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MR HMD を用いた室内における
地震シミュレーションの体験および訓練システムの提案
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Proposal of Experience and Training Indoor System of Earthquake Simulation using MR HMD
Kota Sakai† Takashi Yoshino
†Wakayama University
*1 平成 22 年度版 防災白書 第 1 章 第 1 節 災害を受けやす
い日本の国土 - 内閣府 http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h22/
bousai2010/html/honbun/2b 1s 1 01.htm
*2 MR: Mixed Reality の略．現実空間と仮想空間を混合し，現実
のモノと仮想的なモノがリアルタイムで影響しあう新たな空間を構
築する技術．
*3 VR: Virtual Reality の略．映像の世界（仮想現実）に，実際に
入り込んだかのような体験ができる技術．
*4 AR: Augmented Reality の略．現実の世界に仮想の世界を重ね
て「拡張」する技術．
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日本は地震が発生しやすい国である*1 ．地震時には
様々な心理的症状が起こるが，それらの中に，何もで
きなくなり呆然としてしまう「凍りつき症候群」とい
うものがある [1]．心理学者 Leach. J は，不意の災害に
見舞われた時，人の取る行動を 3 つのカテゴリに分類
している（「落ち着いて行動できる人＝ 10〜15%」
「我
を失って泣き叫ぶ人＝ 15%以下」
「ショック状態に陥り
呆然として何もできない状態になってしまう人＝ 70〜
75%」）．大多数の人は発災時にショック状態，つまり，
呆然として何もできない状態「凍りつき症候群」に陥
ることがわかる．突発的に災害や事故の直撃を受けた
とき，脱出や避難できる機会が十分にあるにもかかわ
らず，避難が遅れて犠牲になる主な要因は，目の前で
経験したことのない事象が急激に変化・展開すること
についていけないためである．これを防ぐには地震に
対して「知識」だけでなく，体を動かして訓練しなが
ら地震を「体験する」必要がある．しかし，地震の体
験には，従来では地震体験の専門施設を利用しなけれ
ばならない．
一方，近年，MR*2 という情報技術が開発され，進歩
してきた．MR を有効活用することで，専門施設を利用
せずに自分が現在いる場所で地震の体験と訓練が可能
になる．ユーザが MR HMD を装着すると，MR HMD
がユーザの周囲の家具の表面を認識し，3D メッシュモ
デルに出力することができる．VR*3 や AR*4 では，あ
らかじめ部屋の中のモデルを用意する必要があったが，
MR であればユーザの環境を使用することができるた
め，部屋のモデルを用意する必要がない．
そこで本研究では，震災時に「凍りつき症候群」が
起こるのを防ぐため，自分が今いる場所で大きな地震
が起きたときにどのような現象が起こるのかをシミュ
レーションし，さらにそのときに冷静な行動を取り，命
を守れるようになるよう，訓練も行えるシステムを提
案する．
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図 1: システムの構成
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関連研究

柘植らは，
「AR による地震時の家具の挙動シミュレー
ションを用いた防災学習支援システム」を開発した [2]．
このシステムでは，スマートフォンの AR 技術を用い
て室内に家具を配置して地震を起こし，
「安全・危険の
アドバイス」を行っている．柘植らの研究では，家具
の配置を任意に変更し，地震時の挙動シミュレーショ
ンをすることで，地震への安全対策とその学習を行っ
ている．
畠山らは，
「移動を伴う避難訓練を擬似体験する学習
支援システムの提案」を行っている [3]．畠山らの研究
は，学習者が災害時に自らの知識に基づき判断・行動
できるようになることを目的とし，災害発生後の状況
を仮想空間で再現し，学習者に擬似的な避難行動を体
験させることを提案している．畠山らの研究では，仮
想空間において仮想的な街を使い，自宅で地震に遭遇
した後に自宅から避難所まで避難するというシナリオ
となっている．
これらの研究は，地震発生時の状況を再現し，ユー
ザに擬似的に体験させ，防災意識を向上させるという
点で，本研究の目的と類似している．しかし，柘植ら
の研究は，地震発生前の対応についてアドバイスして
いる．畠山らの研究は，ユーザは避難行動を開始して
からの行動を訓練している．本研究は，ユーザが「地
震発生直後から避難行動に至るまでの防災知識・行動
を訓練」する点で異なる．自宅や職場など，ユーザが
現在いる場所で地震が発生した時を再現する方法をと
る．さらに，心理的に緊迫した状況である，地震発生
直後から避難行動に至るまでの防災知識・行動を訓練
することで，
「凍りつき症候群」に陥るのを防ぐことを
目的としている．

3
3.1

提案システム
システムの概要

本システムは，地震発生時に身を守り，揺れが収まっ
てから情報収集を行って避難を開始するまでを体験し

1-403

Copyright 2020 Information Processing Society of Japan.
All Rights Reserved.

