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デジタルゲームにおける身体図式を用いた
キャラクタ身体制御の試み

森寅嘉†1

三宅陽一郎†2

角薫†1

概要：近年デジタルゲームでは多くの作品でゲーム AI の技術が利用されている．キャラクタの知能として位置付け
られるキャラクタ AI では自身の身体性が定義されていないため，仮想空間上のオブジェクトに対して何らかの意思
決定を行う際にはオブジェクトに前もってタグ等のデータを予め与えることが必要となる．オブジェクトの数が増え
るほどその作業コストは高くなる．そこで，本研究ではモーリス・メルロ＝ポンティの身体図式(Body Schema)を参考
に独自の身体図式を定義し，それを利用するアルゴリズムを作成することでキャラクタ AI に身体性を持たせ，オブ
ジェクトの認識や意思決定を行うことのできるシステムを開発した．身体図式は人間が自分の体の部位が現在どこに
あるのかを潜在的に把握できる機能及び基準であり，具体的には，アニメーションの各フレームにおける各部位の座
標のことである．対象とする物体の位置と形(物体の各頂点の集合)，およびキャラクタとの相対速度を入力として，
キャラクタ AI が持っている身体図式と照らし合わせ，頂点間のベクトルと頂点から身体図式の座標へのベクトルか
ら接触判定を行い回避できる身体図式を検索し，アニメーションとそのタイミングを決定する．ユーザがキャラクタ
AI に対して数多くの種類のオブジェクトを自由なタイミングで向かわせることができるシステムを作成し，そのオ
ブジェクトを自動的に回避できるかどうかを検証した．
キーワード：ゲーム AI，身体図式，仮想空間，3D キャラクタ

Prototyping Development of Character’s Physical Control
by Body Schema
TOMOHIRO MORI†1 MIYAKE YOUICHIRO†2
KAORU SUMI†1
Abstract: The game AI technology is used in many works for the development of digital games in recent years. However, because
character AI as for a character's intelligence does not define its own physicality, when making some decision on an object in the
virtual space, it is necessary to give data such as tags to the objects in advance. Such a work cost increases as the number of objects
increases. Therefore, in this study, we define original body schema with reference to Morris Merlot-Ponty's body schema, the
system gives character AI physicality to recognize the object and make decisions. The body schema is a function and a criterion
that can potentially grasp where a human body is currently located, specifically, the coordinates of each part in each frame of
animation. Based on the position and shape of the target object (a set of vertices of the object) and the relative speed with the
character, it is compared with the body schema held by the character AI and the coordinates of the body schema from the verte x
and vector. We make contact judgment from the vector to search body diagrams that can be avoided, and decide the animation and
its timing. We created a system that allows the user to direct numerous types of objects to character AI at free time and verified
whether the object can be automatically avoided.
Keywords: Game AI, Body Schema, Virtual Space, 3D character

1. はじめに

このキャラクタ AI で問題となっているのはキャラクタ AI
の身体性である．現在のキャラクタ AI ではキャラクタの

現在多くのゲームの様々な場面で人工知能(以下，AI)が

身体のことを考慮したものは少ない．身体性がないキャラ

用いられている．主にゲームバランスを整えるメタ AI，キ

クタ AI では物体に対してアクションを行う時，物体に付

ャラクタの進行経路を探索するナビゲーション AI，キャラ

与されているタグやその物体に関しての知識，記憶に頼る

クタ自身の意思決定を行うキャラクタ AI が挙げられる．

しかないという問題がある．

キャラクタ AI は人間における脳と同じ働きを担っており，
身体を通して環境からの情報を受け取り，記憶と思考から

しかしタグによる認識やキャラクタ AI に全てのオブジ
ェクトを記憶させることはゲームの規模が大きくなるほど

認識と意思決定を行い，身体を通して環境へ作用させる．
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そのコストも大きくなる．そのため本研究では自身の運動

