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マルチロボット巡回清掃における強化学習を
用いた行動計画法の提案と評価
米田 圭佑1

加藤 千紘1
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概要：本研究では，複数のロボットによる継続的な巡回清掃で環境中に存在するごみの量を最小化するこ
とを目的に，強化学習を用いた行動計画手法を提案する．ロボットが広い領域を継続的に清掃するには，
移動能力やバッテリによるロボットの活動時間などの物理的な制約から，複数ロボットの協力が必要であ
る．また環境にもごみの溜まりやすさの差があり，単純な巡回では十分とは言えない．そこで，継続的な
マルチロボット巡回清掃問題をマルチエージェントモデルの枠組みで定式化し，ごみの存在時間の総和と
いう評価指標を定義する．その上で，この指標を小さくするように，強化学習によりエージェントが自律
的に適切な行動計画戦略を決定する手法を提案する．評価実験からごみの発生に偏りがある環境では，提
案手法と学習を行わない単一手法と比較して効果的にごみを回収できることが分かった．また提案手法で
は環境に応じてエージェントに行動計画戦略をもたせることができた．

1. はじめに

物の発生）をロボットが移動して対象物を回収する．しか
し，この研究では複数のロボットによる協調動作を考慮さ

近年，ロボット技術の発展に伴い，実世界で活動するロ

れていない．文献 [7] は複数ロボットによる掃引作業にお

ボットに期待が高まっている．実世界で活動するロボット

いて，領域全体を掃引する一つの経路を生成した後，適切

は，災害救助や惑星探索といった人には困難な場所で働く

な作業時間になるよう各ロボットに経路を分配するオフラ

ものから，清掃ロボットや警備ロボットのような人が生活

イン動作計画手法を提案している．文献 [3] はマルチエー

する場所で働くものまで多岐にわたる．大規模災害時の捜

ジェントによるパトロール問題を対象に，巡回セールスマ

索活動では，広範囲を見落としなく探索すること，また清

ン問題（TSP）ベースの環状経路や分割手法を比較した．

掃や警備では継続的に対象領域を巡回することが求めら

また，文献 [5] は複数ロボットが環境上の全ての頂点を同

れる．こうした要求に対し，ロボット一台では移動速度や

じ周期で訪れるための環状経路の作成手法を述べている．

バッテリの制約上，カバーできる領域の広さや稼働時間に

しかし，これらの研究では我々が想定しているような頂点

限界がある．そこで，複数のロボットの協力作業が必要と

ごとに異なる頻度で訪れることは考慮していない．文献 [2]

なる．本研究では複数の自律ロボットによる巡回清掃に焦

や文献 [6] では対象領域を分割して複数ロボットが協力す

点を当てる．

る手法を提案している．文献 [2] では文献 [1] の研究を複

このような問題では，ロボットが環境に応じて柔軟に行

数台のロボットに拡張し，互いに境界情報を交換しながら

動する必要がある．たとえば，清掃ではごみの溜まりやす

担当領域の分割手法を提案している．この手法では，異な

い場所があり，作業の巡回頻度も異なる．また，ロボット

るイベント発生周期を考慮して担当領域を分割している．

のバッテリは有限容量であり，継続的な活動には定期的な

文献 [6] は風船を気体が満たすモデルと蟻エージェントの

充電が必要である．そのため，複数のロボットが協力して

フェロモンモデルを融合し，各ロボットの担当領域の気圧

環境中のごみの量を少なく保つには，他のロボットの巡回

（面積を反映している）が均一となるような担当領域分割

状況や自分のバッテリ残量などを考慮した巡回戦略が重要

法を提案している．しかし，これらの手法ではバッテリの

となる．

残量により定期的に充電を行う状況は考慮されておらず，

このような課題に対し，文献 [1] では，グリッドで表現

また文献 [5] と同様に頂点の巡回の頻度は考慮されていな

した環境において，異なる確率で発生するイベント（対象

い．著者らも文献 [8] において，巡回頻度を考慮した手法
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を提案したが，モデル化が完全ではなく十分な学習効果は
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トの行動計画戦略の学習は著者の知る限り，十分研究され
ていない．
本研究では，ごみの発生に偏りを持つ環境を有限なバッ
テリを持つ複数台のロボット（エージェント）が継続的に
巡回清掃する状況で，最適な行動計画戦略を各エージェン
トが自律的に学習し，環境中のごみの量を最小化すること
を目的とする．

r
r
r
Tcharge
= kcharge
(Bmax
− brt )

