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AWS DeepRacer コンソール

AWS とは何ですか DeepRacer?
AWS DeepRacer は、強化学習によって駆動される完全自律型の (p. 3) 1/18 スケールのレースカーで
す。これは次のコンポーネントで構成されます。

• AWS DeepRacer コンソール:3 次元のシミュレートされた自動運転環境で強化学習モデルをトレーニン
グおよび評価するための AWS Machine Learning (p. 27) サービスです。

• AWS DeepRacer 車両:自動運転用にトレーニングされた AWS DeepRacer モデルで推論を実行でき
る (p. 66) 1/18 スケールの RC 車両です。

• AWS DeepRacer リーグ:世界初のグローバルな自律型レースリーグ。賞品や栄光、そしてワールドチャ
ンピオンシップカップへの進出チャンスを求めてレースをしましょう。詳細については、「の用語と条
件」を参照してください。

トピック
• AWS DeepRacer コンソール (p. 1)
• AWS DeepRacer 車両 (p. 2)
• AWS DeepRacer リーグ (p. 2)
• AWS DeepRacer を使用して強化学習を試してみる (p. 2)
• AWS DeepRacer の概念と用語 (p. 3)

AWS DeepRacer コンソール
AWS DeepRacer コンソールは、AWS DeepRacer サービスをインタラクティブなグラフィカルユーザー
インターフェイスです。コンソールを使用して、強化学習モデルをトレーニングしたり、AWS に構築さ
れた AWS DeepRacer シミュレーターでモデルパフォーマンスを評価したりできます RoboMaker。コ
ンソールでは、トレーニングされた強化学習モデルをダウンロードして、物理環境で自動走行する AWS 
DeepRacer 車両にデプロイできます。

要約すると、AWS DeepRacer コンソールは次の機能をサポートしています。

• 指定された報酬関数、最適化アルゴリズム、環境、ハイパーパラメータを使用して強化学習モデルをト
レーニングするための、トレーニングジョブを作成します。

• SageMaker および AWS を使用して、モデルをトレーニングし評価するための、シミュレーションされ
たトラックを選択します RoboMaker。

• モデルのパフォーマンスを最適化するためにハイパーパラメータを調整して、トレーニングを向上させ
るためにトレーニング済みモデルを複製します。

• デプロイのため、トレーニング済みモデルを AWS DeepRacer 車両にダウンロードして、その車両の物
理環境での走行を可能にします。

• 自分のモデルを仮想レースに参加させて、そのパフォーマンスを仮想リーダーボードの他のモデルと比
較してランク付けします。

AWS DeepRacer サービスコンソールを使用すると、モデルのトレーニングや評価、およびモデルの保存
に使用量に基づいて料金が請求されます。

スタートするために AWS は、初回の AWS DeepRacer  DeepRacer ユーザー向けに無料利用枠が用意され
ています。これにより、最初のモデルのトレーニングとチューニングを行って、AWS DeepRacer リーグ
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AWS DeepRacer 車両

に参加するのに十分な時間があります。AWS DeepRacer リーグ仮想イベントに参加するモデルを送信す
るためのコストはかかりません。

料金の詳細については、「AWS DeepRacer サービスの詳細ページ」を参照してください。

AWS DeepRacer 車両
AWS DeepRacer 車両は、Wi-Fi 対応で強化学習モデルを使用して物理的なトラックを走行できる物理的な
車両です。

• 車両を手動で制御することも、車両が自律的に走行するためのモデルを展開することもできます。
• 自動モードは、車両のコンピューティングモジュールで推論を実行します。推論は、前面に取り付けら

れているカメラからキャプチャされた画像を使用します。
• Wi-Fi 接続により、車両はソフトウェアをダウンロードできます。この接続により、ユーザーは、コン

ピュータまたはモバイルを使用してデバイスコンソールにアクセスして、車両を操作することもできま
す。

AWS DeepRacer リーグ
AWS DeepRacer リーグは、AWS DeepRacer の重要なコンポーネントです。AWS DeepRacer リーグ
は、コミュニティと競争を促進することを目的としています。

AWS DeepRacer リーグにより、物理的または仮想のレースイベントで、他の AWS DeepRacer デベロッ
パーと、他の AWS デベロッパーと ML スキルを比較できます。賞品を獲得できるだけでなく、強化学習
モデルを測定する方法もあります。他の参加者と競い合い、お互いから学び、お互いに刺激し合うことが
できます。詳細については、「の用語と条件」を参照してください。

Leage のレースに参加しましょう。または、モデルのトレーニング方法を学びましょう。

AWS DeepRacer を使用して強化学習を試してみる
強化学習、特に深層強化学習は、幅広い自律的な意思決定問題を解決するのに効果的であることが証明さ
れています。いくつか例を挙げると、金融取引、データセンターの冷却、フリート実務体制管理、自動運
転レースでの用途があります。

強化学習は、実社会の問題を解決する可能性を秘めています。ただし、その幅広い技術範囲と深さのた
め、習得には時間がかかります。実際の実験では、自律型レーシングカーなどの物理エージェントを構築
する必要があります。また、ドライビングトラックや公道などの物理的環境を確保する必要もあります。
環境には費用がかかり、危険で、時間もかかる可能性があります。これらの要件は単に強化学習を理解す
ることを超えています。

学習曲線を緩やかにするために、AWS は 3 DeepRacer つの方法でプロセスを簡略化します。

• step-by-step 強化学習モデルのトレーニングと評価に関するガイダンスを提供します。ガイダンスに
は、事前に定義された環境、状態、アクション、カスタマイズ可能な報酬機能が含まれています。

• 仮想エージェントと仮想環境間の相互作用をエミュレートするシミュレータを提供します (p. 4)。
• AWS DeepRacer 車両を物理エージェントとして使用します。車両を使用して、物理的環境でトレーニ

ングされたモデルを評価します。これは、実際のユースケースに非常に類似しています。
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概念と用語

経験豊富な機械学習実務者にとって、AWS DeepRacer は、仮想環境と物理環境の両方で自律型レースの
ための強化学習モデルを構築する、歓迎すべき機会となるでしょう。要約すると、AWS DeepRacer を使
用して、次のステップで自走型レースのための強化学習モデルを作成します。

1. 自走型レースのため、カスタム強化学習モデルをトレーニングします。そのためには、と AWS 
SageMaker と統合された AWS DeepRacer コンソールを使用します RoboMaker。

2. AWS DeepRacer シミュレーターを使用して、モデルを評価し、仮想環境で自走型レースをテストしま
す。

3. トレーニングされたモデルを AWS DeepRacer モデル車両にデプロイして、自走型レースを物理環境で
自走型レースをテストします。

AWS DeepRacer の概念と用語
AWS DeepRacer は次の概念に基づいて構築されており、次の用語を使用しています。

AWS DeepRacer サービス

AWS DeepRacer は AWS Machine Learning で自律型レーシングに特化した強化学習を探求するため
の、AWS 機械学習サービスです。AWS DeepRacer サービスは以下の特徴をサポートしています。
1. クラウド上で強化学習モデルをトレーニングする。
2. AWS DeepRacer コンソールでトレーニング済みモデルを評価する。
3. トレーニング済みモデルを仮想化レースに送信し、資格がある場合は、そのパフォーマンスをイベ

ントのリーダーボードに投稿してもらう。
4. トレーニング済みモデルのクローンを作成して、パフォーマンスを向上させるためのトレーニング

を続けます。
5. AWS DeepRacer 車両にアップロードするためのトレーニング済みモデル Artifact をダウンロード

します。
6. 自動運転のために車両を物理的なトラック上に置き、モデルを実際のパフォーマンスで評価しま

す。
7. 不要な料金が発生しないように不要なモデルを削除する。

AWS DeepRacer

「AWS DeepRacer」は、次の 3 つの異なる車両を参照できます。
• 仮想レースカーは、オリジナルの AWS DeepRacer デバイス、Evo デバイス、または AWS 

DeepRacer リーグ仮想サーキットレースに参加することでさまざまなデジタル報酬を獲得すること
ができます。仮想レースカーの色を変更してカスタマイズすることもできます。

• オリジナルの AWS DeepRacer デバイスは、物理的な 1/18 スケールのモデルカーです。車載カメ
ラとオンボードコンピューティングモジュールを装備しています。コンピューティングモジュール
はトラックに沿って自律走行するための推論を実行します。コンピューティングモジュールと車両
のシャーシは、それぞれコンピューティングバッテリーとドライブバッテリーとして知られる専用
のバッテリーから電力を供給されます。

• AWS DeepRacer Evo デバイスは、オプションのセンサーキットを備えたオリジナルデバイスで
す。キットには追加のカメラと LIDAR (光検出と測距) が含まれており、車両が背後と側面の物体を
検出することができます。このキットには、新しいシェルも含まれています。

強化学習

強化学習とは、環境とのやり取りを通じて、特定の目標を達成するための、エージェントによる自律
型決断に焦点を当てた機械学習メソッドです。強化学習では、学習は試行錯誤によって達成され、ト
レーニングはラベル付きの入力を必要としません。トレーニングは報酬型仮説に基づいていて、一連
のアクションの後に将来の報酬を最大化することで、すべての目標を達成できるというものです。強
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化学習では、報酬関数を設計することが重要です。作り込まれた報酬関数は、エージェントによる決
定となります。

自律レーシングでは、エージェントは車両です。環境には走行ルートや交通状況が含まれます。目標
は、車両が事故なく短時間で目的地に到着することです。報酬は、目的地への安全かつ迅速な移動を
促進するために使用されるスコアです。スコアは危険で無駄な運転に対してペナルティを科します。

トレーニング中に学習を促進するために、学習エージェントは、報酬につながらない可能性のあるア
クションを突き止める必要があります。これは、探索と搾取のトレードオフと呼ばれます。エージェ
ントが誤った目的地に導かれる可能性を低くするか取り除くのに役立ちます。

さらに正式な定義については、Wikipedia の「強化学習」を参照してください。
強化学習モデル

強化学習モデルとは、「エージェントがエージェントが持つ状態」「エージェントが取ることのでき
るアクション」「アクションを取ることによって得られる報酬」の 3 つを規定する行動する環境で
す。エージェントが、そのアクションを決定するための戦略を、ポリシーと呼びます。ポリシーは環
境の状態を入力として受け取り、実行するアクションを出力します。強化学習で多くの場合ポリシー
は、深層ニューラルネットワークによって表されます。これを強化学習モデルと呼んでいます。ト
レーニングジョブごとに 1 つのモデルが生成されます。トレーニングジョブが早期に停止された場合
でも、モデルを生成できます。モデルはイミュータブルです。つまり、モデルは作成後に変更したり
上書きしたりすることはできません。

AWS DeepRacer シミュレーター

AWS DeepRacer シミュレーターは、AWS RoboMaker 上に構築された仮想環境で、トレーニングを
視覚化し、AWS DeepRacer モデルを評価します。

AWS DeepRacer 車両

「AWS (p. 3)」を参照してください DeepRacer。
AWS DeepRacer カー

このタイプの AWS DeepRacer 車両 (p. 4)は 1/18 スケールのモデルカーです。
リーダーボード

リーダーボードは、AWS DeepRacer League レースイベントにおける AWS DeepRacer 車両のパ
フォーマンスのランク付けリストです。レースは、シミュレートされた環境で行われる仮想的なイベ
ント、または現実の環境で行われる物理的なイベントのいずれでもかまいません。パフォーマンス指
標はレースの種類によって異なります。所定のレースのトラックと同じ、または類似のトラックでト
レーニングしたモデルを評価した AWS DeepRacer ユーザーが送信した最速ラップタイム、合計時
間、または平均ラップタイムとなります。

車両が 3 周連続して完走すると、リーダーボードへのランク付けの対象になります。最初の連続した 
3 周の平均ラップタイムがリーダーボードに送信されます。

機械学習フレームワーク

機械学習フレームワークとは、機械学習アルゴリズムの構築に使用されるソフトウェアライブラリで
す。AWS DeepRacer でサポートされたフレームワークには Tensorflow があります。

ポリシーネットワーク

ポリシーネットワークはトレーニングされるニューラルネットワークです。ポリシーネットワーク
は、入力としてビデオイメージを取り込み、エージェントの次のアクションを予測します。アルゴリ
ズムによっては、エージェントの現在の状態の値も評価される場合があります。

最適化アルゴリズム

最適化アルゴリズムは、モデルをトレーニングするために使用するアルゴリズムです。教師ありト
レーニングでは、重みを更新するための特定の戦略を使用して損失関数を最小化することで、アルゴ
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リズムが最適化されます。強化学習では、特定の報酬関数を使用して予想される将来の報酬を最大化
することで、アルゴリズムが最適化されます。

ニューラルネットワーク

ニューラルネットワーク (別名、人工ニューラルネットワーク) は、生物学的システムに基づいて情
報モデルを構築するために使用される、接続された単位またはノードの集まりです。各ノードは人工
ニューロンと呼ばれ、入力 (刺激) を受け取るという点で生物学的ニューロンを模倣し、入力信号が
十分に強い場合にアクティブ化 (アクティベーション) され、入力および活性化に基づく出力を生成
します。人工ニューラルネットワークはあらゆる関数の汎用近似として機能するため、機械学習で
広く使用されています。学習するための機械を教えるのは、任意の入力と出力の最適関数近似を見つ
けることになります。深層強化学習では、ニューラルネットワークはポリシーを表し、しばしばポリ
シーネットワークと呼ばれます。ポリシーネットワークをトレーニングすることは、現在のポリシー
に基づいてエクスペリエンスを生成し、続いて新しく生成されたエクスペリエンスで、ポリシーネッ
トワークを最適化することを含むステップを繰り返すことになります。このプロセスは、特定のパ
フォーマンスメトリクスが必要な基準を満たすまで続きます。

ハイパーパラメータ

ハイパーパラメータは、ニューラルネットワークの学習性能を制御するアルゴリズム依存の変数で
す。ハイパーパラメータの例としては、各ステップでの学習において、新しい経験をどれだけカウン
トするかを制御する学習率があります。学習率が大きくなるほど学習速度は速くなりますが、トレー
ニング済みモデルの品質が低くなる可能性があります。ハイパーパラメータは経験的なものであり、
トレーニングごとに体系的な調整が必要です。

AWS DeepRacer トラック

トラックは AWS DeepRacer 車両が走行するパスまたはコースです。トラックは、シミュレーショ
ン環境、現実世界、物理的環境の、いずれかに存在できます。シミュレート環境は、仮想トラック
で AWS DeepRacer のモデルをトレーニングするために使用します。AWS DeepRacer コンソールで
は、仮想トラックを使用できます。AWS DeepRacer 車両を物理的なコースで走らせるためには、実
環境を使用します。AWS DeepRacer League は、イベント参加者に物理的なトラックを提供し、競
わせるものです。その状況で AWS DeepRacer 車両を走らせる場合は、自分で物理的トラックを作成
する必要があります。独自のトラックを構築する方法についての詳細は、物理的なトラックを構築す
る (p. 109) を参照してください。

報酬関数

報酬関数とは、実行されたアクションが、以下のいずれのパフォーマンスの結果になったかをエー
ジェントに伝える学習モデル内のアルゴリズムです。
• 強化する必要のある良い結果。
• 中立的な結果です。
• 推奨されない悪い結果。

報酬関数は強化学習の重要な部分です。特定のアクションに対してインセンティブを与えることで、
エージェントが学習する挙動を決定します。ユーザーは Python を使用して報酬関数を提供します。
この報酬関数は、最適化アルゴリズムによって強化学習モデルをトレーニングするために使用されま
す。

経験エピソード

経験エピソードとは、エージェントが特定のスタート地点からトラックを完走するまで、またはト
ラックから外れるまで、環境からトレーニングデータとして経験を収集する期間です。エピソードご
とに長さが異なる場合があります。これはエピソード、または、経験生成エピソードとも呼ばれま
す。

経験イテレーション

経験イテレーション（別名、経験生成イテレーション）は、ポリシーネットワークの重みの更新を実
行する、各ポリシーイテレーション間の連続する経験エピソードのことです。各経験イテレーショ
ンの終わりに、収集されたエピソードが経験リプレイまたはバッファに追加されます。サイズは、ト
レーニング用のハイパーパラメータの１つに設定できます。ニューラルネットワークは、経験のラン
ダムサンプルを使用して更新されます。
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ポリシーイテレーション

ポリシーイテレーション（別名、ポリシー更新イテレーション）とは、勾配がきつくなる間、ポリ
シーニューラルネットワークの重みを更新するために、ランダムにサンプリングしたトレーニング
データを何回でも通過させることです。重みを更新するためのトレーニングデータの 1 回の学習
は、エポックとも呼ばれます。

トレーニングジョブ

トレーニングジョブは、強化学習モデルをトレーニングし、推論の実行対象となるトレーニング済み
モデル Artifact を作成するワークロードです。各トレーニングジョブには 2 つのサブプロセスがあり
ます。
1. 現在のポリシーに従ってエージェントを起動する。エージェントはいくつかのエピソー

ド (p. 5)で環境を調査し、トレーニングデータを作成します。このデータ生成自体は反復プロ
セスです。

2. 新しいトレーニングデータを適用して新しいポリシー勾配を計算する。ネットワークの重みを更新
し、トレーニングを続行します。停止条件が満たされるまで、ステップ 1 を繰り返します。

各トレーニングジョブはトレーニング済みモデルを作成し、そのモデルアーティファクトを指定され
たデータストアに出力します。

評価ジョブ

評価ジョブは、モデルのパフォーマンスをテストするワークロードです。トレーニングジョブの終了
後、指定したメトリクスによりパフォーマンスが測定されます。標準的な AWS DeepRacer パフォー
マンスメトリクスは、エージェントがトラックのラップの完走にかかる運転時間です。別のメトリク
スとして、ラップの完走率もあります。

レーシングイベント用語
AWS DeepRacer レースイベントでは、次の概念と用語を使用します。

リーグ/コンペティション

AWS DeepRacer リーグイベントのコンテキストでは、リーグとコンペティションという用語は競争
構造に関連しています。 AWSAWS DeepRacer リーグのスポンサーです。つまり、これを所有、設
計、および運営しています。コンペティションには開始日と終了日があります。

シーズン

コンペティションは、毎年繰り返させる場合があります。これらはシーズン (2019 シーズンや 2020 
シーズンなど) と呼ばれます。ルールはシーズンごとに変わる場合がありますが、同一シーズン内では
通常同じです。AWS DeepRacer リーグの規約は、シーズンごとに異なる場合があります。

仮想サーキット

仮想サーキットとは、AWS DeepRacer リーグシーズン中に AWSAWS DeepRacer コンソールで開催
される主催レースを指します。

イベント

ルールで定義されているとおり、イベントとはユーザーが参加できる AWS DeepRacer リーグの存在
のことです。イベントには開始日と終了日があります。仮想サーキットイベントは通常 1 か月間続き
ます。1 つのシーズンに複数のイベントが存在する場合があり、イベント参加者のランク付け方法、
勝利者の選択方法、その後の対応などに関するルールは、変更される可能性があります。

レースタイプ

すべてのレーサーは、タイムトライアル（TT）レース、オブジェクト回避（OA）レース、または 
head-to-bot （H2B）レースでレースできます。レースタイプごとに、ラップ数とレーサーのランク付
け方法を指定します。
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National Season Stague

ナショナルシーズン順位とは、その国の他のレーサーの中でのレーサーのリーダーボードランキング
を指します。すべてのレーサーは、毎月のバーチャルレースで自国の他のレーサーと競うことができ
ます。