キャラクタ AI に身体性を持たせることは昨今の課題と

をイメージして判断する AI，及びそれを行うために必要な

なっており，この課題に関連した事例がいくつかある．ま

知識表現の研究開発が必要であると考えた．

ず白神ら(2015)の事例[5]ではキャラクタ AI にどの動作が

2. 背景

どの場所に攻撃をできるかを情報として持たせることで目
標の場所と動作の場所を照らし合わせることで意思決定を

仮想空間上にてキャラクタ AI に地形やオブジェクトを

行えるようなシステムを開発した．この事例ではキャラク

認識させ対応をさせる仕組みは大きく分けて二つに分かれ

タ AI に身体性がないという問題に対して，その動作の結

る．一つは物体のあらゆる場所にタグを付け，キャラクタ

果をキャラクタ AI に与えることによって身体性を補って

AI にそのタグを認識させる手法である ．Damian Isla ら

いると言える．また川地ら(2017)の事例[6]では，乗り越え

(2005)による研究[1]では物体の形状から特徴を抽出し，そ

る動作を行う場合に乗り越えられるものかどうかを幾何学

れぞれの特徴に適したタグを自動で付与するシステムを開

的な判定方法を行い乗り越えるか立ち止まるかを判断する

発している。これをキャラクタ AI が認識し，プランニング

システムを開発した．さらにこの事例ではこのシステムを

やその場にたどり着いた時の意思決定を行なっている．も

応用し，乗り越える動作を持っているか持っていないかで

う一つはキャラクタ AI にその物体や事象に対して行う行

乗り越えられる物体を通過できるものとみなすか通過でき

動を記憶させておく手法がある．Damian Isla ら(2001)[2]の

ないものとみなすかを分けている．これはキャラクタの取

研究ではキャラクタ AI に「何を行うか」
「いつ行うか」
「何

れる動作によって判断を分けているため乗り越えるという

に対して行うか」「どれだけの時間行うか」「それにはどの

動作にのみ着目し，身体性を持たせたシステムだと言える．

ような価値があるか」の 5 項目をアクションタプルとして

しかしこれらの事例ではある一つのものに着目しており汎

持たせ，想定される事象をアクションタプルの形式で入力

用的ではないという問題がある．そのため攻撃の動作や乗

することによりキャラクタ AI の認識から意思決定までを

り越える動作に限らず，様々な動作に対応した身体性を持

補っている．

つキャラクタ AI，及びそのための知識表現が必要である．

しかしこれらの手法にはそれぞれ問題がある．タグを用
いた手法は人間の手作業で行おうとするとコストが高くな

3. 身体図式

り，自動付与システムを用いても幾何学的な特徴しか捉え

本研究ではモーリス・メルロ＝ポンティが論じた身体図

られないため形状が複雑かした時に対応できない．記憶さ

式を参考とし，それを元に身体イメージを定義した．モー

せる手法でも全ての物体、事象を記憶させるにはまたコス

リス・メルロ＝ポンティは人間が普段身体が現状どうなっ

トがかかり，記憶させるものを最低限で抑えると対応でき

ているか，ある動作を取るには身体の各部位をどこからど

ない事象が出てくる．そのためあらかじめ記憶やタグなど

こへどのくらい動かせばよいかといったことを直感的に知

の情報に頼らず物体の形状や自身の身体性によって意思決

るための潜在的な基準として身体図式を定義[7]している．

定を行えるキャラクタ AI，及び知識表現が必要である．

そこから本研究では AI がもつ身体図式を「アニメーショ

また，アニメーションの制御によって物体とのインタラ

ンを行った時に身体がどう変化するかを把握する機能、及

クションの問題を解決する研究もある．Bobby ら(2012)の

び知識」とした． また身体図式と関連した考え方として身

事例[3]ではモーションプランニングと呼ばれる技術を利

体イメージがある．身体イメージに関してはモーリス・メ

用し，地形や物体を踏み越える際に足の着地地点を決めそ

ルロ＝ポンティが論じたものでは身体図式との区別が曖昧

の場所へ足を動かすという仕組みで地形や足元の物体へ対

であり、田中(2013)の記述[8]でも身体図式と身体イメージ

応できるようにしている．またこれによりキャラクタの足

の区別について指摘されている．そのため本研究では田中

が不自然に滑らないようになるという効果もある．

の記述を元に身体イメージを定義した後にそれを AI に落

Michael ら(2013)の事例[4]では複数の動作をブレンドする

とし込んだ．田中の記述では身体イメージは人間がある対

モーションブレンドと呼ばれる技術で様々な場所にある物

象に対して動作を行うときに想像しているその動作をして

体とのインタラクションや状況に応じた柔軟な動きを可能

いる自身のイメージとされている．そこから本研究では AI

とした．

がもつ身体イメージを「オブジェクトに対して身体図式を

これらのようにアニメーションシステムによってキャラ

照らし合わせる機能、及び照らし合わせた結果」と定義し

クタにオブジェクトとのインタラクションをさせる手法は

た．

一見この問題を解決しているように考えられる．しかし，

4. キャラクタ AI の身体図式，身体イメージ

これらはアニメーションシステムの中で完結してしまって
おりキャラクタ AI の意思決定等に反映させることができ

本研究では 3 章で述べたキャラクタ AI の身体図式，身

ない．そのためこの問題はアニメーションと AI の両方か

体イメージを元にシステムを作成した．本章ではキャラク

ら取り組まなければならない問題となる．

タ AI への知識表現となる身体図式，身体イメージ，またそ
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リストが身体イメージとなる．

