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学生のグループ特性を考慮した群衆歩行シミュレーションと
教室配置最適化への応用
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概要：本論文では，追従や並列歩行といった学生のグループ特性を考慮した群衆歩行モデルを提案し，こ
れを組み込んだマルチエージェントシミュレーション併用型 GA（Genetic Algorithm）による教室配置最
適化システムを構築する．提案する群衆歩行モデルでは，Social-force モデルと Boids モデルを組み合わせ
て，優先順位加重和法とエリア分割法を用いることで，学生の実態に則したシミュレーションが可能とな
る．この高精度なモデルを GA の評価部に用いて，大学における受講生人数，建物の構造的特性に加え，
実際の学生の歩行や集団の流れといったミクロな部分に焦点を当てることで，より現実世界を考慮した教
室配置の最適化が行えるようになる．評価実験として，構築したシステムを筑波大学第三エリア（部屋数
160，約 13,000 平米）と学生 300 人，平成 26 年度のシラバスに適用し，教室配置の最適化を行った．その
結果，学生の移動に要する時間がランダムな配置に比べて約 3 割短縮された．さらに，シミュレーション
の様子を Unity を用いて視覚化したことで，学生の移動実態を容易に把握することが可能となった．
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Abstract: A multi-agent simulation model considering the characteristics of the group of students such as
walking side by side with friends and forming some small groups, is proposed. The proposed model combines
the Social Force Model and the Boids Model based on a Priority Weighted Sum of Forces and the Area
Division. By using the proposed multi-agent simulation, we propose a system to optimize the classroom
arrangement of university by GA (Genetic Algorithm), where the proposed simulation is used to calculate
the evaluation of each candidate of class-room arrangement. The system is applied to University of Tsukuba
3rd area (160 rooms, 13,000 m2 ), 300 students and the 2014 syllabus, and it’s conﬁrmed that appropriate
classroom arrangement optimization is performed. Furthermore, we presents the visualization of the optimization results by the proposed method based on Unity, and it is easy to recognize the eﬀectiveness of the
proposed system.
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1. はじめに
社会経済現象においては，個人の行動の集積がマクロな
レベルで社会全体の動きを生成し，さらに社会全体の動き
がミクロなレベルで個人の行動を変化させていくという
ループが生じており，これをマルチエージェントの分野で
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はミクロ・マクロループと定義している．社会経済現象を
予測する際には，このループを含んだモデルを構築しない
限り，いくら過去の観測データを大量に収集解析したと
しても正確な予測は困難だといわれている．これに対し，
マルチエージェントシミュレーションを組み合わせた手法
を用いることで予測精度が向上すると報告されている [1]．
また，歩行集団の流れや振舞いをマルチエージェントシス

図 1 シミュレーションに用いる仮想空間

テムによって計算機上で再現する技術は，実際に被験者を

Fig. 1 Virtual space at simulation.

用いた実験に比べて低コストで手軽に視覚的な予測・分析
が可能であるため，都市計画や建築物の設計および防災計
画等，様々な分野において注目を集めている [2], [3], [4]．
本論文では追従や並列歩行といった学生のグループ歩行
の特性を考慮した群衆歩行モデルによって，大学における
講義の受講者数，建物の構造的特性をミクロな視点でとら
えて教室配置を最適化するシステムを構築する．ここで教
室配置の最適化問題とは，各時限にあらかじめ設定されて
いる講義に対し，使用機器や学生の履修履歴に基づいて予
想受講者数等を考慮したうえで制約を満たした最適な教室

図 2 Unity による可視化

を割り振るという組合せ最適化問題である [5], [6]．先行研

Fig. 2 Simulation image by Unity.

究として，主にヒューリスティクスな解法を用いた手法が
いくつか提案されているが，これらは担当講師の希望や施

本市でのブース配置といった大学以外の施設での利用等，

設の制約を満たすことのみに焦点を当てており，学生の移

多方面での展開が期待される．

動の負担に関しては考慮されていない [7], [8]．このような
考慮がなされず，学生が次の受講に向けて同時に移動した
場合，不適切な教室配置のために学生が必要以上の移動を
強いられたり，渋滞が発生する可能性が高まる．

