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概要 

本研究では、周辺環境情報を入手しそれを利用することによって、様々な自律行動を行

う知的車椅子の開発を行う。本論文では、被介護者、介護者の両立場において負担を軽減

させることを考慮したシステムを提案する。 
まず、被介護者の負担を軽減させるためのシステムとして、音声入力による操作を提案

する。周辺環境情報を利用することで、同様の音声命令でもそのときの状況にあった行動

をとることができる。 
次に介護者の負担を軽減させるためのシステムとして、介護者に協調動作するシステム

を提案する。本システムでは、介護者が特別な操作をすることなく、介護者の前後左右の

動きだけで車椅子を誘導することが可能となる。しかし、単純に車椅子が介護者の動きに

追従しているだけでは、状況によっては不都合が生じてしまう。そこで、本研究では車椅

子の周囲に介護者の動きを車椅子の動作に反映させない不感領域を設けると同時に、介護

者の位置が前後左右のどこにいるかによって車椅子に反映させる動作を限定する。これに

より介護者が車椅子のどの位置にても自然な行動による誘導が可能となる。 
両システム共に実際に廊下による走行実験を行い、有効性、安全性を示す 

Abstract 

In this paper, we propose two intelligent wheelchair systems. 
First, we propose a wheelchair with the speech interface that can understand the 
user’s intention in speech using the environmental information obtained from the 
range sensors. 
Second, we propose a robotic wheelchair moving with a caregiver to reduce his/her work. Only 

walking behind the wheelchair without pushing it, he/she can control the wheelchair. 

However, he/she needs to go in front of the wheelchair in several occasions such as in opening the 

door. In this area, the caregiver’s movement is not reflected in the wheelchair. As a result, the 

caregiver can guide the wheelchair by natural actions. 

Experimental results using the system confirm the usefulness of our approach. 
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第1章 序論 

1.1 研究の背景と目的 

近年、高齢化や少子化の進行に伴い、高齢者や障害者の方の介護、支援を行う人材の不

足が懸念されている。そのため、少ない人材でも効率的に介護や支援が行えるように、介

護者の負担を軽減させる自律移動が可能な知的車椅子の開発が求められている[1][2]。 
本研究では、車椅子のユーザ、介護者の両観点から、それぞれの負担を軽減するための

インタフェースやシステムの開発を行う。また、それらシステムの実現のために、周辺の

環境情報を取得・利用することを行う。周辺環境情報の取得は４基の光電センサによって

行う。それぞれのセンサは車椅子の前後左右に設置され、周辺の障害物の位置、角度情報

を取得する。 
本論文では大きく分けて二つのシステムについての説明を行う。 
まず、車椅子ユーザの負担軽減という観点から、音声インタフェースの開発を行う。 
従来の電動車椅子では、主にインタフェースとしてジョイスティックが用いられている。

しかし、ジョイスティックによる操作は上肢の不自由な方では困難である。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][4][5][6]が、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。車椅子の音声による操作に関する研究は既にいくつか

行われている[10][11][12][13]が、これらの研究では音声命令が細かく定義されていたり、

音声命令に１対１対応した行動をとるだけというものが多い。しかし、現実に音声命令を

使用する場合、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もな

る。 
次に、介護者の負担軽減という観点から、介護者に協調動作する車椅子システムを提案
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する。車椅子のユーザが自力で車椅子の操縦を行えないような場合などでは介護者が車椅

