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ACTとは

先天的に障がいがある方に加え，高齢化社会の急速な進

行によって，日々の生活に不自由を感じながら生活してい

る高齢者は年々増加しています．作業療法，理学療法等の

世界には，そのような生活の不自由を解決するための支援

技術（AT: Assistive Technology）があります．例えば，

把持支援器具から食事支援ロボット，人工喉頭などです．

私たちは，このATにICTを付加することで，さらなる利便

性の向上，低コストでのサービス提供を実現し，QoL

（Quality of Life）向上を目指す技術をACT（Assistive

Communication Technology）と定義し，技術開発を推

進しています．

求められる活動の自立と移動支援
システム

これまで，ATの発展・普及により，障がい者の「基本動

作」「コミュニケーション」の自立が促進され，その人の意

思が周囲に伝わるようになり，その結果，買い物や通勤な

ど活動の自立に関するニーズが高くなっています（図１）．

そこで私たちは，活動の自立に必要な行動である「移動」

を支援することに着目し，特にそのニーズが高い視覚障が

い者を対象とした「歩行支援システム」を考案しました

（図２）．この歩行支援システムは，以下の２つの機能から

なります．

高齢者・障がい者向け歩行支援システムの
実用化への挑戦

from NTT西日本

現在，日本では高齢化が進んでおり，高齢者や障がい者の方々がより自立的・積極的に活動できる環境整備が求められていま
す．このようなニーズに向けてNTT西日本では，高齢者・障がい者向けの歩行支援システムを考案し研究開発を進めています．
ここでは，主要な機能や技術，兵庫県篠山市や大阪市梅田地下街での実証実験の模様を交えながら，実用化に向けた取り組みに
ついて紹介します．
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基本動作 
・自分で食べる 
・自分で排泄する 
・自分で食器を洗う 

意思を伝え合う 
・考える 
・書く，打つ 
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・点字を読む 
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経済的自立の実現 文化・楽しみの謳歌 

図１　求められる新たな技術 
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(1) 音地図を活用したナビゲーション機能

