
応の安価なディスプレイを開発したいと考えていま

す。

例えば、観光地で100円を入れると見える鍋遠鈍

のようなＡＲディスプレイや､双眼鏡型のデバイス、

またレンタサイクルに機材を戦せて任意の場所で鑑

賞できるシステムなどを考えています。そして最終

的には、週跡を自由に移動できる乗り物と合体させ

ることも検討しています。

実際に試作を行っているディスプレイとして、三

脚型、ハンドヘルド剛、タブレット型、３次元ディ

スプレイ型のものも紹介します。三脚刑は、液1V,モ

ニターを三脚のｋに戦せて自由に|叫紙できるように

したものです。ハンドヘルド型は、ディスプレイ部

分を手で持って、任意の方向に向けられるようにし

たものです。タブレット卿は、スタンドにタブレッ

トＰＣを戦せ、横方向に何蝿できるようにしたもの

です。ロータリー・エンコーダで回転角を検出し

て、ＣＧの画像を束ねています。３次元ディスプレイ

型は、裸眼立体視ディスプレイを用いたものです。

ＣＧ画像とその奥行き1W報を表すデプスil11i像を用いる

ことで、ＣＧの巡物部分を立体的に見せることができ

ます。

口仮想の建物と現実を合成する

「AugmentedEarth」

開発中の｢AugmentedEarth」というプロジェク

トを紹介します。これは「0雪GoogleEarth」や

｢唐Virtua1Earth」などの仮想地球儀ソフトにお

ける３次元都市モデルを、ＡＲ技術によって現爽の

都市に合成表示しようというプロジェクトです。こ

のプロジェクトは、情報処理推進機構(IPA)の未踏

毎GoogIeE釦th＝米グー

グルが提供する衛星写真な

どを閲覧できる地図情紐

サービス。

｡ⅥuaIEarth＝米マィ

クロソフトが提供する地図

桐報サービス。衝塁写真も

表示できる。

剛５皿ＡＲ技綱による趣)復元プロジエクト｢バーチャル例日京」１２１



E翁寓ＣＧＭ＝ConsumerＧｅｎｅ

『aledMediaoユーザーがイ

ンターネットなどを利用して

ｺﾝﾃﾝﾂを作成するこ

と。

ＩＴ人材発掘・育成事業の支援を受けて、角ｍ・人

石らが開発を進めています。

近年､｢GooglcMaps｣や｢G()ogIcEarlj1｣のように、

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上で地図や航空寧典､さらに３次元

の都Iljモデルなどを見ることができるサービスが

次々と開発されています。このようなサービスで

は、無俄のモデリングソフトを利川してユーザーが

ドIIl1にＣＧモデルを作成し、典ｲiサイトにアップ

ロードできるという０琴ＣＧＭの仕組みが提供され

ています。

従来のバーチャル・リアリテイ（ＶＲ)や八Ｒのシ

ステムはコンテンツを一からⅢ発する必災がありま

した。しかしこのプロジェクトでは、ＣＧモデルを

インターネット上の共有サイトからダウンロードす

ることで、ＡＲコンテンツの開発を祥易にすること

を'１桁しています。

例えば、GoogleEarlhに表,させた処物を抽出

して、現実の都市空間に合成するといった使い〃が

できます。写真５．７の左側は現実の画像で、右側は

そのlIili隙にＧＯＯ関!ｅEarthの処物モデルを爪ね合わ

l写真５ｐ７開発中の「AugmQnfedEarth」
３Ｄモデルを実画像と合成する、

1フフ



せたものです。過去の遺跡や未来の建物を合成する

ことで､新しいサービスを提供することができます。

処肌の流れを脱明します。画像は、ＵＳＢカメラ

で取得します。仮想地球儀ソフトから３Ｄモデルを

抽出する過程では、２次元の画像処理でモデル部分

だけを高速に抽出しています。抽出したモデルに陰

影を付け、前述した光学的終合性を高める処瑚を施

します。また、インターネットの天気悩報0雷ＲＳＳ

を利川して、実世界の晴れ、曇りといった天気梢報

を茶にＣＧに陰影を付ける方法も検討しています。

実両像にモデルを亜ね込む際の位置合わせについて

は、０母地磁気センサーや0雪ジャイロセンサーを

用いて実装を進めています。

