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MR デバイスを用いた被災状況把握ツールの基礎研究
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Basic Research on Disaster Situation Grasping Tools Using MR Device

Tadashi ISE, Kazushiro YOSHIMORI, Takeshi ISONO, and Yuichiro USUDA

*Disaster Information Research Division, 
National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, Japan

Abstract

In recent years, advances in ICT (Information and Communication Technology) have shown the concept of Society 
5.0, which seeks to solve various problems by utilizing cyberspace. The use of such so-called digital twins is also 
being studied in the field of disaster prevention. However, in order to utilize the digital twin for disaster response, it 
is necessary to innovate the sensor technology to reflect the damage of the physical space to the cyber space. Based 
on this background, the authors are focusing on MR devices as a tool to grasp the damage situation and reduce the 
work effort to reflect it in cyberspace. This document reports the results of functional verification of MR devices 
for “acquisition of location information at remote locations,” which is the basic function for visually grasping the 
damage situation. 

Key words: Digital twin, Society 5.0, Damage awareness, Location information, MR device

1. はじめに

2016 年 1 月 22 日に閣議決定された科学技術基

本計画 1）では，実現を目指すべき未来社会として

Society 5.0 2）が示された．Society 5.0 は，狩猟社

会（Society 1.0），農耕社会（Society 2.0），工業社会

（Society 3.0），情報社会（Society 4.0）に続く，新たな

社会として示されたものであり，ICT（情報通信技術）

を最大限に活用し，サイバー空間（仮想空間）とフィ

ジカル空間（現実空間）とを融合させた取組により，

人々に豊かさをもたらす超スマート社会を実現する

ものである（図 1）．
こうしたサイバー空間とフィジカル空間の融合

は，デジタルツインと称され，様々な分野で研究

開発が進められている．例えば，国土交通省は

PLATEAU（プラトー）3）と称する 3D 都市モデルを整

備・活用・オープンデータ化するリーディングプロ

ジェクトを進めている．都市活動のプラットフォー

ムデータとして 3D 都市モデルを整備し， そのユー

スケースを創出，さらにこれをオープンデータとし

て公開することで，誰もが自由に都市のデータを引

き出し，活用できるようになるとしている．

防災分野においても，3D 都市モデルの活用など，

“デジタルツイン防災”が推進されようとしている．

内閣府においては，2020 年 12 月にデジタル・防

災技術ワーキンググループを設置し，防災技術のデ

ジタル化を検討しており，「デジタル防災技術の未

来構想への提案」 4）の中で，サイバー空間を活用し

た防災について言及している．“デジタルツイン防

災”の一般的なコンセプトは，予め構築されたサイ

バー空間（被災前）に発災後の状況を反映した上で，
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図 1 Society 5.0 の概念図（内閣府のホームページ 2）より）

Fig. 1 Conceptual diagram of Society 5.0.

図 2 PLATEAU について（PLATEAU のホームページ 2）より）

Fig. 2 Abou PLATEAU.
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サイバー空間の中で効果的な対応を分析し，その分

析結果をフィジカル空間（実際の災害対応）に反映し

ようとするものである．

こうしたサイバー空間を効果的に用いた災害対応

を実現するためには，フィジカル空間に発生した実

際の現象，つまり防災分野においては被害状況等を

迅速に把握し，サイバー空間に反映するためのセン

サの技術革新が極めて重要である（図 3）．

ある．「④リモートセンシング」や「SNS 等のビッグ

データ分析」は，被災状況の全体像を把握するため

の強力なツールとなり得るが，個別の構造物の損傷

など，被害の詳細を正確に把握するには課題が多い．

このような各センサの短所を補完する方法として，

「①目視」は最も基本的で確実なセンサの一種と捉え

ることができる．しかしながら，目視による被害状

況の把握，および把握した事象のサイバー空間への

反映作業には膨大な労力を要するのが現状である．

本資料では，上記に示したように，“デジタルツ

イン防災”の実現のために欠くことのできないセン

サの一種である「①目視」について，被害状況把握の

労力を軽減し得るツールとして，最新のデバイスで

ある MR デバイス補足（1）に着目し，被害状況把握の

ための基本機能となる「離れた場所の位置情報の取

得」について，実施した実証実験の結果について報

告する．

2. 「離れた場所の位置情報の取得」の重要性

本章では，目視による被害状況の把握作業におい

て，その効率化のために，観測者から離れた場所の

位置情報を取得することの重要性を示す．

一般的に，目視による被害状況を把握し，地理情

報として情報システム（サイバー空間）に登録する作

業は，以下の 2 通りに分かれる．

A. 被災現場で紙地図を用いる場合

行政機関が所外に持ち出せる PC（タブレット PC
を含む）が限定される現状においては，一般的に行

わる手順である（図 4）．
被災現場において，地図とコンパスを用いて観測

者の位置と方位を確認した上で，図 4 の①②に示す

ように，被災した計測対象物（建物やインフラなど）

を地図上に特定するとともに，被害状況を紙面に記

録する．その後，③に示したように，被災現場から

持ち帰った記録を他のチームが現地踏査した結果等

を照合したうえで，Microsoft Excel 等を用いて，記

録の整理を行う．こうして取りまとめられたリスト

を元に，GIS 等の情報システムに入力を行う．この

一連の作業においては，いうまでもなく，①②の紙

媒体に記録する作業や，③の一次記録を整理する作

業に膨大な時間を要することとなる．

B. 被災現場で電子地図を用いる場合（図 5）
上記に示した「A. 被災現場で紙地図を用いる場

図 3 “デジタルツイン防災”におけるセンサの役割

Fig. 3 The role of sensors in “digital twin disaster response”.

表 1 被害状況把握に用いられる主なセンサの分類

Table 1 Classification of main sensors used to grasp the 
damage situation.

区分 事　例

① 目視 現地踏査

② 機器計測 温度計，水位計，震度計，地滑り

計測器など

③ カメラ画像等に

よる目視

固定カメラの映像，ドローン画像

など

④ リモートセンシ

ング

衛星画像の分析など

⑤ SNS 等 の ビ ッ

グデータ分析

D-SUMM（災害情報集約システム）5）

など

災害時において，被害状況を把握するためのセン

サについて明確な分類は存在しないが，一般的に

表 1 に示すように分類できる．“デジタルツイン防

災”を実現するためには，これら様々なセンサを活

用し，発生した被害状況を迅速に捉え，サイバー空

間に反映する必要がある．

「②機器計測」や「③カメラ画像等による目視」は予

め観測対象とする構造物や現象が確定している場合

には極めて有効であるが，網羅的，面的に被害状況

を把握するためには，膨大な数量を設置する必要が



防災科学技術研究所研究資料　第 478 号　2022 年 6 月

－4－

合」に代わり，最近では，被災現場にタブレット PC
等を持ち出し，被災状況を電子地図上に直接登録す

る場合が増えている．特に罹災証明の発行のために

必要な被害認定のための調査など，調査目的が明確

な場合は，調査に必要な資料や様式を PC に格納し，

被災現場において位置情報の入力や被害状況を示す

帳票類の記入を実施するケースが増えている．

この場合，紙媒体に一時的に記録する場合に比べ，

格段に被害状況を把握し，GIS 等の情報システム（サ

イバー空間）へ登録する労力は低減される．しかし

ながら，一般的な電子地図では，GNSS 情報補足（2）

により観測者の位置が自動的に取得され電子地図上

に表示されるものの，被災した計測対象物（建物や

インフラなど）については，観測者が自身の位置情

報を手掛かりに，手作業で位置情報を確定させる必

要がある．この位置情報を手作業により付与すると

いう作業は，被災した計測対象物の数が膨大な場合，

あるいは山間部の道路被害など，明確なランドマー

クが存在しない場合などにおいては，観測者に一定

の労力を強いることになる．また写真 1 に示すよう

に，高所からの遠方の目視においては，かなりの労

力を要するものと考えられる．

図 4 被害状況をサイバー空間に登録する流れ（被災現場で紙地図を用いる場合）（再現）

Fig. 4 Flow of registering the damage situation in cyberspace (case of using a paper map at the disaster site).

図 5 被災現場で電子地図を用いる場合の課題（再現）

Fig. 5 Issue in the case of using electronic maps at the 
disaster site.

写真 1 高所からの目視による被害把握（炎は合成）

Photo 1 Visual damage grasp from high places (flame is 
synthetic).



MR デバイスを用いた被災状況把握ツールの基礎研究－伊勢ほか

－5－

上記に示した目視による被害状況の把握に関する

基本認識の元，「離れた場所の位置情報の取得」のた

めの基礎研究として，MR デバイスを用いた実証実

験を実施した．

3. 実証実験に用いた機器およびソフトウェア

本章では，実証実験に用いた機器（MR デバイス）

およびソフトウェアについて，その概要を記述する．

3.1   MR デバイス

（1） 機種選定

2022 年 3 月現在，市場に流通している主な MR
デバイスとして，表 2 に示す 3 つが存在する．

マイクロソフト社（米国）の HoloLens 2 は，ユーザ

の手の動きを検知し，基本的な操作を行うことがで

きる．また，外部の接続機器（例えば，接続された

スマートフォン）で行うのではなく，HoloLens 2 本

体で映像の処理を行うスタンドアロン型である．さ

らに，高性能のカメラを搭載しているなど，最も前

衛的な MR デバイスといえる．Nreal Ltd.（中国）の

NrealLight は，HoloLens 2 とは対照的にスマートフォ

ン等との接続を前提としたデバイスである．つまり，

MR デバイスを単独で用いるというよりも，外部の

接続機器で処理された映像を見ることを重視した

MR デバイスである．Magic Leap 社（米国）の Magic 
Leap 1 は，性能，価格，重量のいずれにおいても，

上記 2 つの MR デバイスの中間的な存在であり，バ

ランスの良い製品といえる．

上記に示した通り，3 つの MR デバイスはそれぞ

れ特徴を有している．今回の実証実験では，災害時

において被害状況を把握するためのツールとしての

可能性を検証することが目的であるため，最も前衛

的であるマイクロソフト社の HoloLens 2 を用いるこ

ととした．

（2） マイクロソフト社 HoloLens 2 の特徴

HoloLens 2 はマイクロソフト社によって開発さ

れた MR デバイスである．デバイスの種類として

は HMD（ヘッドマウントディスプレイ）に分類され，

ユーザが頭部に装着することで MR（複合現実）を体

験することが可能となる．HoloLens の初期モデル

は 2016 年に発表され，バージョンアップを繰り返

した後，後継機にあたる HoloLens 2 が 2019 年 11 月

に発売された．他社製品と比較すると HoloLens 2 は

以下の特徴を有している．また，これらの特徴より，

HoloLens 2 は産業用途や業務支援用途向けの利用が

期待されている MR デバイスといえる．

特徴① スタンドアロン

他社の製品の多くは，ヘッドマウント部分だけで

なく，PC やスマホ，バッテリーなどにより構成さ

れている．これに対して HoloLens 2 は PC や他の機

器に接続することなく，ヘッドマウントディスプレ

表 2 主な MR デバイスの比較

Table 2 Comparison of major MR devices.

