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RoboCupRescue Simulation における
エージェントのランキング手法に関する考察
Statistical ranking in RoboCupRescue Simulation
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In this paper, we consider the validity of ranking of agents in RoboCupRescue Simulation. The simulation
contains stochastic variable. Therefore, rank the agents by simple ranking methods such as the average score of
multiple experiments. We define a proper ranking and discuss diﬀerences between it and simple rankings through
experiments.

1.

はじめに

大規模な地震災害に対する様々な取り組みの 1 つに，
RoboCupRescue Simulation(以降, RRS) プロジェクト
がある．RRS は，地震災害における数種類の災害救助隊
などをエージェントとして再現したマルチエージェントシ
ミュレーションであり，災害救助隊の救助活動戦略を研究
できるプラットフォームである [Takahashi et al., 2001]．
RRS プロジェクトでは近年，エージェントのプログラ
ム構造を研究者間で共通化する取り組みが行われている．
その成果として，複数の研究者が開発した優秀なエージェ
ントのアルゴリズムを組み合わせることで，より優秀な
災害救助隊を作り出す試みがされるようになった．
この際優秀なエージェントを選出するためには，エー
ジェントの順位付けを行うことが必要であるが，シミュ
レーションは確率的要素を含んでいる．そこで，1 回の
シミュレーションのスコアや，複数回のシミュレーショ
ンの平均スコアなどで順位付けがなされてきた．しかし
ながら，このような順位付けは経験的なものであり，具
体的な根拠があるものではない．
本稿では，RRS のようなシミュレーションのエージェ
ントを評価する上で順当と言える順序を定め，平均値な
どによる順位付けが，どの程度順当であるかを実験によ
り調査する．

2.

関連研究

トの救助活動戦略を設計・実装することで，災害環境下に
おける経路探索や情報共有，タスク割当アルゴリズムな
どの研究が可能である [Skinner and Ramchurn, 2010]．
エージェントの評価にあたっては，シミュレータが出
力する都市価値を表したスカラ値のスコアが主に使用さ
れる．このスコアは，都市価値であるため被害が拡大す
るとともに減少する．そのためシミュレーション開始時
に算出されたスコアを，維持できたエージェントがより
優秀であると判断できる．
RRS プロジェクトでは毎年，技術交流を目的とし
てエージェントプログラムを用いた競技会が開催さ
れ て い る. さ ら に 近 年 で は ，エ ー ジェン ト の プ ロ グ
ラ ム 構 造 を 研 究 者 間 で 共 通 化 す る Agent Development Framework が導入された [Takami et al., 2018,
Visser Arnoud et al., 2015]．これにより，それぞれの研
究者が開発したエージェントのアルゴリズムを組み合わ
せることで，より優秀な災害救助隊を作り出す取り組み
が行われるようになった．
この際，組み合わせによって作り出されたエージェン
トの評価をするために，その順位付けを行う必要がある．
しかしながら，シミュレーションには確率的要素が含ま
れている．そのため，運も実力の内とした 1 回のシミュ
レーションのスコアや，複数回のシミュレーションの平
均スコアなどで順位付けがなされてきた．ただし，この
ような順位付けは経験的なものであり，具体的な根拠に
基づいたものではない．

2.2 対戦ゲームのレーティングシステム
チェスやサッカーなどのプレイヤー対プレイヤーのゲー
ムにおいて，そのプレイヤーもしくはチームの強さを示
す手法として，レーティングシステムがある [Elo, 1978,
Keener, 1993]．レーティングシステムでは，そのプレイ
ヤーの強さを示す指標として，レートが与えられ，対局
に勝つことで上がり，負けることで下がる．よって，レー
トが高いプレイヤーが強いとされ，そのレート順に各プ
レイヤーがランキング付けされる．
しかし，このようなレーティングシステムでは基本的
に，対戦相手とのレートの差が考慮されるようになって

