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概要 

 本論文では，介護者に協調して動作する知的車椅子の開発を行う．以前同研究室では電

動車椅子に搭載された４台の測距センサから得た周辺環境情報を用いて，介護者の速度及

び進行方向に合わせて動作する．介護者は，車椅子を押すことなく車椅子後方をただ歩い

ているだけで，その動きに合わせて車椅子を走行させることができるような知的車椅子を

開発していた．これにより，介護者の負担の軽減と障害物回避などの機能により，安全面

を向上させることができた． 
しかし，以前の電動車椅子は屋外用車椅子であり，回転半径が大きく，重量があり，速

度が非常に遅い．これでは実験や実際の走行に適していなく，正確なデータ検討ができな

いことがわかった．そこで本論文では，以前の測距センサ４台からより小型で高性能であ

る測域センサ２台へと付け替え，また新たな車椅子を用いてハードウェアの軽量化を図る． 
 また，介護者と被介護者がコミュニケーションをとる場合，前後の配置では第三者から

見て不自然であり，社会学的観点から見ると適切でない．この差を軽減するために，介護

者の位置を側方へと移し，並んで進むような車椅子システムを設計した．介護者は車椅子

の側方で行動するだけで，車椅子を押すことなく行動できる． 
 また，実際に走行実験を行い，この車椅子の有用性を示す． 
 

Abstract 

 
In this paper, we propose an intelligent wheelchair moving with caregiver. It has for 

infrared sensors to detect the wheelchair, and runs according to his/her motion. Only 
walking behind the wheelchair without pushing it, he/she can control the wheelchair. 
As a result, the wheelchair can alleviate a burden on the care assistant and the safety 
side was improved by the function of the obstacle avoidance. 

However, the electric wheelchair before is a wheelchair for outdoor, is large the 
radius of gyration, has weight, and the speed is very slow. With this, it has been 
understood not to be suitable for an experiment and an actual running, and not to be 
able to examine accurate data. Then, lightening hardware is attempted by four 
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infrared sensors change two efficient and smaller area detecting sensors. 
Moreover, it is unnatural in arrangement when the caregiver and the patient about 

take communications in view of the third party, and inapposite when seeing from a 
sociological viewpoint. A wheelchair system advanced with moved caregiver’s position 
to the side to reduce this difference, and queued up was designed. The caregiver can 
behave without only acting on the wheelchair side, and pushing the wheelchair.  

Moreover, the running experiment is actually conducted, and the utility of this 
wheelchair is shown.
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第1章 序論 

1.1 背景 

近年の日本は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

うなシステム開発が必要となってきている． 
 そこで本論文では，知的車椅子，すなわち完全自立で実環境中を走行することは困難で

ある以上，人間の操作を軽減・補助するという意味で知的な車椅子の開発を行う．車椅子

は体が不自由な人にとって重要な移動手段である．高齢化社会の到来により日常生活に介

助を必要とする高齢者が増えるため，より安全で快適に使用できる車椅子の需要がますま

す高まってきている．  
 また，社会学的観点から見た車椅子利用者と介護者の関係についても考える．車椅子利

用者すなわち被介護者は外出するときなどほとんどの場合において介護者と行動する．し

かし，第３者から見た場合において，被介護者は必要以上に介護されている人間として見

られてしまう傾向がある．これは被介護者の人格を否定していることになり，精神的苦痛

でもある．第３者からどのように見えるのかが重要であり，これを解決するためのシステ

ムを開発する必要がある． 
 
 
 

1.2 従来の研究と問題点 

 本論文では，まず高齢者と障害者の介護支援における問題点についてあげる． 
 車椅子を用いた介護における問題点は，車椅子搭乗者における問題と介護者における問

題がある．まず前者において，車椅子を必要とする下半身が不自由な人は，上半身の状態

や精神的な障害によって用いられる車椅子が変わってくる．まず下半身が不自由な人の状

態を以下の３つに分類し，それぞれの状態における問題点を示す． 
 



(1) 手動の車椅子を操作することができる 
(2) 手動の車椅子を操作することはできないが，電動の車椅子を操作することが
できる． 

(3) 電動の車椅子すら操作できない． 
 (1)においては，手動の車椅子を用いているため，搭乗者の負担が大きいことが考えられ
る．しかし，リハビリテーションの観点から，体が不自由な人において健全である機能は