情報処理学会第 82 回全国大会

৫

ธಫ৫

3.3

॔ॖॸभગଦ઼ ঽ
३५ॸभ
ঽऩ૪৶

ఢ೧भੇभੳ

ธಫીവ

ธಫ॑ਛघॊऽदঝشউ

05+0' भ
ঽऩ૪৶

1R

ธಫॱ५ॡऋവ

ੇभ ' ঔॹঝभଦ઼

<HV

३५ॸીവ॑৭උ
<HV

1R

ঝشউ

ธಫड़ঈ४ख़ॡॺभଦ઼

ঘش२भඝ೧

ીവ

図 2: システムフロー
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図 3: 環境認識した空間に家具を設置した様子

チェックが入ったタスクリスト

図 4: 置いた家具が揺れで倒れた様子

システムの構成

図 1 にシステムの構成を示す．本システムは，Unity
を利用した HMD 端末の MR HMD のアプリケーショ
ンである．MR 機器が生成した周囲の物体の表面の 3D
モデルの上に，ユーザが家具の 3D モデルを設置して，
システムが地震をシミュレーションする．また，訓練
を行う際の目標となるオブジェクトをユーザが配置し，
タスクを達成する形式で訓練を行う．

訓練タスクについて

図 3 と図 4 にシステム画面例を示す．図 3 と図 4 は，
本システムのうち，家具などの 3D モデルを設置し，地
震のシミュレーションによって倒れる前（図 3）と倒
れた後（図 4）である．システム画面（図 3）の右側に
ユーザの訓練タスクのリストが表示される．ユーザが
訓練タスクをこなすと，対応したタスクにチェックが
入る（図 4）．訓練内容は消防庁の防災マニュアル [4]
を参考にしている．

4

ながら訓練することができるシステムである．そのた
めに MR HMD により実現される MR 空間を利用する．
使用する MR 機器はシースル HMD を用いるため，ユー
ザが室内の位置や足元を確認しながら訓練を行うこと
が可能で，安全である．地震データは気象庁で公開さ
れている 2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋
沖地震の宮城県涌谷町新町における波形データ*1 を使
用する．このデータを使用するのは，科学的に想定さ
れている最大クラスの南海トラフ地震の震度に近い震
度であるためである*2 ．

3.2

図 2 に訓練システムのフローチャートを示す．図 2
のうち，ユーザの操作範囲について説明する．ユーザ
は，訓練を行う前の準備の段階で，シミュレーションで
使用したい家具とタスクオブジェクトを手動で設置す
る．タスクオブジェクトとは，訓練タスクを MR 空間
上で表現したものである．また，訓練タスクとは，タ
スクオブジェクトに対するユーザの指定された行動の
ことである．
配置が完了したら，ユーザは訓練を開始する．訓練
は，訓練タスクをユーザが達成することで進行する．す
べての訓練タスクを達成すると訓練終了となる．訓練
内容の範囲は，地震発生から避難を開始するまでを対
象としている．
次に図 2 のシステムの自動的な処理について説明す
る．訓練終了後にユーザがシステム終了を選択しなかっ
た場合，システム側が自動的にオブジェクトを訓練開
始時の位置に戻すことで，ユーザが訓練をもう一度開
始することを可能にする．

3.4

揺れにより倒れた家具の3Dオブジェクト

訓練システムについて

おわりに

本稿では，MR HMD を用いた地震訓練システムを提
案し，その概要について述べた．今後は，提案システ
ムの評価実験を行う．
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*1 強 震 観 測 デ ー タ：https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/
kyoshin/jishin/index.html
*2 南海トラフ地震で想定される震度や津波の高さ：https://www.
data.jma.go.jp/svd/eqev/data/nteq/assumption.html
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