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In order to compare simulation data for multi-agent simulation efficiently, we develop the support 
system to compare simulation results. This system applies to reinforcement learning with the genetic 
algorithm. Our system has function to chart data automatically and function of charting overlay using 
Adobe Flex. As a result, we reduced work time in which one compare data by almost 20% of the 
conventional process. 
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1．はじめに 

マルチエージェントシミュレーション（Multi-Agent 
Simulation : MAS）では，アルゴリズムの確認や手法の比

較するために複数の入力パラメータを用いてシミュレー

ションを行う必要がある．入力パラメータの組合せが増

えれば，それに対するシミュレーション結果は膨大とな

り，シミュレーションプログラム・入力パラメータ・シ

ミュレーション結果の管理は困難となる．そこで，我々

はMASのためのデータ管理機能を持った分散計算シス

テムの開発を行った1)．その結果，開発したシステムを

用いてMASのシミュレーションの効率化を図ることが

できた． 
一方，管理されているシミュレーション結果を比較す

る際，単位時間ごとの推移や詳細な違いなどを数値のみ

から比較することは極めて困難となる．実験結果とシミ

ュレーション結果を比較する必要がある流体研究の分野

では，流体研究者が，それらの比較作業を容易に行える

環境を実現するために実験解析機能・シミュレーション

機能・結果比較機能・データ管理機能をもったFluid 
e-Laboratoryを開発している2)．Fluid e-Laboratoryの結果比

較機能では，実験結果やシミュレーション結果の数値デ

ータをグラフ化しレポートを生成する．そこで本稿では，

Fluid e-Laboratoryの結果比較機能を参考に我々の開発し

たシステムにより管理されているシミュレーション結果

から，グラフを自動的に生成し，一覧表示，重ね合わせ

表示を行う，MASのためのデータ比較支援システムを開

発する．本システムの適用事例として，MASの行動制御

のための強化学習アルゴリズムであるQ-learning with 
Dynamic Structuring of Exploration Space Based on Genetic 
Algorithm （QDSEGA）によるMAS3, 4)を用いた．２章で

我々の開発したMASのためのデータ管理機能を持った

分散計算システムとシミュレーション結果の比較につい

て簡単に述べ，３章で開発したシステムについて述べる．

４章で本システムに用いた適用事例と評価方法について

述べた後，５章でまとめと今後の課題について検討する． 
 

２．データ管理機能を持った分散計算システム 

本システムに用いるシミュレーション結果を生成する

ためにMASのためのデータ管理機能を持った分散計算

システムを用いる．このシステムは，分散計算システム

とデータ管理システムで構成している．本稿では，デー

タ比較に着目し，データ管理システムで管理されている

シミュレーション結果とシミュレーション結果の比較に

ついて簡単に説明する． 
データ管理システムでは，データ管理を効率的に行う

ためにシミュレーションプログラムと入力パラメータ等

の関係の登録をPHPとMySQLにより実現した．データ管

理の対象となるデータの種類は，ユーザ・研究分野・シ

ミュレーションプログラム・入力パラメータ・シミュレ

ーション結果等とする．データ管理システムは，それら



 

のデータとそれぞれの対応関係を自動的に登録する．シ

ミュレーション結果として，結果ファイルが存在する場

合，そのファイル名をデータベースに登録する．また，

ユーザが検索の際に大量のファイルを開くことなく，検

索したい結果ファイルを探せるように，結果ファイルか

ら特定の結果データを抽出し，記録する方式を取った． 
しかし，ユーザが特定の結果データではなく単位時間

ごとの推移を見る場合や同じ傾向の結果データに対して

比較を行う際には，検討対象となる結果ファイルを開き，

数値の比較やグラフ化といった作業が必要となる．また，

同じ入力パラメータに対して，乱数を変更するMASのシ

ミュレーションでは，シミュレーション結果の平均と分

散からアルゴリズムの確認や比較を行っていた．しかし，

より詳細にアルゴリズムの確認や比較を行うためには，

大量の結果ファイルをグラフ化していく必要がある．こ

れらの結果ファイルのグラフ化や比較をスプレッドシー

ト等によって手作業で行っていくには，作業時間の問題

と，グラフに対するシミュレーションプログラム・入力

パラメータ・結果ファイルの対応関係の煩雑さ，といっ

た問題が発生する．そこで，結果ファイル内の一部の結

果データだけでなく，結果ファイル内のすべての結果デ

ータ対して，グラフを自動的に生成し，グラフとシミュ

レーションプログラム・入力パラメータ・結果ファイル

の対応関係を保存するシステムが必要となる． 
 

３．システム構築 

３．１ システムの概要 

本システムは，シミュレーションの結果ファイルから

自動的にサムネイル画像を生成し，表示するためのサム

ネイル自動生成機能と，シミュレーション結果の比較の

ためのグラフ重ね合わせ機能の2つの機能を持つ．図1に
本システム概要を示す． 
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図 1 システムの概要 

