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概要：多くの障害者が自立を望んでいる．行動範囲を広げることも含めて，自分で自動車を運転すること
は自立に有効である．障害者が自動車を運転する方法としては，障害内容に応じた補助装置を市販車両に
取り付ける方法が一般的である．既存の補助装置は機械的な構造となっていることから，障害者個々に対
してカスタマイズする必要があり，多くの場合，車両の改造に多大な費用がかかる．残念ながら，新たな
補助装置の開発はあまり行われていない．近年，全自動運転車の開発が積極的に行われており，それによ
り障害者の要望が満足されるように一見思われる．しかし，障害者の多くは自分で運転したいのであり，
目的の場所まで移動できることだけを望んでいるわけではない．それに対し，我々の操縦インタフェース
は，角度センサを利用した操縦装置を自由に動かせる身体の部位に取り付けて操作することで，身体への
取り付け治具を除き共通化できることから，障害内容に柔軟に対応可能としながらも自分で運転するとい
う要望を実現している．具体的に角度センサを利用した操縦インタフェースを開発し，実車を使って走行
評価した結果，急角度のコーナを除けばハンドルに近い操縦性能で走行できることが確認された．
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Abstract: Many disabled people want to stand on their own two feet, and achieving mobility is an important
step in doing this. One way for them to enhance mobility is by driving automobiles to which mechanical
driving-assistance devices have been attached. Mechanical devices such as these lack flexibility and have
to be customized for users. Hence, they are inherently expensive. Unfortunately, there has been a lack of
development of new automobile driving interfaces that would enable disabled people. Autonomous cars have
been developed by many automobile manufacturers, would solve their demand. However, they want to drive
an automobile by themselves, do not want an autonomous car. We develop a prototype driving interface that
uses an angle sensor. This sensor is attached to a body part that a disabled people can control. Since other
parts except this attachment unit are commonly used, this driving interface is flexible for kinds of disable;
and leads them to drive an automobile by themselves. We evaluate it by an actual electric vehicle. As the
result of evaluation, most participants achieved steering control that is closer to that with a steering wheel
on roads that have not acute corners.
Keywords: automobile driving, disabled people, angle sensor, driving gap, electric vehicle
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1. はじめに
多くの障害者が自立を望んでいる．行動範囲を広げるこ
とも含めて，自分で自動車を運転することが自立に有効で
ある．障害者が自動車を運転する方法としては，障害内容
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に応じた補助装置を取り付ける方法が一般的である．既存

