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Summary
Virtual experience of crowded behavior is effective in education and training of disaster prevention. Two typical
types of simulations, VR simulations and multi-agent simulations should be merged together to create such kind of
experience. Toward the end, we developed a virtual city space FreeWalk. This is a 3D virtual space that can be
connected with multi-agent simulators. In this system, each simulated human can be freely defined as either an
agent that is controlled by a program or an avatar that is operated by a user. The three design principles of
FreeWalk are: 1) the internal state of each simulated human is governed by an outside program or a user; 2)
programs and users share the same interface to control simulated humans; and 3) a distributed architecture serves
multiple users who participate in a simulation simultaneously. We tested FreeWalk as an educational tool for
learning emergency escape behavior of crowds. First, we designed escape behavior as a pure multi-agent simulation
by using a simulating tool. Next, this multi-agent simulator is connected with FreeWalk to include human
participants in a simulation. Finally, we confirmed that FreeWalk could make it possible to convert a multi-agent
simulation into a multi-user training environment.
1. は

じ

め

に

マルチエージェントシステムを用いたシミュレ
ーションが，これまで数多く開発されてきており，
人間社会で起こる様々な現象を再現することがで
きる [Helbing 00]．仮想現実感(VR)によるシミュ
レーションも，同じく盛んに開発されてきており，
経路学習 [Wilson 97] や軍事演習 [Bell 99] などに用
いられている．これら 2 つのシミュレーション技
術は互いに目的が異なるため，これまで接点は少
なかった．しかしながら，最近研究開発が盛んで
あ る 災 害 体 験 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン [CAD center]
[NRIFD] の質の向上には，それらの融合が求められ
る．避難のような集団行動におけるグループダイ
ナミクスの再現には，マルチエージェントシミュ
レーション技術が重要な役割を果たす．一方，ユ
ーザが集団の一員となってシミュレーションに参
加するインタフェースとして，VR シミュレーショ

ン技術は必須である．
そこで我々は，これまで開発してきたコミュニ
ケーション支援のための 3 次元仮想空間 FreeWalk
[Nakanishi 99] に都市空間表示機能とマルチエージ
ェントシミュレーション機能を追加したマルチユ
ーザマルチエージェント仮想都市空間を開発した．
この機能追加によって，マルチエージェントシミ
ュレーション中のエージェントにユーザが扮し，
シミュレーションに参加できる環境が実現した．
開発上の課題は，人間同士のインタラクション支
援が目的のマルチユーザ環境と，計算モデルでイ
ンタラクションを再現することが目的のマルチエ
ージェントシミュレーションを上手く融合させる
ことである．本論文では，この融合を可能にする
設計手法と，それによってマルチエージェントシ
ミュレーションにユーザが参加できるようになる
ことを確認した実験について述べる．
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シミュレーションに参加しているユーザ
仮想都市空間内のアバターを操作
端末Ａ上の
FreeWalk

…

エージェント制御プログラム
共有メモリを介した知覚・動作コマンドの呼出し

端末 B 上の
FreeWalk

全体の
状態

…

キャラクタ
制御による
状態変化

端末Ｃ上の
FreeWalk

…

コンピュータネットワークによるキャラクタの位置・姿勢・発話データの共有

図１．マルチユーザ・マルチエージェント・アーキテクチャ

2. 関連研究
これまで，ネットワークを介して大勢の人々が
集まることのできる仮想環境 [Benford 01, Singhal
99] が研究されてきた．我々の目的は，このような
仮想環境を，避難群集のようなグループダイナミ
クスのシミュレーションに発展させることである．
避難シミュレーションの構築には，緊急事態が発
生した物理的環境の再現と同等かそれ以上に，そ
の緊急事態の中で振舞う群集の再現が重要となる．
FreeWalk はプログラムで制御可能な群集を備えて
いる．これは自律的に行動するエージェントであ
り，ユーザが操作する群集と言語的及び非言語的
に対話する能力 [Cassell 00] を持つ．
同様の技術を用いて訓練が目的の仮想環境を構
築した研究 [Swartout 01] があるが，登場人物やス
トーリーの綿密な設定に焦点があるため，少人数
のシミュレーションが対象となっている．そのた
め，ユーザが演じる人物はあらかじめ決められて
いる．FreeWalk における避難シミュレーションで
は多人数の集団行動を扱うため，参加するユーザ
の人数が変化し，また役柄の選択肢が多くなる．
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よって，ある登場人物をユーザが演じるのか，エ
ージェントが演じるのか，柔軟に変更できなけれ
ばならない．