となる．また，基地では同時に複数のエージェントが充
電可能とした．以下では，バッテリに関するパラメータ
r
r
r
Bmax
，Bdrain
，kcharge
は全てのエージェントで共通とし，

r を省略するが，この仮定を除いても以下の議論に変化は
ない．
エージェントは環境の構造 G と全頂点のごみの発生確

2. 継続的なマルチロボット巡回清掃問題

率 Pv を知っており，これらを行動計画に利用できると仮

ロボットを自律したシステムであるエージェントとして
とらえ，モデル化する．この問題の定式化のため，以下の
定義を導入する．時間は離散時間とし，最小単位を 1 ス
テップとする．1 ステップ中に，エージェントは移動と回
収（ごみの吸引）を行う．エージェントが清掃する環境を
連結有向グラフ G = (V, E) で表す．V は頂点の集合を表
し，エージェントやごみは頂点 v 上に存在する．エッジの
集合 E はエージェントが移動可能な経路の集合を表す．こ
こでは簡単化のためエッジの長さを全て 1 とし，頂点 vi と
頂点 vj を結ぶエッジ ei,j が存在するとき，エージェントは

1 ステップで vi から vj に移動できる．頂点 vi ，vk (∈ V )
間の最短距離を d(vi , vk ) と表す．
環境に存在するエージェントの集合を R とし，時刻 t
におけるエージェント r(∈ R) の位置を vtr とする．また，
エージェントは大きさを持たず，同じ頂点に複数が同時に
存在できるものとする．実際には，複数のエージェントが
同一地点にいることはできないが，衝突回避アルゴリズム

定する．これらを未知とし，マップ作成などの手法で獲得
することも可能だが，本研究では環境の探索戦略の学習を
対象とするため，この部分は既知とした．各エージェント
はそれぞれ行動計画作成のための戦略をもち，これを行動
計画戦略と呼ぶ．
エージェントは自分を含む全てのエージェントの現在位
置を観測できると仮定する．複数のエージェントが投入さ
れた場合，前述のとおり異なる行動計画戦略を持つが，こ
うした他のエージェントの内部情報を知ることはできな
い．しかし，互いの位置情報は環境に設置されたインフラ
の観測による情報提供や，エージェント自身の観測により
確認できると想定した．この仮定により，エージェントは
頂点 v にエージェントが最後に訪れた時刻 tvvisit を得るこ
とができ，そのときにごみを回収したことも分かる．
以上の条件のもと，本研究ではある期間 ts から te まで
のごみの存在時間の総和

Dts ,te =

はいくつか提案されており，その活用を想定し，ここでは
簡単化のためにこれを仮定した．

te
∑∑

Lt (v)

(4)

v∈V t=ts

を最小化することを目的とする．

各頂点でごみは確率的に発生するものとし，頂点 v の 1
ステップあたりのごみの発生確率を Pv とする．時刻 t の
頂点 v のごみの量を Lt (v) とおくと，時刻 t + 1 の v のご
みの量 Lt+1 (v) は
{
Lt (v) + 1
Lt+1 (v) ←
Lt (v)

(3)

3. エージェントの行動計画戦略
エージェントは行動決定に以下の 2 つのステージを持つ
とする．

(ごみが発生したとき)
(上記以外)

( 1 ) 目標決定ステージ
(1)

( 2 ) 経路計画ステージ
目標決定ステージでは，環境で観測された状態を入力に，

とする．時刻 t に v にエージェントが来ると，ごみは全て

エージェントごとに決まっている目標決定法に基づいて

回収され Lt (v) = 0 となる．本研究では，エージェントは

次に移動すべき目標頂点を決定する．経路計画ステージで

1 ステップで移動とごみの回収の両方実行可能とした．

は，経路計画法に基づいて，目標頂点へ移動する経路を決

r
Bmax
，時

定するが，バッテリ残量が少ないときは基地に戻る経路を

刻 t のバッテリ残量を brt で表す．消費電力は充電中を除き

生成する．この目標決定法と経路計画法の組み合わせを行

r
常に一定とし，1 ステップのバッテリ消費量を Bdrain
とす

動計画戦略と言う．

エージェント r が持つバッテリの最大容量を

る．走行中のバッテリ残量はステップごとに，
r
brt+1 ← brt − Bdrain

(2)