2.1 RoboCupRescue Simulation
RRS は地震災害を対象に，被災地域と災害救助活動を
コンピュータ上で再現し，災害救助隊の救助活動戦略を
取り扱うことができる研究プラットフォームである．災
害救助隊は，消防隊・救急隊・土木隊と各隊の司令部の 6
種類のエージェントで構成される．これらのエージェン
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おり，レート算出時に各プレイヤーの状態が必要となる．
さらに，対戦相手のレート以外に対戦相手のランク付け
や，試合独自の固有値が導入される場合がある．よって
プレイヤー対環境の対戦がベースの RRS には不向きで
ある．

2.3 一対比較法
一対比較法とは，比較判断のために用いられる方法の 1
つで，RRS で例えるなら，他のエージェントや複数回の
シミュレーション結果など，比較の対象が複数存在する場
合に 2 つずつ組み合わせ，リーグ戦形式で比較判断を繰り
返して対象の順位を決定する手法である [Scheﬀe, 1952]．
一対比較法に関わる研究の中で，最尤ランキングとし
て，最終的に順位づけた順序の矛盾の個数が少ないほう
が望ましい順位付けだとする順位付けの手法が提案され
ている [Remage and Thompson, 1966]．この考え方では
矛盾の個数のみで，その度合いが考慮されていないが，
順序の矛盾の度合いを考慮し，これを最小化した順序
付けをすることで，ランキング上位の個体が下位の個体
より，確率的に優位といえる順序付けを実現できると考
える．

3.

勝敗度・最順当順序

3.1 勝敗度
最も矛盾の少ない順序付けをするためには，前節で述
べたように順序の矛盾の度合いを得るための指標が必要
である．本稿では，2 つのエージェント a, b に対して，そ
れぞれの成績として確率密度関数 fa , fb がある時，a の
b に対する対戦の勝敗度を以下のように定める．
∫ ∞
x
∆(a, b) =
fa (x)dx inf fb (y)dy
−∞
∫ ∞

−

−∞

−∞

y

fb (y)dy inf fa (x)dx
−∞

(1)

この ∆ は，a, b 各々の確率密度関数で決まる成績を比
べ，その大小で勝ち負けを決めたときの a の勝率から b
の勝率を引いた優位度を示しており，a が全勝で 1，全
敗で-1，引き分けで 0 となる．また，∆(a, b) = −∆(b, a)
である．
この勝敗度を用いて，a, b に優劣をつけるとする．よっ
て，∆(a, b) ≥ 0 の時、a は b に優位であるとし、a ⪰ b
と表せる．

つ ま り，形 式 的 に 書 く と エ ー ジェン ト 集 合 A =
{a1 , a2 , . . . an } があり，各エージェント対の勝敗度を
δij = ∆(ai , aj ) とする．この時 δij を (i, j) 要素とし
て持つ行列 D を考える．この D は交代行列となるが，
この行列の右上領域の負要素の総和が 0 に近くなるよう
に，つまりは行列の右上領域の総和が最大になるように，
エージェント集合を順序付けた場合に最順当順序となる．

4.

