地図情報による災害救助エージェントの活動予測について
A prediction of rescue agents’ behavior with geographic information
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Abstract: In research areas of agents, it is a problem to evaluate the behavior of multi agent
systems. Because agents’ behavior is inﬂuenced with the environment of the agents. The evaluation
depends on the environment of agents. So, we need to clear a relation between the environment
and agents, in order to evaluate agents’ behavior based on situations of the environment. In a
previous research, we analyze some relations between an evaluation of agents and features of a
map as an environment. And we deﬁned indexes that show features of map. In this research, we
predict an evaluation of agents using the deﬁned indexes. Furthermore, we consider accuracy of
the prediction using the indexes.
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はじめに

エージェントに関する研究分野では，開発されたエー
ジェントやマルチエージェントシステムを評価する手
段や方法を整備することが重要な課題として挙げられ
ている [1],[2]．
また，エージェントの評価は，エージェントの動作
する環境に依存している．そのため，エージェントと
環境との依存関係を考慮した上でエージェントの評価
を行うには，その依存関係を明らかにする必要がある．
これまでの研究において，瀬戸口らは地図上の道路
網を解析し数値化することでエージェントの評価と環
境との依存関係について考察する研究を行った [3]．瀬
戸口らはエージェントの「移動」という行動に着目し，
「移動」と密接な関係にある道路に着目した．さらに，
移動するエージェントを持つマルチエージェントシス
テムにおいて，エージェントの評価と道路の関係を分
析した．
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纐纈らは，環境の中で道路だけでなく建物に着目し，
それらの特徴を数値化することで「建物および道路に
関する地図の特徴の指標」として定義した [4]．そして，
定義した地図の特徴の指標をもちいて災害救助エージェ
ントの評価との依存関係について分析を行った．また
分析結果を基に地図の特徴の指標からエージェントの
評価を予測すること提案した．また結果をロボカップ
レイスキューシミュレーションに適用した．その結果，
特定のエージェントの評価を概ね予測できたが，その
検証は不十分であった．
本研究では，纐纈らが定義した「建物および道路に関
する地図の特徴の指標」によりロボカップレスキューシ
ミュレーションをもちいて災害救助エージェントの評価
予測を行う．また予測結果の検証実験では，RoboCup2008
競技会での上位 4 チームもちい，47 地域の地図を利用
した．その結果，グラフによる比較において実測値を
概ね予測できた．しかし統計学的にはまだ不十分であ
ることがわかった．

マルチエージェントシステム

2
2.1

エージェントの評価方法

エージェントとは，あたえられた目的達成のために
自律的に行動する主体であり，社会性・反応性・自発
性といった特徴を持つ [1]．また，マルチエージェント
システムとは，複数のエージェント同士が相互作用を
通じて，複雑な問題を解決するシステムのことである．
エージェントに関する研究分野では，開発されたエー
ジェントやマルチエージェントシステムの能力を評価
する手法を整備することが重要な課題として挙げられ
ている．なぜなら，評価方法が存在しないことが，エー
ジェントに関する理論・実装の発展や実用化の妨げと
なっているからである．また，エージェントの評価を
あたえる手法を作成しても，その評価はエージェント
が活動する環境に依存している．その例を以下に示す．

• ある環境 E で異なる複数のエージェント A，B，
C が動作したとき，A，B，C のどのエージェン
トがその環境 E において適切に動作したかを判
断することはできる．しかし，その動作結果に対
する優劣の関係が，環境 E 以外の環境において
も成り立つとは限らない．
• エージェント X が環境 M で，エージェント Y が
環境 N で動作したとき，その動作結果から X と
Y どちらのエージェントが優れているか比較する
ことは難しい．
よって，エージェントやマルチエージェントシステ
ムの能力の評価を行うためには，環境との依存関係を
明らかにしなければならない．そのためには，環境に
ついて詳細な分析が必要となる．