4.1 身体図式
先ほどの身体図式の定義から本研究ではアニメーション
を 2 フレームずつに分け，それぞれの時点における頭，胸，
腰，両手，両足の 7 点の座標を以下のようなフォーマット
でテキストデータとして保存した．
Body,4.534377E-08,1.06981
RightHand,0.4938039,1.183509

図 1 身体イメージ作成の様子

Head,6.111804E-08,1.299741

ここでアルゴリズムの中での接触判定の方法について説

LeftHand,-0.4938029,1.18351

明する．はじめに接触判定を行う際，身体図式のある点を

RightFoot,0.04422364,0.07872987

点ではなくそれを中心とする半径 r の円として接触判定を

LeftFoot,-0.04422494,0.07872885

行う．物体を n 角形として，身体図式の座標を mx,my，物

Hip,0,0.8685818

体の各頂点を x[n],y[n]とする．身体図式の座標と物体の頂

ここで現存のアニメーションデータとの違いを挙げる．

点の座標から物体の各頂点からの身体図式の座標へのベク

一つ目にデータの内容である．アニメーションデータは 3D

トル m[n]を得る．物体の各頂点から次の頂点へのベクトル

キャラクタの制御がしやすいように全関節の角度を数値と

v[n]を得る．そしてそれらのベクトルから以下の 3 つにつ

しているるが，身体図式のデータは AI が物体とのインタ

いて判定を行い接触するかどうかを検証する．

ラクションを取りやすいように 7 部位の位置となっている．

・身体図式の円と物体の線の接触判定(図 2)：m[n]と v[n]の

2 つ目にデータの主観性である．アニメーションデータは

角度が鋭角で m[n+1]と v[n]の角度が鈍角であるとき，

システムが持ち，システムの通りに環境は動作するためア

mx,my から v[n]への垂線が円の半径 r よりも小さいか．

ニメーションデータは客観的なデータと言える．しかし身

・身体図式の円と物体の頂点の接触判定(図 3):m[n]のベク

体図式は AI の中に持っている情報であるためそれが AI の

トルの大きさが身体図式の円の半径 r よりも小さいか．

中では正しくても本当にその通りに環境が動作するわけで

・身体図式の円が物体に内包されている場合の接触判定

はない．そのため身体図式は主観的なデータと言える．主

(図 4):全て頂点において m[n]と v[n]の内積が負の値になる

観的なデータであることからそのデータが間違っていたと

か．

してもキャラクタは動く．そのため，わざと間違ったデー

以上の 3 項目の中でいずれか一つでも満たした場合接触す

タを持たせることで不完全なキャラクタを演出することも

ると判定する．これを各身体図式の全ての座標に対して行

可能となる．

う．

本研究では正しい身体図式を得るためにあらかじめ「ジ
ャンプ」と「スライド」の動作について 2 フレームごとに
7 部位の座標を保存し、そのデータを用いた．なおこの時
保存した座標はキャラクタを正面から見た時の平面状の座
標とした．奥行きの情報はキャラクタだけでなく物体との
相対速度等の影響が考えられるため本研究では取り扱わな
いこととしたためである．
4.2 身体イメージ
ここでは上記で述べた身体図式から，先ほど定義した身

図2

身体図式の円と物体の線の接触

体イメージを作成するためのアルゴリズムを説明する．
まず物体を認識した時に物体の大きさと位置からどの範
囲が接触時に物体が占める範囲になるかを得る．この時範
囲のデータは各頂点の平面座標とした．次に全ての身体図
式を呼び出し，身体図式の座標と物体の頂点の座標から，
その身体図式が物体と接触するかどうかを調べる．この時
の状況を図 1 に示す．その後図 1 の左側のようにどこか一
部位でも接触していればスコアを 0，図 1 の右側のように
全ての部位に関して接触していなければオブジェクトの中
心と各部位の距離の合計をスコアとして保存する．これを

