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1. は じ め に

オフィスアプリケーション上でキャラクタが現れてユー
ザを支援したり，インターネットで情報を収集したりす
るソフトウェアエージェントが各種開発されている．残
念ながら，それらのエージェントの多くは，最初から作
り込まれた手続きをその通りに実行するにすぎない．し
かし，タスクが多様かつ高度になるにつれて，目標に応
じて適切で複雑な行動計画を自動的に生成して実行する
機能が重要になってくる．そして，AIにおけるプランニ
ングがそのような機能実現のための要素技術になること
は明らかである．本稿では，プランニングの応用された
ソフトウェアエージェント研究の事例を紹介し，そこで
生じる課題について議論する．

2. インターネットエージェントにおけるプラ
ンニング

インターネットで情報収集などのタスクを実行するイ
ンターネットエージェントはさまざまなものが研究され
ている．ここでは，プランニングを行動決定機能とする
インターネットエージェントを紹介する．

2・1 SoftBot

SoftBot[Etzioni 94]∗1 は，ユーザが「インターネット
上のある情報を収集したい」という要求がある場合に，
その集めるべき情報を目標として入力すると，その情報
収集を実現するための実行可能なコマンド系列（例えば，
UNIXのコマンド系列）をプランニングする情報収集エー
ジェントである．ワシントン大学の Etzioniらのグルー
プにおいて開発され，UNIXシェルとWWWを使って
世界中のインターネット上の情報資源を収集することが
できる．

∗1 http://www.cs.washington.edu/research/projects/
softbots/www/softbots.html

(forall (?d :in files)
(if (and (file.type ?d memo.document)

(subject.of.document ?d ”budget”)
(not (string.in.file ”draft” ?d)))

(delivered.to ?d ?obj341)))

図 1 SoftBot の扱う目標 [Etzioni 94]

§ 1 目標の入力

ユーザは，一階述語論理 [馬場口 99]の一部を使って目
標を記述し，SoftBot に入力する．この記述言語は，論
理積，論理和，全称記号が使え，ある程度複雑な目標も
書ける．しかし，一般ユーザが，必ずしも論理的記述に
慣れているわけではないので，メニュー形式で項目を選
択することにより，簡単に目標を入力できるようになっ
ている．また，メニューによる入力は，SoftBotの目標
に，図 1のような論理式で記述された目標に翻訳される．
§ 2 命令における曖昧性の解消

ここでは一例として，“A社の山田さんへ予算メモを
送れ”というタスクを考える．このタスクに対し，既存
のソフトウェアエージェントのほとんどは，その命令が
含む多くの曖昧性をうまく処理できない．

基本的に SoftBotは，与えられた記述とマッチングで
きるすべての個人や対象をインターネット上で見つけよ
うとする．ユーザが，山田さんの所属を省略した場合，
SoftBotはインターネット中の山田さんを探そうとする
ため，この対象の特定は非常に大きなコストがかかる場
合がある．よって，SoftBotは，曖昧性解消を実行する
前に，その解消に要するコストを見積もり，それが十分
に高いと自力で解消することをあきらめて，ユーザーに
さらなる情報を問い合わせるという戦略をとる．

§ 3 情報収集手続きのプランニング

SoftBotは，コマンド系列の自動生成のために，古典
的プランニング [馬場口 99]を用いている．SoftBotで用
いられるオペレータの例を図 2に示す．

SoftBotのプラナーは，プランをノードとした探索空間
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オペレータ名：(netfind ?person)
条件リスト：

(currnet.shell csh)
(isa netfind.server ?server)
(fisrtname ?person ?firstname)
(lastname ?person ?lastname)
(or (person.city ?person ?keyword)

(person.institution ?person ?keyword))
効果リスト：

(userid ?person userid)
(person.machine ?person machine)

図 2 netfind のオペレータ [Etzioni 94]（?は変数）

で，半順序プランを探索する最小決定プランニング（least
commitment planning）[Weld 94]を用いている．この
プランニングアルゴリズムは，目標を副目標（sub-goal）
に分割することができ，また独立に達成できない副目標
間の干渉を上手く処理できる．

また，プランが存在すれば必ず見つけるという完全性
（completeness）と，見つかったプランを実行すれば必ず
目標を達成できるという健全性（soundness）の両方の
性質を SoftBot のプランナーは満たしている．しかし，
残念ながらこれらの理論的な保証は，実際問題で重要で
ある効率については言及しない．完全性は，どのぐらい
時間がかかるかはわからないが，必ずプランを見つける
という意味であり，目標の複雑さに対してのどの程度の
時間でプランを見つけるかについては何も保証しない．
よって，SoftBotのプランナーは，バイアス（bias）[馬
場口 99]と呼ばれる探索を制御するヒューリスティック
を使い探索を制限する．このヒューリステックスは，人
間が記述してもよいし，機械学習を用いて自動的に学習
することも考えられる．

