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平成１８年度実施方針 

機械システム技術開発部 

１．件 名：プログラム名 健康安心プログラム 

（大項目） 障害者等ＩＴバリアフリー推進のための研究開発 

 

２．根拠法：独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第 15 条第 1項第 2号 

 

３．背景及び目的・目標 

情報化社会が急速に進展する我が国においては、健常者だけでなく障害者をも含めた国

民一人一人が積極的に参画できるＩＴ社会の早期実現が喫緊の課題となっている。 

このＩＴ社会の実現は、豊かな国民生活と我が国の競争力の強化を実現する鍵となるばか

りではなく、障害者にとっても、ビジネスをはじめとする経済・社会への参画をより容易

にするポテンシャルを有しており、やりがいのある社会、生きがいのある社会の実現を可

能とするものである。 

このことは、「e-Japan 重点計画２００３」（平成１５年８月）においても「システムで共

通に利用でき、障害者等に使いやすい携帯端末等に関する開発・実証実験を２００５年に

愛・地球博において行い、２００６年度までに標準仕様を策定する」とされているところ

であり、また、障害者基本計画（平成１４年１２月）においても「ＩＴの利用・活用が障

害者の働く能力を引き出し、経済的自立を促す効果は大きいことから、その積極的活用を

図る」とされているところである。 

このプロジェクトは、こうした背景のもと、平成１５年度、経済産業省において開始され

た事業を引き継ぎ、障害者等が共通に利用でき、かつ、障害者等に使いやすい利用者端末

を活用した移動支援システムの開発及びその実証・評価実験を実施するものである。 

本プロジェクトでは、位置情報取得等の要素技術の急速な進展を考慮したデータの互換

性・相互運用性確保を図るため、これらの利用者端末等のハードウェア及びソフトウェア

の共通仕様の標準化に向けての要素技術項目を検討し、当該システムの実用化及び普及の

促進へと結びつけるものとする。 

中間目標：平成１６年のＩＴＳ世界会議での情報公開を行い、２００５年日本国際博覧

会（開催期間：平成１７年３月～９月、開催場所：愛知県）での評価実験ができる利用者

端末の開発を行う。（平成１７年２月末） 

最終目標：２００５年日本国際博覧会における評価実験を踏まえ、障害者等の移動支

援を目的とした既存のシステム及び開発中のシステムについて、障害者等が共通に利用

でき、かつ、障害者に使いやすい利用者端末を活用した移動支援システムの開発を行い、

規格化のための提言を行う。（平成１８年度末） 

 



 

４．実施内容及び進捗（達成）状況 

本研究開発事業は、平成１５年度、経済産業省において「障害者等ＩＴバリアフリープ

ロジェクト」として、障害者等の移動を支援する既存システムの互換性・相互運用性を確

保するための委託事業者（企業コンソーシアム）を公募・選定し、障害者等が共通に利用

でき、かつ、障害者等に使いやすい利用者端末の開発を携帯電話の利用を主目的とした機

能実証のためにＰＤＡを活用したシステムの基本設計・開発を行うとともに、機能実証を

行った。 

さらに、平成１６年度及び平成１７年度、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開

発機構（以下「ＮＥＤＯ技術開発機構」という）において「障害者等ＩＴバリアフリー推

進のための研究開発」として、ＮＥＤＯ技術開発機構が指名したプロジェクトリーダー（東

京大学大学院工学系研究科産業機械工学専攻教授 鎌田 実氏）の下で、以下の研究開発

を実施した。 

 

