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Q 学習を用いた動的誘導灯 
 

尾崎昭剛† 
 

概要：災害時に迅速な避難を行うため，避難誘導灯の設置が法令で義務付けられている．しかし，避難誘導灯の指示
方向は一般に固定であるため，誘導先で避難者の滞留が発生している場合には，避難効率が悪化すると考えられる． 

そこで，本研究では指示方向を動的に変える誘導灯の提案を行う．避難現象を再現するマルチエージェントシミュレ
ータ（MAS）を実装し，誘導灯の指示方向を Q 学習により学習させる．このシミュレータを用いて，指示方向が固定

の場合と学習後の動的誘導灯の避難効率の検証を行う． 

 

キーワード：避難誘導，マルチエージェントシミュレーション 

 

Dynamic Exit Sign Using Q Learning 
 

Shogo Ozaki 
 

Abstract: In order to make evacuation quick in case of a disaster, installation of emergency exit sign lighting is mandated by law. 

However, the indicated direction of the exit sign is generally fixed. Therefore, it is considered that evacuation efficiency worsens 

when evacuees stay at the destination of the evacuation. In this research, we propose a method to dynamically change direction. 

The exit sign learns the direction by Q learning using multi agent simulator. We verify the evacuation efficiency in the case where 

the direction is fixed and in the dynamic case. 
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1. はじめに   

 不特定多数の人が集まる施設においては，避難者が避難

経路を知っているとは限らないため，災害発生時に適切な

避難誘導が行われず，多大な犠牲者が出た事例[1][2]が知ら

れている．消防法施工規則[3]では，避難誘導灯の設置が義

務付けられているおり，誘導灯の避難効率への検証[4]-[7]

や，死角を作らない避難誘導灯の配置手法の提案[8]が行わ

れている． 

また，避難誘導灯の誘導方向を決定する際には，各出口

に対して，出口の大きさに比例した避難者を誘導すること

で，避難効率を向上させられることが指摘されている[9]．

この手法では，図１のような構造の場合には，上部中央の

誘導灯の方向を左右どちらかから１つ決定するが，左側の

出口の方が大きいため，左方向へ指示方向を決定する． 

しかし，実際の建物へ誘導灯を設置する際には，左側に

も出口があるため，左右方向への誘導灯を設置する場合が

ある．この時，避難が行われる際に避難者が左右どちらの

通路を選択するのかは予想が困難であり，一定数以上の避

難者が右側の通路を選択した場合には，避難効率が悪化し

てしまう． 

そこで，本研究では，分岐路に設置する誘導灯を固定の

方向ではなく，動的に指示方向を決定することで，適切な

方向へ誘導を行う手法の提案を行う．この手法では，各誘
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導灯には周囲の人数を認識するセンサーがあるものとし，

各誘導灯周囲の混雑状況によって，指示方向を決定する．

指示方向の決定手法については，避難状況を再現するマル

チエージェントシミュレータ（Multi Agent Simulator,以下

MAS)を実装し，そのシミュレータ上で Q 学習を用いて学

習を行わせる． 

本論文では，学習結果による動的誘導の避難効率を，方

向固定の従来方法とシミュレータ上で比較し，有用性の検

証を行う． 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 通路の分岐(1) 

Figure 1 The Aisle branch(1). 
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本論文の構成は以下の通りである．第 2 章では，避難現

象のモデル化を行う．第 3 章では，提案する動的避難誘導

手法を述べる．第 4 章では，MAS の実装と避難効率の検証

実験と，考察を述べる．第 5 章は考察，第 6 章はまとめと

今後の課題である． 

 

