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Abstract― In this paper, we propose an efficient 

control method for multicar-elevator using reinfor-

cement learning． In the method, the control agent 

selects the best policy among three policies, namely 

Distance-policy, MinGuests-policy, and Zone-policy, 

according to traffic flow. The control agent takes the 

number of total passengers and the distance from the 

starting floor to the destination floor of a call into 

account. Through experiments, we compare the mean 

completion time of the proposed method with the mean 

completion times for the cases when the car assignment 

is made by each of the three policies.  
 

I. はじめに 

近年，オフィスビルや商業施設，マンションなど，
私たちにとって必要不可欠なエレベータが急速な進化
を遂げている．特に日本では平地が尐ないため建物の
高層化，大規模化は避けられない．通常のエレベータ
システムでは，十分な輸送能力を確保するためにはシ
ャフトを増やすしか方法がない．最小限の設置面積で
輸送能力を高めるためには，複数のシャフトに複数の
かごを格納した効率的なマルチカーエレベータ
(MCE)システムの実現が必要不可欠である．MCE 環
境においては，各エレベータを独立に運行すると，輸
送するかごの負荷に偏りが生じ，乗客の輸送効率が悪
くなるため群管理を行う．群管理とは，乗客の待ち時
間やサービス時間を短縮するために，複数台のエレベ
ータを群として管理し，運行スケジューリングする手
法である．群管理に関しては，AI，ファジーニューラ
ルネット，遺伝子アルゴリズムなど様々なアルゴリズ
ムが研究開発されている．しかし，乗客からのエレベ
ータの呼び出し(呼び)の発生数が多い場合は群管理ア
ルゴリズムの効率向上には限界があり，新しいエレベ
ータの構成による群管理が必要になる．[1][2] 

本研究においては，MCE 群管理システムが最適な
エレベータに呼びを割り当てるための強化学習[3]を用
いた方策策定手法を提案する．ここで，強化学習を行
う群管理エージェントは，各エレベータの運行状態や

乗客の発生状況などの要因を考慮して方策策定を行う．
本実験ではあらかじめ 3 つの呼び割り当ての方策を考
える．それらは，かごに最も距離が近い乗客を割り当
てる“距離優先割り当て”，もっとも乗車中の乗客数
が尐ないかごを割り当てる”乗客最尐割り当て”，各
かごが分担する領域内の呼びを割り当てる”領域分担
割り当て”の 3 つである．実験ではこれらの各割り当
て方策のみで呼びの割り当てを行った場合と，強化学
習を用いて各方策から運行状況によって割り当て方策
を選択する提案手法を用いて呼びをかごに割り当てた
場合における，サービス時間の平均値を比較し，提案
手法の評価を行う． 
 

II. MCE最適制御問題 

A. 概要と目的 
MCE 最適制御問題では効率的な輸送を目的とする．
主な仕様・定義は，CSTソリューションコンペティシ
ョン 2010 で用意された「MCE 最適制御問題」に準
拠する．[1]本研究では，群制御器が呼びの割り当てを
行い，式(1)で定義される呼びの平均輸送時間(平均サ
ービス完了時間)Tの最小化を目的とする． 
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ここで N は呼びの総発生回数，   は 番目に発生した
呼びが目的階に到着した時刻，   は 番目の呼びが発
生した時刻である． 
B. システムの概要 

シミュレーション環境として CST ソリューション
コンペティション 2010 で用意された MCE シミュレ
ータ(MceSim)を評価ツールとして用いる．図 1 に
MceSimの構成を示す． 
図 1のように MCEでは制御器が 3つ用意されており
それぞれの制御器が仕事を分担する．群制御器は，呼
びを各かご制御器に割り当てを行う．シャフト制御器
は，担当シャフト内のかごが衝突しないよう監視を行
う．かご制御器は独自の方針に基づきスケジュールを
作成する． 



 
図 1 MceSimの構成 

III. 群制御器エージェントの方策 

群制御器エージェントは次の 3 つの方策を持つ． 3

つの方策とは，距離優先割り当て，乗客最尐割り当て，
領域分担割り当てである．以降 3 つの方策について説
明する． 

A. 距離優先割り当て 
距離優先割り当てでは，呼びを割り当てても定員人

数を超えないかごの中から，現在のかごの位置から発
生した呼びのフロアまでの移動距離が最短のかごを割
り当てる．ここで移動距離とは，かごの現在階から，
すでに割り当てられたスケジュールに従って，発生し
た呼びを迎えに行くまでの距離である．移動距離 W