3.1 目標決定ステージ
本ステージで，エージェントが採用する目標決定法は，

と更新する．環境には充電基地があり，エージェントは

以下の 3 手法とする．

バッテリ残量が 0 になる前に基地に戻り充電する．充電時

( 1 ) ランダム法

r
間 Tcharge
はバッテリの使用量に比例すると仮定し，比例
r
係数を kcharge
と置くと，
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環境に存在する全ての頂点からランダムに 1 つの頂点
を選択し，目標頂点とする．
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3.2.3 サブゴール型経路計画

( 2 ) 確率的貪欲法
現時刻 t において，各頂点のごみの量の期待値 ELt (v)

最短型経路計画法が目標頂点まで最短経路で移動するの

を計算し，その上位 Ng 個の頂点からランダムに 1 つ

に対し，サブゴール型経路計画法ではごみの存在期待値が

を選び，目標頂点とする．なお，時刻 t の v のごみの

高い頂点を経由しながら最終的な目標頂点 vtarget に移動

存在期待値 ELt (v) は以下の式で計算する．

する．経由頂点を設定する際，目標頂点から遠ざかったり，

ELt (v) = Pv (t − tvvisit − 1)

(5)

ここで tvvisit は，v にいずれかのエージェントが前回
到着した時刻である．目標設定にランダム性を加える
のは，エージェントの目標を分散させるためであり，
これにより効率は飛躍的に向上する．

( 3 ) 斥力法
V からランダムに Nrep 個の頂点を選び，その集合を
Vs とする．斥力法では時刻 t における目標頂点 vtarget
を以下の式で選択する．
∑
vtarget = arg max
d(vtr , v)
v∈Vs

最短経路から遠く離れた頂点を選択することは適切ではな
い．そこで，時刻 t にバッテリ残量 bt のエージェント r が
頂点 vtr にいるとき，経由する頂点 v は以下の式を満たす
ものとする．


d(vtr , v) ≤ dmyopia



 d(v, v
r
target ) < katt (d(vt , vtarget ))
(9)

d(vtr , v) + d(v, vtarget ) ≤ krover d(vtr , vtarget )




Pot(vtarget ) + Bdrain × (d(vtr , v) + d(v, vtarget )) ≤ bt
第 1 式の dmyopia は近隣とする距離の閾値であり，この値

(6)

よりも近い範囲で経由頂点を決める．第 2 式は目標頂点か
ら離れる方向に移動しないように引きつける力を係数 katt

r∈R

これは，全エージェントからもっとも遠い頂点を選択

（但し，0 < katt < 1）を導入し，経由範囲を制限している．
また，第 3 式では経由頂点を通ることで目標頂点までの移

している．
エージェントは，基本的にこれらのうち 1 つを目標決定法

動距離は増加するので，許容する距離の増加率を krover（但

として採用するが，提案手法では，状況に合わせてこれを

し，1 < krover < 2）を使って制限する．第 4 式はバッテ
リ制限を表す．式 (9) を満たす頂点 v の集合 Vsub の中で，

変更することがある．

最もごみの存在期待値が高い頂点を経由地点 vsubgoal とす

3.2 経路計画ステージ

る．d(vsubgoal , vtarget ) ≤ dmyopia であれば，経由地点の追

3.2.1 経路計画の概要

加は終了する．もし，d(vsubgoal , vtarget ) > dmyopia であれ

経路計画ステージでは，バッテリ残量を考慮しながら目

ば，vsubgoal を仮の現在地 vtr として上記と同様に経由地点

標決定ステージで求めた目標頂点に到達するための具体的

を求め，これを vsubgoal と vtarget の距離が dmyopia 以下に

な経路を求める．

なるまで繰り返す．現在地，各経由頂点，目標頂点の間を

エージェントのバッテリで基地に戻れない頂点への移動
を防ぐため，ポテンシャルという概念を導入する．頂点 v
のポテンシャル Pot(v) は，v から充電基地 vbase までの移

(7)

