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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。カメラを使った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。本論文では、ミュージアムにおける鑑賞支援のための車椅

子ということで、カメラの映像から美術品を探し、それがある方向に車椅子を進める制御

システムを考えた。しかし物体検出のための画像処理は、探索時間がかかり、高性能の

CPUが必要とされ、未だ効率的な方法は確立されていない。そこで、本研究ではア

クティブ探索法を検索に用いることにした。これによって、従来の探索方法である

テンプレートマッチングと比較して、精度を落とさずに処理における速度向上を示

すことを、実験で確認した。 

 

 

Abstract 
With the increase in the number of senior citizens, there is a growing demand for human-friendly 

wheelchairs as mobility aids. The operation of the wheelchair by the image is enumerated as one of  

a suitable interfaces for such an intellectual wheelchair. However, the image data processing  
for the object detection takes the time of the rope, and is needed efficient CPU, an  
efficient method has not been established yet. Then, it decided to use it to retrieve the  
active search method in this research. As a result, we confirmed the speed 
improvement in processing was shown without dropping accuracy compared with the 
template match that was a past search method by the experiment.
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第1章 序論 

1.1 背景と目的 

 
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[6][7]。 
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。 

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 従来の研究と問題点 

 
カメラを使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 
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で実現するだけにとどまっている。 

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 

 
 
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 本論文の構成 

 
本論分は、次のような構成になっている。第2 章では鑑賞支援のための車椅子の実現のた
めの、ハードウェアの構成と制御システムについて。第3 章でアクティブ探索を使った、
物体検出のための画像処理。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 

 
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) 
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。 

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 2-1 知的車椅子の概観 
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第３章 アクティブ探索法 

 

物体探索の際に用いた方法について示す。特徴照合による物体探索では、カメラで取

得した画像上の局所領域に着目し， あらかじめ用意した物体の参照画像との間で照合

する。代表的な手法にテンプレートマッチング法[6] がある。しかし、物体までの距

離や方向が未知であるため、大きさ・位置の異なる多数の局所領域との間で照合する必

要がある上に、物体の向きや照明条件を考慮に入れた場合には更に多くの参照画像を用

意して照合する必要があり、探索時間が指数関数的に増大する。 

そこで本研究では、膨大な照合回数を大幅に削減する技術として、アクティブ探索法

[3] を用いる。アクティブ探索法は特徴照合の際にヒストグラムを用い精度を落とさ

ないことを保証しながら探索に不要な照合を削減する手法であり、これにより極めて高

速な物体探索が可能となる。更に、ヒストグラム照合を利用するため多少の形状変動に

対しても頑健である。以下アクティブ探索に主要部分ついて簡単に説明する。 

入力画像と参照画像のある局所領域での類似値を求める。ここで入力画像はカメラか

らの画像、参照画像は予め用意してある照合用の画像である。数式2.1 のH は入力画

像より抽出された領域の正規化ヒストグラム、M は参照画像の正規化ヒストグラム、S HM 

はそれらの類似値を表し、0 から1 までの値をとり、1 に近い程2 つの画像が類似し

ていることを表す。 

 

 
この類似値の計算は計算回数が多いためこの計算をできる省くようにすることがアク

ティブ探索の本質的な部分であり、照合を高速にすることを可能にする。この計算を省

略できるかどうかの基準として上限値というものを求める。図 2.2 に示すように、A、

B を画像中の任意の領域とする。M を参照画像とする。S AM を A と M の類似値、S BM 

を B と M の類似とする。A 
 

B を A と B の共通領域、A 
 

B を A の領域から B の領域

を除いた領域、A を A の画素数とする。AB の場合には、 
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という関係式が成り立つ。今分かっている時点で最も類似値が高い値をS とする。あ 

る局所領域の類似値S BM を計算したときの局所領域S AM は式2.2 の右辺以下なのでS AM 
 

S という関係が成り立てば局所領域S AM での類似値の計算が省略できる。 

 
図2.2 二つの局所領域と参照画像との類似度の関係 

第4章  実験 

 
 
 
 
 

第 5章  結論 

本章では、論文の結果と今後の課題について述べる。 
 

5.1 結果 

本研究の目的を達成できまた。 
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5.2 今後の課題 

・ 現在のアクティブ探索のプログラムは拡大縮小に対応してないため、改善する。 

・ 車椅子への実装が未完なので、美術品を見つけ、その方向に移動するように、改善す

る。 
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