なるべく利用するようにしなければならない．こうした観点から本論文では問題点として

取り上げない． 
 (2)においては，下半身が不自由でかつ上半身の機能にもある程度制限がある人が該当す
る．一般的な電動車椅子では車椅子の操作をジョイスティック状のコントローラ等で行う

のだが，ジョイスティックコントローラの操作性や，体の不自由な人の状態などの要因に

より意図と反した動作を車椅子がしてしまうことが多々ある．そのような場合において，

センサなどを用いて周辺環境の情報を利用し，障害物に対して自立的な回避行動を行うよ

うなシステムの研究がなされている．[1][2]また，手などにも障害を持っている人は，上半
身の動かすことのできる部分を使って操作することのできる車椅子の研究が行われている．

[3][4] 
 (3)においては，下半身のみならず上半身においても障害を持つ，もしくは精神的な障害
により車椅子を操作できない人が該当する．このような場合は，介護者が車椅子を押して

体の不自由な人の移動を助けなければならない．これを解決する方法として，完全自律移

動の車椅子を用いることが考えられるが，これは病院内など限られたスペースに限定しな

いと実現困難であり，あらゆる場所へ移動することはできない． 
 また後者の介護者における問題点としては，介護者の負担が大きいということがあげら

れる．(3)のような人を介護する場合，毎日のように車椅子を押すことにより，体の不自由
な人の移動を手助けしなければならない．また，(1)(2)のような場合でも，乗り降りの際な
どで手助けしなければならないことが多い．精神面に関しても「いつまで続くのかわから

ない」「誰も手伝ってくれる人がいない」というような負担がある．このように介護者にか

かる負担は大きいものであるにもかかわらず，体の不自由な人の社会参加を促すという観

点から一般的に研究の対象にはならず，健全である介護者にはあまり目が向けられていな

い． 
 そこで同研究室では，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を開発した．[5]車椅子後方で介護者が行動し，それに協調して車
椅子は行動する．障害物回避や壁沿い走行などにより安全面も考慮し，ドアやエレベータ

の場面においても対応している．[6] 
 しかし，この実装された車椅子はハードウェアが重く，動作が鈍く，回転半径も大きい

屋外用の車椅子のため，限られたスペースで動くのには適していない．実際の走行を想定

した実験を行うときなどに，これでは適切な結果が期待できない．より使用者の意図に合
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った行動をできる車椅子にするため，軽量化する必要がある． 
また，社会学的観点から見ると車椅子利用者と介護者がともに行動するとき，第３者は

車椅子利用者を必要以上に介護される人として認識していることがわかった．車椅子利用

者が介護者に話しかけるとき，後ろを見たり見上げたりする光景などからである．これで

は車椅子利用者は介護者に操られているかのような印象を受ける．これまでの研究では操

作が容易であるとか安全であるとかいうことしか考えてなかった。車椅子利用者の人格を

尊重するためにも他人から自立して動いているように見える必要がある。そこで、状況に

よって介護者のほうを見たり、必要な方向を見たりすることができれば、自立的に見える

のではないかと考えた。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分類されてしまって

いるという結果である。 

1.3  目的 

 前節において，車椅子を用いた介護における問題点を，車椅子搭乗者に置ける問題，介

護者における問題，社会学的観点から見た問題という３点に分類した．この問題点におい

て車椅子搭乗者の問題を解決する研究はなされている．また，介護者の負担を軽減すると

いう研究は，同研究室の吉村が行っていた．吉村の研究はドアの通過，エレベータの乗降

のような場面にも対応している．もう１つ別の問題点として，ハードウェアが適切でない

ことがあげられた． 
 そこで，本論文では社会学的観点から見た車椅子搭乗者と介護者の立場における問題点

に着目し，両者のコミュニケーションを円滑にするシステムの開発を目的とする．また，

その研究に向けて適切なハードウェアの設計・構築を行い，今後の研究の準備とすること

を目的とする． 
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1.4  問題点の整理 

問題点は以下にまとめる。 
<新しい車椅子へのシステムの移行> 
 
 旧車椅子は屋外用の車椅子であり，動作が鈍く，重い． 
 より実環境での走行へと近づけるため，軽量化を図る必要がある． 

 
<介護者と一緒に動く車椅子システム> 
 
 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。 
 被介護者が自律的に行動しているように見えるような車椅子システムを構築する必要