 
本システムで想定するユーザは，MASの結果を比較す

る研究者を想定する．インストールなどのユーザに対す

る導入の容易さと，動的な操作ができることから，ユー

ザへのシステム提供方法は，PHPとFlexを用いたWebベー

スのシステムを開発することで対応した． 
サムネイル自動生成機能では，シミュレーションの結

果ファイルからグラフ作成ツールであるgnuplotを使用

し，サムネイル画像を生成する．グラフ重ね合わせ機能

では，ユーザの選択操作によって重ねるグラフを選択し，

動的にグラフを生成する． 
３．２ サムネイル自動生成機能 

サムネイル自動生成機能は，過去に我々の開発したシ

ステムに既に登録されている結果ファイルからgnuplot
を用いて，サムネイル画像を生成する（図2）． 
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図 2 サムネイル自動生成機能の構成 
 
gnuplotを用いて画像を生成する際，gnuplot用のソース

ファイルが必要となるが，テンプレートファイルを用意

し対応した．結果ファイルが格納されるディレクトリは，

javaによる監視プログラムにより監視が行われる．監視

プログラムは，ディレクトリ内の更新を検知すると，

gnuplotへ更新された結果ファイルの結果データを送り，

gnuplotは送られた結果ファイルの結果データからサム

ネイル画像を生成する．サムネイル画像が生成されると

監視プログラムは生成されたサムネイル画像名をデータ

ベースへ登録する．また，サムネイル画像との対応を記

録するために，結果ファイルとサムネイル画像の対応関

係を保存する．結果ファイルは，過去に我々の開発した

データ管理システムにより，シミュレーションプログラ

ムや入力パラメータ等と対応関係を持っているものとす

る．これにより，サムネイル画像はこれらとの対応がと

れる． 
ユーザは，Web Browserを通して検索操作を行い，サ

ムネイル自動生成機能で生成されたサムネイル画像と，

それと対応関係がある情報を確認することができる．こ



 

こで，ユーザはシミュレーションプログラム名を検索し，

それと対応関係がある入力パラメータ・結果ファイル・

サムネイル画像を確認する．ユーザがシミュレーション

プログラムを検索するとFlexによるswfからPHPによる

変換プログラムへ通信が発生し，変換プログラムはデー

タベースに問い合わせを行う．swfはクライアントサイド

で実行される．本システムでは，サーバーサイドへ格納

されているデータベースに問い合わせを行うためにサー

バーサイドで実行されるPHPを中継することで対応した．

変換プログラムは，データベースに問い合わせ，情報を

取得した後，xml形式へ変換しswfへ渡す．Flexではxml
形式のデータを扱うことで，容易にデータグリッド表示，

タイル表示が行うことができる．swfはxml形式で得たシ

ミュレーションプログラム・入力パラメータ・結果ファ

イルの対応関係と共にサムネイル画像をタイル表示によ

って表示する（図3）． 
 

 

 

図 3 タイル表示によるグラフ一覧 

 
これらにより，ユーザはシミュレーションプログラム

の入力パラメータと共に単位時間ごとの挙動やシミュレ

ーションの推移を容易に確認することが可能となった．

また，サムネイル画像を表示する機能はポップアップウ

ィンドウを導入し，複数のポップアップウィンドウを開

いて比較することを実現した．本システムの適用事例で

は，1回のシミュレーションで3つの結果データが出力さ

れるため，3つのサムネイル画像を表示する．各ポップア

ップウィンドウはサイズ変更が可能となっている．ユー

ザがサイズ変更を行うと，システムは横2列等の変更を自

動的に行う．これにより，ユーザは出力ファイルを開く

手間を省くことができ，専門的な知識を持つことなしに

グラフによる比較が可能となった． 
３．３ グラフ重ね合わせ機能 

グラフ重ね合わせ機能は，サムネイル自動生成機能に

より生成されたサムネイル画像からユーザの選択操作に

より，グラフを重ねて表示する（図4）． 
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図 4 グラフ重ね合わせ機能の構成 
 
ユーザは，Web Browserを通して選択操作を行い，グ

ラフ重ね合わせ機能を用いることで，比較したい結果デ

ータを選択された結果データの違いを比較することがで

きる．ここで，選択対象は，サムネイル自動生成機能に

よってタイル表示されたサムネイル画像である． 
ユーザがサムネイル画像を選択すると，swfから変換プ

ログラムへ通信が発生する．変換プログラムは，サムネ

イル画像と対応関係がある結果ファイルをデータベース

に問い合わせ，結果ファイルの結果データを取得した後，

xml形式へ変換しswfへ渡す．swfは送られたxml形式の結

果データをデータグリッド表示により数値データとして

表示する．また，swfはxml形式の結果データから自動的

にグラフを生成する．同様の手順によって，グラフ重ね

合わせ機能は，複数のグラフを重ね合わせていくことを

実現した（図5）． 
 

 

 

図 5 重ね合わせ機能によるグラフ表示 

 
ここで，左下に表示されている数値データは，変換プ

ログラムからxml形式によって送られた結果ファイルの

結果データをFlexのデータグリッド表示したものである．

右下に表示されたグラフは，結果ファイルの結果データ

をグラフ化し，重ね合わせたものである．このグラフのx
軸，y軸は自動的に調整される．これにより，ユーザは結

果データの比較のための設定等を意識することなくグラ



 

