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 ARゲームで楽しく単独移動を支援するAI車椅子システムの社会実装 



研究背景　 

一人でも安全に外出ができることを支援する	

高齢者や障がいのある人の単独移動が困難な環境・外出意欲の低下 

楽しく外出、単独行動を支援する移動システムよる解決 

IoT	

引きこもり	

単独行動が不安	

都市の課題：安全な街・多様性・情報技術を生かした生活 

通路の段差	

　VR・AR	

道がわからない	

運動不足	

高齢化	
多様な人々	

外出サービス 



目的 

-人工知能技術を用いた単独移動支援システムの開発 
-ARコンテンツと位置情報の連携による楽しく・安全なサービス 
 

ローカル5Gで多様な人々の単独行動を支援する移動システムや
サービスによる解決 
 
ローカル５Ｇによる高速・大容量の移動通信システムを活用して、障がいの
ある人が楽しく単独行動を支援するため、カメラ/センサを内蔵し、移動体
や障害物の位置・速度などを遅延のないリアルタイムに認識可能なAI車いす
デバイスを活用したARゲームコンテンツによる屋外の活動支援システムの
開発を行う。	



 課題 
人工知能技術を用いた単独移動支援システムの開発 

歩道移動支援の課題 
①自己位置の推定と経路案内　情報量不足 / GPSの誤差で正確な案内ができない。 
②歩行経路上の認識障害物、目標物の案内に乏しい 
③斜度、段差情報の案内に乏しい 
 
方法 
5G使用による解決：歩道状況計測デバイスと車いす目線画像アノテーションデータ、
インターネットアプリの開発から道路状況データの反映 
 
目標 
①進行方向上の障害物や目標物をリアルタイムに検出して通知する。 
②既存の地図データに不足している目標物や障害物を追加した地図データと、 
　歩行者ネットワークデータを合わせて利用し、独自のマップマッチング技術により 
　位置情報の誤差補正を行って、安全な目的地までの経路案内をする。 



 課題 
ARコンテンツと位置情報の連携による楽しく・安全な
サービス　　　　　　 
福祉サービス支援の課題 
・少子高齢化、公的な福祉サービスだけでは支援カバー困難 
・市域の連帯感希薄化、地域で求めらる新たな支え合いのサービス 
・環境の安心・安全の確立、情報の共有 
・利用者の健康継続のモデュベーション低下 
 
方法 
５G使用による解決：地域での情報共有サービス、人々が身近に使用できるデバイ
スサービス、意欲向上や楽しみとして活動にゲーミフィケーション手法を使用する 
 
目標 
・地域での情報共有サービスや支え合いサービスの推進 
・日頃の社会での活用促進を目指す。 
 
 
 
  



研究内容   
1. 車いす装着センサデバイス・ 
     アプリの開発とサービスの提供	

4. 自動運転車いすのソフトウエア開発 

5. ARゲームコンテンツ制作のためのシ
ステム開発と制作 
	

3. 車いす目線での深層学習を用い た障害
物・目標物検出システム開発 
	

2. 健康福祉・車いす身体活動量の 
　 リハビリメニューの作成	
	

6. ワークショップの開催：ARハッカソン 
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担当：東京都立大学 
GPS・モーションセンサーを用いた、自己位
置推定アルゴリズムを開発中 
・目標物×GPSデータ×案内ルートのマッチン
グによりGPS座標を補正 
・モーションセンサー（加速度・角速度・地
磁気センサ）を用いた移動方向の通知 

自己位置推定 車いす装着デバイスの設計 
担当：東京都立大学　韓、馬場 
　　　株式会社　ORPHE 
 ・様々な車椅子にも後ずけ装着可能な
小型デバイスの開発 
・装着デバイスのプロダクトデザイン 

1. 車いす装着センサデバイス・アプリの開発とサービスの提供	



1. 車いす装着センサデバイス・アプリの開発とサービスの提供	

Xu Han, Kumiko Kushiyama 、A proposal of a ground surface information collection system using a 9-axis motion sensor for self-propelled 
wheelchair users' exercise promotion, Proceedings of the ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries 493-494 2020年8月1日	
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車椅子デバイス測定アプリの検討  

2021.8.12 ORPHE TRACK: https://orphe.io/track/   



リハビリメニュー・活動量計測 
　担当：東京都立大学 人間健康福祉        伊藤、井上 
　　　　　　　　　    システムデザイン  韓、串山 
            国立障害者リハビリテーションセンター 
            株式会社 ORPHE 
・文献調査 
・車いす使用者へのヒアリング調査 
・車いすリハビリメニューの設計 
・活動量の計測 
・ARゲームコンテンツ使用と活動量 
 