がある． 

1.5  解決方法 

 本論文では，以下のことを行った． 
1. 旧車椅子システムから新車椅子システムへの移行 
2. 小型測域センサによる周辺環境情報の取得法の検討 
3. センサによる様々なデータの検討 
4. 測域センサを利用した基本的な車椅子制御 
① 障害物検知 
② 側方における介護者の追随 

 まず，新しいハードウェアを用意し，ホストコンピュータから操作できるような回路を

設計する．また，従来の車椅子ではセンサを４つ使っていたが，軽量化と性能を向上させ

るため，小型測域センサを２つ用いて周辺県境情報を取得する．測域センサを車椅子に設

置することにより，周囲の距離情報と角度情報を得ることができる．この周辺環境の情報

を検討・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．  
 実際にセンサのデータを利用して，この車椅子の基本となる動作を実装した．まず，安

全面から障害物の発見，介護者とともに行動することが基本となることから，介護者を側

方で認識し，追随するようなアルゴリズムを設計した．これにより，今後の研究の基礎を
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構築する． 
 

1.6  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，システムの移行について，第３章で測域センサによる周辺環境情報

の取得法，および介護者に協調動作する知的車椅子の制御手法を述べる．そして，第４章

でセンサの性能を調べるためのセンサデータの検討と，介護者に協調動作する知的車椅子

システムを実際に動かすことで検証する．最後に第５章で本論文のまとめと今後の課題を

示す．
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第2章 知的車椅子システム構成 

2.1 ハードウェア構成 

本研究で用いられる知的車椅子(図 2-3)を構成するハードウェアは以下の通りである 
 ホストコンピュータ：DELL INSPIRON 2002 （Pentium(R)M 1.70GHz）  
  －DA変換カード：テクノシステム TSDAC-0412 

 測域センサ：北陽電機 測域センサ URG-04LX 

 電動車椅子：松永製作所 ６輪電動車椅子 TT-JOY 

本論文では，軽量化を図るためホストコンピュータとしてノート型のパソコンを用い

る．まず，車椅子操作用の電圧出力のためにホストコンピュータの PCMCIA カードスロッ

トより DA変換カードを用いる．また，軽量化と周辺環境を認識するため小型の測域センサ

URG-04LXを用いる．センサは２台用い，USBポートよりセンサデータを取得することを

行う． 

下に図を示す．図 2-1は本研究室で今まで使用していたものである．4台のセンサを前
後左右に設置している． 
 

 

図 2-1 知的車椅子の概観 
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図 2-2 は移行する車椅子である．新しい車椅子 TT-JOY は最小回転半径 58cm と小回
りが効き，最高時速は 4.5km，重量は 29.5kgとかなり小さな車椅子である．室内用であり，
曲がり角でもスムーズな動きができる． 

 

 

図 2-2 車椅子の初期状態 

移行後の車椅子の概観を下の図 2-3 に示す．センサは 2 台設置し，一つは車椅子の後
方の上部に設置し，もう一つは前方に設置した．前方は車椅子利用者が乗り降りすること

を考え，搭乗口より左寄りに設置した．(図 2-4)また，今後の研究として利用するであろう
カメラを後方のセンサの上方に設置した．(図 2-5) 
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図 2-3 移行後の車椅子の概観 

 

 

図 2-4 前方のセンサ 
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図 2-5 側方のセンサとカメラの位置 

 

2.2車椅子制御信号 

車椅子の操作は，車椅子のジョイスティックコントローラにおける信号出力機能と同

等の出力を PC側から行うことにより実現する．ジョイスティックコントローラ操作と出力
信号の関係は表 2-1のようになっている．出力信号は，前後操作用と左右操作用の２つの電
圧出力値で決まる．前後操作用の信号は，0[V]から 1.7[V]の間の電圧出力は後退信号で，
0[V]において全速後退である．また 1.7[V]から 2.9[V]の間の電圧出力は停止信号を出力す
る．2.9[V]から 5[V]の間の電圧出力は前進信号であり，5[V]において全速前進となる． 

左右操作用の信号は 0[V]から 1.7[V]の間の電圧出力は右方向で，0[V]において右方向
最大である．また 1.7[V]から 2.9[V]の間の電圧出力は停止信号であり，中央方向となる．
2.9[V]から 5[V]の間の電圧出力は左方向であり，5[V]において左方向最大となる． 
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表 2-1 出力電圧と方向の関係 

 

 
 