2.2

RoboCupRescue シミュレーション

本研究では，RoboCupRescue と呼ばれる災害救助
シミュレーションをもちいる．RoboCupRescue シミュ
レーションでは，計算機上で地震による火災，市民の
埋没，道路の閉塞などの災害がシミュレートされる．そ
の仮想的災害空間で，救助活動を行うエージェントの
防災戦略や有効性を分析，評価することができる．災
害前に都市が持つ市民や建物数などから算出される都
市価値を消火・救助活動によって維持することがエー
ジェントの目的となる．
ここで，都市価値 V は次の式で算出される．
)√
(
B
S
(1)
V = P+
Sint
Bint
ただし，P は災害救助活動後に生存しているエージェ
ントの数，S は災害救助活動後におけるすべてのエー

図 1: グロスとセミグロス

ジェントの残りの体力，Sint は災害救助活動前におけ
るすべてのエージェントの体力の合計，B は災害発生
後に燃え残った建物の面積，Bint は災害発生前におけ
るすべての建物の面積である．
エージェントには体力という属性が与えられ，体力
が 0 になると活動できなくなる．シミュレーションが
進むにつれてエージェントの体力は減り，火災が消火
できない場合は建物は延焼する．そのためシミュレー
ションが進むにつれて減点されていくことになる．
また，式 (1) には，建物に関する情報が含まれてい
る．そのためこの評価方法で導き出されるエージェン
トの評価値は，エージェントの動作する環境を考慮し
て算出される値である．

3

地図の特徴の指標

この節では纐纈らが定義した「建物および道路に関
する地図の特徴の指標」について説明する．

3.1

諸定義

建物および道路に関する地図の特徴の指標を定義す
るにあたり，もちいる言葉の意味を説明する．
グロス：道路の中心線によって囲まれる最小単位の区画．
道路外側線：道路の中心線からその道路の幅員の半分
だけ離れた線．
セミグロス：道路外側線によって囲まれる区画．
図 1 において，破線で囲まれている範囲がグロス，実
線で囲まれている範囲がセミグロスである．

図 3: 道路と建物との隣接
図 2: 建物と建物との隣接

建物と建物との距離：ある建物 B1 と建物 b2 において，
B1 の各壁面から B2 の各壁面までの距離の中でもっと
も小さいもの．
隣接建物集合：当該グロス内において，ある建物 Ba の
壁面ごとに，もっとも近い建物の壁面を探す．この壁
面ごとにもっとも近い壁面を持つ建物の集合．
図 2(建物 Ba の各壁面からもっとも近い建物の壁面
を矢印で示している) において，建物 Ba と隣接する建
物は B2，B6，B7 である．
建物と道路との隣接：次のいずれかの条件を満たすと
き，建物 B と道路 R は隣接するという．

• ある道路 R の外側線から 5 メートル以内に建物
B の壁面がある場合．
• 当該グロス内において，ある建物 B とそのグロ
スを形成する各道路の中心線との距離の中で，最
小の値を Dmin とする．このとき，建物 B と，グ
ロスを形成する道路のうちの 1 つである道路 R
の外側線との距離が Dmin より短い場合．
道路外側線に沿って建つ建物：ある道路 R の外側線 Rb
から 5 メートル以内に建物 B の壁面がある場合，建物
B は道路 R に沿って建つ建物であるという．
図 3 において，建物 B1，B2 は道路 R1 と隣接し，建
物 B2，B5 は道路 R2 と隣接する．また建物 B3 におい
て，道路 R2 の中心線との距離 D1 が Dmin であるとす
る．このとき，道路 R1 の外側線との距離 D2 が D1 よ
り短ければ，道路 R1，R2 の両方に隣接することにな
る．道路 R1 に沿って建つ建物は建物 B1，B2 であり，
道路 R2 に沿って建つ建物は建物 B2，B5 である．
従属度 [8]：ある建物 B1 の隣接建物集合の中で，もっ
とも建築面積の広い建物 B2 の建築面積を建物 B1 の建
築面積で割る．この数値を建物 B1 の従属度 とする．