HoloLens 2 Magic Leap 1 NrealLight

製造会社 マイクロソフト社（米国） Magic Leap 社（米国） Nreal Ltd.（中国）

日本国内発売日 2019 年 11 月 7 日 2020 年 6 月 19 日 2020 年 12 月 1 日

販売・取扱 SB（ソフトバンク）C&S NTT ドコモ KDDI

価格（端末のみ） 383,800 円（税別） 249,000 円（税別） 63,454 円（税別）

重量（ヘッドセットのみ） 566 グラム 316 グラム 106 グラム

視野角 水平方向：43 度

垂直方向：29 度

対角方向：52 度

水平方向：40 度

垂直方向：30 度

対角方向：50 度

対角方向：約 52 度

解像度 2k ピクセル 1280 × 960 ピクセル 1080 ピクセル

外部機器接続 無（スタンドアロン） 有 有

コントローラ 無 有 有（スマホでの操作も可）

※ 各製品のホームページ等を参考に作成

※ HoloLens 2 の詳細は添付資料 -1 参照
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イだけで本格的な MR 体験が可能である．これによ

り，完全コードレスを実現し，他製品に比べて移動

するときの自由度が高い．

特徴② 両手で操作

HoloLens 2 は高性能のセンサにより，両手の指す

べての追跡（トラッキング）ができるようになってお

り，これにより基本的な操作を行う設計になってい

る（写真 2）．他社製品の MR デバイスの多くが，コ

ントローラと併用での操作するのが基本となってい

るなか，両手の動きで操作できるのは HoloLens 2 の

大きな特徴である．

理の流れは図 6 に示す．現場の調査員（以下，観測者）

が MR デバイス上で離れた場所にある建物の位置を

特定すると共に，その建物の被災状態の判定を入力

することができる機能を持つ．また，特定した位置

情報および判定結果は自動的にインターネットを介

してクラウドサーバーに送信され，役所などの遠隔

地において Web-GIS 上で位置および判定結果を確

認することができる機能を持つ．

写真 2 両手による HoloLens 2 の操作の様子

Photo 2 Operation of HoloLens 2 with both hands.

図 6 操作・処理の流れ

Fig. 6 Operation and Processing Flow.

特徴③ 高画質

前機種（表 2 での比較機種）と比べて解像度が 2 倍

になり，よりリアリティのある映像を体験すること

ができる．また，見えている視界に対し，デジタル

合成領域が広く，初期モデルより使いやすさが向上

している．

3.2   離れた場所の位置情報の取得のためのソフト

ウェア概要

観測者から離れた場所にある計測対象物の位置

情報を取得するためのソフトウェア（名称：Damage 
Checker for HoloLens 2）の開発は，共同研究契約補足（3）

に基づき，株式会社マイスター（本社：函館市）が実

施した．Damage Checker for HoloLens 2 の説明資料

（提供：マイスター社）を添付資料 -2 に収録する．

（1） 概要

本ソフトウェアは，災害に係る住家の被害認定を

支援することを想定して構築されている．操作・処

（2） 機器構成（写真 3）
観測者が用いる機器は次の 5 点にて構成される．

① MR デバイス：マイクロソフト社 HoloLens 2
 観測者が着用しソフトウェア（ソフトウェア名：

Damage Checker）の操作を行う．ソフトウェア

は MR デバイスに格納されている．

② GNSS レシーバ：コア社 Cohac ∞ QZNEO
 観測者の位置測定に使用．本機は準天頂衛星

「みちびき」のサブメータ級測位補強サービスに

対応した機器であり，水平における測位精度は 
1.0 m 以下（95%）（0.58 m（RMS））となる．測位

情報はモバイル Wifi ルーターを介して MR デ

バイスに共有される．
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③ ヘルメット

 GNSS レシーバのアンテナを装着する台として

使用．アンテナをヘルメット上部に装着するこ

とで，観測者の正確な位置を測定することがで

きる．

④ モバイルバッテリー

 GNSS レシーバの給電に使用．

⑤ モバイル Wifi ルーター

 測定結果のクラウドサーバーへの送信，および

GNSS レシーバーの測位情報を受信するために

使用．

これらの操作は，観測者が MR デバイスを装着し

て観測を開始する際に 1 度実施する．

② 計測対象物の位置の指示（位置の指定）

観測者が建物などの計測対象物を指定する作業を

行う．この作業は，MR デバイスに投影される画面

と手・指の動きを用いて操作を行う．

計測対象物の指定にあたっては MR デバイス上で

ピンを配置する操作を行う．具体的には，MR デバ

イス上で投影されている空間上で，指をつまむ（ピ

ンチする）動作により MR デバイスに投影されたピ

ンをつまみ，計測対象物の位置まで手の動作でピン

を移動させることにより指定できる．位置の確定は，

つまんでいた指を離すことにより位置を指定できる

（図 8）．この位置は，①で設定した仮想「床」上にピ

ンが指定される．仮想「床」上にピンが配置されるこ

とにより，観測者からピンまでの方位と距離が測定

され位置（光線座標）が決定される（図 9）．
また，観測者の標高（仮想「床」の標高）より高い場

所や低い場所を指定することもできる．その場合は，

仮想「面」を指定することにより，高さを変更するこ

とができる．仮想「面」を指定した上で，前述のピン

を配置する操作を行うことにより高さの異なる場所

でも指定することができる（図 10）．
③ 被災状態の判定を入力（属性入力）

次に，指定した計測対象物の被災状態の判定の入

力（属性の入力）を行う．この操作は，MR デバイス

上に表示されるポップアップ画面から状態を選択す

る．本ソフトウェアでは，全壊，半壊，大規模半壊，

準半壊，中規模半壊，一部損壊の 6 種類の選択肢か

ら選択することができる．選択の操作は，選択項目

を指で押下，又は指をピンチすることにより項目を

写真 3 機器構成

Photo 3 Equipment Configuration.

（3） 機能詳細

本機能の詳細について図 6 に示したフローに従

い，個々の機能について説明する．

① 事前準備

計測対象物の観測に際して，MR デバイス上で投

影される画面の空間を認識するための事前準備を行

う．事前準備として，MR デバイス内蔵コンパスの

調整と仮想「床」の設定を行う．

MR デバイス内蔵コンパスの調整は，MR デバイ

ス自体を前後左右に回転させることで，コンパスの

調整を行う．次に，仮想「床」の設定を行う．仮想「床」

は計測対象物の位置関係を指定するために設定す

る．仮想「床」の設定には次の 2 つの操作を行う．ま

ず，MR デバイスが観測される物体を自動的に認識

し，物体の面を生成し，MR デバイス上に投影する．

次に，この面のうち，どの面が床面（観測者の足下

の面）であるかを観測者が手・指の動きで指定する．

この指定により仮想「床」が設定される（図 7）．

図 7 仮想「床」の設定

Fig. 7 Virtual “floor” settings.
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選択することができる（図 11）．この区分の指定によ

り，被災状態の判定が行われる．

被災状態の判定が行われると，判定の状態により

ピンの色が変わる．ここまでの操作で，観測者の操

作は完了し，次の計測対象物の指定に移る（②の操

作に戻る）．

④ 計測対象物の緯度・経度算出

②の操作の過程で，ソフトウェア上では，計測対

象物の緯度経度が算出されている．緯度経度の算出

には，観測者から計測対象物の方位，観測者から計

測対象物の光線座標，観測者の位置（緯度経度）の 3
要素から計測対象物の緯度経度が算出される．

方位，光線座標は MR デバイスおよびソフトウェ

アにより計測され，観測者の位置は，ヘルメット上

に配置した GNSS レシーバにより計測される．

また，方位については，MR デバイスにより直

接計測される磁北から真北を補正する必要がある

が，磁北と真北のズレは場所によって異なるため，

GNSS 情報を元に補正している．

⑤ クラウドサーバーへ送信・格納

②～④にて作成された計測対象物の位置・被災状

況の判定結果は地点毎に GeoJSON 形式のファイル

が自動生成され，インターネットを介してクラウド

サーバーに自動送信される．

⑥ 位置・判定結果の表示（Web-GIS）
クラウドサーバーに送信された GeoJSON ファイ

ルに基づき，Web-GIS 上に位置・判定結果がポイン

トとして表示される（図 12）．

図 8 ピン指定のイメージ

 （赤色と黄色のピンが配置されている）

Fig. 8 Image of pin designation.

図 9 仮想「床」による距離測定（光線座標の測定）

Fig. 9 Distance measurement with virtual “floor” 
(measurement of ray coordinates).

図 10 仮想「面」による距離測定（光線座標の測定）

Fig. 10 Distance measurement by virtual “surface” 
(measurement of ray coordinates).

