではこの知的車椅子を屋内で使用することを想定している。屋内ということで狭い

通路などでの使用も予想されるが、そういった場所においては壁や障害物との衝突に十分

注意しなければならず、壁との距離を一定に保ちながら走行する壁沿い走行の実現は非常

に有用であると考えられる。 
本研究での壁沿い走行の原理は、例えば左側の壁に対して行う場合には、左側の角度の基

準である 180[deg]から±80[deg]の範囲の壁との距離データ(図 2-4)を取得し、さらにそれを
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180[deg]を基準に前後のデータに分けてそれぞれの平均値を算出し、比較する。車椅子が壁
に対して近づいていってしまっている場合には前方向の検出データが後ろ方向のデータよ

り大きくなっている。逆に車椅子が壁から遠ざかっていってしまっている場合には後ろ方

向のデータのほうが大きくなっている。この前方向と後ろ方向のデータの平均値が一致す

るように移動方向を修正する。前後のデータが一致する場合には車椅子が壁と平行になっ

ている状態となるためこの状態を保つことによって壁沿い走行を実現している。 
 
 
 

 

図図図図    2222----4444    壁沿壁沿壁沿壁沿いいいい走行走行走行走行にににに使用使用使用使用するするするする距離距離距離距離データデータデータデータ    

 

2.2.2 障害物回避 

車椅子の操作において最も頻繁に起こり得る危険が障害物との衝突である。 
ジョイスティックによって車椅子を操縦している場合なら障害物を咄嗟に回避することも

容易いが、音声で操作している場合には障害物を咄嗟に回避するのは難しい。そこで、前

方に障害物が検出された場合に、障害物を自動で回避する障害物回避の機能を実現する必

要がある。 
本研究では、障害物の最も少ない方向に進路を修正するという方法で障害物回避を実現さ
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せている。 
なお、現システムでは静止物体に限った障害物回避機能となっている。 
前方のセンサにより環境情報を取得し、得られたデータに車椅子との距離が 1.5[m]より近
いデータが存在した場合、全てのデータを検索し車椅子から 2[m]の範囲に障害物のないス
ペースを探しだしそのスペースの中心の角度方向に進路を修正する(図 2-5)。そのようなス
ペースが複数発見された場合には最も広い範囲で障害物のないスペースを選び出す。 
ただし障害物が車椅子の 10[cm]以内に存在する場合には安全性を考慮して停止するように
している。 
 
 

 

図図図図    2222----5555    障害物回避障害物回避障害物回避障害物回避によるによるによるによる進路進路進路進路のののの修正修正修正修正    
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第3章 音声による知的車椅子の操作 

本研究では音声認識のためのソフトとして IBM社の ViaVoiceを用いている。 
音声により車椅子を操作する流れは以下のようになっている。 
車椅子使用者は、マイクに音声で命令を伝える。その命令を音声認識プログラムが受け取

り、事前に登録しておいた命令のリストと照らし合わせ、一致する語句があればその命令

に対応する信号を車椅子制御プログラムに渡す。車椅子制御プログラムは、その命令に対

応する行動を車椅子に取らせるため車椅子に電圧を出力する。以上のような流れで車椅子

を音声によって操作することができる。 
以下に音声入力による車椅子の操作の流れを示す。(図 3-1) 
 

 

 

図図図図    3333----1111    音声音声音声音声によるによるによるによる車椅子操作車椅子操作車椅子操作車椅子操作のののの流流流流れれれれ    

 
 
 
 
 
 

3.1    音声認識音声認識音声認識音声認識プログラムプログラムプログラムプログラム 
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図図図図    3333----2222    音声認識音声認識音声認識音声認識ダイアログダイアログダイアログダイアログ    

 
上(図 3-2)が音声認識プログラムのダイアログである。音声を入力し、プログラムは入力さ
れた命令と事前に作成した命令リストとを照らし合わせ、その命令が命令リストに登録し

てある語句と一致した場合、車椅子制御システムに命令の信号をソケットにより車椅子制

御プログラムに送り車椅子に動作を行わせる。このとき、図 3-2のように認識された語句と
入力された命令がダイアログに表示され、今車椅子が何の命令を実行しているかが一目で

わかるようになっている。 
命令リストに関しては事前に作成しておく必要があるが、使用者が自由に追加変更するこ

とができる。また、一つの行動に対する命令として複数の言葉を登録することもできる。 
しかし、音声によって車椅子を操作するのにはいくつかの問題がある。例えば「右」とい