最大隣接建物距離 [8]：ある建物 B1 の隣接建物集合の
中で，もっとも遠い建物 B2 との距離を建物 B1 の最大
隣接建物距離とする．
最小隣接建物距離 [8]：ある建物 B1 の隣接建物集合の
中で，もっとも近い建物 B2 との距離を建物 B1 の最小
隣接建物距離とする．
配置配分比 [8]：ある建物 B の最大隣接建物距離と最
小隣接建物距離の差を，建物 B の最大隣接建物距離で
割ったものを，建物 B の配置配分比とする．
接道距離 [9]：ある建物 B と隣接する道路 R との距離
を，建物 B と道路 R との接道距離とする．
建物の道路に面する長さ：ある建物 B の壁面の各端点
から道路 R の外側線 Rb に垂線を引き，その交点の中
でもっとも遠い 2 点間の距離を，建物 B が道路 R に
面している長さとする．ただし，建物 B のある壁面の
端点 We から線分 Rb に垂線が引けない場合，We から
Rb への垂線との交点は We に近い方の線分 Rb の端点
であるとする．
隙間率 [10]：ある道路 R の外側線 Rb に沿って建つ建
物群が道路に面している長さと道路外側線 Rb の長さ
の差を Dg とする．Dg を道路外側線 Rb の長さで割っ
た値を，隙間率とする．ただし，建物が道路に面して
いる長さに関しては，道路に沿って建つ建物同士で重
複している部分は除く．
図 4 中では，2 つの両矢印の長さの和を道路外側線
の長さで割った値が隙間率となる．また，図中右端の
建物は道路外側線より外に張り出すような形になって
いるが，この場合，張り出した部分は道路に面する長
さに含まない．
沿道建物数：ある道路 R の外側線 Rb に沿って建つ建
物の数を，道路外側線 Rb の沿道建物数とする．

建物と建物の位置関係 火災の延焼は，建物の配置に
影響を受けると考えられる．そこで，建物間がどの程
度離れているか，などの建物間の位置関係を以下の 4
項目で数値化する．

(7) 従属度
建築面積のばらつきを表し，大きい値になるほ
どその地図上の建物の建築面積にばらつきがある
ことになる．
図 4: 建物が重複する場合の隙間率

3.2

計算項目の定義

上述の諸定義に基づいて，建物および道路の特徴を
数値化する計算項目を定義する．災害救助エージェン
トの評価との依存関係を調べるための計算項目である
ことを考慮し，災害救助活動の特性を踏まえて建築面
積，建物の要素，建物と建物の位置関係，建物と道路
の位置関係密度，の 5 分類にわけて定義する．
建築面積 地震火災においては，1 つの街区内でまと
まって延焼する．したがって，1 つの街区内にどれだけ
建物が建っているかを，以下の 6 項目で数値化する．

(8) 最大隣接建物距離
建物間の距離の特徴を表し，小さい値になるほ
どその地図上で建物同士が近接していることに
なる．
(9) 最小隣接建物距離
建物間の距離の特徴を表し，大きい値になるほ
どその地図上で建物同士が離れていることになる．
(10) 配置配分比
建物間の距離のばらつきを表し，1 に近づくほ
どその地図上の建物が均等の間隔で配置されてい
ることになる．

(1) グロス建蔽
グロスの面積とグロス内の建築面積の割合の平
均値．

建物と道路の位置関係 街区を越えた延焼は，道路と
建物の距離などに影響を受ける．よって，各街区を区
切る道路と，建物との位置関係を以下の 3 項目で数値
化する．

(2) セミグロス建蔽率
セミグロスの面積とセミグロス内の建築面積の
割合の平均値．

(11) 接道距離
建物と道路の距離を表し，小さい値であるほど
建物が道路に近い地図であるといえる．

(3) グロス容積率
グロスの面積とグロス内の延床面積の割合の平
均値．

(12) 隙間率
道路から見た建物間の距離を表し，小さい値で
あるほど道路に沿って建物が密集しているとい
える．

(4) セミグロス容積率
セミグロスの面積とセミグロス内の延床面積の
割合の平均値．

建物の要素 火災や市民の埋没は建物の構造に影響を
受ける．よって，建物の階数など建物単独での要素を
以下の 2 項目で数値化する．

(5) 建物の周長
建物を形成する多角形の周長の平均値．地図
データ上の建物の形の特徴を表す項目である．
(6) 建物の階数
建物の階数の平均を表し，その地図データ上の
建物の高さを表す項目である．