リージョナルシーズンスタンディング

地域別シーズン順位とは、その地域の他のレーサーの中でのレーサーのリーダーボードランキングを
指します。

ワールド・チャンピオンシップ

AWS DeepRacer リーグの仮想サーキットマンスリーリーダーボードは、国と地域ごとに分かれてい
ます。各地域のトップレーサーには、AWS re: Inventで開催される世界選手権への出場権を獲得する
チャンスがあります。詳細については、の規約を参照してください。
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AWS DeepRacer の仕組み
AWS DeepRacer 車両は、トラックを単独で運転したり、別の車両と対戦したりできる 1/18 スケールの自
動運転車両です。前面カメラ、立体視カメラ、レーダー、LiDAR などの各種センサーを装備することがで
きます。センサーは、車両が動作する環境に関するデータを収集します。さまざまなセンサーがさまざま
なスケールでビューを提供します。

AWS DeepRacer では、強化学習を使用して、AWS DeepRacer 車両の自動運転を可能にします。これを
実現するために、シミュレーションされたトラックがある仮想環境で、強化学習モデルをトレーニングお
よび評価します。トレーニングの後、トレーニングしたモデル Artifactを AWS DeepRacer 車両にアップ
ロードします。その後、車両が実際のトラックがある物理的環境で自動走行するように車両を設定できま
す。

特にこの分野の知識がない場合、強化学習モデルのトレーニングが困難な場合があります。AWS は必要
なコンポーネントを統合し、 easy-to-follow ウィザードのようなタスクテンプレートを提供することで、 
DeepRacer プロセスを簡素化します。ただし、AWS に実装される強化学習トレーニングのベーシックを
十分に理解すると役に立ちます DeepRacer。

トピック
• AWS での強化学習 DeepRacer  (p. 8)
• AWS DeepRacer アクションスペースとリワード機能 (p. 10)
• AWS DeepRacer トレーニングアルゴリズム  (p. 11)
• AWS DeepRacer サービスアーキテクチャ (p. 12)
• AWS DeepRacer ソリューションワークフロー (p. 13)
• imulated-to-realパフォーマンスのギャップ (p. 14)

AWS での強化学習 DeepRacer
強化学習では、物理または仮想の AWS DeepRacer 車両など、意図したといった、意思をもって目標を達
成するためのという目的を持つことは、環境と通信してエージェントの総報酬を最大化します。エージェ
ントは、一定の環境 状態 において ポリシー と呼ばれる 戦略が導いたアクション を行い、新しい状態に
達します。あらゆるアクションに対して、報酬が即座に関連付けられます。報酬は、アクションの優先度
を決定するメジャーです。この即時報酬は、環境により返されるとみなされます。

AWS DeepRacer の強化学習の目的は、所定の環境における最適なポリシーを学習することです。学習と
は、試行錯誤を繰り返すプロセスです。エージェントは初期アクションをランダムに実行して、新しい状
態に到達します。その後、エージェントは新しい状態からその次の状態に、ステップを繰り返します。そ
のうち、エージェントは最大の長期報酬につながるアクションを発見します。初期状態から最終状態まで
のエージェントのやりとりは、エピソードと呼ばれます。

次のスケッチはこの学習プロセスを示しています。
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エージェントは、エージェントのポリシーを概算する関数を表すニューラルネットワークを具体化しま
す。車両に搭載されたフロントカメラからの映像は環境の状態で、エージェントのアクションはエージェ
ントの速度とステアリング角度で定義されます。

エージェントがトラック上を走行したままレースを終えると、エージェントは正の報酬を受け取り、ト
ラックを外れると負の報酬を受け取ります。エピソードは、レーストラックのどこかでエージェントとと
もに開始し、エージェントが脱線するかラップを完走すると、終了します。

Note

厳密に言うと、環境の状態は問題に関係するすべてを指します。たとえば、トラック上の車両の
位置とトラックの形状などです。車両前面に取り付けられたカメラから送られる画像は、環境
全体の状態を捉えるわけではありません。このため、環境は部分的に監視されていると見なさ
れ、エージェントへの入力は状態ではなく観測と呼ばれます。分かりやすいように、このドキュ
メントでは、状態と観測を同じ意味として使用します。

シミュレーションされた環境でエージェントをトレーニングすることには、次の利点があります。

• シミュレーションにより、エージェントがどの程度進歩を遂げたかを推定し、トラックから外れたタイ
ミングを特定して、報酬を計算できます。

• シミュレーションにより、トレーナーは、物理環境のようにトラックから外れるたびに車両をリセット
する、面倒な雑用から解放されます。

• シミュレーションはトレーニングを高速化できます。
• シミュレーションにより、さまざまなトラック、背景、車両の状態を選択するなど、環境条件をより適

切に制御できます。

強化学習の代替は教師あり学習です。これは模倣学習とも呼ばれます。所定の環境から収集された 
([image, action] タプルの) 既知のデータセットがあり、エージェントのトレーニングに使用されます。模
倣学習を通して訓練されたモデルは、自動運転に適用することができます。カメラからの画像がトレー
ニングデータセットの画像と似ている場合にのみ効果があります。堅牢な走行には、トレーニングデータ
セットが包括的である必要があります。対照的に、強化学習はこのような大規模なラベリング作業を必要
とせず、完全にシミュレーションで訓練することができます。強化学習はランダムなアクションで始まる
ため、エージェントは幅広い環境とトラック条件を学習します。このため、トレーニングしたモデルが堅
牢になります。
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アクションスペースと報酬機能

AWS DeepRacer アクションスペースとリワード機
能

アクションスペース

強化学習では、環境とやり取りする際にエージェントで利用できるすべての有効なアクションや選択
肢の設定または選択肢をアクションスペースと呼ぶ環境と相互作用するためエージェントが利用できま
す。AWS DeepRacer コンソールでは、離散アクションスペースまたは連続アクションスペースのいずれ
かでエージェントをトレーニングできます。

離散アクションスペース

離散アクションスペースでは、有限集合内の各状態に対するエージェントの可能な作用がすべて表され
ます。AWS の場合 DeepRacer、これは徐々に異なる環境状況ごとに、エージェントのニューラルネット
ワークがカメラおよび LiDAR センサー (オプション) からの入力に基づいて、車の速度と方向を選択する
ことを意味します。選択は、あらかじめ定義されたステアリングの角度とスロットル値の組み合わせに限
定されます。

ターンに近づいている離散アクションスペースにある AWS DeepRacer 車両は、加速またはブレーキをか
けて左、右、またはまっすぐ行くかのいずれかを選択できます。これらのアクションは、エージェントの
オプション (0-9) のメニューを作成するステアリング角度と速度の組み合わせとして定義されます。例え
ば、0 は -30 度と 0.4 m/s を表すとして、1 は -30 度と 0.8 m/s、2 は -15 度と 0.4 m/s、そして 3 は -15 
度と 0.8 m/s を表し、9 まで表すことができます。負の度数で車は右に曲がり、正の度数で車は左に曲が
り、0 は車輪がまっすぐになります。

AWS DeepRacer のデフォルトの離散アクションスペースには、次のアクションが含まれます。

AWS DeepRacer のデフォルトの離散アクションスペース

アクションの数 ステアリング 速度

0 -30 度 0.4 m/s

1 -30 度 0.8 m/s

2 -15 度 0.4 m/s

3 -15 度 0.8 m/s

4 0 度 0.4 m/s

5 0 度 0.8 m/s

6 15 度 0.4 m/s

7 15 度 0.8 m/s

8 30 度 0.4 m/s

9 30 度 0.8 m/s

連続アクションスペース

連続アクションスペースにより、エージェントは各状態の値の範囲からアクションを選択できます。離
散アクションスペースと同様に、これは徐々に異なる環境状況ごとに、エージェントのニューラルネット
ワークは、カメラと（オプションの）LiDAR センサーからの入力に基づいて、車の速度と方向を選択しま
す。ただし、連続アクションスペースでは、エージェントがアクションを選択するオプションの範囲を定
義できます。
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この例では、連続アクションスペースでターンに近づく AWS DeepRacer 車両は、0.75 m/s から 4 m/s の
速度を選択し、ステアリングの角度を-20 度から 20 度までの間で選択して左、右、またはまっすぐ行くこ
とができます。

離散 vs 連続

連続アクションスペースを使用する利点は、パフォーマンスを最適化するトラック上の特定ポイントでス
ピード/ステアリングアクションを動機付けするためのモデルをトレーニングする報酬機能が書き込みで
きることです。また、さまざまなアクションからピッキングすることで、スピードとステアリング値でス
ムーズな変化が可能になり、十分に訓練されたモデルであれば、実際の状況ではより良い結果が得られる
可能性があります。

離散アクションスペースの設定では、エージェントの選択を事前定義されたアクションの有限数に制限す
ることで、これらのアクションの影響を理解し、環境 (トラック、レース形式) と報酬関数に基づいてアク
ションを定義することができます。ただし、連続アクションスペースの設定では、エージェントはトレー
ニングを通じて提供される最小/最大範囲から最適な速度とステアリング値を選択することを学習します。

選択するモデルに対して値の範囲を設けて提供する方がよい選択肢だと考えられますが、エージェントは
最適なアクションの選択方法を学ぶために長めにトレーニングする必要があります。成功させるためには
報酬関数の定義にも依存します。

報酬関数

エージェントが環境を調べると、エージェントは値関数を学習します。value 関数を使用すると、エー
ジェントが環境を観察した後、実行されたアクションがどの程度優良なのかを判断できます。value 関数
は、AWS DeepRacer コンソールで記述した報酬関数を使用してアクションをスコアリングします。たと
えば、AWS DeepRacer コンソールの「中心線をたどる」サンプル報酬機能では、良いアクションはエー
ジェントをトラックの中心近くに保ち、悪いアクションよりもスコアが高くなります。この場合、エー
ジェントはトラックの中心から離れます。

時間をかけて、value 関数により エージェントは総報酬を増加させるポリシーについて学ぶことができま
す。最適なポリシー (ベストポリシー) は、エージェントが環境の探索に費やす時間と、そのポリシーが経
験を通じて学習したことを悪用または最大限に活用するのに費やす時間のバランスをとるものです。

以下のAWS DeepRacer サンプルリワード関数の例では (p. 62)、エージェントはまずランダムなアク
ションを実行して環境を探索します。つまり、エージェントが軌道の中心に留まるということはあまり
うまくいきません。時間が経つにつれて、エージェントはどのアクションがセンターライン付近に留まる
かを学習し始めますが、ランダムなアクションを続けてこれを行った場合、ラップ全体でトラックの中心
付近に留まるための学習には時間がかかります。したがって、ポリシーが適切なアクションを学習し始め
ると、エージェントはランダムなアクションを実行するのではなく、これらのアクションを使用し始めま
す。ただし、適切なアクションを常に使用または悪用した場合、エージェントは環境を調査しなくなるた
め、新しい検出を行いません。このトレードオフは、RLの探索と悪用の問題と呼ばれます。

デフォルトのアクションスペースとサンプルの報酬関数を試してみてください。それらすべてを探索した
ら、独自のカスタムアクションスペース (p. 36)およびカスタムの報酬関数 (p. 34)を作成して知識を
活かしてください。

AWS DeepRacer トレーニングアルゴリズム
PPO (Proximal Policy Optimization) と SAC (Soft Actor Critics)

アルゴリズム SAC と PPO は両方ともポリシーと value 関数を同時に学習しますが、戦略は次の 3 つの点
で異なります。

PPO SAC

離散アクションスペースと連続アクションスペー
スの両方で動作

連続アクションスペースで動作
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PPO SAC

オンポリシー オフポリシー

エントロピー正則化を使用する 最大化目標にエントロピーを追加する

安定 vs データハングリー

環境を探索しながら、PPO アルゴリズムおよび SAC アルゴリズムのポリシーによって学習された情報は
さまざまな方法で利用されます。PPO はオンポリシー学習を使用します。つまり、環境を探索する現在の
ポリシーによって行われた観測から、その value 関数を学習します。SAC は、オフポリシー学習を使用し
ます。つまり、以前のポリシーの環境探索によって行われた観測が使用できます。オフポリシー学習とオ
ンポリシー学習のトレードオフは、多くの場合、安定性とデータ効率性との比較です。オンポリシーのア
ルゴリズムはより安定する傾向がありますが、データハングリーです。一方、オフポリシーのアルゴリズ
ムはその逆になる傾向があります。

探索と活用との比較

探索と活用は、RL の重要な課題です。アルゴリズムは、より高い累積報酬を達成するために以前の経験
からの既知の情報を利用する必要がありますが、将来的に最適なポリシーを見つける際に使用できる新し
い経験を得るためにも探索する必要があります。ポリシーが何度も反復してトレーニングされ、環境につ
いての学習がさらに進むため、特定の観測に対するアクションの選択がより明確になります。ただし、ポ
リシーが十分に検討できない場合、最適でない場合でも、すでに学習した情報に固執する可能性がありま
す。PPO アルゴリズムは、エージェントを局所最適に収束させないようにエントロピー正則化を用いるこ
とで探索を促進します。SAC アルゴリズムは、その最大化目標にエントロピーを加えることによって、探
索と活用の間で例外的なバランスを取ります。

Entropy

この文脈において、「エントロピー」はポリシーにおける不確実性の尺度であるため、あるポリシーが特
定の状態に対するアクションを選択する際にどの程度の自信があるかという尺度として解釈できます。エ
ントロピーが低いポリシーは、アクションを選択する自信が高いのに対し、エントロピーが高いポリシー
はどのアクションを選択するか不明確です。

SAC アルゴリズムのエントロピー最大化戦略は、PPO アルゴリズムのエントロピーを正則化するものと
して使用する場合と同様の利点があります。PPO と同様に、より広い探索を推進し、エントロピーのより
高いアクションを選択するようエージェントに動機づけを与えることによって、悪い局所最適へ収束しな
いようにします。エントロピーの規則とは異なり、エントロピーの最大化には独自の利点があります。ま
た、不確実な動作を選択するポリシーはあきらめる傾向がありますが、SAC アルゴリズムが PPO よりも
データ効率が高い傾向にあるもう一つの理由がこれです。

SAC アルファハイパーパラメーターを使用して、SAC のエントロピーの量を調整します。SAC アルファ
エントロピーの最大値 (1.0) は、探索に適しています。最小値 (0.0) は、標準的な RL の目的を回復し、探
索にインセンティブを与えるエントロピーボーナスを中和します。実験を始めるのに適切な SAC アルファ
値は 0.5 です。モデルの反復処理に応じて調整します。

PPO アルゴリズムと SAC アルゴリズムの両方でハイパーパラメーターを試して、さまざまなアクション
スペースで探索してください。

AWS DeepRacer サービスアーキテクチャ
AWS DeepRacer サービスはSageMaker、AWS RoboMaker と Amazon S3AWS などの他のサービスの上
に構築されています。

SageMaker は、AWS一般的な機械学習モデルをトレーニングする機械学習プラットフォームです。特に
強化学習モデルをトレーニングするために AWS DeepRacer が使用します。AWS RoboMaker は、ロボッ
トソリューション全般を開発、テスト、デプロイするクラウドサービスです。仮想エージェントとそのイ
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ンタラクティブ環境を作成する際に AWS DeepRacer が使用します。Amazon S3 は、経済的な汎用クラウ
ドストレージソリューションです。トレーニングされたモデル Artifactを保存するために AWS DeepRacer 
が使用します。加えて、AWS DeepRacer はメモリ内データベースである Redis を、経験バッファとして
使用し、ここから、ポリシーニューラルネットワークのトレーニング用にトレーニングデータを選択しま
す。

AWS DeepRacer アーキテクチャ内で、AWS RoboMaker はエージェントが特定のトラックに沿って走行
するシミュレーションされた環境を作成します。エージェントは、 SageMaker で特定の時間までトレー
ニングされたポリシーネットワークモデルに基づいて動きます。各エージェントはスタートラインから最
後の状態 (完走またはトラックを外れる状態) まで走行し、これはエピソードと呼ばれます。各エピソー
ドで、コースは固定された数のステップのセグメントに分かれています。各セグメントでは、個々のス
テップに関連するタプル (状態、アクション、報酬、新しい状態) の順序付けられたリストとして定義さ
れるエクスペリエンスが、エクスペリエンスバッファとして Redis にキャッシュされます。 SageMaker 
その後、エクスペリエンスバッファーのトレーニングデータをバッチでランダムに抽出し、入力データを
ニューラルネットワークに送信して重さを更新します。その後、更新されたモデルを Amazon S3 に保存
し、 SageMaker より多くの経験を一般化するために使用できるようにします。トレーニングが停止する
までサイクルが続行します。

初期、最初のモデルがトレーニングされる前に、 SageMaker はランダムなアクションで経験バッファを
初期化します。

このアーキテクチャを以下に図で示します。

この設定により、複数のシミュレーションを実行して単一トラックの複数のセグメントで同時にモデルを
トレーニングしたり、同時に複数のトラックについてモデルをトレーニングすることができます。

AWS DeepRacer ソリューションワークフロー
AWS DeepRacer モデルのトレーニングには、以下の一般的なタスクが含まれます。

1. AWS DeepRacer サービスでは、仮想トラック、車両に対応するエージェント、背景でシミュレーショ
ンを初期化します。エージェントはポリシーニューラルネットワークを具体化します。これは、PPO ア
ルゴリズム (p. 11)で定義されたとおりにハイパーパラメータを使って調整できます。

2. エージェントは、所定の状態 (フロントカメラからの画像で表す) に基づいて動作します (ステアリング
角度と速度で指定)。

3. シミュレーションされた環境は、エージェントのアクションに基づいてエージェントの位置を更新し、
報酬と更新されたカメラ画像を返します。状態、アクション、報酬、新しい状態の形で収集された経験
は、ニューラルネットワークを定期的に更新するために使用されます。更新されたネットワークモデル
は、より多くの体験を生み出すために使用されます。
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4. エージェントから見た一人称ビューで、シミュレーションされたトラックに沿って進行中のトレーニン
グを監視できます。エピソードごとの報酬、損失関数値、ポリシーのエントロピーなどのメトリックを
表示できます。トレーニングが進むにつれて、CPU またはメモリの使用率も表示できます。さらに、分
析とデバッグのため、詳細なログが記録されます。

5. AWS DeepRacer サービスでは、ニューラルネットワークモデルを定期的に永続的ストレージに保存し
ます。

6. 時間制限に基づいてトレーニングは停止します。
7. シミュレーターでトレーニングされたモデルを評価できます。そのためには、選択したトラックで選択

した回数のタイムトライアル用のトレーニング済みモデルを提出してください。

モデルが正常にトレーニングされ評価された後、モデルは物理エージェント (AWS DeepRacer 車両) に
アップロードされます。このプロセスには、以下のステップが含まれます。

1. 永続的ストレージからトレーニング済みモデルをダウンロードします (Amazon S3 バケット)。
2. 車両のデバイスコントロールコンソールを使用して、トレーニングしたモデルをデバイスにアップロー

ドします。コンソールを使用して、シミュレーションされたアクションスペースを物理的なアクション
スペースにマッピングするために車両を調整します。またコンソールを使用して、スロットルパリティ
を確認したり、フロントカメラフィードを表示してモデルを推論エンジンにロードしたり、実際のト
ラックで運転している車両を見ることもできます。

車両のデバイスコントロールコンソールは、車両のコンピューティングモジュールにホストされている 
Web サーバーです。接続された Wi-Fi ネットワークとコンピュータまたはモバイルデバイスの Web ブ
ラウザを使用して、車両の IP アドレスからコンソールにアクセスできます。

