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DQNを搭載した農作業用汎用移動クローラにおける
ゴール追従問題に関する一考察
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A Study for the Problem of Tracking Goal-achievement
in A Purpose of Agricultural Mobile Crawler based on DQN
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Reinforcement Learning (RL) had been attracting attention for a long time that because it can be easily applied
to real robots. On the other hand, in Q-Learning, since the Q-table is updated, a large amount of Q-tables are
required to express continuous“states,” such as smooth movements of the robot arm. There was a disadvantage that
calculation could not be performed real-time. Deep Q-Network (DQN), on the other hand, uses convolutional neural
network to estimate the Q-value itself, so that it can obtain an approximate function of the Q-value. From this
characteristics of calculation, this method has been attracting attention, in recent. On the other hand, it seems to
the following of multitasking and moving goal point that Q-Learning was not good at has been inherited by DQN. In
this paper, to confirm the weak points of DQN by changing the exploration ratio as known as epsilon dynamically,
has been tried.
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1. は じ め に

古くから, 動的な環境下で適切に動作するロボットの研究が
数多く行われている [1]～[3]. 例として家庭, 工場等, あらゆる
作業空間内で人間を補助する形で活躍する様々なロボット (以
下, エージェント)が開発されている. 中でも,自立型水田除草
ロボットなど, 農業における作業の自動化や知能化を図る研究
が盛んにおこなわれている [4]～[7]. しかしこのような環境下で
は, ロボットを人間の様に行動させる事が困難である [8] [9]. 多
くの従来研究では, 試行錯誤的に環境を学習し最適行動を獲得
する強化学習 (RL) [10]～[13] を用いて対応する事が多い. RL
は, 報酬と呼ばれる外界からの事前の要求を満たしたかという結
果を用いつつ試行錯誤を繰り返す事で報酬を最大化する様に学
習し, その一連のロボットと環境との相互作用から環境に適応
する行動を離散的且つ適応的に生成する手法である. RL に於
いて行われる一連の試行錯誤は, 探索 (exploration)行動と呼ば
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れ, 学習パフォーマンスを左右する指標となっている. 通常, 確
率的に選択され, ε-greedy戦略 [10]や Boltzmann選択 [14]な
どによって適用される. しかし, ランダム行動となる探索率が
大きい場合, 時としてタスク達成に要する行動数及び試行回数
が増大すると共に, 非最適行動を選択する回数も増え, パフォー
マンス全体が低下する. その一方, 確率的要素が小さい場合, パ
フォーマンス向上こそ見込めるが, エージェントが気にも留め
なかったポイントに最適行動があったとしても, これを発見出
来ない場合が想定出来る [15]. この点に対しては議論が存在し,
各々のパラメータチューニング次第では確率的要素を適切に調
節する事で, 与えられたタスクに対する挙動を一変させる事が
出来る. しかし RLはシングルエージェントに対しての適用を
狙って提案されていた物である. この為, 一度のエピソードに於
いて複数個のタスクを満足する様なマルチタスク問題や, マル
チエージェントシステムとして運用する場面, またはゴール位
置が時々刻々と変化する場面に於いては, 収束性等様々な問題
に直面する事があり, その都度領域を制限した上での解決策が
提案されている [16].
　中でも適用する問題規模が大きい場合に於いて提案されている
手法が, Deep Q-Network(DQN) である [17] [18]. これは畳み
込みニューラルネットワーク (Conbolutional Neural Network;
CNN)を用い Q値自体を推定する為, Q値の近似関数を取得出
来る [17]. この特性から, 状態空間の離散化や連続化という問
題をほぼキャンセルする事が出来, 実環境に於ける積極的な応
用が行われている. しかし, 下地となった Q学習が得意ではな
かったマルチタスク, およびゴール位置の移動に対する追従性
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Fig. 1 A Concept of DQN Algorithm [18].