2. 避難現象のモデル化 

本研究では，ショッピングモールなどの商業施設や，イ

ベント会場など，内部構造を熟知していない不特定多数の

人が集まるような構造を対象とし，以下の前提を持つとす

る． 

・構造：2 次元平面で 1 階層のみを表現し，高低差，複

数階層は考慮しない 

・配置要素：次の 3 種類の要素を配置する 

- 壁：移動，視界を遮る 

- 出口：避難者が到達すると脱出できるが，一度

に脱出できる人数（許容量）には制限がある 

- 避難誘導灯：避難者に移動方向を指示する 

 出口から脱出できる人数の制限については，群衆が開口

部を通過する際には遅延[?] を表現するためのものである． 

上記の要素が配置される中へ，出口への到達を目的とす

る避難者エージェントを配置する．避難者エージェントの

定義は次の通りである． 

・情報取得：全周囲を視界として情報を得る．今回は簡

単化のため，視認距離の制限は行わない． 

・行動 

- 目標選択：以下の優先順位で目標を選択する 

1. 出口：出口が視界内にある場合は，直近の

出口を目指す．出口，誘導灯が同時に視界

内にある場合でも，距離に関係なく出口を

優先する． 

2. 誘導灯：出口が視界内に無く，誘導灯が視

界内にある場合は，直近の誘導灯を目指す． 

3. 視界内に出口，誘導灯が無い場合には，ラ

ンダムな方向を選択する 

- 移動：目標に対して ASPF 歩行者モデル[10]に従

い移動する 

避難者は自己の出口到達のみを目的として，移動距離を

最短にするよう移動する利己的行動を取り，混雑状況など

を観察して，全体の避難効率を最適化するような行動は取

らないとする． 

次に，避難者への避難方向を指示することを目的とする

誘導灯エージェントを定義する．一般に避難誘導等は特定

の固定された方向を指示するものであるが，本研究では指

示方向を動的に変更することを提案するため，，以下の基本

要素を持つものとする． 

 ・指示方向：誘導灯の指示方向は 1方向のみとする 

 ・情報取得：誘導灯周囲 5m 以内の避難者数を取得する

ことができる 

 ・ネットワーク化：各誘導灯は他の誘導灯と通信を行い，

全体の避難者の状況を取得できる 

ネットワーク化については，誘導灯は一定間隔，曲がり

角に設置することが義務付けられているため[3]，比較的短

距離の通信でも，全体のネットワーク化は容易であると考

えられる． 

 

3. Q 学習による誘導灯指示方向の学習 

誘導灯の指示方向は，これまでに面積比に基づきネット

ワークモデルより決定する手法が提案されている[9]．しか

し，この手法では，一度決定した指示方向は変わることが

無いため，図 1 のように１つの分岐から複数の出口へ到達

できる場合には，選択されなかった出口が使用されなくな

る． 

また，図 2 のような構造の場合，この手法では指示方向

上向きと決定され，固定で一方向のみ方向指示を行う場合

には最適と考えられるが，左右の通路へも適切に避難者を

配分することができれば，より避難効率が良くなることが

期待される．しかし，実際に設置される誘導灯のように複

数の方向を示した場合には，避難者の配分率を制御するこ

とは不可能であるため，かえって避難効率が悪化する懸念

がある． 

そこで，本研究では，動的に指示方向を変更する誘導灯

の事を動的誘導灯と呼び，避難者の状況に応じて指示方向

を決定する手法を提案する．本手法では，避難者の配置状

況を状態として表し，指示方向の選択を行動として Q 学習

を用いて学習を行う． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 通路の分岐(2) 

Figure 2 The Aisle branch(2). 
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3.1 状態表現 

 全体の避難状況を表すための状態として，本研究では，

各誘導灯から得られた避難者数を用いる．しかし，実際の

避難者数をそのまま状態とすると，組み合わせ数が膨大と

なるため，1 つの誘導灯の周囲にいる避難者数を人口密度

より，抽象化を行う．基準としては，ASPF の高密度ルール

適用条件の 2 人/㎡，建設省告示第 1441 号[11]で規定される

在館者密度（百貨店/売場の部分）の 0.5 人/㎡を用いる．在

館者密度 d とするとき，以下の３つの状態へ抽象化する． 

 ・低：d < 0.5 

 ・中：0.5 ≤ d < 0.5 

・高：2 ≤ d 

i 番目の誘導灯の状態𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖とすると，𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖  ∈ {低,中,高} 

となり，n 個の誘導灯がある場合の全体の状態 s を，s =

(𝑠𝑖𝑔𝑛1, 𝑠𝑖𝑔𝑛2, … 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑛)と定義する．また，𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖が取りうる

状態は 3 つであるため，s の取りうる状態数は3𝑛種類とな

る． 

 