競合サービスに対する優位性としては、３次元モ

デルをそのまま現実枇界に合成できることが挙げら

れます。現在の仮想地球儀ソフトでは３次池の都市

モデルを２次元の画面上で兇なければならないとい

う制約があります。今後インターネットの世界で

は、「0霞セカンドライフ」のような３次元コンテン

ツが期殖していくと思われます。そこでＡＲ技術を

使ってこれらのコンテンツを実世界に合成すれば、

見たい方向にモニターを向ければ必要な悩報が手に

入るというように、直感的な操作が可能になると考

えられます。

口広告やネット通販などにも

用途が広がる

般後に､１０年後のＡＲサービスの可能性について、

我々が考えている腿望をご細介いたします。現在、

挑帝咽諸でＡＲを実現する試みが行われています

が、画面が小さく、表示範囲が限定されてしまうと

0ヶＲＳＳ＝ＲＤＦＳｉｌｅＳｕｍ

ＩＴ砲fyoRSSによって、Ｗｅｂ

サイトの更新情報を取得で

きる。

⑥。地斑気センサー＝地磁

気を利用して方位を測定す

るセンサー。

０ヶジャイロセンサー＝物

体の角速度を検出すること

で、物体の向いている方向

を取得できる。ジャイロス

コープとも呼ばれる。

Ｇセカンドライフ＝米リ

ンデンラボが提供する3Ｇ

のＣＧを使ったネット上の

仮想世界サービス。

第５軍ＡＲ技術による遺跡型元プロジェクト｢バーチャル踊白京」１２３



いう問題があります。そこで挑帯電話にカメラと

ディスプレイを二つずつ付けて、ＨＭＩ）としても利

川するアイデアを勝えています将来的にこのよう

なデバイスが普及し、アニメ「髄脳コイル」のよう

な世界が実現するとしたら、どのようなサービスが

考えられるでしょうか。

まずは今何ご紹介したような辿跡復元にＡＲ技術

が遮川されると思います。奈良やlﾘ111件ﾄ１．の世跡で

昔の状態をＣＧで兄ることができるというような、

わかりやすいＡＲアプリケーションが人虹を博すと

予想されます。

また、珊境分野にもＡＲが使われるでしょうノ､：

気汚染の濃度や地礎・水秤などの彼書予想を現実の

都市祭間に竃ね合わせることで、シミュレーション

の結果を一般の方にもわかりやすく説明することが

できます。

さらに、地機メーカーや辿股会社などの鯉ｉｆ,洲発

過程にもＡＲを使川することができます。通常、製

I写風５．８仮想店雨のイメージ

左は実画像で、右は店舗を合成したもの‘

I畷

１２J１



品開発におけるプロトタイビングでは、木を削った

りレーザーで樹脂を硬化させたりして試作品を作り

ます。ＡＲ技術を使って３次元ＣＡＤモデルを実世

界にダイレクトに表示すれば、開発期間の短縮や、

コスト削減を図ることができます。

このほか､仮想店舗という用途も考えられます(写

真5.8)。ＡＲ技術でインターネットモールを実世界

に出現させたり、諜輔や映凹などのデジタルコンテ

ンツをダウンロードして、ディスプレイを介してそ

の場で鑑賞したりすることが可能になるでしょう。

このようなＡＲサービスが一般化すると、空間上

にバーチャルな広告を表示することができるように

なります。街中に0琴デジタルサイネージ広告が増

殖して、特定の視聴者にインタラクティブな広告を

配儒できるようになると考えられます。

アスカラボのりf業展|＃liil画としては、当伽は目論

体や博物航、アミューズメントパーク向けに、遺跡

復元などの大規模なＡＲコンテンツを開発したいと

考えています。そしてこれら大規模システムの開発

過程で櫛築した要紫技術をH1いて、ｆｕ機メーカーや

アパレル・メーカーにプロトタイピングや可視化ソ

フトウエアを提供したいと思っています。最終的に

挑帯電話で手軽にＡＲを実装できるようになれば、

一般ユーザーにケームや広告を提供するⅡ1.能性も出

てくると予想されます。

〃デジタルサイネージ＝

コンピュータ技術を用いる

街頭広告の繕称。

期５軍ＡＲ技禰による遭跡復元プロジェクト｢バーチャル飛昌京」１２５
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篤ら章

