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概要 

本論文では，介護者と一緒に動く知的車椅子システムの開発を行う．従来の知的車椅

子に関する研究では，自律的に障害物を回避する，あるいは顔の向きで車椅子の進行方向

を決定するといった搭乗者の利便性の向上を目的にしていた．本論文では，他方面からの

アプローチとして車椅子に付き添っていることが多い介護者に着目し，介護者の負担の軽

減するため、介護者の動きに従って動く知的車椅子システムを提案する． 
この車椅子は，電動車椅子に搭載された 2 台の測域センサから得られる車椅子周辺の

介護者の位置情報を用いて，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の横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．また測域センサを用いた周辺環境の観察により壁沿い走行，障

害物回避といった危険回避動作も実現し，また、車椅子に搭載されたカメラから介護者の

顔の肌色を認識し, 介護者本人を確認してから車椅子を走行させることができる。 また、

障害物の回避などにより、介護者の負担を軽減するだけでなく安全な車椅子となっている． 
社会学の手法を用いた人間の行動の分析に基づき, 必要な機能を検討した。ビデオカメ

ラの画像のデータから, 介護者の特徴（顔の肌色）と位置を求める方法を開発し, 画像処理

を用いて介護者の身分の確認をする機能も実現した。この機能を用いることにより、車椅

子利用者と介護者はコミュニケーションしやすい知的車椅子となる． 
また，実際に廊下走行実験を行い，埼玉少年宇宙科学館で実際にデモニストレーショ

ンを行うことによって、この知的車椅子システム提案の有効性を検証する． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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ための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二つの測域センサとウェ

ブカメラによって行う。それぞれのセンサは車椅子の前後に設置され、周辺の障害物の位

置、角度情報を取得する。カメラは車椅子の後方にあるポールの上に設置され、介護者を

認識する。 
車椅子ユーザの負担軽減という観点から、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]。    
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。 

従来の車椅子システムでは、介護者が車椅子の後方を歩くことで制御していた

[12][13][14]。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、介護者の位置や介護者の特徴によるシステム制御の変化をつけて、

被介護者と介護者がコミュニケーションしやすい車椅子システムを提案した。介護者は被

介護者に基本的に連れ添って行動する。その際に被介護者が介護者に対して話しかけると

き、後ろを向いたり、見上げたりする。この光景などから被介護者は必要以上に「介護さ

れる人」として見えてしまう。また、介護者に操られているように見えてしまう。これま
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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カテゴ

リー化されてしまっているための結果である。によって、介護者が車椅子の横にいること

で、介護者が被介護者との対話が簡単に楽しみながらできるのではないかと考えた。 
次に、介護者が車椅子の横にいる場合は車椅子の回りに複数の人が存在する可能性が

ある、このような状況になるとセンサデータのみでは、介護者の認識が困難である。だか

ら、カメラから得られたデータとセンサから得られたデータをともに利用すること必要に

なる。 
 

1.2  問題点の整理 

両機能における問題点は以下の通りである。 
<介護者と一緒に動く機能> 

 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。 
 介護者が車椅子の側方で、追随したときに、車椅子の角度や速度の関係や計算ア

ルゴリズムを検討した。 
<介護者の認識する機能> 

 センサのデータや介護者追随アルゴリズムに基づき、他の人がセンサ走査エリア

に入ったら、機能失効の可能性がある。 
 周囲状況の情報が複雑であり、人間の身分が完璧な認識することが困難なため。

介護者認識するために適当な方法を提案した。 

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。 
車椅子の前後に測域センサを設置することにより、周囲 180[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。
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介護者と一緒に動くシステムでは、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、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、被介護者が介護者とコミュニケーションしやす

い車椅子を誘導することができる。 
介護者の認識機能では、車椅子の後ろにポールがあって、その上にウェブカメラを設

置することにより、実時間で介護者追跡手法として CAMSHIFT Algorithm（以下

CAMSHIFT）を用いる。そして、車椅子の右側に介護者がいて、介護者の角度情報を得る

ことができる。これを利用して介護者の判断や追跡に対応した行動をとれるようにする。

CAMSHIFT とは計算量が少なく、急激な動きの変化や形状変化にも強い Mean Shift 
Algorithm（以下 Mean Shift）を用いた追跡手法の一つである。 

 
 