これらの先行研究で問題となっていた車両の動きに影響を

の補助装置は機械的な機構となっていることから，障害者

受けない，角度センサを用いた自動車操縦インタフェース

個々に対してカスタマイズする必要がある．そのため多く

について述べる．ドライビングシミュレータに加えて，角

の場合，車両の改造に多大な費用がかかる．残念ながら，

度センサによりステアリング/アクセル/ブレーキを制御可

新たな補助装置の開発はほとんど行われていない．上肢障

能な電気自動車を利用して実走行環境下において操縦性能

害者向けに足でペダルを漕ぐようにしてステアリング制御

の評価を行った．サリドマイドにより上肢に障害のある運

を行うフランツシステムは 1960 年代にドイツで開発され

転者にも協力いただき走行評価した結果，交差点等の急角

たもので，ホンダ自動車は現在でもそれを利用し続けてい

度のコーナを除けば，ハンドル操作に近い操縦性能で運転

る [1]．足の前後の運動を自動車の左右の動きに変換するた

可能であることが分かった．

め，突発時においても間違いなく自動車を制御できるよう

本論文は次のように構成する．2 章の関連研究および関

になるまで長時間の習熟が必要といわれている．また，腕

連装置に続いて，3 章では先行研究について紹介する．4

は不自由であるが手首および手の平は自由に動かせる障害

章では利用する角度センサの選択について述べる．5 章で

者向けに開発された補助装置に，和田らのジョイスティッ

は提案した自動車操縦インタフェースの有用性を評価する

クカーがある [2]．運転に使う手や体格，障害の度合いに応

ために行った評価実験とその結果を示す．6 章で，本研究

じてジョイスティックの取り付け位置や高さ，バネの強度，

のまとめと今後の展望について述べる．

感応度をカスタマイズする必要がある．そのため，車両の
改造に多大な時間と費用が必要である．一般的に，車両本
体と同程度の費用が改造に必要といわれている．障害者に

2. 関連研究および関連装置
本章では，関連研究および関連装置について紹介する．

よっては，障害の度合いが進んだことにともない，ジョイ

現在，障害者向けに提供されている補助装置としては，ハ

スティックの取り付け位置，バネの強度，感応度を変更す

ンドルにつけるノブから，以下に述べるようなハンドルを

る必要がある．

足や手首のみで制御するようなものまで幅広い．以下で

以上述べたように，既存の機械式補助装置は障害内容に

は，障害者向け補助装置のうち，ベースとなる車両の改造

よって使い分ける必要がある．補助装置によっては取り付

度が大きいフランツシステムとジョイスティックカーの 2

け位置や高さ，ばね強度，感応度を個々の障害者にカスタ

つを紹介する．また，運転者の意思に従って自動車を操縦

マイズする必要があり，障害内容に柔軟に対応できている

するインタフェースであるブレイン・コンピュータ・イン

とはいいがたい．

タフェースについて紹介する．

近年，大手 IT 企業であるグーグル社や大手自動車メー
カが全自動運転車の開発を積極的に進めている [3], [4]．全

2.1 上肢障害者向けのフランツシステム

自動運転車は，障害内容に関係なく，目的の場所まで障害

フランツシステム [1] は，図 1 に示すように上肢障害向

者を運ぶことはできる．しかしながら，多くの障害者が自

けの操縦装置で，日本ではホンダ自動車が提供している．

分で自動車を運転したいと考えており，全自動運転車はこ

1 の靴（ペダル）を図 2 のように自転車を漕
図 1 における

の要望を解決できない．

ぐように回すと左，逆に回すと右にハンドルが回転する．

また，脳波を利用して自動車を運転するブレイン・コン

また，ウィンカーやワイパーはヒザで操作するようになっ

ピュータ・インタフェースの研究開発も進められている [5]．
本方式の場合，運転者の意思に基づいて自動車を運転して
いることになるが，習熟しても思うように運転するのは難
しい状況にある [5]．
それに対し，我々の操縦インタフェースは操縦装置（角
度センサ）を運転に利用する部位（指，手首，足首等）ある
いはその部位で操作できる位置に取り付けるだけである．
操作部位に取り付ける操縦装置は取り付ける身体の部位に
応じて変更する必要はあるが，それ以外は共通であり，障
害内容に応じて柔軟に対応可能となっている．角度センサ
の制御は運転者自身が行うことから，障害者が自分で運転
したいという要望も満足している．先行研究では，適切な
角度センサを入手できず，ジャイロセンサを用い，ドライ
ビングシミュレータ上で操縦性能を評価することで自動車

図 1 ホンダ自動車フランツシステム

操縦インタフェースの開発を行ってきた [6]．本論文では，

Fig. 1 Honda’s Franz system.

c 2016 Information Processing Society of Japan
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図 2 フランツシステムによるステアリング操作

Fig. 2 Steering operation with Franz system.

図 3

ニッシン自動車ジョイスティックカーの概要

Fig. 3 Nisshin Automobile’s joystick car.