図 11 被害認定区分の設定画面

Fig. 11 Screen for setting the damage classification.
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4. 実証実験

本章では，実証実験の概要，および実証実験の結

果を踏まえた今後の課題と可能性に関して考察す

る．

4.1   実証実験の概要

2022 年 3 月 25 日，国立研究開発法人 防災科学技

術研究所（以下，防災科研）（茨城県つくば市）の敷地

内において，マイクロソフト社の HoloLens 2，およ

び「3.2 「離れた場所の位置情報の取得」のためのソフ

トウェア」で示したソフトウェアを用いて，観測者

から離れた場所の位置座標の取得に関する実証実験

を実施した．計測結果（得られた位置座標）を GIS に

プロットし，検証を行った．

表 3 に実証実験の概要を示す．

4.2   実証実験の結果の整理

実験日（2022 年 3 月 25 日）の午前中，関係者間で

HoloLens 2 および当該ソフトウェアの概要を確認し

た後，午後より実証実験を行った．実証実験の結果

を，カルテ形式で次頁以降に示す．

図 12 Web-GIS による表示

Fig. 12 Display by Web-GIS.

表 3 実証実験の概要

Table 3 Outline of the demonstration experiment.

項　目 内　容

名　称 「MR デバイスを用いた被災状況 
把握ツールの基礎研究」実証実験

目　的 マイクロソフト社の HoloLens 2 を用いた，観

測者から離れた場所の位置座標の取得に関す

る実証

日　時 2022 年 3 月 25 日（金）

10:30 ～ 15:00

参加者 マイスター社：

　野澤宇一郎，茎沢学

防災科研：

　伊勢正，磯野猛，吉森和城

日本マイクロソフト社（オブザーバ参加）：

　柴田貴嗣，眞嶋徳次



防災科学技術研究所研究資料　第 478 号　2022 年 6 月

－10－

実験シーン①： 基本的な見え方の確認

目　的 HoloLens 2 の基本的な見え方の確認

 ¾ メニューウインドウ，仮想「床」，ピン，などの見え方の確認

実験の様子

写真中の格子は，仮想「床」の表示であり，観測者の足元の水平面を示している．

柱の位置にピン（赤色）を観測者が置き，メニューウインドウ（紺色のボード）で属性を入力（「全壊」

を選択）した様子．メニューウインドウに重なっている赤白の矢印は方位を示している．

（HoloLens 2 からの伝送画像のスクリーンショット）

仮想「床」とピン，現実空間の見え方の確認．

写真中の赤丸付近のように，高低差や位置関係が読み取りづらい．

（HoloLens 2 からの伝送画像のスクリーンショットに一部加筆）

考察など 　「3.2 （3） 基準面」に示したように，本実験で用いたソフトウェアには，観測者の足元の

水平面である仮想「床」と，高度を変更できる仮想「面」の 2 種類があり，観測者は計測対

象物に応じて表示を選択できる．これは，観測者の位置より上方または下方に計測対象

物がある場合への配慮である．しかし，高度が変更可能であるがために，上記 2 つの写

真のように，格子状に表示された面が，仮想「床」なのか，仮想「面」なのかが直感的に分

からず，結果的に，下の写真で示したように，高低差や前後関係が読み取りにくくなっ

ている．
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実験シーン②： 15 m 先のピン設置の操作性確認

目　的 ピンを立てる作業の精度の確認

 ¾ 15 m 先の計測対象物に対する計測誤差の確認

実験の様子

15 m 先のターゲット見え方（人影の位置）．

手前のメッシュ（ドロネー三角分割）は，観測者が事前に歩いた位置に対して，

HoloLens 2 が自動的に空間認識（半径約 3.5m）した痕跡．

（HoloLens 2 からの伝送画像のスクリーンショット）

15 m 先のターゲットを HoloLens 2 で観測している様子．

考察など 　今回の実験の検証として，観測者が立てたピンの位置を GIS 上にプロットした．

観測者の位置，ターゲット，実際に観測者が立てたピンの位置の関係を示したのが右下

図になる．GIS の基図として地理院地図を用いたため，建物との位置関係を正確に示す

ことはできないが，ターゲットとピンの位置に，大きなズレがあることが分かる．
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実験シーン③： 同心円の見え方，精度確認

目　的 同心円およびピンを立てる作業の精度の確認

 ¾ 同心円の見え方および精度の確認

 ¾ 5 m 先の計測対象物に対する計測誤差の確認

実験の様子

  

左：仮想「床」（観測者の足元の水平面）に同心円を表示した見え方．赤線が 5m ライン．

右：左写真に示した同心円を表示したまま，観測位置（同心円の原点）をロックした状態で，観測者

が 5 m の位置（赤線）を確認した際の HoloLens 2 のスクリーンショット．

5 m の同心円に対して誤差は数 cm であった．

（ともに HoloLens 2 からの伝送画像のスクリーンショット）

  

上記と同様に 5 m の同心円を表示した上で，5 m ライン（赤線）の上の観測者ピンを立てようとした

結果，最初においた赤色ピン（「全壊」）は約 30 cm のズレが生じたが，2 回目の黄色ピンはほぼライ

ン上に立てることができた．

（ともに HoloLens 2 からの伝送画像のスクリーンショット）

考察など 　仮想「床」上に表示される同心円の距離は 5 m 程度においては精度よく表示できること

が判明した．

また，前述の「実験シーン②」で示したように，15 m 先のピンを立てる作業では非常に誤

差が大きくなったが，5 m 程度であれば比較的精度良くピンを立てることが可能であるこ

とが分かった．
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実験シーン④： 上方の計測精度の確認

目　的 上方の計測対象物に対する精度の確認

 ¾ 仮想「面」を上方に移動させた際の見え方の確認

 ¾ 上方にある計測対象物に対する計測誤差の確認

実験の様子

前述の「実験シーン③」で示した 5 m の同心円を仮想「面」に示した上で，仮想「面」を高さ 3 m（計測

対象物と観測者の足元の高低差）に移動した状態．

今回の実験で用いたソフトウェアでは，仮想「面」の上下移動に際しては，計測対象物の高さ（観測

者の足元との高低差）を観測者が入力する必要がある

（HoloLens 2 からの伝送画像のスクリーンショット）

  

左：観測者の足元からの高低差約 3 m，水平距離約 5 m の計測対象物（換気口）にピンを立てた状態．

右：観測者が立てたピンに観測者が近づき，HoloLens 2 越しにピンのズレを確認している際のスク

リーンショット．

（ともに HoloLens 2 からの伝送画像のスクリーンショット）

考察など 　「3.2. （3） 基準面」に示したように，今回の実験で用いたソフトウェアは，三角法により

距離を計測している．このため，計測対象物の高度が，観測者の足元と大きく異なる場

合には，仮想「面」を計測対象物の高度に合わせる処理（今回は観測者の手動）が必要とな

る．これでは，計測対象物の高度が未知な場合には計測が不可能となるため改良の必要

がある．
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5. 考察

本章では，前章で示した実証実験の結果を踏まえ，

防災科研の研究者 3 名による意見交換会の内容を元

に，MR デバイスを用いて，観測者から離れた計測

対象物（建物やインフラなど）の位置情報を取得する

可能性，さらには，サイバー空間とフィジカル空間

のインタフェイスとしての MR デバイスの可能性に

ついて考察を加える．なお，ここに示す考察は，現

段階では筆者らの主観的かつ感覚的な内容を多分に

含んでいるため，これらの意見の背景を補足すこと

を目的に，意見交換会の発言録を添付資料 -3 に収

録する．

（1） HoloLens 2 のデバイスとしての課題

今回の実証実験の目的は，災害時に観測者から離

れた場所にある計測対象物の位置情報の取得に関す

る検証であったため，屋外での実験となった．デバ

イスとしての重量や装着感は非常に良く，眼鏡をか

けた上からでも違和感なく装着できる．重量も違和

感のない範囲であり，既に“災害現場で歩き回れる

レベル”に達している製品といえる．

こうしたウェアラブル・デバイスとしての基本ス

ペックが優れている反面，屋外で HoloLens 2 を用い

た場合，明るい場所では，ホログラムのみならず，

メニューウインドウも見えなくなることが判明した．

この現象については，マイクロソフト社の

HoloLens 2 のホームページ 6）でも，“環境が明るす

ぎると，カメラが飽和状態になり，何も表示されま

せん．”との記述がみられる．つまり，この製品は基

本的なユースケースとして，室内におけるメタバー

スでの活用を想定しており，屋外での利用を想定し

た商品ではないと思われる．また，インターネット

上でも，HoloLens または HoloLens 2 を野外で用い

た場合に，ホログラムを視認しづらくなるとの指摘

が散見される（例えば，（株）ニコン・トリンブルの

ホームページ 7））．

上記を踏まえ，野外で活用する場合には，サンバ

イザーを取り付けることで遮光するなど工夫が必要

であるが，最近になってマイクロソフト社が専用の

サンバイザー（製品名：Trimble HoloTint）を発売し

た．マイクロソフト社のホームページ 8）によると，

Trimble HoloTint は明るい環境でホログラムを表示

するのに役立つ HoloLens 2 デバイスのアタッチメン

トであり，UV 光線と環境光に基づいて色合いのレ

ベルが自動的に調整され，異なる照明条件の間を移

動してもコントラストが一定に維持されるとしてい

る．

（関連する発話の要約）

 ¾ 装着感としては，かぶったときは全然重さを感

じない．

 ¾ 眼鏡の上からかぶっても違和感はない．

 ¾ デバイスの装着感としては，既に被災地を観測

しながら歩き回ることができるレベルに達し

ている．

 ¾ ただし，長時間かぶっていると（実証実験では

約 1.5 時間）痛くなってくる．

 ¾ 明るい場所ではホログラムが見えない．

（2） ユーザインタフェイスの課題

今回の実証実験で用いたソフトウェアでは，仮想

「床」（観測者の足元の水平面）と仮想「面」（高度を自

由に変えることができる基準面）の 2 つの基準面が

用意されていた．これは，防災科研がソフトウェア

開発者（（株）マイスター）に対して，土砂災害等に対

して山間部で使用するケースを想定し，見上げる /
見下げる関係にある計測対象物への対応を要請した

ことに応えるために，仮想「面」を追加したものであ

る．

これにより，高低差がある場合でも計測が可能と

なるが，実際に使ってみると，仮想「面」の高さが読

みづらく，また仮想「床」からの高低差を観測者が入

力する必要があり，現実的には運用しづらいユーザ

インタフェイスになっていた．

この点については，高低差があまりない場合をデ

フォルトとして，仮想「床」を中心としたユーザイン

タフェイスを構成とする方が使いやすいと考えられ

る．

（関連する発話の要約）

 ¾ クリックに相当する“押す”動作など，両手を

使った基本的な操作は，最初は戸惑うが，しば

らく使っていると慣れるため問題は無い．

 ¾ 仮想「面」については，結局は観測者が高低差を

入力する必要があり，実際の現場では活用しに

くい．

（3） 建物データの参照や AI の活用

今回の実証実験で用いたソフトウェアでは，「3.2 
離れた場所の位置情報の取得のためのソフトウェ

ア概要」で示したように，仮想「床」または仮想「面」
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に対して，観測者がピンを立てることで，三角法