1.4 本論文の構成 

本論文は，本章と以下に続く6章との計7章で成り立っている．まず，第2章で車椅子の

ハードウェア構成に関して、第3章で自律行動を利用した知的車椅子システムを簡単に述べ

る。そして、第4章ではセンサから周辺環境情報の利用に関して問題を検討する。第5章で

カメラから得られた情報を用いて周辺環境を検討し、センサデータとカメラデータの融合

を検討する。第6章で実際の環境に実験を行い、科学館で展示し、結果についての検討をす

る。 後に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-04LN 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 

 9



図 2-2 は移行する車椅子である．新しい車椅子 TT-JOY は 小回転半径 58cm と小回

りが効き， 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 移行前の新車椅子の概観 

移行後の車椅子の概観を図 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．また，研究として利用するカメラを後方のセンサの上

方に設置した． 
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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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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

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 大となる． 
 

表 2-1 ジョイスティックコントローラ操作と出力信号(電圧)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． 

 

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( 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．測域原理として，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 台用いている． 

 

 
図 2-５ URG-04LX 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

図 2-６ センサの検出領域 

 
 
 
 

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
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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． 

 

2.3 ウェブカメラ 

Qcam® Orbit MP の形状を図 2-7 のように表す。True130 万画素センサを採用してい

るので、より高精度の画像がとれる。縦方向(チルト)は 54 度、横方向(パン)は 128 度まで

対応し、視野角は縦が約 102 度、横が約 189 度であり、カメラの置き場所により広い範囲

と自由度が生まれる。カメラは図 2-7 のように後方のセンサの上方に設置し、カメラの向

き方向は介護者の方である。 

 
 

 
図 2-７ 上方のセンサとカメラ 
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第3章 自律行動を利用した知的車椅子システム 

本研究では、レンジセンサから得られたデータにより、ジョイスティックによるもの

と同等の電圧を出ることによって自律行動が可能になる。 
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と岩瀬が昨年の卒業研究で行っており[12]、本論分ではそれを参

考にしている。 
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3.1 障害物回避 

車椅子の操作において 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、車椅子が自分で完璧な障害物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 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 3-1)。そのよう

なスペースが複数発見された場合には 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 3-1 障害物回避による進路の修正 
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3.2 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。本研究では本研究室の岩瀬の昨年論文を参考した。 
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 3-2)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。 
 

 

図 3-2 壁沿い走行に使用する距離データ 
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第4章 センサから周辺環境情報の利用 

4.1 測域センサによるデータ取得の検討 

 
介護者の位置情報を用いた車椅子制御を行うに当たって，測域センサによる周辺環境

情報を用いる．まず，センサの性能，様々なデータについて検討し，車椅子制御の基本と

なる障害物の前で停止，介護者の動きに合わせた行動制御の手法を述べる．使用する測域

センサは，１台で 240[deg]の扇形の領域をカバーすることができる．そこで，車椅子の前

後の 2 方向にそれぞれ 1 台，計２台の測域センサを用いることにより車椅子における周辺

環境情報の取得を行う． 
このセンサは約 240 度の範囲を 683 ステップで走査する．本論文では１ステップは約

0.35 度であるため，わかりやすさのため３ステップを 1 ステップとしてまとめ，1 ステッ

プあたり約 1.05 度とし，総ステップ数を 228 ステップとする． 

  

4.1.1 距離によるデータ検討 

  まず，センサの距離精度を計測した．(図 4-1)人にセンサから４ｍ離れてセンサの

90[deg]の方向に立ってもらい，計測した．83[step]から 86[step]の値が全て 3928[mm]か
ら 3957[mm]の範囲にある．このことからセンサの距離はごく小さな誤差が生じるが，介護

者の動きを察知するのに 1[cm]程度の動きは必要ないため，問題ないと判断できる．また，

人を検出したステップの前後に 6[mm]というデータが数個程度だが検出されている．これ

は何らかの干渉か，データエラーである．これも１[deg]，２[deg]程度の範囲で介護者や物

体が納まることはほとんどないため，問題ないと判断できる．次に，このセンサの距離範

囲を測るため， 短距離と 長距離を計測した．（図 4-2，図 4-3）走査角度範囲を約 180[deg]
とし，90[deg]の位置に壁が垂直になるよう計測した．ここで，横軸は角度[step]をあらわ