(13) 沿道建物数
道路に近い建物が道路 1 本あたりにどれだけ
建っているかを表す．

密度 埋没している市民の探索や，道路を跨ぐ延焼に
おいては，建物や道路がどれだけあるかが問題になる
と考えられる．そこで，単位面積当たりどの程度ある
か，などの密度を以下の 3 項目で数値化する．

(14) 道路の総延長
地図内の道路の長さの総和であり，これが大き
い値である場合，道路がその地図で密集している
か，その地図の面積が広いかのいずれかであると
いえる．

(15) 道路密度
地図内で道路の占める面積の割合であり，これ
が大きい値である場合，その地図は道路が密集し
ているといえる．
(16) 棟数密度
地図内の建物数を地図の面積で割った値であり，
これが大きい値である場合，その地図には建物が
密集しているといえる．

3.3

計算項目の除去

計算項目間で従属関係があると，災害救助エージェ
ントの評価と計算項目との依存関係を正しく分析でき
ない可能性がある．そこで，重回帰分析で説明変数を
除去する際にもちいられる分散拡大要因 (VIF) を基準
として，項目間で従属関係が見られるものを除去する．
まず，本研究の実験でもちいる 20 地域の地図データに
対し前述 16 項目の数値を算出し，各計算項目の VIF
を求める．VIF が 10 以上のものがあるとき，もっと
も VIF の値が大きい計算項目を取り除く [12]．これを
VIF が 10 以下になるまで繰り返し，計算項目間で従属
関係のあるものを除去する．
また，現在の RoboCupRescue シミュレータでは建
物の階数を考慮したシミュレーションを行っていない．
そのため建物の階数を指標から除去する．

3.4

地図の特徴における指標の定義

残った計算項目を地図の特徴の指標として定義する．
結果，建物および道路の特徴の計算項目のうち (3)，(5)，
(7)，(8)，(10)，(11)，(12)，(14)，(15)，(16) の 11 項
目を総称して，地図の特徴の指標と定義した．

実験

4
4.1

実験の目的

本実験では，以下のことを目的として実験を行う．

• いくつかの災害救助エージェントをもちいて Robo
CupRescue シミュレーションを行い，その結果
を纐纈らが定義した建物および道路に関する地図
の特徴の指標をもちいて統計的に分析する．
• 分析結果をもちいて，先の分析ではもちいていな
い地図における RoboCupRescue シミュレーショ
ンの評価を予測し，実測した評価と比較する．

4.2

実験の手順

実験の手順を以下に示す．

1. シミュレーションの設定，使用する地図データ，
エージェントアルゴリズムを決定する．
2. 決定した設定でシミュレーションを行う．
3. 得られた結果を重回帰分析を行い，建物および道
路に関する地図の特徴の指標を使って都市価値維
持率の予測を行う．
4. 手順 2 で使った地図データとは別の地図データに
対してシミュレーションを行い，その結果を予測
した都市価値維持率と比較する．
5. 建物および道路に関する指標から都市価値維持率
を予測できるか検証 · 考察する．

4.3

分析の方法

本研究ではシミュレーション結果の分析に，重回帰分
析という統計手法をもちいる．重回帰分析とはいくつか
の変数 X1 , X2 , . . . , Xn に基づいて，別の変数 Y を予測
する手法である [13]．予測に使う変数 X1 , X2 , . . . , Xn
を独立変数，予測される変数 Y を従属変数という．
重回帰分析を行うことで，従属変数を独立変数の位
置時式で表わした重回帰式を得る．得られた重回帰式
がどの程度従属変数を説明できているかは，決定係数
の値を見ることで判定できる．決定係数が 1 に近いほ
ど重回帰式の精度は高いと判定される．
しかし決定係数は，独立変数の数が増えると，重回
帰式の精度に関わらず大きくなる．そこで本研究では，
説明変数の数を考慮した自由度調整済み決定係数をつ
かって判断する．重回帰式の精度が高くなる程，決定
係数の値は 1 に近づく．
また重回帰分析を行うと，各独立変数に対して p 値
が算出される．p 値は重回帰式での各独立変数の係数
が 0 である確率で，その独立変数が従属変数の予測に
意味をなしていない確率を表している．
本実験では道路および建物に対する地図の特徴の指
標を独立変数，都市価値維持率を従属変数として分析
· 予測を行う．