う命令を音声で入力したとき、どれだけ車椅子を右に曲がらせるか、というような問題が

その一つとして挙げられる。 
この問題に対しては以下のような解決方法が考えられる。 
 
 一度の命令に対して一定の角度だけ曲がる 
 中止の命令が入るまで曲がり続ける 

 
一定角度だけ曲がるという方法では、急角度を曲がりたいときなどに何度も同じ命令を入

力しなければならなくなり煩わしいし、曲がりきれずに壁などに衝突してしまう危険性も

ある。そのため本研究では中止の命令が入るまで曲がり続けるという方法をとっている。 
しかし、車椅子が周辺の状況を認識し、使用者の命令の意図を解釈しある程度の自律行動

がとれれば使用者の負担はさらに減らせるものと思われる。そこで、本研究では光電セン

サを用いて周辺の環境情報を取得、利用している。次節では周辺環境情報を利用した音声

システムについて述べる。 
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3.2    周辺環境情報周辺環境情報周辺環境情報周辺環境情報のののの利用利用利用利用 

ジョイスティックでの操作の場合、使用者がジョイスティックをどの方向へどれだけ傾け

たかによって使用者の意図する行動は一意に決まる。しかし、音声での命令の場合、同じ

命令でもそのときの周辺の状況によって意図する行動が変わってくる場合がある。 
例えば、「右」という命令が入力されたとき、前方から人が歩いてきた場合には右に回避し

ろという意味であり、同様に右に曲がり角がある場合その曲がり角を曲がれということを

使用者は意図していると予想できる。 
このような周辺の状況によって解釈の変わる命令を、車椅子が判断して適切な行動をとっ

てくれれば使用者は複雑な命令を行うことなく単純な命令のみで容易に車椅子を操縦でき

るようになる。 
本研究では、車椅子に搭載された４台の光電センサによって得られた周辺環境情報を元に、

ある命令が入ったとき、その状況と命令に見合った行動を車椅子が行うようにしている。 
本論分で扱うのは「右に曲がれ」「左に曲がれ」という左右制御の命令についてである。 
左右制御の命令を使用する可能性のある状況として以下の３つの場合を想定する(図 3-3)。 
 
1. 周囲に何の障害物もないフリースペース 
2. 命令した方向に曲がり角がある場合 
3. 前方に障害物がある場合 
 

     

図図図図    3333----3333    左右制御左右制御左右制御左右制御のののの命令命令命令命令がががが入入入入るるるる可能性可能性可能性可能性のあるのあるのあるのある状況状況状況状況    

これらの状況において左右制御の命令を発する場合、使用者は次のような行動を意図して

いると予想できる。 
 
1. 使用者の判断で決定 
2. 曲がり角を曲がろうとしている 
3. 障害物を回避しようとしている 
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このような、状況に即した使用者の意図を、車椅子が左右制御の命令を受けるだけで実現

できれば音声による車椅子の操作がより容易なものとなる。 

3.2.1 フリースペース 

フリースペースで左右制御の命令を受けた場合に関してはさらに細かく状況を把握しない

と使用者の意図は予想できない。現段階では周辺環境情報の認識を光電センサのみで行っ

ているためフリースペースでの使用者の意図を絞り込むのは困難である。そのためフリー

スペースでは使用者が中止の命令を発するまで車椅子は命令の方向に曲がり続けることに

し、使用者の任意の角度で曲がれるようにする。 
 

 

 

 

 

図図図図    3333----4444    フリースペースフリースペースフリースペースフリースペースでのでのでのでの知的車椅子知的車椅子知的車椅子知的車椅子のののの振振振振るるるる舞舞舞舞いいいい 

 
2 の時点で「右」の命令を入力している。右側には何の障害物もないため 3~8 までは右折

１ 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 
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を続けている。9の時点で中止命令である「そこまで」という命令を入力している。ここで
中止命令が入ったため右折は中止となり、10~12 までは前方へ直進している。中止命令を
使用者の任意の時点で入力することで自由な角度に曲がれるようになっている(図 3-4)。 

3.2.2 曲がり角 

命令の方向に曲がり角や交差点がある場合に左右の命令が入ったときには、まず車椅子は

曲がり角を認識しなくてはならない。 
車椅子が曲がり角に相当接近した状態ならば認識もできるが、少し離れた状態からでは光

電センサによる曲がり角の認識は困難である。 
そのため、本システムでは使用者が命令した方向側の光電センサにより壁の有無を調べる。 
「左」と命令が入ったときには、左側のセンサの検出範囲である 100[deg]~260[deg]の範囲
で 0.6[m]以内に障害物がある場合に壁ありと判断される。 
壁ありと判断された場合には車椅子はその壁に沿って移動をする。何か他の命令が入るか