し，縦軸は距離[mm]を表す．図 4-1 の 小の値は 20[mm]であり，センサの外形が中心か

ら 20[mm]であるため，このような値になった．値の大きい部分はセンサの 0[deg]付近，

180[deg]付近である．これは側方の壁との距離を検出している．図 4-3 の 大の値は

4067[mm]である．また， 大距離を越えた値は０となる．検出距離としては 4000[mm]を
超えて多少は計測できるが，たかだか数 cm であるため，データ領域としては４ｍ以内を使

 18



用することとする． 

 

図 ４-1 距離精度 

 

 
 

図 ４-2 短距離 
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図 ４-3 長距離 

 

4.2 センサを用いた車椅子制御 

ここでは，センサを１台用いて車椅子制御を行った．車椅子は前方に障害物があった

場合，障害物の前で停止する．また介護者の位置を判断し，その情報を基に車椅子の進行

方向を決定して，追随する．それぞれ順を追って述べる． 

 

4.2.1 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] 

間での領域を用いる．閾値以下の値が 10[step]分あった場合車椅子を停止させる．本論文で

は，閾値は前方から 1.5[ｍ]としている． 

4.2.2 介護者追随 

本論文では，車椅子に付き添っている介護者は側方にいることを想定している．介護

者と車椅子利用者のコミュニケーションを円滑にするためである． 
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 ( )yx, を定義する．（図 4-4）そして，介護者が動いた

 20



位置の座標 P を求め，デフォルトの位置 N( 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 4-４ 介護者の位置を表す座標 
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第5章 カメラから周辺環境の検討 

前の 1 章では、センサからの周辺環境について検討した。しかし、われわれはセンサ

の測域範囲の中でオブジェクトが存在するかどうかということしか分かってなかった。検

出したものは人間かどうか、こういうことが分かることができなかったし、もし人間であ

れば、介護者かどうか、こういうこともわかることができなかった。同時に複数の人がセ

ンサの測域範囲に入ったら、センサのデータだけにより、判断することが困難である。そ

のため、本研究では、ウェブカメラと画像処理の技術を利用し、介護者を認識、追跡する

ことを提案した。このようなインタフェースを実現するには、人の動作をコンピュータに

認識させることが必要である。そのために実時間で追跡する手法として CAMSHIFT 
Algorithm[17](以下 CAMSHIFT)を用いている。 

色を特徴量とした場合，探索対象物の形状に依らないので，顔の向きや表情変化にロ

バストであると言える．また単にある色を持つ領域を探索するだけなので，探索対象の静，

動は関係なく追跡することができる．その反面，肌色と近い色をもった無関係の物体が背

景中に存在する場合，検出が困難となる(もしくは，検出ができない) という欠点がある．

色情報を用いた顔追跡として CAMSHIFT というツールがある． 
このアルグリズムは入力画像をHSV変換することによって得られる色相値の分布を参

照しながら指定領域周辺の色相値の勾配を検査し、それも勾配のピーク周辺の領域を追跡

するというナンパラメトリングな手法である。このアルゴリズムは、ノイズに対する頑健

性を持ち、目標物追跡領域を前フレームの追跡領域の周辺に限定するため計算量が少ない、

ビデオレートでの処理が可能である。 
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5.1 色のヒストグラム 

色ヒストグラムは、色をいくつかの類似した色のまとまりに分類したものである。簡

単にいうと、赤から紫までの色区分を用意し、画像中の各画素がその区分に分類される。

その結果、赤い画素数、青い画素数といったそれぞれの色の分布が抽出され、その分布の

類似性を評価することができる。 
本研究では、同研究室のメンバーの協力をいただき、図 5-1 のように実際に人間の顔を

入力画像として対応の色のヒストグラムを取った。 
 

 

 

 
図５－１ メンバーのヒストグラム 
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5.2 Back Projection 

カラーイメージおよび色のヒストグラムを与えられて、参照用テーブルとしてヒスト

グラムの使用によって元のカラーイメージから作り出されるイメージは Back-Projection 
のイメージと呼ばれる。ヒストグラムがモデル密度の配分なら、Back-Projection のイメー

ジはカラーイメージのモデルの確率分布である。 

本研究では、同研究室のメンバーの協力をいただき、図 5-2 のように実際に人間の顔を

入力画像として対応の色の Back-Projection 図を取った。 
 

 

 