他の順位付け手法との比較

4.1 実験目的
前章までに定義した最順当順序と平均値などによる順
位付けを比較し，それらが順当であるか調査する．また
最順当順序に並べた際に全順序にならないようなエー
ジェント集合がある場合は，これについて考察する．
4.2 実験内容・結果
最順当順序で並べた順位付け (most proper) とその他
の手法として，
，成績の平均値による順位付け (average)，
成績の中央値による順位付け (median)，総当り戦にお
ける勝率や勝点による順位付けに相当する各エージェン
ト毎の総合的な勝点による順位付け (winning)，また参
考値として，1 回のシミュレーションによる順位付けに
相当するランダムにサンプリングしたスコアによる順位
付け (sampling)，ランダムに順位付け (random) したも
のを取り上げる．また，順位の比較にあたっては，最順
当順序で並べた順位に対するそれぞれのスピアマンの順
位相関係数 [Spearman, 1904]，ケンドールの順位相関係
数 [Kendall, 1938]，及び最順当順序の節で述べた行列 D
の右上部分の負要素の総和を用いる．
実験にあたっては，2017 年の RRS の世界大会で使用
されたエージェント 12 種類 (a1 , . . . a12 ) と災害シナリ
オ 5 種類 (m1 , . . . m5 ) を使用する [Faraji et al., ]，各シ
ミュレーションは成績の確率分布を得るため，15 回繰り
返し実験を行った．
表 1–表 5 にそれぞれの災害シナリオにおける順序付
け手法の比較結果を示す．
4.3 考察 1:最順当順序との比較と計算コストについて
シナリオ m1 , . . . m5 の結果を見ると比較的，総合的な
勝率による順位付けが最順当順序による順位付けに近く，
次に僅差ではあるが中央値による順位付け，平均値によ
る順位付けと並んでいる．サンプリングしたスコアによ
る順位については，一部のシナリオでは中央値や平均値
に並ぶ結果を示している．また負要素の総和は，より 0
に近いほど順当であることを示しているが，各順位付け
手法に対して，スピアマン・ケンドール順位相関係数と
もに同様の傾向を示している．
一方，各順位付け手法の計算コストを考えると，最順
当順序を求めるためには，シナリオ m1 のように全順序
で並べることができない場合，単純に計算すると，すべ
ての順序を試行してみる必要がある．これはエージェン
ト数の階乗回の試行が必要であることを示している．ま
た格段に計算時間は短くなるが，総合的な勝率による順
位を求める場合についても，総当りでスコアの比較を行
う必要がある．対して，平均値や中央値は各エージェン
トのスコアのみから求められる，よって，エージェント
数と順序の計算に当てられる時間に応じて，適した手法
を選択すべきである．

3.2 最順当順序
本節では，最順当順序という考え方を定義する．前節
で述べた優位関係に推移律が成り立つ場合は，個別の対
戦成績から容易に全順序をつけることが可能である．し
かしながら，確率密度関数で表される成績の優位関係
においては，推移律が成り立たない場合があることがわ
かっている．そこで本稿では，エージェントの集合全体
を通した順序の順当さを以下のように定める．
ある順序にエージェント集合を並べた時，全
体を通して，上位のエージェントが下位のエー
ジェントに勝つ確率が，大きいほど，よりその
順序は順当であるとする．
よって，その確率が最大化される時を最順当順序と呼ぶ
ことにする．
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表 6: シナリオ m1 を最順当順序で並べた時の勝敗
Agent
Winning ratio Win(O) or Lose(X)

表 1: シナリオ m1 における比較結果
Method
Spearman Kendall Negative

most proper
average
median
winning
sampling
random

1.000
0.860
0.818
0.951
0.783
0.175

1.000
0.636
0.697
0.818
0.697
0.091

a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12

-0.1333
-2.4444
-1.5111
-0.9778
-2.3022
-19.9733

表 2: シナリオ m2 における比較結果
Method
Spearman Kendall Negative

most proper
average
median
winning
sampling
random

1.000
0.930
1.000
0.979
0.916
0.259

1.000
0.818
1.000
0.909
0.818
0.182

0.0000
-1.2533
0.0000
-0.1733
-2.0089
-19.8622

1.000
0.958
1.000
1.000
0.944
0.105

1.000
0.879
1.000
1.000
0.818
0.091

m1
m2
m3
m4
m5

1.000
1.000
0.818
0.993
0.986
-0.259

1.000
1.000
0.986
0.970
0.939
-0.182

0.0000
-1.8844
0.0000
0.0000
-3.3156
-25.0756

0.0000
0.0000
-0.1156
-0.0222
-0.5244
-34.9733

1.000
0.979
0.986
0.993
0.979
0.182

1.000
0.909
0.939
0.970
0.909
0.152

0.515
0.818
0.879
0.939
0.909

4.5 考察 3:平均値・中央値による順位の差異について
表 7 に各シナリオの平均値と中央値による順位付けの
スピアマンとケンドールの順位相関係数を示す．2 つの
順序付けの相関が強いということは，それだけ順序付け
される対象が安定していると考えることができる．実際
に今回の実験においても，平均値と中央値による順位付
けの相関が大きいほど，最順当順序による順位と他の順
位付け手法の相関は大きくなった．特に平均値による順
位とサンプリングしたスコアの順位については，同一の
傾向を示していた．
本稿の実験回数だけでは不足しているが，十分な回数
実験を行えば，今後平均値と中央値による順位付けの相
関係数を，各シナリオにおける成績の分布の特徴を知る
指標として用いることも可能であると考える．

