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誘導スケジューリングによる
集団状態最適化手法のシミュレーション評価
朝日大地†1

井上知洋†1

筒井章博†1

スマートフォンの普及や M2M センサー技術の発達によって、個人単位での行動測定や行動支援が可能となりつつ
ある。我々はこれらの技術を利用して、テーマパークや展示会などのイベントスペースにおける集団状態を制御する
手法の研究を進めている。テーマパークや展示会などのイベント会場には多くの人が訪れるため、偶発的な混雑の発
生が大きな問題となる。従来の研究では、混雑情報を提示することによって来訪者に混雑を自発的に回避させる手法
が検討されていたが、混雑していないスポットに積極的に誘引する手法を用いた集団制御は検討されて来なかった。
また、来訪者が提示した情報を見ない等の予期せぬ振る舞いへの対応も十分検討されていない。
本稿は「スポットに誘引する情報の利用」、
「提示情報に従わない等の予期せぬ振る舞いへの対応」の２つの特徴を
持った集団状態最適化手法を提案する。この方式ではスケジュールによって各来訪者の誘導先の管理を行い、混雑に
よる待ち時間が発生しないように状況に応じて各来訪者の誘導先を制御することで、集団の状態を最適化する。誘導
が必ずしも成功しないことを補償するために、来訪者の行動測定の結果に基づいてスケジュールを適宜更新すること
で対策を行う。シミュレーションで本方式の評価を行い、待ち時間が減少することを確認した。また、複数のスケジ
ュール更新方式の比較を行い、待ち時間の減少と計算回数の観点から適切な更新タイミングの評価を行った。

Simulation of Crowd Optimization
Using Personalized Schedules and Inducements
DAICHI ASAHI†1
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Widespread adoption of smartphones and M2M technologies made possible to easy measurement and support of personal
activities. We are studying a method to optimize a crowd in theme parks and exhibitions by using such technologies. Since
incidental congestion is a big problem in theme parks and exhibitions, existing research were focusing on crowd controls by
presenting congestion information to participants. However, unexpected reactions of participants are not well studied.
In this paper, we propose a crowd-optimization system that uses attractive inducements instead of presenting congestion
information. It is designed to handle unexpected reactions of participants. In our system, inducements to each participant are
managed by personalized schedule and controlled to optimize the crowd. To compensate unexpected reactions of participants,
schedules are corrected successively by measurements of behaviors of each participant. We evaluated availability of our system
in simulations and made an assessment of proper time of correcting the schedules.

1. はじめに

する人、待つことをあきらめる人等のように不満を持つ来
訪者が現れて、リピータを獲得できない可能性も高くなる。

スマートフォンの普及や M2M センサー技術の発達によ

また来訪者の満足度を上げるためには、予定していなか

って、実世界での各個人の行動の測定を容易に行うことが

ったスポットでの想定外の良い体験をさせることが重要で

可能となった。これらの技術を利用した情報提示によって、

あると指摘されている[1]。多くの場合、来訪者は事前に訪

実世界での人間の自発的な行動を誘発する試みが多く行わ

問するアトラクション・ブース（今後はまとめてスポット

れるようになってきている。iBeacon のような無線タグを

と呼ぶ）や訪問順番を決めた計画を作成して来る。混雑を

利用したローカルなクーポン配信、駅・展示会場のナビゲ

緩和してこの計画が確実に実行できる環境を整えるだけで

ーションだけでなく、スタンプラリーや育成ゲームのよう

は不十分であり、満足度をより向上させるためには、
「予定

な形式で誘導する試みも行われている。

していなかった良い体験」や「隙間時間の有効活用」がで

我々はこれらのスマートフォンを通した情報提示で各

きる環境を整える必要がある。

個人に自発的な行動を誘発し、結果としてテーマパークや

現在はスマートフォンの普及により、個人の好みや状況

展示会などのイベントスペースにおける集団状態を制御す

に合わせた情報提示が普通に行われているが、集団状態の

る手法の検討を進めている。

制御に関する従来の研究[2-7]では、スポットに誘引する情

テーマパークや展示会などのイベント会場には多くの

報提示の利用や来訪者の好みや満足度を考慮した制御手法

人が訪れるため、偶発的な混雑の発生が大きな問題となる。

について十分に検討されて来なかった。来訪者に対する個

その管理を怠ると許容できる人数以上の人が殺到する危険

別の誘導を状況に合わせて行うことによって、より高度な

な状況になって、大きな事故につながる可能性もある。ま

集団制御の実現が期待できる。

た、長い待ち行列ができると多くの時間を並ぶことに消費
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本稿では、スポットに誘引する情報の提示を利用した集
団制御方式を提案する。この方式ではスケジュールによっ
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て各来訪者の誘導先の管理を行う。また来訪者の行動に基