4.4

使用するエージェントアルゴリズム

既存研究では検証に特定のエージェントのみをもち
いたことを問題としてあげた．
本研究では，RoboCup の大会で使われるすべての
エージェントアルゴリズムをもちいてシミュレーショ

ンを行い，結果を分析することが望ましい．しかしそ
れは，シミュレーションにかかる時間やエージェント
アルゴリズムの入手方法が問題となるため，現実的で
はない．
そこで本研究では，エージェントアルゴリズムの公
開が義務付けられている，RoboCup 世界大会の上位入
賞アルゴリズムをもちいてシミュレーションを行う．ま
た，RoboCupRescue に参加する多くのチームが公開さ
れた上位のエージェントアルゴリズムを基に開発を行っ
ている．したがって，これらのエージェントアルゴリ
ズムをもちいることで，実験に使用するエージェント
アルゴリズムは，RoboCupRescue で使われるアルゴリ
ズムの多くを含んでいると考えられる．
以上の点を踏まえて，実験には次のエージェントア
ルゴリズムをもちいる．これらは RoboCup2008 で上
位入賞したチームのアルゴリズムである．

• MRL(イラン)

市民エージェントの設定
その地図データの人口密度をもとに設定した．
避難所・出火点の設定
避難所については，各行政区の避難所数をもとに
設定した．出火点については，名古屋市の被害予
測をもとに設定した．
道路閉塞
阪神・淡路大震災における道路閉塞の状況をまと
めた家田らの研究 [14] をもとに，道路の幅員と
震度に応じて設定した．
シミュレーション時間
シミュレーションの時間に関しては，現実の地震
災害ではどこまでで終わり，ということはない．
よって，この設定項目は RoboCup の Rescue シ
ミュレーション競技会を基準とし，実時間の 5 時
間に相当する時間とする．

• Impossible08(イラン)

エージェントの評価指標

• SUNTORI(日本)

4.6

• CSU YunLu(中国)

エージェントの評価指標に関して，RoboCupRescue
シミュレーションでは，2.2 節で示した式（1）で算出さ
れる都市価値 V のシミュレーション終了時の値をエー
ジェントの評価値としている．しかしこの値は，シミュ
レーション開始時のエージェント数に影響をうける．そ
のため，本実験では RoboCupRescue シミュレーショ
ン終了時の都市価値 V end をシミュレーション開始時
の都市価値 V ini で割った値を都市価値維持率 V rate
とする．しかし，RoboCupRescue シミュレーションは
乱数成分を含んでおり，また，シミュレーション開始
時のエージェントの配置などにも影響を受け，シミュ
レーションごとにその結果は異なる．よって，1 つの地
図データにつき複数回のシミュレーションをエージェ
ントの配置などを毎回変えて行う．そして，その地図
データでの V rate の平均値をその地図データにおける
エージェントの評価指標とする．

4.5

シミュレーションの設定の基準

本研究では実際の都市データをもちいてシミュレー
ションを行う．したがって，各自治体の公表データを
もちいるなどできる限り現実に近い条件設定を行った．

4.5.1

対象とする地図データ

東海・東南海連動地震に対して震度や被害の予測が詳
細に立てられている名古屋市を対象とする．地図デー
タは既存研究で使われた 47 個の地図をもちいる．この
うち，23 個を重回帰分析に，24 個を予測の検証にもち
いる．

4.5.2

シミュレーション開始時の設定

RoboCupRescue シミュレーション開始時に設定する
事項を以下に列挙する．
震度
東海・東南海連動地震で想定されている震度をも
とに設定する．
災害救助エージェントの設定
1 つの地図データに対し，消防署の 1 出張所が担
当したことを想定して設定した．