ＡＲ技術を活用した

インタラクティブ

メディアの展開
Ｉよい

author:鋤五郎

大日本印別株式会社情樋コミュニケーション研究開発センター
ＳＰメディア窃宝所

火l~1本印刷は、ＡＲを油用したインタラクティブ

メディアのビジネスに取り組んでいます。最初のプ

ロトタイプとして２００７年にＡＲを使った「飛び出

す‘iIj-f絵本ＡＲＢ()()k」（次ページの写真6.1）の企1111ｉ

を勝え、ビジネスをスタートさせました。ＡＲのい

ろいろな技術が登場する中で、印刷会社として馴染

みの深い．､本”をモチーフにしてみようという発想

でした。ｒ･供の頃に兄た飛び出す絵本を、デジタル

なしかけで作ることでインパクトのあるものにでき

ないかと砦えたのです。

ＡＲという技術は実際の|廿界、′典際の場所、実際

のモノに、バーチャルな111i報を組み合わせて、その

｣iﾙに水火はｲＭｉしないものを作I)川し、雫lIljや||州ｌ

を超えて情縦を結像化できることが、些本的な機能

の一つだと思います。私たちとしては、ＡＲを使う

ことで、そのような鯖きと典感のコミュニケーショ

ンの助や道典を提供していくこと。それがビジネス

にもつながっていくのではないかと椿えています。

技術の進歩に伴い、モバイルや0琴ウエアラブル

噸．ウエアラブル＝身に付

けるという怠昧。身に付け

て操作できるコンピュータ

はウェァラブル･コン

ピュータと呼ばれる、

鯛Ｇ軍ＡＲ技術壁活、したインタラクティブメディアのＭＩｍｌ２フ



凸一

U写真６－１大日本印刷が開発した「飛び出す嗣子絵本ＡＲＢｏｏｋ」
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□ＡＲはインタラクティブ､メディアの