3. さまざまな照明、バッテリーレベル、表面の質感や色の条件下で、車両の運転を経験します。

物理環境でのデバイスのパフォーマンスは、モデルの制限やトレーニングが不十分なため、シミュレー
トされた環境でのパフォーマンスと一致しない場合があります。この現象は sim2real パフォーマンス
ギャップと呼ばれます。ギャップを減らすには、[the section called “imulated-to-realパフォーマンスの
ギャップ” (p. 14)] を参照してください。

imulated-to-realパフォーマンスのギャップ
シミュレーションでは実世界のすべての側面を正確に把握することはできないため、シミュレーションで
トレーニングされたモデルが実世界ではうまく機能しない場合があります。このような不一致は、しばし
ば simulated-to-real (sim2real) パフォーマンスギャップと呼ばれます。

AWS では sim2real DeepRacer  パフォーマンスギャップを最小化する取り組みが実施されてきました。た
とえば、シミュレーションされたエージェントは、毎秒約 10 のアクションを実行するようにプログラム
されています。これは、AWS DeepRacer デバイスが推論する頻度と一致し、毎秒約 10 推論です。別の例
として、トレーニング中の各エピソードの始めに、エージェントの位置はランダム化されます。これによ
り、エージェントがトラックのすべての部分を均等に学習する可能性が最大になります。

real2sim パフォーマンスギャップを減らすため、必ずシミュレーションされたトラックと実際のトラッ
クの両方に、同じまたは類似の色、形状、ディメンションを使用してください。視覚的に邪魔になるもの
を減らすには、実際のトラックの周囲にバリケードを使用します。また、トレーニングに使用されるアク
ションスペースが現実の世界と一致するように、デバイスの速度とステアリング角度の範囲を注意深く調
整してください。トレーニングで使用されているものとは異なるシミュレーショントラックでモデルのパ
フォーマンスを評価すると、real2real パフォーマンスのギャップの程度を示すことができます。

AWS DeepRacer モデルをトレーニングする場合の sim2real ギャップの削減方法についての詳細は、を参
照してくださいthe section called “トレーニングを実際の環境に合わせて最適化” (p. 45)。
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[はじめてのモデルをトレーニングトレーニングする

AWS の使用を開始する DeepRacer
AWS を使い始めるために DeepRacer、まずは AWS DeepRacer コンソールを使って、自動運転の要件に
適したセンサーを持つエージェントを設定し、指定したセンサーを持つエージェントに対して強化学習モ
デルをトレーニングして、学習したモデルを評価し、モデルの品質を確認するステップを見ていきましょ
う。モデルをトレーニングしたら、それを繰り返してレースに提出できます。

トピック
• はじめての AWS DeepRacer モデルのトレーニング  (p. 15)
• AWS DeepRacer モデルをシミュレーションで評価 (p. 23)

はじめての AWS DeepRacer モデルのトレーニン
グ

このチュートリアルでは、AWS DeepRacer コンソールを使って最初のモデルをトレーニングする方法を
トレーニングする方法を紹介します。

AWS DeepRacer コンソールを使用して強化学[ 強化
学習モデルのトレーニングをトレーニング]]]]] [トレー
ニングの
AWS DeepRacer コンソールの [Create model (モデルの作成)] ボタンをクリックし、モデルトレーニング
の旅をスタートします。

強化学習モデルをトレーニングするには

1. AWS を初めて使用する場合は DeepRacer、サービスのランディングページから [Create model (モデ
ルの作成)] を選択するか、メインのナビゲーションペインの見出しにある [強化学習] で、[スタートす
る] を選択します。

2. [Get started with reinforcement learning (強化学習をスタートする) ] ページの [Step 2: Create a model 
and race (ステップ 2: モデルとレースを作成する)] で、[Create model (モデルの作成)] を選択します。

または、メインのナビゲーションペインの見出しにある [強化学習] で、[Models (モデル)] を選択しま
す。[Models (モデル)] ページで、[Create model (モデルの作成)] を選択します。

モデル名と環境を、指定します。
モデルに名前を付けて、自分に合ったシミュレーショントラックを選択する方法を学びましょう。

モデル名と環境を指定

1. [Create model (モデルの作成)] ページの、[Training details (トレーニングの詳細)] で、モデル名を入力
します。

15



AWS DeepRacer デベロッパーガイド
レースタイプとトレーニングアルゴリズムを選択します。

2. 必要に応じて、トレーニング ジョブの説明を追加します。
3. オプションタグの追加の詳細はこちら「タグ付け (p. 199)」。
4. [環境シミュレーション] で、AWS DeepRacer エージェントのトレーニング環境として機能するト

ラックを選択します。[トラック方向] で、[時計回り] または [反時計回り] を選択します。続いて、
[Next (次へ)] を選択します。

最初の実行では、シンプルな形でターンの滑らかなトラックを選択します。後の反復では、モデル
を徐々に改善するために、より複雑なトラックを選択できます。特定のレースイベントのモデルをト
レーニングするには、そのイベントのトラックに最も近いトラックを選択します。

5. ページの一番下の [Next] を選択します。

レースタイプとトレーニングアルゴリズムを選択しま
す。
AWS DeepRacer コンソールには、3 つのレースタイプと 2 つのトレーニングアルゴリズムがあり、そこ
から選択できます。あなたのスキルレベルとトレーニングの目標に適したものを把握しましょう。

レースタイプとトレーニングアルゴリズムを選択する方法

1. [モデルの作成] ページの [レースタイプ] で、[タイムトライアル]、[オブジェクト回避]、または [H] を
選択しますead-to-bot。

最初の走行では、[Time trial (タイムトライアル)] を選択することをレコメンデーションします。こ
のレースタイプで、エージェントのセンサー構成を最適化するためのガイダンスについては「the 
section called “タイムトライアル向けのテーラートレーニング” (p. 31)」を参照してください。

2. その後の走行では、[Object avoidance (オブジェクト回避)] を選択して、選択したトラックに沿って
固定した位置、またはランダムな位置に配置された静止障害物を避けるオプションを選ぶことができ
ます。詳細については、「the section called “オブジェクト回避レースのためのテーラートレーニン
グ” (p. 32)」を参照してください。

a. トレーニングの各エピソードの開始時に、[Fixed location (固定位置)] を選択して、トラックの 2 
つのレーンの固定位置に固定位置に固定位置に自動的にディストリビューションされるボックス
を生成するか、[Random location (ランダムな場所)] を選択して、2 つのレーンにランダムにディ
ストリビューションされるオブジェクトを生成します。

b. 次に、[Number of objects on a track (トラック上のオブジェクトの数)] の値を選択します。
c. 固定位置を選択した場合、トラック上の各オブジェクトの配置を調整できます。車線の配置で

は、内側の車線と外側の車線のどちらかを選択します。デフォルトでは、オブジェクトはトラッ
ク全体に均等に分散されます。オブジェクトの始点と終点の間の距離を変更するには、[始点と終
点の間の位置 (%)] フィールドに、その距離の 7 ～ 90 パーセントを入力します。

3. より野心的な走行を行うには、[H racing (ead-to-bot 一騎打ち型レース] を選択して、一定の速度で移
動するボット車両 (最大4台) と対戦するオプションもあります。詳細については、「the section called 
“ head-to-bot レース用テーラートレーニング” (p. 33)」を参照してください。

a. [Choose the number of bot vehicles (ボット車両の数を選ぶ)] で、エージェントにトレーニングさ
せたいボット車両の数を選択します。

b. 次に、ボット車両がトラック内を移動する速度を、ミリメートル/秒で選択します。
c. [レーンの変更を有効にする] ボックスをチェックして、ボット車両に1〜5秒ごとにランダムに

レーンを変更する機能を与えるオプションもあります。
4. [Training algorithm and hyperparameters (トレーニングアルゴリズムとハイパーパラメータ)] で、[Soft 

Actor Critic (ソフトアクタークリティック (SAC)] または [Proximal Policy Optimization (プロキシマル 
ポリシー最適化 (PPO)] アルゴリズムを選択します。AWS DeepRacer コンソールでは、SAC モデル
はトレーニングスペースで連続アクションスペースでトレーニングをトレーニングする必要がありま
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アクションスペースの定義

す。PPO モデルは、連続または離散アクションスペースのいずれかでトレーニングさせることができ
ます。

5. [Training algorithm and hyperparameters (トレーニングアルゴリズムとハイパーパラメータ)] で、 デ
フォルトのハイパーパラメータ値をそのまま使用します。

後で、トレーニングのパフォーマンスを向上させるには [ハイパーパラメータ] を展開し、デフォルト
のハイパーパラメータ値を次のように変更します。

a. [Gradient descent batch size (勾配降下バッチサイズ)] には、利用可能なオプション (p. 37)を
選択します。

b. [Number of epochs (エポック数)] には有効な値 (p. 37)を設定してください。
c. [Learning rate (学習レート)] には、有効な値 (p. 37)を設定してください。
d. [SAC アルファ値] (SAC アルゴリズムのみ)、[有効な値 (p. 37)] を設定します。
e. [Entropy (エントロピー)] には、有効な値 (p. 37)を設定してください。
f. [Discount factor (割引係数)] には、有効な値 (p. 37)を設定してください。
g. [Loss type (損失タイプ)] では、利用可能なオプション (p. 37)を選択してください。
h. [Number of experience episodes between each policy-updating iteration (各ポリシー更新反復の間

エクスペリエンスエピソードの数)] には、有効な値 (p. 37)を設定してください。

ハイパーパラメータの詳細については、「ハイパーパラメーターの系統的な調整 (p. 37) 」を参照
してください。

6. [Next (次へ)] を選択します。

アクションスペースの定義
[Define action space (アクションスペースの定義)] ページで、ソフトアクタークリティック(SAC) アルゴ
リズムを使用してトレーニングすることを選択した場合、デフォルトのアクションスペースは連続アク
ションスペースとなります。プロキシマル ポリシー オプティマイゼーション(PPO) アルゴリズムを使用
してトレーニングすることを選択した場合、[連続アクションスペース] と [離散アクションスペース] のい
ずれかを選択します。各アクションスペースとアルゴリズムがエージェントのトレーニング エクスペリ
エンスをどのように形作るかについての詳細はこちら「the section called “アクションスペースと報酬機
能” (p. 10)」をご覧ください。

連続アクション空間 (SAC または PPO アルゴリズム) を定義するには

1. [Define continuous action space (連続アクションスペースの定義)] で、[左側のステアリング角度範囲] 
と [右側のステアリング角度範囲] の度数を選択します。

各ステアリング角度の範囲に異なる度数を入力し、[Dynamic sector graph (動的セクターグラフ)] で視
覚化された、そのレンジ変化を確認します。
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アクションスペースの定義

2. [速度] で、エージェントの最小速度と最高速度をミリメートル/秒で入力します。

変更がどのように [Dynamic sector graph (動的セクターグラフ)] に反映されるかに注目してくださ
い。

3. 必要に応じて、[デフォルト値にリセット] を選択して、不要な値をクリアします。実験や学習のため
に、グラフでさまざまな値を試してみることをお勧めします。

4. [Next (次へ)] を選択します。

離散アクション空間を定義するには (PPO アルゴリズムのみ)

1. ドロップダウンリストから、[Steering angle granularity (ステアリング角度の粒度)] の値 を選択しま
す。

2. エージェントの [Maximum steering angle (最大ステアリング角度)] 度数の値を 1 ～ 30 の範囲で選択
します。

3. ドロップダウンリストから [Speed granularity (速度の粒度)] の値を選択します。
4. エージェントの [Maximum speed (最大速度)] を 0.1～4 の範囲の値から、ミリメートル/秒で選択しま

す。
5. アクションリストにデフォルトのアクション設定を使用するか、オプションでアドバンスト設定をオ

ンに切り替えて、設定をチューニングします。[Previous (戻る)] を選択する、または値を調整した後
で [アドバンスト設定] をオフに切り替えると、変更内容が失われます。
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a. ステアリング角度列に -30 から 30 の範囲の値を入力します。
b. 最大 9 つのアクションに対して、速度列に 0.1～4 の値をミリメートル/秒で入力します。
c. 必要に応じて、[アクションを追加する] を選択し、アクションリストの行数を増やします。
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バーチャルカーを選択

d. 必要に応じて、行にある X を選択して削除します。
6. [Next (次へ)] を選択します。

バーチャルカーを選択
バーチャルカ―で使用をスタートする方法 毎月オープンディビジョンに出場して、新しいカスタムカー、
ペイント ジョブ、改造をゲットしましょう。
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報酬機能をカスタマイズします。

バーチャルカーを選択する方法

1. [車両シェルとセンサー構成の選択] のページで、自分のレースタイプおよびアクションスペースと互
換性のあるシェルを選択します。一致する車がガレージにない場合は、メイン ナビゲーションペイン
の見出しにある [強化学習] で、[Your garage (ガレージ)] を選択して作成します。

[タイムトライアル] トレーニングに必要なのは、オリジナルにある、デフォルトのセンサー構成と一
眼レフカメラだけです。 DeepRacer他のすべてのシェルとセンサー構成は、アクションスペースが
一致している場合に限り機能するようになっています。他のすべてのシェルとセンサー構成は、アク
ションスペースが一致している場合に限り機能するようになっています。他のすべてのシェルとセン
サー構成は、アクションスペースが一致している場合に限り機能するようになっています。詳細につ
いては、「the section called “タイムトライアル向けのテーラートレーニング” (p. 31)」を参照して
ください。

ステレオカメラは オブジェクトの回避 トレーニングで役に立ちますが、固定位置にある静止した障害
物を回避するためにはシングルカメラも使用することができます。LiDAR センサーは、オプションで
す。the section called “アクションスペースと報酬機能” (p. 10) を参照してください。

ead-to-botHトレーニングでは、シングルカメラまたはステレオカメラに加え、他の動いている車両を
追い越しながら死角を検出して回避するのに、LiDAR ユニットがLiDAR ユニットが最適です。詳細に
ついては、the section called “ head-to-bot レース用テーラートレーニング” (p. 33) を参照してくだ
さい。

2. [Next (次へ)] を選択します。

報酬機能をカスタマイズします。
報酬関数は強化学習の中核です。それを利用して、トラック (環境) を探索するときに車 (エージェント) が
特定の行動を起こすようにインセンティブを与える方法を学びます。ペットの特定の行動を奨励および阻
止するように、このツールを使用して、車ができるだけ早くラップを終えるように促し、トラックから外
れたり、物体に衝突したりしないようにすることができます。

報酬機能をカスタマイズする方法

1. [モデルの作成] ページの [報酬関数] で、最初のモデルのデフォルトの報酬関数の例をそのまま使用し
ます。
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後で、[報酬関数の例] を選択して別の関数の例を選択し、[Use code (コードを使用)] を選択して、選
択した報酬関数を受け入れることができます。

4 つのサンプル関数からスタートすることができます。これらは、トラックの中央を走行する方法 (デ
フォルト)、トラックの境界線内にエージェントを維持する方法、ジグザグ運転を防止する方法、静止
障害物やその他の走行車両への衝突を回避する方法を説明しています。

報酬関数の詳細については、「the section called “報酬機能リファレンス” (p. 47)」を参照してくだ
さい。

2. [Stop conditions (停止条件)] で、デフォルトの [最大時間] 値をそのままにしておく、または、新しい
値を設定してトレーニングジョブを終了し、長時間の (また暴走の可能性がある) トレーニングジョブ
を防止します。

トレーニングの初期段階で実験を行うときは、このパラメータの小さい値からスタートし、徐々にト
レーニングを長くしていきます。

3. [AWS に自動的に送信する] にある DeepRacer、[トレーニング完了後にこのモデルを AWS 
DeepRacer に自動的に送信し、賞品を獲得するチャンスを得る] は、デフォルトでチェックされてい
ます。オプションとして、チェックマークを選択してモデルの入力をオプトアウトできます。

4. 「リーグ要件」で居住国を選択し、ボックスにチェックを入れて利用規約に同意します。
5. [Create model (モデルの作成)] を選択して、モデルの作成とトレーニングジョブのインスタンスのプ

ロビジョニングをプロビジョニングジョブのインスタンスのプロビジョニングをスタートします。
6. 提出後、トレーニング ジョブが初期化されていることを確認してから実行します。

初期化プロセスが [初期化中] から [進行中] に変わるまでに数分かかります。
7. [Reward graph (報酬グラフ)] と [Simulation video stream (シミュレーション Video Streams)] で、ト

レーニング ジョブの進捗状況を確認します。[Reward graph (報酬グラフ)] の横にある更新ボタンを定
期的に選択すると、トレーニング ジョブが完了するまで [Reward graph (報酬グラフ)] を更新できま
す。
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シミュレーションでモデルを評価

AWSトレーニングジョブはクラウド上で実行されるため、AWS DeepRacer コンソールを開いたままにす
る必要はありません。ジョブの進行中はいつでもコンソールに戻ってモデルをチェックできます。

[ Simulation Video Stream (シミュレーション ビデオ ストリーム)] ウィンドウ、または [Reward graph (報
酬グラフ)] の表示が反応しなくなった場合は、ブラウザ ページを更新してトレーニングの進行状況を更新
します。

AWS DeepRacer モデルをシミュレーションで評価
トレーニングジョブの完了後、トレーニング済みモデルを評価して収束動作を評価する必要があります。
評価は、選択したトラックで何回かのトライアルを完了し、トレーニング済みモデルによって推定され
る可能性のあるアクションに従ってエージェントをトラック上で移動させることによって行われます。パ
フォーマンスメトリクスには、トラックの完了率と、各トラックの開始から終了またはオフトラックにな
るまでの時間が含まれます。

トレーニング済みモデルを評価するには、AWS DeepRacer コンソールを使用します。そのためには、こ
のトピックのステップを実行します。

AWS DeepRacer コンソールでトレーニング済みモデルを評価する方法

1. https://console.aws.amazon.com/deepracer で AWS DeepRacer コンソールを開きます。
2. メインナビゲーションペインで [モデル] を選択し、トレーニングしたモデルを [モデル] リストから選

択して、モデルの詳細ページを開きます。
3. 「評価」タブを選択します。
4. [評価の詳細] で、[評価を開始] を選択します。

トレーニングジョブのステータスが [完了] に変わった後、またはトレーニングジョブが完了していな
い場合は、モデルのステータスが [準備完了] に変わった後で評価を開始できます。
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モデルは、トレーニングジョブが完了したときに準備完了状態になります。トレーニングが完了しな
かった場合でも、失敗した時点までトレーニングされていれば、モデルは [準備完了] 状態になること
ができます。

5. [モデルの評価] ページの [レースタイプ] で、評価の名前を入力し、モデルのトレーニングに選択した
レースタイプを選択します。

評価のために、トレーニングで使用したレースタイプとは異なるレースタイプを選ぶことができま
す。たとえば、 head-to-bot レース用にモデルをトレーニングし、タイムトライアル用に評価するこ
とができます。一般に、トレーニングレースタイプが評価レースタイプと異なる場合、モデルは適切
に一般化する必要があります。最初の走行では、評価とトレーニングの両方で同じレースタイプを使
用する必要があります。

6. [モデルの評価] ページの [評価基準] で、実行する試行の回数を選択し、モデルを評価するトラックを
選択します。

一般的には、モデルのトレーニング (p. 15)で使用したものと同じまたは類似のトラックを選択しま
す。モデルを評価するために任意のトラックを選択できますが、トレーニングで使用されるものと最
もよく似たトラックで最高のパフォーマンスが期待できます。

モデルが適切に一般化するかどうかを確認するには、トレーニングで使用したものとは異なる評価ト
ラックを選択します。

7. 最初のモデルの [モデルの評価] ページの [Virtual Race Submission (バーチャルレースの提出)] で、
[Submit model after evaluation (評価後にモデルを提出)] オプションをオフにします。後でレースイベ
ントに参加したい場合は、このオプションをオンにしておいてください。