することしかできないため、スポットへの来訪人数を細か

づいてスケジュールを適宜修正することで状況に合わせた

く制御するためには情報を提示する人の割合を制御する、

誘導を実現する。これによって来訪者の満足度を考慮しつ

情報を取得できる時間帯を制御する必要があった。提示し

つ混雑緩和が可能な集団状態最適化システムを実現できる。

た混雑情報の閲覧を強制することはできないので、提示し

本稿の構成の説明を行う。1 節では背景情報と本研究の

た混雑情報を見て判断する来訪者の数を正確に予測するこ

目標について述べた。次の 2 節では既存の研究・取組につ

とは現実的には難しい。既存の手法はこのような事態に対

いて紹介を行い、本稿で提案する方式との差分を示す。

して十分な対応ができるか明らかでない。

3，4 節にて本稿で提案する集団制御方式を説明する。3

[5,6,7]のテーマパーク問題においても、情報を見ない場

節では提案制御方式の全体の流れについて説明を行う。4

合や提示した情報に従わない場合は考慮されていない。

節では提案方式の核となる最適化問題の詳細と、その問題

2.2 本研究の特徴

を解くアルゴリズムを提示する。
5 節でシミュレーションによる評価を行い、最終 6 節に
おいて今後の課題や方向性について検討を行う。

2. 関連研究

本稿は既存の研究に対して以下の２つの特徴を持つ方
式を提案する
1.

来訪者をスポットに誘引する情報の利用

2.

提示情報に従わない場合の補償

１を状況に応じて行うことによって、予定していなかった

テーマパークの集団制御に関する研究として、混雑の緩

スポットへの訪問を促し、隙間時間を有効活用して来訪者

和を目指した研究が多く行われている。各スポットの混雑

の満足度を向上させる。また、任意のスポットに誘導する

情報を共有する手法が今まで検討されており、混雑情報を

ことが可能になるため、従来研究よりも細かな集団の制御

見た見学者の反応をモデル化してシミュレーションを行っ

が期待できる。一方で、スポットへの来訪を強制すること

ている[2,3,4]。これらの研究では混雑情報を提示する頻度

はできないため、誘導が必ずしも成功しないことを考慮す

や提示する人の割合等を制御して、どの場合に最適な結果

る必要が有る。各個人を別々の場所に向かうように状況に

が実現されるか評価を行っている。[2,3]では全員が常に混

応じて誘導先を制御することで、誘導の失敗にも対応する。

雑情報を手に入れられる方式が最良ではないことを示して

上記の誘導手法の実現のため、テーマパーク問題を個人

いる。[2]では常に全員に混雑情報を提示すると、待ち行列

の計画外の任意スポットへの誘導も含めた最適化問題に拡

に並ぶ人数の振動や突発的な長い待ち行列の発生を指摘し

張した。この最適化問題は制限時間に収まる訪問スポッ

ている。[4]においては混雑情報提示に回数や空間的な制限

ト・訪問順番の中から目的関数を最大化するスケジュール

を課した場合の検討も行われている。

を生成する問題である（詳細は４節で説明する）。

また、テーマパークの最適化問題はテーマパーク問題と

また、事前にしっかりとした計画を立て、変更なしでそ

して定式化が行われている[5,6,7]。この問題は来訪者が全

れを着実に実行する来訪者は現実には少ない[1]ため、来訪

ての訪問予定スポットをできるだけ短い滞在時間で訪問す

者がテーマパーク・展示会に入場する時点で訪問したい場

る順番を求める問題である。各スポットは収容できる人数

所を全て決める必要がない本方式は来訪者にとってもメリ

が決まっており、その人数を超えた場合に待ち時間が発生

ットが有る方式といえる。

する。滞在時間を最小化するために待ち時間が発生しない
ように来訪者間の訪問順序を調整するアルゴリズムの検討
が行われている。しかし、訪問予定スポット外のスポット
を訪問することは考慮されていない。

3.

制御方式の概要
本節では提案する制御方式の説明を行う。提案方式を実

現するためには、各来訪者に対して次に誘導するスポット

他にも、現在行われている混雑を緩和する試みとしては

を求める必要がある。来訪者の満足度を上げる誘導をする

東京ディズニーランド等で行われている予約システム（フ

ためには、来訪者の好みのスポット情報（来訪者のスポッ

ァストパス）や USJ（ユニバーサルスタジオジャパン）で

トに対する評価の情報）に加えて、現在地、消費できる時

行われている優先権の課金制等が代表的な仕組みとしてあ

間、今まで訪問して来た場所、これから訪問を予定してい

る。これらは待ち行列に並ぶ時間を削減することで個人の

る場所などの、来訪者の場所や時間に関する個々のコンテ

不満を減らす役割を果たしている。リアルタイムの待ち行

キストを考慮する必要が有る。これらを考慮して誘導する

列情報を提示するアプリも USJ では公式に配布されている。

スポットを決定する方法として、各来訪者を誘導するスポ

2.1 既存研究の課題

ットと順番をスケジュール（以後誘導スケジュールと呼ぶ）

[2]で指摘されているように全員に混雑情報提示を行っ

の形で管理する方式を採用する。スケジュールの形式で取

た場合、皆が混雑箇所を避ける選択を行った結果として待

り扱うことで来訪者の時間と空間（移動時間）を考慮した

ち行列の振動や突発的な長い待ち行列が発生することがあ

誘導が可能になり、また結果として誘導が成功する確率を

る。混雑情報提示では「混雑箇所に行かない」ように誘導

上げることができる。
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て構成されている。各スポット𝑠𝑗 は一度にサービスを受け
ることが可能な人数の上限値である収容人数𝑐𝑗 とサービス
制限時間
予定スポット