図 3 身体図式の円と物体の頂点の接触

全ての身体図式に対して行いリストとして保存する．この
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ある動作の身体イメージで避けられる時間が物体同士のタ
イミングの差と比較して大きければパターンβとして処理
を行う．物体同士のタイミングの差の方が大きい場合はパ
ターンγとして処理を行う．
以下にそれぞれのパターンの処理を示す．
パターンα:何も処理をせずスケジュールデータを保存す
る．
パターンβ:はじめに 1 つ目の動作で後続の物体を避けら
図 4 身体図式の円が物体に内包されている接触

れるか身体イメージを参照して確認する．避けられない場
合はタイミングを 2 フレーム遅らせた後二つの物体それぞ

4.3 身体イメージの利用
ここでは身体イメージを利用して物体を避けるアルゴリ
ズムについて説明する．
キャラクタ AI が物体を検知した時，身体イメージ作成

れで避けられるかを確認する．2 つの物体を避けられるタ
イミングが確認された場合スケジュールデータを上書きし
実行する．2 つの物体を避けられるタイミングが確認され
なかった場合パターンγの処理を行う．

のための情報と別に物体の奥行きの座標と相対速度を得る．

パターンγ:はじめに 2 つ目のスケジュールデータのタイ

その二つの情報から物体が衝突するまでの時間を予測する．

ミングを 1 つ目のスケジュールデータの終了タイミングと

その後作成した身体イメージから最もスコアの高い身体図

同時にし，その状態で 2 つ目の物体が避けられるかを身体

式を検索しその身体図式に至るまでの時間を得る．物体が

イメージを参照し確認する．避けられない場合は 1 つ目の

衝突するまでの時間と身体図式に至るまでの時間の差から

スケジュールデータと 2 つ目のスケジュールデータの開始

その動作を行うタイミングを決定する．これらにより得ら

タイミングを 2 フレームずつずらし再度確認を行う．これ

れた「どの動作を行うか」と「どのタイミングで行うか」

を 1 つ目の物体を避けられなくなるまで繰り返す．これで

のデータをスケジュールデータとして持たせる．スケジュ

タイミングが見つからない場合は 1 つ目の動作を変更した

ールデータのフォーマットは以下のようになっている．

上で再度確認し，それを 2 つ目の動作のみの変更，2 つの

Action name:行う動作の名前(文字列)

動作の変更と行った上で確認する．

Action time:行う動作の長さ(整数:フレーム単位)

これらの工程で回避できるタイミングが見つからない場

Action timing:動作を行うタイミング(整数:フレーム単位)

合は回避不可能と判断し，二つ目のスケジュールデータは

Body Image:身体イメージのデータ(身体イメージのスコア

破棄される．ここで述べたアルゴリズムのフローチャート

を格納した配列)

を付録 A.1 に示す．

これにより迫ってくる物体を動作によって回避することが
できる．
4.4 複数のスケジュールデータの処理
上記に示したのは物体が一つのみの場合である．物体が
複数ある場合は動作の途中に別の動作を開始できないとい
う制限上タイミングを変更するなどの処理を行う必要があ
る．ここでは複数のスケジュールデータを持った場合のキ
ャラクタ AI のアルゴリズムを説明する．
複数のスケジュールデータを持った時の処理は 3 つに分
けられる．1 つ目に物体同士の間隔が十分に広い時(以下，
パターンα)，2 つ目に物体通しの間隔が十分に狭い時(以下，
パターンβ)，3 つ目は物体同士の間隔がいずれでもない場
合(以下，パターンγ)である．
はじめに複数のスケジュールデータを持った時に 1 つ目
のスケジュールデータの終了タイミングと 2 つ目のスケジ
ュールデータの開始タイミングが重なっているかを確認す
る．重なっていなければ物体同士の間隔が十分に広い時と

5. 実験
本研究で作成したキャラクタ AI がどれだけの物体を避
けることができるか，ユーザーがキャラクタ AI が動作を
理解していると感じるかを検証するためシステムを作成し
実験を行なった．
5.1 目的
本実験の目的は 2 つある．1 つ目にキャラクタ AI に対
し様々なオブジェクトを向かわせた時のキャラクタ AI の
判断を記録し避けれると判断し避けれたもの，避けれない
と判断し避けられなかったもの，避けれると判断し避けら
れなかったものを調査する．2 つ目にユーザーにオブジェ
クトを操作させることによりユーザーがキャラクタにもつ
印象について調査する．この 2 点を目的とし実験を行なっ
た．
5.2 システム
本実験ではユーザーがオブジェクトの高さ，スピードを
調節し自由なタイミングでオブジェクトをキャラクタに向
かわせられるシステムを開発し，ユーザーに操作させた．
開発したシステムの画面を図 5 に示す．