子を押して身体の不自由な人の移動を助けなければならない。こういった場合、完全自律

移動可能な車椅子を用いることによる負担の軽減が考えられるが、病院内などの限られた

スペースに限定するなどしないと実現困難であり、また、あらゆる場所へ移動することは

できないという問題もある。そこで、介護者の負担を軽減する車椅子として介護者が車椅

子を押すことなく操作できる車椅子の開発を行う。 

センサによって得られた周辺環境情報から、介護者を認識し、その位置情報を用いて車

椅子の動きを介護者の動きに追随させることによって、介護者の前後左右の動きだけで車

椅子の操作ができるシステムを同研究室の吉村が開発している[14]。これにより介護者の負

担を軽減することができたが、介護者が常に車椅子の後方にいることを前提としているた

めドアやエレベータのような場面において介護者が車椅子の前に行きドアを開けることが

できないという問題点があった。また、車椅子の被介護者と介護者が買い物をしたときに、

被介護者が店員と会話しているにもかかわらず、店員の視線や会話の対象が車椅子を後方

で支援している介護者の方に向いてしまっているという指摘もなされている[7]。これは被

介護者である障害者と介護者がそれぞれ介護される者とする者というように明確にカテゴ

リー化されてしまっているための結果である。これらの問題を解決するためには、介護者

や被介護者が特別な意識を持たずとも、自然な振る舞いだけで車椅子を操作できるように

する必要がある。本研究では、介護者が車椅子の後方だけでなく側方など様々な位置で車

椅子を誘導できるように、不感領域の設定や介護者の位置による制御の度合いの変化をつ

けることを試みた。 

1.2  問題点の整理 

両システムにおける問題点は以下の通りである。 
<音声インタフェース> 

 「次の角を右に曲がれ」や「大きく右に曲がれ」といった複雑な音声命令ではユ

ーザの負担が大きくなってしまう 
 同様に、何度も同じ命令を繰り返す必要がある場合もユーザの負担が大きくなる 
 音声命令では、同じ「右に曲がれ」という命令でも状況によってユーザの意図が

変わってくる場合がある 
<介護者に協調動作する車椅子システム> 

 従来の研究では車椅子は単純に介護者の動きに追随していただけだったため、介

護者が車椅子の前方や側方に出ようとすると不都合が生じる 
 単に介護者が車椅子の後方で支援しているだけでは、介護者と被介護者との関係

が対等に見られない 
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1.3  解決方法 

先に述べたような問題点を解決するために、本研究では周辺環境情報を利用する。 
車椅子の前後左右に光電センサを設置することにより、周囲 360[deg]の距離情報と角度

情報を得ることができる。これを利用して様々な状況に対応した行動をとれるようにする。 
音声インタフェースの問題解決では、ユーザが命令を発したときに、周囲がどのような

状況であるかをシステムが認識することが重要となる。センサによって得られた周囲の環

境情報とユーザの発した命令を照らし合わせることにより、そのときの状況に最も適合し

た行動を車椅子にとらせる。 
介護者に協調動作するシステムでは、従来の研究でも介護者の発見、方向、速度制御に

周辺環境情報を利用してきたが、本研究ではさらに、介護者が現在車椅子に対してどの位

置にいるか、車椅子に対してどれくらいの距離にいるかということをセンサからの情報で

読み取り、介護者の位置や距離に合わせて、速度、方向制御の度合いや方法を変化させる。

そうすることによって介護者がどの位置にいても、意識することなく自然な振る舞いで車

椅子を誘導することができる。 

1.4 本論文の構成 

本論文は，本章と以下に続く4章との計5章で成り立っている．まず，第2章で車椅子のハ

ードウェア構成と車椅子の行う自律行動に関して、第3章で音声インタフェース、介護者に

協調動作する車椅子についての詳細な説明を述べる。そして、第4章では実際に廊下で走行

した際にシステムが問題なく稼動するかを検証する。最後に第5章で本論文のまとめと今後

の課題について記す。 
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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) 
 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 2-1 知的車椅子の概観 
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2.2 センサによる周辺環境情報の認識 

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同研究室の卒業生である金井が卒業論文に記しており[15]、

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 2-2)。 
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 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 2-3)。 
 
 
 

 

図 2-2 光電センサの検出範囲 
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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。 

 

図 2-3 周辺環境情報の表示 

2.2.2 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。 
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。 
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表 2-1 出力電圧と車椅子の操作との相関 

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 

 

2.3 知的車椅子の制御システム 

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[14]、本論分ではそれを参考にしている。 

2.3.1 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 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。 
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図 2-4 壁沿い走行に使用する距離データ 