を式(2)に示す．ここで呼びが発生した階を F，かご
の現在階を PF，かご輸送中の呼びの目的階を TF と
する． 

W = |     | + |    |    (2) 
 

距離優先割り当ての仕様をシングルカーエレベータ
(SCE,シャフト数 4,かご数 1)を用いて説明する．SCE

の例を図 2 に示す．図 2 の場合，呼びの現在階は 15

階なのでかご B(現在階は 10 階)が最も距離は短いが，
既にかご Bは 1階を目的階とする呼びを割り当てられ
ている．式(2)よりかご Bの移動距離は 23となる．同
様に他のかごの移動距離はかご A(25 階)が 30，かご
C(20 階)が 25，かご D(1階)が 14である．よって，
最短移動距離のかご Dに発生した呼びに割り当てる． 

図 2  SCEにおける呼びと各かごの情報 

B. 乗客最尐割り当て 
乗客最尐割り当てでは，呼びを割り当てても定員人
数を超えないかごの中から，現在割り当てられている
乗客数が最尐のかごに割り当てる．距離優先割り当て
同様，図 2を用いて説明する．図 2の場合，それぞれ
のかごの乗車人数はかご A が 8 人，かご B が 2 人，
かご C が 5 人，かご D が 7 人である．よって，乗客
数が最も尐ないかご Bに発生した呼びを割り当てる． 

C. 領域分担割り当て 
領域分担割り当ての仕様を，MCE（シャフト数 4，
かご数 2）を用いて説明を行う．MCE の例を図 3 に
示す．図 3 では car2-2 にのみ既に呼びが 1 グループ
乗車しているものとする．各かごの分担している領域
の範囲と割り当て優先順位表を表 1に示す．表 1では
かごを“car シャフト番号－かご番号”で表す．かご番
号は，同一シャフトの上のかごを 2，下のかごを 1 と
する．例えば，シャフト番号 3 の上のかごを表記する
場合には“car3-2”と表し，シャフト番号 4 の下のかご
を表記する場合には“car4-1”と表す． 

 

図 3 かごが分担している領域 

表 1  かごの分担領域と使用する優先順位 

かご 分担領域（階数） 優先順位 

car 1-1 Zone A1 （1～10 階） 1 

car 1-2 Zone A2 (11～30階) 3 

car 2-1 Zone B1  (1～15階) 2 

car 2-2 Zone B2 (16～30階) 2 

car 3-1 Zone C1  (1～20階) 3 

car 3-2 Zone C2(21～30階) 1 

car 4-1， 

car 4-2 
Zone D  (1～30階) 4 



割り当て優先順位とは呼びにかごを割り当てる際のか
ごの優先順位であり，かごが分担している領域が狭い
かごを優先的に割り当てる．1 が優先順位が最も高く，
4 が最も低い．また，割り当て可能なかごの中で，優
先順位が最も高い割り当てであっても，既にそのかご
に呼びが割り当てられている場合は，次に優先順位が
高いかごを発生した呼びに割り当てる．割り当て可能
な全てのかごに既に呼びが割り当てられている場合は，
優先順位が最も高いかごを発生した呼びに割り当てる． 
シャフト 4の場合，car 4-1と car 4-2については同じ
領域を分担しているため，car 4-1と car 4-2が衝突し
てしまう割り当てを行う可能性がある．そこで car4-1，
または car4-2 の割り当ての場合では，同一シャフト
内のかごが，現在割り当てられていない状態の時のみ
割り当てる．つまり car 4-1，car 4-2の両方が同時に
稼働することはない．また，優先順位 4 の car 4-1，
car 4-2 に発生した呼びを割り当てる場合は，発生し
た呼びに対して，移動距離が短いかごを割り当てる．
このように領域分担割り当てでは，それぞれのかごに
領域を与え，その領域内に目的階，出発階をもつ呼び
が発生した場合そのかごに発生した呼びを割り当てる．
図 3の場合，発生した呼びは現在階 17F，目的階 25F

