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補助事業分担者

（日本語）産業技術研究所 主任研究員 依田育士
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Senior Research Scientist, Ikushi YODA

II. 成果の概要（総括研究報告）


補助事業代表者による報告の場合
本研究では、脳性麻痺、脳卒中などの身体的な理由が原因で意思伝達装置などへの入力が困難な重度

の運動機能障害者に対して、簡易なジェスチャにより情報機器を操作可能にするインタフェースの研究
開発を行う。近年技術の進歩がめざましい画像処理および情報技術を活用し、既存の各種スイッチ等の
利用を困難とする不随意運動や痙性に対応するインタフェースを開発する。低価格なインタフェースを
供給することを目的に、市販の画像距離センサを利用した非接触で非拘束なインタフェースを開発す
る。
平成 28 年度においては、１次認識エンジンを用いた実生活環境における日々変動データ評価（認識正
答率の評価）を行い、認識正答率を評価した。わずかな指の動き、足踏み動作を認識対象として初期評価
では 80％以上の認識結果となった。認識エンジンは各動作に類型化された認識機能に加え、起動時に教
師データを取得する機能を付加することで日々の体調変動に対応できることとした。
また、脳性麻痺者向けに、実生活において機器の操作が可能となるような状態遷移図（操作メニュー）
を構築し、ジェスチャによりリレー用スイッチ（意思伝達装置への入力）、学習リモコンによる電灯やテ
レビの操作、呼び鈴による呼び出しの 3 種類が可能となるシステムを構築した。
In this research, we developed a gesture interface for persons with severe motor dysfunctions such as
cerebral palsy or stroke, who have difficulty in operating communication aids. Due to recent advance
in image processing and information technology, we utilized a commercially-available image range
sensor in order to realize a non-contact and non-constraint interface and to supply inexpensive system.
In 2016, we have developed a primary gesture recognition engine and evaluated a recognition rate in
the daily living environment. Participants with severe motor dysfunctions used a prototype of gesture
interface at home. As a slight motion of the finger and stepping foot motion were evaluated, these
recognition rates become more than 80% in the initial evaluation. In addition to a categorized
recognition function for each gesture, the recognition engine is able to correspond with a daily physical
condition by adding a function to acquire teaching data at the start time. Then, for a person with
cerebral palsy, we built an environment control system that can control some devices (input to a
communication aids, control of a light and TV with the wireless remote controller, make a sound for
call) by a gesture in daily living at home.
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