エージェントは清掃の巡回を始める前にポテンシャルを計
算し，経路上の頂点からの到達可能性を調べる．エージェ
ント r の時刻 t における到達可能な頂点 v は次式を満たす．

bt ≥ Pot(v) +

d(vtr , v)

× Bdrain

4. 提案手法
4.1 戦略的目標決定法

動に必要なバッテリ量で，以下の式で表せる．

Pot(v) = d(v, vbase ) × Bdrain

最短経路で結び，これをエージェントの移動経路とする．

(8)

提案手法を説明する前に，近隣と遠方の目標頂点を学習
しながら決定する戦略的目標決定法を追加する．この手法
では，近隣にごみが十分残っている場合は近隣を優先的に
巡回する．前目標決定ステージで決めた目標頂点 vtarget に
対し，Varea = {v|d(v, vtarget ) ≤ drad } とおき，これを近
領域と呼ぶ．ここで，drad は正数である．エージェントは

式 (8) を満たさない頂点には移動しないように経路を作る．

vtarget に到着後 Varea から次の目標頂点を 3.1 節の目標決

もし，そのような経路を作成できないか，目標決定ステー

定法の 1 つを用いて選択する．ただし，Varea 外の方がご

ジで決めた目標頂点が式 (8) を満たさないときは，充電の
必要があるとして，基地を目標頂点に変える．経路計画法
として最短経路計画法とサブゴール型経路計画法について
説明する．

3.2.2 最短型経路計画法

みが多いと判断した場合は環境全体から次の目標頂点を決
定する．時刻 t のエージェントの近領域の評価値 EVt を以
下の式で定義する．
∑
ELt (v)
EVt = v∈Varea
|Varea |

(10)

最短型経路計画法は，ダイクストラ法 [4] など最短経路

これは，Varea で 1 ステップの移動で回収できるごみの量

を求めるアルゴリズムを用い，現在地点から目標頂点まで

の平均期待値である．閾値 EVthreshold をあらかじめ定義

の経路を返す．

し，EVt > EVthreshold のときは近領域内を，その他のと
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きは環境全体から目標を選択する．環境全体から目標頂点

vtarget を決定したとき，Varea も同時に更新する．この新
しい領域の評価値を EVt+k として，EVthreshold は以下の
学習式で更新する．
(a)

EVthreshold ← EVthreshold +α(EVt+k −EVthreshold )(11)

(b)

図 1 ごみの発生環境

これにより，エージェントは目標頂点を近隣かそれ以外か

Fig. 1 Experimantal environments.

を経験から求めるられる．
表 1

投入するエージェント

Table 1 Types of Agents.

4.2 提案手法：強化学習による目標決定法
エージェントが自律的に学習し，環境の構造や他エー
ジェントの戦略にあわせて適切な目標決定法を学習する手
法を提案する．エージェントの行動 a は 3.1 節および 4.1
節で述べたランダム法，確率的貪欲法，斥力法，戦略的目
標決定法のいずれかとし，報酬 u は目標頂点までの移動中

目標決定法

経路計画法

ランダム法 (ランダム)

サブゴール型経路計画法

確率的貪欲法 (貪欲)

サブゴール型経路計画法

斥力法 (斥力)

サブゴール型経路計画法

戦略的目標決定法 (戦略)

サブゴール型経路計画法

学習型目標決定法 (学習)

サブゴール型経路計画法

に回収した 1 ステップあたりのごみの回収量とする．具体
的には，選択した目標決定法 a が出力した目標地点 vtarget

表 2 実験における目標決定法の各パラメータの値

に移動した距離を dtravel ，所要した時刻の範囲を Ttravel

Table 2 Parameters for target determination methods.

とすると，報酬 u は
∑
ELt (vtr )
u = t∈Ttravel
dtravel

目標決定法
確率的貪欲法

(12)

斥力法

Ngreedy

5
100

α

0.1

drad

15

学習型目標決定法

(13)