来訪者端末

管理システム

容人数𝑐𝑗 を超過した来訪者𝑣𝑖 には先に来ていた人の数が収

Ⅰ. 情報入力

誘導

測定

Ⅲ.スポット誘導

時間𝑡𝑗 （スポットに滞在する時間）が設定されている。収

Ⅱ.誘導
スケジュール
生成

容人数以下になるまでの時間が待ち時間𝑤𝑖𝑗 として課され
る。各スポット間には移動時間𝑑𝑗𝑘 が設定されている。
来訪者𝑣𝑖 にはテーマパークの入場時刻𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑖 と訪問予定
アトラクションの集合𝑆𝑖 が設定されており、下記に示す全

Ⅳ.エラー検知

図１：制御方式の処理の流れ
図１に提案方式の処理の流れを示す。なお前提として来
訪者がスマートフォンを所有していることを想定している。
【過程Ⅰ】 来訪者が帰宅時間と必ず訪問したい訪問予定
スポットの入力を行う。
【過程Ⅱ】 入力情報を元に中央の管理システムが各来訪

滞在時間𝑇𝑖 を最小化することが来訪者𝑣𝑖 の目的である。
𝑇𝑖 = 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑖 + ∑ (𝑡𝑗 + 𝑤𝑖𝑗 + ∑ 𝑑𝑗𝑘 𝜌𝑗𝑘 )
𝑗∈𝑆𝑖

(1)

𝑘∈𝑆𝑖

𝜌𝑗𝑘 はスポット j の次にスポット k を訪問する場合のみ 1 の
値、他の場合は 0 の値を取る関数である。待ち時間𝑤𝑖𝑗 が他
の来訪者の行動によって大きく影響を受けるため、従来の
研究では各来訪者の来訪順序を調整するアルゴリズムの検
討が行われている。
提案方式では、テーマパーク問題を以下のように拡張し

者の誘導スケジュールを生成する。目的関数を

た。まず予定外のスポットを取り扱うために訪問予定スポ

最大化する誘導スケジュールの組み合わせを

ットの集合𝑆𝑖 を部分集合として含む誘導スケジュールに含

求める（詳細は 4 節）。
【過程Ⅲ】 誘導スケジュールに沿って各来訪者を誘導す
る。来訪者の行動は屋外で有れば GPS、屋内で
有れば無線タグ等を利用した位置測位システ
ムで測定を行う
【過程Ⅳ】 測定によって予定した誘導スケジュールとの
ずれ（エラーと呼ぶ）を検知した場合はスケジ
ュールの修正を行う。エラーの種類は到着時刻
のずれ、スポットのずれ、新しい来訪者の入場

まれるスポットの集合𝐿𝑆𝑖 と個人にとっての良し悪しを評
価する効用関数𝑈𝑖 を新たに定義する。
効用関数を定義するために来訪者𝑣𝑖 に対して帰宅予定時
間𝑝𝑡𝑖 、帰宅制限時間𝑙𝑡𝑖 と各スポットに対する評価値ベクト
ル𝐸𝑣𝑖 = (𝑢𝑖1 , 𝑢𝑖2 , … 𝑢𝑖𝑀 )を新たにパラメータとして設定す
る。帰宅予定時間𝑝𝑡𝑖 、帰宅制限時間𝑙𝑡𝑖 は【過程Ⅰ】で来訪
者が入力する帰宅時間である。帰宅予定時間𝑝𝑡𝑖 が下限、帰
宅制限時間𝑙𝑡𝑖 が上限である。帰宅時間に幅を持たせること
で、集団内でスケジュール調整する際に時間の余裕を考慮

がある。エラーの検知は来訪者がスポットに到

した調整が可能になる。各スポットに対する評価値ベクト

着したタイミングで行う。

ル𝐸𝑣𝑖 = (𝑢𝑖1 , 𝑢𝑖2 , … 𝑢𝑖𝑀 )は来訪者𝑣𝑖 の各スポットへの興味

【過程Ⅴ】 【過程Ⅱ】～【過程Ⅳ】を繰り返す。
誘導スケジュールを測定結果に基づいて逐次修正すること
で、次に誘導するスポットを各時刻で各来訪者に対して求
めることができる。
【過程Ⅳ】においてエラー検知のタイミ
ングをスポット到着したタイミングに限定している理由は
移動中の誘導スポットの変更によって、来訪者が混乱する
ことを避けることが目的である。