中止命令が入るまで壁の走査を続け、壁側のセンサが障害物なしを返したら、壁が途切れ

ている、つまりそこが曲がり角であると判断し、その方向に曲がる(図 3-5)。この時点でも
壁の走査は続いているため曲がりすぎて壁と衝突してしまうというようなことはない。 
 
 

  

図図図図    3333----5555    曲曲曲曲がりがりがりがり角角角角でのでのでのでの進路修正進路修正進路修正進路修正    

 
 

1 2 
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図図図図    3333----6666    曲曲曲曲がりがりがりがり角角角角でのでのでのでの知的車椅子知的車椅子知的車椅子知的車椅子のののの振振振振るるるる舞舞舞舞いいいい    

 
 
1 の時点で「左」の命令を入力している。2、3 の時点では左側に壁がある状態のため壁沿
い走行を行っている。4の時点で左側の壁が途切れたので車椅子が左折を始めている。 
5~9 は左折を行っている状態。10 では曲がり角を曲がりきり、また左側に壁があるため壁
沿い走行を始める。これにより曲がりすぎによる壁との衝突は回避され進路を安定に保つ

ことができる(図 3-6)。 

3.2.3 障害物 

3の場合は、その障害物が静止しているか動いているかによって状況が変わってくる。 
本研究では障害物は静止物体であることを前提にしている。 

１ 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 
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まず、左右方向の命令が入ったとき、前方の光電センサによって障害物を検出する。前方

のセンサの検出範囲である 10[deg]~170[deg]の範囲で 0.6[m]以内に障害物が検出されたと
き、前方に障害物ありと判断される。障害物ありと判断されたら車椅子は障害物の最も少

ない範囲の中心へ進路方向を変え、障害物回避を行う。しかし障害物回避の後、そのまま

では車椅子がこれまで進行していたコースから外れてしまう。そこで、前方の障害物が検

出されなくなった後今度は命令した方向と逆側の光電センサによって壁を検出し、壁沿い

走行を行う(図 3-7)。 
こうすることによって今まで進行してきたコースを保ったまま障害物を回避することがで

きる。 
 
 

 

 

図図図図    3333----7777    障害物回避時障害物回避時障害物回避時障害物回避時のののの進路修正進路修正進路修正進路修正    

1 2 

3 
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図図図図    3333----8888    前方前方前方前方にににに障害物障害物障害物障害物があるがあるがあるがある場合場合場合場合でのでのでのでの知的車椅子知的車椅子知的車椅子知的車椅子のののの振振振振るるるる舞舞舞舞いいいい    

 
 
2の時点で「右」の命令を入力している。3、4では前方に障害物(壁)があるため車椅子は障
害物回避を行う。命令された方向の最も障害物の少ないコースを割り出しそこに進路を取

っている。5の時点で障害物と車椅子が平行に並ぶ。ここで車椅子は障害物に沿って移動す
るために左側の光電センサを用いて壁沿い走行を行う(5~9)。10の時点で障害物が途切れた
ので 11,12で障害物沿いに進路をとっている(図 3-8)。 

１ 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

１0 １1 １2 
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第4章 実験 

4.1    音声音声音声音声のののの認識精度認識精度認識精度認識精度にににに関関関関するするするする実験実験実験実験 

音声によって車椅子を操作する場合、最も重要なことは音声の認識精度である。 
音声の認識精度が低いと、入力したはずの命令が実行されない、誤認識によって別の行動

をとってしまうなどの可能性も考えられる。 
本研究では音声認識のソフトとして IBM社の ViaVoice を使用している。ViaVoice は不特
定話者の連続発生に対応しているソフトであるが、ユーザ登録、単語の辞書登録、および

音声トレーニングを繰り返すことで認識精度を向上させることが可能になっている。 
今回の実験では、主だった命令語を辞書に登録し、使用者のユーザ登録の後ある程度のト

レーニングを行った状態で、車椅子にマイクで「発進」「前進」「バック」「右に曲がれ」「左

に曲がれ」「そこまで」「止まれ」の 7つの命令を各 20回ずつ入力し、命令を正しく認識し、
実行できた割合を求めた。 
 
 

表表表表    4444----1111    音声認識精度音声認識精度音声認識精度音声認識精度のののの実験結果実験結果実験結果実験結果    

命令 発進 前進 バック 右に 
曲がれ 

左に 
曲がれ 

そこまで 止まれ 

認識 
成功回数 

20 20 19 20 20 18 20 

認識率 100% 100% 95% 100% 100% 90% 100% 
 
 
上(表 4-1)の通りの結果となった。認識率を見ると一部 90%台の値が出ている命令もあるが、
ほぼ全ての命令に対して 100%の認識率を出している。命令に使用する単語の辞書登録およ
び若干のトレーニングが必要ではあるが、十分使用に耐えうるだけの認識精度を持ってい