8. [モデルの評価] ページで、[Start evaluation (評価の開始)] を選択して、評価ジョブの作成と初期化を開
始します。

この初期化プロセスは完了に 3 分かかります。
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9. 評価が進むにつれて、各試行の後に、試用期間やトラック完了率などの評価結果が [評価詳細] に表示
されます。[Simulation video stream (シミュレーションビデオストリーム)] ウィンドウでは、選択した
トラックでのエージェントのパフォーマンスを観察できます。

評価ジョブは、完了する前に停止できます。評価ジョブを停止するには、[評価] カードの右上隅にあ
る [Stop evaluation (評価を停止)] を選択し、評価の停止を確定します。

10. 評価ジョブが完了したら、[評価結果] の下にあるすべてのトライアルについて、パフォーマンスメト
リクスを調べます。付属のシミュレーションビデオストリームは使用できなくなりました。

モデルの評価の履歴は、評価セレクターで確認できます。特定の評価の詳細を表示するには、評価セ
レクターリストから評価を選択し、評価セレクターカードの右上隅から [評価をロード] を選択しま
す。

この特定の評価作業では、トレーニングを受けたモデルが試験を完了しますが、コース外ではかなり
の時間ペナルティが発生します。初めての試みとしては、これは珍しいことではありません。考えら
れる理由としては、トレーニングが収束せず、トレーニングにさらに時間が必要である、エージェン
トに反応する余地を与えるためにアクションスペースを拡大する必要がある、またはさまざまな環境
を処理するために報酬関数を更新する必要がある、などが挙げられます。

トレーニング済みのモデルのクローンを作成し、報酬関数を変更し、ハイパーパラメータを調整して
から、総報酬が収束してパフォーマンス指標が向上するまでプロセスを繰り返すことで、モデルを継
続的に改善できます。トレーニングを向上する方法の詳細については、「モデルのトレーニングと評
価 (p. 27)」を参照してください。

完全にトレーニングされたモデルを AWS DeepRacer デバイスに転送して、実環境で走行させるには、
モデルのアーティファクトをダウンロードする必要があります。これを行うには、モデルの詳細ページで 
[Download model (モデルのダウンロード)] を選択します。AWS DeepRacer の物理デバイスが新しいセ
ンサーをサポートしておらず、モデルが新しいセンサータイプでトレーニングされている場合、実環境で 
AWS DeepRacer デバイスでモデルを使用すると、エラーメッセージが表示されます。物理デバイスを使
用した AWS DeepRacer モデルのテストに関する詳細については「」を参照してください車両を走行させ
る。 (p. 66)。

AWS DeepRacer リーグレーシングイベントや AWS DeepRacer コミュニティレースで指定されたトラッ
クと同一、または類似のトラックでモデルをトレーニングすると、AWS DeepRacer コンソールで仮想
レースにモデルを送信できるようになります。これを行うには、AWSメインナビゲーションペインでバー
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チャルサーキットまたはコミュニティレースをフォローしてください。詳細については、「レースに参加
する (p. 122)」を参照してください。

head-to-bot 障害物回避やレース用にモデルをトレーニングするには、モデルと物理デバイスに新しいセン
サーを追加する必要がある場合があります。詳細については、「the section called “レースタイプの理解と
センサーの有効化” (p. 28)」を参照してください。
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AWS DeepRacer モデルのトレーニ
ングと評価

AWS DeepRacer 車両がトラックで自動走行するとき、前面にマウントされたカメラで環境状態をキャプ
チャし、観察データに応じてアクションを実行します。AWS DeepRacer モデルは、観察データとアク
ションを想定される報酬にマッピングする関数です。モデルをトレーニングすることは、想定される報酬
を最大化する関数を見つける、または学習することであり、最適化されたモデルによって車両が最初から
最後までトラックで走行するためにどのようなアクション (速度とステアリング角度のペア) を取れるかを
規定します。

実際には、関数はニューラルネットワークで表され、ネットワークのトレーニングには、一連の観察され
た環境状態と対応する車両のアクションに与えられた最適なネットワークの重み付けを見つけることが関
係しています。最適性の基盤となる基準は、車両が交通事故または違反を発生させることなく正しく効果
的な動きをするように勧める、モデルの報酬関数によって記述されます。シンプルな報酬関数は、車両が
トラックにある場合は 0、トラックから外れた場合は -1、ゴールに到達した場合は +1 の報酬を返すよう
にすることができます。この報酬関数では、車両がトラックから外れると罰を受け、ゴールに到達すると
報酬が与えられます。時間やスピードが問題ではない場合、これは適切な報酬関数になり得ます。

直線のトラックから外れる ことなく、 できるだけ速く車両を走行させたいと思っている とします。車両
の加速や減速に合わせて、車両は障害物を避け、トラック内に留まっているように、左右にステアリング
を操作します。 高速でのターンが大きすぎると、簡単に車両がトラックから外れてしまいます。ターン
が小さすぎる障害物や別の車両との衝突を回避できない可能性があります。一般的に、最適なアクション
は、大きなターンは低速で曲がり、きついカーブではステアリングを少なくすることです。この動作を奨
励するため、報酬関数では、高速での小さいターンには正のスコアを割り当てて報酬を与え、高速での大
きいターンには負のスコアを割り当てて罰を与える必要があります。同様に、報酬関数では、直線コース
での加速や障害物の近くでの減速に正の報酬を返すことができます。

報酬関数は、AWS DeepRacer モデルの重要な部分です。AWS DeepRacer モデルをトレーニングすると
きは報酬関数を指定する必要があります。トレーニングでは、最初から最後までトラックでのエピソー
ドが繰り返えされます。あるエピソードでは、予想される累積報酬を最大化することで最適な一連のアク
ションを学習するためにエージェントがトラックを操作します。最後に、トレーニングは強化学習モデル
を生成します。トレーニングの後、どのような状態でも最適なアクションができるように、エージェント
がモデルで推論を行い、自動運転を実行します。これは、仮想エージェントによるシミュレートされた環
境、または AWS DeepRacer スケール車両などの物理的エージェントによる実際の環境下で実行できま
す。

実際には、強化学習モデルをトレーニングするには、学習アルゴリズムを選択する必要があります。現
在、AWS DeepRacer コンソールは、プロキシマルポリシー最適化 (PPO) とソフトアクタークリティッ
ク (SAC) アルゴリズムのみをサポートしています。その後、最初から記述する場合を除き、選択した
アルゴリズムをサポートするディープラーニングフレームワークを選択できます。AWS DeepRacer 
は、TensorFlow次のような人気のあるディープラーニングフレームワークを作成します。、AWS 
DeepRacer コンソールで簡単に入手できます。 SageMaker フレームワークを使用すると、トレーニング
ジョブの設定および実行を簡素化し、ユーザーの問題に固有の報酬関数の作成および強化に集中すること
ができます。

トレーニング強化学習モデルは反復プロセスです。まず、ある環境でのエージェントのすべての重要な動
作をカバーする報酬関数を一度に定義するのは 困難です。次に、ハイパーパラメータは、多くの場合、十
分なトレーニングパフォーマンスを実現するために調整されます。どちらも実験が必要です。賢明なアプ
ローチは、単純な報酬機能から始めて、徐々に強化していくことです。AWS DeepRacer は、トレーニン
グされたモデルをクローンし、それを駆使して次の < トレーニングで活性化させることで、この反復プロ
セスを容易にします。各反復で報酬関数に 1 つまたは少数のより洗練された処理を導入して、 前に無視さ
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れた変数を処理するか、結果がコンバージするまでハイパーパラメータを体系的に調整することができま
す。

機械学習で通常行われるのと同じように、物理エージェントにデプロイして実際の状況での推論を実行す
る前に、トレーニング済みの強化学習モデルを評価してその有効性を調べる必要があります。自動運転
の場合、評価は、車両が最初から最後まで特定のトラックに留まっている頻度やトラックから外れずに
コースを完了する速さに基づくことができます。AWS DeepRacer シミュレーションは AWS RoboMaker 
シミュレーターで実行され、評価を実行して、リーダーボード (p. 122)上の他の AWS DeepRacer ユー
ザーによってトレーニングされたモデルと比較するためパフォーマンスのメトリクスを投稿することを可
能にします。

トピック
• レースタイプの理解と AWS がサポートするセンサーの有効化 DeepRacer (p. 28)
• AWS DeepRacer コンソールを使用して AWS DeepRacer モデルをトレーニングおよび評価す

る (p. 34)
• AWS DeepRacer リワード機能リファレンス (p. 47)

レースタイプの理解と AWS がサポートするセン
サーの有効化 DeepRacer

AWS DeepRacer Leagueでは、以下のタイプのレーシングイベントに参加することができます。

• タイムトライアル: 遮るもののないトラックでタイムを競い合い、可能な限り速いラップタイムを目指し
ます。

• オブジェクト回避: 静止した障害物のあるトラックでタイムを競い合い、可能な限り速いラップタイムを
目指します。

• ead-to-bot Hレース：同じトラックで他の車と競い合い、他の車両より先にフィニッシュラインを越える
ことを目指します。

AWS DeepRacer のコミュニティレースでは現在、タイムトライアルのみをサポートしています。

AWS DeepRacer 車両に搭載する異なったセンサーを実験し、与えられたレースの種類に応じて、周囲を
観戦するのに十分な能力を持たせる必要があります。次のセクションでは、AWS DeepRacer がサポート
するセンサー (p. 28)について説明します。これにより、サポートされているタイプの自律型レースイベ
ントを有効化できます。

トピック
• AWS DeepRacer レースタイプ用のセンサーを選択 (p. 28)
• AWS DeepRacer モデルのトレーニング用エージェントを設定 (p. 30)
• タイムトライアル用に AWS DeepRacer トレーニングをカスタマイズ (p. 31)
• オブジェクト回避レースに合わせて AWS DeepRacer トレーニングをカスタマイズ (p. 32)
• head-to-bot レース向けの AWS DeepRacer トレーニングのカスタマイズ (p. 33)

AWS DeepRacer レースタイプ用のセンサーを選択
お客様の AWS DeepRacer の車両には、デフォルトのセンサーとして単眼の前面カメラが搭載されていま
す。単眼の前面カメラをもう 1 つ追加して、前面立体視カメラを作成したり、単眼カメラまたは立体視カ
メラに LiDAR ユニットを追加できます。

以下のリストでは、AWS DeepRacer でサポートされているセンサーの機能と、 cost-and-benefit 簡単な分
析をまとめています。
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前面カメラ

一眼レンズ前面カメラは、トラックボーダーや形状など、ホスト車両前面の環境のイメージをキャプ
チャできます。最も安価なセンサーで、よくマークされたトラックでの障害物のないタイムトライ
アルなど、より簡単な自律運転タスクを処理するのに適しています。適切なトレーニングにより、ト
ラック上の固定位置に配置された静止障害物を避けることができます。ただし、障害物の位置情報は
トレーニングされたモデルに組み込まれ、その結果、そのモデルが過剰適合され、他の障害物の配置
に一般化されない可能性があります。トラック上のランダムな位置に配置された静止オブジェクトま
たは他の移動車両では、モデルが収束する可能性は低くなります。

実世界では、AWS DeepRacer の車両にはデフォルトのセンサーとして単眼の前面カメラが搭載され
ています。カメラには 120 度の広角レンズがあり、RGB イメージをキャプチャし、15 フレーム/秒
（fps） で 160 × 120 ピクセルのグレースケールイメージに変換します。これらのセンサーのプロパ
ティはシミュレーターに保存され、訓練されたモデルがシミュレーションから現実の世界にうまく移
行する可能性を最大限に高めます。

前面立体視カメラ

立体視カメラには、同じ解像度と周波数でイメージをキャプチャする複数のレンズがあります。両方
のレンズからのイメージは、観察対象のオブジェクトの深度を決定するために使用されます。立体視
カメラからの深度情報は、特に動的な環境下で、障害物や前面の他の車両に衝突することを避けるた
めに、ホスト車両にとって役に立ちます。ただし、深度情報が追加されると、トレーニングの収束が
遅くなります。

AWS DeepRacer の実車両では、単眼カメラをもう一台追加し、それぞれのカメラを車両の左右に搭
載することで、双眼のステレオカメラが構築されています。AWS DeepRacer ソフトウェアは、両方
のカメラからの画像キャプチャを同期させます。キャプチャされたイメージは、グレースケールに変
換され、積み重ねられ、推論のためにニューラルネットワークに供給されます。シミュレーターでも
同じメカニズムが複製され、モデルを実際の環境に一般化するようにトレーニングされます。

LiDAR センサー

LiDAR センサーは、回転レーザーを使用して、可視スペクトル外の光パルスを送信し、各パルスが戻
るまでの時間を測定します。特定のパルスが当たるオブジェクトの方向と距離は、LiDAR ユニットを
中心とした大きな 3D マップのポイントとして記録されます。

たとえば、LiDAR はホスト車両の死角を検出し、車両の車線変更時の衝突を回避します。LiDAR を単
眼カメラまた立体視カメラと組み合わせることで、ホスト車両が適切なアクションを実行するのに十
分な情報をキャプチャできるようになります。しかし、LiDAR センサーはカメラに比べてコストが高
くなります。ニューラルネットワークは、LiDAR データの解釈方法を学習する必要があります。した
がって、トレーニングは収束に時間がかかります。

AWS DeepRacer の実車両では、LiDAR センサーが後部に取り付けられ、6 度傾いています。これ
は、毎秒 10 回転の角速度で回転し、15cm から 2m の範囲です。ホスト車両の後ろや横にあるオブ
ジェクトだけでなく、前面の車両部品によって遮られていない背の高い物体を検出できます。LiDAR 
単位が環境ノイズの影響を受けにくくなるように、角度と範囲が選択されています。

AWS DeepRacer の車両には、対応するセンサーを以下の組み合わせで構成することができます。

• 前面単眼レフカメラのみ。

この設定は、タイムトライアルや固定位置にあるオブジェクトによる障害物の回避に適しています。
• 前面立体視カメラのみ。

この設定は、固定またはランダムな位置にあるオブジェクトとの障害物回避に適しています。
• LiDAR 付き前面一眼カメラ。

この設定は、 head-to-bot障害物回避やレースに適しています。
• LiDAR 付き前面立体視カメラ。
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この設定は、 head-to-bot 障害物回避やレースには適していますが、タイムトライアルにはおそらく最
も経済的ではありません。

AWS DeepRacer 車両がタイムトライアルからオブジェクト回避、 head-to-bot レースに移行するように
するセンサーを追加することで、車両は環境に関するより多くのデータを収集し、トレーニングの基礎と
なるニューラルネットワークに供給します。これにより、モデルは複雑さの増加に対処する必要があるた
め、トレーニングがより困難になります。結局、モデルのトレーニングを学習するタスクはより厳しくな
ります。

段階的に学習するには、まずタイムトライアルのトレーニングを開始してから、オブジェクト回避に進
み、 head-to-bot 次にレースに進む必要があります。推奨事項の詳細については、次のセクションを参照
してください。

AWS DeepRacer モデルのトレーニング用エージェン
トを設定
AWS DeepRacer head-to-bot 車両が障害物回避やレースを行うための強化学習モデルをトレーニングす
るために、適切なセンサーでエージェントを構成する必要があります。簡単なタイムトライアルでは、一
眼カメラで設定されたデフォルトのエージェントを使用できます。エージェントの設定では、アクション
スペースをカスタマイズし、ニューラルネットワークトポロジを選択することで、意図した運転要件を満
たすために、選択したセンサーとの連携が向上します。さらに、トレーニング中に視覚的な識別のために
エージェントの外観を変更することもできます。

設定後、エージェント設定は、トレーニングと評価のためにモデルのメタデータの一部として記録されま
す。評価のために、エージェントは、指定されたセンサー、アクションスペース、ニューラルネットワー
ク技術を使用するように、記録された設定を自動的に取得します。

このセクションでは、AWS DeepRacer コンソールの中にエージェントを設定するステップについて説明
します。

AWS DeepRacer コンソールで AWS DeepRacer エージェントを設定するには

1. AWS DeepRacer コンソールにサインインします。
2. プライマリナビゲーションペインで、[Garage (ガレージ)] を選択します。
3. [Garage (ガレージ)] を初めて使用する場合は、[WELCOME TO THE GARAGE (ガレージにようこそ)] 

ダイアログボックスが表示されます。AWS DeepRacer 車両でサポートされている各種センサーの概
要を参照すして [>] または [<] を選択するか [X] を選択してダイアログボックスを閉じます。この入門
情報は、[Garage (ガレージ)] のヘルプパネルで確認できます。

4. [Garage (ガレージ)] ページで、[Build new vehicle (新しい車両を構築)] を選択します。
5. [Mod your own vehicle (自分の車両の修正)] ページの [Mod specifications (仕様の修正)] で、1 つ以上の

センサーを選択して、目的のレーシングタイプに合った最適な組み合わせを試してみてください。

AWS DeepRacer 車両のタイムトライアルをトレーニングするには、[カメラ] を選択します。 head-
to-bot 障害物の回避やレースには、他の種類のセンサーを使用する必要があります。Stereo カメラを
選択するために、追加の単眼カメラを取得していることを確認します。AWS は DeepRacer 、立体視
カメラを 2 つの単眼レフカメラで作成しています。1 台の車両で、単眼カメラまたは二眼ステレオカ
メラを使用できます。いずれの場合も、 head-to-bot 障害物回避やレース中の死角を学習したモデル
が死角を検出して回避できるようにしたいだけであれば、エージェントに LiDAR センサーを追加でき
ます。

6. [Garage (ガレージ)] ページの、[Neural network topologies (ニューラルネットワークトポロジ)] で、サ
ポートされているネットワークトポロジを選択します。

一般に、より深いニューラルネットワーク（より多くのレイヤーを持つ）は、急なカーブと多数の曲
がり角があるより複雑なトラックを運転や、静止障害物を避けるためにレース、他の移動車両との競
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争に適しています。しかし、より深いニューラルネットワークはトレーニングにコストがかかり、モ
デルの収束に時間がかかります。一方、より浅いネットワーク（レイヤーが少ない）では、コストが
削減され、トレーニングに要する時間が短縮されます。トレーニングされたモデルは、競争相手がな
くても障害のないトラックでのタイムトライアルなど、より単純なトラック条件や運転要件を処理す
ることができます。

具体的には、AWS DeepRacer は、[3-layer CNN] または [5-layer CNN] をサポートしています。
7. [Garage (ガレージ)] ページで、[次へ] を選択して、エージェントのアクションスペースの設定に進み

ます。
8. [Action space (アクションスペース)] ページで、最初のトレーニングのデフォルト設定のままにしま

す。その後のトレーニングでは、ステアリング角度、最高速度、およびそれらの詳細度についてさま
ざまな設定を試してください。続いて、[Next (次へ)] を選択します。

9. 「クルマで目立つように車両に色を付ける」ページで、「名前を付ける」に名前を入力し、「乗り物
の色」リストからエージェントの色を選択します。 DeepRacer次に、[送信] を選択します。

10. [Garage (ガレージ)] ページで、新しいエージェントの設定を確認します。さらに変更を加えるには、
[Mod vehicle (車両の修正)] を選択し、[ステップ 4] から前の手順を繰り返します。