（１）障害者等に適応した移動支援システムの開発 

平成１６年度においては、利用者の利便性等を考慮し、携帯電話にデバイス制御・アプ

リケーション制御等を行う端末（接続アダプタ）を接続する形態で、利用者の現在位置周

辺の情報提供・任意の目的地までの誘導情報提供・危険箇所の事前告知などを利用者の障

害状況に適応するメディア・内容にて提供するシステムの研究開発を行った。平成１７年

度においては、平成１６年度に研究開発を行ったシステムを用い、後述する「移動支援シ

ステム等の実証・評価実験」を行った結果を分析・評価し、利用者の利便性等をより考慮

したシステムの高度化に関する研究開発を行った。 

①「各種デバイスの高度化検討と接続アダプタの試作」に関する研究開発 

ア．各通信・制御機能統合した接続アダプタを構築した。 

実証・評価実験結果の分析・評価より、携帯電話との統合も加味した高度化検

討を行った。 

イ．赤外線利用位置情報取得機能のモジュール化技術 

波長870±50nm、変調25KHz FM変調のモジュールとし、接続アダプタに搭載した。 

さらに、実証・評価実験結果の分析・評価より、位置・方向取得機能に関する

高度化検討を行った。 

ウ．ＦＭ波利用周辺情報取得機能のモジュール化技術 

受信 75.8MHz FM、発信 312.45 MHz のモジュールとし、接続アダプタに搭載し

た。 

さらに実証・評価実験結果の分析・評価より、周辺情報取得機能に関する高度

化検討を行った。 

エ．携帯電話機能利用通信のモジュール化技術 



地図情報及び位置情報を連携させ、障害者に対し音声等により指示を与える事

が可能な携帯電話と通信を行うモジュールとし、接続アダプタに搭載した。 

さらに、実証・評価実験結果の分析・評価より、携帯電話機能に関する高度化

検討を行った。 

オ．ＲＦＩＤ利用位置情報取得機能のモジュール化技術 

ＲＦＩＤタグから125KHz（受信、発信共通）で位置情報を読み取り、上位装置

（接続アダプタ）に送信する機能を持つリーダ装置を開発した。 

さらに、実証・評価実験結果の分析・評価より、位置取得機能に関する高度化

検討を行った。 

 

②「利用者適応ユーザインタフェース」に関する研究開発 

ア．接続アダプタに関する利用者適応ユーザインタフェース技術 

「接続アダプタ」の利用に関して、視覚障害者・聴覚障害者・肢体不自由者・高

齢者利用者の機能に適合した情報入出力方式を策定し、両ユーザインタフェースソ

フトウェアの構築及び接続アダプタへの搭載を行った。 

さらに、「接続アダプタ」の利用に関して、実証・評価実験結果の分析・評価より、

ユーザインタフェースソフトウェアに関する高度化検討を行った。 

イ．携帯電話搭載に関する利用者支援インタフェース技術 

利用者に適応した視覚障害及び肢体不自由に関する情報入力インタフェース方式

を展開するための規格やデータフォーマットの作成を行った。 

また、デザインも含めた、「使いやすさ」を追求した画面設計を行った。 

以上より策定された手法や規格を元に、試作ソフトウェアの構築を行い、携帯電

話へ搭載した。 

さらに、「携帯電話」の利用に関して、実証・評価実験結果の分析・評価より、ユ

ーザインタフェース方式に関する高度化検討を行った。 

 

③「利用者適応経路探索技術」に関する研究開発 

経路探索技術に関する要因抽出技術として視覚障害者・聴覚障害者にとっては点字

ブロックが敷設されている経路探索、車いす使用者にとっては段差がない経路探索・

傾斜が少ない経路探索、肢体不自由者にとって危険要素が少ない経路探索などの利用

者に適応した経路探索が行えるための要因抽出を行い体系化すると共に、それらを加

味した経路生成アルゴリズム及びヒューマンインタフェースの検討を行った。 

さらに、本システムの利用に関して、実証・評価実験結果の分析・評価より、利用

者に適応した経路探索技術に関するアルゴリズム及びヒューマンインタフェースの高

度化検討を行った。 

 



（２）移動支援システム等の実証・評価実験 

平成１６年のＩＴＳ世界会議でのシステム紹介、２００５年日本国際博覧会会期中に

行う実証・評価実験のための実施計画の作成、評価実験に用いる利用者端末・システム

等の開発等、評価実験の準備を行った。 

さらに、２００５年日本国際博覧会において、会期中に被験者を用いた実証・評価実

験を行に当たり、そのための実施計画の作成、実証・評価実験の実施、取得したデータ

の集計・分析を行った。なお、これに加え、広く本システムの有効性の評価及び自治体

関係者等への告知を行うためのシンポジウムを開催した他、一般来場者を対象としたデ

モ等を実施した。 

 

（３）移動支援システム等の規格・標準化の検討 

諸条件を考慮しつつ最終的には利用者の利便性と普及を図ることを第一義に規格・

標準化の検討を行った。標準化の体系、意義等基本事項を検討・整理すると共に、そ

れを踏まえて開発者サイド、本システムの対象者である「利用者サイド、あるいは、

支援者サイド」の双方の知識を結集させ規格化の原案を検討した。そのために実用化

検討委員会を設置し活動を行った。体制としては、各種の障害者団体及び当該障害者

及び開発者を構成メンバーとし、システム・情報表現・データベース等の各側面から

規格・標準化の可能性検討を行った。 

さらに、標準化の体系、意義などの基本事項を含めた原案に対しては、前述実証・

評価実験で得られたデータの集計・分析より、具体的な数値や方向性を含めた規格化

の原案を検討・作成した。また、そのために実用化検討委員会を設置し活動を行った。

体制としては、各種の障害者団体及び当該障害者及び開発者を構成メンバーとし、シ

ステム・情報表現・データベース等の各側面から規格・標準化の可能性検討を行った。 

 