2. GA による教室配置最適化システム
2.1 提案システム概要
提案システムは，図 3 に示すように，時間割データ，地

そこで本論文では，Social-force モデルと Boids モデル

図データ，履修登録データを入力し，マルチエージェント

を組み合わせ，さらに優先順位加重和法とエリア分割法を

シミュレーション併用型 GA を用いて最適化を行い，解と

用いた独自の群衆歩行モデルを構築する．これにより，学

して最適な教室配置情報を出力する．

生特有の振舞いとして，友人と並んで歩いたり同一クラス

提案システムの最適化部は，GA 部とエージェントシ

で集団を形成したりといったグループでの歩行が考慮され，

ミュレーション部の 2 つの要素から成り立っている．GA

実際の学生の歩行に近い状況を再現することが可能とな

部では各講義を遺伝子によって表現し，遺伝子と教室を対

る．そして，このシミュレーションモデルを，遺伝的アル

応付けることで解候補となる教室配置を作成する．これに

ゴリズム（Genetic Algorithm，以下 GA）の評価部に用い

進化的計算を適用して随時世代交代をさせて最適化を行う

た教室配置最適化システムに拡張する．これにより，講義

が，世代交代における選択には各個体の適合度を定める必

間の学生の移動をマルチエージェントシミュレーションに

要がある．本論文では，この適合度をエージェントシミュ

よってミクロな視点でとらえ，学生の移動の際の負担が最

レーションにより算出する．エージェントシミュレーショ

小となるように教室配置を最適化することが可能となる．

ン部では，GA 部で作成された個体の持つ教室配置に従っ

本論文では，図 1 に示すような部屋数 160，敷地面積約

て，マルチエージェントシステムを用いて教室間の移動に

13,000 平米の筑波大学第三エリアと平成 26 年度のシラバ

おける学生の動きを再現し，学生の移動時間を適合度とし

スをベースにモデル化し，図 2 に示すような数百人規模の

てその値を GA 部に戻す．システム全体の最適化の流れは

エージェントのシミュレーションを用いた教室配置の最適

次のようになる．

化を行うことで，その妥当性と実用性を確認する．本シス

1. 初期染色体の生成

テムの導入により，時間割の作成者である職員の負担軽減

2. 以下の遺伝的処理を指定世代数繰り返す

に加え，学生の移動にかかる負担の軽減も可能となる．将

2-1. 交叉処理

来的には，校舎改修時の設計計画や災害時の避難経路の策

2-2. 突然変異処理

定，組織ごとに休憩時間をずらした場合の食堂の混雑状況

2-3. マルチエージェントシミュレーションによる評価

緩和等の予測，さらには小売店舗におけるフロア構成や見
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図 3 システムの概要

Fig. 3 Overview of the system.

2-4. 選択処理
3. 最も適合度の高い個体を解として出力
図 4

遺伝的アルゴリズム

Fig. 4 Genetic algorithm.

2.2 時間割のモデル化と制約条件
本システムで取り扱うモデルを次のように定義する．
「(i)
時間割データ」として，大学で実際に行われている時間割
およびシラバスに基づいたモデルを用いる．各学生はこれ
らの中から自分の受ける講義を選択し，各々が 1 日のスケ
ジュールとして保持しているものとして，これを「(ii) 履修
登録データ」とする．このとき，講義を選択しない時限，す
なわち空きコマはあってもよいが，同時限に別講義は選択
できないものとする．さらに，校舎モデルとして，通路や
部屋の位置と教室の収容人数，黒板やプロジェクタといっ
た設備の情報を含んだ「(iii) 地図データ」を用いる．地図

図 5 個体の表現

データによって，学生の移動に関する周囲の環境が決定さ

Fig. 5 Representation of chromosome.

れ，ミクロな視点での観測が可能となる．
これらのモデルに対し，マルチエージェントシミュレー

のとなり，有限時間内にすべての解を探索するのは困難で

ションを併用した GA によって，学生の教室移動の負担が

あるため，GA のようなヒューリスティクスな手法を適用

最小となる教室の割り振りを求める．その際，次の制約条

する．本節では，図 4 に本システムにおける GA 部の流

件は必ず満たすものとする．

れ図を示し，各パートにおける遺伝的処理の詳細を記す．

［a］ 各教室には同時限に 1 つの講義しか割り当てられ
ない．
［b］ 教室の収容人数を上回る受講者数の講義は割り当て
られない．
［c］ 連続時限で開かれる講義は，各時限で同じ教室を割
り当てる．
［d］ 黒板・プロジェクタといった講義で用いる設備を満
たす教室を割り当てる．