については, DQNにも受け継がれているものと考えられる, そ
こで本稿では, 以下 2点について検討する. :
（1）DQNの弱点をシミュレーションベースで検証する.
（2）マルチタスク状況下を勘案し, 探索比 ε をゴール位置の移

動に従って動的に増減させ, 最適行動が適応的に獲得でき
るのかシミュレーションベースで検証する.

2. DQNのあらまし

DQNは Q学習に基づいており, 対象たる問題はMarkov決
定過程 (MDP)としてモデリングする. この時, 学習空間は時刻
を t と表現した場合, 状態 st と行動 at の状態行動対にて構成
される. 状態は行動の影響を受け, その際状態遷遷移は遷移確
率 pによって決まり, 確率的にエージェント (学習主体. ロボッ
トなど)へ報酬 rが与えられる. ただし, 時間の経過を考慮して
報酬を割引く形で割引率 γ を定義し, これによって Q値が定ま
る. p はある状態から別の状態への遷移と報酬の発生回数を示
す. MDPの性質上, これ以降の状態と報酬は, st と直前に取っ
た行動 at−1 に依存する. ここに Q 学習は, エージェントが事
前に定義した方策に従って行動を適宜決定し, 事前に設定され
た環境に於いて得られるだろう報酬を最大化する様に試行錯誤
する. RLは, 全ての達成可能な状態をエージェント各自で管理
し, エージェントが保有する RAMに全ての情報が保存できる
場合に限って, 環境に対し十分にその性能を発揮できる. しか
し, 状態数が RAMを始めとした記憶環境の容量を圧倒する場
合, 先述したような RL のアプローチでは不適切である. さら
に, 実環境に於いてエージェントに Q 学習を搭載する場合, シ
ミュレーション状況とは一変し連続状態, 連続行動という形で
思わぬ挙動を示す可能性がある. 一方で DQN では, 関数によ
る近似表現が出来る為, 環境の複雑さや Q空間の構築に於いて
適応する余裕を持つ. また CNN をベースとしている為, パラ
メータチューニングや学習に於いても, 実環境であるか計算機
上での環境であるかの違いを意識する必要が無い. この事から
DQNでは, エージェントが未知の環境を探索し, 時間をかけて
人間の行動を模倣出来る程度の知識が得られるものと考えられ
る.
　 DQN の主な概念を上図 1 に示す. 同図に於いて, DQN は
非線形近似を使い状態行動対をマッピングする. 学習過程にて
エージェントは環境と相互作用し, 学習で用いるデータを取得
する. エージェントは環境を方策に沿って探索し, 状態遷移と
行動決定の結果を集積する. 学習初期のエージェントは, Q 学
習同様, ε-greedy 等を利用し行動をランダムに決定する. 与え

られた環境を探索する過程でエージェントは, 行動決定に際し
近似 Q空間内から最大の Q値を持つ行動をピックアップする.
この様に, 関数近似をする面を除くと, DQNはQ学習とほぼ同
じメカニズムで動作している事となる.

3. DQNの問題点と提案手法

ゴールが固定されている場合に於いて ε-greedy法に依って動
く DQN は, 探索率 ε をエピソード毎に一定間隔で減少させる
ことによって, 無駄な行動を排除する事で学習完了時に最適行
動を必ず獲得できる. この点を鑑みると, 学習が進むにつれて到
達すべきゴール位置が一意に固定されている事を念頭に置いて
いる事が考えられる. 前節にて先述した様に, 本研究ではゴー
ル位置が時々刻々と変化する様な一種のマルチタスク環境下を
検討した場合に焦点を当てている. 具体的には, 与えられた環
境とタスクに対して, より適応的に探索方策を調整してタスク
を達成する事を考える, 実環境でエージェントを適用する場合,
効率は, 人間の意思判断を外れた時点でエージェント自身が自
律的に決定する事は, 規範そのものを定義し予めエージェント
へ教示しない限り, 大変難しい事である. こと人間生活を考えた
場合, 日常生活では例えば車を運転する場合, 残燃料や目的地ま
での時間等が評価指標とされうる. 或いは, 目的地に早く到着す
る行動方針が最適である場合もある. この場合ドライバは, 燃料
や運転時間, それぞれの増減を考慮し柔軟に決定する, より簡略
化すれば, 本研究で考える適応的な探索方策とは, 探索率に基づ
くタスクの切り分け機能をエージェントそのものに実装し, 柔
軟な行動決定を生成する事にある. そこで本研究では, 探索率 ε