§ 4 プランニングによる情報資源の統合的利用

宣言的表現であるオペレータにより，SoftBotは，複数
で独立したインターネット資源を統合的に利用できる．例
えば，図 2のnetfindオペレータでは，その条件リスト中
の条件の一つである (person.institution ?person

?keyword)を見ることにより，SoftBotは，netfindを
使うためには，その人物の所属機関を知る必要があるこ
とがわかる．よって，他のコマンド（grep による検索な
ど）を使って，その情報を検索することをあらたな副目
標とする．また，インターネット資源に対する新しいコ
マンドを SoftBotが利用できるようにするには，そのコ
マンドのオペレータを記述して，追加するだけでよい．

2・2 Plangent：プランニングモバイルエージェント
Plangent[大須賀 00]∗2は，プランニング機能とモバイ
ル機能の両方を備えたソフトウェアエージェントである．
Plangentは，通常のプランニング機能に加えて，再プラ
ンニングによる環境変化への適応という特徴がある．
プランニングをほとんど行なわない即応プランニング

（reactive planning）[馬場口 99]は，環境変化に追従で
きるという特長をもつ．しかし，古典的プランニングで
も，一度作ったプランが環境変化などにより実行できな
くなった場合，その変化した環境を初期状態として，も
う一度プランニングをやり直すことで，環境変化への対
応は可能な場合がある程度可能である．このような再プ
ランニング（replanning）は，手続き全体を固定的に記
述する通常のプログラムより，柔軟な行動を実現できる．
一方，モバイルエージェント（mobile agent）は，「計
算機ネットワーク上にある計算機から他の計算機に移動
する能力をもつプログラム」のことであり，ネットワー
クでつながっている離れた計算機における遠隔実行，非
同期実行などのメリットをもつ．

Plangentは，プランニングを行なうモバイルエージェ
ント，つまりプランニングモバイルエージェントである．
プランニングモバイルエージェントとは，目標を達成す
るための手段を自分で考えながら計算機ネットワーク上
を移動して，処理を実行するソフトウェアエージェント
の枠組みであり，プランニングエージェントとモバイル
エージェントの両方の機能を備えている．プランニング
モバイルエージェントの具体的なタスクは，ネットワー
ク上を移動しながら，情報収集することなどがある．
また，Plangentは，プランニングとして，古典的プラ
ンニングを採用している．古典的プランニングは，適切な
プランの生成及びその実行が可能であること，Plangent
の環境である計算機ネットワークが，即応プランニング
を必要とするほどの急激な変化を伴うものではないこと
などの理由による．
§ 1 Plangentの働き

Plangentは，ユーザから目標を受け取ると，以下のよ
うな手続きでそれを処理する．Plangentの主なタスクは，
情報収集である．

(1) プランニング：ユーザから受け取った目標を達成
できるプランを生成する．

(2) ネットワーク上の移動：生成されたプランを基に，
処理に必要な情報あるいはサービスがある計算機ま
でネットワークを通して移動する．

(3) プラン実行：移動先の計算機で，そこにある情報
やサービスを利用してプランを実行する．

(4) 再プランニング：プランニング時には予測できな
かった環境の変化があった場合に，プランの実行は
失敗する．そのような場合，変化後の環境を基にし
て，プランニングをやり直すことにより対処する．

∗2 http://www2.toshiba.co.jp/plangent/index j.htm
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図 3 Plangent の動作 [大須賀 00]

(5) 結果の提示：最後に元の計算機に戻って，命令を
発したユーザに結果を提示する．

以上の手続きを図示したものが，図 3である．
§ 2 Plangentによるエージェント開発

Plangentは，プランニングを実行するために必要にな
る知識とエージェント自身の挙動を記述することにより，
プログラミングされる．これらの内容を対象領域に依っ
て変更することで，様々な分野でPlangentのアプリケー
ションを開発できる．

Plangentは，アクション定義，スクリプト定義，そし
て，拡張コマンド定義の 3つの形式により記述される．
i. アクション定義

エージェントがある行為を実行するために必要な条件
とその実行の結果生じる環境変化が記述される．古典的
プランニングのオペレータに対応する．具体的には，以
下のような記述になる．

action(アクション名, , ,
[スクリプト呼出し]
[事前条件], [事後条件], [ ] )