フ化が可能となり，グラフと数値データとの相互参照も

容易に行うことが可能となった． 
 

４．適用事例と評価 

QDSEGAを用いたMAS・近傍交叉QDSEGAを用いた

MAS・削除アルゴリズムと近傍交叉QDSEGAを用いた

MAS（以下，適用事例）を用いて5名の被験者に利用実

験を行った．適用事例は，MASの協調行動を獲得するた

めの強化学習アルゴリズムである．適用事例では，10体
のエージェントを用いて，協調行動を取り2対以上でゴー

ルへ荷物を運ぶというタスクが与えられている．エージ

ェントには目標地点が定められ，タスクへ向け目標地点

へ移動を行う．タスクの達成率により学習を行い，目標

地点が更新される．学習は遺伝的アルゴリズム（GA）と

Q学習により行われる．出力される結果データはGAの世

代ごとの目標地点の数を表す行動数，タスクの達成回数

を表すゴール回数，学習の進捗状況を表すGAINである．

適用事例では，入力パラメータを用いて手法の比較，入

力パラメータの検討を行う必要があり，早い世代での行

動数の最小化とGAINの最大化が目的となる． 
利用実験は，表計算ソフトであるMicrosoft Excelと本シ

ステムを用いて行う．Microsoft Excelの利用実験では，

あらかじめ20個の結果データを利用実験用に選別した．

また，被験者がMicrosoft Excelによる結果データを覚え

ていることを考慮し，本システムの利用実験では，異な

った20個の結果データを登録した．それぞれの利用実験

での作業時間を測定した結果を図6に示す． 
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図 6 作業時間の比較 

 
利用実験において，被験者に与えた作業は，結果デー

タの中からGAINが最も高い値で収束が早いものを選択

するというものである．作業時間は，結果データの比較

を行い，被験者が最も高い値で収束が早いGAINの結果デ

ータを持つ結果ファイルを提示するまでの時間である． 
Microsoft Excelによる利用実験では，被験者に適用事例

のシミュレーション結果であるテキスト形式の結果ファ

イルを提示することで行った．被験者は，提示された結

果ファイルの結果データをMicrosoft Excelの機能による

グラフ化を用いて，比較を行った． 

一方，本システムによる利用実験では，適用事例のシ

ミュレーション結果をサムネイル自動生成機能によって

サムネイル画像を生成し，データベースへの登録が行わ

れた状態で行った．被験者は，本システムの機能を用い

て，比較を行った．Microsoft Excelによる被験者実験で

作業時間の最短時間は約20分であり，本システムによる

被験者実験では約5分であった．Microsoft Excelと本シス

テムを比較すると約1/4に作業時間が短縮できた． 
作業時間を短縮できた理由として，ファイルを開き，

手作業によってグラフ化を行う手間が省けたことが考え

られる．また比較作業の際，各グラフを1枚のシートにま

とめる，ウィンドウを小さくし確認する，各グラフの軸

をそろえるといった手間が省けたことが考えられる．し

かし，重ね合わせる結果データが数十にも増えてくると

視覚的に認識しにくくなるといった欠点も含んでいる． 
 

５．まとめと今後の課題 

本稿では，MASのためのデータ管理機能を持った分散

計算システムを拡張し，シミュレーションの結果ファイ

ルからグラフを自動的に生成し，比較を支援するための

システムを開発した．過去のMASのシミュレーションで

は，結果の平均と分散からアルゴリズムの確認や比較を

行っていたが，大量の結果ファイルを開くことなく効率

的に比較することが可能となった．また，類似した結果

データを重ね合わせることで比較作業を容易に行うこと

が可能となった．作業時間の減少から，本稿で述べた利

用実験より本システムの有効性を示すことができた．今

後は，他のMASのアルゴリズムに適用し，汎用化できる

部分の洗い出しと機能の拡張を目指す． 
 

謝辞：本研究の一部は，文部科学省社会連携研究推進事

業（平成17年度～平成21年度）による私学助成を得て行

われた．  
 

参考文献 

1) 前田 太陽, 青木 悠祐, 村田 忠彦 : マルチエージェ

ントシミュレーションのためのデータ管理機能を持っ

た分散計算システムの開発, 計算工学会講演会論文集, 
Vol.13, pp.987-990, 2008. 

2) 中井 純, 庄司 朱澄, 門岡 良昌, 田子 精男 : 流体研

究者のための問題解決環境Fluid e-Laboratoryの構築, 
計算工学講演会論文集, Vol.11, pp.553-556, 2006. 

3) 青木 悠祐, 村田 忠彦 : マルチエージェントの行動

制御のためのQDSEGA における近傍交叉の適用法 , 
第23回ファジィ・システム・シンポジウム講演論文集, 
pp.615-618, 2007. 

4) Tadahiko Murata, Yusuke Aoki : Developing Control 
Table for Multiple Agents Using GA-Based Q-Learning 
With Neighboring Crossover, Proc. of IEEE Congress on 
Evolutionary Computation, pp.1462-1467, 2007. 