4. 誘導スケジュールの生成・逐次修正
この節では管理システムで行われる誘導スケジュール
を生成する最適化問題の説明をする。具体的には、問題の
定式化と解法アルゴリズム、
【過程Ⅳ】で行われる動的な修
正方法を解説する。
4.1 テーマパーク問題の拡張
まずテーマパーク問題[5,6,7]について簡単な説明を行う。
テーマパーク問題は離散的な時間と来訪者の集合V =
{𝑣𝑖 |i = 1,2 … N}、スポットの集合S = { 𝑠𝑗 |j = 1,2 … M}によっ
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を数値で表したベクトルである。現実的には【過程Ⅰ】で
来訪者𝑣𝑖 が入力する訪問予定スポットの集合𝑆𝑖 に基づいた
共起確率（協調フィルタリング）で値を求めることを想定
している。そのため訪問予定スポットの集合𝑆𝑖 に含まれて
いるスポットの評価値は 1 になる。
効用関数𝑈𝑖 はこれらのパラメータを利用して、以下の式
で定義する。
𝑈𝑖 = ∑ 𝑢𝑖𝑗 − 𝛽𝑖 ∗ 𝑚𝑎𝑥(0, 𝑇𝑖 − 𝑝𝑡𝑖 )

(2)

𝑗∈𝐿𝑆𝑖

この効用関数が大きい誘導スケジュールが来訪者𝑣𝑖 にとっ
て好ましいスケジュールである。𝑇𝑖 は誘導スケジュールの
消化に必要な時間であり、(1)式内の𝑆𝑖 を𝐿𝑆𝑖 に変更した式
で定義される。第１項は誘導スケジュールに含まれるスポ
ットの評価値の和であり、評価が高いスポットに多く行く
ほど大きな値になる。第２項は全滞在時間𝑇𝑖 が帰宅予定時
間𝑝𝑡𝑖 を超過した場合のペナルティを表す項である。係数𝛽𝑖
は帰宅予定時間𝑝𝑡𝑖 を超過したことに対する来訪者𝑣𝑖 の許
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容度を表している。帰宅制限時間𝑙𝑡𝑖 を超過しないことを制

Objを最大化する誘導スケジュールを求めることが本稿

約として課す。この制約は集合𝐿𝑆𝑖 が𝑆𝑖 を部分集合として

で提案する拡張したテーマパーク問題である。係数αは集

含む制約より強いものであり、帰宅制限時間𝑙𝑡𝑖 を超過する

団の評価関数Gの重みを表す項であり、運営者がその大き

場合はいくつかの訪問予定スポットを取り除くことになる。

さを決定する。係数αの大きさに最適化問題としての制約

これまでは、各来訪者視点での最適化について述べたが、

はないが、個人の効用関数を無視した誘導スケジュールを

テーマパークやイベントの集団状態の最適化のためには運

生成すると誘導を失敗する確率が大きくなると考えられる

営者側の視点も重要である。運営者の要望を取り入れるた

ため、実際の運営の際には制限がある。(3)式を最大化する

めに集団の評価関数Gを利用する。評価関数Gは運営者が最

誘導スケジュールに従って各来訪者を誘導することによっ

大化をしたい集団の指標の重み付線形和で定義する。例え

て、来訪者の満足度と運営者が望む集団の状態の両立が実

ば、全体の待ち時間を最小化したい場合はG=

現できる。

− ∑𝑖∈𝑉 ∑𝑗∈𝑆 𝑤𝑖𝑗 となる。他にも各時刻での各スポットに対す

4.2 近傍探索による誘導スケジュールの最適化

る人数の上限、下限の超過をペナルティ項として加えるこ

ここでは拡張したテーマパーク問題を解くアルゴリズム

とや待ち時間を均等に配分する項を加えることができる。

について説明する。提案方式は、誘導スケジュールが頻繁

この評価関数Gと各来訪者の効用関数の和が全体の目的関

に修正されることを前提としているため、毎回厳密な最適

数Objである。

解を求めることよりも、状況の変化に対応できるように素
Obj = ∑ 𝑈𝑖 + 𝛼𝐺

早く解を求められることが重要である。そのため、局所最

(3)

的値で停止してしまう可能性があるが高速な近傍探索法を

𝑖∈𝑉

利用する。
Loop1

開始

探索する
来訪者を選択

アルゴリズムの処理の流れを図２に示した。一人の来訪

近傍探索

者のスケジュールに対して、スケジュールに含まれていな
いスポットを一つ追加、一つのスポットの順番の変更、ス

Loop2

削除

ポットの削除の３つの操作の何れかを行った近傍スケジュ
ールの中から目的関数Objが増加する近傍スケジュールの
探索を行う。目的関数Objが増加する近傍スケジュールが見