3.2 行動 

 複数の経路がある交差路に設置された誘導灯は，指示方

向を動的に変える事で避難効率を向上させられる可能性が

あるが，単一経路上の誘導灯は，誘導する出口が一意に定

まるため，指示方向を動的に変える必要が無い．例えば，

図 1 の構造の場合，中央の誘導灯は指示方向を左右に適切

に変更することで，避難効率の向上が期待できる．しかし，

左右の誘導灯は，誘導方向を変えても出口から遠ざかる方

向にしかならないため，避難効率は悪化すると考えられる． 

ただし，このような誘導灯であっても，災害時に特定の

出口が使用不能になるなど，避難経路事態に変更が生じた

場合には，別の出口へ誘導することで避難効率を向上させ

られる可能性がある．しかし，本研究では，避難経路の状

況変化は想定していないため，指示方向を動的に変更する

のは交差路上の誘導灯のみとする． 

動的誘導灯の行動は，次にどの指示方向を選択するかで

ある．本研究では誘導灯が指示できる方向は，上下左右の

4 方向とする．また，図 1 中央部の誘導灯が上下へ指示し

ても意味が無いことから，4 つの方向のうち，誘導経路が

ある方向のみを行動として取ることができるものとする．

そのため，i 番目の動的誘導灯の行動集合𝐴𝑖とすると，𝐴𝑖 ⊆

{上,下,左,右}と表すことができる． 

 

3.3 学習 

 Q 学習においては，状態と行動の組の価値を Q 値として

定義する．そして，ある時間 t において行動𝑎𝑡 ∈ 𝐴𝑖を選択

して，状態𝑠𝑡+1へ遷移した場合の価値𝑄(𝑠𝑡, 𝑎)は，以下の式

に基づいて更新される[12]．式中のαは学習率，γは割引率

とする． 

Q(𝑠𝑡, 𝑎𝑡) ← Q(𝑠𝑡, 𝑎𝑡) + 𝛼 [𝑟𝑡+1 + 𝛾 max
𝑎

𝑄(𝑠𝑡+1, 𝑎) − Q(𝑠𝑡, 𝑎𝑡)] 

シミュレーション内の時間ステップ毎に動的誘導灯の

行動を実施すると，頻繁に表示方向が変更される可能性が

あり，かえって避難誘導が混乱する恐れがある．そのため，

本研究では動的誘導灯の行動，並びに Q 値の更新は，状態

S が変化したタイミングで行うものとする．また，図 3 左

のように，動的誘導灯を視認できる位置に避難者がいる場

合には，表示位置を変更することで，避難行動へ影響を及

ぼすことができる．しかし，図 3 右のように，動的誘導灯

を視認できる避難者がいない場合には，どのような行動を

取っても影響は無い．そのため，このような場合にも，行

動，Q 値の更新は行わないものとする． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 避難者の視界 

Figure 3  View of evacuees. 

 

 最初に避難者を配置し，全避難者が避難完了するまでを

１つのエピソードとして，学習の単位とする．報酬は，最

大報酬𝑟𝑚𝑎𝑥とすると，全避難者がt ステップで避難完了し

た際に，最後の状態，行動の組に対して最大報酬𝑟𝑚𝑎𝑥 − tを

与えるものとする．𝑟𝑚𝑎𝑥は固定誘導灯による避難完了ステ

ップを基準として設定し，少ないステップ数で完了するほ

ど，報酬が大きくなる．逆に，避難完了が遅くなると報酬

が少なくなり，特に固定誘導灯より長いステップ数が必要

だった場合には，負の報酬となる．また，学習中の行動は

εグリーディ法を使用し，ε = 0.05とする 

 

4. 実装と実験 

4.1 実装 

 避難モデルを Microsoft Visual Basic 2010 を用いて MAS

の実装を行った．シミュレータの GUI を図 4 に示す．本シ

ミュレータ上では，建物内構造の作成，保存，シミュレー

ションの実行を行うことが可能となっている．また，動的

誘導灯の配置，有効方向の設定等もすべて GUI 上で設定可

能である． 
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図 4  MAS の GUI 

Figure 4  GUI of MAS. 

 

4.2 実験 

 提案する動的誘導灯の避難効率の検証のため，固定誘導

灯との比較実験を２種類行う．共通の実験条件は次の通り

である．  

・試行回数：1000 回 

・誘導灯の配置：交差路の中央，避難経路の曲がり角に

配置 

・評価基準：避難完了時間（全避難者が避難を終えるま

での時間） 

・動的誘導灯の Q 値：学習中のみ Q 値の更新を行い，検

証実験中には更新を行わないもの

とする 

・避難者の初期配置：全空き領域中からランダムに決定

する 

 

4.2.1 実験 1 

図 5 の構造で実験を行う．誘導方向固定の場合の指示方

向は，出口の大きい経路となる左方向とする．この構造で

は，固定誘導灯 4 個，動的誘導灯 1 個（2 方向（左右）か

ら選択）であるため，状態数は35 = 243種類，Q 値は243 ×

2 = 486種類となる．また，動的誘導の Q 値は，最大報酬

𝑟𝑚𝑎𝑥 = 411として避難人数 1000 人で 600 エピソード学習

したものを用いる． 

実験 1 の避難完了時間の平均値を図 6 に示す． 

 