遺伝子表現
本システムの GA において使用する個体の遺伝子表現
を図 5 に示す．個体における各遺伝子は開講される講義
（Class）を表しており，それらは各教室（Room）と対応付け
られる．また，遺伝子は単に講義名だけでなく開講される
時間（Day，Period）や受講者数（Number of participants）
の情報を有しており，対応する教室データには収容人数
（Capacity）や各時限の使用状況（Vacant）が各々含まれ
ている．

2.3 GA による遺伝的処理
GA は生物の進化過程に着想を得た発見的問題解決手法

初期個体の生成
講義を表す各遺伝子に対し，2.2 節で定めた制約条件を

である．解候補を保持した個体（染色体）に遺伝的処理を

満たす教室をランダムに 1 つ選択する処理を繰り返して，

繰り返し加えることによって解を進化させ，最終的な近似

すべての遺伝子をいずれかの教室に対応させた個体を生成

解を得る．前述したように，本論文で対象とする問題にお

する．この際，受講者数の多い講義から順に選ぶことで制

いては，解候補である講義数と教室数の組合せが膨大なも

約条件［b］による影響を小さくして効率的に処理を行う．
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交叉
ルーレット選択によって親となる個体を 2 つ選択して交
叉を行うことで，親の形質を受け継いだ 2 つの新たな個体
を生成する．交叉は 2 点交叉を行い，対応する各遺伝子が
保持している教室を入れ替える処理を行う．ただし，2.2 節
で定めた制約に反する場合には元の遺伝子をそのまま受け
継ぐものとする．
突然変異
突然変異率を満たす遺伝子に対して，2.2 節の制約条件を
満たす教室をランダムに選択することで突然変異とする．
評価
評価部では，割り当てられた教室配置に基づき，マルチ
エージェントシステムを用いて学生の教室移動シミュレー
ションを行い，そのなかで学生が移動に要した時間を適合

図 6 エージェントに組み込む視覚的特性

Fig. 6 Cognitive characteristics for agents.

度と定める．本システムでは，この値をできる限り小さく
すること，すなわち学生の移動時間の最小化が目的となる．
選択
適合度に比例して次世代に残す個体が選ばれるルーレッ

3.2 歩行者のモデル化と人間的な振舞い・個性の創出
人間の歩行は，単純に目的地へ向かって機械的に進んで
いるわけではなく，周りの環境や感情，身体状態が複雑に

ト選択を用いる．また，最も適合度の高い優秀な個体が確

作用し合った動作を行っている [9]．本システムでは，歩行

実に次世代へ残されるようにするため，エリート保存戦略

者をモデル化する上でエージェントそれぞれの歩行速度や

も併用する．

身体サイズの大小といったパラメータについて，統計的な

3. マルチエージェントによる群衆歩行シミュ
レーション
3.1 シミュレーション部概要
図 3 のシステム概要図で示したとおり，シミュレーショ
ン部では学生のグループ特性を考慮したシミュレーション
を行う．ここでの入力は，GA によって生成された教室配

指標を用いて次に示すような平均的な値を取りつつ，エー
ジェントごとに変化を持たせることで各歩行者の個性を創
出する．
本システムでは，すべてのエージェントが自身の位置

P = (x, y) から目的地 G = (x, y) へ向かって標準歩行速度
Vs = 1.43 [m/s] で歩行する [10]．
シミュレーション内ではエージェントを人体円で表し，