なので Zone A2，Zone B2 ，Zone Dの分担領域を持
つ，car 1-2，car 2-2，car 4-1，car 4-2に割り当てが
可能である．図 3の場合，優先順位が最も高いが，呼
びを既に割り当てられている car 2-2 ではなく，次に
優先順位が高く，呼びを割り当てられていない car 1-

2に発生した呼びを割り当てることになる． 
 

D. 提案手法 
提案手法ではエージェントが A，B，C の 3 つの方

策の中から最大の Q値を持つ方策を選択する．以降で
はエージェントの学習方法について説明する． 

 

IV. エージェントの学習 

本研究で群制御器エージェントの知覚(状態)は，呼
びの発生数と，呼びの目的階までの移動距離を量子化
したものである．群制御器エージェントは，先に説明
した 3 つの呼び割り当て方策を持つ．提案手法では群
制御器エージェントの学習により，状態に応じて各方
策の中から最適な方策を選択する．群制御器エージェ
ントの学習は Q-Learningの枠組みに基づく． 
 

A. 状態変数 

群制御器エージェントは方策ごとに状態空間(評価
テーブル)を構築する．環境から取得できる状態空間
を構築するための知覚情報は，現在発生している呼び
の数 X と，発生した乗客の出発階と目的階の差 Y で
ある．X は割り当て済みの呼びと，まだ割り当てるこ
とのできていない呼びの合計である．Y はこれから割
り当てようとしている呼びの移動距離である．X，Y

の 2 つを組み合わせたもの(X,Y)を知覚情報とする．
ここで X，Y の数値をそのまま知覚情報としてしまう
と，状態数が多くなり，群制御器エージェントが類似
する状態であっても異なる状態であると認識し，学習

時間を必要以上に要する可能性がある．そこで X，Y

ともに，取得した数値の量子化を行って(x,y)とするこ
とにより，状態数を減尐する．X，Y をそれぞれ量子
化するための量子化テーブルをそれぞれ表 2，表 3 に
示す． 
 

表 2  呼びの数 Xの量子化テーブル 

 
表 3  乗客の乗車階と目的階の差 Yの量子化テーブル 

 

B．報酬 

群制御器エージェントはある時間ｔで発生した呼び
の割り当てを完了し，目的階まで運び終えると環境か
ら報酬  を受け取り，状態行動価値関数 Q(     )を更
新する．報酬  を式(3)に示す． 

 

    
 

 
         (3) 

 
ここで，D は呼びの移動距離，R は呼びが乗車してか
ら目的階に到着するまでの輸送時間を表す． 

 

C．状態行動価値関数 

状態行動価値関数を式(4)に示す．呼び発生時間を
t1，次の呼び発生時間を t2 とする． t1，t2 における
状態をそれぞれ   ，   とし，学習エージェントが選
択する方策を   ，   とする．また Q(       )は状態
   における方策の   の評価値である．また可変割引
率 を式(5)に示す． は，呼びの間隔(t2－t1)が大き
くなるにつれて小さい値になる． は割引係数である． 
 
Q(       )←Q(       ) 

+  [r+                －Q(       )]   (4) 

 

  =                        (5) 
 

V. 実験・考察 

実験では，群制御器が，各方策のみで呼びを割り当
てた場合と，強化学習を行い，各方策の中で最も高い
Q 値を持つ方策を選択した場合(提案手法)について平
均サービス完了時間を計測し，評価と考察を行う．こ
こで各方策とは，距離優先割り当て，乗客最尐割り当
て，領域分担割り当ての 3 つの方策のことである．ま

Xの範囲 0~2 2~4 4~6 6~8 8~10 

x の値 1 2 3 4 5 

      Xの範囲 10~12 12~14 14~16 16~18 18~20 

x の値 6 7 8 9 10 

      Xの範囲 20~22 22~24 24~26 26~28 28~ 

x の値 11 12 13 14 15 

Yの範囲 0~3 3~6 6~9 9~12 12~15 

y の値 1 2 3 4 5 

      Yの範囲 15~18 18~21 21~24 24~27 27~30 

y の値 6 7 8 9 10 



た呼びは 1 人から 10 人の乗客がランダムで発生する．
呼びが 1 秒間に発生する確率が 0.1，0.11，0.12，
0.13，0.14，0.15，0.16，0.17，0.18，0.19，0.2のそ
れぞれについて平均サービス完了時間を計測する． 

