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はじめに

日本は外国に比べ，台風や地震といった自然災害が
発生しやすい国土である．そのため，避難訓練の実施
やハザードマップの配布など，住民を対象とした防災
対策が数多く行われている．しかし，観光客を対象と
した防災対策は数少なく [1]，外国人観光客を対象に含
む対策はさらに限られる．日本に訪れる外国人観光客
は 2012 年以降増加し続けており∗1 ，今後も増加すると
見込まれ，外国人観光客を対象とした防災対策が必要
である．
外国人観光客は，日本で災害が発生した際に何が起
きたのかを理解できない可能性がある∗2 ．災害時に的確
かつ迅速に対応するためには，日本でよく発生する災害
や，災害時にとるべき行動のような防災知識∗3 を事前に
知っておくことが重要である．仙台白百合学園は，外
国人向けの防災・減災パンフレット「Look before You
Leap∗4 」を作成し，災害への備えや安全な避難の仕方な
どの防災知識を提供している．また，スマートフォン
アプリケーション「Safety tips∗5 」は，各災害について
の解説や災害時の応急処置方法などの防災知識を提供
している．しかし，これらは提供する防災知識を記憶
させるような仕組みや，ゲーミフィケーションのよう
な複数回利用したくなる工夫がないため，利用者が一
度見るだけで防災知識を忘れる可能性があると考えら
れる．そこで本システムでは，クイズで防災知識を出
題し，漫画表現で正しい情報を提供する．クイズは記
憶や理解の向上に役立ち [2]，体験学習ゲームとして楽
しく学ぶことが可能である [3]．また，日本の漫画は海
外でも絶大な人気があることから外国人が親しみやす
く，漫画表現は内容をわかりやすく伝えることができ
る [4]．本稿では，提案するシステムの概要について述
べる．
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関連研究

外国人を対象としたシステムとして，宮尾の多言語
防災情報翻訳システムが挙げられる [5]．このシステム
は，地震防災に関する情報を英語，韓国語，中国語，ポ
ルトガル語の 4 カ国語で提供する．しかし，このシス
テムは防災知識の学習を想定したシステムではない．
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by Using Comic Expression and Quizzes
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図 1: システムの構成
また，外国人や高齢者など情報格差がある人々を対
象としたシステムとして，草野らのピクトグラムを用
いた災害時情報共有システムが挙げられる [6]．このシ
ステムは，言語の違いや情報機器の不得手が原因で起
こる情報格差に対応するため，ピクトグラムを用いて
直感的な情報の理解を支援する．しかし，ピクトグラ
ムのみを用いた情報提供には限界があり，場合によっ
ては誤解を生む可能性があると考えられる．本システ
ムでは，漫画表現を用いることで，防災知識の理解を
促す．
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システムの概要

3.1 システムの設計方針
本稿では，外国人観光客を対象とした防災知識提供
システムを提案する．提案システムはスマートフォン
上で動作し，平常時の利用により防災知識の学習を支
援する．クイズに解答し，漫画表現による解説を閲覧
することで防災知識を学ぶ．
図 1 にシステムの構成を示す．図 1 ①はスマートフォ
ンから利用者に対してクイズが出題されることを示す．
図 1 ②は正否判定を行うために，出題されたクイズに
対する解答をスマートフォンに送ることを示す．図 1
③はスマートフォンから利用者に対して防災知識を漫
画表現で提供することを示す．図 1 ④は各クイズの解
答結果をサーバに保存することを示す．また，サーバ
に保存している各クイズの解答結果を円グラフで表す．
3.2 システムの機能
本システムは図 2(1)〜(4) に示す 4 つの画面を順に遷
移する．以下にそれぞれの画面について説明する．
(1) 災害一覧の画面
図 2(1) に災害一覧の画面を示す．この画面は，日
本でよく発生する災害を閲覧する画面である．図
2(1) では，日本でよく発生する災害をアニメー
ションのあるイラストにまとめることで，イラス
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(１) 災害一覧の画面

(２) クイズの画面

(３) 正否判定の画面

(４) 漫画の画面

図 2: システムの画面例

トをタップしたくなるような仕組みを想定して
いる．図 2(a)，(b) は日本でよく発生する災害の
一例であり，それぞれ台風，火山の噴火を表して
いる．

(2) クイズの画面
図 2(2) にクイズ出題時の画面を示す．クイズは
図 2(1) の災害のイラストをタップすると表示さ
れる．図 2(2) に示すポップアップ・ウィンドウ
は，図 2(a) をタップしたときに出題されるクイ
ズであり，台風に関するクイズである．このよう
に，クイズの内容はタップしたイラストに即し
ており，各々の災害に対する防災知識を問う．ク
イズの形式は二択クイズであり，一方が正解の画
像，残りが不正解の画像である．クイズは各々の
災害に対し複数問作成し，様々な状況に応じた防
災知識を提供する．
(3) 正否判定の画面
図 2(3) に正否判定と円グラフで正解率を表した画
面を示す．図 2(2) のクイズに解答すると図 2(3)
の画面に遷移する．クイズの正解・不正解に応じ
て「Excellent!!」
，
「Mistake!!」のどちらかが表示
される．また，各々のクイズに対する正解率を円
グラフで表示する．この機能の目的は，利用者に
「他の利用者がどれくらい正解したか」を認知し
てもらい，競争心や危機感を持たせることでモチ
ベーションを向上させることである．
(4) 漫画の画面
図 2(4) にクイズの解説を漫画表現で行う画面を示
す．図 2(4) の漫画は英語で情報を提供している．
この画面は，図 2(3) の図 2(c) に示す「LEARN BY
COMICS」のボタンを押すと遷移する．図 2(4) に
示す漫画は台風のクイズに対応しており，台風の
時に避難してはいけない場所と避難するべき場所
について説明している．
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おわりに

本稿では，外国人観光客向けの防災知識提供システ
ムの概要について述べた．本システムは，外国人観光
客が防災知識の学習を支援するため，クイズの出題およ
び漫画表現を用いた情報提供を行う．今後は，正解数
に応じた個人のランキングや出身国別のランキングの
機能を実装し，利用者のモチベーションの向上を図る．
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