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1 はじめに
未知の環境において, 移動ロボットの行動様式
を設計段階で構築しておくことは，設計者による
環境の細部の予測が不可能に近いという理由によ
り，非常に難しい.一般に，このような環境下で行
動獲得や行動計画を自律的に行うことが効果的で
あるため, 強化学習やニューラルネットワークと
いった学習手法を利用して行動様式を構築するこ
とが多い[1][2]. これらの研究では，センサの観
測から環境を同定し, その環境に適した行動選択
を行うことが多い. しかし, 実際には学習手法の
扱うべき状態数を考慮し, センサの解像度を限定
して利用する場合や実世界におけるセンサノイズ
の影響で知覚騙しが発生する. そのため, 環境に
応じた望ましい行動を行うことが困難となる.
以上の問題点を考慮し, 本稿では, 強化学習に
おける状態空間として, 現在の観測値のクラスタ
リングを状態とすることに加え, これらの状態の
時系列を考慮した手法を提案する. 本手法を利用
することで, ロボットの経路情報が環境認識に用
いられるため, 異なる環境の混同が減少すること
が考えられる.その結果, 部分観測マルコフ決定過
程(POMDP : Partially Observable Markov Decis‑
ion)としてモデル化される環境を, 収束が保障さ
れているマルコフ決定過程(MDP:Markov Decision
Process)に近づけることが可能になるため, より
適切な経路選択が可能になることが期待できる.

あり, 行動とそれにより獲得されるべき評価も異
なる. このような問題は知覚騙し問題として知ら
れており, 知覚騙し問題の発生する環境における
行動決定過程は,POMDP としてモデル化される.
しかし, 知覚騙しの発生する要因がセンサ能力に
起因するとは一概には言えない. 人間をはじめと
する多くの生物は, 視覚と駆動系を持つ点でエー
ジェントと類似しているが, 知覚騙しが生じるこ
とがない. 多くの場合, ロボットにおける駆動系
の制御の信号は, センサから与えられた観測情報
のみである. それに対し, 生物における駆動系の
制御は, 視覚情報に加え, 経験や予測といった記
憶的要素も含めた制御となることが考えられる.
つまり(1)センサの観測能力の限界, (2)記憶的要
素の非考慮の 2 点が知覚騙しの生じる大きな要因
であると考えられる.
以上のことから, 状況判断を正確に行うために,
この２点を考慮する必要があり，本稿では特に(2)
の記憶的要素を考慮するために時系列情報を利用
することを行う.
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2 知覚騙し問題
自律移動ロボットにおける環境の同定は, エー
ジェントの持つ局所的なセンサによって行われる.
しかし, このような観測の結果, センシングレン
ジの限定やセンサの観測精度の問題から図１に示
すように, 異なった環境として認識することを求
められる環境を同一環境として誤認することがあ
る. 図 1 の A と B を比較したとき, エージェント
の観測結果として同一の観測値が得られ, 獲得さ
れる行動も同一の行動となる. しかし両者の置か
れている環境は, 俯瞰的な視点では異なる環境で
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図１ 知覚騙し問題

3 状態の時系列を用いた強化学習法
従来, 強化学習における状態空間の構築は, 観
測 θ を状態 s とする場合が多い[1][2][3]. しかし
この場合，前述の問題から知覚騙し問題が発生す
ることが多い. 一方本手法では, 離散時間 t にお
ける観測 θ t を写像 φ により有限集合である観測状
態 ot へマッピングする. 同様に過去に得られた離
散時間 t‑1 から t‑i の観測状態 ot から ot − i までの
集合を基に強化学習で用いる状態 st を構成する[3]．
以下に処理の流れを示す．
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ot = Φ(θt )

(1)

st ≡ ot , ot −1,...,ot −i

(2)

提案手法では, 最も収束した値でも Step 数が 6 と
なった. 提案手法によってマルコフ性が仮定され
ていると考えられる環境において Q‑Learning を行
った結果, 最適解まで収束しないという結果に至
った. 時系列から得た観測情報を使用した場合,
異なる場所の同一視はなくなったが, 必要以上に
状態数が増加したために同一の場所を異なる場所
として捉えてしまう問題が実験により示された.

Q(st , at ) =


Q(st , at ) +α r + γ maxQ(st +1, at +1) − Q(st , at ) (3)
at +1



step数
1000

3.1 観測状態の獲得手法
ここで, 観測状態を構成する際の問題点として,
観測誤差の存在が挙げられる. そのため, 観測誤
差の処理を含むために, 観測値を観測状態とする
ことは環境の同定が不正確になる可能性がある.
ここではこの問題を回避するために, 写像 φ を導
入しており, 本稿では写像 φ を行うための手法と

観測θ=
状態ｓ
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し て 適 応 共 鳴 理 論 （ ART ： Adaptive Resonance
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Theory）を用いる. ART では観測値をパターンとし
て捉え, 類似度に基づいて観測値を分類するため，
誤差が状態の構成に与える影響が減少することが
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期待できる[2][5].
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図３ シミュレーション結果

4 計算機シミュレーション
環境は 8×8 のグリッドワールドで表し, ロボッ
トは斜めを含む 8 方向への移動を与える. ロボッ
トの観測する情報は,周囲 4 方向（前後左右）の障
害物を 0 と 1 のバイナリ情報とし, 衝突時に負の
報酬を, 目的達成時に正の報酬を与えた. 開始地
点を図 3 中の S（スタート）とし, G（ゴール）へ
向かうことを目的として与え, スタート・ゴール
間に障害物を設置することで, 擬似的に PODMP 環
境とし, 提案手法の有効性を検証した.
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6 おわりに
本研究では, 部分観測環境下で, 過去の系列か
ら構成された状態より MDP を仮定した学習が可能
であることを示した. 今後はより現実環境に適応
可能にするため, 状態数の抑制手法, 系列長の選
択ルールの考案や実機への応用を予定である.
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