 

2.3.2 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。 
障害物回避の手法はさまざまな研究がなされている[9]が、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せている。 
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。 
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図 2-5 障害物回避による進路の修正 
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第3章 周辺環境情報を利用した知的車椅子システム 

3.1 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 3-1 音声による車椅子操作の流れ 
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3.1.1 音声認識プログラム 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-2 音声認識ダイアログ 

 
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
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システムについて述べる。 

3.1.2 周辺環境情報の利用 

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[16]。 
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 3-3 左右制御の命令が入る可能性のある状況 
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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 

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。 

3.1.3 フリースペース 

フリースペースとは車椅子の周囲に障害物が何も無い状況を指す(図 3-4)。 
 

   

図 3-4 フリースペース時の周辺環境情報 

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。 
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 4 5 6 

 

 

7 8 9 

10 11 12 

図 3-5 フリースペースでの知的車椅子の振る舞い 

 
2 の時点で「右」の命令を入力している。右側には障害物が確認されないため 3~8 まで

は右折を続けている。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)。 

3.1.4 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。 
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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(図 3-6)。 
 

  

図 3-6 曲がり角到達前の周辺環境情報 

 
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(図 3-7)、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 3-8)。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 3-7 曲がり角到達時の周辺環境情報 
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1 2 

図 3-8 曲がり角での進路修正 

 

 １ 2 3 

 4 5 6 

 7 8 9 

 10 11 12 

図 3-9 曲がり角での知的車椅子の振る舞い 
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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)。 

3.1.5 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。 
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(図 3-10)、前方に障害物ありと判断される。 
 

  

図 3-10 前方に障害物がある状況での周辺環境情報 

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 3-11)。 
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図 3-11 障害物回避後の周辺環境情報 

 
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 3-12)。 
 

 
1 2 

 
3 

図 3-12 障害物回避時の進路修正 
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図 3-13 前方に障害物がある場合での知的車椅子の振る舞い 

 
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 3-13)。 
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3.2 介護者の動きに協調動作する車椅子システム 

従来の車椅子では、介護者は主に車椅子の後方から人力により車椅子を押したり引いた

りすることで車椅子の制御を行っていた。もし、車椅子の制御に力を必要としなければ介

護者の負担は軽減されるものと思われる。 
そこで本研究では、介護者が特別な操作を行う必要無しに、車椅子が介護者に協調動作

することで介護者の意思通りに車椅子を制御できるシステムを提案する。 

3.2.1 介護者の認識 

介護者の動きに車椅子が協調動作する本システムでは、まずなにより介護者の位置情報

を常にシステムが把握していることが必要となる。 
本システムでは起動と同時に介護者を発見し、リアルタイムでその位置情報をディスプ

レイに表示する。 
最初の状態では介護者は車椅子の後方にいるものと仮定し、後方のセンサから得られた

データより、車椅子に近い距離にある、すなわち距離データの値が小さいオブジェクトを

いくつか抜き出し、介護者の候補とする。このとき図 3-14 で示されるようにデータの谷に

なっている部分が介護者候補のデータになる。いくつかの候補が存在する場合には、位置

や車椅子との距離、オブジェクトの範囲などを考慮に入れて一意に介護者を決定する。 
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図 3-14 介護者情報 

その後は、介護者の位置情報を履歴として残しておき、そのときの介護者候補のデータ

と履歴との差分を求め、差分が最も小さい候補を次の介護者データとして扱うことにする。

このようにして介護者の追跡を行う。 

3.2.2  速度、方向制御 

前節で述べたようにして得られる介護者の位置情報を用いて車椅子の速度及び方向の制

御を行う。 
本システムでは、介護者と車椅子の間での保つべき一定の距離Ｌを定義し、介護者との

距離がＬより大きければ速度を落とし、逆に小さければ速度を上げるという方法で速度の

制御を行っている。方向制御に関しては、介護者の位置が車椅子の中心を通る線に対して

どれだけずれているかをセンサ情報から読み取り、一定の重みを与えることで実現してい

る。 
介護者の位置は車椅子を中心とし、車椅子から壁への垂線を x 軸とする座標において

として表される(図 3-15)。 ),( yx PP
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図 3-15 介護者の位置を表す座標 

