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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．以前私が所属する研

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車椅子の開発を行っていた．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，障害物回避などの機能と組み合わせることで，介護者の負担がなく，ま

た，安全なシステムを構築することができた． 
このシステムは車椅子が後方の介護者の動きに合わせて動作する．しかし，介護者と車

椅子使用者がコミュニケーションをとる際，前後の配置では車椅子使用者は介護者の顔を

見ることはできず，見ようとすると大きく後ろを振り返らなければならない．これは他人

から見た場合，不自然であり，車椅子使用者が独立した個人として見られないという問題

がある．  
そこで，この問題を軽減するために，介護者の位置を車椅子の側方へと移し，並んでお

しゃべりをしながら進むことができるような車椅子を設計した．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，また並んで歩くことで気軽に自然なコ

ミュニケーションができると考える． 
 また，コミュニケーション支援の一つとして，ミュージアムを一緒に歩いて回れるよう

な鑑賞支援システムを提案する．車椅子は介護者を認識し，普段は介護者を追随して動く．

介護者が鑑賞物に興味を示し，立ち止まった場合，車椅子はそれを見やすい位置へと自動

的に移動し，鑑賞物を見ながら会話をする．鑑賞が終わるとまた追随行動に移る．これに

よって，全て自動で動くため，介護者には負担がなく，またスムーズに追跡することによ

って，車椅子使用者が自律的に行動しているように見えるシステムの開発を行った． 
 
 
 
 
 
 
 



第1章 序論 

1.1 背景 

近年，高齢化や少子化の進行に伴い，高齢者や障害者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，少ない人材で効率的な介護が行えるように，ある程度の自律移

動を行う知的車椅子の開発が求められている[1][2]．実際には車椅子が完全自律で実環境中

を走行することは非常に困難であるため，人間の操作を軽減・補助するような車椅子の研

究が行われている．車椅子使用者の操作負担の軽減を目的とした，視線，音声，顔の向き

などによるインターフェースの研究[3][4]などはいくつか行われているものの，車椅子使用

者に付き添う介護者について考慮されているものは少ない． 
車椅子使用者が１人で自由に出歩くことができれば もよいが，実際には介護者と一緒

に出かけることが大半である．つまり，私たちは車椅子自体の自動化機能，ユーザーイン

ターフェースに加え，介護者の負担の軽減について考える必要がある．そこで，私たちは

介護者に協調動作する車椅子の開発を行ってきた[5]． 
また，介護者は車椅子を後方から押す．このような状況では介護者と車椅子使用者の関

係が対等に見られないという問題が，社会学によって指摘されている[6]．現在の車椅子は

ジョイスティックによる操作ができるなど，非常に簡単な操作が多くなってきているが，

ただ単に介護者について行動しているだけでは，他人からは車椅子使用者が独立した個人

として見られない．また，車椅子使用者が自身による操作が困難である場合，介護者が全

てを担うため，負担が大きい． 
本論文では，この介護者の負担の軽減と，車椅子使用者と介護者の関係の見られ方とい

う観点から，以上の問題を解決できるロボット車椅子システムを提案する． 

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，車椅子使用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 
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(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，車椅子使用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．[7]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

[8][9]． 
 (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，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． 
また，社会学の観点から見ると，車椅子使用者と介護者がともに行動するとき，第３者

は車椅子使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．悪く言え

ば，車椅子使用者が介護者に操られているかのような印象を受けてしまう．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．車椅子使用者

が他人からどのように見られているかを考慮する必要がある．実際に車椅子使用者と介護

者が買い物をしたときに，車椅子使用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[6]．これは介護を受ける立場である車椅子使用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． 
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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，車椅子使用者に置ける問題，介

護者における問題，社会学の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

て車椅子使用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，同研究室の吉村らが行っていた[10]．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． 
 そこで，本論文では介護者の負担の軽減と，車椅子使用者と介護者の関係，つまり他人