により，計測対象物までの距離を算出し，観測者

の GNSS 情報と方位により，計測対象物の位置情報

を取得している．これらの計算を行う上で，観測者

のピンを立てる行為が直接計算精度に影響を与える

が，実証実験の結果，手動で正確にピンを立てるこ

とは極めて困難であることが判明した．

今回の実証実験は基礎研究であるため，観測者が

手動でピンを立てることとしたが，このマーキング

作業に関して，建物データを参照しながら観測者が

選択する入力支援，あるいは AI による自動判別な

ど，観測者によるマーキングを支援する機能を追加

することで，精度良く計測対象物を認識することが

可能であると考えられる．

（a） 建物データの参照

被災前の建物データを HoloLens 2 に投影すること

で，計測対象物を確認しながら，被害状況を入力す

る方法が考えられる．

建物データは，PLATEAU のような 3D データで

ある必要はなく，観測者の入力支援には 2D データ

でも効果を期待できると考えられる．建物の輪郭（平

面）を仮想「床」上に投影し，観測者は実際の被害状

況と重ねながら，計測対象物の輪郭を選択し，被害

状況等の属性を入力する．

（b） 画像認識の活用

上記「（a） 建物データの参照」に加え，画像認識技

術を搭載することで，被災した建物の発見や，属性

入力（被害の程度など）において推奨値を提示するな

どの入力支援が考えられる．

（関連する発話の要約）

 ¾ 手動でピンを立てようとすると，画面解像度の

問題なのか，ピンが激しくブレるという現象が

あった．

 ¾ つまんで正確にピンを置くことは結構不可能

に近い．

 ¾ 住家被害を判定するとなったシーンであれば，

あらかじめ住家のポリゴンがデバイス上に見

えるようにセットされていて，ある程度ピンを

持っていくと認識してくれるような仕組みが

あると良い．

 ¾ 道路被害であれば，道路情報が既に入ってい

て，ある程度の場所にピンをもっていけば，道

路にひっついてくれるようなピンの置き方が

できると良い．

 ¾ MR デバイスに投影するホログラムは，3D で

ある必要はなく，2D（水平面の輪郭）で十分．

6. おわりに

本資料では，実証実験を通じて，被害状況把握ツー

ルとして MR デバイスを活用することの可能性を検

証した．現段階においては，今回の実証実験で用い

たマイクロソフト社の HoloLens 2 は屋外で利用し

た場合ホログラムラムが見えなくなるため，サンバ

イザーを付けるなどの工夫が必要である．またソフ

トウェアについては，計測対象物のマーキング（ピ

ンを立てる作業）など，そのユーザインタフェイス

の改善が必要であることが明らかになった．このよ

うに，ハード面およびソフト面において課題が散見

されるが，これらの課題の多くは，「5. 考察」に示し

たように，改善の方向性を見出すことが可能な課題

であることから，MR デバイスの可能性については，

実証実験の参加者全員が高く評価している．

今後は，実証実験で明らかになった課題を克服し，

南海トラフ巨大地震や首都直下型地震など，国難級

の災害が発生した際に，その被害全容把握を支援し

得るツールを目指し，研究開発を進める所存である．

補足

（1） MR デバイス：MR は，Mixed Reality（複合現実）

の略．AR （Augmented Reality）（拡張現実）と VR 
（Virtual Reality）（仮想現実）を併せた最先端の映

像技術．MR デバイスは，特殊なカメラやセン

サの付いているヘッドセット，ヘッドマウント

ディスプレイ（HMD）などを装着することで，現

実と仮想の空間を重ね合わせ，現実世界と仮想

世界を同時に体験することができるデバイス

（装置）．

（2） GNSS 情 報：GNSS（Global Navigation Satellite 
System / 全球測位衛星システム）は，米国の

GPS，日本の準天頂衛星（QZSS），ロシアの

GLONASS，欧州連合の Galileo 等の衛星測位シ

ステムの総称．

（3） 共同研究契約：令和 4 年 2 月 2 日から令和 4 年

3 月 31 日において実施した共同研究「MR デバ

イスを用いた被災状況把握ツールの基礎研究」

を指す．
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要　旨

近年，ICT（情報通信技術）の進歩により，サイバー空間（仮想空間）を活用して様々な課題を解決しよ

うとする Society 5.0 というコンセプトが示されている．こうした，いわゆるデジタルツインの活用は，

防災分野においても検討が進められているが，災害対応にデジタルツインを活用するためには，フィジ

カル空間（現実空間）で発生した被害を，サイバー空間へ反映させるセンサ技術の技術革新が必要であ

る．こうした背景を踏まえ，筆者らは，被害状況を把握し，サイバー空間へ反映するための作業労力を

低減するツールとして，MR デバイスに着目している．本資料では，目視による被害状況把握のための

基本機能となる「離れた場所の位置情報の取得」について，MR デバイスの機能検証を行った結果につい

て報告する．

キーワード： デジタルツイン，Society 5.0，被害覚知，位置情報，MR デバイス
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添付資料 -1

HoloLens2 に関する資料

（日本マイクロソフト株式会社からの提供資料を再校正して掲載）
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HoloLens 2 の機能とソリューション
Microsoft HoloLens 2 は，自立型ホログラフィック コンピューターです．HoloLens （第 1 世代）から始
まったホログラフィック コンピューティングをさらに改良し，より快適でイマーシブなエクスペリエ
ンスを実現しています．Mixed Reality でのコラボレーションに必要なオプションも多数追加されてい
ます． HoloLens 2 は，Windows Holographic OS で実行されます．これは Windows 10 の “ フレーバー ” 
に基づいており，ユーザー，管理者，および開発者に堅牢で高性能で安全なプラットフォームを提供
します．HoloLens 2 を使用するには，ユーザー アカウントが必要です．

HoloLens 2 のコンポーネント
 • バイザー：HoloLens 2 のセンサとディスプレイが含まれます．バイザーは，HoloLens 2 を装着した

状態で，上に回転させて持ち上げることができます．
 • ヘッドバンド：HoloLens 2 を使用するには，調整ホイールを使用してヘッドバンドを緩めします． 

HoloLens 2 を装着したら，ヘッドバンドが快適にフィットするまで，調整ノブを右に回して締めます．
 • 輝度調整ボタン：HoloLens 2 を装着している状態では，輝度調整ボタンは，こめかみ近くのバイザー

の左側にあります．
 • 音量 ボタン：HoloLens 2 を装着している状態では，音量ボタンは，こめかみ近くのバイザーの右側

にあります．
 • 電源ボタン：HoloLens 2 を装着している状態では，電源ボタンは背面の外側のカバーの右側にありま

す．
 • USB-C ポート：HoloLens 2 を装着している状態では，USB-C ポートは背面の外側のカバーの右側の

電源ボタンの下にあります．
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付属品
 • ブロウ パッド：ブロウ パッドは，必要に応じて取り外すことも，再装着することもできます．
 • オーバーヘッド ストラップ：HoloLens を装着した状態で動き回る場合は，オーバーヘッド ストラッ

プを使用してデバイスの位置を固定します．HoloLens を長時間装着する場合に，オーバーヘッド ス
トラップを使用すると，より快適な装着感が実現します．

 • USB-C 充電器とケーブル：電源モジュールは電源コンセントに差し込みます．USB-C ケーブルを使用
すると，HoloLens 2 を電源に接続して充電することも，HoloLens 2 をコンピューターに接続するこ
ともできます．

 • マイクロファイバー クロス：HoloLens 2 バイザーの清掃に使用します．

電源の詳細
デバイスに付属している電源アダプターと USB ケーブルは，充電に対応する最適なメカニズムです． 
電源アダプターは 18W の充電器です．2A で 9V を供給します．

充電率と速度は，デバイスが実行されている環境によって異なる場合があります．

デバイスがオンになっているときに，内部バッテリー充電率を維持または高めるためには，15W 以上
の充電器に接続する必要があります．

デバイスの仕様

表示
光学 シースルー ホログラフィック レンズ （導波路）

ホログラフィック解像度 2 k 3:2 光エンジン

ホログラフィック密度 2.5 k を超える光点 （ラジアンあたりの光点）

視線ベースのレンダリング 3 次元での目の位置に対するディスプレイの最適化

センサ

ヘッド トラッキング 4 台の可視光カメラ

アイ トラッキング 2 台の赤外線 （IR） カメラ

深度センサ 1-MP ToF  深度センサ

慣性測定装置 （IMU） 加速度計，ジャイロスコープ，磁力計

カメラ 静止画 8-MP，1080p30 ビデオ



MR デバイスを用いた被災状況把握ツールの基礎研究－伊勢ほか

－27－



防災科学技術研究所研究資料　第 478 号　2022 年 6 月

－28－

オーディオと音声認識
マイクロフォン アレイ 5 チャネル

Speakers 空間音響を搭載

コンピューティングと接続性
SoC （システム オン チップ） Qualcomm Snapdragon 850 

ホログラフィック処理装置 第 2 世代オーダーメイド ホログラフィック処理装置

メモリ 4 GB LPDDR4x システム DRAM

ストレージ 64 GB UFS 2.1

Wi-Fi 802.11ac 2x2

Bluetooth 5.0

USB USB Type-C DRP

Power
バッテリー残量 2 - 3 時間のアクティブな使用．最大 2 週間のスタンバイ時間．

バッテリー技術 リチウムバッテリー

充電動作 充電時に完全に機能

冷却の種類 受動的に冷却 （ファンなし）

電力供給 デバイスがオンになっているときに，内部バッテリー充電率を維持ま
たは高めるためには，15W 以上の充電器に接続する必要があります．

適合性
サイズ設定 バンドで調整できる単一サイズ．眼鏡の上から装着可能．

重量 566 g

デバイスの機能

人を理解する
ハンド トラッキング 両手完全連動モデル , 直接操作

アイ トラッキング リアルタイム追跡

音声認識 オンデバイスのコマンドとコントロール，インターネット接続を利用
した Cortana 自然言語
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環境の認識
6DoF トラッキング 世界規模の位置追跡