これで、エージェントはトレーニングの準備ができました。

タイムトライアル用に AWS DeepRacer トレーニング
をカスタマイズ
初めて AWS を使う場合は DeepRacer、まず簡単なタイムトライアルからスタートし、AWS DeepRacer 
のモデルを学習させて車両を運転する方法に慣れておきます。このようにして、報酬関数、エージェン
ト、環境などの基本的な概念をゆっくり理解することができます。目標は、モデルをトレーニングして車
両がトラック上に留まり、できるだけ早くラップを完了するようにすることです。その後、トレーニング
したモデルを AWS DeepRacer 車両にデプロイして、追加のセンサーなしで物理トラックでの走行をテス
トすることができます。

このシナリオのためにモデルをトレーニングするには、AWS DeepRacer コンソール上の Garage の中か
らデフォルトエージェントを選択できます。デフォルトのエージェントは、単一の前面カメラ、デフォ
ルトのアクションスペース、およびデフォルトのニューラルネットワークトポロジで設定されています。
より高度なレースに移行する前に、AWS DeepRacer のデフォルトのエージェントを使用してモデルのト
レーニングを開始すると有効です。

デフォルトのエージェントを使用してモデルをトレーニングするには、以下の推奨事項に従ってくださ
い。

1. より規則的な形状を持ち、急な曲がり角の少ない単純なトラックで、モデルのトレーニングを開始し
ます。デフォルトの報酬関数を使用します。モデルを 30 分間訓練してください。トレーニングジョ
ブが完了したら、同じトラックでモデルを評価し、エージェントがラップを終えることができるかど
うかを確認します。

2. 報酬関数のパラメータ (p. 47)についてお読みください。さまざまなインセンティブを使用してト
レーニングを継続し、エージェントに報酬を与えてより速く進みます。次のモデルのトレーニング時
間を 1 〜 2 時間に延長します。最初のトレーニングと 2 番目のトレーニングの報酬グラフを比較しま
す。報酬グラフが改善されなくなるまで実験を続けてください。

3. アクションスペース (p. 10)の詳細については、こちらをご覧ください。最高速度を上げて (たとえば 
1 m/s)、モデルに 3 回目のトレーニングを行います。アクションスペースを変更するには、変更を行う機会
を得たときに、新しいエージェントを [Garage (ガレージ)] に構築する必要があります。エージェン
トの最高速度を更新する場合、最高速度が高いほど、エージェントが評価中のトラックを早く完了で
き、AWS DeepRacer 車両が物理トラックでのラップを早く完了できることに注意してください。た
だし、最高速度を高くすると、エージェントがカーブ上でオーバーシュートしてトラックから外れて
しまう可能性が高くなるため、トレーニングが収束するまでの時間が長くなることがよくあります。
精度を低くして、エージェントが加速または減速するための余地を増やし、他の方法で報酬関数を微
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調整して、トレーニングをより速く収束させることもできます。トレーニングが収束した後、3 番目の
モデルを評価して、ラップタイムが改善されるかどうかを確認します。改善されなくなるまで、探索
を続けてください。

4. より複雑なトラックを選択し、[ステップ 1] から [ステップ 3] を繰り返します。トレーニングに使用し
たトラックとは異なるトラックでモデルを評価して、モデルが実際の環境に一般化する (p. 14)さまざ
まな仮想トラックに一般化できる方法を確認します。

5. （オプション）ハイパーパラメータ (p. 37)のさまざまな値を試してトレーニングプロセスを改善
し、[ステップ 1] から [ステップ 3] を繰り返します。

6. （オプション）AWS DeepRacer ログを調べて分析します。ログの分析に使用できるサンプルコード
については、https://github.com/aws-samples/aws-deepracer-workshops /tree/master/log-analysis を参
照してください。

オブジェクト回避レースに合わせて AWS DeepRacer 
トレーニングをカスタマイズ

タイムトライアルに慣れ、いくつかのコンバージドモデルのトレーニングを終えたら、次に厳しい課題で
ある障害物回避に進んでください。ここでは、トラック上に配置されたオブジェクトへのクラッシュを回
避しながら、トラックから外れることなく、できるだけ早くラップを完了できるモデルをトレーニングす
ることを目標としています。これは明らかにエージェントが学習するには難しい問題であり、トレーニン
グは収束に時間がかかります。

AWS DeepRacer コンソールは、2 種類の障害物回避トレーニングをサポートしています。障害物は、ト
ラック上の固定位置またはランダムな位置に配置できます。固定位置では、障害物はトレーニングジョブ
全体を通して同じ場所に固定されたままです。ランダムな場所では、障害物はエピソードごとにそれぞれ
の場所をランダムに変更されます。

システムの自由度が低いため、位置固定障害物を回避するためにトレーニングが収束しやすくなります。
ただし、トレーニングを受けたモデルに位置情報が組み込まれていると、モデルが過剰適合する可能性が
あります。その結果、モデルが過剰適合し、一般化されないことがあります。ランダムに配置された障害
物回避の場合、トレーニングが収束するのが難しくなります。これは、エージェントはこれまでに見たこ
とのない場所で障害物に衝突しないように学習し続ける必要があるためです。ただし、このオプションで
トレーニングされたモデルは、より一般化され、実際のレースにうまく移行する傾向があります。まず、
障害物を固定位置に配置し、動作に慣れてから、ランダムな位置に取り組みます。

AWS DeepRacer シミュレーターでは、障害物は AWS DeepRacer 車両のパッケージボックスと同じ寸法
（9.5 インチ（長さ）x 15.25 インチ（幅）の直方体ボックスです。これにより、パッケージボックスを物
理トラックに障害物として配置すると、訓練されたモデルをシミュレーターから現実の世界へ簡単に移行
できます。

障害物回避を試すには、以下のステップで概説されている推奨プラクティスに従ってください。

1. デフォルトのエージェントを使用するか、既存のエージェントをカスタマイズするか、新しいセン
サーとアクションスペースを試してみてください。最高速度は 0.8 m/s 以下に、速度の詳細度は 1 ま
たは 2 レベルに制限する必要があります。

2 つのオブジェクトを固定したで、約 3 時間のモデルのトレーニングを開始します。報酬機能の例を
使用して、レースするトラック、またはそのトラックに非常によく似たトラックでモデルをトレーニ
ングします。AWS DeepRacer Smile Speedway（中級）トラックはシンプルなトラックで、Summit 
レースの準備に適しています。同じ数の障害物がある同じトラックでモデルを評価します。合計予想
報酬がどのように収束するかを見てください。

2. 報酬関数のパラメータ (p. 47)についてお読みください。報酬関数のバリエーションを試してみて
ください。障害物の数を 4 つに増やします。エージェントをトレーニングして、トレーニングが同じ
トレーニング時間内に収束するかどうかを調べます。収束しない場合は、報酬関数をもう一度微調整
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し、最高速度を下げるか、障害物の数を減らして、エージェントを再びトレーニングします。大幅な
改善がなくなるまで実験を繰り返します。

3. 今度は、ランダムな場所で障害物を回避するトレーニングに進みます。エージェントには、AWS 
DeepRacer コンソール中のガレージから利用できる追加のセンサーを設定する必要があります。立体
視カメラを使用できます。または、LiDAR ユニットを単眼カメラまたは立体視カメラと組み合わせる
こともできますが、トレーニング時間が長くなります。トレーニングがより早く収束するように、ア
クションスペースを比較的低い最高速度（たとえば 2 m/s）に設定します。ネットワークアーキテク
チャーでは、障害物の回避に十分であることが判明した浅いニューラルネットワークを使用します。

4. 障害物回避のための新しいエージェントで、単純なトラック上にランダムに配置された 4 つのオブ
ジェクトを使用して 4 時間のトレーニングを開始します。次に、同じトラック上でモデルを評価し
て、ランダムに配置された障害物でラップを終了できるかどうかを確認します。できない場合は、報
酬関数を調整し、別のセンサーを試して、トレーニング時間を長くすることができます。別のヒント
として、既存のモデルのクローン作成を試して、以前に学習した経験を活用するためのトレーニング
を継続することができます。

5. （オプション）アクションスペースの最高速度を選択するか、トラックに沿ってランダムに配置する
障害物を増やします。さまざまなセンサーの組み合わせを試し、報酬関数とハイパーパラメータ値を
微調整します。[5-layer CNN (5 レイヤーの CNN)] ネットワークトポロジを試してみてください。次
に、モデルを再トレーニングして、トレーニングの収束にどのような影響を与えるかを判断します。

head-to-bot レース向けの AWS DeepRacer トレーニ
ングのカスタマイズ
障害物回避のトレーニングを終えたので、次のレベルの課題、 head-to-bot つまりレース用のモデルのト
レーニングに取り組む準備が整いました。障害物回避イベントとは異なり、 head-to-bot レースは動く車
両との動的な環境を持っています。あなたの目標は AWS の車両モデルをトレーニングして、 DeepRacer 
他の移動車両と競争し、トラックから外れたり、他の車両のいずれかと衝突することなく、最初にフィ
ニッシュラインに到達することです。AWS DeepRacer コンソールでは、エージェントに 1-4 ボットの車
両と競争させることで、 head-to-bot レーシングモデルをトレーニングすることができます。一般的に言
えば、より長いトラックにより多くの障害物を配置する必要があります。

各ボット車両は、一定の速度で事前に定義された経路をたどります。車線を変更したり、開始車線に残っ
たりすることができます。障害物回避のトレーニングと同様に、ボット車両を両レーンのトラック全体に
均等に分散させることができます。コンソールでは、トラック上のボット車両を、最大4台までと制限して
います。トラック上により多くの競合車両を置くことにより、学習エージェントは、他の車両との多様な
状況に遭遇する機会が増えます。この方法では、1 つのトレーニングジョブでより多くの学習を行われ、
エージェントはより速くトレーニングを受けることができます。ただし、各トレーニングは収束に時間が
かかる可能性があります。

ボット車両を持つエージェントをトレーニングするには、エージェントのアクションスペースの最高速度
をボット車両の（一定の）速度よりも高く設定して、エージェントがトレーニング中に通過する機会を増
やす必要があります。まず、エージェントの最高速度を 0.8 m/s に設定し、ボット車両の移動速度を 0.4 
m/s に設定してください。ボットがレーンを変更できるようにすると、エージェントは同じレーンの前面
の移動車両に衝突しないようにする方法だけでなく、他のレーンの前面の別の移動車両に衝突しないよう
にする方法も学習する必要があるため、トレーニングはより困難になります。ボットは、ランダムな間隔
でレーンを変更するように設定できます。間隔の長さは、トレーニングジョブを開始する前に指定した時
間の範囲（たとえば、1秒から5秒）からランダムに選択されます。この車線変更の挙動は、 head-to-bot 
現実世界のレース行動により近いので、訓練を受けたエージェントがより良い結果を出せるはずです。た
だし、モデルのトレーニングの収束には時間がかかります。

以下の推奨手順に従って、 head-to-bot レースに向けてトレーニングを繰り返してください。

1. AWS DeepRacer コンソールのガレージに、ステレオカメラと LiDAR 単位の両方で構成された新し
いトレーニングエージェントを構築します。ボット車両に対して立体視カメラのみを使用して、比較
的優れたモデルをトレーニングすることができます。LiDAR は、エージェントがレーンを変更したと
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てモデルをトレーニングおよび評価する

きに死角を減らすのに役立ちます。最高速度を高く設定しすぎないでください。最良な開始ポイント
は、1 m/s です。

2. head-to-bot レースに向けてトレーニングするには、まず 2 台のボットビークルから始めます。ボッ
トの移動速度をエージェントの最高速度よりも低く設定します (たとえば、エージェントの最高速度
が 1 m/s の場合は 0.5 m/s)。レーン変更オプションを無効にし、先ほど作成したトレーニングエー
ジェントを選択します。報酬関数の例の 1 つを使用するか、最小限の修正を行い、3 時間訓練しま
す。レースに参加するトラック、またはそのトラックに非常によく似たトラックを使用します。AWS 
DeepRacer Smile Speedway（中級）トラックはシンプルなトラックで、Summit レースの準備に適し
ています。トレーニングが完了したら、トレーニングされたモデルを同じトラックで評価します。

3. より困難な作業には、トレーニングしたモデルを複製して 2 head-to-bot つ目のレーシングモデルを作
成してください。さらに多くのボット車両を試すか、車線変更オプションを有効にしてください。2 
秒以上のランダムな間隔で遅いレーン変更オペレーションを開始します。また、カスタム報酬関数を
試してみたいかもしれません。一般に、カスタムの報酬関数のロジックは、他の車両を上回って軌道
に乗っている間のバランスを考慮しない場合、障害物回避のロジックと似ています。以前のモデルが
どれほど良いかによって、さらに 3 〜 6 時間をトレーニングする必要があるかもしれません。モデル
を評価し、モデルの実行方法を確認します。

AWS DeepRacer コンソールを使用して AWS 
DeepRacer モデルをトレーニングおよび評価する

強化学習モデルをトレーニングするには AWS DeepRacer コンソールを使用できます。コンソールで、ト
レーニングジョブを作成し、サポートされているフレームワークと利用可能なアルゴリズムを選択し、報
酬関数を追加して、トレーニング設定を設定します。シミュレーターでトレーニングの進捗状況を確認す
ることもできます。 step-by-step 手順については、を参照してくださいthe section called “[はじめてのモ
デルをトレーニングトレーニングする” (p. 15)。

このセクションでは、AWS DeepRacer モデルの学習方法と評価方法について説明します また、報酬関数
の作成方法と改善方法、アクションスペースがモデルのパフォーマンスに与える影響、ハイパーパラメー
タがトレーニングのパフォーマンスに与える影響についても説明します。また、トレーニングモデルのク
ローンを作成してトレーニングセッションを延長する方法、シミュレーターを使用してトレーニングのパ
フォーマンスを評価する方法、およびシミュレーションの一部を実世界の課題に対処させる方法について
も学習できます。

トピック
• 報酬関数を作成する (p. 34)
• アクションスペースを探索して、堅牢なモデルをトレーニングします。 (p. 36)
• ハイパーパラメーターの系統的な調整 (p. 37)
• AWS DeepRacer トレーニングジョブの進捗状況を調べる (p. 41)
• トレーニング済みモデルのクローンを作成して、新しいトレーニングパスを開始します。 (p. 42)
• AWS DeepRacer モデルをシミュレーションで評価 (p. 43)
• AWS DeepRacer CloudWatch イベントをログに記録する (p. 44)
• AWS DeepRacer モデルのトレーニングを実際の環境に合わせて最適化 (p. 45)

報酬関数を作成する
報酬関数 (p. 47)とは、AWS DeepRacer の車両がトラック上のある位置から新しい位置に移動したと
きの、即座のフィードバック (リワードまたはペナルティスコアとして) を表します。この関数の目的は、
事故や違反なく、目的の場所にすばやく到着するために車両をトラックに沿って移動させることです。望
ましい動きはそのアクションまたはその目標状態に対してより高い得点を得ることができます。違法な動
きまたは無駄な動きをするとより低いスコアになります。AWS DeepRacer モデルをトレーニングする場
合、報酬関数は唯一のアプリケーション固有の部分になります。
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一般的に、報酬関数はインセンティブプランのように機能するように設計します。インセンティブ戦略が
異なると、車両の動作が異なる可能性があります。車両をより速く走らせるために、この関数が車両が
トラックに沿って走行することに対して報酬を与える必要があります。この関数は、車両がラップを終
了するのに時間がかかりすぎたり、トラックから外れたときにペナルティを課す必要があります。ジグ
ザグな運転パターンを避けるために、トラックのまっすぐな部分ではあまりステアリングを使用しない車
両に報酬を与える場合があります。によって測定されるように、車両が特定のマイルストーンを通過する
と、報酬関数はプラスのスコアを与える場合があります。waypoints (p. 47)これは待機や間違った方
向への運転を軽減する可能性があります。また、トラックのコンディションを考慮して報酬関数を変更す
る場合もあります。ただし、報酬関数が環境固有の情報を考慮に入れるほど、トレーニングされたモデル
が過適合となり、刃尿性が失われます。モデルをより一般的に適用可能にするために、アクションスペー
ス (p. 36)を探索することができます。

インセンティブプランは慎重に考慮されない場合、意図しない反対の結果につながる可能性があります。
これは強化学習にとっては即時のフィードバックが必要ですが、条件が十分ではないために可能性があり
ます。個々の即時報酬自体も、その移動が必要なものであるかどうかを判断できません。指定された位置
で、移動は高い報酬を獲得します。その後の移動によってトラックから外れ、低得点になる可能性があり
ます。そのような場合、車両はその位置でのハイスコアの移動を避ける必要があります。任意の位置から
の今後のすべての移動が平均して高いスコアを生み出すと見込まれる場合に限り、次の位置への移動が望
ましいと見なされます。今後のフィードバックは、今後の少数の移動または平均報酬計算に含まれる位置
を許容するレートで割り引かれます。

報酬関数 (p. 47)を作成する際は、基本的なシナリオをカバーした簡単なものから始めることをお勧め
します。より多くのアクションを処理するように関数を拡張することができます。それでは、いくつかの
簡単な報酬関数を見てみましょう。

トピック
• シンプルな報酬関数の例 (p. 35)
• 報酬機能を強化します。 (p. 36)

シンプルな報酬関数の例
最も基本的な状況を最初に検討することによって、報酬関数の構築を開始することができます。トラック
から外れることなく最初から最後まで直線的なトラックを運転しているという状況です。このシナリオで
は、報酬関数ロジックは on_track と progress のみに依存します。トライアルとして、次のロジック
から始めることができます。

def reward_function(params): 
    if not params["all_wheels_on_track"]: 
        reward = -1 
    else if params["progress"] == 1 : 
        reward = 10 
    return reward

このロジックでは、エージェントがトラックから外れるとエージェントにペナルティが課されます。エー
ジェントが終了地点に到達すると報酬が与えられます。指定された目標を達成するために合理的です。た
だし、エージェントは、トラックを逆方向に進むことも含め、開始地点と終了地点の間を自由に移動しま
す。トレーニングを完了するのに長い時間がかかるだけでなく、トレーニングされたモデルでも、実世界
の車両にデプロイした場合に運転効率が低下する可能性があります。

実際には、 bit-by-bitエージェントはトレーニング中ずっと学習できれば、より効果的に学習できます。こ
れは、報酬関数がトラックに沿って段階的に小さい報酬を与える必要があることを意味します。エージェ
ントが直線的なトラックを走るためには、次のように報酬関数を改善することができます。

def reward_function(params): 
    if not params["all_wheels_on_track"]: 
        reward = -1 
    else: 
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        reward = params["progress"] 
    return reward

この関数では、エージェントはフィニッシュラインに近づくほど報酬が増えます。これによっては非生産
的な逆方向への運転の試行を減らすか排除するはずです。一般的に、私たちは報酬関数がアクション空間
により均一に報酬を分配することを望みます。効果的な報酬関数を作成することは、困難な仕事です。簡
単な関数から始めて、徐々に強化または改善してください。体系的な実験により、関数はより堅牢で効率
的になります。

報酬機能を強化します。
AWS DeepRacer モデルをシンプルな直線的なトラック用に正常にトレーニングすると、AWS DeepRacer 
車両 (仮想または物理的) がトラックから外れることなく走行できるようになります。ループされたトラッ
ク車両で走らせると、トラック上にとどまりません。報酬関数はトラックをたどるためにターンをするア
クションを無視しました。

車両にこれらのアクションに対応させるためには、報酬関数を強化する必要があります。エージェントが
許容されるターンを行った場合にはその関数は報酬を与え、エージェントが違法なターンを行った場合に
はペナルティを課す必要があります。別のラウンドのトレーニングを開始する準備が整いました。以前の
トレーニングを活用するには、以前にトレーニングされたモデルをクローンして、以前に学習した知識を
引き継いで新しいトレーニングを開始できます。このパターンに従って、ますます複雑な環境で運転する 
AWS DeepRacer 車両をトレーニングするために、報酬関数にさらに機能を追加することができるように
なります。