から見て車椅子使用者が独立した個人として見られるようなシステムの開発を目的とする．

両者の立場がより同じように見ることができるように，コミュニケーションの円滑化を考

える．上で述べた２つの問題を解決できるシステムを，ミュージアムの見学場面を１つの

例として，考えていく． 

1.4  問題点の整理 

問題点は以下にまとめる． 
＜介護者の負担の軽減＞ 
 
 介護者の意図した行動を自動的にとる． 

 
＜車椅子使用者と介護者の立場関係＞ 
 
 車椅子使用者が問題なく動いているような，スムーズな動きが必要． 
 介護者が車椅子の後方で支援している場合，介護者と車椅子使用者との関係が対等に

見られない． 
 気軽に友達感覚で一緒に行動しているように見られる必要がある． 

1.5  解決方法 

 本論文では，以下のことを行った． 
1. ハードウェアの整備 
2. 測域センサを利用した車椅子制御 

① 障害物の回避 
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② 介護者の追随 
3. 鑑賞行動支援システムの構築 

① 介護者の視線方向推定 
② 注目対象の検出 
③ 鑑賞位置への移動 
④ コミュニケーション支援 

  
 介護者の負担軽減のため，車椅子を介護者に協調動作することを考える．そのため，測

域センサやカメラなどを用いて，車椅子使用者周辺の状況を認識できるハードウェアを作

ることから始める．センサデータを利用し，介護者の追随アルゴリズムを作り，手などを

触れずに車椅子を制御する．従来の追随アルゴリズムにフィルタを用い，カメラとの併用

により，介護者のすれ違いや誤った認識をしないよう改良し，スムーズな追随を実現する．

ミュージアムの鑑賞場面を１つの例と考え，鑑賞の際に必要な情報を得る手段を構築する．

また，コミュニケーションの円滑化を図り，両者の立場がより近しく感じられるようなシ

ステムを構築する． 
  

1.6  本論文の構成 

 本論文は，本章と以下に続く 5 章との計 6 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章で介護者に協調動作する知的車椅

子の制御手法について．第４章で鑑賞支援行動について述べる．第５章では介護者と車椅

子利用者の位置関係について評価する． 後に第５章で本論文のまとめと今後の課題を示

す．



第2章 ロボット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 PRECISION（Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU） 

 Tablet-PC ： Fujitsu  FMVLIFEBOOK  (Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU) 
 DA Converter：テクノシステム TSDAC-0412 

 測域センサ：北陽電機 URG-04LX 

 全方位カメラ：Watec 

 パンチルトカメラ：Logicool Qcam Orbit AF 

 電動車椅子：松永製作所 ６輪電動車椅子 TT-JOY 

 

本論文では，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タッチパネル PC の PCMCIA カードスロットより DA 変換カード

を用いる．タッチパネル PC は今後のシステムの改良のために用い，主な処理用のホストコ

ンピュータとの通信により，両者の情報をやりとりする．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，障害物の認識や介護

者の一取得を行う．また，センサデータは USB ポートから取得する．全方位カメラとパン

チルトカメラはそれぞれ介護者情報の認識，周辺情報の認識に用いる． 

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 以前の知的車椅子 
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しかし，この車椅子は非常に動作が遅く，評価や実験に適していないため，今回の目的

に合う動きが期待できない．そのため，まずハードウェアの整備を行った．新たな電動車

椅子 TT－JOY(図 2-2)を用意し，必要な機器を取り付けた．この車椅子 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 電動車椅子 TT-JOY 

 
次に，ハードウェア整備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．

前方のセンサは，搭乗口より左寄りに設置し，その上にパンチルトカメラを設置した．ま

た，全方位カメラを後方のセンサの上に設置した． 
動作の制御は主に車椅子後部に設置したノート PC で制御する．障害物の回避や電圧の出

力などは主に前方のタッチパネル PC によって行う．２台の PC はクロスケーブルによって

つながっており，プログラムを通信することで車椅子を制御する．尚，搭乗口はドアのよ

うに開閉可能となっている． 
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Tablet PC 全方位カメラ，センサ  

 

Main PC パンチルトカメラ，センサ  

図 2-3 車椅子の概観 

また，左に曲がっているときに，急に右に行きたいときなどの状況では，車輪に引っ掛

かりが起きる．手動で操作している場合にはあまり気にならない問題だが，自動制御とな

ると，それによって向きがずれてしまい，安定した追随ができない恐れがある．そのため，

前方の車輪をどの方向にでも進めるように，ボールペンの先のような車輪に変更した．(図
2-4)これにより，車輪の引っ掛かりなどをなくした． 

 

図 2-4 ロボット車椅子の前輪 

しかし，ケーブルなどの段差がある場合，この車輪ではスプリングが付いていないため，

引きずってしまう．今回はミュージアムの中が平坦であると仮定し，この車輪を使う． 
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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 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(図 2-5，2-6，2-7)，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．よって，ホストコンピュータから操作