ており，下半身のみで操作できる構造になっている．靴の
前後の動きを車両の左右の動きに変換することから，習熟
しないととっさのときに左右への旋回を間違える可能性が
ある．今回の研究に協力いただいたサリドマイド福祉セン
ター「いしずえ」常務理事の増山氏によると，とっさの場
合でも間違いなく操作できるようになるまでに半年程度要
したとのことである．

2.2 指・手首によるジョイスティックカー
図 3 に示すジョイスティックカー [2] は，ニッシン自動
車と東京農工大が共同開発した自動車操縦装置で，図 3 の
ジョイスティック (a) でアクセル・ブレーキ操作を，ジョ
イスティック (b) でステアリング操作をする．片手しか使
えない障害者のために，1 本のジョイスティックで操縦す
るタイプもある．障害者の運転に利用する手や体格，障害
度合いに応じて，使用するタイプの選択，取り付け位置や
高さ，ばねの強度，感応度をカスタマイズする必要がある．
また，障害が進むにともなって力が弱くなった，あるいは

図 4

ブレイン・コンピュータ・インタフェースを利用した自動車の
走行トレース例

Fig. 4 Driving traces with the brain computer interface.

可動域が狭くなった場合には，ジョイスティックのバネの
強度や感応性を変更する必要がある．

2.3 ブレイン・コンピュータ・インタフェース
Daniel Göhring らは，脳波で自動車を運転するためのイ
ンタフェースを開発し，それを全自動運転車に接続するこ
とで，脳波による操縦可能性を評価している [5]．全自動
運転機能の補助なく，脳波で自動車を操作することは難し
いといっている．速度 2 m/sec. として，脳波で左右の指示
をしてテストコースを走行したときのトレース結果を図 4
に示す．常に蛇行しており，安定して操縦できるとはいい
がたい．左右の方向制御だけでなく，スピード制御した場
合はさらに操縦性能が低下している．結論として，方向指
示だけを脳波で行い，自動車の制御は全自動運転機能に任
せるのが現実解としている．

3. 先行研究
筆者らは，障害者向け自動車操縦インタフェースの研究
開発として，本論文の研究に先行して，物体の角度や角速度
を検出するジャイロセンサを用いて開発を行ってきた [6]．

3.1 評価環境
ATR プロモーションの WAA-010 [7] を身体上の可動部
位に取り付け，ドライビングシミュレータ上で評価した．
走行コースは，図 5 に示すように横 300 m × 縦 120 m の
教習用コースの外周とした．外周は車線幅 3.3 m の片側 1
車線で，カーブの半径は 25 m である．本ドライビングシ
ミュレータでは，速度や走行座標等といった走行ログの記
録やコースアウトや車線アウトをした距離を測定すること
ができる．
蛇行せず安定して走行できるかを評価するため，図 6

c 2016 Information Processing Society of Japan
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図 5 評価コース

Fig. 5 Driving course for evaluations.

図 7

ハンドル制御方法

Fig. 7 Steering control scheme.

図 6

脱輪とふらつきのイメージ

Fig. 6 Lane departure and driving gap.

に示すように，走行した距離のうち車道からのコースアウ
トと車線アウトをした割合である脱輪率（Ratio of Lane

Departure: RLD）と直進安定性を評価するため，直線区

図 8

センサの切れ角とハンドルの切れ角の関係を変えたときの操
縦特性

Fig. 8 Car control characteristics against relationship between
sensor angle and steering wheel angle.

間での車体の左右の動きの標準偏差（Standard Deviation

of the Driving Gap: SDDG），つまりふらつきの 2 つを測

ドルの切れ角 y の関係を式 (1) とする．ここで，ハンドル

定した．ふらつきの具体的な計測は第 2 カーブを出たあと

の最大切れ角を a，センサの切れ角とその最大切れ角を S

の 200 m とした．

および Smax とする．x = S/Smax の乗数 n を 1 から 4 ま
で変化させ，前述のドライビングシミュレータを利用して

3.2 走行性能評価結果
ハンドルではロックツーロックが 2 回転（±360 度）程
度であるのに対し，角度センサの場合は最大切れ角が ±45
度程度である．角度センサの切れ角とハンドルの切れ角の
対応付けをリニアにした場合，角度センサが少し曲がった
だけでも，ハンドルは大きく切れてしまう．これを避ける

操縦性能を評価した．なお，n = 1 のときは角度センサの
切れ角とハンドルの切れ角が線形の関係になる．

y = axn

(1)

