
　九州を襲った豪雨から１年が経とう
としている。日本においては災害が多
発しているが、災害時のリスク等をま
とめたハザードマップを意識する人は
それほど多くない。2019 年に一般社
団法人防災ジオラマ推進ネットワーク
が、全国の 15 ～ 69 歳 1772 人を対
象に、ハザードマップに関するアンケー
ト調査を実施。「ハザードマップを見た

ことがあり、周辺の災害リスクを理解
している」と答えた人は 17.7％にと
どまった。20代ではわずか７％であり、
防災意識の低さが課題になっている。
　災害への意識や関心を高める手段と
して VR や AR が注目されている。地
震の VR 体験では、室内の揺れを忠実
に再現した映像を流すと、座っている
座席に VR 空間より少ない振動を与え
ても、実際より大きく揺れているよう
に感じることが明らかになった。また、
AR 浸水・煙体験アプリが小学校で活
用された事例もある。参加した児童の
約 94％から、浸水と煙の AR 体験を

通し、災害に備える行動を起こそうと
思ったとの声が上がった。これらから
VR や AR による災害体験は災害を実
感させ、危機感を与えることが分かる。
　VR や AR を活用すれば安全にリア
ルな体験が可能なため、災害を考える
良いきっかけとなる。この機会にアプ
リを利用して災害への備えをしてみて
はいかがだろうか。            （二宮聖司）
《参考文献》
VR/ARによるシミュレーション結果
の可視化から体験化、経験化へ　防災
教育等への応用（板宮朋基、日本臨床
麻酔学会誌、2021年）

　VR はさまざまなものを立体で表せ
る有益な技術だ。自動車をはじめとす
る商品見本や、体内環境の再現によ
り手術練習にも応用できる。しかし、
VR によってもたらされるのはメリッ
トだけではない。VR の使用で問題に
なり得る点について、視覚認知学・デ
ザイン学などを研究し、VR にも造詣
が深い理工学部の山添崇助教授に取材
を行った。
　まず、VR 機器は光源が至近距離に
あることから、目へのダメージが連想
される。実際にある程度の眼精疲労は
起こるそうだ。しかし、その疲労はコ
ンピューターでの作業より少し大きい
程度であり、時間を決めて利用するな
どのルールを守れば深刻な影響はない。
VR の光量は自然光の約 50 分の１で
あるため、網膜への負担も大きくない。
　次に懸念されるのは VR 酔いだ。こ

れは、目で見る映像の変化と平衡感覚
が一致しないときに発生する。特に
VR では他の映像媒体と比べて酔いや
すいと言われているが、原因の一つは
映像を表示するゴーグルだ。軽量化が
図られているとはいえ一定の重さがあ
り、装着すると首に負荷がかかる。そ
のため、慣れないうちは想定より頭が
動かないことや、それを意識するあま
り、頭を動かしすぎるといったことが
頻発する。結果として想定と実感がず
れ、酔いが引き起こされてしまう。ゴー
グルの重さが、耳にある平衡感覚器官
の動作を阻害することも酔いを誘発す
る。
　現状で想定される主なリスクは、眼
精疲労や VR 酔いという比較的軽微な
ものだが、その負担は無視できない。
VR コンテンツの作成者も、激しい画
面変化の抑制や、映像の奥行きに差を
設け眼筋の凝りを防止するなどの対策
を行っている。しかし、これらの技術
は発展途上だ。利用者自身がこまめに
休憩を取るなど対処を行い、適度な利
用を心掛けるべきだろう。   （小川紀寧）

  新型コロナウイルスが流行し始めて
から約１年半。自粛続きの昨年と比較
すると、ワクチン接種が開始し、本学
でも対面授業が徐々に再開されるな
ど、社会情勢の変化を感じられる。と
はいえ、依然として続くコロナ禍の
中、自宅で過ごす時間は例年より多
い。巣ごもり需要に適したコンテンツ
の人気はますます高まっている。元々
エンターテインメント業界をはじめと
して、多くの業界で注目を集めていた
VR という技術は、まさに今、制限さ
れた日常に希望を与えている。
　本学学生に取ったアンケートではVR
の経験がない人が大半であったが、娯
楽目的に加え、医療や福祉など幅広い
分野での VR の活用を見込む意見も多
かった。高齢者を対象にした VR 旅行
体験や VR コンテンツを制作するワー
クショップは、その一例だろう。加えて、
VR を利用したスポーツトレーニング
や災害体験など、実体験をするには難
しいことも、技術の力で叶うようになっ
てきている。しかし、酔いや眼精疲労
などのリスクも伴うため、こまめに休
憩を取るなど使用には注意が必要だ。
　いまだに閉塞感のある日々の中、新
たな技術に目を向け、VR の可能性を
知ることで、挑戦したいことを叶える
選択肢が広がったように感じた。さら
なる普及が予期される VR は、自らの
ためにも社会貢献にも活用できる。技
術について知り、どのように活用でき
るかを考え、今後の動きに着目してい
きたい。　 　　　　　　　（梶原万穂)
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　VR は「Virtual Reality」の略で
あり「仮想現実」「人工現実感」と訳
される。現実には存在しないものを現
実だと体感させる技術やシステムを指
す。専用のVRゴーグルの登場により、
大衆化も進んでいる。従来の映像技術
にはない臨場感や没入感を有すること
から、ゲームをはじめとするエンター
テインメントコンテンツにおける活用
が目立つ。
　混同されやすい技術に、AR（拡張
現実）が挙げられる。コンピューター
を使って現実世界にデジタル情報を表
示し、現実に情報を付加する技術だ。
一方、VR は VR ゴーグルによって視
野全体に映像を映し、現実世界から視
覚的に使用者を切り離す。VR 映像に
意識が集中し、高い没入感を得られる。
《参考文献》
60分でわかる！VRビジネス最前線
（VRビジネス研究会、技術評論社、
2016年）