事前条件は，そのアクションが実行するために必要な
条件であり，この事前条件が成り立った時に，スクリプ
ト呼出しに記述されているスクリプトが実行される．そ
して，事後条件は，そのスクリプトが実行されることに
より生じる状態を記述している．

ii. スクリプト定義

スクリプト呼出しにより，実行される処理の詳細がス
クリプト定義において記述されている．Plangentでは，
このスクリプト定義の記述のために，PlangentScriptと
いう独自のスクリプト言語が用意されている．Plangent
は，このスクリプト定義に基づきプランのプランを実行
するが，実行中に何らかの問題が生じた場合の対処手続
きを記述したり，実行を中断して制御をプランニングに
渡すことなども可能である．PlangentScriptにおける組
み込みのコマンドの一部を，以下に示す．

• goto：エージェントの移動を実行する．
• newgoal：新しい目標を生成する．
• subgoal：タスクを副目標に展開する．
また，制御文として，if, while, do-while, for, try-catch
などが用意されている．例えば，try-catchにより，あ
る範囲内でスクリプトの実行が失敗した場合の対処手続
きを記述できる．

iii. 拡張コマンド定義

組み込みのコマンドでは，実現できないような処理は，
拡張コマンド定義において記述する．拡張コマンドは，
Javaのプログラム形式で記述可能であり，組み込みコマ
ンドと同じように，スクリプト定義から呼び出すことが
できる．

§ 3 再プランニング

Plangentの特長の一つである再プランニングは，素直
にプランニングをやり直す方法である．不測の事態とし
て，プランニング中に利用不可能なアクションが見つかっ
た場合，プラニング中あるいはプランの実行中に，初期
状態が誤っていることが判明した場合などに，再プラン
ニングにより対処できる．これらの事態に対し，具体的
には，以下の方針で再プラニングが行なわれる．

•プランニング中に利用不可能なアクションが見つかっ
た場合：ある適用可能なアクション定義が使用できな
くなれば，別の適用可能なアクションを探して，プ
ラニングをやり直す．

•プランニング/プランの実行中に，初期状態が誤っ
ていることが判明した場合：正しい初期状態を元に，
最初からプランニングをやり直す．環境が動的な場
合，環境変化によりこのようなケースが頻繁に起こ
り得る．

なお，Plangentの枠組みで，旅行計画支援エージェン
ト，会議スケジュール調整エージェント，ドライバー情
報支援エージェント (InfoMirror)などのさまざまなアプ
リケーションが開発されている．

3. 擬人化エージェントにおけるプランニング

擬人化エージェント（life-like agent）は，人間や生物
の外見をもち，ユーザとインタラクトするエージェント
である．擬人化エージェントの実現においては，ユーザが
エージェントをいかに人間のように信頼できるようにな
るかが重要な課題である．そのため，感情モデルをもた
せるなどの様々なアプローチが行なわれているが，決ま
りきったタスク処理だけでなく，さまざまな目標に柔軟
に対応できるプランニングの機能も，擬人化エージェン
トに応用されている．ここでは，そのような擬人化エー
ジェントの研究例として，ユーザへの効果的な情報提示
を行なう PPP Personaとそこにおけるプランニングを
紹介する．
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図 4 Web ブラウザ上の PPP Persona[André 98a]

3・1 PPP Persona：プレゼンテーションするエージェ

ント

PPP Persona (Personalized Plan-based Presenter)
[André 98b, André 98a]∗3 は，ウインドウやWebブラ
ウザの上に現れて，Web の情報源やデータベースから
情報を収集して再構成し，それを人が人にコミュニケー
トするようにユーザに提示する擬人化エージェントであ
る．PPP Personaの研究では，ユーザと音声などで双方
向にコミュニケートするのではなく，ユーザへいかに自
然に効果的に情報を提示するかというヒューマンインタ
フェースに主眼がおかれている．

図 4は，Webブラウザに現れたPPP Personaである．
休暇を過ごす場所を探しているユーザに，適当なコテー
ジを紹介している．この図は，特にコテージのテラスに
ついて説明をしているシーンであり，説明対象を指示し
ながら音声合成を用いた発話による説明を行なう．さら
に，この図をよく見ると，PPP Personaは，説明対象の
方を向いている．このように，顔が対象部品の方を向く
ように頭を動かして，ユーザの注視をうながすことがで
きる．

§ 1 プレゼンテーションスクリプトのプランニング

PPP Persona は，基本的にプレゼンテーションスク
リプトという手続きを基に，ユーザに情報提示を行なう．
このプレゼンテーションスクリプトを人手で作成するこ
とには限界があるため，その自動生成をプランニングに