空間マッピング リアルタイム環境メッシュ

複合現実キャプチャ ホログラムと物理環境の複合写真，複合ビデオ

プリインストールされているソフトウェア
Windows Holographic 
オペレーティング システム

Windows Holographic OS により，Windows10 ユーザーは HoloLens 2 を使用
して，アプリやゲームの一部を Mixed Reality 環境で使用できます．

3D ビューアー 3D ビューアーでは，3D モデルやアニメーションをリアルタイムで簡単に見
ることができます．

Cortana パーソナル生産性アシスタントの Cortana は，重要なことを常に把握し，必
要なものを見つける時間を短縮します．

Dynamics 365 Guides Dynamics 365 Guides は，従業員が HoloLens デバイスでより早く新しいスキ
ルを習得できるよう支援します．

Dynamics 365 Remote 
Assist

Microsoft Dynamics 365 Remote Assist を使用すると，技術者は Microsoft 
Teams または Dynamics 365 Remote Assist を使用してリモートの共同作業者
と協力し，問題を解決できます．

フィードバック Hub フィードバック Hub では，提案や問題を共有することで，Windows とアプリ
に関するフィードバックを提供できます．

エクスプローラー エクスプローラーには，ファイルシステムにアクセスするためのグラフィカ
ルユーザーインタフェイスが用意されています．

メールとカレンダ メールとカレンダを使用すると，メールの最新の情報を取得し，スケジュー
ルを管理し，連絡先と連絡を取り合うのに役立ちます．

Microsoft Edge Microsoft Edge は，閲覧時のプライバシー，生産性，価値の向上を実現する
国際的レベルのパフォーマンスを提供します．

Microsoft Store Microsoft Store は，HoloLens で動作するアプリやゲーム用のソースです．
映画 テレビ 映画 テレビは，最新のエンターテインメントを 1 つのシンプルで高速かつエ

レガントなアプリでお届けします．
OneDrive OneDrive を使用すると，すべてのデバイスからどこからでもファイルにアク

セスし，編集できます．
Photos Photos では，写真やビデオの表示と編集，ムービーの作成，アルバムの作成

が可能です．
設定 設定アプリでは，Windows Holographic の動作を詳細にカスタマイズできま

す．
ヒント ヒントを使用すると，Windows Holographic で実行できる驚きの操作やあま

り知られていない操作をマスターできます．
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デバイスの認定規格

安全性
 • 製品の安全性
 • 製品の安全性に関する警告と手順
 • 目の保護 : HoloLens 2 は，ANSI Z87.1，CSA Z94.3，および EN 166 の規格試験済みであり，基本的な

衝撃保護要件に準拠しています．
 • SAR 情報

規制情報
HoloLens 規制 : 温度，廃棄，ラジオと TV の干渉などに関する情報が含まれます．

保証情報
Microsoft HoloLens 2 には，標準の限定保証が付属しています．

購入は，Microsoft Store の使用条件および販売条件に従います．すべての販売は，最終です．払い戻
しはできません．

HoloLens 2 を購入すると，お客様はソフトウェア 使用許諾契約書に同意したものとみなされます．

HoloLens 2 でホログラムを正しく快適に表示するには，瞳孔間距離 （2 つの瞳孔間の距離の目の測定値） 
51 〜 74 が必要です．この範囲は，ほとんどの大人と 13 歳以上の子供に対応しています．HoloLens 
は 13 歳未満の子供による使用を意図していません．

パッケージのサイズ

Measurement ユニットのメトリック ヤード ポンド単位

ユニットの長さ 378.97 mm 14.920 インチ

ユニットの幅 247.90 mm 9.760 インチ

ユニットの深さ 163.07 mm 6.420 インチ

ユニットの重量 2.878 kg 6.344 lbs

出荷時の外装の長さ 446.00 mm 17.559 インチ

出荷時の外装の幅 257.99 mm 10.157 インチ

出荷時の外装の深さ 172.01 mm 6.772 インチ

出荷時の外装の重量 3.284 kg 7.240 lbs
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HoloLens 2 の機能
機 能 説 明

ワールドアンカー アンカーされたホログラムは，その場に正確にとどまります．HoloLens 2
によってワークスペースが認識されます．そのため，デジタル コンテンツは
時間が経っても維持され，作業しているオブジェクトまたはサーフェイスに
固定されます．

ハンドトラッキング 自然な感覚でホログラムに触り，つかみ，移動させることができます．
HoloLens 2 は，対話式操作で新しい満足が得られるようにユーザーの手に
対応します．

視線追跡 新しいレベルのコンテキストと人間の理解を活用できます．HoloLens 2 は
ユーザーが見ているものを正確に把握するので，ユーザーの意図を理解し，
リアルタイムでホログラムをユーザーの目に対応させることができます．

音声対応 組み込みの音声コマンドを使用すると，手が塞がっていても，HoloLens 2
内ですばやく移動したり操作したりすることができます．

人間工学 HoloLens 2 は，使用範囲の可能性を広げるダイヤルインフィットシステム
を含めても軽量（3.28 kg）です．

大きな視界 高解像度で大きな視野のディスプレイにより，ホログラフィックキャンバス
を拡大します．

接続不要 ワイヤーや外部パックを使用せず，自由に移動して作業できます．
Azure の利用 Azure Mixed Reality サービスを使用してユーザー間で保持される場所やオブ

ジェクトに固定できる，高忠実度の 3D コンテンツをストリーム配信します．
複合現実キャプチャ エクスペリエンスを写真またはビデオとしてドキュメント化し，リアルタイ

ムで他のユーザーと共有できます．
Windows Hello for 
Business

虹彩による生体認証を使用して，作業の流れを迅速かつ安全に入ることがで
きます．

Windows Autopilot 分散した作業サイトですぐに使用できるように，HoloLens 2 のサービスを
セットアップして事前構成できます．

OS の更新 毎月のサービス更新プログラムでセキュリティを確保し，半年ごとのリリー
スで新しい生産性と管理の機能を利用できます．

デバイスを簡単に管理 Microsoft Intune，VMware Workspace One，MobileIron などのソリューショ
ンを使用して，複数の HoloLens 2 デバイスを同時に管理します．

規制された環境での運用 HoloLens 2 の広範なデバイスポートフォリオにより，指定された ISO クラ
ス 5.0 や UL クラス I ディビジョン 2 などの高さに規制された環境をサポー
トします．
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添付資料 -2

Damage Checker for HoloLens 2
（提供：株式会社マイスター）
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添付資料 -3

意見交換会の発言録
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注）文中の（　）は意味が分かるように補足追記

○伊勢 　それでは，この間，3 月 25 日かな，HoloLens を使って，自分が立っている所，自分が観測者，観測

者が立っている所から離れた場所の位置情報，つまり緯度経度，GIS に管理するための情報というか，

データとして管理するために必要な，そういう離れた物体，離れた場所の位置情報を HoloLens 2 を使っ

て獲得できるか，それを取れるかどうかという実証実験をしました．

 　これについて，今日は吉森さんと磯野さんと私の 3 人で，その将来性というかな，もちろん今すぐ

はできないけれども，改善の余地があるのかないのか，将来伸びるのかどうか，この辺りを意見交換

しながら議論してみたいというふうに思います．

 　実際にはたくさんかぶったのは吉森さんなんですけれども，全体としてどんな感じでした？

○吉森 　全体としてですね．まずデバイスそのものの性能としてはどんなふうに感じました？

○吉森 　まず装着感としては，かぶったときは全然重さとかも感じないですし，私自身は眼鏡を掛けている

んですけれども，眼鏡を掛けていても（その上からかぶっても）特に何か違和感があるというようなこ

とはなかったです．あと，VR ゴーグルとかも掛けたことがあるんですけれども，前方が見えているので，

何かすごく付けて違和感があるというのは特になかったというのが全体的な感想です．ただ，重さを

感じないんですけれども，長時間装着すると，やっぱり頭が重くなってきて痛くなってくるというの

はありました．

○伊勢 　もちろんどんどん技術革新で軽くなっていくだろうし，処理速度も上がっていくし，いろいろ変わっ

ていくと思うので，別に今の状態が悪いからと否定する必要はないと思うんだけれども，もう既に今

の状態でもあれをかぶって，被害状況，つまり被災している，震災とか，もう原野みたいになった，

あのすごい災害のときにあれを掛けてうろうろする，観測して回るということ自体はもう既にクリア

できているかなと思うんだけれども，それはどう感じた？

○吉森 　クリアできているんじゃないかと思いました．そうですね，基本的に 1 つのかぶっているデバイス

で完結するので，その点ではいちいちスマートフォンを見る必要がないとか，そういったところはか

なり上手くいっているほうなんじゃないかと思っています．

○伊勢 　重さとか装着感という意味では悪くないということだよね．

○吉森 　そうですね，はい．

○伊勢 　その反面，いろんなところを実証的に見て，明るい所が全然見えなかったじゃん．

○吉森 　はい．

○伊勢 　あれはどう見えない？

○吉森 　全く見えないです．全く見えないです．

○伊勢 　今の段階においては外での利用をほとんど考慮されていないという感じ？

○吉森 　そう思います．バイザーがあるという話もお伺いしたんですが，今回は特にバイザーとかを付けず

にやっておりまして，その状態ですと，屋外で，かつ日光がある所については，ほぼ使えないと思い

ます．

○伊勢 　その状態がいまいち理解できていないんでけれども，二通りあるかなと思っていて，ハレーション，

つまり直接グラスに光が当たることによって，映っているものが見えなくなっているのか，あるいは

光が当たっている部分が背景になって投影されている線が見えにくいとか，どちらの感じかな．

○吉森 　難しい質問ですね．

○伊勢 　よく分からないんだ．よく分からないけれども，見えない．

○吉森 　よく分からないです．まずポップアップウインドーとか，あと，線があるのはご覧いただいている

と思うんですけれども，そのポップアップのウインドーも全く見えないですし．

○伊勢 　そんなに見えないんだ．
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○吉森 　線も全く見えないという感じです．別に私自身は太陽光に向いているわけではなくて，明るい所で