 
図５－２ メンバーの Back Projection 
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5.3 CAMSHIFT アルゴリズム 

1. 基準フレーム(初期フレーム) において顔領域を矩形で指示(図5-3) 
2. 以下の方法で追跡用画像を作成する 

(a) 原画像をHSV 表色系に変換する 

(注)HSV が値をとる範囲は0 ～ 255 に変換しておく 

(b) (a) で指示した領域中においてH(色相) のヒストグラムを求める(図5-4) 
(c) も頻度の高いH の輝度値を255 とし，他のHについて頻度の割合に応じて輝度

値を算出する(追跡用画像変換テーブル) 

hL ： Hの値がhである画素に対応する追跡用画像の輝度値 

hF ： Hの値がhである画素の指示領域中における頻度 

h： 0 ～ 255． Hの値 

 

               (1) 

 

(d) さらにSとVに輝度画像出力のための 低のしきい値( , ) を固定値として

与える 

STh VTh

                      (2) 

(e) (1)(2) 式に従って追跡用輝度画像(図5-5)を生成 

3. すべてのフレームにおいて追跡用輝度画像を生成する 

4. 輝度画像からMEANSHIFT法(詳細は省略)を用いて探索する 

5. フレーム毎の矩形領域情報が得られる 

  

ズームやパンにより顔領域が変化しても，輝度の山を探索する手法(MEANSHIFT 
Algorithm) で追跡が可能である．また顔の向きが変わっても顔の皮膚領域が残っていれば

追跡が続行できる．すべての映像に対して追跡が可能とは言えないが，顔の向きのおよび

静止・移動に対し，比較的ロバストに図5-6のように追跡が行える．このアルゴリズムを応

用する上で考慮すべきなのは，自動化である．CAMSHIFTの流れは図5-7のように表す。 
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図５-3 追跡目標選択 

 
 
 
 
 

 
図５－４ 選択した目標のヒストグラム 
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図５－５ 選択した目標の Back Projection 

 
 
 

 
図５－６ 目標トラキング 
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図５－７ CAMSHIFT Algorithm の流れ 
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5.4 カメラとセンサ情報の融合 

本研究では、センサから受け取ったデータを分析し、同時に複数の人がセンサの測域

範囲に入ったら、センサのデータだけにより、判断することが困難である。だから、本研

究では、ウェブカメラと画像処理の技術を利用し、介護者を認識、追跡することを提案し

た。この章では、まず、複数の人がいる場合のセンサのデータを検討する。そして、複数

の人がいる場合カメラのデータを検討する。 後に、３種類の状況を分析する。 

5.4.1 複数の人がいる場合センサの検討 

複数の人がいる場合センサからもらったデータを検討する。図 5-8 はセンサから取得し

たデータである、この中では、赤丸は二つの特徴を示す。一つ目は距離が約０．８ｍで、

角度が９９度ぐらいから１１３度ぐらいの位置の対象物が存在する。二つ目は距離が約１．

３ｍで、角度が１４１度から１５５度ぐらいの位置の対象物が存在する。これらは二人の

人のセンサデータである。このセンサから取得したデータに基づいて、分析した結果が実

際の状況に符合である。 
 

 

図５－８ 複数の人の場合判断できるレンジセンサのデータ 

 

図 5-9 の実際状況は上の同じようにとする。データは上の図と同じである。しかし、前

者の隣には壁が存在する。この図では、赤丸が指定するように、谷のようになっているの
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データが一つしかない、距離が約１．３ｍで、角度が１４１度から１５５度ぐらいまでの

ところである。これは一人の人のセンサデータであると判断できる。しかし、29 度から１

１３度までのデータを見て、この中に人間が存在することが判断しにくい。だから、セン

サデータのみでは、分析した結果が実際の状況に符合ではない。 

 
図５－９ 複数の人の場合判断できないレンジセンサのデータ 

 
 
 
 
 
 

5.4.2 複数の人がいる場合カメラの検討 

ここで、複数の人がいる場合のカメラから取得したデータを検討する。図 5-10 はカメ

ラから取得した画像であり、二人の人間が存在している。前章に説明したように、

CAMSHIFT を用いて、モデルの介護者を検出できる。だから、このカメラからも取得した

画像に基づき、分析した結果を予想に符合である。 
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図５－１０ 介護者を検出した画像 

 
 