集約点

火口本印刷は印刷公社として、印刷技術をベース

に、さまざまな分野にﾘ蝶領域を広げています。柵

に近くIミデジタルメディアの研究聞発には枇恢的に取

I)組んでおり、この２０年くらいはＣＧやインタラ

クティブメディアを中心にした、新しいメディア作

なデバイスなどがどんどん進化していくでしょう！

そのときに、ＡＲを使うサービスが多激の利川什を

持つ携帯竃話などで膿間されていくと、多くの方が

〕参測しています。

ただ、その段階にｲ｣:くまでに、もう少し限定的な

｣ﾙ所、限られたシチュエーションでの利用が始まる

のではないでしょうか。私たちはそのようなケース

から少しずつスタートしています。



りを手がけています。

その中でフランスのルーヴル美術館との共同プロ

ジェクトルーヴルーＤＮＰミュージアムラボを進め

ています。「鹸先端のテクノロジーを使って新しい

美術鑑賞方法を探究、実験する」というテーマで、

美術作品を前にしたときに､その作品の内容や作家、

時代背景などの愉報を観覧将へ、いろいろな技術を

使って提供しようというものです。

具体的には、０琴没入型ディスプレイやタッチパ

ネルを使う傭報提供システム、美術館内の経路ガイ

ド兼Ⅱ英仏３カ国語対応の音声ガイドとして使える

モバイル・デバイスをこれまでに開発しました。

このような形でＣＧやインタラクティブメディア

のアプリケーション開発に取り組んできましたが、

ＡＲはこれらの技術の集約点の一つだと考えていま

す。既存のさまざまなメディアを強化、拡張する

ＡＲという技術を利用し、大ロ本印刷にとって新し

いソリューションビジネスを作っているところで

す。

⑪時計の試着システムなどを開発

大日本印刷のソリューションビジネスの一つであ

る、セールスプロモーション分野にＡＲを利用した

取り組みとして、得意先企業にliりけに開発した堺例

を発つ紹介します。

一つは、セイコーウオッチ株式会社棟に採用して

いただきました。2008年の新製品発表会の会珊で

使われました。「バーチャル・ウオッチ・フィッ

テイング」という、時計の拭粁をバーチャルにやっ

てみようという試みです。腕にロゴマークの付いた

バンドを薪けてカメラに向けると、モニター上で時

母没入型ディスプレイ＝

一般に､前後左右など､ユー

ザーの周囲に設置された大

型ディスプレイ裟固のこ

と。周囲がすべてコン

ピュータ・グラフィックス

などの映像なので、その映

倣の中に没入するような錯

覚を体験できる。

鯛６国ＡＲ技栃狂活用したインタラクティブメディアの展聞１２９



13ｏ

計が自分の腕にどのようにフィットするかを確認で

きるものです。カメラがロゴマークを画像謹識し、

時訓･のＣＧを描画しています。

店貝の少ない時計の売り場でお客様が自分で試着

したり、あるいは仙珊などで店頭から時計売り場へ

の誘引を促すといった場面での使用を想定していま

す。将来的にはこういったバーチャルな試蒲が普及

する可能性があると考え、トライアルをしてみたの

です。

もう一つはアディダスジャパン株式会社様。

2008年１１月に、アデイダスパフオーマンスセン

ター銀座のオープン１周年記念キャンペーンで行わ

れた抽選システムで活用しました。

銀座店に登録しているお客様へダイレクト・メー

ルを送り、ダイレクト・メールを持って来店し、お

買い物をされたお客械全貝に抽選でプレゼントを進

呈する、といったキャンペーンでした。その際、カ

メラとＰＣ、モニターを店内に用意して、カメラの

前にダイレクト・メールを吐くと、モニターに金、

銀、銅の３柵類のメダルがＣＧで表示きれるという

抽退システムです。

mWindowsMobile端末で

ＡＲルートガイド

ほかにもさまざまなアプリケーションを制作して

います。例えば、液晶テレビで使われる液１Ｍカラー

フィルターという部品を大日本印刷の製品として製

造しているのですが、その部品をＡＲを使って説明

するアプリケーションがあります。

液晶カラーフィルターのアプリケーションは、

マーカーが印刷されたパンフレットをカメラで椴影



しますパンフレットにはマーカーが二つ印刷され

ていて、システムがそれらを認,職し、ＣＧで液1W,テ

レビを櫛成しているさまざまな部IHIを表ボします。

ハ･ﾉﾉのマーカーを手で脳すと、液,Y1カラーフィル

ターだけがスライドしてlIIIiImから出て行きます。液

晶カラーフィルターが抜けた写其は、モノクロに変

わI)ます･つまり、液IIIIIカラーフイルターがカラー

を表示する部IYlだということを説Iﾘjできるように

なっています。

もう・つしかけがあります。液陥カラーフィル

ターは砿めて細かくＲＧＢ(赤緑IIf)の３色が配列

されているのですが、皿常は人'111の眼にはグレーに

兇えます。そこで、ＡＲを使う“虫眼鏡”で拡大す