 
速度制御信号 、および方向制御信号 は以下の式で表される。 sV dV

xdcd

ysis

PhVV

LPhVV

−=

−∆+= )(
 

ここで、 は速度を０とする電圧値、 は進行方向を中心に向ける電圧値、 はそ

れぞれの値を電圧値に反映させるための重みである。 
iV cV ds hh ,

3.2.3 不感領域の設定 

前節で述べたようにして、車椅子が介護者の動きに協調し前後左右の動きを制御するこ

とを実現した。しかしこのシステムでは介護者が車椅子の後方にいることを前提としてい

る上に、何らかの理由で車椅子を追い越したい場合などのとき、不必要に介護者に追随し

てしまい追突などの事故を起こしかねないという問題がある。 
実際には介護者が車椅子の横について、おしゃべりしながら進むような場合や、前方や

側方のドアを開けるために車椅子の前や横に介護者が出なければならない場合がよくある。 
そこで、車椅子の周囲に左右の幅を大きくとった楕円形の領域を設定し(図 3-16)、介護者

がその領域にいる場合には介護者の動きが車椅子に反映しないようにする。この領域を不

感領域と呼称する。 
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図 3-16 不感領域 

 

3.2.4 介護者の位置による行動の変化 

不感領域を設けることによって介護者は車椅子の側方についての車椅子の補助も可能に

なった。しかし、介護者が車椅子の側方にいる場合、後方にいる場合と同様の速度、方向

制御を用いては不都合が生じる場合がある。例えば、現状の方向制御では介護者が動いた

方向と逆の方向に進路をとるようにしているが介護者が側方にいる場合に同様の制御を行

うと不自然な動きになってしまう。 
そこで、介護者が車椅子に対してどの位置にいるかによって制御する度合いや制御方法

を変えることにする。 
本システムでは介護者の位置を表すのに車椅子を中心とした x-y 座標を用いている(図

3-17)。この場合は方向制御の際に用いた壁との垂線を x 軸とする座標ではなく、単純に車

椅子の進行方向が y 座標の正の方向、y 軸に垂直な線を x 軸とし、車椅子の右方向を正の方

向とする座標で表す。 

介護者の位置座標を としたとき、),( yx PP 1−≤yP のとき介護者は車椅子の後方にいるも
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のとし、 のとき車椅子の前方にいるものとする。1≥yP 11 <<− yP のときは車椅子の側方

にいるものとする。 

 

図 3-17 車椅子に対する介護者の位置 

 
介護者が後方にいる場合には、先に述べたように介護者の動いた方向と逆の方向に進路

をとるようにし、速度も同様に先に述べたような方法で制御を行う。介護者が後方にいて、

なおかつ不感領域の中にいる場合には介護者の動きは車椅子には反映されない。ただし、

安全性のことを考慮し、減速に関してだけは介護者の動きを反映させることにする。 
介護者が側方にいる場合は、通常では不感領域の中にいるものとする。この場合は速度、

進行方向ともに現状を維持する。介護者が車椅子の側方にいて、なおかつ不感領域を出て

いる場合には進行方向の制御を行う。ここで、前項では進行方向制御の式を 

xdcd PhVV −=  

としたが、介護者が側方にいる場合には 

xdcd PhVV +=  
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とする。すなわち、介護者の移動方向に追随する形で進路を修正する。 
最後に、介護者が前方にいる場合だが、この場合車椅子は停止するものとする。 
以上のようにして介護者が車椅子に対してどの位置にいるかによりそれぞれ対応した制

御方法をとることにする。ただし車椅子が障害物に差し掛かったときにはこれらの行動よ

りも優先して障害物回避や緊急停止を行う。また、どの場合においても常に壁沿い走行は

行っているものとする。以下にその流れを示す(図 3-18) 

 