判断しパターンαの処理を行う．重なっていた場合は物体
に対する身体イメージを取り出し，それぞれの物体に対し
各動作でどれだけの時間回避できるかを確認する．そして
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6. 結果

図 5 システム画面
ユーザーはキーボード操作により物体の高さ，スピード
を調節しキャラクタへ向かうオブジェクトを発射する．高
さ，スピードはそれぞれ「High」「Middle」「Low」の三段
階としてユーザーは任意の組み合わせを設定できる．
キャラクタは「ジャンプ」(図 6)，「スライド」(図 7)の
2 つのアニメーションを持ち，これらのアニメーションを
用いてオブジェクトを避ける．ここで用いるアルゴリズム
は本研究で開発したものである．
ユーザーが操作している間，ユーザーが発射したオブジ
ェクトのタイミング，高さ，スピード及びヒットしたオブ
ジェクト，キャラクタ AI が避けられないと判断したオブ
ジェクトを記録しデータサーバーに保存した．

実験の結果は以下の通りとなった．1 節ではシステムの
記録を記す．2 節ではアンケートの結果を記す．
6.1 システム履歴
システムの記録は表 1 のようになった．A は被験者が発
射したオブジェクトの数，B はキャラクタが避けられたオ
ブジェクトの数，C はキャラクタが避けれないと判断した
数，D はキャラクタが避けれると判断したが避けられなか
った数を示している
表 1 実験システムの記録
A

被験者
被験者 1
被験者 2
被験者 3
被験者 4
被験者 5
合計

49
40
37
48
51
225

B
40
22
20
28
41
151

C
4
2
1
8
6
21

D
5
16
16
12
4
53

6.2 アンケート調査
アンケートの結果を次の表 2 にまとめる．E は「キャラ
クタは自分が想像していたより物体を避けたか」への回答
を示す．F は「キャラクタは自身の身体の動き(アニメー
ション)を理解しているとか感じたか」への回答を示す．
G は「システム内で物体の設定を自由にできたと思うか」
への回答を示す．H は「システムは使いやすかったか」へ
の回答を示す．また，表の中の数値は 1「そう思わない」
から 5「そう思う」の 5 段階評価の数値である．
表 2 アンケート結果