▼VRを経験したことがあるか。また、
VRをどの程度使用しているか。
　「ある」と答えた学生が全体の 40％
を占め、そのうちの 84％は「普段は

使わない」と回答した。「月に１～３
回使う」が 10％で、一部の人は定期
的に使用しているという結果だった。
▼どのようなVRコンテンツを経験し
たか。また、今後経験してみたいコン
テンツは何か。（複数回答）
　「経験したことがある」と答えた学
生のうち最多の回答は 71％の「ゲー
ム」だった。「ドラマ・アニメ・映画
などの映像作品」が 23％、「音楽」が
21％と続き、エンターテインメント
性の高いコンテンツが上位を占めた。
　「経験したことがない」と答えた学
生に経験してみたいコンテンツを聞
くと「ゲーム」が 79％、「音楽」が
51％、「ドラマ・アニメ・映画などの
映像作品」が 45％を占める。余暇で
VR を体験したいと思う学生は多いよ
うだ。
▼VRの魅力は何か。また、不便を感
じた点は何か。（自由記述）
　VR を経験したことがあると答えた
学生に魅力を聞いたところ「没入感・
臨場感」という回答が多数見られた。

「実際に映像に入り込んだような感覚
になれる」「非日常的な経験が味わえ
る」などの声も多く、VR 特有の体験
に対する感動がうかがえる。不便な点
としては「ゴーグルが重く首が疲れる」

「酔いやすい」などの意見が挙がった。
▼VRによって今後発展する分野は何
か。（複数回答）
　ここでも「ゲーム」が最多で 81％
に上り、そのほか「観光」「ドラマ・
アニメ・映画などの映像作品」「音楽」
など娯楽分野の回答が上位を占めた。

一方で「医療」が 50％、「教育」が
47％と実用的な分野での活用を期待
する回答も寄せられている。VR が幅
広い分野で普及すると考える学生は多
い。
▼VRは社会をどのように変えると思
うか。（自由記述）
　「オンラインでの諸活動が活発にな
る」という意見に加え「疾病や体の不
自由にかかわらず、さまざまなサービ
スを受けられるようになる」など福祉
や医療水準の向上への期待も見られた。
未来を担う本学学生にとっても、社会
の発展へ VR 技術がどのように寄与す
るかは人ごとではない。（新野まどか）

　VR をスポーツの分野に応用しよう
とする試みは、多くの研究機関や企業
で行われている。本学でも理工学部の
小方博之教授が、VR を利用したスポー
ツトレーニングについて研究を進める。
現在は主に、VR を用いたテニスやス
キーなどのトレーニングを扱っている。
　この VR のトレーニングシステムが
実用化される最大のメリットは、実世
界では不可能なトレーニングが可能に
なることだ。例えば、VR 上で一流の
テニス選手のサービスを受けることが
できたり、季節や場所を問わずスキー
の練習ができたりする。スカイダイビ
ングといった危険が伴う競技を安全に
練習できることも、大きな利点だ。さ
らに、VR 上で遠隔地のコーチから対
面に劣らない質の指導を受けるという
新たなサービスも期待される。
　一方、VR を利用したスポーツトレー
ニングの障壁は、VR ゴーグルの着け
心地と VR 酔いだ。現状、VR ゴーグ
ルは運動時に装着するには重すぎるた
め、軽量化が求められる。VR 酔いの
メカニズムの解明と低減も必要だ。ま
た、トレーニングシステムそのものは
VR とは別の技術であり、いまだに開発
段階だ。使用者のフォームを評価する
には、動作を測定するセンサーと、そ
こから得られるデータを適切に処理す
る AI が必要となる。さらに、VR でト