（４）「障害者等適応地図情報」に関する研究開発 

障害者等適応地図に必要なデータ項目に関する要因抽出技術として、地図情報に関して、

視覚障害者及び車椅子利用者に必要とされる要因の洗い出しを行った。 

さらに、障害者等適応地図に必要なデータ項目に関する要因抽出技術として、地図情報

に関して、視覚障害者及び車椅子利用者に必要とされる要因の有効性を検討し、項目の洗

い出しを行った。 

 

（５）障害者等に適応した移動支援システム等の調査 

障害者などの移動・案内・危険告知に関する内外の同様なシステムの調査を行い、本プ

ロジェクトにて試作・開発を行うシステムの仕様・技術に関し、同様なシステムの開発・

研究者と情報交流が行える体制を確立した。 

また、本プロジェクトに関連する技術動向を調査し、本システムの有効的な技術の導入、



及び有効な事業化指針の策定を行った。 

さらに携帯電話の技術動向に関する調査として、本プロジェクト分野に関し、携帯電話

に関する通信事業各社間のコミュニケーションを確立し、接続アダプタに関する各社間で

の共通利用、利用者インタフェースに関する各社間での共通性などに関して、共通仕様の

策定を行った。 

加えて、障害者等の移動・案内・危険告知に関する内外の同様なシステム、携帯電話な

どの携帯が容易なデバイス・周辺システム、障害者等の生活や就労の支援に関するシステ

ムなどの調査を行い、開発・研究者などと情報交流が行える体制を確立した。 

また、本プロジェクトの有効な事業化指針を検討した。 

さらに、学会などへの発表と各国の有識者とのコミュニケーションを確立した。 

 

実績額推移（百万円）：   16 年度  17 年度 

 ①一般会計        ５２４    ２１０ 

 

特許出願件数（件）       ０    ０ 

論文発表数（件）        １    ８ 

フォーラム等（件）       １    ３ 

 

５．事業内容 

５．１ 平成１８年度事業内容 

ＮＥＤＯ技術開発機構が指名したプロジェクトリーダー（東京大学大学院工学系研究科

産業機械工学専攻教授 鎌田 実氏）の下で、以下の研究開発を実施する。実施体制につ

いては、別紙を参照のこと。 

 

（１）障害者等に適応した移動支援システムの開発 

平成１６年度に研究開発を行ったシステムを用い、後述する「移動支援システム等の実

証・評価実験」を行った結果を分析・評価し、利用者の利便性等をより考慮したシステム

の具体的高度化案の提起に関する研究開発を行う。 

①「各種デバイスの高度化検討と接続アダプタの試作」に関する研究開発 

ア．各通信・制御機能統合した接続アダプタの構築技術 

実証・評価実験結果の分析・評価より、携帯電話との統合も加味した具体的高

度化案を提起する。 

イ．赤外線利用位置情報取得機能のモジュール化技術 

実証・評価実験結果の分析・評価より、位置・方向取得機能に関する具体的高

度化案を提起する。 

ウ．ＦＭ波利用周辺情報取得機能のモジュール化技術 



実証・評価実験結果の分析・評価より、周辺情報取得機能に関する具体的高度

化案を提起する。 

エ．携帯電話機能利用通信のモジュール化技術 

実証・評価実験結果の分析・評価より、携帯電話機能に関する具体的高度化案

を提起する。 

オ．ＲＦＩＤ利用位置情報取得機能のモジュール化技術 

実証・評価実験結果の分析・評価より、位置取得機能に関する具体的高度化案

を提起する。 

 

②「利用者適応ユーザインタフェース」に関する研究開発 

ア．接続アダプタに関する利用者適応ユーザインタフェース技術 

「接続アダプタ」の利用に関して、実証・評価実験結果の分析・評価より、ユー

ザインタフェースソフトウェアに関する具体的な高度化案を提起する。 

イ．携帯電話搭載に関する利用者支援インタフェース技術 

「携帯電話」の利用に関して、実証・評価実験結果の分析・評価より、ユーザイン

タフェース方式に関する具体的高度化案を提起する。 

 

③「利用者適応経路探索技術」に関する研究開発 

本システムの利用に関して、実証・評価実験結果の分析・評価より、利用者に適応

した経路探索技術に関するアルゴリズム及びヒューマンインタフェースの具体的高度

化案を提起する。 

 