に着目する, 以下は, DQNのアルゴリズムとなる.
(1) Initialize replays buffer D to capacity N .
(2) Pre-process, the environment, and feed state s to DQN,

which will return the Q values of all possible actions in
the state.

(3) Select an action using the ε-greedy with the probability
ε, we select a random action a and with probability 1-ε.
Select an action that has a maximum Q value, such as
a = argmaxQ (s, a, ϑ)

(4) After selecting the action a, the agent performs chosen
action in a state s and move to a new state st+1 and
receive a reward r.

(5) Store transition in replay buffers as † 〈st, at, r, st+1〉.
(6) Next, sample some random batches of transitions from

the replay buffer and calculate the loss.
(7) Perform gradient descent with respect to actual network

parameters in order to minimize this loss.
(8) After every k step, copy our actual network weights to

the target network weights.
(9) Repeat these steps for M number of episodes.
　訓練中にエージェントは環境と相互作用し, Q-Networkより
学習中に使用されるデータを取得する. エージェントは環境を
探索し, 次に遷移と行動の結果予測する. 学習初期は, 一般的
な RL と同じくエージェントは, 時間の経過とともに不十分に
なるアクションについて, ランダムに決定する. ゴールまでの
最適経路を探索している間エージェントは, 行動を決定する為,
これも RL と同じように推測する Q ネットワークを探索する,
ε によるランダム行動を併せたこの行動アプローチは, やはり
Q-Networkに従い, ε-greedyとして呼ばれる. これは, ランダ
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Table 1 Parameters of Simulation for Experiment (RL)

Property Value
Initial Q value 0

Learning rate α 0.1
Discount rate γ 0.95

Exploration rate ε 0.1

Table 2 Parameters of Simulation for Experiment (DQN) (1)

Property Value
Initial Q value 0

Learning rate α 0.1
Discount rate γ 0.95

Exploration rate ε 0.001

Table 3 Parameters of Simulation for Experiment (DQN) (2)

Property Value
Initial Q value 0

Learning rate α 0.1
Discount rate γ 0.95

Exploration rate ε 0.001

ムパラメータ ε を用い．ランダム行動決定と Q 値による貪欲
行動決定を切り替える事である. Q学習アルゴリズムはそもそ
も, 教師あり学習から派生している, ここで前述したように, 目
標は複雑な非線形関数 Q (st, at; θ) を CNN で近似する事にな
る．同様に，教師あり学習では，DQNで、損失関 E (θt)を目
標値と予測値の 2乗差として定義する．また，重みを更新して
損失を最小化する（エージェントがいくつかのアクション at を
実行することにより，ある状態 st から次の状態 st+1 に遷移し，
報酬 r を受け取る)．

E (θt) =
ˆ

r + γmaxat+1Q (st+1, at+1; θt+1) − Q )st, at; θt)
˜2

（1）
学習過程に於いて，2つの個別の Qネットワークを使用し予測
値を計算する. こと本研究では，事前の探索行動に於いて次式
を用いる事で，探索行動の効率化を図る．

ε = exp
1

abs (xt − gt−1)
（2）

ここで, xt はエージェントの現在の位置、gt−1 は過去のゴール
位置である． 本定義から，エージェントが過去の目標位置の近
くに近づくと，εは増大し，周囲の探索を積極的に実施する.