3. シミュレータの設計
3.1 制御主体の分離
多様なマルチエージェントシミュレーションの
中で，本論文では人間の集団行動のシミュレーシ
ョンを取り扱う．これ以後の記述では，シミュレ
ーション中の登場人物でプログラムが制御するも
のだけをエージェントと称し，人間のユーザが操
作するものはアバターと称する．また，エージェ
ントとアバターを総称してキャラクタと呼ぶこと
にする．
FreeWalk では，シミュレーション中の任意のエ
ージェントを，ユーザが操作するアバターと容易
に置き換えることができる．これは，キャラクタ
の行動を，プログラムからもユーザからも同様に
制御できるようにすることで可能となった．プロ
グラムは，システムが提供するコマンドを呼び出
してエージェントの行動を制御する．一方ユーザ
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は，仮想都市空間として表されたシミュレーショ
ン 空 間 の 中 にい る 自分 の ア バタ ー を操 作 す る．
FreeWalk，ユーザ，プログラムの 3 者の関係を図 1
に示す．
各キャラクタの状態のうち，他のキャラクタか
ら観察可能なものを外部状態，そのキャラクタ自
身のみが知ることのできるものを内部状態と，本
論文では呼ぶことにする．視覚的に確認できる位
置や姿勢，聴覚的に確認できる発話などは外部状
態である．一方，外部状態の変化を生み出す原因
となる，意図，信念，知識，感情，性格などは内
部状態である．単にキャラクタの状態と書く場合
は，外部状態を指す．そして，全キャラクタの状
態を合わせたものをシミュレーションの状態とす
る．
各キャラクタの内部状態は，FreeWalk ではなく
エージェントを制御するプログラムか，アバター
を操作するユーザによって管理される．FreeWalk
は行動制御の依頼をプログラムやユーザから受け
付け，それに従ってシミュレーションの状態を更
新するだけである．どのキャラクタをプログラム
が制御するのかがあらかじめ決まっているシミュ
レーション[Swartout 01]では，プランニング機構な
どの内部状態を管理する仕組みをシミュレータに
組み込む設計も可能である．だが，内部状態を自
分の頭の中で管理する人間のユーザとプログラム
を同等に扱う FreeWalk では，管理対象を外部状態
のみに限定している．シングルユーザ・シングル
エージェントではあるが，同様の設計手法で仮想
環境を拡張した例 [Laird 01] があり，エージェン
ト制御インタフェースの組み込みに成功している ．
図 1 に，この状態管理の仕組みを示す．

ョンの状態を把握するために FreeWalk が提供する
知覚コマンドを呼び出す．アバターを操作してい
るユーザは，画面やスピーカが提供する視聴覚情
報を通じてシミュレーションの中で何が起こって
いるのかを把握する．
図 1 に示すこの管理方式では，各エージェント
はどこの端末で制御されようとかまわない．エー
ジェント群は，一台の端末でまとめて制御するこ
とも複数台の端末に分割して制御することもでき
る．同じ 1 台の端末に一体のアバターと複数体の
エージェントを割り当てることができ，ユーザ数
だけ端末があればシミュレーションが可能である．