置の解候補を持つ各個体であり，出力はシミュレーション

その円の半径を Rb = 0.25 [m] と定める [11]．また，周囲の

を用いた評価手法での適合度となる．ここでは地図データ

干渉を受けずに快適に歩行できる感覚的な指標として，パー

から作成した大学モデル内において，与えられた履修登録

ソナルスペースを半径 Rp = 0.6 [m] の円で定義する [12]．

データのスケジュールに基づき各エージェントが教室移動

パーソナルスペースとは，他者が入り込むことによって不

を行い，その仮想空間内での移動時間を適合度とする．こ

快感を生じる空間のことで，人間が無意識のうちに生み出

のとき，現実的な最適化システムを構築するため，エージェ

す一種の縄張りのようなものである．本システムにおいて

ントはグループ特性を考慮した群衆歩行を行う等，学生の

各エージェントは，混雑時等の特殊な場合を除いて，この

行動を忠実に再現したモデルを構築する必要がある．ここ

スペースを保って移動を行う．

では，学生の歩行に Social-force モデルを用いる．これは

平面上での歩行者の視野は，図 6 に示すような扇型で表

ベクトル表現を用いた単純なアルゴリズムであるため，リ

され，その中心角は 120 度，半径は 60–90 [m] であるとさ

アルタイム性に優れた障害物回避が実現できるモデルであ

れている [13]．本システムにおいても各エージェントは，

る．一方，グループ歩行には，Social-force モデルと同様に

この扇型の内部に含まれる障害物や他のエージェントを認

ベクトル表現を用いているため，互いに相性の良い Boids

識して壁の回避や群衆歩行を行うことにする．

モデルを採用する．
本章では，歩行者をモデル化し，個人歩行とグループ歩

3.3 Social-force モデル

行を組み合わせたエージェントによる群衆歩行モデルを提

エージェントの歩行表現には，社会心理学的な要素と物

案する．そして，単純な組合せによって発生した問題点を

理的な力を結び付けた力学モデルである Social-force モデ

改善するため，優先順位加重和法とエリア分割法を取り入

ルを用いる [14]．本モデルでは経路候補を明示的に生成す

れた新たなモデルへと拡張する．

ることはせず，エージェントと障害物に正の電荷を，目的
地に負の電荷を擬似的に与え，クーロンの法則に基づいて
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結合
近傍のエージェントの重心へと働く引力が結合ルールで
ある．これによってエージェントが群れの中心へと集ま
る．ここで，重心の位置ベクトルを Pc ，係数を kc (= 1.0)
とすると，その力は

Fc = kc ·

Pc − P
.
|Pc − P |2

(6)

と表される．
整列

図 7 Social-force モデルの概念図

近傍のエージェントの平均速度に合わせようとする力が

Fig. 7 Concept of Social-force model.

エージェントに働く力を求める．このとき，図 7 に示すよ
うに，エージェントに対して，目的地との間には引力の影
響で近づこうとする力が，障害物との間には斥力の影響で

整列ルールである．これにより，エージェントの進行方向
が揃う．ここで，自身の速度ベクトルを V ，近傍エージェ
ントの速度ベクトルを Vi ，係数を ka (= 2.0) とすると，そ
の力は

遠ざかろうとする力が働く．これらの合力からエージェン
トの速度ベクトルと単位時間後の位置を決定し，エージェ

Fa =



ka (Vi − V ) .

ントごと，微小時間ごとに繰り返し計算することで歩行を

と表される．

表現する．ここで，エージェントに働く合力 F は，目的地

分離

に対する引力を E ，障害物に対する斥力を Fo として，

F = E + Fo .
G−P
E = qe ·
.
|G − P |



1
Pi − P
Fo = −
qo ·
·
.
|Pi − P |2 |Pi − P |

(1)

(7)

近傍のエージェントから受ける斥力が分離ルールであ
り，距離に反比例した力を加えることでエージェント同士
の衝突を回避する．ここで，近傍エージェントの位置ベク

(2)
(3)

と表される．ただし，Pi は各障害物の位置ベクトルを表

トルを Pi ，係数を ks (= 3.5) とすると，その力は

Fs = −



ks ·

Pi − P
.
|Pi − P |2

(8)

と表される．

し，qe (= 0.8)，qo (= 2.4) はそれぞれ目的地に対する引力，
障害物に対する斥力にかかる係数である．これにより，微
小時間 dt 時間後のエージェントの速度 Vnew と位置 Pnew

3.5 優先順位加重和法による合力算出手法
本論文で提案するモデルでは，目的地へ向かう引力，障
害物を避ける斥力，グループ歩行に関わる力等，各種の力

は

F
dt.
|F |
= P + Vnew .