レーニングを行うスペース確保の問題
もある。広範囲にわたって動く競技の
場合、広い場所の確保が必要になるた
め、どこでも練習ができるという VR
の強みは生かされない。解決策として、
屋内でランニングをするための機器で
ある「トレッドミル」を全方位可動す
るように改善し、トレーニングシステ
ムと連動させる試みなどがある。
　小方教授は「VR は従来のメディア
と全く異なり、臨場感等がより強く感
じられることを目指している」と話す。
性能がより向上し体験できるコンテン
ツが増えれば、普及していくだろう。
アミューズメント用の VR スポーツで
あれば、使用による運動能力の向上が
目的でないため、実現へのハードルは
下がる。娯楽への使用から、VR を利
用したトレーニングシステムの実用化
へとつながることが期待できる。今後
の発展から目が離せない。   （中西幸太）
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　VR を活用した取り組みが、高齢者
の行動の変化と社会参画の機会を生み
出している。企画や開発を行っている
のは、東京大学先端科学技術研究セン
ターの登嶋健太さんだ。登嶋さんは
360 度の映像を見て楽しむ「VR 旅行
体験」を、自力での外出が困難な高齢
者へ提供。VR 映像の制作を高齢者と
一緒に行うこともある。今回、この取
り組みについて登嶋さんに話を伺った。
　登嶋さんは各地の高齢者向け介護施
設で VR 旅行体験会を開催してきた。
施設利用者は VR を通じて、観光地へ
の訪問や思い出の場所への再訪を体験
する。多くの参加者は旅行を楽しむだ
けでなく、自らの行動を変える機会に
もしているようだ。体験会を契機とし
てリハビリに励むようになる、スマー

トフォンを使い始めるなどの前向きな
変化も見られた。
　VR 旅行が役立っているのは介護分
野においてだけではない。登嶋さん
は「楽しく VR をつくろう！」とい
うワークショップも運営している。こ
のイベントは、意欲的に社会と関わり
を持とうとする「アクティブシニア」
に、VR 映像の作り手として社会へ参
画する機会をもたらしている。ワーク
ショップのメンバーは VR 映像の撮影
技術を学び、旅行先や観光地で撮影を
行う。撮影した VR 映像は旅行体験会
で使用するほか、メンバーの中にはス
タッフとして体験会の運営を手伝うよ
うになった人もいる。
　元々介護職員として活躍していた登
嶋さん。これらの活動を行う中で、以

前から興味があった「映像」を使って
介護に関われることに意義を感じてい
るという。「VR が高齢者に良い影響
を与えているという証拠をさらなる研
究を通して示していき、VR の可能性
を世の中に広めたい」と意気込んだ。
今後は、自身のノウハウを生かして、
障害者や若年層へ向けた独自のサービ
スを、各分野の専門家と共に開発して
いく。高齢者の行動を変える、VR を
活用した登嶋さんの挑戦はこれからも
続く。                                  （堤彬）

VR を利用したトレーニング

　VR 開発ブームの契機には、フェイ
スブック社がオキュラス VR 社を 20
億ドルで買収したことが挙げられる。
オキュラス VR 社は創業から間もない
ベンチャー企業で、VR 映像を映すヘッ
ドマウントディスプレイの開発中であ
り、ほとんど利益を上げていなかった。
その中で 20 億ドルで買収に踏み切っ
たことから、フェイスブック社の VR
に対する期待の大きさがうかがえる。
　VR は映画産業からも強い関心を得
ている。身近な例が、360 度パノラ
マ映像だ。2015 年、ウォルトディ

ズニーカンパニーは、傘下の視覚効果
スタジオ ILM 内に VR や AR コンテ
ンツの専業部門を新設した。同部門
は、グーグルとタッグを組み、VR 映
像を用いた「スターウォーズ　フォー
スの覚醒」のショートコンテンツを配
信。ヘッドマウントディスプレイを通
し、同映画の舞台の一つである惑星
ジャクーを見渡しながら走行できる映
像だ。360 度パノラマ映像を用いる
ことで、作品の中に入り込んだような
臨場感を味わうことができる。
　現在、VR 技術はショートコンテン

　現在、VR 技術が注目を集めている。映画やゲームなどのエンターテインメ

ントだけでなく、工業や医療等幅広い分野で活用されつつある。本学学生に、

VR の使用経験をはじめとするアンケートを実施。VR の先進的な活用事例や使

用する上での注意点を踏まえ、今後の展望に目を向ける。

ツや短編映画などでしか使われていな
い。しかし、この技術が長編映画に使
われれば、その映画に圧倒的な没入感
を生み出す。既存の３D や４DX は作
品の場面とリンクして人間の五感を刺
激している。VR の没入感と刺激は見
る人を魅了し、今後の映像業界や映画
業界を盛り上げるだろう。 （永松由衣）
《参考文献》
VRビジネスの衝撃「仮想世界」が巨
大マネーを生む（新清士、NHK出版、
2016年）

VR 旅行体験会の様子
（東京大学　登嶋健太さん提供）