観測した状態だとそういう状況が起きています．

○伊勢 　そうすると，いわゆる普通の眼鏡でハレーションを起こすのとはちょっと違っていて，何せ明るい

所に持っていくと，あのレンズはそんなに単純なレンズじゃなくて，中に投影するためにいろんな，

何というのかな，何というの，映像を映すためのいろんな走査線が入っていると思うので，それがい

ろんな角度でハレーションを起こしているのかな，よく分からないけど．

○吉森 　どうなんですかね．

○伊勢 　何せ明るい所では使い物にならない？

○磯野 　たぶん私が思うのは，本当に純粋な光量の違いだと思うんですよ．つまり人間の目はかなり優秀で，

暗い所でも明るい所でも同じように見えている感覚なんですけれども，人間の目は絞りがぎゅっとか

かって，外に出ているときの光量感度と，それから室内にいて，ちょっと瞳孔が開いている状態での

光量感度はかなり差があって，外に行っちゃうと周り全体が明る過ぎて，そこに合わせるために目が

光を絞っていて，そのせいで MR デバイスの出力を全く検知できないぐらいレベルが低くなっている

というのではないかなと，何となく思います．

○伊勢 　今の話だったら，それは近い将来，そんなに難しくなく，それこそバイザーを付けるという原始的

なところから始まって改善はできるよね，たぶん．

○吉森 　そう期待したいところですね．

○磯野 　そうですね．純粋な光量だけならば光量を増やせば見えるよねという話になると思うんですね．

○伊勢 　それはバイザーを付けて背景を暗くすることは当然できるわけだから，あとは何か簡単なツマミみ

たいなものがあって，きゅきゅっとやったらよく見えるようになるとか複合的な操作で改善できるよ

なとは感じたんだけど．

○吉森 　そうですね．

○磯野 　私は，結構バイザーとか，それからサングラス風にちょっと暗くするというのは，結構それはそれ

で危険だなと思っていて．要は，夜にサングラスを掛けて街を歩くのと同じで，何かに蹴つまずいちゃ

うんですよ．普通に気付くものに対して気付かなくなっちゃって，それはそれで，デジタル情報を見

るためにサングラス，遮光するというのはちょっと違うなと感じているんですよね．

○伊勢 　そうそう，やっぱり原始的過ぎるよ，対処として．ただ，昔のカメラは，今度は普通のカメラの話

にちょっと引っ張り込むけれども，すごく，何というかな，昔のフィルムカメラの時代と違って今は

デジカメだから，映像を加工してフィルターを掛けて出すなんていうことは，如何ようにもできる世

界なんだから，しかもそういう能力を持ったデバイスなわけだから，それは電子的にでも改善する余

地はあるだろうし，いくらでもあるような気がするけどね．

○磯野 　なので，私は，ちょっと吉森さんには，終わった後にこんなことはありかなと相談してみたんだけ

れども，MR デバイスは半透明じゃないですか．半透明にして，実際にデジタル情報の投写とリアルの

光が両方入るようにしているんですけれども，完全に目を覆っちゃうんですよ．完全に液晶にしちゃっ

て，ここにカメラが付いているじゃないですか．カメラで撮っているんだから，それを液晶に投写し

つつデジタル画像も一緒に重ねればいいんじゃないのという発想．

○伊勢 　VR にしちゃうのね．

○磯野 　そうです．完全にデバイスは VR にしちゃうという感じで．そうすると……．

○伊勢 　そういう一工夫も含めて，やりようがいくらでもあるよね．

○吉森 　その点については，私は磯野さんにお話ししたときに反対意見だったんですけれども．

○磯野 　そうそう．

○吉森 　VR にしてしまうと，完全に映像の世界になってしまうので，被験者としては非常に不安を感じます．

映像情報でその周辺を歩くということがやっぱり怖いんですよね．やっぱり今，自分がグラスを通して，
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サングラスの状態ですけれども，外の世界がちゃんと見えているというのは非常に安心感があります．

○伊勢 　つまり“ガンダム”はなかなか歩きにくいということね．

○吉森 　（笑）それはちょっと分からないです．

○伊勢 　いやいや，あれはカメラで撮っている映像でやっているから．

○吉森 　そうか，そういうことですね．

○伊勢 　うん．やっぱり生で見えている安心感は大きいということだね．

○吉森 　はい．なので，そこに私はすごく MR デバイスの強みがあると思っています．

○伊勢 　分かりました．いずれにせよ，これはデバイスそのものの改善なので，私はいくらでも，いくらで

もという言い方は変だよね，そんなに時間がかからずに，きれいになるんだろうなとは思う．

○吉森 　もう 1 つだけデバイスのお話をすると．

○伊勢 　はいはい，どうぞ．

○吉森 　やっぱり映っているものに結構没入してしまうので，普通に歩いていても段差に気付かないとか，い

わゆる歩きスマホをしているような状態になりかけていたような気がします．磯野さんから……．

○伊勢 　見えているということね．

○吉森 　見えているんだけれども，やっぱり周りの風景でしかなくて，見ているものはやっぱり MR デバイ

スに映っている格子状のものだったりにどうしも注目をしてしまっているので．

○伊勢 　そうか，つまり見えているものが死角になっている部分も当然あるんだけれども，仮に全部が見え

ている，100％見えていたとしても，VR 側に，バーチャルじゃない，拡張現実（AR）側に気が取られちゃ

うんだよね．

○吉森 　気が取られています．なので，災害現場を歩くという観点でいうと，そういったところのリスクも，

危険性もあるのかなと思いました．

○伊勢 　大事かもしれないね，リアルな話としては．分かりました．

 　ちょっと今度は…，デバイスそのものというのはよろしくお願いしますというか，作る人にお願い

する話なんだけれども，システムとしてのユーザーインターフェース．これは，われわれがその情報

を利活用する立場からすごくちゃんと考えなきゃいけないんだけれども，今回，仮想「床」と仮想「面」

という概念が入っていたよね．つまり高い所のポイントとか…という注文を出したから，高い所のポ

イントが取れるようにしてくれというふうに私のほうから注文を出したから，いろいろ向こう（ソフト

ウェア開発者）も考えてくれたんだけれども，そういうやり方が良かったのかどうかという議論をした

いと思います．

 　まずその大前提として，ユーザインタフェイスの使い勝手全体として，吉森さんはどんなふうに感

じました？基本操作の部分からちょっと順を追ってお話しいただければと．

○吉森 　はい，分かりました．そうですね．基本操作は，あれですよね，タップのところからとか，そうい

う話ですよね．

○伊勢 　そうそう，クリックとかああいうの（基本操作）も含めてね．

○吉森 　確かに今回は大きく 2 つあって，指を押し込むという操作とつまむという 2 つの操作がありました．

あとはメニューを出すために左腕を上げる．3 つですね．この 3 つの操作が基本的な手の動きの操作に

なっていました．

○伊勢 　左腕を上げてメニューを出すのと，クリックというか，ワンクリックが「押す」だよね．

○吉森 　「押す」ですね．

○伊勢 　つまむ，この動作というのは，あれは何だったの？

○吉森 　「つまむ」も，今回の実験においては，ほとんどクリックと変わらなかったです．

○伊勢 　基本，あれはドラッグなんだよね，たぶん．

○吉森 　そうですね．持ったままドラッグをするというパターンもありますし，1 回つまむと，もうクリック
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と変わらないです．

○伊勢 　なるほど．どうだった？

○吉森 　最初は，やっぱり全然慣れていなかったので，「押す」という感覚がまず全然分からない．「つまむ」

というのも，どうやったら「つまむ」になるのかというのは分からなくて，今回の実験では最初の 15 分

ぐらいは，とにかくよく分からないなという，いろんなことをやりながらやっていました．

 　さらに画面に映っているものを無理やり動かそうとして頭を動かしてしまうんですね．

○伊勢 　何で？のぞき込もうとするような感じ？

○吉森 　そう，のぞき込もうとしたりして．そうすると，今度，手は同じ位置にあるので，手の動き外にセンサー

が行ってしまったりして．

○伊勢 　なるほど．

○吉森 　結局，手の動きを検知できなかったりして，そこの操作感が最初は慣れなかったというのがあります．

○伊勢 　私とか磯野さんは，慣れなかったという，慣れなかったぐらいしかかぶっていないから，あなたみ

たいに，あれは結構，どれぐらいかぶっていたの？　全部で．

○吉森 　1 時間か 2 時間ぐらい．

○伊勢 　1 時間ぐらいはかぶったなあ．

○吉森 　はい．

○伊勢 　バッテリーがなくなるぐらいかぶっていたもんね．

○吉森 　そう，1 時間以上はかぶっていましたね．

○伊勢 　それは，やっぱり，1 つ，私としては，途中で代わってもらうと良くないと思ったから，ずっとかぶっ

てもらったわけです．つまり，それぐらいの習熟を体験するのは，2 人が掛けたら 2 人で倍の時間がか

かっちゃうから．うまく使えないというのは僕も磯野さんも分かっているんだけれども，結局，でも

30 分使えば慣れんのかいという話としてはどうなの？

○吉森 　慣れると思います．

○伊勢 　慣れるんだ．

○吉森 　はい．あと，こつがいくつかあるので，そのこつをつかんでしまえばいいかなと思っています．具

体的にいうと，私の場合はある程度頭を固定した上で操作を行うというのを心掛けるとうまくいった

というのがありますね．つまりセンサーの中に，常にセンサーの場所を決めて，ちゃんと手の動きで

操作するというような形だったり，あとはどうしてもタップするって，スマートフォンの画面をタッ

プするようにタップしてしまうと全然違って，押し込むようにクリック，やるという．

○伊勢 　そうだね．本当に指で刺す感じだよね．

○吉森 　はい，刺す感じです．最初は，刺す感じというのを言葉では言われていたんですけれども，分から

なくて，それが，なるほど，押し込めばいいんだという．何回かやってくると，ここでクリックが利

くというのが分かるので．

○伊勢 　そういうのも含めて，何かいいデバイスが出てくると思うんだよ．例えば指にちょっとはめたら，

ものすごく感度良く動いてくれるような，ちょっとしたプラスアルファのデバイス，パソコンでいう

マウスみたいなものができたりとか．今，売り出している，ドコモが売っている MR デバイスなんかも，

あれはコントローラ，専用コントローラがあるの，ちっちゃい手にはめるような．そういう別の意味

での操作性を上げるということもあるかな．そんなに悪くないという感じを，あなたが言っているの

を聞いてそう思うんだけど．

○吉森 　はい．タップしたり，クリックしたりするという操作感については問題ない，慣れの問題かなと思っ

ています．

 　ただ一方で難しいなと思っていたのが……，ピンの話しても大丈夫ですか．

○伊勢 　そうそう，いいよ．
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 　そうそう，それはちゃんとテープ起こししたときに分かるように話したいんだけれども，結局，さっ