ジャイロセンサは左足の甲の上につけ，左右に回転させ
た．被験者は障害のない 5 名である．

ために，ニュートラル付近では角度センサが少し曲がって

その結果，図 8 (1) に示すように，脱輪率は，練習開始当

もハンドルはほとんど動かない一方，角度センサを大きく

初は角度センサの切れ角とハンドルの切れ角の関係が線形

曲げたときはハンドルが大きく曲がるように制御したほう

のほうが運転しやすいが，周回回数が増えるに従い，n = 3

が運転しやすいと考えられる．このような操作特性を実現

のときが最も低くなっており，安定して走行していること

するため，我々は「非線形制御」と「半自動制御」を導入

が分かった．ふらつきについては，違いは見られない．半

した．図 7 を利用して説明する．直接操作角度内では，角

自動制御については，通常走行時では非常に操作が難しい

度センサの切れ角とハンドルの切れ角は 1：1 に対応する

ことが分かった．そのため，車速が遅く大きなハンドルの

が，その関係は線形ではなく，非線形とする．角度センサ

切れ角が必要となる車庫入れや縦列駐車といった限定され

の切れ角が直接操作角度を越えると自動的にハンドルの切

た領域でのみ適用すべきことが分かった．ハンドルの切れ

れ角が増加する．具体的には，角度センサの角度 S とハン

角が ±180 度以内で通常走行可能と考え，最大直接操作角

c 2016 Information Processing Society of Japan
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図 11 Flex Sensor の外観

Fig. 11 Appearance of Flex Sensor.
図 9 身体各部位へのジャイロセンサの取り付け例

Fig. 9 Examples of a gyro sensor attaching to body parts.

図 12 Flex Sensor の指への取り付け

Fig. 12 Operation glove for Flex Sensor.

図 10 ジャイロセンサの実験結果

Fig. 10 Experimental results by body parts with gyro sensor.

ては，以下の項目が重要と考えられる．

( 1 ) 曲げ角度に対する出力が線形的で安定している．
( 2 ) 自動車の振動や外気温，取り付け部位の体温の影響を

度を ±180 度とし，ハンドル切れ角に対応付けた．そのた
め，本研究でもその結果を採用することとした．
図 9 のように手の指/手首/腕（ひねり）の 3 箇所にジャ