近傍探索

つかった場合は直ちにその操作を実行し、次の来訪者の誘
全来訪者の
探索した

並替

NO

導スケジュールに対して同じ探索を行う。探索を行う来訪
者の順序はランダムな順番で行う。全来訪者のスケジュー

YES
全来訪者で
操作しなかった

ルの探索を行い、実行した操作があった場合は再び全来訪

NO

者をランダムな順番で探索を行う。この操作を繰り返し、

追加

実行できる操作がなくなった場合に終了する。

YES

4.3 測定による誘導スケジュールの逐次修正

終了

管理システムで作成した誘導スケジュールに基づいて、
図２（左）：近傍探索最適化の処理の流れ

各来訪者の誘導を行う【過程Ⅲ】。各来訪者の行動は GPS

図 2（右）：近傍探索の操作

や屋内位置測位システムによって測定を行い、エラーを来

スポットを
見学中の
来訪者

エラーが検知
された来訪者
スケジュール
修正

管理システム

誘導スケジュール
集団調整の発火条件
１）周期型、２）蓄積型

NO

YES
最適化

スケジュール送信

訪者がスポットに到着したタイミングで検知する。
エラーを検知した場合に各来訪者の端末でローカルな
修正を最初に行う。各来訪者の効用関数（(2)式）を既に訪
問したスポットを固定した状態で最大化する誘導スケジュ
ールを 4.2 節で説明した方法を一人に対して行い生成する。
この端末ローカルの誘導スケジュールの修正は管理システ
ムに対する計算の負担を下げることを目的としている。
ローカルに修正した誘導スケジュールを管理サーバー

スケジュール
更新

スケジュール
更新

に集めて、条件を満たしている場合は全体の目的関数（(3)
式）を最大化する誘導スケジュールに組み直す。今後は全
員の誘導スケジュールを再最適化することを集団調整と呼
ぶ。集団調整はその時刻にスポットを見学中の来訪者のみ

図３：スケジュールの逐次修正処理の流れ

に限定して行う（図 3）。これは移動中の来訪者の誘導スケ
ジュールを変更することを防止するためである。
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入場

帰宅予定時間
を過ぎた

NO

移動スポット
の決定
スポット
を見学

スポットに到着

NO

YES

正の暫定評価値
がある

NO
到着スポットが出口

YES

̃ 𝑖𝑗 が加わる。待ち時間
来訪者𝑣𝑖 の滞在時間𝑡̃𝑖𝑗 に待ち時間𝑤

YES

0<x<1 の乱数が
成功確率 以下

移動

した人の数がそのスポットの収容人数𝑐𝑗 を超過した場合は

移動スポットの
決定方法

シミュレーション
上の人の動き

出口に
向かう

𝑤
̃ 𝑖𝑗 は既にいる人の数が収容人数以下になるまでの時間で

誘導スケジュール
に従う

ダムに決めて、その到着順番に合わせた待ち時間を割り振
る。移動時間𝑑̃𝑖𝑗𝑘 と滞在時間𝑡̃𝑖𝑗 は一般にはスケジュールの

暫定評価値が最
大のスポットへ

生成に利用するサービス時間𝑡𝑗 、移動時間𝑑𝑗𝑘 とは異なる値

YES

出口に向かう

ある。同じ時刻に到着した人に対しては、到着順番をラン

であり管理システムは事前にその値を知ることはできない
ものである。

NO

次に各来訪者の次の移動先スポットの決定方法につい

管理システムで測定可能

退場

図 4（左）：来訪者の行動のフローチャート
図 4（右）：次の訪問スポットの決定フローチャート
集団調整の発火条件として 2 種類を検討している。一つ
は周期的なタイミングで集団調整を行う周期型、もう一つ

て説明する。まず現在の時刻が帰宅予定時刻を過ぎている
かを確認し、過ぎていた場合は出口に向かう。各来訪者𝑣𝑖 は
固定の値として誘導スケジュールに従う確率𝑝𝑖 を持ってい
るとする。確率𝑝𝑖 で誘導スケジュールに従い、従わない場
合は来訪者の判断で次のスポットを決定する。
決定の方法として、[2]等のシミュレーションで利用され

はエラーが蓄積して目的関数の減少がある一定の閾値を超
えた場合にのみ集団調整を行う蓄積型である。

ている暫定評価値が最大となるスポットに移動するルール
を利用する。現在スポット k にいる場合のスポット j の暫

5. シミュレーションによる評価

定評価値𝑢̃𝑖𝑗𝑘 を以下の式で定義する。

本節では提案方式の有効性を展示会の状況を模したシミ
𝑢̃𝑖𝑗𝑘 = 𝑢𝑗 − 𝛽𝑖 ∗ 𝑚𝑎𝑥(0, 𝑑𝑘𝑗 + 𝑡𝑗 + 𝑇 − 𝑝𝑡𝑖 ) − 𝛾𝑖 ∗ 𝑑𝑖𝑠𝑗𝑘 + R (5)