音地図を活用したナビゲーション機能とは，現在地から

目的地への方角や距離に加え，視覚に依存しない目印を基

に構成した案内を音声で提供し移動を支援する機能です．

携帯電話などに搭載されている一般的なナビゲーションシ

ステムでは，画面に表示された地図を見て移動ルートを把

握します．このとき歩行者は，いったん移動ルートが確認

できると周囲の状況を見て必要に応じて現在地をシステム

で確認しながら目的地まで歩きます．しかし，視覚障がい

者は画面や周囲を見て状況を把握することが困難です．そ

こで歩行支援システムでは，視覚に依存しない音声による

ルート案内を使って誘導することにしています．この音声

によるルート案内の情報を音地図と呼んでいます．例えば，

「この先，点字ブロックに沿って，上り坂を進行方向に10

m進むと川の流れが聞こえてきます」というように，方角

や歩行距離，曲がり角の情報だけでなく，川の音や白杖や

足での感触，匂いなどといった視覚に依存しない目印も含

めていることが特徴です．これにより，歩行者は経路上の

周辺環境をイメージすることで，画面を見ずに目的地に到

達できるようになることを想定しています．

前述のとおり，歩行者は画面と周囲の状況を確認できな

いため，視覚に依存しない目印があったとしても情報量が

少なく，方向を変えたり，絶対的な位置を確定するレベル

では位置を把握することが困難です．そのため，案内情報

を適時・適切な場所で伝達する必要があり，高精度の位置

測位を行うことが求められます．一般的に使用されるGPS

による測位精度は，衛星の見通し状況やマルチパス誤差に

よっては十分な精度が得られないほか，屋内環境での利用

が困難です．一方，屋内ではインフラに無線測位基地局を

設置して受信機の位置を推計する技術がありますが，広範

囲の屋内環境をカバーするためには設置・維持コストが大

きくなることが課題となります．そこで，私たちはインフ

ラに頼らない解決法として，加速度・ジャイロ・磁気・気

圧センサを用いて全方位に適用できる相対位置推計（デッ

ドレコニング）技術を採用しました．デッドレコニングに

用いるセンサ類，電源等はスイッチボックスと呼ばれる手

の平サイズの専用ケースに内蔵しています（図３）．

図２　歩行支援システム 
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(2) リモートガイド機能

リモートガイド機能とは，案内内容の確認や地図情報で

は表現しきれないドアノブ形状等の出入口情報の把握，落

とし物，切符購入など移動中に発生したトラブルを遠隔に

いる家族やオペレータが支援するための通信機能です．

本機能は，音地図を活用したナビゲーション機能の補助

的なものと考えています．歩行者は移動中，さまざまな要

因により人的な支援が必要となる可能性があります．例え

ば，切符を落とし行方が分からない，人とぶつかり進行方

向が分からなくなってしまう，などのトラブル時の支援を

想定しています．

この機能を実現するために，メガネ型デバイスと呼ばれ

るビデオカメラ・骨伝導ヘッドホン・マイクを実装した機

器を開発しました（図４）．歩行者は，メガネ型デバイスを

装着することで，トラブル発生時には，ハンズフリーで家

族もしくはコールセンタのオペレータを呼び出し，音声通

信することができ，それと同時に歩行者の所在地周辺の映

像が，ビデオカメラからネットワークを介してオペレータ

の画面に表示されます（図５）．さらに歩行者が持つモバイ

ル端末からは，GPS，Wi-Fi，そして前述のデッドレコニ

ング技術による現在位置情報も送っています．この機能に

より，歩行者の現在位置情報と映像情報がリアルタイムに

オペレータに共有されることで，音声通信だけの場合に比

べ，迅速で正確なトラブル解決を可能としています．

実証実験と課題

本システムの実用化に向け，これまで屋外および屋内環

境での実証実験を行っています．2010年10～12月に兵

庫県篠山市城下町地区で最初の実証実験を行いました．こ

の実験では，音地図における音声案内の方法の評価とリ

モートガイド機能の有効性の評価を行いました．続いて

2011年8月からは場所を変え，大阪市梅田地下街での実

証実験を実施しています．両実験とも，多くの視覚障がい

者の方々に被験者として街歩きを体験していただきました．

本システムを利用すると，利用しない場合より移動時間が

短縮できるだけでなく心拍数が安定するなど，緊張緩和に

も一定の効果がみられ，｢楽しかった｣「実用化されれば利

用したい」という声を数多くいただいています．

しかし，実験を通じて2つの重要な課題が見えてきました．

それは，目標としていたレベルの位置測位精度の向上と，

リモートガイド機能における通信品質制御の工夫です．

現在は，加速度を二重積分して移動距離を算出する手法

や，加速度の鉛直成分のピーク振幅と歩行速度の間には強

い線形の相関関係があることに基づいたデッドレコニング

NTT西日本from

図３　スイッチボックス 

図４　メガネ型デバイス 図５　オペレータ画面 



を活用し，屋内外の位置測位を行っています．しかし，測

位精度を高めるために検討すべき事項がいくつか見つかり

ました．1つは屋内利用等では想定以上に構造物由来の磁場

の影響のためにセンサに誤差が生じ，その結果として測位

精度が高まらない可能性が考えられ，その排除手法の確立

が重要となることです．また，曲がり角などで歩行速度が

遅くなるといった歩行特性を考慮した歩行速度の補正手法

や，移動途中の振動や温度上昇を考慮した動的な校正手法

についても検討が必要と考えています．加えて，デッドレ

コニングでは時間経過によって誤差が累積されていきます．

現在は歩行者の視覚情報（メガネ型デバイスからの映像）

を基に遠隔から絶対位置を確定し誤差を補正する手法を適

用していますが，画像認識やRFID＊（Radio Frequency

IDentification）タグなどを併用するなど，より簡便な誤

差補正手法が求められます．

2番目の課題として，リモートガイド機能は，ネットワー

クを介した通信時に問題が生じる場合があります．具体的

には携帯電話網において，パケット定額制契約ユーザの連

続的かつ大量のインターネット通信を対象に，ネットワー

ク資源の公平性確保を目的としたデータ通信速度制御によ

る映像遅延が発生することが想定されます．これに対し

てはネットワークレイヤにおけるQoS（Qual ity of

Service）技術やアプリケーションレイヤにおける圧縮技

術，加えて少ないコマ数で支援を行うための歩行者との会

話のプロトコルを定めるなどして解決を図る必要がある

と考えています．

今後の展開

今回紹介した中のリモートガイド機能やメガネ型デバイ

スは，視覚障がい者への遠隔支援だけでなく，さまざまな

用途に使えると考えています．例えば，工事現場において

は，カメラの映像を遠隔地に送り，周囲の状況を共有する

ことで，作業指示を仰ぐことができるようになります（図

６）．これらの技術を展示会等で紹介したところ，保守，設

計をはじめとしたさまざまな業種の方々に興味を持ってい

ただきました．

今後は，さらなる研究開発により歩行支援システムの実

用化を目指すとともに，障がい者に限らず，一般ユーザ利

用も促進し，一層の価格低減を図ることで，利用者の経済

的負担を減らすことも考えながら，この分野における新た

なビジネスモデルの創出を目指して取り組みを続けていき

ます．

◆問い合わせ先
NTT西日本
技術革新部　研究開発センタ
TEL 06-6920-7981
FAX 06-6360-6752
E-mail act-phase2 ml.rdc.west.ntt.co.jp
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図６　メガネ型デバイス活用イメージ 
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＊RFID：ICタグと呼ばれる媒体に記憶されたモノの個別情報を，無線通信に
よって読み書きを行うシステム技術．
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