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Ｐ０４００６ 

（健康安心プログラム） 

「障害者等ＩＴバリアフリー推進のための研究開発」基本計画 

機械システム技術開発部 

 

１．研究開発の目的・目標・内容 

 

（１）研究開発の目的 

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。 

視覚障害者や聴覚障害者、肢体不自由者、車いす使用者等の様々な障害がある人々に対

して、経済・社会への参画を積極的に進めていくための支援を行うことは、重要であるだ

けでなく、健常者にとってもより使いやすい、便利なシステムを構築することにもなる。

その支援の中で、障害がある人々の戸外・建物内の「移動」に関する取り組みは、活動の

基本となるものであり､最も重要な支援の一つであると考えられる。 

現状の「障害者等を対象にした移動」の支援状況をみると、視覚障害者を対象とした移

動支援システムとして数十種類のシステムが個々に開発・運用され、これらの多くは固有

の方式を採用している等のために互換性がなく、利用者である視覚障害者にとって利便性

に課題が残されている。また、支援の範囲も限られているのが実状である。 

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。 
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（２）研究開発の目標 

利用者端末等の開発を行うとともに平成１６年開催のＩＴＳ世界会議においての活動紹

介による評価、２００５年日本国際博覧会における評価実験の結果を踏まえ、利用者端末・

システム等の改良・標準化に向けた要素項目抽出を検討・実施する。（詳細は別紙研究開発

計画を参照のこと） 

 

（３）研究開発内容 

上記目標を達成するために、別紙の研究開発計画に基づき研究開発を実施する。 

 

 

２．研究開発の実施方式 

 

（１）研究開発の実施体制 

本研究開発は、平成１５年度は経済産業省商務情報政策局サービス産業課医療・福祉機

器産業室において実施したものであるが、平成１６年度以後は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。）において実施する。

なお、本研究開発は、民間企業等に委託して実施することとするが、平成１６年度以後の

事業計画が実質的に平成１５年度からの継続事業であるため、原則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。 

研究開発の実施にあたっては、企業、研究組合、公益法人等が、ＮＥＤＯ技術開発機構

が指名した研究開発責任者（プロジェクトリーダー）の下で、それぞれの研究テーマの達

成目標を実現すべく研究開発を実施する方式を採用する。 

この場合において、各委託先は、企業、研究組合、公益法人等の単位であることを原則

とする。ただし、ＮＥＤＯ技術開発機構が、複数の企業単位等が結集して研究体を構成し、

集中的な管理体制を構築する場合も、当該研究体を委託先として認めるものとする。 

 

（２）研究開発の運営管理 

研究開発全体の管理・執行に責任を有するＮＥＤＯ技術開発機構は、経済産業省及び研

究開発責任者と密接な関係を維持しつつ、プログラムの目的及び目標、並びに本研究開発

の目的及び目標に照らして適切な運営管理を実施する。具体的には、必要に応じて、プロ

ジェクトリーダー等を通じてプロジェクトの進捗について報告を受けること等を行う。 

 

 

３．研究開発の実施期間 

本研究開発の期間は、平成１５年度から平成１８年度までの４年間とする。 
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４．評価に関する事項 

ＮＥＤＯ技術開発機構は、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、

成果の技術的意義及び将来の産業への波及効果等について、外部有識者による研究開発の

事後評価を平成１９年度に実施する。なお、評価の時期については、当該研究開発に係る

技術動向、政策動向や当該研究開発の進捗状況等に応じて、前倒しする等、適宜見直すも

のとする。 

 

 

５．その他の重要事項 

 

（１）研究開発成果の取扱い 

①得られた研究開発成果については、ＮＥＤＯ技術開発機構、実施者とも普及に努めるも

のとする。 

②知的基盤整備事業又は標準化等との連携 

得られた研究開発の成果については、知的基盤整備、標準化等との連携を図るため、

データベースへのデータの提供、標準情報（ＴＲ）制度への提案等を積極的に行う。 

③知的財産権の帰属 

委託研究開発の成果に関わる知的財産権については、「独立行政法人新エネルギー・

産業技術総合開発機構新エネルギー・産業技術業務方法書」第 26条の規定等に基づき、

原則として、すべて委託先に帰属させることとする。 

 

（２）基本計画の変更 

ＮＥＤＯ技術開発機構は、研究開発内容の妥当性を確保するため、社会・経済的状況、

内外の研究開発動向、政策動向、プログラム基本計画の変更、第三者の視点からの評価結

果、研究開発費の確保状況、当該研究開発の進捗状況等を総合的に勘案し、達成目標、実

施期間、研究開発体制等、基本計画の見直しを弾力的に行うものとする。 

 

（３）根拠法 

本プロジェクトは、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号に基づき実施する。 

 

 

６．基本計画の改訂履歴 
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（１）平成１６年３月、制定。ただし、本事業は、平成１５年度に、経済産業省の直轄事

業として開始されている。 

 

 



 5

（別紙）研究開発計画 

 

研究開発項目「障害者等ＩＴバリアフリー推進のための研究開発」 

 