ュレーションによって評価する。まず待ち時間を減らす効
果があることを検証し、次に 4 節で提示した誘導スケジュ

Tは現在の時刻を表している。第１項はスポット j の評価値、

ール集団調整の２つの発火条件（周期型、蓄積型）の比較

第 2 項はスポット j に行った場合に発生が予想される時間

を行った。

超過に対するペナルティを表している。第 3 項は移動距離

シミュレーションは全体の待ち時間を減らすことを運
営者の目的として設定し、以下の目的関数を利用した。
Obj = ∑ 𝑈𝑖 − 𝛼 ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗
𝑖∈𝑉

(4)

𝑖∈𝑉 𝑗∈𝑆

スケジュール上の値とシミュレーション上のそれに対

に対するペナルティを表しており𝛾𝑖 はその重み係数、𝑑𝑖𝑠𝑗𝑘
はスポット j と k の間の距離である。このシミュレーショ
ンでは近くの場所から訪問する傾向を来訪者が持つことを
仮定している。第 4 項 R はランダムな雑音であり、考慮
できていない要素や評価のぶれを表している。

応する値（来訪者エージェントが実際に行動の値）は値に

最後にシミュレーション全体の進行について説明する。

チルダをつけて対応付けを行う。例えばスケジュール上の

最初に何人かの来訪者が入口に到達した時点からシミュレ

待ち時間時間は𝑤𝑖𝑗 、シミュレーションで発生する実際の待

ーションが開始する。

ち時間は𝑤
̃ 𝑖𝑗 になる。

A)

5.1 シミュレーションの構成

見学モードの状態を[出発地、目的地、残りの移動時

シミュレーションは【過程Ⅱ】で生成するスケジュール

間]、[見学スポット、残り待ち・見学時間]で表す。残

と同じ離散時間のステップで進行する。まずはシミュレー
ション上での来訪者の動きについて説明する。

り時間が無くなった時点で次のモードに映る。
B)

来訪者は大きく分けて移動と見学の 2 つのモードを持つ。

仮定した。
C)

る。移動モードに消費する時間は来訪者𝑣𝑖 のスポット j と k
の移動に必要な移動時間𝑑̃𝑖𝑗𝑘 である。移動時間を終了する

上限を設けている。入場する来訪者は見学モードでス
タートする。
D)

ションから退場する。それ以外の場合はスポットを見学す

に到着した人の人数で決まる。既にいる人、同時刻に到着
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過程 B、C でエラー検知した来訪者に対して、図 3 の
処理の流れに従った方式で誘導スケジュールの修正

るモード（見学モード）になる。見学モードで消費する時
間はそのスポットに既にいる人、同じ時刻にそのスポット

新たに来訪者が入場する。各時刻に到着する来訪者の
数は一様な整数分布とし、同時に入場している人数に

とスポットに到着する。
来訪者が到着したスポットが出口の場合はシミュレー

管理システムによる各来訪者の観測を行う。管理シス
テムは見学モードの来訪者を観測することが可能と

来訪者𝑣𝑖 は時刻𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑖 に入場し、最初に向かうスポットを決
定し、そのスポットへ移動するモード（移動モード）にな

各来訪者の次の時刻での状態を求める。移動モード、

を行う。
E)

次の時刻に進み A)～D)の過程を全来訪者が退出する
まで繰り返す。
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過程 B）の仮定は、各来訪者の行動をスポットに到着した
タイミングで検知するための必要最低限の測定である。
5.2 シミュレーションの設定
実行したシミュレーションの設定値についてまとめる。
本稿では、誘導スケジュールに従ったスポットを選択する
ことによる集団制御効果に焦点をあてるために、【過程Ⅳ】
で発生するエラーのうち時間のずれは発生しない前提でシ
ミュレーションを行った。そのため、実際の移動時間𝑑̃𝑖𝑗𝑘 と
滞在時間𝑡̃𝑖𝑗 をスケジュールの移動時間𝑑𝑗𝑘 、サービス時間𝑡𝑗
と同じ値に設定した。
まず会場の設定について説明する。会場に現れる来訪者
の上限数を 30 として、この値に達するまで 0～3 の間のラ
ンダムな数の来訪者が出入口に現われる。図 5 の右のよう
なグラフの形に見学スポットが並んだ会場を設定した。こ

