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In recent years, the transportation industry, including railroads, has been facing a declining birthrate and an aging population, 

combined with the concentration of population in urban areas, has led to a serious shortage of labor, especially in rural areas. Therefore, 

there is an urgent need for automatic train operation using Automatic Train Operation (ATO) systems. ATO systems are required to 

strictly adhere to speed limits, adhere to operation schedules, make accurate stops at stations, conserve energy, and provide good riding 

comfort. In this paper, we propose a method for learning train control strategies that satisfy the above requirements for ATO systems 

using Deep Q Network. 

 

１． はじめに 

近年，鉄道をはじめとする運輸業界では，少子化に

よる人手不足が問題となっており，特に地方では都市

への人口集中が合わさり深刻である．そのため，自動

列車運転(Automatic Train Operation:ATO)システムによ

る，列車の自動運転化が急務となっている．ATOシス

テムにおける列車制御方策としては，予見 Fuzzy 制御

による手法が実用化されているが，省エネルギー面で

の最適制御の実現は，制御毎に多くのシミュレーショ

ンを必要とするため難しい[1]．本稿では，繰り返しシミ

ュレーションを行い結果を学習する Deep Q 

Network(DQN)による，省エネルギー単一列車制御方策

の学習手法を提案する．DQNは，予め学習した方策を

基に制御を決定するため，制御毎のシミュレーション

を必要せず，最適制御を期待できる． 

２． Deep Q Network 

２.１．Q学習 

Q学習は，正解例が直接与えられない問題において，

最適な行動選択法の適応的発見を目指す強化学習の手

法である．本手法は，行動主体(エージェント)がある状

態 sにおいて行動 aを取る価値を Q(s,a)として定義し，

この Q値を学習する．ここで，Q値は次式により更新

される． 

Q(st,at) ← (1 − α)Q(st,at) 

                   + α (rt+1 + γmaxat+1
Q(st+1,at+1)) 

(1) 

ここで，rtは状態stに遷移した際の報酬，αは Q 値の

更新量を調整する学習率，γは報酬の時間的重みを表す

割引率と呼ばれる値である． 

２.２．DQN 

DQNは，Q学習における Q(s,a)をニューラルネット

ワークで表現し，学習する手法である[2]．Q学習におい

て，Q(s,a)はテーブルとして表現される．しかし，状態

変数が多い問題において Q学習を行う場合，テーブル

サイズが大きく，消費メモリサイズ，Q 値更新回数が

膨大となり学習が困難である．そこで，ニューラルネ

ットワークで Q(s,a)を表現する DQN を用いることで

この問題を解決する． 

３． 提案手法 

３.１．列車走行モデル 

列車は，次式の運動方程式に基づき走行する． 

dx

dt
= v (2) 

dv

dt
= f(u,v) + r(x,v) (3) 

  
ここで，t，x，v，uはそれぞれ時間[s]，列車位置[km]，

列車速度[km/s]，制御入力を表し，関数f(u,v)はモータに

よる加速度[km/s2]，関数r(x,v)は走行抵抗，勾配抵抗，

曲線抵抗による加速度[km/s2]である．制御入力 u の値

は u=0で減速，u=1で惰行，u=2で加速とする． 

３.２．報酬 

DQNにおいて，報酬はエージェントの状態，行動を

評価する値である．列車制御方策には，制限速度の厳

守，計画駅間走行時間内での走行，駅における正確な

停車，省エネルギー，良い乗り心地が求められる．そ

こで，列車制御方策を学習するため，次式で算出され

る報酬を与えた． 

r = kderde − kslrsl − kterte − krcrrc − keeree (4) 

  
ここで，kde，ksl，kte，krc，keeは報酬調整定数を表し，

kde =0.04，kde =10，kte =7，krc =5，kee =0.02 である．rde，

rsl，rte，rrc，reeはそれぞれ駅停車位置，制限速度超過，

駅間発生遅延時間，乗り心地，消費エネルギーを評価

する報酬であり，次式により与えられる． 
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rde = {
(|xs − x|)−1         if xs ≤ x ∧ v = 0

0                             otherwise
 (5) 

rsl = {
1                             if vl < v

0                            otherwise
 (6) 

rte = {(|𝑥𝑠 − 𝑥|)
1
3          if tr < t

0                            otherwise
 (7) 

rrc = {
1 −

th

THrc

             if ut-1 ≠ ut ∧ th < THrc

0                           otherwise

 (8) 

ree = {
f(u,v)v                 if u = 2

0                           otherwise
 (9) 

  
ここで，xs，vl，tr，th，THrcはそれぞれ駅位置[km]，

制限速度[km/s]，計画駅間走行時間[s]，制御入力保持時

間[s]，乗り心地閾値[s]を表し，THrc = 3である． 

３.３．列車制御方策の学習 

３.２.の列車走行モデルを用いた列車走行シミュレ

ータを実装し，これを環境とした．列車制御間隔は通

常 1s としたが，駅到着時に精密な制御を要するため，

列車が到着駅から 50m以内に存在する場合に限り 0.1s

とした．以上の手法により，A駅から B駅の 1924mを

計画駅間走行時間 165sで走行し，列車制御方策を学習

した． 

３.４．評価方法 

十分に学習したモデルにより，A駅から B駅を計画

駅間走行時間 150s，160s，170s，180s の 4 パターンに

おいて走行し，各パターンにおける運転曲線図から，

走行速度，乗り心地を評価した．また，駅間発生遅延

時間td[s]，総消費エネルギーE，駅停車位置誤差de[cm]

を求め，駅間走行時間，省エネルギー性，駅停車位置

を評価した．ここで，総消費エネルギーE は次式で求

められる． 

   E = {∫ f(u,v)vdt
T

0

        if u = 2

0                            otherwise

 (10) 

  
４． 結果 

各走行パターンにおける運転曲線図を Figure 1 に示

す．Figure 1中の横線は制限速度を表す．Figure 1より，

列車が制限速度を厳守していること，頻繁な制御の切

り替えを行っていないことがわかる．頻繁な制御切り

替えは乗り心地を悪化させるため，制御の切り替えが

少ない本制御方策は乗り心地の面で良好である．駅間

発生遅延時間te[s]，総消費エネルギーE，駅停車位置誤

差de[cm]を Table 1に示す．Table 1より，駅間走行時間

が短いケースは長いケースと比べ総消費エネルギーが 

Figure 1. Running curve diagram from A to B 

 te[s] E de[cm] 

150s 0.7 2984 13.4 

160s -3.2 2906 11.1 

170s 0.0 2484 28.9 

180s -1.4 2402 36.2 

小さく，この制御方策により総消費エネルギーを削減

できることがわかる．また，どのパターンにおいても

駅間発生遅延時間，駅停車位置誤差が共に小さい値に

収まっていることがわかる． 

５． まとめ 

本稿では，DQNによる省エネルギー単一列車制御方

策の学習手法を提案し，この手法により学習したモデ

ルが制限速度の厳守，計画駅間走行時間内での走行，

駅における正確な停車，省エネルギー，良い乗り心地

などの面で良好な制御を行えることを確認した．本稿

で用いた環境は，走行する列車が 1 つであるが，実際

の環境では複数の列車が同時に走行する．今後は，複

数の列車が存在する環境における列車制御方策の学習

を行う． 
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Table 1. Station arrival delay time, total energy 

consumed, and stop position error at each travel time 
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