１．研究開発の必要性 

障害者等が、経済・社会への参画を積極的に進めていくための支援において最も重要な

ものの一つである「移動」について数十種類の支援システムが開発・運用されているにも

かかわらず互換性がなく、利用者にとって利便性に課題が残されているのが現状であるこ

とから利用者がより正確・迅速・安全に移動を実現させるために、障害者等が共通に利用

でき、障害者等にとって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・実証

等に取り組み、利用者端末やシステム等の標準化へ到達するための検討・推進を行うこと

が必要である。 

 

２．研究開発の具体的内容 

本プロジェクトは、さまざまな既存のシステムや研究中のシステムを有効に融合して利

用することを可能とするため、効果的な進展を図り、内外の同様なシステムの開発状況な

どに関する調査を行い、情報化社会の進展に歩調を合わせ既存の関連する日本工業規格（Ｊ

ＩＳ）及び国際規格並びに他国間及び各国における標準化動向を念頭に置きつつ開発を進

めるものとする。 

 

（１）障害者等に適応した移動支援システムの開発 

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う。具体的には、以下の項目の研究開発を行う。 

 

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・制御機能を統合した接続アダプタ構築技術 

次のイ．ウ．エ．及びオ．掲げる各通信・制御機能や、更に必要とされる通信・

制御機能を付加し、周辺機器との接続アダプタの構築に関する統合化研究及び試作

システムの構築を行う。 

イ．赤外線利用位置情報取得機能のモジュール化技術 

赤外線方式によって、利用者の位置や周辺情報・向きなどを取得する機能に関し

て、接続アダプタ及び周辺装置への搭載のためのモジュール化及びシステム試作に

関して高度化研究を行う。 

ウ．ＦＭ波利用周辺情報取得機能のモジュール化技術 
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ＦＭ波方式によって、利用者の周辺情報などを取得する機能と信号機等に障害者

等の接近を告知する機能に関して、接続アダプタ及び周辺装置への搭載のためのモ

ジュール化に関して高度化研究を行う。 

エ．携帯電話機能利用通信のモジュール化技術 

携帯電話本体と接続アダプタとの情報通信や、地図情報・最適経路探索などを格

納・検索するサーバとの通信、携帯電話に付加されているＧＰＳ等の通信機能に関

するモジュール化に関して高度化研究を行う。 

オ．ＲＦＩＤ（電波方式認識）利用位置情報取得機能のモジュール化技術 

ＲＦＩＤ方式によって、利用者の位置や周辺情報・向きなどを取得する機能に関

して、接続アダプタ及び周辺装置への搭載のためのモジュール化及びシステム試作

に関して高度化研究を行う。 

 

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 

携帯電話に接続した「接続アダプタ」の利用に関して、利用者の障害の内容・程

度に適応したメディア・方式を用いて情報の入力や提示が行えるためのユーザイン

タフェースのあり方を検討し、試作ソフトウェアの構築及び接続アダプタへの搭載

を行う。 

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 

携帯電話からの情報や携帯電話の画面などを用いる際に、利用者の障害の内容・

程度に適応した情報の入力や提示が行えるようにするために、携帯電話に搭載する

新たな支援ユーザインタフェースのあり方を検討し、試作ソフトウェアの構築及び

携帯電話への搭載を行う。 

 

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、地図情報より利用者の障害の内容・程度

に適応して最適な経路誘導・情報提示を行うためのシステム・ソフトウェアの開発を行

う。 

 

（２）移動支援システム等の実証・評価実験 

視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者、福祉施設などの協力を得て、利用者端末を用

いたＩＴバリアフリーシステムの利用により経路誘導をはじめとする各種機能に関する機

能、操作容易性等に関する実証実験を行い、さらに２００５年日本国際博覧会において評

価実験を行う。このほか規格化に資するための補強データ取得等のための小規模な実験を

必要に応じて実施する。 
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（３）移動支援システム等の規格・標準化の検討 

障害者等移動支援システムの規格・標準化を進めることは、システムの普及・実用化を

図るとともに、健常者も含めた将来の歩行者支援システムへの発展を促すことにつながる

といえる。そこで、本プロジェクトでは機器の開発・実証と並行して、機器やインタフェ

ース、情報表現、データベース等の各側面から規格・標準化の可能性の検討を行い、関係

機関への提言を行う。 

 

（４）「障害者等適応地図情報」に関する検討 

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、

障害者等に適した誘導・案内・注意喚起を行うために必要な要因（勾配・幅・点字ブロッ

クの有無など）を検討し、地図情報を作成し、より使いやすいものにするよう提言などを

行う。 

 

（５）障害者等に適応した移動支援システム等の調査 

本研究開発のより効果的な進展を図るために、内外の同様なシステムの研究・開発状況・

位置取得などの関連技術の発展状況・利用する携帯電話の進歩などに関する調査を行い、

情報化社会の進展に歩調を合わせ、より有効なシステム開発の指針を得るとともに、国内

外の関係機関等との接触・情報交流を含め、規格化に関する調査研究を行う。 

 

 

３．達成目標 

 