ることが確認できた。 
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4.2    曲曲曲曲がりがりがりがり角角角角、、、、障害物障害物障害物障害物をををを含含含含むむむむ廊下廊下廊下廊下でのでのでのでの走行実験走行実験走行実験走行実験 

周辺環境情報を利用した自動左右制御システムの有用性を確認するため廊下での走行実験

を行った。実験は右折および左折の各曲がり角と静止物体の障害物を含むコース(図 4-1)で
行う。本論分で提案する周辺環境情報を利用した自動左右制御システム(システム１)と、中
止の命令が入るまで曲がり続ける、常にフリースペースのときと同じように振舞うシステ

ム(システム２)、一度の命令で約 30°の角度だけ曲がるシステム(システム３)の３通りのシ
ステムで、速度を一定に保ち、到達地点までかかった時間、壁との衝突回数、移動の軌跡、

行った命令のセット数を比較する。システム2、システム3では周辺環境情報を利用しない。
値はそれぞれ 10回ずつ実験を行い、その平均値を取った。 
 
 

 
図図図図    4444----1111    車椅子車椅子車椅子車椅子のののの走行実験走行実験走行実験走行実験    
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表表表表    4444----2222    走行実験走行実験走行実験走行実験のののの結果結果結果結果    

環境情報を利用 環境情報を利用しない  
システム１ システム２ システム３ 

時間(ｓ) 71.188 70.611 92.711 
衝突回数 0 0 0.6 

行った命令数 3.6 8.2 14.4 
 

 
 
上記の表 3-2が実験の結果である。結果から、周辺環境情報を利用したシステムであるシス
テム１がもっとも優秀な値を出していることがわかる。到達地点までかかった時間に関し

てはシステム２とほぼ変わらない値だが、システム 3 と比べれば大幅に短い時間で走破で
きている。これは、システム 3 では同じ命令を何度も繰り返さねばならず、軌跡が大回り
になってしまっているのに対して、システム 1 では自動的に障害物を回避するときや曲が
り角を曲がるときに、壁沿い走行を行うことでなるべく小回りな進路をとっていたためで

ある。加えて、行った命令数がシステム２のほぼ半分、システム 3と比べればほぼ 
4分の 1となっており、少ない命令である程度の自律移動が可能になっているのがわかる。
また、システム３では障害物の回避が間に合わずに起こってしまった壁との衝突も、シス

テム１ではほとんど起こらなかったことから、障害物回避、曲がり角での動作がうまく機

能していたことがわかる。 
これらの結果から、周辺環境情報を利用し同命令での使用者の意図の違いを反映させるシ

ステムが有用であることがわかった。 
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第 5章 結論 

本論文では、従来のジョイスティックによる電動車椅子を使用するのが困難な、上肢の不

自由な方々でも容易に扱えるように、音声によって操作する知的車椅子を提案した。また

音声操作により屋内で使用する場合に起こりえる障害物との衝突などを回避し、より安全

により容易に車椅子を操縦できるように、周囲の環境情報を利用してある程度の自律移動

を可能としたシステムを考案した。それらのシステムを用いた車椅子について実際の走行

実験を行い、光電センサを使用し環境情報を取得、利用することにより車椅子に周囲の状

況に適した行動を選択し行動させることが車椅子操作の安全性を向上させること、および

命令を簡略化することを証明した。 

5.1 問題点問題点問題点問題点 

曲がり角の右折左折や、前方の障害物の回避といったある程度単純な状況での成果は確認

できたが、もっと複雑な、例えば狭い通路や多数の障害物が存在する環境下では十分な成

果が挙げられない。 
また、光電センサの性能の限界もあって周囲の環境情報を完全には検出できないという問

題もある。ガラスなどの透明の物体や、黒色の物体、またある程度小さい障害物などもう

まく検出ができない。 
そういった検出できない物体がある状態では、正しく周辺環境情報を取得できないため安

全性が危ぶまれる。 

5.2 今後今後今後今後のののの課題課題課題課題 

 現在周辺環境情報の取得には光電センサのみを用いているため、どうしても精度に問

題が出てしまう。光電センサでは認識しづらい、黒色の物体や透明の物体なども正し

く認識できるように、超音波センサやカメラなど別の特性を持った機器も併用してい

く。 
 本論文では障害物回避は静止物体のみを対象にしたが、現実には前から来る人を回避

といったような移動物体を対象にすることが多いため、移動物体の回避も可能なよう

にする。 
 「少し左」、「次の曲がり角を右」といったような複数の命令を複合した命令を実行で

きるように音声認識プログラムを改善させる。 
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