A. シミュレーション環境の設定 
各実験における共通のシミュレーション環境を表 4

に示す．またエレベータの仕様は 2.2 で述べた通りで
ある． 

 
表 4 シミュレーション環境 

シミュレーション時間 50000[s] 

建物の階数 30[階] 

シャフトの数 4 

かごの数 8 

B. シミュレーション環境の設定 
この実験で用いた強化学習に関するパラメータを表

5に示す． 
 

表 5 学習に関するパラメータ 

学習率 α 0.8 

可変割引変数のパラメータ β 0.5 

ε(ε-greedy） 0.2 

Qの初期値 0 

エージェントの選択できる方策の数 3 

C. 実験準備 
平均サービス完了時間を計測するにあたって，群制

御器エージェントは 10000(s)まで強化学習を行う．学
習で取得した評価テーブルを使用して 50000(s)まで群
制御器エージェントは呼びを最適なかごに割り当てる．
なお，10000(s)以降も群制御器エージェントは学習を
続ける．強化学習を行う群制御器では 10000(s)から
50000(s)までに発生した呼びの平均サービス完了時間
を計測する．また，0(s)から 50000(s)までに発生した
呼びに対する各方策のみの平均サービス完了時間を計
測する． 

D. 実験結果 
群制御器が，各方策のみで呼びを割り当てた 3つの

場合(距離優先割り当て，乗客最尐割り当て，領域分

担割り当て)と，提案手法の合計 4通りの割り当てに

よる，平均サービス完了時間の計測結果をグラフ化し

たものを図 4に示す． 

 
図 4  平均サービス完了時間 

図 4 から分かるように，発生率 0.12 までの平均サ
ービス完了時間は 4 通りの割り当ての中で，距離優先
割り当てが最も平均サービス完了時間が短い．また，
提案手法は，距離優先割り当てと平均サービス完了時
間がほぼ同じである．実験結果より発生率 0．12 以下
で呼びが散発的に発生する場合，最短距離でかごに乗
客を割り当てる距離優先割り当てが 4 通りの割り当て
手法の中で最も有効であると考えられる．このように
呼びの発生率が低い場合，提案手法は距離優先割り当
ての平均サービス完了時間と比較すると大差がなくほ
とんどの状態で距離優先割り当てを選択している．発
生率 0.13 以上では，提案手法が他の割り当て方法に
比べて平均サービス完了時間は短くなっていることが
図 4 より分かる．これらによって提案手法が効率的な
方策を獲得できていることが示された．また，提案手
法を他の割り当て方法と比較すると，平均サービス完
了時間の増加率が最も低く上昇の角度が小さいことが
わかる．これより，発生率 0.2 以上の場合であっても
強化学習割り当てが最も平均サービス完了時間が短い
ことが予想される． 

 

VI. おわりに 

本研究では，MCE 環境において群制御器が呼びを最
適なかごに割り当てるための方策策定手法を提案した．
提案手法では，3 つの方策の中から状態に応じて最適
な割り当て方策を強化学習によって策定する．3 つの
割り当て方策とは距離優先割り当て，乗客最小割り当
て，領域分担割り当てのことである．また，提案手法
が乗客発生率ごとの平均サービス完了時間の推移によ
り，どの程度有効であるかを検討した． 
実験により，各方策のみで呼びを割り当てるよりも
提案手法により状況に応じて最適な方策を選択した場
合の方が平均サービス完了時間を短縮でき，提案手法
が有効であることが示せた．また，実験結果より得ら
れた平均サービス完了時間の傾向より，発生率 0.2 以
上の場合でも提案手法は各方策と比較しても，平均サ
ービス完了時間が短くなることが予想される． 
今後の課題としては，平均サービス完了時間を短縮
するため，状態の取り方や，報酬の与え方を工夫する
など，より効率的に学習を行う手法を開発することが
挙げられる． 
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