表 2-1と同等の出力をホストコンピュータから得るために，DA変換カードを利用する．

DA変換カードは４チャンネルあり，各チャンネルの 0[V]から 4.095[V]を出力することが可

能である．そこで，DA変換カードの各チャンネルのうち 1CHを前後方向の制御，2CHを

左右方向の制御に使用する．また，ジョイスティックによる信号出力部分をスイッチによ

り切り替えることを可能にし，ホストコンピュータからの信号も車椅子側に出力できるよ

うにした．これにより，ホストコンピュータから DA変換カードを通して適当な電圧を出力

することにより，車椅子の操作が可能となる． 

しかし，新しい車椅子は安全のためポテンションメータがあり，急激な電圧の変化が

あるとブザーがなり急停止する仕組みになっている．ジョイスティック側は，まずスイッ

チを入れたときは，停止電圧が出力される．ホストコンピュータに切り替えて電圧を出力

するような回路では，切り替えた瞬間に０[v]が出力されてしまい．停止電圧からの電圧差

により急停止してしまう．この仕組みを回避する回路を設計した．まずジョイスティック

側のスイッチを入れ，停止電圧を出力する．そしてホストコンピュータから同等の電圧を

出力し，コントローラスイッチを切り替える．最後にジョイスティック側の電圧を遮断す

ることで，ホストコンピュータからの操作が可能となるようにした．（図 2-6，図 2-7） 
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図 2-6 コントローラ変更前 

 

図 2-7 コントローラ変更後

 

下の表 2-8から表 2-11は電圧と速度の関係である．これは搭乗者がいる場合である．
この場合の搭乗者は20歳の男性の平均に近い身長172.0[cm]，体重65.0[kg]の男性である．
計算方法は２[ｍ]の距離を動いたときにかかった時間との関係により求めている．速度は少
数第 2位までを用い，３位以下を四捨五入している． 
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図 2-8 後退速度と電圧の関係(搭乗者あり) 

 

図 2-9 前進速度と電圧の関係（搭乗者あり） 
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図 2-10 右回転速度と電圧の関係（搭乗者あり） 

 

図 2-11 左回転速度と電圧の関係（搭乗者あり） 

2.3 測域センサ 

本論文では，車椅子の周辺環境を認識するために測域センサを用いる．測域センサは，

北陽電機製 測域センサ URG-04LXである．センサの動作原理は，赤外レーザ(波長 785nm)
光により，半円状のフィールドを 0.36 度ピッチで(最大 683 ステップ)240 度スキャンし，
対象物との距離と方向を検出できる．測距原理として，光の飛行時間による位相差方式を
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使っているため，色や表面の光沢の影響が比較的少なく安定した検出ができる． 
本論文では測域センサを前後の計 2台設置している． 

 

図 2-12 URG-04LX 

 

 

 

図 2-13 センサの検出領域 
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２台のセンサの取り付け位置は，車椅子の中心を(0,0)とすると，前方のセンサ
F(0.4,0.2)，後方のセンサ(-0.3,0.2)の位置に取り付けられている．ただし，単位はm とす
る．ここで，前方のセンサが車椅子の中心から，右に 0.2[m]ずれているが，これは車椅子
搭乗者が乗り降りできるようにするためである．センサの検出領域が 240 度であるため，
このずれは問題ないものである． 

 

 

図 2-14 センサの取り付けられた位置 
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第3章 測域センサによる周辺環境情報の取得 

 介護者の位置の情報を用いた車椅子制御を行うに当たって，測域センサを用いた環境情

報の取得手法を述べる．続いてセンサの性能を調べるためにさまざまな対象物をいろんな

条件に分けて認識する．それらによって得られたデータを検討し，センサの性能を調べる．

最後にセンサデータを用いた車椅子制御の基本的な機能を述べる． 
 

3.1 周辺環境情報の取得 

 車椅子の周辺環境の情報を取得する方法として，本論文では測域センサを用いる．使用

する測域センサは，１台で 240[deg]の半円状のフィールド(半径４[ｍ]以内のデータを利用)
をカバーすることができる．このセンサはステップ角を利用している．１[step]は約
0.36[deg]であり，最大で 683[step]を走査することができる．走査方向は反時計回りに走査
する．本論文では３[step]を１[step]としてまとめ，1[step]は約 1.05[deg]とし，最大ステッ
プ数を 228[step]としてみなす．このようにして周辺環境の情報を取得する， 
 新しい車椅子ではこの測域センサを２台使用する．測域センサで検出できる最大の範囲