∗3 http://www.dfki.de/˜andre/

より実現する．このプランニングでは，プレゼンテーショ
ン戦略 と呼ばれる設計知識を記述したオペレータを用い
る．具体的な例を以下に示す．

プレゼンテーション戦略

へッダ：(Introduce Per User ?object ?window)

適用条件：((posy = 1))

(Bel Persona (ISA ?object Physical-Object))

下位行動：

((A1 (Make-Window Per User ?object ?window)

(A2 (S-Show-Window Per User ?window ?object))

(A3 (Elaborate-Parts Per User ?window ?window))

(A4 (S-Wait Persona User)))

定性制約：((A1 meets A2)(A3 starts A2)

(A3 meets A4)(A4 finishes A2))

定量制約：((10 ≤ DurationA2) (2 ≤ DurationA4 ≤ 2))

開始：A1

終了：A2

プレゼンテーション戦略では，通常のオペレータの内
容である適用条件と，その戦略の達成に必要な下位行動，
そして定量的な時間制約と Allen流 [Allen 83]の時制論
理（temporal logic）で記述された定性的な時間的制約
が記述されている．ただし，各行動の実行時刻は事前に
はきっちりと決められることはなく，行動の実行時に初
めて決まるようになっている．上の例でも，A2の最低期
間とA4の期間が 2であるという制約のみになっている．

このようなプレゼンテーション戦略をもとに，PPP Per-
sonaでは，階層的プランニング（hierarchical planning
と時制推論システムを組合わせて，基本的には後ろ向き
探索でプレゼンテーションスクリプトを自動生成する．そ
の手続きの概要を以下に示す．

(1) すべての副目標が，基本行為に展開されたていれ
ば終了．ただし，ユーザとのインタラクションを考
慮して，一部の副目標は展開されずに残り，マウス
クリック可能なアイコンとしてプレゼンテーション
時に表示される．

(2) プレゼンテーション目標とマッチするプレゼンテー
ション戦略を一つ見つけて，その下位行動を新たな
副目標とする．

(3) それぞれの副目標について，適用されたプレゼン
テーション戦略のすべての定性/定量制約からなる局
所的な時制制約ネットワークをつくる．

(4) 副目標が満たされないか，時制制約ネットワーク
が矛盾する場合は，別のマッチングするプレゼンテー
ション戦略を探すため，(2)へ．そうでなければ，プ
レゼンテーション目標を副目標で更新して，(2)へ．
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図 5 PPP Persona の自己行動 [André 98b]

§ 2 ペルソナエンジンによるプレゼンテーションの実行

次に，生成されたプレゼンテーションスクリプトを入
力として，実際の PPP Personaの行動，つまり実際の
プレゼンテーションをペルソナエンジンが実行する．こ
のとき，PPP Persona の行動は，プレゼンテーション
スクリプトのみで決定されるのではなく，エージェント
の自己行動（self-behavior）により決定されるものがあ
る．自己行動とは，プレゼンテーションスクリプトとは
独立した，エージェントの状態やその変化を表出する行
動を意味する．PPP Personaでは，図 5 に示される “移
動”，“アイドリング”，“活動中”，“反射行動”の 4つの
自己行動が用意されている．

i. 行動の記述

PPP Persona の行動は，古典的プランニングと同様
のオペレータにより記述されている．オペレータには，
直接的に画像系列に関連づけられている基本行為と，複
数の基本行為から構成される複合行為からなる．例とし
て，以下に基本行為 bottomupjumpingを示す．このオ
ペレータは，両手が標準位置にあり，PPP Personaがア
イコン化されておらず，ユーザの方を向いて指示棒なし
で立っていてる場合に適用可能になり，「ジェスチャ：42」
に割り当てられた画像系列が表示され，その結果として
「効果：((posy = 1))」で状態が更新されることを意味
する．

基本行為：bottomupjumping
条件：((leftarm standard) (rightarm standard)

(icon noicon) (bodydir front)
(bodypos stand) (stick off))

効果：((posy = 1))
ジェスチャ：42

ii. 行動のコンパイル

実時間でエージェントを行動させるためには，ランタ
イムで行動を生成していたのでは間に合わない．よって，
事前に，プレゼンテーションスクリプトからすべての考
えられる初期状態にいたるまで，後ろ向きにプランニン