ると、ＲＧＢの３色が見える、というしかけです(写

真6.2)。虫眼鏡にマーカーを印刷し、それをシス

テムが,認紬することで、虫眼鏡のレンズ部分に液,(11,

カラーフィルターの拡大側(ＣＧ）をオーバーレイ表

I写真６．２人IlMlの目には見えない微細なＲＧＢを持った液晶カラーフィルターを拡大する

「虫眼迩」

ＡＰ周嶺Ｐ

今

･鐙 感灘

期６軍ＡＲｌ剛J渥活屑したインタラクティブメディアのM【llU13．



I写真６．３タブレットＰＣを利用したルートガイド
ルーヴルーＤＮＰミュージアムラボ第５回展より。

1３２

国国顧

Ⅱ

型Ｉ

示させています。

また、束ｊ(・ノ[反Inの大'1本印刷l:|:尾のスペース

で皿燃しているルーヴルーＤＮＰミュージアムラボ

では、ＡＲを利用した作1M!鑑賞の新しい方法を桃衆

しています

例えば、鋪.l同展示(2008年‘l〃～９月）には陶

器のllIlを鵬示していたのですが、鰍倣荷は作,Yiその

ものには触ゐことができませんそこでカメラ内職

のハンドヘルド・デバイスを使ってズームし、陶器

の刈れ日や桃様がどのような意味なのか、モニター

に表示する{l:細みをlIIl発しました。

ｌＩｉｌ時に航|ﾉ､lのルートガイドにＡＲ技術を組み合わ

せたシステムも作りました。タブレットＰ(､をケー

スに入れて、典側にカメラを付けた端末を|;M発しま

した(写真6.3)。この端求を持って服き、鮒lﾉ1の滞

板のところに来ると、希板に印111ﾘされたマーカーを

認織してさまざまな11Y報を喪,J<するというもので

す。
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I写真６．４WindowsMobile端末でマーカー型のＡＲアプリケーションを動かす

ルーヴルーＤＮＰミュージアムラボ第５回展より

〆

因
１１ ＝

⑮等ドイツのメタイ劫＝ド

イツのミュンヘンに本社を

置くＡＲ開発のＷ業企業･

ＵＲＬはhttp://www,melaio‘
ｃｎｍ／

銅６軍ＡＲ技師魁活用したインタラクティブメディアの展蝿１３３

鯛51Ⅱ雌示(2008年12ﾉ]～2009ｲ|§５ノl)では､

0念一Wind()ｗｓＭ()bilcの挑淵IjIWiをルートガイドに

使っています(写真6.4)。

唾FWindowsMobiIe＝マイ

クロソフトが開発する描淵

霞話用ＯＳ，

ａドイツのＡＲ専業企業メタイオと

提携

火11本印刷のＡＲビジネスは嘘訴ドイツのメタイ

オとパートナーシップを組んで展開しているので、

メタイオの災戦を紹介したいと想います。ＢＭＷの

日勤ili｢MINI｣のＷｃｂページにアクセスして雑誌

の広くｌｆをパソコンのカメラの前に出すと、ＭＩＮＩコ

ンパーチブル（オープンカー)のＣＧが広告の上に

飛び出てくるというしかけがあるのですが、これを

メタイオがⅢ発しています(次ページの写真6.5)。

また、ドイツに本拠をft<111:界的なメディアグ

ループであるBcrtclsmanGroupのｌ祉で、火１１本

印刷とiルノJ関係にあるWissenMediaは、「Ｔｈｅ



I写真６．５メタイオが開発した飛び出す「MINIj

http:"www・mini‘de/webcamo画像提供はメタイオ(httpt"www・metaio・com/)ｃ

１３４

Ｉ
､’１

園

雲三雲喜霊
至宝君型

亀室ｺ迄雪

VisualA11as()ftheEarth」という世界地Ｍ帳を出

版しています。

この地似1帳のページをＰＣに接統したカメラの前

で広げると、術型画像をもとにした地球や鳥、火11｜

などの吹休llIIi像が現れ､その解説が吾ﾒで流れます。

このような紙メディアとＡＲ技術を組み合わせたコ

ンテンツの|｝１発にも、メタイオが脇ﾉJしています(写

真6.6)。メタイオはＡＲ用ソフトウエアの11M発と

同時にコンテンツ制作も手がけています。

メタイオの技術はトラッキングの輔度が尚く、こ

の分野で先行している点が特徴で、ビジネスで使う

アプリケーション1%1発のソフトウエアとして』§常に

使いやすいと･再えます。メタイオのＡＲは''１動車1：

j勘や巡機製IWI蝋進などの産業、シミュレーション川

途が川発だったのですが、蛾近ではＭＩＮＩのＷリ

のようなマーケティング川途も増えているようで

す。



Ⅱ写真６．６「TheVisualAtlasoftheEarthl

◎２００５．２００８WissenMe(li〔lVcrla悪Gmbll,Giil〔'１'§l0hMiiIlぐhe、

＠Ｋ曲１．t()９１．afle:WisscnMc(liflMapW<〕'･ks･WisscI1MediaWl･mgGmbII・Slutlg細・１
SonwaI･ccI1twicklunR3.I).ilWcI･aktiv:Ｍｃｍｉ(〕GmblI,MiincllCI1‘ｗｗｗ・mC1ai().dｅ