受けない．

( 3 ) 身体の各部位への取り付けが容易，あるいは取り付け
治具へのセンサチップの取り付けが容易である．

イロセンサを取り付け，練習回数に対する習熟度を評価し

( 4 ) 自分で操作でき，操縦性能に優れる．

た実験結果を図 10 に示す．被験者は障害のない者で，各

ここで，各項目の中で 4 番目の操縦性能が優れていること

可動部位について 1 名である．センサを取り付けた可動部

が最も重要と考えている．

位のうち，手首，指，腕（ひねり）の順に脱輪率と直線走

利 用 す る 角 度 セ ン サ の 候 補 と し て ，Spectra Symbol

行におけるふらつきが低く，操作しやすいことが分かる．

の Flex Sensor [8]，電磁材料研究所の Cr-N 薄膜歪セン

また，いずれの部位についても，練習を重ねるごとに脱輪

サ [9], [10], [11]，東洋測器株式会の TMI-160 [12] の 3 種類

率は低下し，直線走行におけるふらつきも収束しており，

を選択した．操縦性能は，指に各センサを取り付け，ドラ

練習を行うことで操縦インタフェースとして利用できると

イビングシミュレータを利用して評価した．

評価した．なお，ハンドルを利用した場合の脱輪率は 0%，
直線走行時のふらつきは 0.11 m である．

4.1 センサの外観と取り付け方法

ジャイロセンサとドライビングシミュレータを用いた走

Flex Sensor は図 11 に示す外観で，そのままでは指で

行実験評価より，練習を重ねることによって身体の可動部

制御するのに柔らかすぎることから，図 12 に示すように

位にセンサを取り付ける操縦インタフェースを使ってハン

プラスチックの板に貼り付けた上で軍手に縫い付けて指で

ドル操作に近い操縦ができる可能性があることが示され

操作できるようにした．

た．しかし，ジャイロセンサは車両の動きに影響を受ける

電磁材料研究所の Cr-N 薄膜歪センサチップは非常に微

センサであり，あくまでシミュレータによる評価であるこ

小な歪みを測定するのに適しており，そのままでは角度を

とから，角度センサを利用した操縦インタフェースを実際

測定できない．そのため，図 13 に示すステンレスの薄板

に適用できるかについては，車両の動きに影響を受けない

に Cr-N 薄膜歪センサチップを接着した角度センサの試作

角度センサを利用し，実車両で走行評価する必要がある．

品を作成した．ステンレス板が曲がったときの表面の歪み

4. 角度センサの選択
自動車操縦インタフェースに適用する角度センサについ
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図 13 Cr-N 薄膜歪センサチップを利用した角度センサ

Fig. 13 Appearance of the angle sensor Cr-N thin film strain
sensor chip mounted.
図 16 TMI-160 の指への取り付け

Fig. 16 Attaching TMI-160 on the finger.

図 14 Cr-N 薄膜歪センサの指への取り付け

Fig. 14 Attaching Cr-N thin film strain sensor on the finger.

図 17 センサ出力のばらつき

Fig. 17 Dispersion of sensor output.

図 15 TMI-160 の外観

Fig. 15 Appearance of TMI-160.

東洋測器の TMI-160 は図 15 に示すような外観をして

図 18 センサ角度に対する出力電圧の比較

Fig. 18 Comparison of the output voltage of each angle.

いることから，図 16 に示すように両端をマジックテープ
で指と手首に取り付けるようにした．

ここで，Flex Sensor は出力のバラツキが大きいことから，
センサ角度に対する電圧は，10 msec. でサンプリングした

4.2 センサ出力の安定性

100 個の平均値である．

前述の 3 種類のセンサは曲げ角度に対して抵抗値が変化
するタイプであることから，後述するように電圧に変換し

4.3 操縦性能

たうえで制御ボード Arduino を使って，ドライビングシ

指によってハンドル操作するときの直接操作角度を ±45

ミュレータ上の自動車や電気自動車を制御するようにし

度とし，直接操作角度内で操作できるハンドル角度を ±180

た．各センサともに大なり小なり出力電圧にバラツキがあ

度とした．加えて，関節可動域の中間を自動車が直進する

ることから，各センサをニュートラルポジションにしたと

ニュートラル位置とした．親指を上にして，指を左右に曲

きに角度換算してどのようなバラツキがあるかを計測した

げることでハンドル操作する．ジャイロセンサを用いた場

結果を図 17 に示す．サンプル数は 100 である．また，セ

合と同様にドライビングシミュレータ上で操縦性能を評価

ンサの曲げ角度に対する出力電圧の関係を図 18 に示す．

する．図 19 に示すようにセンサ出力（電圧）を制御ボー
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図 19 角度センサによる操縦装置構成

Fig. 19 Steering operation system with angle sensor.
表 1

角度センサ別操縦性能

Table 1 Characteristics of angle sensors.

図 20 実験車両

Fig. 20 Experimental car.

ド Arduino に入力し，ドライビングシミュレータあるいは
電気自動車のハンドルの角度を制御する信号に変換する．
本図は，Cr-N 薄膜歪センサの例となっている．

図 21 テストコース

被験者数はそれぞれのセンサで 5 名である．全被験者に

Fig. 21 Test courses.