4.7

シミュレーション回数

4.6 で述べたように，1 つの地図データにつき複数回
のシミュレーションを行う．
ここで，1 つの地図データに対しあるエージェント
アルゴリズムを適用したときの都市価値維持率の母平
均を µ，標本の平均を V̄ ，標本の標準偏差を σ とする．
ある地図データで MRL をもちいて 30 回のシミュレー
ションを行い，V̄ ，σ を求めた．そして，信頼率 95%で
µ − σ2 ≤ V̄ ≤ µ + σ2 の範囲に V̄ の値が入るためのシ
ミュレーション回数を求めたところ，約 18 回であった．

このことから，十分に母平均が推定できるシミュレー
ション回数として，1 つの地図データとエージェントア
ルゴリズムの組に対し 30 回のシミュレーションを行う
こととする．

4.8

シミュレーション結果と検証

前述のシミュレーション条件でシミュレーションを
行い，予測値と実測値を比較した．そのうち結果が顕
著であった MRL と SUNTORI での結果を図 5，図 6
に示す．

表 1: 自由度調整済み決定係数
アルゴリズム

MRL
Impossible
SUNTORI
CSU Yunlu

-0.2048
0.3571
0.3999
0.3456

表 2: MRL と Impossible における指標の P 値
地図の指標

図 5: MRL での予測

自由度調整済み決定係数

セミグロス建蔽率
建物の周長
従属度
最大隣接建物距離
配置配分比
接道距離
隙間率
道路の総延長
道路密度
棟数密度

エージェントアルゴリズム
MRL
Impossible

0.685
0.928
0.640
0.850
0.527
0.956
0.428
0.570
0.987
0.221

0.880
0.050
0.423
0.101
0.044
0.045
0.925
0.466
0.158
0.424

表 3: SUNTORI と CSU における指標の P 値
地図の指標

図 6: SUNTORI での予測
図 5 では予測値と実測値が大きく離れている地図は
ない．誤差の絶対値の平均値は 0.0344，実測値の標準
偏差は 0.0308 であり，MRL では予測がうまくできて
いる．一方図 6 では 12 番の地図や 24 番の地図で予測値
と実測値が大きく離れている．誤差の絶対値は 0.0344
で実測値の標準偏差は 0.0308 より大きく，予測できて
いるとはいいきれない結果となった．
次に決定係数と p 値をみることで，予測の内容を検
証する．表 1 に各エージェントアルゴリズムに対して
得られた重回帰式の決定係数，表 2 に各指標の p 値を
示す．

セミグロス建蔽率
建物の周長
従属度
最大隣接建物距離
配置配分比
接道距離
隙間率
道路の総延長
道路密度
棟数密度

エージェントアルゴリズム
SUNTORI
CSU

0.731
0.940
0.611
0.063
0.048
0.091
0.647
0.003
0.975
0.242

0.884
0.708
0.484
0.606
0.302
0.691
0.779
0.403
0.978
0.055

表 1 より，どのエージェントでも決定係数は高いと
いえない．グラフでは予測がうまくできていた MRL
は特に決定係数が低く，予測が大きく外れている地図
があった SUNTORI はこのなかでは最も決定係数が高
い．このように，実測値との比較をすると予測をでき
ているように見えても，決定係数が低く，予測の精度
は高くないことがわかる．
そこで次の図 2,3 に，各エージェントの p 値を示す．

本研究では p 値が 0.05 以下の時にその指標が従属変数
の予測に意味があると判断する．
図 2,3 よりどのエージェントでも p 値が大きい．特に
MRL では全ての指標で p 値が 0.05 より大きく，指標が
予測に意味をなしていない可能性が高い．つまり MRL
の予測結果にあまり意味がないことが考えられる．
SUNTORI の p 値をみると，配置配分比と道路の総
延長の p 値が低く，これらの指標は SUNTORI の評価
予測に意味をなしている．そこでこの二つの指標を使
い SUNTORI の重回帰分析をやり直した．その結果得
られた自由度調整済み決定係数を次の表 4 に示す．
表 4: 指標を限定した重回帰分析での自由度調整済み
決定係数
アルゴリズム