3.3 エージェント制御とアバター操作の共通化
キャラクタ間のインタラクションは，歩行，ジ
ェスチャー，発話を通して起こる．エージェント
の動作は，プログラムがシステムの動作コマンド
を呼び出すことで制御する．一方アバターの動作
は，ユーザが入力デバイスを操作することで制御
する．例えばキャラクタを歩かせたい場合，プロ
グラムは歩行コマンドを呼び出し，ユーザはカー
ソルキーやジョイスティックなどの方向指示デバ
イスを操作する．このとき，エージェントとアバ
ターの動作制御の仕組みが乖離していると，エー
ジェントをアバターに入れ替えて同じシミュレー
ションを実行することが困難になる．
そこで，動作制御の仕様をプログラムにとって
もユーザにとってもできるだけ平等にするため，
キャラクタを歩行させる時は移動経路だけを制御
するようにした．プログラムは移動先の座標を引
数に指定した歩行コマンドを呼び出す．ユーザは
移動先の方向を方向指示デバイスで指定する．微
細な制御が要求される衝突回避行動は自動化した
3.2 マルチユーザ・アーキテクチャ
[Okazaki 93]．また，歩行アニメーションは自動的
通常，マルチエージェントシミュレーションは， に生成するようにした [Tsutsuguchi 00]．このよう
負荷分散が必要な場合を除いて 1 台のコンピュー
に制御の依頼方式を単純化して，状態更新の計算
タ上で実行される．これと異なり FreeWalk のアー
方式を共通化することで，プログラムとユーザに
キテクチャは，遠隔地からの多数のユーザの参加
よる制御の間に差が生じにくいようにした．他の
を許すために，アバターに対応する各端末がネッ
多くの仮想環境でも同様の制御手法が用いられて
トワークを介して相互に接続される分散型になっ
いるが，その目的は操作を簡単にしたりスクリプ
ている．これに合わせて，マルチエージェントシ
トを単純にしたりするためである．我々はこれを
ミュレーションの管理も分散型になっている．
エージェントとアバターの均一化に用いた．さら
各端末は自分が担当するキャラクタの状態のみ
に共通化を進めるため，出入口の前で列に並ぶ，
を更新し，その差分を送受信し合って全端末間に
輪になって話す [Kendon 90] ，などの社会的習性
おいてシミュレーションの状態を共有する．エー
に従って歩行制御を支援する機能を開発した．歩
ジェントを制御するプログラムは，シミュレーシ
行動作が実行される流れを図 2 に示す．
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ユーザ

話を単独で扱う処理 [Cassell 00] をより細かく分解
し，互いの共通部分を統合する必要性が生じる．
そこで我々は，エージェントの発話もアバター
の発話も，全てテキストで一定時間分蓄積するよ
う設計した．アバターの発話は音声認識エンジン
でテキストに変換された後，エージェントが稼働
する全端末に配送され蓄積される．プログラムは
発話を聞き取るための知覚コマンドを呼び出して，
過去一定時間分の発話を解析することができる．
この蓄積処理と並行して，アバターの稼働する端
末のスピーカからは，他のアバターの音声と音声
合成されたエージェントの発話が仮想都市空間内
の 3 次元音場に従って再生される．この処理方式
を図 3 に示す．

プログラム

方向指示
デバイス
による入力
仮想都市空間

歩行コマンド
の呼出し
コマンド・インタフェース

一歩先の座標
社会的習性にもとづく補正処理

衝突回避行動にもとづく補正処理

4. シミュレータの実装
FreeWalk は ， キ ャ ラ ク タ 制 御 の ため の コ マン
ド・インタフェース，仮想都市空間，制御の結果
を端末間で共有するための通信機構，の 3 部から
構成される．

歩行アニメーション生成処理
位置・姿勢データ

4.1 コマンド・インタフェース
エージェントの行動制御に必要な動作や知覚の
コマンドが提供されている．プログラムはいつで
もそれらのコマンドを呼び出すことができる．実
装されている主だったコマンドを以下に示す．