人数上限

３０

各stepの入口到着人数 0～3の間の整数
スポット間距離

右図の1辺が距離１

スポットの収容人数

全スポット3人

各スポット滞在時間

全スポット10step

スポット間移動時間

距離が3以下は3step
距離が4以上は5step

目的関数の係数

帰宅予定時間

55 + 0～14 step

帰宅制限時間

70step

スポット評価値

⑤

⑥

④

⑦

③

⑧

②

⑨

0.1

人の設定は全員共通

訪問予定スポット集合

スポットの配置のグラフ

ランダムに２つ

予定スポット：１
他：0～1の間の実数

係数

1

係数

0.05

①

⑪

⑩

出入口
数字付きノードが見学スポット

図 5：シミュレーションの設定表、会場のグラフ図

れは真ん中に障害物がある長方形の会場の壁面に 11 個の
展示物が有る小規模な展示会を想定している。ひとつのエ
ッジを距離１とする。この距離は現実的には 2～3m ぐらい
の距離を想定している。収容人数を 3 人、滞在時間を離散
時間の 10step は全スポットで共通の値とした。収容人数の
設定値は多くの展示会場においては運営者側によって説明
員の数の上限が決まっていることを反映している。滞在時
間を今回は簡単のために一定値とした。離散時間の 1step
が現実の 1 分ぐらいなることを想定している。スポット間
の移動時間は次のスポットを決める時間を含めて、距離が
3 以下の場所は 3step、距離が 4 以上は 5step とした。
次に来訪者の設定について説明する。誘導スケジュール
に従う確率は全員同じ値を持つと仮定した。また今回は全
来訪者の興味が完全に一致している、つまり訪問予定スポ
ットの集合、スポットの評価値が全訪問者で共通という条
件でシミュレーションを行った。訪問予定スポットの数は

図６：誘導スケジュールに従う確率と
全来訪者の平均待ち時間

2、スポットの評価値は 0～1 の実数で表し、訪問予定スポ

と同じスケールの周期（周期 10）で行う場合と蓄積型（前

ットの評価値の値は 1 とする。スポットの地理的な配置の

回の値の 1.2 倍になると発火）の比較を行った。

影響を取り除くために、これらの値はシミュレーションの

5.3 シミュレーションの結果

毎回の実行ごとにランダムな値で設定した。各来訪者の帰

上記の設定の下で、誘導スケジュールに従う確率𝑝𝑖 の大

宅予定時間は 55step に 0～14step のランダムな整数を加え

きさと発生した全来訪者の平均待ち時間（図 6）、全体スケ

た値、帰宅制限時間は全来訪者共通の 70step とした。これ

ジュール調整の計算回数（図 7）の関係を求めた。誘導ス

は帰宅制限時間が展示会の閉まる時間として、終わりの時

ケジュールに従う確率を同じ値にしたシミュレーションを

間帯まで多くの来訪者が滞在する状況を想定している。帰

100 回行い平均値と分散をグラフ化した。

宅予定時間の長さはスタートが早い来訪者は訪問予定場所

図 6 は誘導スケジュールに従う確率と発生した全来訪者

に加えて 1～2 箇所の予定外の場所を訪問できる長さに設

の平均待ち時間の関係を表すグラフである。横軸が誘導ス

定している。効用関数（式(2)）、目的関数（式(4)）、暫定評

ケジュールに従う確率𝑝𝑖 、縦軸が全来訪者の平均待ち時間

価値（式(5)）の計算に用いる係数はα = 1、β = 1、γ = 0.05

を表している。●が周期型（周期 1）、★が周期型（周期 4）、

とした。係数γは来訪者が独自の判断をする場合は展示会場

■が周期型（周期 10）、▲が蓄積型の結果を表している。

の同じ列にならんでいる（目視できる）スポットを選択す

誘導確率が小さい場合はどの手法でも似たような結果とな

る傾向が高くなるように設定してある。暫定評価値の雑音

っている。周期型（周期１）、周期型（周期 4）と蓄積型で

Rは -0.1～0.1 の実数値を毎回ランダムに生成した。

は従う確率が増加するに従って平均待ち時間を減少させる

集団調整を毎 step（周期 1）行う場合、移動時間と同じ

ことができている。一方で、周期型（周期 10）の場合は確

スケールの周期（周期 4）で行う場合、スポット滞在時間

率𝑝𝑖 が小さい場合は待ち時間を減少させているが、確率𝑝𝑖
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が大きい場合は待ち時間の増加が発生している。これはこ
の周期では集団調整が間に合っていないことを表している。
図 7 には全体スケジュール調整の計算回数と誘導スケジ
ュールに従う確率𝑝𝑖 の大きさの関係のグラフを示した。横
軸が誘導スケジュールに従う確率、縦軸が計算回数である。
計算回数は図２の loop1 のループ数と loop2 のループ数の
積で定義した。図６と同様に●が周期型（周期１）、★が周
期型（周期 4）、■が周期型（周期 10）、▲が蓄積型の結果
を表している。一般には誘導スケジュールに従って移動し
ている来訪者が多い場合は調整する箇所が減少するので、
誘導スケジュールに従う確率が大きくなるほど、計算回数
が減少することが期待される。図 7 では周期型（周期 1）
においてこの傾向が強く現れている。周期型（周期 1）が
他の場合に比べると計算回数がかなり多い。これは実際に
スケジュールを変える操作を行っている回数が多いのでは