hlIp:/／ｗｗｗ,wiss('nmediaM,〔>11】

htlpソ/wwwwissCnmedia・ｄｃ'allami“３－d-intemctive･hｔｍｌ

■コミュニケーションへの活用

｝伽で説IﾘＩしたように、ＡＲを使ってバーチャル

と実物あるいは実際の空間と組み合わせたときの驚

きや共感のコミュニケーションのj勘、あるいは道典

を提供したいと勝えています

火11本印刷のソリューションビジネスに、ＡＲと

いう技術を新たなインタラクティブメディアとして

鋤６章ＡＲ仙術栓活川したインタラクティブメディアのⅨlｌＵ１３Ｅ



組み合わせていく、という視点でアプリケーション

の開発を進めているところです(掌)。それは新製品

のプロモーションの新しい手法だったり、教育教材

の新しい見せ方になるのでしょう。そのときにはや

はりＡＲならではの使い道、ＡＲの必然性を意職す

る必要があると考えています。

また、将来的にＡＲによるコミュニケーションの

場が広がり、実際の街中でモバイル型のデバイスを

かざしたときに、そこで本当に有効な1W報は何だろ

うか、どういう使い道なんだろうか、どのような世

界が広がるのだろうかといった織論をしていきたい

と考えています。

このような搬論をベースにさまざまなアプリケー

ションを開発して実際に世の中に提案していくこと

で、皆さんと一緒に未来のコミュニケーションを

作っていきたいと考えています。

＊大日本印刷が手がけているＡＲソリューションの紹介。http://www,dnpco､jp/CiC/ar／
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隠第ワ草

災 システム、

緊急時のＡＲ活用

autho｢:松崎和賢
梢式会社三菱総合研究所情報技衡研究センター
生鎧慌6.6技術観溌グループ碕究目僧士'惜縮理工謙】

防災・災害救助の分野で、ＩＴをWi用してIMI題を

解決しようという試みは数多くあるものの、ＡＲを

使っている'1F例は111:界的に凡てもそれほど多くはあ

りません。ただ、ＡＩ(という優れた技術をもっとｲ『

効に仙い、防災・災宵救助へのＡＲの迩川を拡大し

たいとの思いから、私のパートでは「緊急時のＡＲ

活用を鯵える」というテーマでお話したいと思いま

す。」M状の問題と、ありi1卜ろ将来像についてご脱明

しましょう。

-11に防災といっても、その領域は多岐にわたり

ます。そこで今回は、安心・安全産業で飛点的に投

盗が行われている二つの分野について述べていきま

す(次ページの図7.1)。

一つめは、「震災稗」です。この分野には地震・

火災などの災害が含まれます。首都直下剛地震の危

険性が指摘され、さまざまな研究や対縦などの動き

がああことは、．｛‘'fさんごﾉＭ１の通りです!，

二つめは｢風水群｣です。台風や、近年州附に期

えているゲリラ豪雨などの災害が含まれます。この

師７軍災害対飯システムへの澗用覇魚鮪のＡＲ活朋１３フ



1図７．１震災害、風水害、新型インフルエンザの３分野を検討

138

l震災番

地厩、火災

歯中央防災会議における首
祁直下地露避難対策郭
諏門噸壷会など

②Na水１２Ｆ

鹿台風、ゲリラ豪雨などに

よる洪水・高潮被害

画中央防災会腕において、
大規模水害対簸に閲す
る専門胴査会が発足

所型インフルエンザ新型インフルエンザ

新型インフルエンザによる

バンデミック(世界的大流
行）

新型インフルエンザ対策
方ｲドﾗｲﾝの策定など

新型インフルエンザによる

バンデミック(世界的大流
行）

新型インフルエンザ対策
がｲドﾗｲﾝの策定など ’