は図 3-1のとおりである．４[m]以上のデータはエラー値（16[mm]）としている． 

 

図 3-1 センサ検出領域 
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3.2センサの性能 

  
ここではセンサの性能について調べる．まず，最初に検出可能な最大距離，最小距離を

調べ，その精度を検討する．同様に,色によるセンサの誤差がないかどうかを調べる． 

 

3.2.1距離によるデータ検討 

  
 本論文で利用する測域センサ(北陽電機製 測域センサ URG-04LX)の最大距離と最小距離

の測定を行った．実験は，センサを固定し遠方に大きな板を立て，最大距離を測定した．

また，最小距離はセンサを壁に接触させ，測定を行った．値はそれぞれ 10 回測定し，その

平均値を載せた．図 3-2 は最大距離を測ったときの位置関係の概要である．図 3-3 は最大

距離のデータである．図 3-5 は最小距離のデータである．最大距離の最大の値は図 3-2 の

ように測定したとすると，一番大きいステップの値が最も大きくなり，4069.2[mm]であっ

た．そのすぐ次のステップは検出されたりされなかったりと不安定で，されたときの最大

値は 4095[mm]である．よって最大測定距離は 4100[mm]程度だと推測できる．しかし，4[ｍ]

以上離れたときのエラーの値が表示されることがあり，とても不安定なため，本論文では

信頼できる値の範囲は４[m]以内とする．また，最小値を測定した．最も小さかった平均値

は 21.2[mm]，それぞれの値では 20[mm]であった．ここでセンサの中心から外形までが，

0.02[m]である．図 3-4 ではほとんどの値が 20[mm]から 30[mm]の範囲に収まっている．こ

の程度の誤差は対象物を検出する上で無視できる値である． 
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図 3-2 最大距離の測定図 

 

図 3-3 最大距離

 

 

 

図 3-4 最小距離の測定図 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

図 3-5 最小距離 
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3.2.2色によるデータ検討 

 本論文で利用する測域センサ(北陽電機製 測域センサ URG-04LX)の色による変化・影響が

あるかを調べるための実験をした．実験は，センサを固定し正面方向（120[deg]）距離２

[m]の位置に白と黒の服を着た人に立ってもらい，測定した．服は白で光沢のない服，黒で

光沢のない服，白で光沢のある服，黒で光沢のある服の合計４種類を測定した．測定回数

は 1種類につき 30 回行い，その平均値をとり，グラフにした．（図 3-6 から図 3-17） 

 

 

図 3-6 白い光沢のない服 

 

 

図 3-7 服のアップ 

 

 

図 3-8 センサ結果
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図 3-9 黒い光沢のない服 

 

図 3-10 服のアップ 

 

図 3-11 センサ結果 
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図 3-12 白い光沢のある服 

 

図 3-13 服のアップ

 

 

図 3-14 センサ結果 
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図 3-15 黒い光沢のある服 

 

図 3-16 服のアップ

 

 

図 3-17 センサ結果 

 ここで図 3-6から図 3-11に着目すると，白は大体２[m]の位置に介護者が検出できている
が，黒の場合おかしな値になっている．距離に関しても２[m]からほど遠い．これはセンサ
のレーザ光が何らかの影響を受けてしまっていると考えられる．図 3-12 から図 3-17 まで
の結果を見ると両方とも同じようなデータが取れている．このことから，データの違いは

服の色には関係なく，素材の問題だと考えられる．つまり，このことから介護者の服装に

よっては正しい位置情報が得られないことがあると予測できる． 

3.3 車椅子の機能 

 
 ここでは，本論文で開発した知的車椅子の各機能について述べる．本機能はそれぞれセ

ンサを１つだけ用いて開発した基礎的なアルゴリズムである．本車椅子は，安全を確保す
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る障害物の前で停止する．また，介護者の位置情報を測域センサで読み取り，その情報を

もとに車椅子の進行方向，および速度を決定する機能を持つ．それぞれ順を追って述べる． 
 

3.3.1障害物の前で停止 

 車椅子を操作する上で危険となるのは障害物との衝突である．そこで，衝突を回避する

ために進行方向に障害物がある場合その直前で停止するという機能を持つ． 
 本機能は，前方の測域センサから得られる周辺環境データのうち，90[deg]から 150[deg]
までの領域を用いる．この領域に閾値以下の値が存在する場合，それがデータエラーの数