する場合，車椅子自身の電源を入れ，停止電圧を出力した状態からジョイスティック側の

コンピュータからホストコンピュータへと切り替える． 
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図 2-5 回路の追加 

 

 

 

図 2-6 コントローラ変更前 

図 2-7 コントローラ変更後

 

2.3 測域センサ(URG-04LX) 

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(図 2-8)．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 URG センサは 0.36 度ピッチで( 大 683 ステッ

プ)270[deg]スキャンし，対象物との距離と方向を検出できる(図 2-9)．実際に利用できる領

域は 240[deg]程度で，約 30[deg]はセンサ情報として利用はできない．光の飛行時間による

位相差方式を使っているため，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．  
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図 2-8 URG-04LX 

 

 

 

図 2-9 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

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(図 2-9)．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[deg]，距

離 4[m]であるため，このずれは問題ない． 
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図 2-10 センサの取り付けられた位置 

2.4 使用するカメラ 

 
 介護者の認識には全方位カメラを用いる．この全方位カメラは 360°全てを得ることがで

きる．画像はカメラを中心とした円状に撮影され(図 2-11)，それをパノラマ展開することに

より，通常のカメラのような画像として処理できる(図 2-12)． 
 

 

 

図 2-11 全方位カメラ画像 
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図 2-12 パノラマ展開 

 

 また，周辺環境の認識をより詳細に行うため，パンチルトカメラを用いる(図 2-13)．主に

介護者の注目対象を検出する．このパンチルトカメラは，バスパワーで動作する．1600×
1200 ピクセル， 大 30 フレームで，オートフォーカス，ズーム機能を搭載している．対

象物の検出は，このカメラをプログラムで制御し，行う． 
 

 

図 2-13 logicool Qcam Orbit AF 

 

ビデオ本体サイズ (幅×奥行×高さ) mm : 84 ×84 × 110 (カメラ本体) 
フォーカス 10cm ～ 
画像センサ 200万画素 
ビデオキャプチャー 大200万画素(1600 × 1200) 
静止画キャプチャー 大800万画素(ソフトウェア処理による) 
フレームレート 大30フレーム／秒 
露出 自動（マニュアル設定可能） 
ホワイトバランス 自動（マニュアル設定可能） 
接続I/F USB
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第3章 介護者の追随 

 介護者の位置の情報を用いた車椅子制御のために，測域センサを用いる．この章では，

まず周辺環境情報の取得手法を述べ，次に得られたデータから，介護者の認識，追随を行

う． 後に，簡単な障害物回避，壁衝突回避について説明する． 
 

3.1 センサによる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， 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， 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 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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 検出できない領域が存在するが，車椅子の右側に介護者が立つと仮定しているため，こ

の領域は使用しないものとする．また本論文では，車椅子が後ろに下がることは考えてい

ないため，この領域を必要としていない． 

  

3.2 介護者の追随  

 上で述べたセンサを用いて介護者情報の取得を行う．取得には後方に設置してあるセン

サを利用する．センサの高さは介護者の肩のあたりに設置した． 

3.2.1 介護者の認識 

介護者を一つの楕円形モデルとして定義する．定義されたモデルと介護者の肩位置デー

タが一致するようなデータを探す．介護者が 初にいるべき場所は車椅子の側方 0.5[m]程
度の位置とし，まずそのあたりを探索する．介護者の候補が見つかった場合，パーティク

ルフィルタを用いて，次の時間の介護者の位置を推定する．推定した場所に，似たセンサ

データが存在した場合，その位置を候補とし，次の時間の位置推定とマッチングを行う．

このようにして介護者を追随する．また，モデルとの一致の角度により，介護者の体の向

きを推定できる．下の図は介護者の検出の様子である． 

 

センサ 

図 3-2 センサによる介護者の検出 

  
 白い円の中の灰色の円がセンサ中心である．介護者はその右側の楕円系モデルである．

センサがあたっている部分は赤く表示される． 
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3.2.2 パーティクルフィルタ 