分野も、ノこ規模水害対策の帆''1洲査会が2()08年に

発足するなど、活発な動きがあります。

そして堆後が｢新型インフルエンザ｣ですガイ

ドラインの飾定が腿間企業に求められているなど、

雌近いろいろと動きのある分l1jと言えるでしょう。

これら、(1)礎災害、②胤水ﾂf、⑦新咽インフルエ

ンザの３分Ｗに閲して、それぞれ｢現状および想定

される被１１f状況」や｢ＩＴのfiWIlJIi例｣、「ＡＲｉＩＩｉ川の

方向性」について述べます。

■，首都直下型地震の被害額は

１１２兆円にも

まずは、（､!)の震災害です。

震災害の想定される被需状況は、どうなっている

のでしょうか。例えば、瓜迎15ｍ／秒の日に紬|;I''［

ド型地震が起こったとします。その場合に想定され

る波害額は、およそ１１２兆'11°約１〃１０()０人の犠

牝背が発堆すると言われています。これを１０ｲド間

で３分の２にすることが、内M1府の減災1-1棟として

掲げられています。３分の２にするためには、ＩＴ

に関係する部分もＩＴにﾙﾘ係しない部分も、さまざ

まな対策が‘必嬰になってきます。



一方、実際に震災害が発生した場合に、想定し得

る問題には以下のようなものがあります。まずは悩

側の不足です。典体的には、混雑状況や被響状況に

関する情報不足が準げられます。次に、荷都直下型

地震の場合には、「帰宅行列」ができるという問題

があります。首都頂下型地震が発生した場合、都心

部の道路では、歩道上が満員、車のような状態にな

ると喬われています。外出中に地震が発生して州宅

する人の数が約2100刀人。うち、帰宅困難者数が

約650万人に達するというシミュレーションもあり

ます。

さらに、Ｈ本譜での避難の通知などが困難な外凶

人の方や、体の不自由な方の避難も対策が必要だと

考えられています。こういった方々にはＩＴなどに

よる支援が必要ですし、さらにＡＲを活用して何か

できないかということを巻えていかなければなりま

せん。

色ＡＲを使ったシミュレーション訓練

では、ＩＴを活用した震災害対錐として、現状ど

のような取り組みが行われているか具体的な１１例を

紹介しましょう。

震災害のＩＴ活用事例には、実はＡＲを使った訓

練ﾘＩ例があります。米リゾルプ・ファイヤー．アン

ド・ハザード・レスポンスの「オーグメンテッド・

リアリテイ・トレーニング・ユニット｣です(次ペー

ジの写真7.1)。これはＡＲを用いたシミュレーショ

ンによる消防士の訓練です。トレーラーの巾で

雷ヘッド・マウント・ディスプレイ（ＨＭＤ)を装

蒲し、仮想的な炎や蝿などに対応します。

最近までは、米国防総省の消防士しか使えなかつ

毎ヘッド・マウント・

ディスプレイ＝頭に鞍苗す

るディスプレイで、ゴーグ

ルやﾍﾙﾒｯﾄのような形

状をしている。

鋼７回災密対飢システムへの適用鯛ｎ時のＡＲ活用１３９



I写興７．１米リゾルブ・ファイヤー.アンド・ハザード・レスポンスの

「オーグメンテッド・リアリティ・トレーニング．ユニットＩ

可

ﾃ'岸一一一

h堅一酉

(出典５Ｋa｢CnBatiS1D、ＦＤＮＮＴＶ･com、2009】

I写国７．２米モトローラ研究所の「バーチャル・インシデント・コマンド･センター’

１４Ｃ

＝ 一 ＝ ＝ 一 一 雪 ＝ 雨

酎『身t⑥『⑥ＩｎＶｈｔＭｄ.”.､ＦＭ品、登亡。ｍ、ﾕ蚊J連Ｇ７ｍＫ津3９

…I鯉

詞afZ
■

己

■

(出典．MlTPress、Presence、Ｖｏｌ,１７、No.３、Ｊｕｎｅ2008）

たものでしたが、２００９年１ノIからは、米IIlil本|:の

すべての消防士が利用できあようになったそうで

す。

堆初にＡＲを使った事例を紹介しましたが、逆に

,↑えば､ＡＲを使って炎川レベルに述しているのは、

ほとんどこれぐらいしかないというのが、私が洲街

した範|川での印象です。