Vnew = Vs ·

(4)

Pnew

(5)

となる．

3.4 群衆歩行モデル
群衆行動を形成するモデルの 1 つに，Raynolds が提案
した Boids と呼ばれる鳥の群れ行動を模擬したアルゴリズ
ムがあり，これを用いて人間の集団歩行をモデル化する
ことも提案されている [15], [16]．本システムでは，同様
にエージェントの歩行をベクトルで表現する Social-force
モデルとの親和性を考慮して，この Boids モデルを用い
る．本モデルは，個々のエージェントが近傍のエージェン
トと局所的に相互作用を及ぼし合うことで，複数のエー
ジェントによる群れが創発されるというものである．それ
ぞれのエージェントは以下の 3 つの単純なルールに従っ
て行動し，これらを組み合わせた集団歩行に関する力を

Fg = Fc + Fa + Fs とする．
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を組み合わせることでエージェントの歩行を表現してい
る．しかしながら，これらの力を単純に足し合わせただけ
では期待したエージェントの動きを再現することはできな
い．1 つの方法として，各力に対して重み付けを行ったも
のを足し合わせて合力を求める加重和法というものがある
が，これには係数の微妙な調整が必要で，最適な係数値の
決定が非常に難しいという問題がある [17]．
そこで本モデルでは，優先度順に加重和を計算する優先
順位加重和法を用いる．本手法では，エージェントに働く
力をすべて加えるのではなく，学内で歩行している学生を
観察して得た知見に基づいて，設定した優先度順に重み付
けした力を加算していくものである．より具体的には，加
える力を速度に変換した値が，各エージェントに定められ
た歩行速度になるまで優先度順に加算する．また，加える
力が定められた値を超えた場合，その力は切り捨てて考慮
しない．したがって，状況に応じて不必要な力が切り捨て
られ，重みの数値が加重和法ほど合力に大きな影響を与え
ないので，簡便に係数値を決定できる．ここで，求める合
力を F としたときの具体的な手順をアルゴリズム 1 に示
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す．なお，各力の優先度は次の順で定める．

1. 人体円内の障害物からの斥力：
Fb (0 ≤ |V (Fb )| ≤ Vs ).
W (Fb ) = 1.0.
2. グループ歩行関連の力：
Fg (0 ≤ |V (Fg )| ≤ Vs ).
W (Fg ) = 0.6.

図 8

3. パーソナルスペース内の障害物からの斥力：
Fp (0 ≤ |V (Fp )| ≤ Vs ).
W (Fp ) = 0.4.
4. 視野内の障害物からの斥力：
Fv (0 ≤ |V (Fv )| ≤ Vs ).
W (Fv ) = 0.3.
5. 目的地への引力：
E (|V (E)| = Vs ).
ここで，V (F ) は，エージェントに力 F を加えたときの
速度ベクトル，W (F ) は力 F に対して定める重みを表す．
アルゴリズム 1 優先順位加重和法
Algorithm 1 Priority Weighted Sum Method

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:

F ⇐ Fb
if |V (F )| < Vs then
F ⇐ F + 0.6 · Fg
end if
if |V (F )| < Vs then
F ⇐ F + 0.4 · Fp
end if
if |V (F )| < Vs then
F ⇐ F + 0.3 · Fv
end if
F ⇐ F + (Vs − |F |) · E/|E|

エリア分割法

Fig. 8 Area division.

ルを用いた局所的な歩行が行われる．図 8 のような，Area

1 の点 P にいるエージェントが Area 5 の目的地（点 G）へ
移動するといった状況では，たとえば Area 1 → Area 2 →

Area 3 → Area 5 のような大局的な経路が選ばれることに
なる．そしてその経路に従って，エージェントは Area 1 か
ら Area 2 へ，Area 2 から Area 3 へと，Social-force モデ
ルを用いて局所的な歩行を行う．
大域的な経路探索では，ダイクストラ法を用いてコスト
が最小となる経路を導出する [18]．実際の学生は，学内で
混雑したエリアを避ける傾向にあることから，グラフのコ
ストにはエリア間の距離に加えて混雑状況を考慮する．す
なわち，エリア間の距離が短いほど，エリアの人密度が小
さいほど，そのエリアを通る経路が選ばれやすくなる．具
体的にエリア i からエリア j へのコスト Ci,j は，i, j 間の
距離を Li,j ，エリア j のエージェントの密度を Dj [人 /m2 ]
とすると，歩行者の密度と速度の関係を表す Fruin 式より

⎧
⎪
⎨

Ci,j =

Li,j
Vs − 0.42 · Dj

⎪
⎩∞

(3.40 > Dj ).

(9)

(3.40 ≤ Dj ).