障害はない．脱輪率および直線走行時のふらつきの測定結
果を表 1 に示す．ふらつきは 3 つのセンサ間で違いがな
いが，脱輪率は，時計回りは Cr-N 薄膜歪センサ，反時計
回りは TMI-160 が最も良いという結果となった．

5.1 実験評価環境
最近の自動車は，衝突防止を始めとする各種安全運転支
援機能から明らかなように，アクセルやブレーキだけでな
くステアリングも含めて多くの操縦インタフェースがコン

4.4 性能評価

ピュータで制御可能となっている．しかし，残念ながらい

操縦性能としては，電磁材料研究所の Cr-N 薄膜歪セン

ずれの自動車メーカもコンピュータ制御するためのインタ

サと東洋測器の TMI-160 が同等の性能であった．しかし，

フェースを開示していない．そのため，ニッシン自動車は

Cr-N 薄膜歪センサチップを取り付けた治具を身体の各部

ハンドル部分に自転車のチェーンを取り付け，それをモー

位に作成することは大変であることから，電気自動車を利

タで回すことでジョイスティックによるハンドル制御を実

用した操作部位別の操縦性能評価は東洋測器の TMI-160

現している [2]．我々は，車両のフロント部分が軽量な村

を使用することとした．

上商会の電気自動車 PIUS [13] をベース車両とし，図 20

5. 電気自動車による操縦性能評価

に示すように 5 連のサーボモータを取り付け，制御ボード

前述したように，東洋測器の角度センサ TMI-160 を利
用した操縦インタフェースを実車両に接続して操縦性能の
評価を行った．

Arduino を経由してステアリング制御可能としている．こ
のサーボモータは加えるパルスの幅を変化させることで回
転角が変化する．
走行評価は，図 21 に示す岩手県立大学構内の周回道路
を利用して急角度のコーナがない道路における走行評価
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図 24 角度センサ TMI-160 の取り付け形態

Fig. 24 Mounting situation of angle sensor TMI-160.
表 2
図 22 右左折のテストコース

周回コースと直線コースにおける操縦性能

Table 2 Driving characteristics in straight and circle courses.

Fig. 22 Test course for right and left turn.

図 23 実験車両でのふらつきの測定方法

Fig. 23 Measuring method of SDDG in an experimental car.

ことで左右の動きをイメージするように被験者に伝えた．
中指あるいは手首を右側に曲げたときに自動車が右旋回，

を，200 m の直線道路を利用して直進走行評価を，直線道

中指あるいは手首を左側に曲げたときに自動車が左旋回す

路側に図 22 に示す一辺 7 m の正方形コースを設け，右左

るようにセンサをセッティングした．左足首については，

折の評価を行う．正方形コースは，内周と外周の四つ角の

膝を少し左側に倒し，足の親指が少し上になる状態にする

ロードコーンを置き，外周のコーンと内周のコーンの距離

ことで足の甲の上下動を左右の動きとイメージするように

を 3 m とした．道路幅は 2.12 m となる．

被験者に指示した．その動きと自動車の旋回方向が一致す

図 23 のように電気自動車の右側のフロントにカメラを

るようにセンサをセッティングした．

取り付け，走行中のセンターラインを撮影した．撮影した
動画を用いて右タイヤとセンターラインとの距離を測定し，
その標準偏差を求めた．その値をふらつきの評価値とする．

5.2 走行実験結果
図 21 の直線コースを利用した直進走行性能，周回コー

正方形コースを利用した右左折評価については，右左折後

スを利用した急角度の右左折のない道路での操縦性能，正

に標準偏差を計測できるほど走行距離がないことから，右

方形コースを利用した右左折走行性能を評価した．

左折後にコースを外れた回数をカウントした．なお，本大

5.2.1 直線コースおよび周回コースの操縦性能

学構内の制限速度が 20 km/h であることから，運転速度は

20 km/h 以下となるように PIUS をセッティングした．
センサの取り付け部位は，中指，手首および左足首とす
る．中指と手首における左右の手の選択は，各被験者の希

被験者は障害のない 5 名で，直線コースおよび周回コー
スを走行したときのセンターラインと右側フロントタイヤ
との平均距離とふらつきを計測した結果を表 2 に示す．
直線コース，周回コースともにハンドルでの走行時に比

望に任せた．各部位への取り付け形態例を図 24 に示す．

べて角度センサを利用した場合，センターラインに近い

先行研究で明らかにしたように，関節の上下動あるいは前

コースを走行する傾向があるが，操作部位による違いはほ

後の動きを頭の中で左右の動きに変換するのは非常に難し

とんどない．ふらつきについては，ハンドルでの走行に比

い．そのため，中指および手首の場合は，親指を上にする

べて，センサによる走行のほうが若干大きく，蛇行しやす
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右左折の操縦性能評価

Table 3 Driving characteristics for turning right and left.