値（16[mm]の場合が多い）でないときに停止する．閾値はセンサ前方から 1.5[m]としてい
る． 

3.3.2介護者の位置による制御 

 本機能は，側方の測域センサから得られる周辺環境データのうち 120[deg]から 210[deg]
までの領域を用いる．周辺環境の情報を三角関数により，センサを中心とした座標系に変

換し，介護者がいるべき位置 N を定義する．（図 3-18）そして，介護者が動いた位置
の座標 P を求め，デフォルトの位置 N

( yx, )
)( 1,1 yx ( )yx, との差を求める．そのときの値が閾値

により判断され，車椅子の動きを制御する．車椅子の振る舞いとしては，前方，左前方，

右前方，停止，右旋回の５つである．それぞれにおいて，速度は一定の値を出力している． 
 介護者は車椅子のセンサから，0.4[m]から 1.5[m]の間にいることと仮定している． 

 

図 3-18 介護者追随法
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第 4章  実験 

 
本章では、まず本論分で使用するセンサの距離測定の精度実験を行った．次に第 3 章で述
べた介護者に協調動作する知的車椅子制御システムの走行実験を行った．実験はすべて室

内環境である． 

4.1 測域センサの距離測定 

本論文で使用するセンサの距離測定の実験を行った．実験は，センサを固定し幅 11.5[cm]
の白い箱を移動させて行った．また，測定距離はセンサから得られるデータ(240[deg]，
228[step])のうち 114番目のデータ，すなわち正面右か 0.82[deg]から正面左約 0.23[deg]の
約 1.05[deg]の範囲を検出したデータを用いる．本実験は，センサとはこの距離を 0.4[m]
から 0.4[m]刻みに 4.0[m]まで変化させて行った． 
 結果は，表 4-1と図 4-1に示した． 

表 4-1 測域センサの測定距離と平均誤差と最大誤差の関係（10回の測定より） 
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図 4-1 測域センサの測定距離と平均誤差と最大誤差 

 
結果より，センサから得られるデータの距離が増えるにつれて誤差が増加しているのが

わかる．また平均誤差は距離に応じて大きくなる．しかし，測定距離からどれも誤差 0.01[m]
未満でしかない． 
 本論文では，測域センサを車椅子の周辺環境情報を取得するために用いている．車椅子

においてセンサのデータに最も左右されることは障害物回避機能である．センサデータに

よっては障害物に衝突するということはあってはならない．本実験ではセンサから得られ

るデータの誤差が最大でも 0.61%であった．これより，センサのデータに誤差があったと
しても無視できる程度のものなので，誤動作することはないと考えられる． 
 また，近い物体を検出するときなどでも（実験における 1[m]以内），誤差が最大で 7[mm]
であり，非常に高い精度を持っている．よって，壁沿い走行などによる障害物と近づいた

場合においても安定した制御ができる． 

4.2 介護者に協調して動作する 

 実験は図 4-2のようなコースを車椅子の速度を一意に定め，それぞれ 10回ずつ行った． 
車椅子の速度は，前進の速度を 3.6[v]，0.47[m/s]と定め，左回りは前進より 0.2[v]少なく，
0.29[m/s]，回転速度を 3.6[v]，0.34[2π/s]とし，右回りは前進より 0.2[v]高く，0.61[m/s]，

 29



回転速度を 0.4[v]，0.95[2π/s]として行った．使うセンサの領域は 120[deg]から 210[deg]
の範囲である．実験は室内で行ったため，十分な広さを得ることができなかったため，セ

ンサの検出範囲を最大 1.5[m]としている． 
 介護者の初期位置を N(0.5[m]，0.5[m])とし，介護者が動いた位置 P ( との差が，閾

値を超えると動作に入る．今回は図 4-2からもわかるように，介護者は前進，左方向前進，
右方向前進，停止の４動作しか必要としない．そこで前進方向を０以上と定める．まず，

停止領域を 0.3[m]とし，左右に動かして動作を確認した．(図 4-3) 結果は表 4-2に表す． 

)yx,

 

 

図 4-2 実験のコース 

 

図 4-3 実験の動作領域 

 30



表 4-2 実験の結果 

 