画面表示・通信

図２．歩行動作の制御機構

ジェスチャーを単純化する一般的な手法という
ものは無いが，仮想環境の用途によって種類を限
定することは可能である．我々は，避難等の集団
行動で重要な直示的ジェスチャーに限定した．視
線と指差しの 2 種類の角度を，プログラムからも
ユーザからも自由に制御できるようにした．プロ
グラムは，角度の引数を入れて視線コマンドや指
差しコマンドを呼び出し，直示的ジェスチャーを
制御する．ユーザは，ボタンと方向指示デバイス
の組み合わせでこれらを制御する．

・
・
・
・
・
・

walk: 指定された座標に向かって歩く．
face: 指定された方向に視線を向ける．
point: 指定された方向を指差す．
speak: 指定された文を話す．
see: 指定されたキャラクタが視界に入って
いることを知覚する．
hear: 指定された文面を聞き取ったことを
知覚する．

FreeWalk とエージェントを制御するプログラム
は別プロセスなので，その間をつなぐ共有メモリ
に呼び出されたコマンドのリストが格納される．
システムはキャラクタの状態を更新する計算と仮
想都市空間の描画を交互に繰り返しており，状態
更新計算を開始する直前に共有メモリにあるコマ
ンドリストを取り出して実行を開始する．動作コ
マンドは完了までに一定時間を要し，状態更新計
算ごとに更新に要する時間間隔に従った差分だけ

3.4 エージェント・アバター間対話
FreeWalk では，エージェント間，アバター間，
エージェント・アバター間の 3 通りの対話が同時
に起こりうるので，それらを効率的に処理する必
要がある．エージェント間対話はテキストの，ア
バター間対話は音声の送受信で可能となる．それ
らとエージェント・アバター間の対話を効率良く
混在させたい場合，エージェント・アバター間対
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端末Ａ上の
プログラム
コマンド呼出し

端末Ｂ上の
プログラム

解析処理

解析処理

発話処理

発話処理
蓄積処理

蓄積処理
端末Ａ上の
FreeWalk

端末Ｂ上の
FreeWalk

音声データ

端末Ｃ上の
FreeWalk

テキストデータ

端末Ｄ上の
FreeWalk

音声合成

音声合成
音声認識

音声認識

音場生成

音場生成
音声録音

聞く

音声録音

話す
端末Ｃを使用中
のユーザ

端末Ｄを使用中
のユーザ

図３．音声コミュニケーション処理の設計

実行される．例えば歩行コマンドを一度呼び出せ
ば，目的座標に到達するまで状態更新計算ごとに
少しずつ前進する．その間仮想都市空間には，更
新間隔に従った距離だけ歩行したキャラクタがそ
のつど描かれ続ける．
このような，実行完了に時間のかかるコマンド
の扱いを便利にするため，ブロッキングモードと
ノンブロッキングモードの 2 つの実行モードが用
意されている．ブロッキングモードでは，同じエ
ージェントの次のコマンドの実行は前のコマンド
が完了した時点で開始される．ノンブロッキング
モードでは，次のコマンドが直ちに開始され前の
コマンドの完了を待たない．このモードでは，コ

マンドの完了は別途システムに問い合わせて知る
ことができる．エージェントを制御するプログラ
ムは，これらのモードを使い分けることができる．

4.2 仮想都市空間と通信
画面にはアバターの視点から見た仮想都市空間
内の風景が描かれ，他のキャラクタの行動を観察
できる．またスピーカからは，他のキャラクタの
発話が仮想都市空間内の音場に従って合成され再
生される．このときエージェントの発話は音声合
成エンジンによって音声に変換される．これら映
像・音声出力に必要なキャラクタの状態である位
置・姿勢・発話のデータは全端末間で共有される．
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上から見た避難シミュレーション