中間目標（平成１７年２月末）： 

（１）障害者等に適応した移動支援システムの開発 

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・制御機能と統合した接続アダプタを構築すること。 

接続アダプタの開発目標は次のとおりとする。 

ａ.外形寸法  幅55mm×奥行き140mm×高さ35mm以下（突起物は除く） 

ｂ.質量    250ｇ以下（携帯電話を含まず）、 

ｃ.電池寿命  通常使用時6時間以上、連続全機能使用時1時間以上 

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する

こと。 

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す

ること。 
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エ．携帯電話機能利用通信のモジュール化技術 

携帯電話を接続アダプタと接続することで、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ことが可能な通信モジュールを開発する

こと。 

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すること。寸法・質量・

性能の目標値は次のとおりとする。 

ａ.外形寸法  幅70mm×奥行き150mm×高さ25mm以下（突起物は除く） 

ｂ.質量    160ｇ以下 

ｃ.電池寿命  通常使用時6時間以上、連続全機能使用時3時間以上 

ｄ.交信距離  175mm（252mmタイプ大型タグ使用時） 

 

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・

高齢者の機能に適合した情報入出力方式を策定し、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可能とすること。 

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 

携帯電話に付随している、ボタン、ディスプレイ、スピーカー及びバイブレー

ション機能を利用し、視覚障害者・聴覚障害者・肢体不自由者・高齢者の機能に

適合した情報入出力インタフェース方式を策定し、構築すること。 

 

③「利用者適応経路探索技術」に関する研究開発 

視覚障害者に対しては点字ブロックが敷設されている経路探索、車いす使用者に対

しては段差がなく傾斜が少ない経路探索、肢体不自由者に対しては危険要素が少ない

経路探索などの利用者に適応した経路探索を行うための要因を抽出し体系化するとと

もに、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を作成

すること。 

 

（２）移動支援システム等の実証・評価実験 

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）会

期中での評価実験ができる利用者端末の開発を行う。 

評価実験においては、会場内での実地域社会を想定した実験を行うものとすること。 

位置情報と地図情報及びそれに関連した付加情報とを連携させて、視覚障害者・聴覚障害

者・肢体不自由者・高齢者に対して情報を伝えられることを確認すること。また、適切な経



 9

路誘導を行うことができることを確認すること。さらに、アンケート調査により、平均値として被験者の

６０％以上がシステムの有効性を認めるにたる操作性を有するものとすること。 

評価実験に臨むために、システムの試作後に行う実証実験は、利用者となる障害者に対

し、本システムの操作性などの確認、経路誘導機能の動作の確認を行うものとすること。 

 

最終目標： 

（１）障害者等に適応した移動支援システムの開発 

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すること。 

接続アダプタの開発目標を次のとおりとする。 

ａ.外形寸法  幅55mm×奥行き140mm×高さ35mm以下（突起物は除く） 

ｂ.質量    250ｇ以下（携帯電話を含まず） 

ｃ.電池寿命  通常使用時6時間以上、連続全機能使用時1時間以上 

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する

こと。 

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す

ること。 

エ．携帯電話機能利用通信のモジュール化技術 

携帯電話を接続アダプタと接続することで、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通信モジュールを開発するこ

と。 

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すること。寸法・質量・

性能の目標値を次のとおりとする。 

ａ.外形寸法  幅70mm×奥行き150mm×高さ25mm以下（突起物は除く） 

ｂ.質量    160ｇ以下 

ｃ.電池寿命  通常使用時6時間以上、連続全機能使用時3時間以上 

ｄ.交信距離  175mm（252mmタイプ大型タグ使用時） 

 

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・

高齢者の機能に適合した情報入出力方式を策定し、ユーザインタフェースソフト
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ウェアの構築及び接続アダプタへの搭載をすること。 

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 

携帯電話に付随している、ボタン、ディスプレイ、スピーカー及びバイブレー

ション機能を利用し、視覚障害者・聴覚障害者・肢体不自由者・高齢者の機能に

適合した情報入出力インタフェース方式を策定し、構築すること。 

 

③「利用者適応経路探索技術」に関する研究開発 

視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

っては段差がなく傾斜が少ない経路探索、肢体不自由者にとっては危険要素が少ない

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

とともに、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を

作成すること。 

 

（２）移動支援システム等の実証・評価実験 

平成１６年開催のＩＴＳ世界会議における活動紹介における評価、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とすること。 

 

（３）移動支援システム等の規格・標準化の検討 

障害者等移動支援システムの各年度における開発成果、並びに国内外の標準化及び技術

動向を踏まえ、またシステムの普及・実用化を図るとともに、健常者も含めた将来の歩行

者支援システムへの発展を促すことにつながる規格化のための原案を国又は、国際的な規

格制定機関に提示することを可能とすること。 

 

（４）障害者等適応地図情報に関する検討 

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、

障害者等への適した誘導・案内・注意喚起が行えるために必要な要因（勾配・幅・点字ブ

ロックの有無など）を検討し、地図情報を作成し、より使いやすいものにするよう提言な

どを行うこと。 

 

（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類似システムの調査及び試作・開発

を行うシステムの仕様・技術に関し、類似システムの開発・研究者、関係機関等と情報交

流が行える体制を確立すること。 

 