図 3-18 介護者に協調動作するシステムの流れ 

3.2.5 不感領域を利用した行動 

前述のように不感領域を設けることにより、具体的には以下のような行動が行えるように

なる。 
 

 前方にドアがある状況で停止している車椅子の前方に介護者が出てドアを開放、

その後車椅子を通過させる 
 側方にドアがある状況で停止している車椅子の側方に介護者が出てドアを開放、

その後車椅子を通過させる 
 走行中に車椅子の側方について車椅子を誘導する 

 
それぞれの場合において、車椅子および介護者がどのような挙動をとるのかを以下で説明

していく。 
 

 31



前方に閉まっているドアがある場合、車椅子はドアの前で停止し、介護者は車椅子の前

方に出てドアを開けなければならない。 
ドアの前で停止するには、介護者がその場で止まるか、ドアの直前まで来れば車椅子は

緊急停止を行う。車椅子が停止した状態(図 3-19)で介護者は不感領域の中を通り車椅子の前

方に出る。その後、前方のドアを開放する。この時点で、車椅子の前方に取り付けられた

センサはドアが開いた、つまり前方にスペースが開いたことを認識しているが(図 3-20)、介

護者が不感領域の中にいる限り車椅子は動き出すことは無い。ドアを開け、車椅子が通り

抜けられるだけのスペースを確保した後、介護者は再び車椅子の後方に戻り車椅子を部屋

の中まで誘導する(図 3-21)。 
 

 

図 3-19 前方にドアがある状況での周辺環境情報 

 

図 3-20 前方のドアを開放した後の周辺環境情報 
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図 3-21 前方のドアを開放 

 
次に、側方にドアがあり、それを介護者が開放し車椅子を通過させる場合について説明

する。 
側方にドアがあるということはセンサからの情報だけでははっきりとわからない。この

場合は介護者が立ち止まることによって車椅子を停止させる。車椅子が停止した後、介護

者は不感領域の中を通り車椅子の側方に出る。その後、ドアを開放する。ドアを開放する

と車椅子の側方に取り付けられたセンサは車椅子の側方にスペースが開いたことを認識す

る。介護者はまた不感領域の中を通り車椅子の後方につき、車椅子を部屋の中に誘導する(図
3-24)。 
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図 3-22 側方にドアがある状況での周辺環境情報 

 

  

図 3-23 側方のドアを開放した後の周辺環境情報 

図 3-22 は側方のドアが閉まっているときの環境情報である。これに対し、図 3-23 は側

方のドアを開いた後の環境情報である。周囲の障害物との距離を示すグラフを見比べると、

ドアを開ける前と比べ、開けた後では 120[deg]付近、すなわち車椅子の左前方の障害物と

の距離が大きく開いたのがわかる。ドアを開ける前では壁と認識されていた部分が空間と

認識されることで、その空間への移動が可能になる。 
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図 3-24 側方のドアを開放 

 
最後に、介護者がエレベータのボタンを押し、車椅子をエレベータ内に誘導する状況に

ついて説明する。 
この状況に関しては、ドアを開けて内部に誘導する場合とほぼ同様の手順で実行可能だ

が、介護者がエレベータの昇降ボタンを押していないと車椅子が通過中であるのにもかか

わらずドアが閉まってしまう恐れがある。そこで、エレベータのドアが開いたことを確認

したら、車椅子が自動でエレベータ内部に入るようにする。 
エレベータのドアが閉まっているときとエレベータのドアが開放された後の周辺環境情

報の違いは、車椅子の前方、つまりセンサ範囲の 90[deg]を中心とした 30[deg]にわたるス

ペースに障害物が無くなっていることである。そこで、システムは車椅子が停止していて、

なおかつ前方 30[deg]の範囲に障害物が無くなった、すなわち履歴との差分をとって値が大

きくなっていることを確認した場合、エレベータのドアが開いたものと認識し前進を開始

する。エレベータ内部に入りしばらく前進を続ければ緊急停止がかかり車椅子はエレベー

タ内部で停止する(図 3-27)。 
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図 3-25 前方のエレベータがしまっている状況での周辺環境情報 