4.2.2 実験 2 

より複雑な状況への対応を確認するため，図 7 の構造で

実験を行う．誘導方向固定の場合の指示方向は，出口の最

も大きい経路である上方向とする．この構造では，分岐が

3 つに増えていて，誘導灯数も 8 個と増加しており，状態

数は38 = 6561種類，Q 値も6561 × 3 = 19683種類と増加し

ている．また，動的誘導の Q 値は，最大報酬𝑟𝑚𝑎𝑥 = 400と

して避難人数 1000 人で 250 エピソード学習したものを用

いる． 

実験２の結果を図 8 に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 実験 1 の構造 

igure 5  Map1 

 

 

 

図 6  実験 10 結果 

Figure 6 The experimental results 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7  実験 2 の構造 

Figure 7  Map2 
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図 8  実験 2 結果 

Figure 8 The experimental results 2. 

 

5. 考察 

実験１の結果（図 6）より，両手法の避難効率はほぼ同

等か，動的誘導の方が若干良い結果となった．これは，動

的誘導が学習によって，左方向への誘導により効率が良く

なることを学習できていることを示す．また，避難者数が

増加するほど，動的誘導の方が効率が良くなっているが，

左側通路で滞留が起きている時に，少数の避難者を右側へ

誘導しているためと考えられる． 

実験 2 の結果（図 8）より，避難者数 200 人の時は両手

法の避難効率はほぼ同等であるが，400 人以降は動的誘導

の方が効率が良くなり，避難者数が増えるほど差が開いて

いることが分かる．避難人数 200 人の場合には，人口密度

が低いため，最も大きい出口である上方向に全避難者を誘

導しても，左上出口で滞留が起きることなく避難を完了す

ることができたことが，固定誘導の避難効率が良くなる要

因と考えられる．しかし，この構造は出口より通路の方が

広いため，人口密度が高くなると，左上の出口付近で滞留

が発生していることが観測された．そのため，左上出口付

近で滞留が発生した場合には，動的誘導により左右の出口

へも避難者を分散させることで避難効率が改善されたと考

えられる． 

また，実験２の学習中の Q 値の差分⊿Q（そのエピソー

ド中に更新された全 Q 値の変動幅の合計）500 エピソード

分をグラフにしたものを図 9 に示す．この結果より，本実

験条件での学習においては，200 エピソード程度で Q 値の

変動幅が安定していることが分かる．19683 種類ある Q 値

の収束としては，エピソード数が少なすぎると考えられる．

これは，実験 2 の状態 6561 種類のうち，500 エピソード中

に出現したのは 386 種類のみであり，さらに動的誘導等の

行動”上”，”左”，”右”の 3 種類をすべて学習した（頻出）状

態は 214 状態のみであり，本実験条件下での状態出現頻度

の偏りが，収束が速い事の要因の一つと考えられる．また，

局所解に陥っている可能性も考えられるため，学習時のγ，

εの値を調整する必要があると考えられる． 

 

 

図 9  500 ステップの Q 値変動 

Figure 9  The variationof Q value. 

 

 本実験では，避難者数 1000 人で学習させた Q 値を異な

る避難者数にも使用して検証を行っているが，安定して方

向固定の場合より効率を改善している．特に，学習時に出

現していない避難者数 1200 人，1400 人の場合でも同様の

傾向が見られ，状態表現を誘導灯周辺の避難者数を 3 段階

で表現する，と抽象化したことで，全体としては未知の状

況であっても，適切に避難者を分散させることができたも

の考えられる． 

 

6. まとめと今後の課題 

 本研究では，誘導等の指示方向を動的に変更する動的誘

導灯を定義し，Q 学習により指示方向を学習する手法の提

案を行った．また，提案手法を MAS で実装し，避難効率の

検証を行い，従来の指示方向固定の場合と比べ，避難効率

を向上できることを示唆する結果を得ることができた． 

 今後は，学習率，割引率など学習条件のより厳密な検討，

動的誘導灯数を複数配置した複雑な構造での検証が必要と

考えられる．また，今回は動的誘導灯の基本的な検証のた

め，通路や出口は常に使用可能であるという条件下であっ

たが，実際の避難の際には，延焼によって使用不能になる

出口があるなど，避難経路の動的な変化への対応が必要と

思われる． 
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