値

Nrepulsion

戦略的目標決定法

と定義する．行動 a の価値 Q(a) は次式で更新する．

Q(a) ← (1 − α)Q(a) + αu

パラメータ

α

0.1

ε

0.05

ここで α（0 < α < 1）は学習率である．目標決定法の選択
には ε-greedy 法を用いる．この手法を学習型目標決定法と
呼ぶ．

表 3

実験におけるサブゴール型経路計画法の各パラメータの値

Table 3 Parameters for the subgoal path planner.
パラメータ

5. 実験
5.1 実験環境
計算機上に仮想環境を構築し，評価実験を行う．環境
を 51 × 51 の頂点からなる 2 次元グリッドとし，各頂点を

値

dmyopia

15

kattract

1.0

krover

1.2

v = (x, y) と表す（但し，−50 ≤ x, y ≤ 50）．エージェント

トが最大に動いた場合の 1 回の「稼働 → 充電」のサイクル

のスタート位置と，充電基地は頂点 vbase = (0, 0) とした．

は 3600 ステップとなる．これらは現実世界で，1 ステップ

本実験では図 1 に示すように 2 通りのごみの発生環境を

4s，エージェントの移動速度 0.25m/s，バッテリ稼働時間

用意した．なお図 1 において，頂点 v のごみの発生確率は

1h，バッテリ充電時間 3h を想定し設定した（実際に販売

以下のとおりである．


 1013 (塗りつぶされた領域)


されている清掃ロボットを参考に設定した）．上記の環境

Pv =





1
104
1
106

(斜線部分)

で表 1 の行動計画戦略を持つエージェントを投入した（本
実験では経路計画法にサブゴール型経路計画法のみを使っ

(14)

(上記以外)

ている．最短経路計画法とこれは明確な効率の差があるた
めである）．また，各目標決定法と経路計画法のパラメー

環境 (a) は周囲にごみが溜まりやすい，やや偏った環境を

タを表 2，表 3 に示す．なお戦略的目標決定法において，

想定し，環境 (b) は特に偏った環境で，環境中にごみが発

目標頂点は確率的貪欲法により決める．

生しやすい領域が存在する．
実験では，エージェントのバッテリ容量 Bmax =900 と
し，消費量 Bdrain =1，kcharge =3 とする．これにより，エー
ジェントは最大で 900 ステップ連続で稼働し，満充電まで
最大で 2700 ステップが必要になる．つまり，エージェン
ⓒ 2013 Information Processing Society of Japan

実験は 1 回 150000 ステップとし，投入するエージェン
ト数を 5，10，15，20 と変えつつ実行し，以下の項目につ
いて 20 回の試行の平均値を記録した．

• 最 後 3600 ス テ ッ プ の ご み の 存 在 時 間 の 総 和
D146401,150000 （以下 D と表す）
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エージェント数とごみの存在時間の総和 D の関係 (環境 (a))

Fig. 2 Relationship between the number of agents and the cu-

図 3

5 台に対する各台数のごみの存在時間の総和の割合 (環境 (a))

Table 4 Ratio of cumulative existence time of litter to time

貪欲

斥力

戦略
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エージェント数とごみの存在時間の総和 D の関係 (環境 (b))

mulative existence time of litter in Environment (b).
表 5

5 台に対する各台数のごみの存在時間の総和の割合 (環境 (b))

Table 5 Ratio of cumulative existence time of litter to time
with 5 agents in Environment (b).

with 5 agents in Environment (a).
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学習

台数

ランダム

貪欲

斥力

戦略

学習

0.504

0.601

0.508

0.529

0.541

10 台

0.533

0.578

0.526

0.540

0.518

10 台

15 台

0.355

0.459

0.367

0.415

0.360

15 台

0.345

0.410

0.353

0.427

0.379

20 台

0.268

0.405

0.284

0.353

0.278

20 台

0.265

0.325

0.280

0.336

0.307

• 学習型目標決定法における各目標決定法を選択した



エージェント数の推移
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なお表 1 に示した目標決定法は，その後の括弧内の単語で


࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺᩘ

略記することがある．







5.2 実験結果


各ごみの発生環境におけるエージェント数とごみの存在





時間の総和 D の関係を図 2 と図 3 に示す．周囲に偏りを
持つ環境 (a) ではエージェント数が 20 のときをみるとラ
ンダム法と確率的貪欲法が同程度効率が低く，次いで戦略




㛫 ࢫࢸࢵࣉ

図 4


[



各目標決定法を選択するエージェント数の推移 (環境 (a))

Fig. 4 Number of agents for each target determination method

的目標決定法が低いが，斥力法と学習型目標決定法は全て

in environment (a).

