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1. はじめに

ソーシャルフォースモデル (SFM)[1] における
エージェントシミュレーションでは、移動可能領
域と障害物から成る 2次元空間 (=環境)内を多数
のエージェントが、それぞれの目的地に向けて移動
しながら互いに干渉する状況を再現する。イベント
会場における混雑予測や、駅・空港などにおける人
流シミュレーションなどに応用される。汎用シミュ
レーションシステムである S4 Simulation System

[5]は環境とエージェントの出現・移動ルールを定め
るだけユーザーが所望する SFMシミュレーション
を行うことができる。本発表ではS4におけるSFM

シミュレーションの動作原理を概説したのち、経
路計算手法のバリエーションに言及し、各手法の
比較を行う。

2. SFMシミュレーションの概要

S4における SFMシミュレーションは次のよう
に動作する

1. (ユーザーが与えたルールに従って)エージェ
ントの出現位置 s・目的位置 tが決まる

2. sから tへの経路計算を行う

3. シミュレーションの時間ステップごとに各エー
ジェントについて以下を行う:

• 2で求めた経路上に仮目的地 d設定する

• 各エージェントの現在位置や障害物位置、
仮目的地 dの情報を SFMモデルの運動
方程式に与え、速度ベクトルを計算する

• 各エージェントが自身の速度ベクトルに
従って移動を行う

エージェントの出現/目的位置の定め方はユーザー
が決めたルールに基づく (例えば、イベント会場
の入り口を出現位置・イベントスペースを目的位
置とする、等)。2の経路計算および 3の仮目的地
dの設定方法は本発表のメインとなる要素であり、
次節以降で解説していく。3の後半部分に現れる

SFMモデルの運動方程式は、各エージェントが仮
目的地に向かう推進力と他エージェントや障害物
からの斥力といった外部作用を考慮して得られる
もので、これを逐次離散的に解いていくことでエー
ジェントが周囲からの干渉を受けながら各自の目
的地に向けて移動する様子を計算できる。以下で
は S4における SFMシミュレーションの核となる
経路計算手法について複数のバリエーションを紹
介し、各手法の比較を行う。

3. 経路グラフ法
経路グラフを用いた経路計算は、移動可能領域

上にノードとエッジからなるグラフを用意してお
き、グラフの経路計算アルゴリズムを用いる手法
である。具体的には、以下のようになる
経路計算 sおよび tに最も近いグラフノード ns,

ntを求め、nsから ntへ向かうグラフ上の経
路をグラフアルゴリズム (ダイクストラ法等)

によって求める

仮目的地 出現時に仮目的地を nsに設定し、以降
仮目的地に着いた時点で新しい仮目的地をグ
ラフ上の経路の次ノードに更新していく

この手法は事前にダイクストラ法によって各ノー
ド間の最短距離を求めておくことでエージェント
ごとの経路計算の必要はなくなり、高速に動作す
る。また、経路グラフを格子状に適当に細かくと
ることで 2点間の実質的な最短経路を求められる。
一方で経路グラフの設定の手間があることや、(他
エージェントとの干渉などが原因で)仮目的地が
不可視となった場合に目的地に到達不可能になる
ケースが存在するといった欠点がある。

4. Corridor Map Method (CMM)法
CMM法 [4]は障害物の境界線を要素とした一般

化ボロノイ図を用いる手法である。移動可能領域
の情報のみから任意の 2点間の経路を求めること
ができ、経路グラフ法の欠点を克服している。具
体的な内容は以下の通りである:
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前処理 前処理として、移動可能領域のボロノイ図
を求め、ボロノイ図上の頂点と境界線からな
るグラフ構造を求める。境界線は一般には曲
線であり、これは適当に細かく離散化して表
現する。併せて、グラフ上の最短経路情報を
(ダイクストラ法などによって求め)記憶して
おく。

経路計算 sおよび tに最も近いボロノイ図上の頂
点 bs, btを求め、bsから btへ向かうグラフ上
の経路を前処理で求めた最短経路情報から得
る。これによって s bs bt tをつなぐ点列が得
られる。

仮目的地 エージェントの現在位置から可視な点列
上の点であって、最も先 (目的地に近い)にあ
る点を仮目的地に設定する。

毎回の経路計算は事前に求めた最短経路情報から
経路を復元するだけであるため、高速に動作する。
一方でボロノイ図の境界線を経路の基準とするた
め、移動可能領域の形状によっては画像のように
不自然な大回りをする経路が得られることがある。

図 1: CMM経路 (点線)と TIM経路 (実線)

5. Trajectory Improvment Method

(TIM)法

TIM法はCMMの経路計算ステップの後処理と
して、経路を障害物からある程度の距離を保ったま
ま距離が短くなるように変形させることで、CMM

の経路を自然にする。具体的には以下のように計
算する:

前処理 適当な粒度で移動可能領域を離散化し、

その各点から障害物までの距離を Euclidean

Distance Transform[3]によって求めておく。

経路計算 CMM法の経路計算を行ったのち、次の
後処理を行う:

1. CMMの経路の点列から適当に頂点を間引い
て折れ線の経路 (p1, p2, ..., pN )を得る

2. pn (n = 1, 2, ..., N)を変数とし、以下の項の
総和からなる目的関数を最小化する:

• 経路長 ||(pn − pn−1)||2

• 障害物からの距離に応じたペナルティ σ ·
c(d(pn))

2 ここで c は距離からペナルティへ
の写像で、ヒンジ損失などを用いる。また、σ
はパラメータで、小さいほど経路長を短くす
ることを優先するようになる。

この目的関数は非線形関数の 2乗和の形になるた
め、levenberg marquardt法などで効率的に最適
化できる [2]。

仮目的地 CMM同様に、エージェントの現在位置
から可視な点列上の点であって最も先 (目的
地に近い)にある点を仮目的地に設定する。

TIM法は最適化によって障害物との間隔を保って
かつ経路が短い自然な経路が得られ、また障害物
ペナルティの重みを変化させることで同じ出発・目
的位置でもエージェント毎に多様な経路を取らせ
ることができるなど、人流シミュレーションに適
した手法といえる。一方で最適化をエージェント
ごとに行うため計算時間の面では他の手法に劣っ
ている。
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