図 5-11 同様にカメラから取得した画像である、この場合は前章に説明したように、

CAMSHIFT を用いて、モデルの介護者を検出できない。これには二つ原因があると考えら

れる。一つは CAMSHIFT の検出率が１００％ではなく、失敗することがあるということ。

二つ目はこの二人のスキンカラーが類似していること。だから、このカメラからも取得し

た画像に基づき、分析した結果を予想に符合ではない。 
 
 

 

図５－１１ 介護者を検出できない画像 
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5.4.3 複数の人がいる場合アルゴリズムの検討 

本研究では、レンジセンサを用いて介護者を検出し、追跡することになる。しかし、

もし複数の人がセンサ検出エリアに入ったら、車椅子システムは介護者が認識できない可

能性がある。よって、それ他にビジョンの技術を利用して知的車椅子システムを開発した。

次は、車椅子システムの制御の流れを検討する。 
事前にわれわれが介護者の顔をモデル図 5-12 として用意しておく。このシステムが起

動した後、センサが動く。周辺環境の状況のデータを取得して、このときに、取得したデ

ータを分析する。このとき、二つの問題がある。 
Ⅰ. レンジセンサで完全に介護者を検出できる場合図 5-14 のように車椅子システムが

センサのデータにより動く。  

Ⅱ. レンジセンサで介護者を検出できない図 5-13 のような場合はカメラを用いて介護

者を認識する。 

Ⅲ. レンジセンサで二人のうち一人をはっきり検出できる図 5-15 のように場合は、介

護者の情報（距離と角度）を取得する。さて、カメラを利用し、モデルを基づいて、本当

の介護者を認識する。 

Ⅳ. 二人が存在するレンジセンサのデータとカメラのビジョンが両方介護者を検出で

きない場合は車椅子が止まる。 

以下にその流れを示す(図 5-16)。 
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図５－１２ モデル画像 

 

 

 

 

 
図５－１３ 介護者が検出できないレンジセンサのデータ 
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図５－１４ モデルを用いて介護者を検出 

 

 

 

 
図５－１５ モデルを用いて複数人の場合介護者を検出 
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図５－１６ システム制御の流れ 

第6章 実験 

6.1 介護者と一緒に動きに関する実験 

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、介護者と一緒に動く機能を利用することにより廊下

コース(図 6-1)で行う。また、逆周りのコース(図 6-1)でも同様にして走行実験を行った。 
各コース共に、介護者が行進しながら、障害物との距離を注意しなければならない。

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。 
 

 36



 
 

図 6-1 長距離の走行実験 

 

表 6-1 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 8 6 

衝突回数 2 4 

 
以上のような結果(表 6-1)となった。障害物停止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、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、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。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。現状ではレンジ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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6.2 科学館展示実験 

今年初めに埼玉少年科学館で知的車椅子の走行実験が行った。そのときに、二日間久

野先生の説明の上で、実際に車椅子システムを行った。図 6-2 のように、子供たちや関係者

も自分で介護者として体験していただいた。展示した際、反応しなかったことが 2 回あり、

衝突したことも 1 回あった。しかし、子供たちはわれわれが開発していた車椅子システム

に対して興味と感動したことを表現していた。 
 

 

図６－２ 科学館展示実験 
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第7章 結論 

7.1 結論 

本論文では、レンジセンサによって得られた周辺環境情報と CAMSHIFT を利用して

カメラから得られた画像を用いて介護者を認識するインタフェースおよび、介護者と一緒

に動作する車椅子の制御システムを提案した。介護者を認識しながら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、複数の人がいる場合は車椅子シ

ステムが区別す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。 
 

7.2 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. 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．図 7-1 のように障害物回避の際には介

護者が車椅子の横にいるので、この三者の間は距離の問題になる。普通は介護者と障害物

の間の距離が問題なく、もしこの間の距離は車椅子のサイズに合わない場合、このときに

車椅子システムは逆の方向を選択し、障害物を回避してから、元のパースに戻り、介護者

とまた一緒に動き続くことと考えた。 
3. 介護者の認識に関しては、介護者の顔が見えないことがかなりある。この際には本

研究で利用している顔の色による認識、追跡の方法が無効になる。よって、介護者の顔の

色と特徴的な服装の色を合わせ、その情報により認識することと考えた。 
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図７－１ 今後の障害物回避の予想 
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