 パーティクルフィルタは時系列データ解析手法の一つである．物体は多数の仮説の平均

であると考え，まず次の時間の動きを予測し，仮説を動かす．動かした仮説の観測との一

致度合いに応じて，仮説の重みを評価する．そして重みに応じて仮説を複製・削除する．

この動作の繰り返しにより，トラッキングを行う． 
本論文では介護者の位置推定にパーティクルフィルタを用いている．パーティクルフィ

ルタのプログラムは，[13]を参考にしている．介護者の肩の高さにレーザセンサを設置して

いるため，レーザが人の胸から肩の間に照射される．そのため，センサからの距離データ

は弧のように得られる(図 3-3)．これを利用するため，介護者を楕円形のモデルとして定義

する．こうして用意した楕円形のモデルを用いて，パーティクルフィルタによる追跡を行

う．初めはセンサの中央方向 50cm ほどに介護者が存在するものとし，その位置付近で次の

時刻のモデルをいくつか予測する．予測にはランダムウォークモデルを用いる．次に，実

際に動いて得られた距離データと予測したデータの一致度具合に応じて重みを評価する．

重みの評価は，次の式で得られる． 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

d

d
σ

π
2
maxexp  

π はそれぞれの予測の重み， は評価時点と 小距離データの 大距離である．距離

画像はレーザ画像から作られ，それぞれの距離 は容易に得ることができる．また，

maxd

id dσ は

から得られる分散である．重み評価の概念上のイメージは図 3-4 で表される．重みの得

点はモデルが完璧に一致したときに 大値を取る．また，楕円モデルから頭部の位置を推

測することができる． 

id

このようにしてモデルの次の位置を予測し，その一致度によって介護者を追跡する． 
 

 

図 3-3 センサが当たる位置 
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(a) 大距離による重み評価        (b) 完全に一致した状態 (a) 大距離による重み評価        (b) 完全に一致した状態 

図 3-4 楕円モデルの一致 図 3-4 楕円モデルの一致 

これにより，介護者の近辺に他の人物がすれ違ったとしても，介護者を一意に特定する

ことが可能となった．しかし，距離が離れすぎて車椅子と介護者の間に人がすれ違うとな

ると，他の人物に遷移してしまうことがある．また，体向きは初期位置での介護者の体向

きを車椅子前進方向とし、0[deg]とする．そこから右回りに角度は増加し，真後ろを向いた

状態で 180[deg]となる． 

これにより，介護者の近辺に他の人物がすれ違ったとしても，介護者を一意に特定する

ことが可能となった．しかし，距離が離れすぎて車椅子と介護者の間に人がすれ違うとな

ると，他の人物に遷移してしまうことがある．また，体向きは初期位置での介護者の体向

きを車椅子前進方向とし、0[deg]とする．そこから右回りに角度は増加し，真後ろを向いた

状態で 180[deg]となる． 

3.2.3 速度，方向の決定 3.2.3 速度，方向の決定 

 上で述べた方法を用いて，介護者の追跡を行う．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, )yx, を定義する．（図 3-18）
そして，介護者が動いた位置の座標 P ( )1,1 yx を求め，デフォルトの位置 N との差

( )を求める．差( )の値によって，方向と速度を制御する．  
( yx,( yx, )

yx ΔΔ , yx ΔΔ , yx ΔΔ , yx ΔΔ ,

 上で述べた方法を用いて，介護者の追跡を行う．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 ( )1,1 yx を求め，デフォルトの位置 N との差

( )を求める．差( )の値によって，方向と速度を制御する．  
)

  

図図 3-5 介護者追随法 
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 介護者が一定速度で歩いていれば問題ないが，急に速度を上げたり，下げたりすると，

車椅子の動作が不安定になる．そこで速度を介護者に合わせる必要がある．速度は以下の

式で表される．ここで， は前進初期速度，h は速度を制御する重みである．これにより，

介護者が早くなったら車椅子もそれに応じて速度を上げるといった行動が可能となる． 
iV

yhVV is Δ+=  

 また，センサによって得られた介護者の体の向きから，進む方向を予測できる．例えば

介護者が車椅子方向に体を向け，近寄ってきた場合，車椅子は左方向へ進む．介護者が体

の向きを変えずに近寄ってきた場合，介護者の進行方向右側に障害物があるものと判断し，

車椅子は変わらず前進を続ける．このように体の向きに応じた追随も可能である． 

   

        (a) 前進     (b) 左折 

図 3-6 方向の判断 

3.3 危険回避機能 

 ここでは，車椅子が介護者に追随する際にある障害物の回避などについての機能を述べ

る．危険回避には前方のセンサを用いる．本論文では障害物の前で停止，壁衝突回避の二

つの機能について述べる． 

3.3.1 障害物の検出 

 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，前方の測域センサにより，車椅子前方に障害物が存在した場合，停止する．