と導かれる [10]．本システムでは，エージェントが新たな
エリアに入った際にコストを更新し，大域的な経路を再計
算する．

3.6 エリアの分割と経路探索手法
Social-force モデルでは，凹型障害物の回避や複雑な
フィールドでの歩行において，エージェントが極小位置に
陥って歩行が停止してしまうトラップ現象が生じる．加

4. 評価実験
4.1 歩行モデルの検証
本節では，構築した群衆歩行モデルの妥当性を検証する．

えて，今回対象となる校舎のように比較的規模の大きな

幅 3 [m]，長さ 10 [m] の廊下をフィールドに，左右 3 人ず

フィールドでは，力の影響を考慮する必要のある物体が数

つのエージェントが逆端へ向かってすれ違うシミュレー

多く存在し，計算量が増加するといった問題もある．これ

ションを，エージェントにグループを設定した場合としな

らに対し，本システムでは図 8 に示すように，フィール

い場合で比較した．それぞれのエージェントの各時刻の位

ドを複数の小規模なエリアに分割し，限られた空間内にお

置と軌跡を図 9 に示す．左側の図は既存の Social-force モ

いて Social-force モデルを適用することでこの問題を克服

デルを用いて 6 人それぞれが個人で歩行した結果を示して

する．小エリアは Social-force モデルによるトラップを防

いる．一方で右側の図は，提案した群衆歩行モデルを用い

ぐため，非凸な形状となるように分割を行う．そして，そ

て左右それぞれ 3 人ずつのグループを形成し，歩行した結

れぞれのエリアの接続関係を重み付きグラフとして表現

果を示している．違いが特に顕著なのが歩行者が相互にす

する．

れ違う場面で，個人歩行では 6 人が分散して対向者を避け

エージェントの移動ではまず，どのエリアを経由して目的

ているが，グループ歩行では 3 人がまとまった集団として

地を目指すのかといった大域的な経路探索を行う．それを

対向者を避けている．本検証により，グループを設けた群

元に，各エリア内で次のエリアへ向かって Social-force モデ

衆歩行モデルが機能していると判断した．
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図 9

優先順位加重和法による歩行シミュレーション

Fig. 9 Walking simulation using priority weighted sum method.

図 10 加重和法による歩行シミュレーション

Fig. 10 Walking simulation using weighted sum method.

次に，優先順位加重和法を用いずに同様のシミュレー
ションを行ったものが図 10 である．加重和法では係数の
決定が難しいため，特に混雑時にエージェント同士のデッ
ドロックや壁の貫通といった現実には不自然な現象が生
じていた．一方の優先順位加重和法ではこれらの現象は発
生せず，さらに係数値の決定も簡便であることから，エー
ジェントの合力算出手法として優れているといえる．
また，大学をフィールドとして提案歩行モデルによるシ
ミュレーションを行ったところ，混雑を避けるように大域
的な経路を選択しているエージェントが観測された．加え
て，混雑したエリアにおいてエージェントの歩行速度の低
下が見られたことからも，本モデルは混雑の影響を考慮し
たモデルであると評価した．
さらに，シミュレーションでの学生の移動の様子を図 11
に示すように，Unity を用いて三次元空間上で視覚化した．
人の流れが見える化されたことで，容易に移動状況の実
態を把握することが可能となった．これを利用して，エー
ジェントと実際の学生の歩行を比較し，本モデルが違和感
のない自然な動きを再現できていることを確認した．

4.2 仮想空間を用いた最適化実験
本実験では，ある 1 日に開講されている 30 の講義に対

図 11 Unity による可視化

Fig. 11 Visualization by Unity.

CPU：Corei5，メモリ：16 GB の PC を用いる．
適合度として定める学生の負担の指標には，移動距離，

し，学生の教室移動の負担が最小となるように使用する教

移動速度，歩行密度等，様々な着眼点がある．本システム

室を割り当てる．校舎データとして用いる筑波大学第三エ

では先にあげた 3 点すべてに影響を与えるという理由から，

リアには，約 13,000 平米のフロアに大小様々な部屋が 160

移動に要した時間を評価指標とする．そして移動に要した

含まれている．このようなフィールドで，履修登録データ

時間のとらえ方として，
「(a) 各エージェントが 1 日の移動

に基づいて学生 300 人が移動するという状況を設定する．

に要した時間の平均」
，
「(b) 1 日の移動で最も時間のかかっ

GA 部のパラメータは，予備実験の結果から交叉率 0.8，

たエージェントと最も時間のかからなかったエージェント

突然変異率を 0.3 に定め，個体の数は 100 とする．システ

の移動時間の差」，
「(c) 各コマごとに最も移動に時間のか

ムは Eclipse 上で Java を用いて実装し，OS：Windows8，

かったエージェントの移動時間の和」を考える．図 12 の
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図 12 世代による移動時間の推移

Fig. 12 Student’s travel time with the change of generation.

