マルチエージェントシミュレーションによる最適な避難誘導の検討
A study of appropriate evacuation instruction using multi-agent simulation
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Abstract—It is important to instruct persons to
evacuate smoothly and hastily at the time of
natural disasters in order to reduce the number of
victims. We performed multi-agent simulation to
clarify the difference of evacuation behaviors
between with and without evacuation instruction.
As a result, it was revealed that evacuation
instruction is useful to promote evacuation
activity especially for the persons of trailing type.
I.

はじめに

我が国では，地震を始めとする様々な自然災
害が発生し易い.さらに，二次的被害として，パ
ニック状態による怪我や死亡事故も起こり得る.
また,避難を迅速に行うことができず,被害に遭う
こともある.このような被害を防止するためには,
適切な避難誘導を行う必要があると考えられる.
しかし，実際に災害状況を模擬した実験を行い
検証することは困難であるため，近年，マルチ
エージェントシミュレーションを用いて避難行
動の模擬的検証を行う研究が実施されている[1]．
マルチエージェントシミュレーションとは, 一定
のルールに基づいて行動する要素をエージェン
トと呼び，このエージェントの相互作用によっ
て全体の動きを再現しようとする手法である.本
研究では，このマルチエージェントシミュレー
ションを用いて,避難誘導がある場合の避難行動
を模擬することを目的とする．そして，空間モ
デルに避難者および誘導者の各エージェントを
配置し，複数の避難誘導方法でのシミュレーシ
ョンを行い,適切な避難誘導の方法を検討・検証
する.
II.

研究の概要

マルチエージェントシミュレーションを用い
た避難誘導の模擬的検証を，次に示す空間モデ
ルおよびエージェントモデルの設定の元で行う．
A．空間モデルの設定
二次元格子を利用し，各セルの大きさは Fruin
の人体楕円[2]より 60cm×60cm とする．各エージ
ェントは，いずれかのセルに配置されるが，排除
体積効果[3]により，同一セルには 1 人しか存在
できないものとする．
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B．エージェントモデルの設定
避難者および誘導者の 2 種類のエージェントを
定義する．各エージェントは，「移動先を選択」
し「移動」するという行動を繰り返す．エージェ
ントが次のステップで移動しようとするとき，移
動先を周囲 4 近傍から選択する．ただし，排除体
積効果により，いずれのセルも選択できない場合
は，現在のセルに留まるものとする．
(1) 避難者エージェント
「追従型」または「自律型」いずれかの属性を
持つものとする.
(i) 追従型
出口の位置を認知しておらず，視野内にいる他
のエージェントの動きに追随するものである．な
お，視野内に出口を認知した場合には，最短距離
で出口に向かう．
(ii)自律型
出口の位置を認知しており，最短距離で出口に
向かう．
(2) 誘導者エージェント
出口の位置を認知していることを前提として，
「先導型」または「留まり型」の属性を持つもの
とする．
(i) 先導型
自ら出口に向かって逃げるが.その際,視野内に
いる避難者に出口位置を教えながら逃げる.
(ii)留まり型
現在位置に留まり，周囲の避難者に出口位置を
教え，最後に出口に向かって逃げる．
(3) 視野の設定
エージェントは 5 セル分(3m)の視野を持ち，視
野内の他エージェントや出口を認知することが出
来る.視野範囲の定義を図 1(a)に示す.

III.

実験と考察

全空間（建造物内を想定）を 50×50 セル(30m
×30m)とし，エージェントは合計で 500 人配置
する．エージェントの初期配置は，図 1(b)に示
すように，各エージェントの周囲四近傍に他の
エージェントが存在しないように行う．

図 1. 設定条件
エージェントの種類とそれぞれの人数の割合
を変えて，シミュレーションによる実験を行い，
避難の時間と経緯を調べた．なお，エージェン
ト全員の 1 回移動が完了した時点を 1 ステップ
として，全エージェントが出口に到着した場合，
もしくは，1000 ステップ（約 9 分）が経過した
時点でシミュレーションを終了する，なお，エ
ージェントの動きを 4 km/h とし，1 ステップに
かかる時間を，4 [km/h] / 0.6 [m] ≒ 0.54 [秒]とし
た．図 2 は，全員が避難者だけの場合の実験結
果である．全員が自律型の避難者の場合は，全
員が逃げ切る時間は 209 ステップ（1 分 53 秒）
かかる．しかし全員が追従型の場合，1000 ステ
ップかけても 2%しか逃げられないことが分かる．
（図 2 では 300 ステップのみ表示）

図 2 避難者だけの場合の結果
図 3 は，避難者に誘導者を加えた場合の実験
結果である．誘導者は 5 名とし，避難者の内訳
を，(a) 自律型が 20％で追従型が 80％，(b)自律
型と追従型が 50％ずつ，(c)自律型が 70％で追従
型が 30％，(d)自律型が 80％で追従型が 20％と
した．これらの結果により，誘導者を配置する
ことで，追従型の避難者の避難を促進できるこ
とが分かった．さらに，誘導者についても，留
まり型より先導型の方が避難誘導の効率が高か
った．また，追従型の避難者の割合が高いほど，
先導型の避難者による避難誘導の効率が高くな
ることも分かった．なお，図 3 の全てのケース
でエージェントの 100％避難が完了できなかっ
たが，これは追従型の避難者の視野に誘導者や
自立型の避難者が入らなかったことと，誘導者
や自立型の避難者が追従型の避難者に取り囲ま
れて身動きが取れなくなったためであると考え
られる．このことから，迅速な避難誘導には追
従型の避難者を減らす手立てと，避難誘導標識
など人手によらない避難誘導の方法も検討する
必要がある．

図3

誘導者＋避難者(追従型+自律型)の場合
I.

まとめ

マルチエージェントシミュレーションを用い
て，災害時の避難行動のシミュレーション実験
を行った．エージェントには，避難者（自律型/
追従型）と誘導者（先導型/留まり型）を設け，
それぞれの割合を変化させて実験を行った．そ
の結果，自立型の誘導者を配置することが，最
も効果的であることが分かった．そして，その
効果の度合は，追従型の避難者の割合が大きい
ほど高いことも分かった．ただ，追従型の避難
者が他のエージェントの避難行動を阻害する問
題も浮き彫りになった．従って，避難口を前も
って知らせたり誘導標識を設置するなどして，
追従型の避難者の数や阻害の程度を減らすこと
が大切である．今後は，誘導標識や障害物等を
設置し，現実に近い環境を整えてのシミュレー
ションを検討する．
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