 

  

図 3-26 前方のエレベータを開放した状況での周辺環境情報 

 
図 3-25 は前方にエレベータがあり、まだ閉まっているときの環境情報である。これに対

し図 3-26 は介護者がボタンを押し、ドアが開いたときの環境情報である。グラフを見比べ

ると、開ける前と開けた後では 90[deg]付近すなわち前方のデータに変動があることがわか

る。開ける前では前方のデータは約 0.5[m]の間隔しかないが、開けた後では約 2.5[m]の間

隔があいている。このデータの差を、履歴との差分によって求め、前方のデータが多く区

開いていることを確認すると車椅子に発進の命令を出し、エレベータ内部に進行する。 
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図 3-27 エレベータを開放 
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第4章 実験 

4.1 音声操作システムに関する実験 

4.1.1 音声の認識精度に関する実験 

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 4-1 音声認識精度の実験結果 

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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4.1.2 曲がり角、障害物を含む廊下での走行実験 

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 4-1 音声操作による車椅子の走行実験 
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表 4-2 音声操作システムに関する走行実験の結果 

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 4-2 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。 

4.2 介護者に協調動作するシステムに関する実験 

4.2.1 不感領域を利用した行動に関する実験 

第３章で述べたように、本研究では車椅子の周囲に不感領域を設けることによって介護

者の動きに車椅子が追随した時に生じる不都合を解決することを提案した。 
これに対して、不感領域を設けることによって実環境で遭遇し得る状況に対処できるか

どうかの実験を行った。 
前方にドアがある状況、側方にドアがある状況、エレベータについてそれぞれ介護者が

ドアを開け車椅子を通過させるということを行った。介護者が車椅子の前や横に出たとき
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に車椅子が反応して動いてしまったり、開けたドアを通過することができなかったり衝突

してしまった場合は失敗とし、無事にドアを通過できた場合を成功としてそれぞれ１０回

ずつ実験を行い、それぞれの原因による失敗回数および成功回数を計測した。また、不感

領域を設けることによって曲がり角を曲がる際に不都合が生じないかを調べるため、同様

に曲がり角でも実験を行った。曲がり角を曲がる際に曲がりきれなかったり、壁と衝突し

てしまったりした場合を失敗、曲がり角を無事に曲がり終えた場合を成功として、これも

１０回実験を行い、失敗回数および成功回数を計測した。 
 

   

図 4-2 不感領域を利用した行動に関する実験 

(左から前方にドア、側方にドア、前方にエレベータがある場合) 

 

図 4-3 不感領域を利用した場合の曲がり角での実験 
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表 4-3 不感領域を利用した行動に関する実験結果 

 前方にドアがあ

る場合 
側方にドアが

ある場合 
前方にエレベータ

がある場合 曲がり角 

成功回数 9 9 7 10 

衝突による 
失敗回数 1 1 2 0 

車椅子誤作動に 
よる失敗回数 0 0 1 0 

総実験回数 10 10 10 10 

 
実験結果(表 4-3)を見ると、ドアの開放に関しては車椅子の誤作動は全く起きなかった。

これは不感領域内にいる限りは介護者の動きが車椅子に反映されていないということであ

る。不感領域の設定により、問題なく車椅子の前方や側方に出ることができるようになっ

た。衝突による失敗がそれぞれ１回ずつあるが、これはドアの広さと車椅子の幅がほぼ同

じであったための失敗である。また、曲がり角は問題なく曲がれていることがわかる。不

感領域を設けても曲がり角での行動に支障をきたしていないことがわかる。エレベータの

開放に関する実験では 2 回衝突による失敗をしている。これは 2 回ともエレベータ内部に

入ってからの失敗である。エレベータ内部は狭い空間になっているため障害物回避などで

多少動いただけでも衝突してしまう恐れがある。障害物回避と緊急停止の兼ね合いに関し

ては今後も様々な状況を想定していく必要がある。 

4.2.2 廊下による走行実験 

本研究で提唱する、介護者に協調動作する車椅子システムの実用性を確認するため、廊

下での走行実験を行った。実験は、前方のドア、側方のドア、曲がり角など不感領域を利

用することにより解決できる障害物を含むコース(図 4-4)で行う。また、逆周りのコース(図
4-)でも同様にして走行実験を行った。 
各コース共に、ドアの前で車椅子を停止させた後に側方のドアを開けて車椅子を通過さ