より高度な報酬関数については、以下の例を参照してください。

• the section called “例 1: タイムトライアルでは中心線をたどる” (p. 62)
• the section called “例 2: タイムトライアルでは 2 つの境界線内にとどまる” (p. 63)
• the section called “例 3: タイムトライアルでのジグザグを防ぐ” (p. 63)
• the section called “例 4: 静止している障害物や移動中の車両にぶつからないように、1 つの車線にとどま

る” (p. 64)

アクションスペースを探索して、堅牢なモデルをト
レーニングします。
原則として、できるだけ多くの環境に適用できるように、モデルをできる限り堅牢になるようにトレーニ
ングしてください。堅牢なモデルは、広範囲のトラックの形状や条件に適用できるものです。一般的に、
堅牢なモデルはその報酬関数が明示的な環境特有の知識を含む能力を持っていないので「スマート」では
ありません。そうでなければ、モデルはトレーニングされた環境に似た環境にのみ適用可能である可能性
があります。

環境固有の情報を報酬関数に明示的に組み込むことは、機能エンジニアリングに相当します。機能エンジ
ニアリングはトレーニング時間を短縮するのに役立ち、特定の環境に合わせて作られたソリューションに
役立ちます。ただし、一般的な適用性のモデルをトレーニングするには、多くの機能エンジニアリングを
試みることを控える必要があります。

たとえば、循環トラックでモデルをトレーニングする場合、そのような幾何学的プロパティを明示的に報
酬関数に組み込んでいる場合は、循環以外のトラックに適用可能なトレーニング済みモデルを入手するこ
とは期待できません。

報酬関数を可能な限りシンプルに保ちながら、モデルをできる限り頑健にトレーニングする方法につい
て教えてください。1 つの方法はエージェントが取ることができるアクションにまたがるアクションス
ペースを探すことです。もう 1 つの方法は、基礎となるトレーニングアルゴリズムのハイパーパラメー
タ (p. 37)で実験することです。多くの場合、両方を使用します。ここでは、アクションスペースを探索
して、AWS DeepRacer 車両用の堅牢なモデルをトレーニングする方法に焦点を当てます。
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AWS DeepRacer モデルのトレーニングでは、アクション (a) は速度 (tメートル/秒) とステアリング角度 
(s度) の組み合わせになります。エージェントのアクションスペースは、エージェントが取り得る速度と
ステアリングの範囲を定義します。速度の m 数、(v1, .., vn) およびステアリングの n 数、(s1, .., 
sm) の個別のアクションスペースの場合、アクションスペースには m*n 可能なアクションがあります。

a1:           (v1, s1)
...
an:           (v1, sn)

...
a(i-1)*n+j:   (vi, sj)
...

a(m-1)*n+1:   (vm, s1)
...
am*n:         (vm, sn)

(vi, sj) の実際の値は vmax と |smax| の範囲によって異なり、均一に分布しているわけではありませ
ん。

AWS DeepRacer モデルのトレーニングまたはイテレーションを開始するたびに、、|smax|を指定す
るかnmvmax、そのデフォルト値を使用することに同意する必要があります。選択に基づいて、AWS 
DeepRacer サービスはエージェントがトレーニングで選択できる利用可能な利用可能なアクションを生成
します。生成されたアクションは、アクションスペース全体に均一に分布しているわけではありません。

一般的に、より多くのアクションとより大きなアクション範囲は、不規則な回転角や方向を持つ曲線ト
ラックなど、より多様なトラック条件に対応するためのより多くのスペースまたはオプションをエージェ
ントに提供します。エージェントが利用できるオプションが多ければ多いほど、トラックのバリエーショ
ンをより簡単に処理できます。その結果、単純な報酬関数を使用している場合でも、トレーニング済みモ
デルがより広く適用可能になることが期待できます。

たとえば、エージェントは、わずかな速度とステアリング角で荒削りなアクションスペースを使用した直
線トラックに対応することを素早く学習することができます。曲線トラックでは、この荒削りなアクショ
ンスペースのために、エージェントは行き過ぎて、ターンする際にトラックから外れる可能性がありま
す。これは、速度やステアリングを調整するためのオプションが十分にないためです。速度またはステア
リングの数、あるいはその両方を増やすことにより、エージェントは、トラックに沿いながらカーブに対
応できるようになります。同様に、エージェントがジグザグに動く場合は、任意のステップでステアリン
グ範囲の数を増やすことを試みることで急激なターンを減らすことができます。

アクションスペースが大きすぎると、アクションスペースを探索するのにより長い時間がかかるため、ト
レーニングのパフォーマンスが低下する可能性があります。モデルの一般的な適用性のメリットとトレー
ニングのパフォーマンス要件とのバランスをとるようにしてください。この最適化には体系的な実験が含
まれています。

ハイパーパラメーターの系統的な調整
モデルのパフォーマンスを向上させる 1 つの方法は、より優れた、またはより効果的なトレーニングプロ
セスを実行することです。たとえば、堅牢なモデルを取得するには、トレーニングによって、エージェン
トのアクションスペース全体にわたって、エージェントが多かれ少なかれ均等に分散したサンプリングを
提供する必要があります。これには、探査と搾取の十分な組み合わせが必要です。これに影響を与える変
数には、使用されるトレーニングデータの量 (number of episodes between each training およ
び batch size)、エージェントがどれだけ早く学習できるか (learning rate)、探索の一部 (entropy) 
が含まれます。実用的なトレーニングを行うには、学習プロセスを高速化する必要があります。これに影
響を与える変数には、learning rate、batch size、number of epochs、discount factor が
あります。

トレーニングプロセスに影響を与える変数は、トレーニングのハイパーパラメータとして知られていま
す。これらのアルゴリズムの属性は、基盤となるモデルのプロパティではありません。残念ながら、ハイ
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パーパラメータは本質的に経験的なものです。これらの最適値は、すべての実用的な目的に対して知られ
ているわけではなく、導き出すために体系的な実験を必要とします。

AWS DeepRacer モデルのトレーニングのパフォーマンスを調整するために調整できるハイパーパラメー
タについて説明する前に、次の用語を定義しましょう。

データポイント

データポイントは、経験としても知られており、(s,a,r,s’) の連符です。ここで、s はカメラによって
キャプチャされた模様 (または状態)、a は車両によって実行されたアクションを表します。rは、その
行動によってもたらされる予想される報酬のためのものであり、そして s’ はその行動がとられた後の
新しい模様のためのものです。

エピソード

エピソードとは、車両が任意の出発点から出発し、最終的にトラックを完走するかまたはトラックか
ら外れるまでの期間です。これにより一連のエクスペリエンスが具体化されます。エピソードごとに
長さが異なる場合があります。

エクスペリエンスバッファ

エクスペリエンスバッファは、トレーニング中にさまざまな長さの一定数のエピソードにわたって
収集された多数の順序付けられたデータ点から構成されています。AWS の場合 DeepRacer、それは 
AWS DeepRacer 車両に搭載されたカメラによって捉えられた画像と車両によって取られたアクショ
ンに対応し、基盤となる (ポリシーと値) ニューラルネットワークを更新するための入力が引き出され
る情報源として機能します。

バッチ

バッチは、ポリシーネットワークの重みを更新するために使用される、一定期間にわたるシミュレー
ションの一部を表すエクスペリエンスの順序付きリストです。これはエクスペリエンスバッファのサ
ブセットです。

トレーニングデータ

トレーニングデータは、エクスペリエンスバッファからランダムにサンプリングされ、ポリシーネッ
トワークの重みをトレーニングするために使用されるバッチのセットです。

アルゴリズムハイパーパラメータとその効果

ハイパーパラ
メータ

説明

勾配降下の
バッチサイズ

最近の車両エクスペリエンスの数はエクスペリエンスバッファから無作為に抽出され、
基盤となる深層学習ニューラルネットワークの重みを更新するために使用されます。
無作為抽出は、入力データに内在する相関関係を低減するのに役立ちます。より大きな
バッチサイズを使用して、ニューラルネットワークの重みをより安定してスムーズに更
新するようにしますが、トレーニングが長くなったり遅くなったりする可能性があるの
で注意してください。

必須

はい
有効な値

(32, 64, 128, 256, 512) の 正の整数
デフォルト値

64
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ハイパーパラ
メータ

説明

[エポック数] 勾配降下中にニューラルネットワークの重みを更新するためにトレーニングデータを通
過する回数。トレーニングデータはエクスペリエンスバッファからの無作為抽出に対応
します。より安定した更新を促進するために多数のエポックを使用しますが、トレーニ
ングが遅くなることが予想されます。バッチサイズが小さい場合は、少数のエポックを
使用できます。

必須

いいえ
有効な値

[3 - 10] 間の正の整数
デフォルト値

3

[学習レート] 各更新中に、新しい重みの一部は勾配降下 (または上昇) の寄与から得られ、残りは既
存の重みの値から得られます。学習レートは、勾配降下 (または上昇) の更新がネット
ワークの重みにどれだけ寄与するかを制御します。より高い学習レートを使用してより
速いトレーニングのための勾配降下寄与をより多く含めますが、学習レートが大きすぎ
ると予想される報酬が収束しない可能性があることに注意してください。

必須

いいえ
有効な値

0.00000001 (または 10-8) と 0.001 (または 10-3) の間の実数
デフォルト値

0.0003

Entropy ポリシー配布に無作為性を追加するタイミングを決定するために使用されるある程度
の不確実性。不確実性が増したことで、AWS DeepRacer 車両はアクションスペースを
より広く探索することができます。エントロピー値が大きいほど、車両はアクションス
ペースをより徹底的に探索します。

必須

いいえ
有効な値

0 と 1 の間の実数。
デフォルト値

0.01
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ハイパーパラ
メータ

説明

[Discount 
factor (割引係
数)]

係数は、将来の報酬が期待される報酬にどのくらい寄与するかを指定します。割引係
数の値が大きいほど、車両がアクションを実行するとみなしている寄与の範囲が広く
なり、トレーニングが遅くなります 割引係数が 0.9 の場合、移動のために将来の 10 ス
テップのオーダーからの報酬が含まれます。0.999 の割引係数で、車両は移動をするた
めに将来の 1000 ステップのオーダーからの報酬を考慮します。推奨される割引係数値
は、0.99、0.999 および 0.9999 です。

必須

いいえ
有効な値

0 と 1 の間の実数。
デフォルト値

0.999

[損失タイプ] ネットワークの重みを更新するために使用される目標関数のタイプ。優れたトレーニン
グアルゴリズムは、エージェントの戦略を徐々に変化させて、ランダムなアクションを
とることから、報酬を増やすための戦略的なアクションをとることへと徐々に移行する
べきです。しかし、それがあまりにも大きな変化をするならば、トレーニングは不安定
になりエージェントは学習しません。[Huber 損失] と [Mean squared error loss (平均二
乗誤差)] のタイプは、小規模な更新でも同様に動作します。しかし、アップデートが大
きくなるにつれ、[Huber 損失]と [平均二乗誤差損失] に比べて増分が小さくなります。
収束の問題がある場合は、[Huber 損失] タイプを使用してください。収束性が良く、よ
り早くトレーニングする場合は、[Mean squared error loss (平均二乗誤差)] タイプを使
用してください。

必須

いいえ
有効な値

([Huber 損失]、[Mean squared error loss (平均二乗誤差)])
デフォルト値

[Huber 損失]
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ハイパーパラ
メータ

説明

[Number of 
experience 
episodes 
between 
each policy-
updating 
iteration (各ポ
リシー更新反
復間のエクス
ペリエンスエ
ピソードの数)]

ポリシーネットワークの重み付けを学習するためのトレーニングデータを取得するため
に使用されるエクスペリエンスバッファのサイズ。エピソードとは、エージェントが任
意の出発点から出発し、最終的にトラックを完走するかまたはトラックから外れるまで
の期間です。一連のエクスペリエンスで構成されます。エピソードごとに長さが異な
る場合があります。単純な強化学習問題では、エクスペリエンスバッファが少なくて済
み、学習は速いです。より多くのローカル最大値のあるより複雑な問題では、より多く
の相関性のないデータポイントを提供するためにより大きなエクスペリエンスバッファ
が必要です。この場合、トレーニングは遅くなりますが、安定しています。推奨される
値は 10、20 および 40 です。

必須

いいえ
有効な値

5 と 100 の間の整数
デフォルト値

20

AWS DeepRacer トレーニングジョブの進捗状況を調
べる
トレーニングジョブを開始した後、エピソードごとの報酬とトラック完走状況のトレーニングメトリクス
を調べ、モデルのトレーニングジョブのパフォーマンスを確認できます。AWS DeepRacer コンソールで
は、メトリクスは以下の図に示すように [報酬グラフ」に表示されます。
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エピソードごとに獲得した報酬、反復ごとの平均報酬、エピソードごとの進行状況、反復ごとの平均進行
状況、またはそれらの任意の組み合わせを表示することを選択できます。これを行うには、 [報酬（エピ
ソード、平均)]か、または[報酬グラフ] の最下部にある [進行状況 (エピソード、平均)] スイッチを切り替え
ます。エピソードごとの報酬と進行状況は、異なる色の散布図として表示されます。平均の報酬とトラッ
ク完走状況は、ラインプロットで表示され、最初の反復後に開始されます。

報酬の範囲はグラフの左側に表示され、進行状況の範囲 (0 〜 100) は右側に表示されます。トレーニング
メトリクスの正確な値を読み取るには、グラフ上のデータポイントの近くまでマウスを移動します。

トレーニングの進行中、グラフは 10 秒ごとに自動的に更新されます。更新ボタンを選択して、メトリク
ス表示を手動で更新できます。

トレーニングジョブは、平均の報酬とトラック完走状況が収束する傾向を示している場合に適していま
す。特に、エピソードごとの進行状況が継続的に 100% に達し、報酬レベルが横ばいになる場合、モデル
が収束している可能性があります。それ以外の場合は、モデルを複製して再トレーニングします。

トレーニング済みモデルのクローンを作成して、新し
いトレーニングパスを開始します。
トレーニングの新しいラウンドの開始点として、以前にトレーニングしたモデルを複製すると、トレーニ
ングの効率を向上させることができます。これを行うには、すでに学んだ知識を利用するようにハイパー
パラメータを変更します。
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このセクションでは、AWS DeepRacer コンソールを使用してトレーニング済みモデルを複製する方法を
学びます。

AWS DeepRacer コンソールを使用して強化学習モデルのトレーニングを繰り返すには

1. まだサインインしていない場合は、AWS DeepRacer コンソールにサインインします。
2. [モデル] ページで、トレーニングされたモデルを選択し、次に [アクション] ドロップダウンメニュー

リストから [クローン] を選択します。
3. [Model details (モデルの詳細)] で、以下の操作を行います。

a. クローンモデルに対して名前を生成したくない場合は、モデル名に RL_model_1 をタイプしま
す。

b. オプションで、[モデルの説明-オプション] to-be-cloned にモデルの説明を入力します。
4. 環境シミュレーションのために、別のトラックのオプションを選択します。
5. [Reward function (報酬関数)] で、利用可能な報酬関数の例の1つを選択してください。報酬関数を変更

します。たとえば、ステアリングを検討してください。
6. アルゴリズム設定を展開し、さまざまなオプションを試してください。たとえば、勾配降下バッチサ

イズの値を 32 から 64 に変更するか、[Learning rate (学習レート)] を上げてトレーニングをスピード
アップします。

7. [Stop conditions (条件の停止)] のさまざまな選択を試してください。
8. [Start training (トレーニングの開始)] を選択して、新しいトレーニングを開始します。

一般的な堅牢な機械学習モデルのトレーニングと同様に、最良の解決策を見つけるために体系的な実験を
行うことが重要です。

AWS DeepRacer モデルをシミュレーションで評価
モデルを評価するには、トレーニング済みのモデルのパフォーマンスをテストします。AWS では 
DeepRacer、標準的なパフォーマンスメトリクスは、3 回の連続ラップを終えた平均時間になります。こ
の指標を使用すると、どのモデルでも、エージェントが同じコースでより速く走れるのであれば、一方の
モデルがもう一方のモデルよりも優れています。

一般的に、モデルの評価には次の作業が含まれます。

1. 評価ジョブを設定し、起動します。
2. ジョブの実行中に進行中の評価を確認してください。AWS DeepRacer シミュレーターでこれを行うこ

とができます。
3. 評価ジョブが完了したら、評価の概要を確認してください。進行中の評価ジョブはいつでも終了できま

す。

Note

評価時間は、選択した基準によって異なります。モデルが評価基準を満たしていない場合、評
価は上限 20 分に達するまで継続されます。

4. 必要に応じて、評価結果を適格な AWS DeepRacer リーダーボード (p. 122)に送信してください。
リーダーボードにランキングによって、自分のモデルが他の参加者に対してどの程度うまく機能してい
るかがわかります。

物理的なトラックで走行している AWS DeepRacer 車両で AWS DeepRacer 車両を走行させ
る。 (p. 66) モデルをテストしてください。「」を参照してください。
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AWS DeepRacer CloudWatch イベントをログに記録
する
診断目的のために、AWS DeepRacer CloudWatch はトレーニングおよび評価中に特定のランタイムイベン
トをログにレポートします。

それらのイベントはジョブ固有のログストリームに記録されます。トレーニングジョブの場合、ログス
トリームは /aws/sagemaker/TrainingJobs ロググループに表示されます。シミュレーションジョブ
の場合、ログストリームは /aws/robomaker/SimulationJobs ロググループに表示されます。AWS 
DeepRacer のリーダーボードに送信される評価ジョブのために、/aws/deepracer/leaderboard/
SimulationJobsログストリームはロググループの下に表示されます。報酬関数の実行の場合、ログス
トリームは /aws/lambda/AWS-DeepRacer-Test-Reward-Function ロググループの下に表示されま
す。

ほとんどのログエントリは、「SIM_TRACE_LOG」で始まるものを除き、見ればすぐわかります。このロ
グエントリの例を以下に示します。

SIM_TRACE_LOG:0,14,3.1729,0.6200,-0.2606,-0.26,0.50,2,0.5000,False,True,1.4878,1,17.67,1563406790.240018

イベント項目は、それぞれ以下のデータ値に対応しています。

SIM_TRACE_LOG: episode, step, x-coordinate, y-
coordinate, heading, steering_angle, speed, action_taken, reward, job_completed, all_wheels_on_track, progress, 
   closest_waypoint_index, track_length, time.time()

AWS DeepRacer ログにアクセスするには、CloudWatchコンソール、AWS CLIまたはAWS SDK を使用で
きます。

を使用して AWS DeepRacer ログを表示するにはAWS CLI

1. ターミナルウィンドウを開きます。
2. 次のコマンドを入力します。

aws logs get-log-events \  
    --log-group-name a-deepracer-log-group-name \ 
    --log-stream-name a-deepracer-log-stream-name

このコマンドは、以下の出力のような結果を返します。

{ 
    "events": [ 
        { 
            "timestamp": 1563406819300, 
            "message": 
 "SIM_TRACE_LOG:2,155,7.3941,1.0048,0.0182,-0.52,1.00,1,0.0010,False,False,14.7310,16,1
7.67,1563406818.939216", 
            "ingestionTime": 1563406819310 
        }, 
         
        ... 
         