きの平面，仮想「床」．仮想「床」というのは自分の立っているところの床のレベル，水平面で，それか

ら仮想「面」というのは，高さを変えて 10 m 上の面でとかいう，そういう面を決めて，そこからピンを

置くことによって参加，ここで距離を出そうとしているわけだよね，今回のこのソフトウエアは．

 　ただピンを置くときに，ピンは遠くに置けば小さくなるし，手前だったら大きくなるんだろうけれ

ども，人間の視野，視界というのは，3 次元空間を見ているようで，球体というか，平面なわけで，ど

の距離感で置いたかというのはなかなか難しい．つまり，さっきのレベル面，仮想床の面との交点に

ピンを置きたいんだけれども，そんなもん，20 m，30 m になったらそれはずれるよねという話だよ

ね．本当の物理現象で見ても，30 m 向こうに長いピンセットか何かがあって，物を置けと言われても，

10 cm，20 cm ずれちゃうのと一緒で，これはずれるよねというところは実際にやってみてどうだった？

○吉森 　実際にずれますね，というところだったんですけれども，非常に画面が揺れるので，遠くになれば

なるほど置きたい所に置けないという問題はありました．

○伊勢 　それは，やっているときからあなたはよく言っていたんですけれども，震えているとか指がとか何か，

それはよく俺は分からなかったんだけれども，震えるの？

○吉森 　画面上でピンが，ばばばばばばばっと揺れるのが．

○伊勢 　ピンが揺れるのね？

○吉森 　ピンが揺れます．

○伊勢 　バーチャルリアリティーの VR のほうが揺れるんだね．

○吉森 　VR のほうが揺れます．なので，ピンをつかむじゃないですか．つかんで奥のほうに置こうとするん

ですけれども，置こうとするときにすごくピンが勝手に揺れちゃうんですよ，私は固定しているつも

りなんですけど．

○伊勢 　それは，何かデバイスの頭がずれているとかじゃなくて処理の問題なのかな．

○吉森 　処理の問題なのか，光量の問題なのかよく分からないんですけれども，すごく……．

○伊勢 　なるほど．

○磯野 　たぶんあれじゃないかな．ワンピクセルのずれが Z 軸でいうところの 10 cm に相当するというふう

になると．

○吉森 　なるほど．

○伊勢 　なるほど．だとしたら，それは解像度の限界だということだね．

○磯野 　そう，そのとおりです．解像度の限界と，人間が指を精度良く 0.1 mm 右に動かすということができ

ないのと同じで．

○伊勢 　そうだよね．そうかもしれない．いや，そういうのを含めて，ではどうしたらいいんだ？ちょっと

吉森さんなりの意見がいろいろあるみたいなので，ちょっと吉森さんはどうしたらいい？では，どう

したら置けるの？そのピンはということ．

○吉森 　なので，私の考えとしては，まずつまんで正確にピンを置くことは結構不可能に近いと思っています．

○伊勢 　それはもうできないんだね．

○吉森 　はい．やっぱりきれいに置けないです，置きたい所に．例えば住家被害を判定するとなったシーン

を考えると，あらかじめ住家のポリゴン画がデバイス上に見えるようにセットされていて，ある程度

ピンを持っていくと，このポリゴンですかというのをある程度つかんでくれるような．

○伊勢 　ピンというか，指でもいいんだな．何か指から光線が出るような，そんな仕掛けでもいいから，何

せ観測者が選択できると．

○吉森 　そう．ある程度引っ張ってくれるような仕組みにしておかないと，観測者自身の指の動きできれい

にピンを置くことは難しいなと思います．

○伊勢 　今の話は，データベースとインタラクティブに持ってこいという話だよね．
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○吉森 　そうです．

○伊勢 　そうかもしれないな．

○吉森 　あとは道路（を観測対象物）にするのであれば，道路のラインの情報が既に入っていて，ある程度道

路にひっついてくれるようなピンの置き方ができるとか．

○伊勢 　そうね．あと，俺が思ったのは，建物の被害なんかは，たぶん画像認識からできる．だから目の前

に建物が壊れているとしたら，壊れているというのは画像認識で認識できる．問題は，壊れている建

物のレベルに正確に落とさないと，また同じことが起こるんだよね．

○吉森 　そうですね．

○伊勢 　そうだよね．水平面を，水平面じゃないな，地盤面，基準となる仮想「床」を MR デバイスは認識し

ていますと．そこから見える視界の中の壊れた建物も認識できますと．問題は，壊れた建物の床面の

高さというかな，仮想「面」との交点を補正してやらないと正確な距離ができない．でも，これはたぶ

ん建物の画像認識としてできるんじゃないかなという気がしないでもないね．

○吉森 　そうですね．

○伊勢 　いずれにせよ，あれか，建物のデータ，敷地というか，3D である必要はないよね．2 次元データで

いいから，建物のデータを．

○吉森 　まずは 2 次元データでいいです．

○伊勢 　そうだね．持っておいて，それを選択できるというやり方であったり，あるいは音声認識，画像が

先かな，画像認識なんかと組み合わせて正確なピンを打つ．今回の言うところの人間がやろうとした

ピンを打つ作業を正確にする工夫というのは，別の工夫としてあり得るよねという感じか．

○吉森 　そうですね．

○伊勢 　磯野さんはどう思います？

○磯野 　そうですね．手でピンを打とうって，手でやろうとするとぶれやすいんじゃないかなとも思ったん

ですね．例えば目に見える仮想の中に，真ん中に十字が表示されていて，それに合わせたい所，ピン

に合わせたい所を見なさい．つまり首を使って打ちたい場所をコントロールするというほうが正確性

は上がるんじゃないかなと，ちょっと思いましたね．

○伊勢 　逆にそれは本質的に似たようなもんじゃないの？

○磯野 　似ているかな．やっぱり結局ぶれまくっちゃうかな．

○伊勢 　人間の動きと解像度の問題，解像度というか，画像というか，機械の認識の，だから人間が機械を

操作しているという話だよね．それは本質的に一緒なんじゃないの．指先の器用さと首の動きの器用

さぐらいの話であって．

○磯野 　そうですね．ただ，吉森さんがちゃんとやろうとすると画面が動かないように，つまり首を固定し

て指を動かすということに神経を集中したわけですよね．つまり，どちらもフレキシブルだと合わせ

るのが大変なので，意識して首を固定しているわけですよ，きちっと．

○伊勢 　だから首の動きによる像の補正側を補正しないようにしてやると，いわゆる画像を作る能力を片方

に集中できるわけだよ，たぶん．

○磯野 　そうですね．

○伊勢 　変な言い方だけど．そうか，でもそれは，何かまどろっこしいな，まあそうか．

○磯野 　だから本当にそういうのを聞くと，本当に人間の脳みそは優秀な画像処理装置を持っているんだな

と思いますよね．

○伊勢 　だって，走って見えている映像が縦に揺れたりしているけれども，ちゃんと真っすぐ走れるんだから．

○磯野 　それはそうです．

○吉森 　確かに．

○伊勢 　まとめるわけじゃないけれども，この後ももちろんいろいろ話ししたくて，その他の話ししたいん
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だけれども，基本的には可能性は十分あるよね．

○吉森 　十分あります．

○伊勢 　だって今，議論した画像認識とか何か自動で検知できるよねとか，データを持っておいてインタラ

クティブにしておけば．だから画像認識の技術と基本データを持っておいてインタラクティブにとい

うことを組み合わせれば，たぶん間違いなくできて，かつそれがうまくいくのであれば人間にかぶせ

なくてもいいよね．

○吉森 　うんうん．

○磯野 　はい．

○吉森 　そうですね．

○伊勢 　ロボット，ロボットなら四足ロボットとか．

○吉森 　そうです．本当にそうなんですよ．

○伊勢 　あと，国交省が持っている CCD カメラのデータをちょっとこちらによこしてといって，画像認識ツー

ルにも使えるよね，たぶん．

○吉森 　うまくやればそちらの方向にもという感じですね．

○伊勢 　だよね．

○吉森 　はい．

○伊勢 　ビデオ画像を持ってくれば何かできそうな気もするんだよね．

○吉森 　それはそれで，また大変な話ですけれども，方向性的にはあり得ますね．

○伊勢 　あるよね．

○吉森 　はい．

○伊勢 　HoloLens の話に戻るけれども，機能を用いて仮想「床」を作っているわけだけれども，これだって，

カメラの精度が良くなったり，あるいはカメラをちょっと拡張するような何か簡単なアタッチメント

があったりしたら，もっと精度のいい仮想「床」ができたり，あるいは画像認識から直接，対象物を検

知するということもできるかもね．

○吉森 　そうです．あと，今は自分自身で仮想「面」を選択しないといけないんですけれども，画像解析が進

めば自動的に仮想「面」を選択してくれるというのが望ましい．

○伊勢 　あるよね．

○吉森 　はい．

○伊勢 　その延長上には，斜めの斜面がある所でも地理情報と整合すれば仮想斜面みたいなのを作っちゃう．

○吉森 　そうですね，はい．それはありだと思います．

○伊勢 　これはいけるよね，たぶん．

○吉森 　いける気がしますね．なので，そうですね，はい．

○磯野 　あと，ちょっと気になるのが，結局，離れた場所（の位置情報）を得るには，真北というか，コンパ

スの情報がないと分からないわけですよね．

○伊勢 　それは，ちょっとテープ起こしを見た人のために補足しておくと，今回は，GPS 情報で座標，観測

者の座標を取るとともに，磁北，磁石が向く北，磁北を検知して，座標情報に落とすときには離れた

所の座標に磁北のずれを補正してということをやっているわけだよね．それで？

○磯野 　結局，磁北でも真北でもいいんですけれども，要は方角情報を正確に取れない限り，基本的には離

れたポイントのプロットは不可能なわけですよね．基本は方向と距離をどうやって見つけるかと，こ

の 2 つのポイントなので．

○伊勢 　そうそう，そのとおり．

○磯野 　そうすると，よく Google の歩行ナビとか使っていて私はやるんですけれども，初めて行ったところ

の町は，ナビを開いて，ホテルに行こうとしたときにどちらを向いているか分からないので，取りあ
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えず 100 m ぐらい歩き始めて，それでナビが動いて，「ああ逆の方向に歩いていた」というふうにやっ