せる、同様に前方のドアを通過させるといった不感領域を利用して解決しなければならな

い障害物を備えており、これらの場所で前述のシステムが問題なく作動するかを調べる。

また、本システムでは安全性を重視しているため、壁との衝突が避けられないときには緊

急停止を行うことにしているため、そういった状況に陥った場合手動でのコースへの復帰

が必要になる。この手動操作の回数についても調査した。 
走行実験はそれぞれのコースにおいて１０回ずつ行い、壁との衝突回数、手動操作をし

てコースへの復帰を行った回数を計測した。 
 

 42



 

 

図 4-4 ドアの開閉などを含む長距離の走行実験 

 

表 4-4 介護者に協調動作する車椅子システムの走行実験結果 

 順周りのコース 逆周りのコース 

手動操作回数 6 7 

衝突回数 3 3 

 
以上のような結果(表 4-4)となった。障害物回避や緊急停止を優先的に行っているため壁

と衝突することはほとんど無かった。それでも衝突回数が 0 で無いのは、ドアを通過する

際に擦ってしまうことがあったためである。狭いスペースを通過する際に障害物回避など

を行い、車体を傾けることがあるとどうしても車体の一部を擦ってしまう。今後はドアの

ような狭いスペースを通過する際の振る舞いについて考えていく必要がある。 
壁との衝突回数に比べて、手動操作によるコースへの復帰の回数は多くなってしまって
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いる。これは先にも述べたように障害物回避や緊急停止を優先的に行うようにしているた

め、例えば袋小路に入ってしまうと緊急停止してしまいコースへの復帰が難しくなる、と

いうようなケースが多くなってしまう。また、ドアなどの狭いスペースを通過する際に障

害物回避を行ってしまうと、ドアよりも広いスペースが見つかったときにそちらに針路を

とってしまうことがある。こういった問題が起こる原因の一つとして、センサの精度が低

いということが挙げられる。現状では光電センサによる距離データの取得しか行っていな

いが、今後はカメラによる視覚情報なども用いて周辺環境情報の取得をより正確に行って

いく必要がある。 
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第5章 結論 

5.1 結論 

本論文では、センサによって得られた周辺環境情報を用いて、同一の音声命令に含まれ

るユーザの意図を判別する音声インタフェースおよび、介護者に協調動作する車椅子の制

御システムを提案した。介護者に協調動作するシステムに関しては、これまでシステムの

特性上不可能だった、車椅子の前方や側方での介護者の行動を、不感領域を設けることと

介護者の位置による制御の変化によって実現した。また、それぞれのシステムに関して実

際に廊下で走行実験を行い、安全性や有用性を実証した。 

5.2 今後の課題 

両システム共に、廊下による走行実験では良好な結果が得られたが、実際の運用を考え

るとまだ改善の余地が大いにある。 
音声インタフェースに関しては、現状では左右方向制御の意図判別しか行っておらず、

左右方向制御に関してもフリースペースでの意図判別は困難である。今後はセンサの追加

やカメラによる視覚情報の取得などを伴い、様々な命令に含まれるユーザの意図を判別で

きるようにし、更なるシステムの簡略化を図りたい。 
介護者に協調動作するシステムに関しては、狭いスペースの通過や急激な方向転換によ

る介護者の誤認識などが問題として挙げられる。問題の解決のためには、障害物回避と緊

急停止との兼ね合いについての改善、および介護者認識の認識率の向上などが必要と考え

られる。また、システムを習熟していない人に実際に運用してもらい、どのような問題が

挙げられるかを確認する必要がある。 
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