使用する領域は 90[deg]から 150[deg]である(図 3-4)．前方 60 度の距離データの平均値を求
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める．車椅子は障害物の手前 2[m]で安全のため，停止するものとする．距離データの平均

値が閾値 2[m]以下の場合，車椅子は停止電圧を出力し，停止する．また，停止領域にあま

りに近い距離データが 1 点でも存在した場合(1[m]以内)，エラー値の可能性もあるが，安全

のため停止する．その障害物が移動したり，無くなった場合，車椅子は停止するまで動い

ていた速度，方向で行動を再開する． 

 

使用領域 
大検出領域 

停止領域 

閾値の線 2[m] 

図 3-7 障害物領域 

3.3.2 壁衝突回避 

 車椅子の左側に壁や障害物が存在した場合，衝突回避のために車椅子の進路を右方向へ

修正する機能を持たせる．この機能に使用するセンサ領域は，車椅子前方のセンサ 180[deg]
から 240[deg]である(図 3-5)．180[deg]から 240[deg]の距離データの平均値を出し，平均値

が閾値である値を下回った場合，車椅子は衝突を回避するため，右方向へ少しだけ進路修

正を行う．進路修正後は，通常の追随行動に戻る．車椅子の右側には介護者がいるため，

壁とぶつかることは想定していない． 

 

使用領域 
大検出領域 

修正後の進路 

閾値の線 

図 3-8 壁衝突回避の領域 
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第4章 鑑賞行動の支援システム 

本章では鑑賞行動の支援システムについて述べる．鑑賞行動を行う上で必要なものは，

前章で述べた介護者の追随が必須である．しかし，介護者が何を見ているのかが分からな

ければ，車椅子はただ介護者についていくだけで，鑑賞をしているといえない．そこで，

まず介護者の顔向き情報の取得について説明し，その後，注目対象の検出，鑑賞支援行動

について順に述べる． 

4.1 介護者の顔向き取得 

 介護者の顔向き情報の取得方法について述べる．介護者の顔向きの取得には全方位カメ

ラを用いる．前章で述べたセンサにより，介護者の肩の位置，向きが取得可能である．全

方位カメラをセンサの真上に密着させて設置することにより，センサデータとカメラ画像

の範囲がほぼ一致する．そこで，カメラキャリブレーションを行うことにより，センサ画

像とカメラ画像を対応付けさせる．位置の対応付けにより，介護者の画像上の位置が分か

るため，介護者の肩位置の上を 50×50[pixel]の四角形に切り抜くことで，介護者の顔を切

り抜くことができる(図 4-1)． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

  (a) レーザーセンサと全方位カメラ         (b) 画像イメージ 

図 4-1 カメラ画像とセンサ画像 
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切り抜かれた画像を，髪の色とそれ以外，肌の色とそれ以外のように分ける．分けた画

像をそれぞれヒストグラムにする．切り抜いた画像は 50×50[pixel]のため，ヒストグラム

を 2×50[pixel]の平均をとり，計 25 本に分ける．肌色も同様に分け，1 つの画像に付き，

50 本のヒストグラムができる．次に全方位カメラによって得られたヒストグラムと，あら

かじめ用意しておいた顔向き画像のヒストグラムとの Bhattacharyya 距離を求め， も距

離が短いものを顔向き候補とする(図 4-2)．ヒストグラム処理には OpenCV を用いる[11]．
顔の方向は正面，右，左，後ろの４方向とする(図 4-3)． 

Bhattacharyya 距離は以下の式である． 

],[1],[

][*][],[
255

0

baba

k
baba

histhisthisthistD
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図 4-2 ヒストグラム化 

    

図 4-3 顔向き画像 

 以上のようにして得られた方向にパンチルトカメラを向ける．介護者が向いた方向にパ

ンチルトカメラを向け，注目対象を検索する．検出方法にはテンプレートマッチングを用

いる．本論文ではミュージアムにおける鑑賞支援を目的としているため，対象物を簡単な

ために絵画とする．絵画の角４点をテンプレートとして用意しておき(図 4-4)，カメラが向

いた方向にそのテンプレートが存在し，かつ適したサイズの四角形になるように配置され

ていた場合，絵画があると判断する．四角形との判断は 4 つのテンプレートの も長い縦

と横を掛け，面積を出す．その面積と，絵画の左上のテンプレートの左上の角と，右下の

テンプレートの右下の角から縦と横の距離を出し，掛け合わせた面積のずれから判断する．

このテンプレートマッチングにより，絵画の中心座標を検出することができ，それによっ
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て車椅子の方向をある程度調節できる(図 4-5)． 
 