4. 検 証 実 験

4. 1 実験概要
前節までに述べた提案手法の有効性を, 計算機シミュレーショ

ンによって検証する. 有効性の評価は, ゴールが移動する環境に
於いて, 提案手法と通常の強化学習, DQNそれぞれによる学習
の収束速度の差を比較することで行う. 本研究では，ゴールの
位置が時々刻々と変化する場合 (図 2)を考え，壁を回避しつつ
ゴールに到達するルートを試行錯誤を介して学習し, 提案手法
を適用したエージェントは, ゴール付近に於いて探索率を動的
に変更する事で行動を選択するものとする. また, 実験環境とし
て図 2 に示す 9×9 のグリッドで構成され壁 (黒色のグリッド)
を有した迷路環境を考える. この迷路環境に於いて, エージェン
トは完全知覚であり, グリッドの上下左右に行動できる. ゴール
地点 Gに到達した際に報酬 100を得ることとなる.

4. 2 実験設定
本実験では, エピソード型タスクを主に取り扱う. 当該エー
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Fig. 2 Simulation Environment for Experiment.

Fig. 3 Number of Action per Episodes using Q-Learning.

Fig. 4 Number of Action per Episodes using the Proposed
Method.

Table 4 Parameters of Simulation for Experiment (Proposed
DQN)

Property Value
Initial Q value 0

Learning rate α 0.1
Discount rate γ 0.95

Exploration rate ε 0.1
Tracking Strategy 1.0

ジェントは環境との相互作用を基本として学習し行動を選択す
ることとなる.
　各エージェントがスタート地点 S からゴール地点 G に到達
すると報酬を得てスタート S に戻る. これを 1 [Episode]とし
て扱う. 本実験では, これを 20,000[Episodes] (改良後のシステ
ムに於いては 5,000 [Episodes])実施する.
　実験パラメータの設定は, 表 1から 4の通りとなる.

4. 3 実験結果
実験結果を図 3から 5に示す. 図 3では，エージェントによ

るスタートからゴールの移動に係わる行動回数が一定回数を定
常的に遷移している事が分かる．一方で 5は, DQNを適用した
エージェントの各エピソードにおける行動の推移となる. 学習
初期こそ行動数が図 3とほぼ一致しているが, 学習が進むに従
い, ゴールの移動に追従出来ず，行動回数が爆発している事が
確認出来る．同じく DQNを適用した図 4は，提案手法を実装
している為，他の手法に比べ圧倒的に少ない行動回数でゴール
位置を特定し到達出来ている事が確認出来る．以上から，提案
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Fig. 5 Number of Action per Episodes using DQN.

手法の有用性を確認出来たものと結論付ける．
5. お わ り に

本稿では, タスク達成を基準とした規範をもとに探索率を調
整し, 行動戦略を動的に変更する仕組みを提案すると共に, その
結果を検討した. 提案手法では, 過去に確認したゴールの位置を
基準とし, その位置を中心としてゴールがある確率を推定する
形で探索率を調整する形で, 効率的にゴール到達する行動を獲
得できることをシミュレーションより確認した. 従って, 提案手
法を行動選択手法に組み込んだエージェントは, ゴール位置を
見つけてスタートからゴールへ移動する行動を繰り返す間, 過
去のゴール位置を基準として近傍を探索する事で, 最短行動回
数で以ってゴールに到着することを繰り返すことが確認出来た.
したがって, 提案手法の有用性が確認されたものと結論付ける.
　今後の課題として, 以下のような点が課題として残されている.
(1) 派生研究 [19]への提案手法の実装と, その結果の検討.
(2) よる複雑な環境における, 提案手法の動作についての検討.
(3) 不完全知覚に於ける提案手法の有用性の検討.
(4) 複数エージェント下に於ける協調動作を考えた際の, 知識
共有の方針と実現可能性についての検討.
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