図 14 個体数と実行時間

Fig. 14 Runtime with diﬀerent population size.

結果，図 12 (c) に示すように，初期世代のランダムに決め
られた教室配置の場合，10,140 単位時間かかっていた移動
時間が，最適化された教室配置の場合，約 3 割軽減されて

6,840 単位時間となった．次に，最適化前後の教室配置を確
認するため，各講義で使われる教室を使用回数が多いほど
濃くなるよう色づけしたものが図 13 である．初期世代で
は広いエリアに点在して講義が行われており，学生は休み
時間の度に遠くの教室へ移動しなければならなかった．対
して 100 世代目では，図中下側の棟を中心としたまとまっ
たエリアで講義が展開されており，比較的短時間で移動可
能な配置になっていることが分かる．
次に，個体数と本システムの実行時間の関係を図 14 に
示す．本システムの実行時間の 99%以上を占めているのが
シミュレーション部分であり，高速化を目指すうえではこ
の評価部の効率化がコアになると推察される．そこで今後
図 13 教室配置

Fig. 13 Classroom arrangement.

は，実際に学生の人流を観測して得られたデータをもとに
して，シミュレーションを簡略化できるような枠組みを定
めたいと考えている．

(a)–(c) は各評価指標を用いて本システムを実行した際の
世代数に応じた適合度の推移であり，どの指標を評価値と

5. おわりに

して用いても世代が進むにつれて移動時間が短くなってい

本論文では，学生のグループ特性を考慮した群衆歩行モ

ることが分かる．しかしながら，現時点ではどの指標が最

デルを提案し，これを利用したマルチエージェントシミュ

も学生の実態に則したものかを定めるには至っていない．

レーション併用型 GA による教室配置最適化システムを

そこで今回は，改善率から (c) を暫定的な評価指標として

構築した．群衆歩行モデルの設計では，Social-force モデ

用いることにする．

ルと Boids モデルを組み合わせ，優先順位加重和法とエリ

(c) の各コマごとに最も移動に時間のかかったエージェ

ア分割法を用いることで，学生の実態に則したシミュレー

ントの移動時間の和を評価値として用い，GA を 100 世代

ションが可能となった．この高精度なモデルを GA の評価

目まで実行して，最適化された教室配置を導出した．その

部に用いて，大学における実際の学生の移動や集団の流れ
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といったミクロな部分に焦点を当てたことで，より現実世
界を考慮した最適化が行えるようになった．
評価実験として，構築したシステムを筑波大学第三エリ

[13]
[14]

ア（160 部屋，13,000 平米）と 300 人の学生，2014 年度の
シラバスに適用し，教室配置の最適化を行った．その結果，

[15]

学生の移動に要する時間がランダムな配置に比べて約 3 割
短縮された．さらに，シミュレーションの様子を Unity を

[16]

用いて視覚化したことで，学生の移動実態を容易に把握す
ることが可能となった．
今後の課題として，シミュレーション部の移動モデルの
改良による高精度化やアルゴリズムの効率化による処理
の高速化があげられる．さらに将来的には，シミュレー

[17]
[18]

土木学会環境工学委員会，環境工学に関わる出版準備小委
員会：環境工学公式・モデル・数値集，土木学会 (2004).
Helbing, D. and Molnar, P.: Social force model for
pedestrian dynamics, Physical Review E, Vol.51, No.5,
pp.4282–4286 (1995).
Reynolds, C.: Flocks, Herds, and Schools: A Distributed
Behavioral Model, Proc. ACM SIGGRAPH ’87 Conference, Vol.21, No.4, pp.25–34 (1987).
後藤仁志，原田英治，酒井哲郎ほか：Boid 型群衆モデル
による津波避難シミュレーションの提案，海岸工学論文
集，Vol.53, pp.1311–1315 (2006).
Mat, B.: Programming game AI by example, Jones &
Bartlett Learning (2005).
Dijkstra, E.W.: A note on two problems in connexion with graphs, Numerische Mathematik, Vol.1, No.1,
pp.269–271 (1959).

ションを行うエリアを拡張し，大学全体に対する移動の最
適化を行いたいと考えている．
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