のエージェント数において同程度に良くなっている．環境

(b) では斥力法も戦略的目標決定法も下がった．しかし，



どの環境でも提案手法である学習型目標決定法が一番良い


࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺᩘ

値を基準とし，各台数ごとの D 値の割合を表 4 と表 5 に

ࣛࣥࢲ࣒
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結果となった．
各ごみの発生環境において，エージェント 5 台の D の







示す．ランダム法と斥力法は台数が 2 倍になると，ごみの


存在時間の総和も概ね 1/2 倍となる．これは，台数が増え




ても 1 台あたりの効率が落ちないことを意味する．一方で
確率的貪欲法や戦略的目標決定法は，台数の増加にともな
い 1 台あたりの効率が下がる．また，学習型目標決定法は，
台数増加による効率低下は小さい．
エージェント 20 台のときに提案手法で選択された目標
決定法の数の推移を図 4 と図 5 に示す．環境 (a) では，こ
の環境で効率が良い斥力法が最多となり，確率的貪欲法，




㛫 ࢫࢸࢵࣉ

図 5


[



各目標決定法を選択するエージェント数の推移 (環境 (b))

Fig. 5 Number of agents for each target determination method
in environment (b).

ジェント数で多数を占め，ランダム法と斥力法はあまり選
択されない．

戦略的目標決定法と続き，ランダムはほとんど選択されな
くなる．環境 (b) は選択非選択の手法は二分される傾向が
あり，戦略的目標決定法と確率的貪欲法が同程度のエー
ⓒ 2013 Information Processing Society of Japan
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6. 考察
6.1 台数効率
今回の実験では，エージェント数の増加にともない，1

い効率になると考えられる．もちろん，このような現象は
ごみの発生率の高い領域の数と広さにも左右される．本実
験は，提案手法が環境に応じて適切な比率で目標決定法を
エージェントに決定させたと考えられる．

台当たりの効率が低下する目標決定法と低下しないものが

最後に重要な点として，提案手法の効率は，単一目標決

あった．ランダム法や斥力法では台数が 5 から 10〜20 へ

定法の場合の効率の加重平均を大きく越えたことを指摘し

増加すると，その比率と同程度にごみの存在時間の総和 D

たい．それぞれの目標決定法には長所短所があり，それら

が低下した．これら 2 手法では台数が増えても環境中に

の適切な融合が高効率をもたらすが，提案手法はそれを実

エージェントが一様に存在する目標決定法であるためと考

現する一手法と考えられる．

えられる．他方，確率的貪欲法や戦略的目標決定法は台数
が増えると，1 台当たりの効率は下がる傾向にある．たと

7. まとめ

えば全エージェントが確率的貪欲法で動く場合，ごみの多

本研究では，複数のロボットによる継続的な巡回清掃で

い場所に集中する傾向がある．戦略型目標決定法も近領域

環境中に存在するごみの量の最小化を目的として，継続的

以外の目標は確率的貪欲法で決めるため同様な傾向となる．

なマルチロボット巡回清掃問題のモデル化をした．その上

提案する学習型目標決定法の場合，その性質は学習によ

で，複数の目標決定法から最適なものを学習する手法を提

り選択される目標決定法に依存する．環境 (a) の場合は，

案した．評価実験から，提案手法により複数のエージェン

台数が増えても効率が落ちにくい斥力法を選択するエー

トが適切な比率で異なる行動計画戦略を選ぶことができ，

ジェントが多数存在している．これは斥力法の効率がそれ

結果として単一の戦略で動作するよりも高効率でごみを回

ほど悪くない環境であるため，確率的貪欲法や戦略型目標

収できることを明らかにし，提案手法の有効性を示した．

決定法で十分ごみを回収できなかったエージェントが斥力

今後の課題として，ロボットの能力の差別化が挙げられ

法を選んだと考えられる．一方で環境 (b) では確率的貪欲

る．ロボットは異なる移動能力やバッテリ容量，回収でき

法と戦略型目標決定法といった，ごみの存在期待値ベース

るごみの種類を持つことが考えられ，こうした異種ロボッ

の手法が効率がよく，提案手法でも多くのエージェントが

トの協調動作のための仕組みづくりが必要である．

選択している．そのため，領域の重複については発生しや
すくなり，環境 (a) と比べて台数の増加に対する 1 台あた
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