（２）移動支援システム等の実証・評価実験 

後述する｢移動支援システム等の規格・標準化の検討｣に必要な実験結果のうち、２０

０５年日本国際博覧会においての実証・評価実験にて実施することが困難であった項目、

分析中にさらに必要と判断された項目、及び国際標準化への展開を考慮した追加評価項

目に関して結果を得るための「補足的実証・評価実験」を行う。そのための実施計画の

作成、補足的実証・評価実験の実施、取得したデータの集計・分析を行う。なお、これ

に加え、広く本システムの有効性の評価及び自治体関係者等への告知を行うため、全国

自治体在住の障害者等への説明・啓蒙活動を目的とした周知活動の充実を図る。 

 

（３）移動支援システム等の規格・標準化の検討 

利用者の利便性と普及を図ることを第一義に規格・標準化の原案策定を行う。平成

１７年度に検討した標準化の体系、意義などの基本事項を基盤とし、前述実証・評価

実験で得られたデータの集計・分析より、具体的な数値や方向性を含めた規格化の原

案を構築する。そのために実用化検討委員会を設置し活動を行う。 



さらに、国内及び国際的な標準化体系にするために、福祉に関する有識者や各種の

障害者団体及び当該障害者への原案の説明やヒアリング活動における一層の充実化を

図る。また、国内外の関連団体との連携を構築し、規格化を達成するための調査及び

交流を実施する。 

 

（４）「障害者等適応地図情報」に関する研究開発 

障害者等適応地図に必要なデータ項目に関する要因抽出技術として、地図情報に関して、

視覚障害者及び車椅子利用者に必要とされる要因の有効性を検討し、具体的な項目の洗い

出しを行う。 

 

（５）障害者等に適応した移動支援システム等の調査 

障害者等の移動・案内・危険告知に関する内外の同様なシステム、携帯電話などの携帯

が容易なデバイス・周辺システム、障害者等の生活や就労の支援に関するシステムなど

の調査を行い、開発・研究者などと情報交流が行える体制を確立する。また、本プロジ

ェクトの有効な事業化指針を検討する。さらに、学会などへの発表と各国の有識者との

コミュニケーションを確立する他、規格・標準化で検討された成果である原案を海外標

準化機関へ告知し、国際標準化策定のアピールと情報交流を行う。 

 

 

 



５．２ 平成１８年度事業規模 

一般会計                １００百万円（当年度） 

    

事業規模については、多少の変動があり得る。 

 

６．その他重要事項 

（１）運営・管理 

本研究開発については、委託先にて外部有識者等から構成される開発委員会を設置し、

全体的な方向性及び実現のための計画を策定する他、規格原案の検討、自己評価を行う。 

 （実用化検討委員会は、１８年度開発委員会に統合） 

（２）年間スケジュール：平成１８年９月・・標準化原案策定の進捗状況確認を実施 

平成１８年１０月 当該標準化原案の海外海外標準化機関への

アピール等 

平成１９年１月・・標準化原案の確定、提示 

 

（３）その他 

本研究開発は、平成１５年度は経済産業直轄事業として実施されたものであるが、平

成１６年度以降は、ＮＥＤＯ技術開発機構において実施することとなった。したがって、

実質的に継続事業であるため、原則として平成１５年度の実施体制を継続することとし、

ＮＥＤＯ技術開発機構において公募による研究開発実施者の選定は行わない。 

 

 

 

 



（別紙）事業実施体制の全体図 

「障害者等ＩＴバリアフリー推進のための研究開発」実施体制 

 

 

 

                          委託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＥＤＯ技術開発機構 プロジェクトリーダー 

東京大学 大学院工学系研究

科 産業機械工学専攻 

教授 鎌田 実 

野村総合研究所 

 

研究項目：プロジェクト全体の評価及び支援業務 

コンソーシアム企業間の連絡・調整 標準仕様の策定に係る委員会運営 

標準化・技術開発動向の調査研究 

指示・協議 

（
連
名
契
約
） 

日本電気株式会社 

 

研究項目：システム設計・開発及びコンソーシアム企業調整 

接続アダプタに関する設計・開発主担当  

実証実験設計・評価実験及びコンソーシアム企業調整 

三菱プレシジョン株式会社 

 

研究項目：赤外線センサ部に関する設計・開発主担当 

 

池野通建株式会社 

 

研究項目：FM 波センサ部に関する設計・開発主担当 

株式会社ＮＴＴドコモ 
 
研究項目：高度化（特に携帯電話利用化）検討主担当 

株式会社日立製作所 

 
研究項目：RFID センサ部に関する設計・開発主担当 