 実験の結果から，最も成功したのは <0，dx >300の閾値である．しかし，左に曲がる
際，車椅子との距離が近く，何度か衝突をしたのはこの範囲だけである．これは安全面の

関係から好ましくない．また，右回りの際に介護者は車椅子から最も離れる． <200，
>500のときは左回りのときは好ましい距離感覚であったが，右回りの反応が遅く，ゴー

ル地点では介護者と大分離れた位置に停止してしまった．dx <100， >400のときは，成
功回数こそ最も低いが，成功したときの車椅子との距離，動作は最も好ましいものがあっ

た．失敗の原因はセンサのスキャン領域の問題であると考えられる．室内環境ということ

もあり，介護者をスキャンする領域が 1.5[ｍ]以内であるためである．そこで，左右方向の
領域を変化させ，車椅子の動作を検証した．(表 4-3) 

dx

dx
dx

dx

 

表 4-3 実験２の結果 

 
 

dx <300， >300 と <400， >400 の二つは，全身領域が極端に狭い．線上で
ある． <300， >300 の時こそ成功回数が多いが，介護者が前進しているときにゆ
らゆらと挙動不審な行動をとる．滑らかに動かないため，好ましくない． <400，

>400の領域では，右方向に曲がる際，車椅子は介護者を見失ってしまう．閾値が大
きすぎるからである．また， <200， >300 ， <300， >400 に関しては到着
するまでの動作としては好ましいが，左方向に過敏に反応してしまい，ゴール地点では

dx dx dx
dx dx

dx
dx

dx dx dx dx
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左のほうを向いて停止する． <100， >300 ， <200， >400 の領域は，好ま
しい動作であった．１度だけ失敗しているのはやはりスキャンの領域が狭いためである

と考えられる．このことから，本論分では適した前進領域の幅を 0.2[m]と定め，以下の
ような追随を行った． 

dx dx dx dx

 

図 4-4 介護者追随の実験コース 

 

 

図 4-5 介護者追随の動作領域 

 ここで，使ったセンサの範囲は 75[deg]から 210[deg]の領域である．後ろ方向へ進むため
に後方の領域と右方向の領域を新たに加えた．実験結果を以下に示す． 
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図 4-6 介護者追随実験 

 図 4-6は，１で介護者が車椅子側方から介護者自身の前方へ向かって進んでいる．２で左
方向へ向かって移動し，３で再び１の方向へ向かって進んでいる．４の時点で介護者は後

ろを向き，１とは逆の方向へ向かって進む．２，３と同様に左右に動き，進んでいるのが

５である．そして介護者がスタート地点で停止すると車椅子も停止する．以上の動作を車

椅子は滑らかに走行することができた．しかし，方向を変える際に車椅子は介護者に遅れ

をとるケースがしばしばみられるため，今後は介護者の歩く速度や，車椅子との差の広が

り具合などで速度を制御する必要がある．  
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第 5章  結論 

5.1 結論 

 本論文では，車椅子を用いた介護における介護者の負担を軽減させるシステム開発のた

めの基礎的な操作，将来へ向けての準備を行った．また，実際に基本となるアルゴリズム

を実装し，障害物の前で停止，介護者に協調して車椅子を制御することに成功した．これ

により，今後の研究の準備ができたといえる． 
 しかし，本論文ではあくまで基本的な制御しか行っておらず，周辺環境の領域をより増

やしたときの介護者の認知方法，センサを２つ用いた周辺環境情報の利用による制御，介

護者の歩く速度や車椅子とはなれたときの速度の変化においてなどまだまだ検討の余地が

ある．また，センサによる情報だけでは足りない部分が多い． 

5.2 今後の課題 

 今後の課題について以下にまとめる． 
1. 車椅子の制御に関してまだまだシステムは不安定である．同研究室の吉村が作り上

げた機能の実装を進め，また速度の変化に応じた電圧出力をするアルゴリズムを作る必要

がある． 
2. 介護者に協調動作するシステムに関して、障害物回避などとの統合のため，センサ

を複数台用いた制御アルゴリズムが必要であると考えられる． 
3. 介護者の認識において、介護者検知領域に複数の介護者と思われる物体が存在する

とき，センサだけでは判断がつかない．今後はカメラとの併用により，介護者を認識する

ような工夫が必要となる． 
4. 前方の障害物を回避する際に，周囲の状況によって左右どちらに避けるか，また避

けた後介護者を再び認識するアルゴリズムを考える． 
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