グを行ない，状態遷移をすべて展開して，有限状態オー
トマトンを生成するコンパイラが開発された．そして，プ
レゼンテーションの実行時には，その有限状態オートマ
トンをたどることにより，高速にエージェントの行動を
実行できる．
この有限状態オートマトンから，行動モニタ（behavior

monitor）が構成される．行動モニタは，複雑なプレゼ
ンテーションタスクを PPP Personaの画像系列に分解
し，基本行為の適合条件の判定，アニメーションの実行，
そして状態の更新を行なう．さらに，必要に応じて自己
行動を随時実行することにより，エージェントの信頼感
を増大させることが可能である．

4. ソフトウェアエージェントにおけるプラン
ニングの課題

ここでは，ソフトウェアエージェントにおけるプラン
ニングの課題を議論する．

4・1 状態の不確実性

ソフトウェアエージェントはユーザとインタラクショ
ンをもつものが多く，そのとき環境の状態は，ユーザの
感情，認知的負荷などからなるユーザの内部状態を含ん
だものになる．また，当然ながら，環境の情報から状態
を同定することは，目標の同定や再プランニングなどに
おいて非常に重要であるため，プラン認識の分野で研究
されている．しかし，一般に人間の内部状態は不安定で
不確実なため同定が難しく，ソフトウエアエージェント
によるユーザの内部状態の同定も簡単にはいかない．今
後，コンピュータビジョンによる表情認識などをさらに
発展させたユーザの内部状態の同定手法の開発が，プラ
ンニングそのものの研究と共に重要な課題と考えられる．

4・2 オペレータの自動生成

状態の同定の困難さに加えて，プランニングの実用化
を妨げているのが，オペレータ生成の問題である．通常，
プランニングの枠組みでは，想定されるタスクに対して
必要十分なオペレータが設計者により与えられていると
仮定している．しかし，実際の応用では，オペレータを
事前に誤りなく適切な粒度で記述することは，設計者に
とって大きな負担となり，そのような仮定は成り立ちに
くい．この問題は，Webのような動的な環境で行動する
ソフトウェアエージェントではより深刻な問題なる可能
性がある．なぜなら，使えるオペレータが時間的に，あ
るいはWebサイトなどの空間的に変化するかも知れず，
そのことがすべてのオペレータを事前に用意することを
困難にするからである．
この問題を解決する方法の一つは，オペレータをエー
ジェントが自動生成することである．オペレータの自動
生成については，記号のオペレータ生成 [Wang 95]，ロ
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ボットの実世界でのセンサ信号からオペレータを生成す
る研究 [Schmill 98]，Webページからオペレータを生成
する研究 [山田 99]などいくつかの研究があるが，まだ
まだ不十分であり今後の発展が期待される．

4・3 実行可能なプランの任意時間プランニング

擬人化エージェントがユーザに信頼されるための条件
として，人間と同様の応答が挙げられる．人間の場合，難
しいタスクであってもある時間内で適当なプランの実行
を開始する．このような応答をエージェントで実現する
には，完全で最適なプランニングを目指すよりも，即応
プランニングや任意の時間で実行可能なプランを出力で
きる任意時間プランニング（anytime planning）の方法
論が重要である．
即応プランニング [山田 93]は，実現できる行動が反

射的行動の域を越えていないため，服従アーキテクチャ
（subsumption architecture）のようなプランニングによ
る熟考（deliberation）と反射行動の両方を使い分けるこ
とが必要になる．実際，前述の PPP Personaにおいて
は，プレゼンテーションスクリプトと自己行動の併用と
いう形で，この使い分けが実現されていると考えられる．
また，任意時間プランニング [Boddy 89]では，実際に
環境において実行可能（executable）なプランを生成す
ることが肝要である．例えば，後向きプラニングが途中
で中断されるとその不完全なプランは初期状態に適用で
きないため，そのプランの実行は難しい．一方，単なる
前向きプランニングでも実行可能なプランを生成できる
が，実行可能な不完全プランを生成できる任意時間プラ
ンニングに適したオペレータ記述まで考慮に入れた研究
が今後望まれる．

5. ま と め

本稿では，ソフトウェアエージェントにおけるプラン
ニングを概観するために，プラニングが応用されている
インターネットエージェントと擬人化エージェントの研
究事例を紹介した．そして，最後に，ソフトウェアエー
ジェントにおけるプランニングの研究課題について考察
した．
プラニングするソフトウェアエージェントは，プランニ

ングを行動決定のメカニズムとして用いた，環境の観測，
行動決定，実行からなる総合的なシステムである．エー
ジェントが適切な行動をとれるためには，プランニング
の性能だけの性能向上を目指すよりも，エージェントと
いうシステム全体が上手く行動できるように，オペレー
タ生成や状態の同定までも視野にいれた研究が今後進む
べき方向と考える．
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