 

図 4-4 テンプレート 

 

図 4-5 テンプレートマッチングの結果画像 

4.2 鑑賞支援システム 

 本論文の目的となる鑑賞支援行動について述べる． 
今回実装した鑑賞支援行動はミュージアムにおける鑑賞と仮定している．また，鑑賞対

象は簡単なため，絵画とし，介護者は常に車椅子利用者と行動するものとする．介護者の

位置は車椅子の中心から右側 0.5[m]の位置にいるものとし，両者は並んで行動する． 
車椅子は普段は介護者に自動で追随し，両者は並んで会話をしながら歩くことができる．

ミュージアムなどで行動しているとき，介護者が絵画の前で立ち止まり，鑑賞を始めた場

合，車椅子は介護者の顔向きを調べる．顔向きを得ることができたら，次に車椅子は顔向

き方向にパンチルトカメラを向ける．顔向き方向の画像にテンプレートマッチングを行い，

そこに絵画が存在した場合，車椅子はその絵画を見やすい方向に自動的に移動する．この

ようにして両者は鑑賞を始める 
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4.2.1 鑑賞行動 

車椅子は普段は介護者に自動で追随し，両者は並んで会話をしながら歩く．介護者が何

らかの鑑賞物を見つけ，立ち止まったとする．このとき，介護者を認識するセンサの情報

から求めている速度電圧が，車椅子のほとんど動かない状態，つまり約 1.8[v]から 2.8[v]
の範囲に 5 秒程度ある場合，介護者が停止していると判断する．介護者が停止したと判断

すると，後方のセンサ上方にある全方位カメラにより，介護者の顔向きを調べる．顔向き

を検出したら，顔向き方向にパンチルトカメラを向け，介護者が見ている対象を検出する．

この際，顔向き方向に介護者の背中が存在し，注目対象の検出が困難である場合がある．

よって，一度目の検出で検出されなかった場合，車椅子は介護者の背中が映らない程度に

前進する．これにより，絵画の検出が可能となる．絵画が検出された場合，車椅子は鑑賞

位置に移動する．鑑賞位置に移動した後，車椅子は絵画の方向を向く．鑑賞位置は経験的

に決めるものとし，介護者との相対位置で決定する．車椅子と介護者の距離が約 1[m]で，

絵画に対して両サイドから斜めに見る位置とする(図 4-6)． このようにして両者は鑑賞行動

に入る．図 4-7 から図 4-12 は一連の流れの図である．左が模式的に表した図であり，右は

実際の様子である． 
 
 

 

図 4-6 鑑賞位置 

 

図 4-7 鑑賞行動 a 
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図 4-8 鑑賞行動 b 

 

 

図 4-9 鑑賞行動 c 

 

 

図 4-10 鑑賞行動 d 

 

 

図 4-11 鑑賞行動 e 
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図 4-12 鑑賞行動 f 

4.2.2 コミュニケーションの支援 

両者が鑑賞行動を始めたとき，介護者が車椅子使用者に向けて何か話した場合，もしくは

車椅子使用者に用事があり，車椅子使用者の方向を向いた場合には，全方位カメラの顔向

き，センサによる体の向きにより，車椅子がそれを認識し，介護者の方向を向く．こうし

て両者は対面し，会話をする．また介護者が再び絵画鑑賞を行うため，絵画のほうを向い

た場合，車椅子は絵画のほうを向く．これを繰り返すことでコミュニケーションの支援を

行う．一通り鑑賞を終え，介護者が移動し始めた場合，車椅子は普段の追随行動に戻る．

このようにしてミュージアム見学を支援する動作を行いつつ，両者の会話を促進するコミ

ュニケーション支援についても考えた．全て自動で動くため，介護者の負担は無い． 
 

 

図 4-13 介護者が車椅子を見た場合 

 

図 4-14 介護者が鑑賞を始めた場合 
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第５章  評価 