たりするんですよ．だから一発目の位置情報…どちらを向いているかというのをきちっと取るという

のは難しいんじゃないかなと，正直思うんですよね．

○伊勢 　いや，VR なら今の磯野さんの指摘というのは，やっぱり地図情報をどこかに持っておいて，インタ

ラクティブなやりとりの中で候補を挙げるというやり方のほうがたぶん確実だろうと思う．それぐら

いだったらもうできそうだけどね，そのやり方だったら．

○吉森 　あと，ちょっと画面共有しますけれども，地図で思い出したんですが．今回は実装されていないん

ですけれども，こんな感じで，そうですね，自分の見ている映像の上に地図情報が載っかっていると，

自分の位置とか方角というのも掌握できるんじゃないかなと思いました．

○伊勢 　それは，つまり観測者の補助機能だね．

○吉森 　そう，観測者の補助ツールです．

○伊勢 　でもこれが見えたから……，ああ，でもリアルタイムにやれれば正確にピンを置けるか．

○吉森 　リアルタイムにやれれば正確にピンは置けます．

○伊勢 　でも手が震えるのはどうにもならない．

○吉森 　そう，手が震えるのはどうにもならないので，それはある程度ポリゴンごとに，ここですかという

のを支援してもらう必要があるんですけれども，置いた結果，ここで合っているよねというのも地図

でも確認できるというのがあってもいいかなと思います．

○伊勢 　それは今日議論している話とはちょっとまあ，もっと外側になるかもしれないけれども，まず完成

させるというか，やろうとしていることを実装するつもりならば，こういう予備情報は見えていない

と観測者はつらいよねという話ね．

○吉森 　そうですね，はい．

○伊勢 　そうかもしれないな．いずれにせよ，やっぱり，何というかな，候補を挙げてもらうような…地図

情報とのインタラクティブなやりとりは必須？

○吉森 　必要だと思います．いや，究極，私は地図がなくてもいいかなと思ったんですよ．見えているもの

が全てというふうに言い切っちゃってもいいかなと究極は思ったんですが，まだやっぱり地図は必要

かなと思いましたね．

 　というのも，見えているものだけで判定しようとすると，何というんですかね，対象物かどうかと

いうことも判定できないので，なので，ある程度地図が必要かなというのも思っているところです．

○伊勢 　益城町なんかみたいに，住宅が並んでいて並びの家が全部ぐしゃっとかなると，区分も分からなく

なったりするんだよね．

○吉森 　確かに．

○伊勢 　もっと言うと，東日本で（津波で建物が全部）持っていかれちゃったら，どこに家があったかも分か

らないという…．

○吉森 　そうです，そうです．

○伊勢 　こんなことを考えたら，やっぱり 3D である必要はない．MR デバイスというのは，3D 側のツール

というか，3D を想起させるデバイスではあると思うんだけれども，3D の画像を目の前に出す意味は，

僕はほとんどないと思っている．ただ建物の枠，まさに今見えている輪郭線みたいなものというのは

あると，候補として挙がってくればなおかついいし，なくても選択できればいいのかなという気はす

るよね．

○吉森 　そうですね，はい．

○伊勢 　そんなところかな．3 人の意見としては，可能性というか，問題点をちゃんと整理できたということ

はやっぱり非常に良かったと思っているんだけれども，どうですか．

○磯野 　はい．



防災科学技術研究所研究資料　第 478 号　2022 年 6 月

－44－

○吉森 　そのとおりだと思います．

○伊勢 　2 ～ 3 年やったらいいのができるよね，これ．

○吉森 　そうですね．あと，何を思ったんだったかな．ちょっと私のメモを．

○伊勢 　どうぞ．

○吉森 　忘れていないかを確認しますね．そうですね．それぐらいかな．磯野さん，他はどうですか．磯野

さんが話している間に確認をします．

○磯野 　そうですね．今回は単純に離れた場をポイントにプロット，打つというのに限定しちゃっているので，

それだけに特化しちゃうと，MR デバイスの必要はないでしょうというふうに突っ込みも出ちゃうので，

そういうことなんじゃないんだよなと思いながら考えていたんですけれども．

 　例えば距離を測るのであれば，ゴルフ用の単眼鏡というか，レーザーの測位計を持っている．今売っ

ていますよね．それでピピッとやって距離が測れちゃったりするので，目的地まで結構正確に．

○伊勢 　距離を測っているんじゃないのよ，だから．

○磯野 　そう，そうなんですね．

○伊勢 　座標情報にするというのをセットでやらなきゃ意味がない．

○磯野 　座標情報にしたければ，距離と方向さえ分かればいいというのであれば，そんなにそこまでの装置

が要るのとなっちゃうので．

○伊勢 　なっちゃうので，何よ．

○磯野 　なので……．

○伊勢 　違う，違う．それがセットで，できるかという話ですよ．

○磯野 　はい．

○伊勢 　例えば今，磯野さんが，向こうが，ちょっと前にある壁まで，例えば 7.5 m とあって，「7.5 m の GPS
情報をください」と言ったらすぐに出ます？

○磯野 　いや，出ないです．

○伊勢 　でしょう？そういうことなんですよ．自分の GPS 情報は持っているんです．これは，たぶんそうい

うのがスマホの中身を見ればすぐに出ているんです．ダイレクトに答えが出るんですよ．でも 3 m 先

の壁と言われた瞬間，一気に出なくなる．

○吉森 　そこが大事．

○伊勢 　これがたぶん非常に，何というか，データ，サイバー空間をうまく利用しようとしたときに大きな

障壁になる．この技術は，もっと言うと，磯野さんが「MR デバイスじゃないよね」と言ったことを補足

するならば，まさにそのとおりで．Google の車があるじゃん，360 度カメラの．

○磯野 　グーグルカー？

○伊勢 　うん．あれに搭載しちゃえば被災地は全部スキャニングできるという時代が来るよ，同じ技術で．だっ

て，一個一個を見る必要なんかはなくなるんだもん．壊れている建物を検知して，その建っている所

を認識して，地図の建物データと照合して壊れているというのを振っていくという，そのアルゴリズム．

画像からそれを読み取るところが全部できるようになったら MR デバイスに積む必要なんかないよね．

○磯野 　そうですね．あくまで，そこまでできていないから，最終判断を人間に任せているという，ただそ

れだけですもんね．

○伊勢 　そう．今は，もっと言うと，人間が画像認識のところをまずは手で置こうというのでやっているだ

けで，観測者の GPS 情報が分かるわけです．これは，言い換えればグーグルカーの GPS 情報は知って

いるんですよ．でもグーグルカーが通過した道路の 5 m 横にある壊れた家の GPS 情報はなかなか出な

いんです．なぜなら方位とかそんなので刻一刻と変わるから．それをどうやったらできるだろうとい

うふうにやっているというのがたぶん本質的なところなんです．だから，何だろう，あまりそこを強

調すると，MR デバイスじゃなくていいよという話だけれども．
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○磯野 　そう，なっちゃうんですね．点群情報を取ってみたいになるので，ずれちゃいますからね．

○伊勢 　でも，それは最終的には本当の，何というかな，実際の災害が起きたことを考えたときに，やっぱ

り機動的に動けるのは人間なわけですよ，今現在．

○磯野 　そうですね．

○伊勢 　たぶん向こう 10 年，20 年はね．なので，それも意思を持って，ここに行くと．ここは行かないから，

あちらに行くという，それを機動的にやれるのは人間だけなので，それを人間による目視というのを

強化するということは大事かもしれないというのが，私の整理している原稿の前半に書いてあります．

人による目視というものを強化することが重要だという．ただサイバー空間との入り口にするために

はこういう機能が必要だという．その辺りが，何というかな，明確に整理してやる必要はあるのかな

という感じですね．

○吉森 　あと，私からいいですか．

○伊勢 　はい，どうぞ．

○吉森 　今回やってみて，手で操作することの限界というのがあるかなと思いました．さっきピンを置くと

いう話が，難しいという話もあったんですけれども，それよりも今回は半壊・全壊とかもクリック操

作をやりました．正直，そういったものについて，わざわざ手を上げてクリックするということをさ

せるんではなくて，これは全壊だというふうに言って音声で認識してもらうとか．

○伊勢 　音声認識ね．

○吉森 　はい．つまり何が言いたいかというと，手の操作でやらないといけないことと，手じゃなくてもで

きることをしっかり分けて，できるだけうまく，何というんですか，あらゆる音とか動きとかをうま

く使い分けて効率的にやるということが必要なんだろうなと思いました．

○伊勢 　いいじゃん．もうライフワークにもなる．ライフワークにもならないかな．5年もしたらいけそうだよ．

○吉森 　5 年後になったらみんな当たり前のようにこうやっているかもしれないですよ．

○伊勢 　いや，だけど，5 年後，今書こうとしている研究資料が注目されているかもしれないよ．

○吉森 　そうですね．それを期待したいですね．

○伊勢 　はい，ではいいかな．では記録を切って，後で送って……．

以上