図 6 ジャンプの動作

被験者

E

F

G

H

被験者 1

2

3

5

2

被験者 2

2

2

4

1

被験者 3

4

4

4

4

被験者 4

2

3

4

2

被験者 5

4

5

5

5

平均

2.8

3.4

4.4

2.8

標準偏差

1.1

1.1

0.54

1.6

7. 考察
ここではシステム履歴からの解析結果とアンケート調査
の結果を考察する．1 節ではシステムの結果についての考
図 7 スライドの動作
5.3 アンケート調査
アンケートは 5 項目からなり「キャラクタは自身が想像
していたより物体を避けたか」「キャラクタは自身の身体
の動き(アニメーション)を理解していると感じたか」「シ
ステム内で物体の設定を自由にできたと思うか」「システ
ムは使いやすかったか」の 4 項目をそれぞれ 5 段階評価し
てもらい，最後の項目は自由記述とした．
5.4 被験者
本実験は公立はこだて未来大学の学生 5 人を対象として
実験を行なった．
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察を述べる．2 節ではアンケートについての考察を述べる．
7.1
システム
まず全体で見たところオブジェクトの総数 225 個に対し
て約 67%のオブジェクトを避けることに成功している．
しかし避けれなかったオブジェクト 74 個に対して約 72%
のオブジェクトがキャラクタ AI が避けられると判断した
が避けられなかったものである．
ここで避けられると判断したが避けられなかったものの
比率が高い被験者 2 と被験者 3 のパターンを観察した．こ
の観察により主に二つの要因があると考えた．1 つ目にオ
ブジェクトの高さを「Middle」に設定した場合，キャラク
タ AI は優先して「ジャンプ」の動作を選択するが，この
ときオブジェクトがキャラクタの膝の部分に接触している
ことがわかった．本研究で定義したキャラクタ AI の身体
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図式は体の 7 点の座標からなり膝の位置に関しては考慮さ
れていない．さらに「ジャンプ」の動作の際，図 8 のよう
にキャラクタの足が膝よりも高くなる点が存在する．これ
らからキャラクタ AI が膝の位置を考慮していないことに
よって避けられないと判断できなかったと考えられる．2
つ目にキャラクタ AI のスケジュールデータと動作タイミ
ングのズレが発生していたことである．これはスケジュー
ルデータが元々2 つ以上ある時に新しいスケジュールデー
タが作られた場合，アルゴリズム上は新しいスケジュール
データとその 1 つ前のスケジュールデータを参照し処理を
行う．この時に処理が終わった後にさらに前のスケジュー
ルデータに関する処理を行っていないため，そこでズレが
発生しその後の動作タイミングがキャラクタ AI の中での
スケジュールデータより遅くなってしまった．
1 つ目の要因の解決方法として身体図式に膝の情報を加
えるという方法がある．これにより計算コストは高くなる
が，膝が接触してしまうということをキャラクタ AI が認
識できるようになるため今回のような問題は起こらなくな
ると考える．2 つ目の要因の解決方法として 2 つの方法が
考えられる．1 つはスケジュールデータが更新された時，
その更新を前のスケジュールデータへ伝播させるようにす
ることである．これにより 3 つ以上のオブジェクトに対す
る処理が可能となると考えられる．2 つ目の方法としてス
ケジュールデータと実際の挙動を確認する方法がある．ス
ケジュールデータの動作を行ったタイミングで元々の動作
のタイミングと実際のタイミングが一致しているかを確認
し，遅れていればその後のスケジュールデータを修正する
という手法を用いることでこの問題の解決が図れると考え
る．

図 8 問題となったポーズ
7.2 アンケート
アンケート結果では「システム内で物体の設定を自由に
できたと思うか」という質問に対して高い評価が得られて
いるが，他の質問は高い評価を得られなかった．まず「シ
ステムは使いやすかったか」という質問に対して高い評価
が得られなかったのはシステム内でユーザーがオブジェク
トの設定をリアルタイムに認識できるような表示がなかっ
たためだと考えられる．また本実験は各自で行ってもらっ
たためオブジェクトの設定方法やキャラクタへ向かうまで
の時間などの説明が欠如していたことが原因とも思われ
る．
また，いずれの被験者も「キャラクタは自分が想像して
いたより物体を避けたか」の質問への答えに対して「キャ
ラクタは自身の身体の動き(アニメーション)を理解してい
るとか感じたか」の質問への答えが同等か大きくなってい
る傾向がある．この結果からキャラクタが物体を避けられ
なくてもキャラクタが身体の動きを理解していると感じら
れるものがあると考えられる．

ⓒ 2018 Information Processing Society of Japan

Vol.2018-CH-116 No.19
2018/1/28

8. 今後の展望
今後の展望として，実験にて明らかになった問題の解決
を行うことでより複雑な状況に対しても回避できるような
アルゴリズムを開発する．本研究で定義した身体図式は二
次元空間上の座標となっており奥行きに関しての情報が含
まれていないため，身体図式を三次元上の座標としてこの
身体図式を利用するアルゴリズムの開発を行う．これによ
り現在のキャラクタ AI はオブジェクトを避けるだけだっ
たが，奥行きの情報を得ることでオブジェクトを破壊する
場合や，オブジェクトの上に乗るといったような場合にも
対応できると考えられる．また，本研究では「ジャンプ」
「スライド」の 2 つの動作しか扱っていないため，他の動
作を加えた後に膨大になる動作の組み合わせをアルゴリズ
ムでどう処理していくかを検討する．またシステム側での
問題も見受けられたため，システムの UI の改善を行って
いく．

9. まとめ
本研究では，キャラクタ AI に身体図式という形式で自
身のアニメーションの情報を持たせ，それを利用するアル
ゴリズムを作成することでオブジェクトを避けるキャラク
タ AI を開発した．本研究で作成したキャラクタ AI はオ
ブジェクトに関する知識やオブジェクトに付与されたタグ
等の情報に頼らず，自身のアニメーションの情報によって
オブジェクトを避けることを可能とした．
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付録
付録 A.1 複数のスケジュールデータの処理のフローチャート

パターンαの処理

パターンβの処理

パターンγの処理
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