自由度調整済み決定係数

SUNTORI

0.2705

表 4 に示されるように，意味がある可能性が高い指
標のみをもちいて重回帰分析を行っても，自由度調整
済み決定係数は改善しなかった．以上のことから，本研
究の実験でもちいた条件が不十分であったために，指
標とエージェントの評価の依存関係をうまく分析でき
なかったと考えられる．

4.9

予測できなかった理由の考察

次の三つが理由として考えられる．

(i) 評価方法の問題点
現在 RoboCupRescue シミュレーションで使われ
ている都市価値は，消防，救急，啓開の各エー
ジェントの働きを総合的に評価している．そのた
め，本研究で予測した都市価値維持率も各エー
ジェントの働きを総合的に評価したものであると
いえる．しかし，たとえ各エージェントの働きが
地図の特徴に依存していたとしても，その依存関
係はエージェントによって異なるため，それらを
統合することによって結果としてエージェントの
働きと環境の依存関係が分かりづらくなっている
可能性がある．
(ii) シミュレーションの設定
本研究では，東海 · 東南海連動地震によって被害
が出ることが予測される名古屋市から切り出した
地図をもちいてシミュレーションを行った．また，
災害救助エージェント数，市民エージェント数，
出火点の数等の設定も，現実の数値を基にして設
定を行った．しかし，このような設定は，建物お

よび道路に関する地図の特徴の指標以外に，エー
ジェント数や出火点の数，地図の大きさがエー
ジェントの評価に影響を与えると考えられる．さ
らに名古屋市内の地図に，ある共通する特徴があ
ることも考えられる．このような地図を対象に分
析を行っても，一般的な分析結果を得ることはで
きない．

(iii) エージェントアルゴリズムの変化
RoboCupRescue 大会では，エージェントの評価
を上げるために，地図に合わせてアルゴリズムを
変更する手法が導入されてきている．また，最近
の RoboCupRescue 大会で上位チームのアルゴリ
ズムは，シミュレーション開始前に対象とする地
図の解析を行う．それにより以下の振る舞いが可
能となっている．
• 地図内での最短経路の探索
• 建物の情報から，火が燃え広がりやすい区
画を計算し，それを基にした消火活動
• 地図の特徴に合わせたシミュレーション実
行時における動的なアルゴリズムの変更
このようなエージェントアルゴリズムの変化によ
り，エージェントの評価は地図の特徴にあまり依
存しないと考えられる．その結果，エージェント
アルゴリズムと地図の特徴を表した，建物および
道路の特徴に関する地図の指標との相関が低く
なってしまったと考えられる．

(iii) で，エージェントアルゴリズムと地図の特徴との
相関が低くなってきていると述べた．しかし 2008 年の
RoboCupRescue 世界大会では，地図によってエージェ
ントの評価の優劣が変わっている．ここから，RoboCup
Rescue のエージェントの評価は，環境と何らかの関係
を持っていると考えられる．本研究では (i) の理由から，
エージェントの評価が地図の特徴と関係を持っている
のか，それとも地図の特徴以外で被災空間に含まれる
他の何かと関係を持っているのか，がわからなかった．
そこで，エージェントの評価を予測するためには，ま
ずエージェントの評価と，これまでに我々が定めた地
図の特徴との依存関係の有無をはっきりさせる必要が
あると考えられる．そのために，次のようなシミュレー
ションと評価方法を導入する必要がある．
まず，(i) で述べ たように，エージェントの評価か
ら，建物および道路に関する地図の特徴以外の影響を
なくさなければならない．そのために，広さは同じだ
が，異なる特徴を持った地図を用意し，エージェント
数，出 火点の数等の設定を等しくしたシミュレーショ
ンを行 う．次に (ii) で述べた問題を解決するために，
各災害 救助エージェントの働きを個別に評価する．こ

れにより得られた結果を分析することで，エージェン
トの評価と地図の特徴との依存関係の有無をはっきり
させることができると考えられる．
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