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概要
気象庁による緊急地震速報のテレビ・ラジオを通じた提供が 2007 年 10 月に始まったが，自動車
交通や集客施設など，速報が事故や混乱を引き起こす恐れがあるケースも以前から指摘されてい
た．本研究では，研究代表者の先行研究である 2 台のドライビングシミュレータを連動させた緊
急地震速報下での走行模擬実験（DS 実験）から得られた被験者の運転特性をモデル化し，マルチ
エージェントシミュレーション（MAS）上で DS 実験の再現性を検討する．また多数台の地震時
の走行シミュレーションを行い，起こりうる危険性を定量的に評価することを目的とする．

Abstract
It is anticipated that traffic accidents may occur because of the Earthquake Early Warning (EEW). The
present authors introduced two driving simulators synchronized by server to perform virtual driving tests
when the EEW is transmitted. To consider more realistic driving conditions, the agent-based model
simulation was employed in this study. The behaviors of agents (drivers) were modeled based on the results
of the driving simulator experiments. According to the numerical simulation of three moving vehicles under
the EEW, a lower accident rate was observed on condition that more drivers turned on hazard lights after
receiving the EEW.
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