図７：誘導スケジュールに従う確率と
全体スケジュール調整の計算回数

なく、毎 step 探索するために計算回数が多くなっている。
逆に周期型（周期 4）から周期型（周期 10）に変更しても
周期 1 からの減少に比べると減少幅は小さい。蓄積型は（周
期 10）の場合と同じ程度の計算回数になっており、確率𝑝𝑖
が小さい場合も小さな値になっている。
図 8 には蓄積型の集団調整の発火時刻の分布を示した。
横軸はシミュレーションの全体の時間を１とした場合の発
火時刻、縦軸は発火頻度をヒストグラムの全体の面積が 1
になるように規格化した値である。確率𝑝𝑖 が 0，0.2，0.4，
0.6，0.8，1.0 の各場合で、どれも似たような傾向を示して
いる。この図から明らかなように発火のタイミングが前半
に偏っている。時刻 0.2（10~14step）以前に偏っているこ
とから、新たに入場する来訪者が原因と考えられる。逆に
この時期の修正を行うことの重要性が図 6，7 から分かる。
5.4 考察

図 8：蓄積型の発火タイミングの分布
ていると思われる。

ここではシミュレーション結果の考察を行う。全来訪者

今後はこれらの性質の一般性を検証していく必要が有

が誘導に従った行動をすることは現実的でないため、提案

る。特に蓄積型の計算回数の傾向は会場の形、スポットの

方式は誘導の成功確率が１でない場合でも待ち時間を減少

配置を変更して検証する必要が有る。今回の会情設定では

させる性質を持っている必要がある。図６の結果から提案

最初の選択で会場を右回り、左回りが決まるためにこのよ

方式は周期型、蓄積型に関わらず、平均的には待ち時間の

うな性質が現れた可能性がある。

減少をさせる性質を持っていることが確認できる。誘導成

今回は来訪者の意思決定モデルとして単純なモデルを

功確率が大きい場合は、大きな待ち時間の減少が見込める。

採用したが、現実はもっと複雑である。例えば、誘導スケ

図 6，7 を合わせた結果から、待ち時間の減少と計算の

ジュールに従う確率を一定値として、また近くの場所に行

回数の両方の面で蓄積型の方が周期型よりも優れていた。

く傾向があることを仮定したが、人に依る違い、前回従っ

蓄積型の計算タイミングは図 8 のように新たに入場する来

たことによる損得の影響で変動することも考えられる。提

訪者が原因で誘導スケジュールの集団調整の発火時刻が前

案方式で重要な確率𝑝𝑖 上げるためにも、他の人間的な特徴

半に集中しており、後半は集団調整の発火が起こらなかっ

を取り入れた行動モデルが必要になる。これには実環境に

た。逆に周期型（周期 10）で、誘導スケジュールに従う確

近い環境での人の振る舞いを観測し、参考にする必要があ

率𝑝𝑖 が高い場合に待ち時間が増加してしまった原因、周期

ると考えている。

型（周期 4，10）の待ち時間の減少が少ない理由はこの新

また、今回は時間によるスケジュールのずれが発生しな

しい入場者に対応できなかったことが原因と考えられる。

いと仮定したが実際の来訪者がスケジュールを時間通りに

周期的な逐次修正では突発的に現れる新しい来訪者に対応

進めていくことは難しく、時間のずれが頻繁に発生すると

することができないことから、一般的に蓄積型の方が優れ

思われる。これに対して、行先スポットを決定する時間、
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社会システムと強調, 社会システムと知能). 電子情報通信学会技
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6. まとめ・今後
本稿では「スポットに誘引する情報の利用」、「提示情報
に従わない等の予期せぬ振る舞いへの対応」の２つの特徴
を持つ集団状態最適化手法を提案した。混雑情報の提示な
どに基づいた既存手法では、個人の満足度への考慮や、情
報提示を見ないあるいは従わない来訪者に対する対応が不
十分であるが、本手法ではテーマパーク問題の拡張による
誘導スケジュールの導出と、その逐次修正によってこれを
解決している。これによって来訪者の満足度を考慮しつつ
混雑緩和が可能な集団状態最適化システムを実現できる。
また展示会を模したシミュレーションによって提案方
式の評価を行い、誘導スケジュールに従う確率が増加する
に従って待ち時間が減少し、この方式が有効であることを
確認した。
本稿では検討を行わなかったが、各来訪者に提示する情
報自体の検討も重要である。今回示されたように誘導に従
う確率が高いほど集団制御の性能が良くなるため、誘導の
成功確率を上げることは性能を上げることに直結する。ま
た実際の環境では数千規模の人が存在するため、本稿で提
案したスケジューリング手法は計算量の観点で現実的でな
い可能性もある。その場合より簡素化した方式が必要にな
る。
今後は実際の環境に近い環境を設定して、実際の人の反
応を測定する実験を行うことを検討している。これらの測
定を通して本堤案方式の実環境における効果や来訪者のモ
デリングの改善を行っていく。
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