ユーザから見た避難シミュレーション

実験の様子

図４．避難シミュレーション実験

通信の遅延を少なくするためピアツーピア方式を
用いている．位置のデータは 3 次元座標値であり，
同期は取らずに移動した結果を伝えあう．発話の
データはテキスト及び音声であり，音声データは
ADPCM 方式で圧縮している．姿勢のアニメーショ
ンデータは間接角度パラメータの集合である．事
前に用意されたアニメーションを再生する場合，
どのアニメーションの何コマ目かだけ伝えれば良
いが，FreeWalk の場合はアニメーションが動的に
生成されるため，その手法は用いなかった．以上
の実装上の工夫により，LAN 環境では数十人が参加
するシミュレーションが可能である．
仮想都市空間やキャラクタの 3 次元モデルのフ
ォーマットとして VRML を用いている．空間の 3
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次元モデルは描画データとしてだけでなく，その
まま幾何学構造データとしても用いている．空間
とキャラクタの衝突判定は，キャラクタの体から
進行方向に向かって伸ばしたベクトルと空間のポ
リゴンとの交差判定で行われる．この交差判定の
計算負荷の分散と移動操作時の遅延の減少を目的
として，移動計算はそのキャラタクを担当する各
端末で行うようにした．

5. 避難シミュレーション実験
過去の避難訓練実験にもとづいて [Sugiman 88]，
20 人の人間が地下室から脱出する避難シミュレー
ションを FreeWalk 上に構築した(図 4 参照)．これ
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は 4 人の誘導者が 16 人の避難者を正しい出口から
脱出させるシミュレーションであり，誘導者と避
難者の間の社会的インタラクションをシミュレー
トすることが目標である．エージェントを制御す
るプログラムとしてシナリオ記述言語 Q を用いた
[Ishida 02]．これは，シミュレーションにおけるエ
ージェントの行動ルールをエージェント間の社会
的インタラクションのシナリオとして記述できる
言語である．この言語の処理系を FreeWalk と接続
した．また，20 体のエージェントによるシミュレ
ーションの結果が過去の実験の結果と一致するよ
うにシナリオを記述した [Murakami 03]．このシナ
リオ中のエージェントをアバターに置き換えるだ
けで避難訓練が可能になるかどうかを確認する実
験を我々は実施した．
この実験は，16 人の避難者のうち 6 人がアバタ
ーで，残り 10 人がエージェントという構成である．
アバターが 6 人であるので 6 台の端末を使用した．
何十回という避難訓練がそれぞれ別々の被験者に
よって行われ，その中でアバターが自分の前方を
逃げる他の避難者に追随する行動が良く観察され
た．このときアバターを操作している被験者が，
その避難者がエージェントなのかアバターなのか
を意識している様子は無かった．ここで観察され
た，他の避難者に追随するというインタラクショ
ンは，エージェントのシナリオに組み込んでいた
行動と同じである．この実験は， 1)人間同士のイ
ンタラクションの分析，2)それにもとづくマルチ
エージェントシミュレーションの設計，3)その一
部のエージェントを人間に置き換えて再現，の 3
段階のうち，最後の 3 ステップ目に相当する．実
験 の結 果 ，こ のよ う な訓 練 環境の構築手法が
FreeWalk を用いて可能であることが分かった．

6. お

わ

り

に

我々はマルチユーザ仮想環境とマルチエージェ
ントシミュレータを融合し，マルチユーザマルチ
エージェント仮想都市空間 FreeWalk を開発した．
シミュレーション中のあるキャラクタを，エージ
ェントにするのかユーザが演じるアバターにする
のか柔軟に変更できるよう設計した．FreeWalk に
は自律的な制御機構を含めず，エージェントの内
部状態の管理を外部のプログラムもしくはユーザ
に委ねるようにした．負荷分散ではなくマルチユ
ーザ対応を目的に，分散型のアーキテクチャを用

いた．プログラムもユーザも平等にシミュレーシ
ョンに参加できるよう，キャラクタ制御の仕組み
を共通化した．FreeWalk 上に構築した避難シミュ
レーションを用いて避難訓練を実施し，エージェ
ント間，アバター間，エージェント・アバター間
で同様のインタラクションの発生を確認した．
さらに大規模で複雑なマルチユーザマルチエー
ジェントシミュレーションの実現には，1)アバタ
ー操作インタフェースの改善，2)キャラクタ制御
機構の高度化，3)エージェント制御コマンドの追
加，が必要であり，今後の課題である．
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