表 4 ステアリング角度を変更しての実験結果

Table 4 Experimental results of changing the SW angle.

い傾向にあることが分かる．センターラインからの距離と
同じく操作部位による違いは見られない．ただし，足首で
の操作では，5 名中 1 名が直線コースで脱輪しており，中
指および手首に較べると左右の動きをイメージすることが
難しいと考えられる．なお，それ以外では誰も脱輪してい
ない．ほとんどの被験者が，数字上だけでなく操作感とし
ても，急角度の旋回がない道路であれば，ハンドルほどの
安定感はないが，十分に運転可能と感じていた．

5.2.2 右左折時の操縦性能
続いて，図 22 に示す正方形コースを利用して左右に旋

図 25 ジョイスティックタイプの操縦装置

Fig. 25 Joystick type driving unit.

回するときの操縦性能を評価した．被験者は障害のない者

3 名である．時計回りと反時計回りの走行をすることで，

表 5

増山氏の実験結果

Table 5 Experiments by Ms. Masuyama.

右旋回性能と左旋回性能を測定した．前節で述べたよう
に，右左折後に走行車線を維持できたか否かで評価した．
周回数は，時計回りで 3 周，反時計回りで 3 周とした．そ
れぞれで 12 箇所のコーナを曲がる．その結果を表 3 に示
す．周回コースと異なり，90 度のコーナを回った後，ほと
んど外側に膨らみコースを外れてしまった．とりわけ足首
での運転が難しかった．
角度センサの最大角度とそれに対応したハンドルの最大

今回は，センサの角度に対するハンドル角度の感度を下
げただけであり，感度を上げた場合の影響を今後確認する

切れ角を見直すことによる操縦性能の向上については今後

必要がある．

の課題である．

5.2.4 障害者による評価

5.2.3 センサ角度とハンドル角度の比率を変更したとき
の操縦性能

本研究は障害者支援を目的として行っている．そのた
め，サリドマイド福祉センター「いしずえ」常務理事で，

通常走行とバック走行の違いのように走行速度が大きく

上肢に障害のある増山氏を招いて走行評価を行った．増山

違う場合，センサの角度に対するハンドルの角度の関係を

氏は，日常的にフランツシステムを用いて自動車を運転し

切り替えたほうがよいと考えられる．その評価のため，セ

ている．今回，センサを図 25 のようにジョイスティック

ンサ角度に対するハンドル角度を 22.5 度ずつ減らしハン

のようにセンサを手で左右に倒すことで操作する場合と足

ドル角度が 45 度になるまでの 5 段階で，周回道路を走行

首で操作する場合の 2 つについて評価した．走行コースは

した．操作部位は指で行った．

周回コースである．

実験結果を表 4 に示す．最大ハンドル角度を変えても

実験結果を表 5 に示す．ふらつきについては，表 2 に示

大きな差が見られなかった．しかしながら，最大ハンドル

す健常者がハンドルで周回走行したときの結果と増山氏が

角度が狭い場合直線部分は安定走行しやすいが，急角度の

スティックタイプの装置で走行したときの結果がほぼ同じ

コーナでは最大ハンドル角度が大きいほうが操作しやすい

である．さらに，足首での操作はハンドル操作よりも良い

との意見が被験者から寄せられた．

結果であり，安定して走行していたことが分かる．健常者
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図 26 センターラインからの距離

Fig. 26 Distance from the center line.
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山氏が足首で操作したときの周回コースにおけるセンター
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スの提案した．電気自動車を利用し，中指，手首および足
首で走行評価した結果，急角度のコーナでなければ，いず
れの部位においても，ハンドル操作に近い走行が可能であ
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