本章では，介護者が車椅子を後方，側方のどちらによる操作が，第三者から見て対等な

関係に見えるかの調査を行った．目的としては，介護者と車椅子利用者の位置関係がコミ

ュニケーションする際に，影響することを確認するためである． 

5.1 手順 

被験者は情報系の男女 103 人である．以下の手順で行った． 
1. 車椅子の後方に介護者がいて，会話をしながら歩いているビデオを見せる． 
2. 1 の動画のアンケートに答える 
3. 車椅子と介護者が並走しながら，会話をしているビデオを見せる． 
4. 3 の動画のアンケートに答える． 
5. その他の質問項目に記入する． 
 
ビデオの車椅子は，両方とも介護者が触れずにセンサ情報のみで自動的に追随する． 
また，アンケートの項目は以下の表である．評価段階は６段階としている． も良いと

されるのが６点で， も悪いとされるのが１点である． 

   

(a) 後方     (b) 側方 

図 5-1 実験動画 
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図 5-2 アンケート 

 この他に以下の質問をした． 
 

 どちらの車椅子が良いか？ 
 その理由をお答え下さい． 
 この車椅子で不安な面とその理由をお答え下さい． 
 こんな車椅子があったらどう思いますか？ 
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 結果と考察 

表 5-1 のアンケートの項目から，今回の目的に特に合う，①親近感がある，②話しやすそ

う，③安心感がある，④安全な，⑤うちとけた，➅思いやりのある，の６項目に対して t
検定を行った[12]． 

その結果，それぞれ p の値は①2.54E-12，②3.44E-20，③1.25E-09，④0.02，⑤2E-14，
➅3.58E-16 となった．全ての値が 0.05 より下なので，95%の確かさで平均に差があるとと

れる．平均値に関しては，6 項目のうち③と④以外は，縦が 3.30 点以下，横が 4.20 点以上

となり，ここでもはっきりと良い悪いの差が見られる．よって，縦に並んで行動するより，

横で並んで行動するほうが，コミュニケーションが取りやすいことがわかった．また，③

は縦 2.74 点，横 3.94 点，④は縦 2.81 点，3.21 点となった．このことから，安心感に関し

ては，どちらかといえば横にいる方が安心感はあるととれる．しかし，安全性に関しては

両者とも安全に感じないという結果になった．やはり車椅子に介護者が触れておらず，自

動で動いているというところが安全性にかけると感じたと思われる． 

アンケートの他に用意した質問に関しては，以下のような答えがあった 

 

横方向に関して・・・ 

 横方向のほうが，対面で会話ができるため，明るい感じがする 
 目を合わせることができるため，安心する 
 会話しやすい 
 移動が楽 
 前が確認できる 
 安全面が心配 
 他人に合わせて動くのはいいのかわからない 
 手放しのため不安 
 不安定に見える 

 このことから，横方向のほうがコミュニケーションを取りやすいが，安全面に不安が残

ることが確認できた． 
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第６章  結論 

6.1 結論 

 本論文では，介護者の負担を軽減させ，さらに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の支援システムを開発した．また，実際に両者のコミュニケーショ

ンを支援する動きを，ミュージアム見学を一つのモデルとして考え，鑑賞行動の支援シス

テムを実装した．これによって車椅子利用者と介護者の両者が，他人から見て対等に見え

る働きが期待できる．また，鑑賞支援の一連の行動は全て自動で行うため，介護者も車椅

子使用者に対しても負担がない． 
 また，介護者の位置についての評価を行い，どの位置がよりコミュニケーションを取り

やすい位置なのかを簡単に調査した．これによって，縦方向の追随よりも，並走して歩い

ているほうがコミュニケーションを取りやすいということが確認できた． 

6.2 今後の課題 

 今後の課題を以下にまとめる． 
1. 鑑賞行動の支援システムについての評価方法の検討と実際の評価を行う必要がある． 
2. 介護者と車椅子使用者の間を人が通ったり，離れすぎた場合，介護者が他人に遷移す

る可能性がある．今後，カルマンフィルタなどを用いて介護者の特定を強化する必要

がある． 
3. 障害物の前での停止はできるが，回避ができない．周囲の状況によって避ける方向を

決め，回避するプログラムを考える必要がある． 
4. 顔向きを事前登録する方法だと，照明の具合によってうまく肌色などが認識されず，

正確な向きが測れない．顔向き検出プログラムの改良が必要である． 
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