        { 
            "timestamp": 1563407217100, 
            "message": 
 "SIM_TRACE_LOG:39,218,5.6879,0.3078,-0.1135,0.52,1.00,9,0.0000,True,False,20.7185,9,17.67,1563407216.694622", 
            "ingestionTime": 1563407217108 
        }, 
        { 
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            "timestamp": 1563407218143, 
            "message": "Training> Name=main_level/agent, Worker=0, Episode=40, Total 
 reward=61.93, Steps=4315, Training iteration=0", 
            "ingestionTime": 1563407218150 
        } 
    ], 
    "nextForwardToken": "f/34865146013350625778794700014105997464971505654143647744", 
    "nextBackwardToken": "b/34865137118854508561245373892407536877673471318173089813"
}

DeepRacer Logs コンソールで AWS CloudWatch ログを表示する

1. CloudWatch コンソールにサインインします。
2. メインのナビゲーションペインで、[ログ] を選択します。
3. 適切なロググループを選択します。

AWS DeepRacer 固有のイベントログをすばやく見つけるには、前述のロググループ名のいずれかを
フィルターボックスに入力します。

4. ログストリームを選択して、ログファイルを開きます。

特定のロググループ内の最新のログストリームをすばやく見つけるには、リストを [最終のイベント時
刻] でソートします。

AWS DeepRacer モデルのトレーニングを実際の環境
に合わせて最適化
アクションスペースの選択 (p. 36)、報酬関数 (p. 34)、トレーニングで使用されるハイパーパラメー
タ (p. 37)、車両のキャリブレーション (p. 83)、さらには実際のトラック (p. 109)状態を含め、ト
レーニングされたモデルの実世界でのパフォーマンスには多くの要因が影響します。また、シミュレー
ションは現実世界の (しばしば未処理の) 近似にすぎません。課題となるのは、シミュレーションでモデル
をトレーニングし、それを実世界に適用し、そして満足のいく性能を達成することです。

実世界での堅実なパフォーマンスを得るためにモデルをトレーニングするには、多くの場合、報酬関
数 (p. 34)、アクションスペース (p. 36)、ハイパーパラメータ (p. 37)、およびシミュレーション
での評価 (p. 43)および実環境でのテスト (p. 90)という反復作業が多数必要になります。simulation-
to-real 最後のステップはいわゆるワールド (sim2real) 転送で、扱いにくい感じがするかもしれません。

sim2real の課題に取り組むためには、次の考慮事項に注意してください。

• 車両が適切にキャリブレーションされていることを確認します。

シミュレーション環境は実環境を部分的に表現したものであるため、これは重要です。また、エージェ
ントは、各ステップで、カメラのイメージによってキャプチャされた現在のトラック状態に基づいてア
クションを実行します。高速でルートを計画するほど遠くまで見ることができません。これに対応する
ために、シミュレーションは速度とステアリングに制限を課します。トレーニングされたモデルが実世
界で機能するために、車両はこれと他のシミュレーション設定に合うように適切に調整されなければな
りません。車体のキャリブレーションの詳細については、「the section called “車両のキャリブレーショ
ン” (p. 83)」を参照してください。

• 最初にデフォルトのモデルで車両をテストします。

お客様の AWS DeepRacer 車両には、その推理エンジンにロードされたトレーニング済みモデルが付属
しています。実世界で自身のモデルをテストする前に、車両がデフォルトのモデルで合理的にうまく機
能することを確認してください。そうでない場合は、物理的なトラックセットアップを確認します。正
しく構築されていない物理トラックでモデルをテストすると、パフォーマンスが低下する可能性があり
ます。このような場合は、テストを開始または再開する前にトラックを再設定または修復します。
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Note

AWS DeepRacer 車両を走行させる際、報酬関数を呼び出すことなくトレーニングされたポリ
シーネットワークに従ってアクションが推論されます。

• モデルがシミュレーションで機能することを確認します。

モデルが実世界でうまく機能しない場合は、モデルかトラックのどちらかに欠陥がある可能性がありま
す。根本原因を整理するには、まずシミュレーションでモデルを評価して (p. 43)、シミュレーション
されたエージェントがトラックから外れることなく少なくとも 1 回のループを終了できるかどうかを確
認する必要があります。シミュレーターでエージェントの軌跡を観察しながら、報酬の集約を調べるこ
とでこれを実行できます。シミュレーションされたエージェントが失敗することなくループを完了した
ときに報酬が最大に達する場合、そのモデルは良いものになる可能性があります。

• モデルを過剰にトレーニングしないでください。

モデルが一貫してシミュレーションでトラックを完了した後でトレーニングを続けると、モデルに過剰
適合が発生します。シミュレーションされたトラックと実環境との間のわずかな違いでさえも処理でき
ないため、過剰にトレーニングされたモデルは実世界ではうまく機能しません。

• さまざまな反復から複数のモデルを使用します。

一般的なトレーニングセッションでは、過小適合と過剰適合の間にあるさまざまなモデルが作成されま
す。正しいモデルを決定するための先験的な基準がないため、エージェントがシミュレーターで 1 回の
ループを完走してからループを一貫して実行されるまでの間に、いくつかのモデル候補を選択する必要
があります。

• テストではゆっくりと走り始め、徐々に走行速度を上げます。

車両にデプロイされたモデルをテストする場合は、小さい最大速度値から開始します。たとえば、テ
ストの制限速度をトレーニングの制限速度の 10％ 未満に設定できます。その後、車両が動き始めるま
で、テストの制限速度を徐々に上げます。装置制御コンソールを使用して車両をキャリブレーションす
るときに、テストの制限速度を設定します。たとえば、シミュレーターでのトレーニング中に表示され
る速度を超える速度など、車両の速度が速すぎると、モデルが実際のトラックでうまく機能しない可能
性があります。

• さまざまな開始位置で車両をテストします。

モデルはシミュレーションで特定の経路をたどることを学習し、トラック内の位置に敏感に反応できる
ようになります。モデルが特定の位置からうまく機能するかどうかを確認するには、トラック境界内の
さまざまな位置 (左から中央、右) から車両テストを開始する必要があります。ほとんどのモデルは、車
両を白線のどちらかの側に近づける傾向があります。車両の経路を分析するために、シミュレーション
からステップごとに車両の位置 (x、y) をプロットして、実環境で車両がたどる可能性のある経路を特定
します。

• 直線トラックでテストを開始します。

直線トラックは、曲線トラックに比べて移動がはるかに簡単です。まっすぐなトラックでテストを開始
すると、パフォーマンスの低いモデルをすばやく取り除くことができます。ほとんどの場合、車両が直
線トラックに沿って走行できない場合、そのモデルは曲線トラックでもうまく機能しません。

• 車両が 1 種類のアクションしかとらない行動に注意します。

たとえば、車両を左にしか操縦できないなど、車両が 1 種類のアクションしか実行できない場合、そ
のモデルはオーバーフィットまたはアンダーフィットである可能性があります。指定されたモデルパラ
メータでは、トレーニングの反復が多すぎるとモデルが過剰適合になる可能性があります。反復回数が
少なすぎると、過小適合になる可能性があります。

• トラックの境界線に沿って進路を修正する車両の能力に注意します。

良いモデルは、トラックの境界に近づいたときに車両が自身を修正するします。適切にトレーニングさ
れたモデルのほとんどが、この機能を備えています。車両がトラックと境界の両方で適切な動作をする
場合は、モデルはより頑強でより高品質であると見なされます。
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• 車両が示す矛盾した行動に注意します。

ポリシーモデルは、任意の状態で行動をとる確率分布を表します。トレーニングされたモデルが推論エ
ンジンにロードされると、車両はモデルの処方に従って、最も可能性の高い行動を 1 ステップずつ選択
します。行動確率が均等に分布している場合、車両は等しいまたは非常に類似した確率の行動のいずれ
かをとる可能性があります。これは不安定な運転行動につながります。たとえば、車両が直進する場合
に（たとえば半分の時間で）進み、それ以外の場合は不必要な方向を曲がる場合は、モデルが適合して
いないか、過度に取り付けられているかのどちらかです。

• 車両による1種類のターン（左または右）にのみ注意してください。

車両が左には非常にうまく曲がるが、右へのステアリングを管理できない場合、または同様に、右には
うまく曲がれるが左にはうまく曲がれない場合は、車両のステアリングをキャリブレーションするか、
再キャリブレーションします。あるいは、テスト中の物理的設定に近い設定でトレーニングされたモデ
ルを使用してみることもできます。

• 車両が急に曲がったり、コースから外れたりしないように注意してください。

車両がほとんどの場合正しい経路をたどるが、突然トラックから外れる場合は、おそらく環境にある集
中力をそらすものが原因の可能性がありあます。集中力をそらすものの多くには、予期しないまたは意
図しないライトの反射が含まれます。そのような場合は、トラックのまわりに障壁を使用するかその他
の方法でまぶしい光を低減します。

AWS DeepRacer リワード機能リファレンス
AWS DeepRacer 報酬関数のに関する技術的なリファレンスは以下の通りです。

トピック
• AWS DeepRacer 報酬関数の入力パラメータ key (p. 47)
• AWS DeepRacer リワード機能の例 (p. 62)

AWS DeepRacer 報酬関数の入力パラメータ key
AWS DeepRacer 報酬関数は、辞書オブジェクトを入力として取ります。

def reward_function(params) : 
     
    reward = ... 

    return float(reward)

params 辞書オブジェクトには、次のキーと値のペアが含まれています。

{ 
    "all_wheels_on_track": Boolean,        # flag to indicate if the agent is on the track 
    "x": float,                            # agent's x-coordinate in meters 
    "y": float,                            # agent's y-coordinate in meters 
    "closest_objects": [int, int],         # zero-based indices of the two closest objects 
 to the agent's current position of (x, y). 
    "closest_waypoints": [int, int],       # indices of the two nearest waypoints. 
    "distance_from_center": float,         # distance in meters from the track center  
    "is_crashed": Boolean,                 # Boolean flag to indicate whether the agent has 
 crashed. 
    "is_left_of_center": Boolean,          # Flag to indicate if the agent is on the left 
 side to the track center or not.  
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    "is_offtrack": Boolean,                # Boolean flag to indicate whether the agent has 
 gone off track. 
    "is_reversed": Boolean,                # flag to indicate if the agent is driving 
 clockwise (True) or counter clockwise (False). 
    "heading": float,                      # agent's yaw in degrees 
    "objects_distance": [float, ],         # list of the objects' distances in meters 
 between 0 and track_length in relation to the starting line. 
    "objects_heading": [float, ],          # list of the objects' headings in degrees 
 between -180 and 180. 
    "objects_left_of_center": [Boolean, ], # list of Boolean flags indicating whether 
 elements' objects are left of the center (True) or not (False). 
    "objects_location": [(float, float),], # list of object locations [(x,y), ...]. 
    "objects_speed": [float, ],            # list of the objects' speeds in meters per 
 second. 
    "progress": float,                     # percentage of track completed 
    "speed": float,                        # agent's speed in meters per second (m/s) 
    "steering_angle": float,               # agent's steering angle in degrees 
    "steps": int,                          # number steps completed 
    "track_length": float,                 # track length in meters. 
    "track_width": float,                  # width of the track 
    "waypoints": [(float, float), ]        # list of (x,y) as milestones along the track 
 center

}

入力パラメータに関するより詳細な技術リファレンスは以下のとおりです。

all_wheels_on_track
タイプ:  Boolean

範囲:  (True:False)

エージェントがトラック内にあるのかトラック外にあるのかを示す Boolean フラグ。ホイールのいずれ
かがトラックの境界線の外側にある場合は、トラック外 (False) です。すべてのホイールが 2 つのトラッ
ク境界の内側にある場合はトラック内 (True) です。次の図は、エージェントがトラック上にあることを
示しています。
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次の図は、エージェントがトラックから外れていることを示しています。

49



AWS DeepRacer デベロッパーガイド
報酬関数の入力パラメータ

例:  all_wheels_on_track パラメータを試用した報酬関数

def reward_function(params): 
    ############################################################################# 
    ''' 
    Example of using all_wheels_on_track and speed 
    ''' 

    # Read input variables 
    all_wheels_on_track = params['all_wheels_on_track'] 
    speed = params['speed'] 

    # Set the speed threshold based your action space 
    SPEED_THRESHOLD = 1.0 

    if not all_wheels_on_track: 
        # Penalize if the car goes off track 
        reward = 1e-3 
    elif speed < SPEED_THRESHOLD: 
        # Penalize if the car goes too slow 
        reward = 0.5 
    else: 
        # High reward if the car stays on track and goes fast 
        reward = 1.0 

    return float(reward) 
             

closest_waypoints
[Type] (タイプ): [int, int]

範囲: [(0:Max-1),(1:Max-1)]
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(x, y) のエージェントの現在位置に最も近い 2 つが隣接する waypoint のゼロベースのインデックス。
距離は、エージェントの中心からのユークリッド距離によって測定されます。最初の要素は、エージェン
トの背後に最も近いウェイポイントを指し、2 番目の要素は、エージェントの前面にある最も近いウェイ
ポイントを指します。Max は、ウェイポイントリストの長さです。ウェイポイント (p. 61) で示してい
る図では、closest_waypoints は [16, 17] になります。

例: closest_waypoints パラメータを使用する報酬関数。

次の例の報酬関数は、waypoints とclosest_waypoints、および heading を使用して即時報酬を計
算する方法を示しています。

AWS は、数学、ランダム、ランダム、ランダム、、 NumPy、 SciPy、Shapely DeepRacer のライブラリ
をサポートしています。1 つを使用するには、関数定義の上に、import supported library、イン
ポートステートメントを追加します: def function_name(parameters)。

# Place import statement outside of function (supported libraries: math, random, numpy, 
 scipy, and shapely)
# Example imports of available libraries
#
# import math
# import random
# import numpy
# import scipy
# import shapely

import math

def reward_function(params): 
    ############################################################################### 
    ''' 
    Example of using waypoints and heading to make the car point in the right direction 
    ''' 

    # Read input variables 
    waypoints = params['waypoints'] 
    closest_waypoints = params['closest_waypoints'] 
    heading = params['heading'] 

    # Initialize the reward with typical value 
    reward = 1.0 

    # Calculate the direction of the center line based on the closest waypoints 
    next_point = waypoints[closest_waypoints[1]] 
    prev_point = waypoints[closest_waypoints[0]] 

    # Calculate the direction in radius, arctan2(dy, dx), the result is (-pi, pi) in 
 radians 
    track_direction = math.atan2(next_point[1] - prev_point[1], next_point[0] - 
 prev_point[0]) 
    # Convert to degree 
    track_direction = math.degrees(track_direction) 

    # Calculate the difference between the track direction and the heading direction of the 
 car 
    direction_diff = abs(track_direction - heading) 
    if direction_diff > 180: 
        direction_diff = 360 - direction_diff 

    # Penalize the reward if the difference is too large 
    DIRECTION_THRESHOLD = 10.0 
    if direction_diff > DIRECTION_THRESHOLD: 
        reward *= 0.5 

    return float(reward)
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closest_objects
[Type] (タイプ): [int, int]

範囲: [(0:len(object_locations)-1), (0:len(object_locations)-1]

エージェントの現在の位置（x、y）に最も近い 2 つのオブジェクトのゼロから始まるインデックス。最
初のインデックスは、エージェントの背後にある最も近いオブジェクトを参照し、2 番目のインデックス
は、エージェントの前にある最も近いオブジェクトを参照します。オブジェクトが 1 つしかない場合、両
方のインデックスは 0 です。

distance_from_center
[Type] (タイプ): float

範囲: 0:~track_width/2

エージェントの中心とトラックの中心との間のメートル単位の変位。観察可能な最大変位は、エージェ
ントのいずれかの車輪がトラックの境界線の外側にあるときに発生し、トラックの境界線の幅に応じ
て、track_width の半分よりわずかに小さいまたは大きい場合があります。
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例: distance_from_center パラメータを使用する報酬関数

def reward_function(params): 
    ################################################################################# 
    ''' 
    Example of using distance from the center 
    ''' 

    # Read input variable 
    track_width = params['track_width'] 
    distance_from_center = params['distance_from_center'] 

    # Penalize if the car is too far away from the center 
    marker_1 = 0.1 * track_width 
    marker_2 = 0.5 * track_width 

    if distance_from_center <= marker_1: 
        reward = 1.0 
    elif distance_from_center <= marker_2: 
        reward = 0.5 
    else: 
        reward = 1e-3  # likely crashed/ close to off track 

    return float(reward)  
             

heading
[Type] (タイプ): float

範囲: -180:+180

座標系の x 軸に対するエージェントの進行方向（度単位）。
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例: heading パラメータを使用する報酬関数

詳細については、「closest_waypoints (p. 50)」を参照してください。

is_crashed
[Type] (タイプ): Boolean

範囲: (True:False)

エージェントが終了ステータスとして別のオブジェクトにクラッシュしたか (True)、否か (False) を示す
ブール型フラグ。

is_left_of_center
[Type] (タイプ): Boolean

範囲: [True : False]

エージェントがトラックの中心より左側 (True) にあるのか右側 (False) にあるのかを示す Boolean フラ
グ。

is_offtrack
[Type] (タイプ): Boolean

範囲: (True:False)
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エージェントが終了ステータスとしてトラック外 (True) であるのかどうか (False) を示すブール型フラ
グ。

is_reversed
[Type] (タイプ): Boolean

範囲: [True:False]

エージェントが時計回り (True) であるのか反時計回り (False) であるのかを示すブール型フラグ。

これは、エピソードごとに方向変更を有効にする場合に使用されます。

objects_distance
[Type] (タイプ): [float, … ]

範囲: [(0:track_length), … ]

開始ラインに対する環境内のオブジェクト間の距離のリスト。i 番目の要素は、i 番目のオブジェクトと、
トラックの中心線に沿った開始線間の距離をメートルで測定します。

Note

abs | (var1) - (var2)| = how close the car is to an object, WHEN var1 = ["objects_distance"][index] 
and var2 = params["progress"]*params["track_length"]
車両の前面に最も近いオブジェクトと車両の背後に最も近いオブジェクトのインデックスを取得
するには、「closest_objects」パラメータを使用します。

objects_heading
[Type] (タイプ): [float, … ]

範囲: [(-180:180), … ]

オブジェクトの見出しのリスト（度単位）。i番目の 要素は、i番目の オブジェクトの見出しを測定します。
静止オブジェクトの場合、見出しは 0 です。ボット車両の場合 、対応する要素の値は車両の見出し角度で
す。

objects_left_of_center
[Type] (タイプ): [Boolean, … ]

範囲: [True|False, … ]

ブーリアン型フラグのリスト。i番目の 要素の値は、i番目の オブジェクトがトラックセンターの左側 (True) 
か右側 (False) かを示します。

objects_location
[Type] (タイプ): [(x,y), ...]

範囲: [(0:N,0:N), ...]