表 5: シナリオ m5 における比較結果
Method
Spearman Kendall Negative

most proper
average
median
winning
sampling
random

0.692
0.930
0.958
0.986
0.972

4.4 考察 2:全順序にならない場合について
シナリオ m1 は，最順当順序の負要素が 0 でないこと
から，最順当順序が全順序にならなかった．表 6 にシナ
リオ m1 を最順当順序で並べた時の勝ち負けを示す．表
からもわかる通り，エージェント a8 以下は全順序がつ
けられない状態にある．この状態はランキングの下位で
エージェントの優劣をつけられなくなっていると捉えら
れる．つまり下位のエージェントはこの災害シナリオに
対して，ほとんど有効な行動を取ることができていない
と考えられる．
よって，このような場合は下位のエージェントの成績
を無視することで，上位のエージェントを全順序でもっ
て，より短時間で順序付けすることが可能である．

表 4: シナリオ m4 における比較結果
Method
Spearman Kendall Negative

most proper
average
median
winning
sampling
random

-OOOOOOOOOOO
X-OOOOOOOOOO
XX-OOOOOOOOO
XXX-OOOOOOOO
XXXX-OOOOOOO
XXXXX-OOOOOO
XXXXXX-OOOOO
XXXXXXX-OOOX
XXXXXXXX-OOO
XXXXXXXXX-OX
XXXXXXXXXX-O
XXXXXXXOXOX-

表 7: 各シナリオの平均値と中央値による順位付けの相関
Scenario
Spearman Kendall

表 3: シナリオ m3 における比較結果
Method
Spearman Kendall Negative

most proper
average
median
winning
sampling
random

1.000
0.481
0.521
0.456
-0.084
-0.081
0.057
-0.463
-0.261
-0.492
-0.593
-0.535

0.0000
-0.3422
-0.0800
-0.0133
-0.8933
-23.2089
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おわりに

Conference on Autonomous Agents and Multiagent
Systems: Volume 1 - Volume 1, AAMAS ’10, pages
1647–1648, Richland, SC. International Foundation
for Autonomous Agents and Multiagent Systems.

本稿では，RRS のようなシミュレーションのエージェ
ントを評価する上で順当と言える順序を定め，これまで
経験的に使われてきた平均値などに基づいた順位付けと
の比較し，それらが順当といえるものであったかを調査
した．結果として全体的に，勝率による順位付けが，最
も最順当順序による順位付けと高い相関を示した．続い
て中央値や平均値による順位付けも高い相関を示す場合
があった．ただし，最順当順序で並べたときにエージェ
ント集合が全順序に並ばない時には，どの手法もあまり
順当といえる結果にはならなかった．また全順序になら
ない場合の傾向の一つとして，下位のエージェントが被
災地の被害に対して有効な行動を取れていない場合があ
ることがわかった．さらに，平均値による順位と中央値
による順位の相関係数を見ることで，平均値やサンプリ
ングなどによる順位付けと最順当順序による順位付けの
近さを知ることができる可能性を示した．
よってやはり順当な順序を得るためには，本稿の最順
当順序の節で示した手法で並べる必要があるが，場合に
よっては平均値などの順位付け手法から，それに近い順
序を得られることがわかった．
今後の課題としては，エージェントや災害シナリオの
種類，また実験の回数を増やし，平均値と中央値による
順位の相関係数から見られた傾向が正しいものであるか
の調査すること，より高速に最順当順序を求める手順の
確立などが挙げられる．
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