2. 健康福祉・車いす身体活動量のリハビリメニューの作成	

井上薫, 伊藤祐子, 佐々木千寿, 串山久美子, 楽器の治療的活用に関する文献調査, 
日本作業療法学会抄録集(CD-ROM) 53rd 2019年    

韓　旭, 車いす利用者の運動を支援する車いすデバイスのシステム開発とその応用
の検討,東京都立大学　学位論文  2021年1月 

関連成果 



2. 健康福祉・車いす身体活動量のリハビリメニューの作成	

韓　旭, 車いす利用者の運動を支援する車いすデバイスのシステム開発とその応用の検討 
,東京都立大学　学位論文  2021年1月 



担当：東京都立大学　馬場 
 
深層学習を用いた障害物・目標物検出シス
テムを構築 
 
 

障害物・目標物検出 
担当：(株）コンピュータサイエンス研究所 
 
(株)ゼンリンデータコムの歩行NW(ネットワーク)
を利用した経路案内システムを構築 
　　・音，振動を用いたメッセージ伝達 
　　・支援団体，家族が周辺の障害物を歩行者
NWに登録できるシステム 
 
自然言語処理を用いたきめ細かな応答の実
現を目指す 
 

経路案内・対話機能 

3.車いす目線での深層学習を用い た障害物・目標物検出シス
テム開発 
	



AI  : 視覚障がい者の単独移動支援システムの開発 
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Eye Navi     (株)コンピュータサイエンス研究所+馬場 
https://www.computer-science.co.jp/website/eyenavi/ 
	

①障害物・目標物検出	 ②経路案内	 ③対話機能	



4.自動運転車いすのソフトウエア開発 

自動運転車いすのソフトウエア開発 
担当：東京都立大学　馬場、栗原、韓 
 
システム 
WHILL Model C2  
Whillの制御にはArduino 
ofxOpenCvTracker 
 
通信: 
現状Node.jsでサーバを構築(Webアプリケー
ションを開発) 
操作者はブラウザ(スマホ含む)から操作可能 
 
ローカル5Gでの実験へ 
  

WHILL Model C2 電動カート 



4.自動運転車いすのソフトウエア開発 

Node.jsでサーバでの野外と室内車いす自動運転実験　2021.11.29 



AR/コンテンツ制作 
担当：東京都立大学　韓、串山 
  システム　　 
デバイス：AR HMD、携帯ディスプレイ 
ソフト　：Unity+ Google Maps SDK (GPS) 
                       + VPS技術（Immersal）　 
	

5. ARゲームコンテンツ制作のためのシステム開発と制作	

Microsoft HoloLens 2 

点群がマップ	 ファイルの変換	 3Dモデルの作成	



5. ARゲームコンテンツ制作のためのシステム開発と制作	

2021.6 
Unity+ Google Maps SDK（GPS) 使用した実験 Unity+VPS 構内実験　2021.11	



6.ワークショップの開催：ARハッカソン 

担当：東京都立大学　阪口、串山、馬場、韓	

https://hackathon.whee-project.org	ARハッカソン　	

ポスター制作 : 福田 篤史  



6.ワークショップの開催：ARハッカソン 
2021年9月4日（土）～9月10日（金） 
概要：STYLYとUnityを使用したARコンテンツの制作方法を学ぶワークショップ 
テーマ：大学キャンパス内で楽しく遊べるARゲームを開発 
 
特別講演「HADO」から学ぶARコンテンツの開発：福田 浩士（株式会社meleap） 
ARワークショップ：松岡 湧紀（株式会社Psychic VR Lab） 
 
主催：WHEE 
協賛：株式会社ORPHE , 株式会社Psychic VR Lab 
参加人数：29名  (９チームに分かれて) 

https://hackathon.whee-project.org	



6.ワークショップの開催：ARハッカソン 

JumpAR	



6.ワークショップの開催：プロジェクションWS 
2022年2月10日（木）～2月15日（水） 
 
概要：ワークショップ大空間にプロジェクション！
ORPHE Coreセンサ+車いすを使用したインタラク
ティブ画像制作の実践ワークショップ 
 
作業場所：東京都立大学日野キャンパス４号館 
 
 

東京都立大学日野キャンパス４号館 
吹き抜け空間での映像実験 



今後の計画：社会実装へ　2022年- 
 
ARゲームで楽しく単独移動を支援するAI車椅子システムの社会実装 

1. 車いす計測アプリの公開とサービスの提供 
2. 健康福祉・車いす身体活動量のリハビリメニューの作成 
3. 車いす用深層学習を用いた障害物検出システム開発と自動運転試作 
4. 自動運転電動車いすの学内ツアー 
5. ARゲームコンテンツの公開 
6. ワークショップの開催： ARハッカソン・プロジェクションイベント 
 	



将来展望・波及効果 
1.  それぞれの人にあった身体活動を支援するデザイン・工学・福祉共
同のユニークなイノベーション創出と育成教育 

2.  IoTを活用した歩道改善で都市の移動システムサービス支援を促進。
多様性のある市民の社会参加を推進 

3.  5G利用によるARゲームコンテンツ、多様性のある人々への関連産
業の創出。エンターテイメント・文化・社会イベントへの波及効果 

 

4.  ウェルビーイング (well-being) =身体だけではなく、精神面、社
会面も含め健康的な市民生活の質の向上 

 

5.  人目線の社会基盤データサービスへの波及効果 
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