すべてのオブジェクトの場所のリスト。各場所は (x, y (p. 61)) のタプルです。

55



AWS DeepRacer デベロッパーガイド
報酬関数の入力パラメータ

リストのサイズは、トラック上のオブジェクトの数と同じです。オブジェクトは、固定障害物、移動ボッ
ト車両である可能性があることに注意してください 。

objects_speed
[Type] (タイプ): [float, … ]

範囲: [(0:12.0), … ]

トラック上のオブジェクトの速度（メートル/秒）のリスト。静止オブジェクトの場合、速度は 0 です。
ボット車両の場合、値はトレーニングで設定した速度です。

progress
[Type] (タイプ): float

範囲: 0:100

トラック完走の割合。

例: progress パラメータを使用する報酬関数

詳細については、「ステップ (p. 59)」を参照してください。

速度
[Type] (タイプ): float

範囲: 0.0:5.0

エージェントの観測速度（メートル/秒）。
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例: speed パラメータを使用する報酬関数

詳細については、「all_wheels_on_track (p. 48)」を参照してください。

steering_angle
[Type] (タイプ): float

範囲: -30:30

エージェントの中心線からの前輪のステアリング角（度単位）。負の記号 (-) は右へのステアリングを意味
し、正の (+) 記号は左へのステアリングを意味します。次の図に示すように、エージェントの中心線はト
ラックの中心線と必ずしも平行ではありません。
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例: steering_angle パラメータを使用する報酬関数

def reward_function(params): 
    ''' 
    Example of using steering angle 
    ''' 

    # Read input variable 
    abs_steering = abs(params['steering_angle']) # We don't care whether it is left or 
 right steering 

    # Initialize the reward with typical value 
    reward = 1.0 

    # Penalize if car steer too much to prevent zigzag 
    ABS_STEERING_THRESHOLD = 20.0 
    if abs_steering > ABS_STEERING_THRESHOLD: 
        reward *= 0.8 

    return float(reward)
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ステップ
[Type] (タイプ): int

範囲: 0:Nstep

完了したステップ数。ステップは、現在のポリシーに従ってエージェントがとるアクションに対応しま
す。

例: steps パラメータを使用する報酬関数

def reward_function(params): 
    ############################################################################# 
    ''' 
    Example of using steps and progress 
    ''' 

    # Read input variable 
    steps = params['steps'] 
    progress = params['progress'] 

    # Total num of steps we want the car to finish the lap, it will vary depends on the 
 track length 
    TOTAL_NUM_STEPS = 300 

    # Initialize the reward with typical value 
    reward = 1.0 

    # Give additional reward if the car pass every 100 steps faster than expected 
    if (steps % 100) == 0 and progress > (steps / TOTAL_NUM_STEPS) * 100 : 
        reward += 10.0 

    return float(reward) 
                

track_length
[Type] (タイプ): float

範囲: [0:Lmax]

トラックの長さ（メートル単位）。Lmax is track-dependent.

track_width
[Type] (タイプ): float

範囲: 0:Dtrack

トラックの幅 (メートル)。
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例: track_width パラメータを使用する報酬関数

def reward_function(params): 
    ############################################################################# 
    ''' 
    Example of using track width 
    ''' 

    # Read input variable 
    track_width = params['track_width'] 
    distance_from_center = params['distance_from_center'] 

    # Calculate the distance from each border 
    distance_from_border = 0.5 * track_width - distance_from_center 

    # Reward higher if the car stays inside the track borders 
    if distance_from_border >= 0.05: 
        reward = 1.0 
    else: 
        reward = 1e-3 # Low reward if too close to the border or goes off the track 
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    return float(reward)

x、y
[Type] (タイプ): float

範囲: 0:N

トラックを含むシミュレーション環境の x 軸と y 軸に沿ったエージェント中心の位置（メートル単位）。
原点は、シミュレーション環境の左下隅にあります。

ウェイポイント
タイプ: [float, float] の list

範囲: [[xw,0,yw,0] … [xw,Max-1, yw,Max-1]]

トラックの中心に沿ったトラック依存 Max マイルストーンの順序付きリスト。各マイルストーンは、(x
w,i、y w,i) の座標で表されます。ループされたトラックの場合、最初と最後のウェイポイントは同じです。
直線のトラックなどループされないトラックの場合、最初と最後のウェイポイントは異なります。
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例 waypoints パラメータを使用する報酬関数

詳細については、「closest_waypoints (p. 50)」を参照してください。

AWS DeepRacer リワード機能の例
以下に AWS DeepRacer 報酬関数のいくつかの例を示します。

トピック
• 例 1: タイムトライアルでは中心線をたどる (p. 62)
• 例 2: タイムトライアルでは 2 つの境界線内にとどまる (p. 63)
• 例 3: タイムトライアルでのジグザグを防ぐ (p. 63)
• 例 4: 静止している障害物や移動中の車両にぶつからないように、1 つの車線にとどまる (p. 64)

例 1: タイムトライアルでは中心線をたどる
この例では、エージェントがセンターラインからどれだけ離れているかを調べ、トラックの中央に近いと
高い報酬を与え、エージェントがセンターラインに密接に従うに促します。

def reward_function(params): 
    ''' 
    Example of rewarding the agent to follow center line 
    ''' 
     
    # Read input parameters 
    track_width = params['track_width'] 
    distance_from_center = params['distance_from_center'] 

    # Calculate 3 markers that are increasingly further away from the center line 
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    marker_1 = 0.1 * track_width 
    marker_2 = 0.25 * track_width 
    marker_3 = 0.5 * track_width 

    # Give higher reward if the car is closer to center line and vice versa 
    if distance_from_center <= marker_1: 
        reward = 1 
    elif distance_from_center <= marker_2: 
        reward = 0.5 
    elif distance_from_center <= marker_3: 
        reward = 0.1 
    else: 
        reward = 1e-3  # likely crashed/ close to off track 

    return reward

例 2: タイムトライアルでは 2 つの境界線内にとどまる
この例では、エージェントが境界線内に留まると高額の報酬が得られるだけで、エージェントはラップを
完走するための最善の道を見つけ出すことができます。プログラミングや理解は簡単ですが、収束するま
でに時間がかかる可能性があります。

def reward_function(params): 
    ''' 
    Example of rewarding the agent to stay inside the two borders of the track 
    ''' 
     
    # Read input parameters 
    all_wheels_on_track = params['all_wheels_on_track'] 
    distance_from_center = params['distance_from_center'] 
    track_width = params['track_width'] 
     
    # Give a very low reward by default 
    reward = 1e-3 

    # Give a high reward if no wheels go off the track and  
    # the car is somewhere in between the track borders  
    if all_wheels_on_track and (0.5*track_width - distance_from_center) >= 0.05: 
        reward = 1.0 

    # Always return a float value 
    return reward

例 3: タイムトライアルでのジグザグを防ぐ
この例では、エージェントがセンターラインに従うようにインセンティブを与えますが、操作が大きすぎ
ると報酬が低くなり、ジグザグ運転を防ぐのに役立ちます。エージェントはシミュレーターでスムーズに
運転できるようになり、実際の車両に展開しても同じ動作を維持する可能性があります。

def reward_function(params): 
    ''' 
    Example of penalize steering, which helps mitigate zig-zag behaviors 
    ''' 
     
    # Read input parameters 
    distance_from_center = params['distance_from_center'] 
    track_width = params['track_width'] 
    abs_steering = abs(params['steering_angle']) # Only need the absolute steering angle 

    # Calculate 3 marks that are farther and father away from the center line 
    marker_1 = 0.1 * track_width 
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    marker_2 = 0.25 * track_width 
    marker_3 = 0.5 * track_width 

    # Give higher reward if the car is closer to center line and vice versa 
    if distance_from_center <= marker_1: 
        reward = 1.0 
    elif distance_from_center <= marker_2: 
        reward = 0.5 
    elif distance_from_center <= marker_3: 
        reward = 0.1 
    else: 
        reward = 1e-3  # likely crashed/ close to off track 

    # Steering penality threshold, change the number based on your action space setting 
    ABS_STEERING_THRESHOLD = 15  

    # Penalize reward if the car is steering too much 
    if abs_steering > ABS_STEERING_THRESHOLD: 
        reward *= 0.8 

    return float(reward)

例 4: 静止している障害物や移動中の車両にぶつからないよう
に、1 つの車線にとどまる

この報酬関数は、トラック境界の間に留まるエージェントに報酬を与え、前方のオブジェクトに近づきす
ぎたエージェントにペナルティを与えます。エージェントは、クラッシュを回避するために、車線から車
線に移動することができます。報酬総額は、報酬とペナルティの加重合計です。この例では、衝突を回避
するために、ペナルティをより重視しました。平均化の重みを変えて実験し、様々な行動の結果に対応で
きるようにトレーニングします。

import math
def reward_function(params): 
    ''' 
    Example of rewarding the agent to stay inside two borders 
    and penalizing getting too close to the objects in front 
    ''' 
    all_wheels_on_track = params['all_wheels_on_track'] 
    distance_from_center = params['distance_from_center'] 
    track_width = params['track_width'] 
    objects_location = params['objects_location'] 
    agent_x = params['x'] 
    agent_y = params['y'] 
    _, next_object_index = params['closest_objects'] 
    objects_left_of_center = params['objects_left_of_center'] 
    is_left_of_center = params['is_left_of_center'] 
    # Initialize reward with a small number but not zero 
    # because zero means off-track or crashed 
    reward = 1e-3 
    # Reward if the agent stays inside the two borders of the track 
    if all_wheels_on_track and (0.5 * track_width - distance_from_center) >= 0.05: 
        reward_lane = 1.0 
    else: 
        reward_lane = 1e-3 
    # Penalize if the agent is too close to the next object 
    reward_avoid = 1.0 
    # Distance to the next object 
    next_object_loc = objects_location[next_object_index] 
    distance_closest_object = math.sqrt((agent_x - next_object_loc[0])**2 + (agent_y - 
 next_object_loc[1])**2) 
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    # Decide if the agent and the next object is on the same lane 
    is_same_lane = objects_left_of_center[next_object_index] == is_left_of_center 
    if is_same_lane: 
        if 0.5 <= distance_closest_object < 0.8: 
            reward_avoid *= 0.5 
        elif 0.3 <= distance_closest_object < 0.5: 
            reward_avoid *= 0.2 
        elif distance_closest_object < 0.3: 
            reward_avoid = 1e-3  # Likely crashed 
    # Calculate reward by putting different weights on 
    # the two aspects above 
    reward += 1.0 * reward_lane + 4.0 * reward_avoid 
    return reward
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AWS DeepRacer 車両を運用
AWS DeepRacer シミュレーターで AWS DeepRacer モデルのトレーニングと評価を終えた後に、モデル
を AWS DeepRacer 車両にデプロイすることができます。トラックで走行するように車両を設定、物理環
境でモデルのパフォーマンスを評価できます。これは、実際の自動レースを模倣しています。

車両を初めて走行させる前に車両を設定し、ソフトウェアを更新させ、 ドライブチェーン サブシステムを
調整する必要があります。

物理的トラックで車両を走行させるには、トラックが必要です。詳細については、「物理的なトラックを
構築する (p. 109)」を参照してください。

トピック
• AWS DeepRacer 車両について知る  (p. 66)
• AWS DeepRacer 車両用 Wi-Fi ネットワークに接続に接続に接続に接続に接続に接続する。 (p. 80)
• AWS DeepRacer 車両のデバイスコンソールを起動する (p. 82)
• AWS DeepRacer 車両のキャリブレーション (p. 83)
• AWS DeepRacer 車両にモデルをアップロード  (p. 90)
• AWS DeepRacer 車両を運転しよう  (p. 90)
• AWS DeepRacer 車両設定の検査と管理  (p. 93)
• AWS DeepRacer 車両ログを表示する (p. 97)

AWS DeepRacer 車両について知る
あなたのAWS DeepRacer 車両は機械学習対応、バッテリー駆動、Wi-Fi 接続型の 4 輪駆動の 1/18 スケー
ルモデルで、フロントマウントの 4 メガピクセルカメラと Ubuntu ベースのコンピューティングモジュー
ルが搭載されています。

コンピューティングモジュールの強化学習モデルに基づく推論を実行することで、車両は自律走行できま
す。また、強化学習モデルをデプロイせず、車両を手動で走行させることもできます。AWS DeepRacer 
の車両をまだ入手していない場合は、こちらから注文できます。

AWS DeepRacer 車両はブラシ付きモーターで駆動しています。走行速度は、モーターの回転速度を制
御する電圧レギュレータによって制御されます。ステアリングシステムを操作するサーボ機構 (サーボ)
は、AWS DeepRacer の車両シャシーの黒いカバーによって保護されています。

トピック
• AWS DeepRacer 車両を検査してください  (p. 67)
• AWS DeepRacer バッテリーの充電と設置 (p. 68)
• AWS DeepRacer コンピュートモジュールをテスト (p. 69)
• AWS DeepRacer 車両の電源を切る (p. 70)
• AWS DeepRacer 車両 LED インジケーター  (p. 70)
• AWS DeepRacer デバイススペアパーツ  (p. 72)
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AWS DeepRacer 車両を検査してください
AWS DeepRacer の車両ボックスを開くと、以下のコンポーネントとアクセサリがあるはずです。

コンポーネント コメント

車両シャーシ [1] 車両の走行体験をキャプチャするためのフロントマ
ウントカメラと自動運転のためのコンピューティン
グモジュールを搭載しています。カメラでキャプ
チャされたイメージは、車両のデバイスコンソー
ルでストリーミングビデオとして表示できます。
シャーシは、ブラシ付き電気モーター、電子スピー
ドコントローラ (ESC)、サーボ機構 (サーボ) を搭載
しています

車両ボディシェル [2] 車両を設定するときには取り外します。

マイクロ USB to USB-A ケーブル [3] USB-OTG 機能をサポートするために使用します。

コンピューティングバッテリー [4] ダウンロードした AWS DeepRacer 強化学習モデル
上で実行するコンピューティングモジュールに電力
を供給するために使用します。

コンピューティングバッテリーコネクタケーブル 
[5]

この USB-C to USB-C ケーブルは、コンピューティ
ングモジュールとバッテリーを接続するために使用
します。Dell のコンピューティングバッテリーをお
持ちの場合、このケーブルは長いものになります。

電源ケーブル [6a] 電源アダプターをコンセントに接続する場合に使用
します。
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コンポーネント コメント

電源アダプター [6b] これを使用して、コンピューティングバッテリーと
コンピューティングモジュールを充電します。

ピン (スペアパーツ) [7] コンピューティングモジュールを車両のシャーシに
固定します。これらは予備です。

車両バッテリー [8] LiPo モーターに電力を供給するための7.4Vバッテ
リーパック。

車両バッテリー充電アダプター [9a] 車両ドライブチェーンに電力を供給する車両バッテ
リーの充電に使用します。

車両バッテリー充電ケーブル [9b] 車両バッテリーチャージャーを電源コンセントに接
続するために使用します。

バッテリーロック解除ケーブル [10] バッテリーがロックアウト状態になった場合に使用
します。

AWS DeepRacer の車両をセットアップするには、以下のアイテムも用意する必要があります。

• USB ポートを備え、インターネットにアクセスできるコンピュータ。
• インターネットに接続されている Wi-Fi ネットワーク。
• AWS アカウント。

ここでは、次のセクション (p. 68)の指示に従って車両バッテリーとモバイルバッテリーが充電されてい
ることを確認します。

AWS DeepRacer バッテリーの充電と設置
AWS DeepRacer 車両には、車両バッテリーとコンピューティングモジュールパワーバンクの 2 つの電源
があります。

モバイルバッテリーはコンピューティングモジュールを稼働状態で保持します。コンピューティングモ
ジュールは、Wi-Fi 接続を維持し、デプロイされた AWS DeepRacer モデルに対して推論を実行し、車両
がアクションを実行するためのコマンドを発行します。

車両バッテリーは、車両を駆動するモーターに電力を供給します。2 つのケーブルセットがあります。赤
と黒の 2 線式ケーブルは、車両の ESC への接続に使用し、青 (または黒)、白、赤の 3 線式ケーブルは、
充電器への接続に使用します。走行の場合、2 線式ケーブルのみを車両に接続してください。

完全に充電された後、バッテリーの電圧はバッテリーが放電するとともに低下します。電圧が低下する
と、使用可能なトルクも低下します。その結果、速度設定が同じでも、トラックでの速度は遅くなりま
す。バッテリーが完全に空になると、車両は停止します。通常の条件下での自動走行の場合、バッテリー
は通常 15 ~ 25 分間持続します。一貫した動作を保つには、15 分ごとにバッテリーを充電することをお勧
めします。

車両バッテリーとモバイルバッテリーを取り付けて充電するには、次のステップを実行します。

1. AWS DeepRacer の車両シェルを取り外します。
2. 4 本の車両フレームピンを取り外します。ワイヤを接続したまま、慎重に車両シャーシを持ち上げま

す。
3. 車両バッテリー を充電して取り付けるには、以下の手順を実行します。

a. バッテリーを充電するには、まず、バッテリーの 3 線式ケーブルを充電器に接続します。次に、
充電器を電源アダプターに接続し、電源アダプターをコンセントに接続します。または、USB 
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ケーブルを使用してバッテリーを充電する場合は、充電器に接続した USB ケーブルを USB ポー
トに接続します。

同梱の充電器を使用して車両バッテリーを充電する方法の図解については、「the section called 
“車両のドライブモジュールバッテリーの充電方法” (p. 215)」を参照してください。

b. バッテリーの充電が完了したら、車両バッテリーの 2 線式ケーブルを車両の黒と赤のケーブルコ
ネクタに接続します。

c. 車両バッテリーを固定するため、付属のストラップでバッテリーを車両シャーシの下に結び付け
ます。

すべてのケーブルが車両内に入っていることを確認してください。
d. 車両バッテリーが充電されているかどうかを確認するには、次の操作を行います。

i. 車両の電源スイッチをスライドさせて車両をオンにします。
ii. 短いビープ音が 2 回聞こえるかどうかを確認します。

ビープ音が聞こえない場合、車両は充電されていません。バッテリーを車両から取り外し、
上記のステップ 1 を繰り返してバッテリーを再充電します。

iii. 車両を使用していないときは、車両の電源スイッチを後ろにスライドさせて、車両バッテ
リーをオフにします。

4. モバイルバッテリーの充電レベルを確認するには、以下の操作を行います。

a. モバイルバッテリーの電源ボタンを押します。
b. 電源ボタンの横にある 4 つの LED ライトを確認して充電レベルを確認します。

4 つの LED ライトがすべて点灯している場合、モバイルバッテリーは完全に充電されていま
す。LED ライトが点灯しているが 1 つも点灯していない場合、モバイルバッテリーの充電が必要
です。

c. モバイルバッテリーを充電するには、充電アダプタの USB C プラグをモバイルバッテリーの 
USB C ポートに差し込みます。モバイルバッテリーが完全に充電されるまでには時間がかかりま
す。充電されたら、[ステップ 4] を繰り返して、モバイルバッテリーが完全に充電されているこ
とを確認します。

5. モバイルバッテリーを取り付けるには、次の作業を行います。

a. 電源ボタンと USB C ポートを車両の後ろに向けてモバイルバッテリーをホルダーに差し込みま
す。

b. ストラップを使用して、車両モバイルバッテリーをシャーシにしっかり結び付けます。
Note

このステップでモバイルバッテリーをコンピューティングモジュールに接続しないでく
ださい。

AWS DeepRacer コンピュートモジュールをテスト
コンピューティングモジュールをテストして、正常に開始できることを確認します。外部電源を使用して
モジュールをテストするには、次の手順に従います。

車両のコンピューティングモジュールをテストするには

1. コンピューティングモジュールを電源に接続します。電源コードを電源アダプタに接続し、電源コー
ドを電源コンセントに差し込んで、電源アダプタ USB C プラグをコンピューティングモジュールの 
USB C ポートに差し込みます。
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2. コンピューティングモジュールの電源ボタンを押して、車両のコンピューティングモジュールをオン
にします。

3. コンピューティングモジュールのステータスを確認するには、LED ライトが次のように表示されてい
ることを確認します。

• 青色で点灯

コンピューティングモジュールが開始され、指定された Wi-Fi に接続されていて、使用する準備が
できています。

この状態では、HDMI ケーブル、USB マウスと USB キーボードを使用してコンピューティングモ
ジュールをモニターに接続し、ログインできます。初回ログインの場合は、ユーザー名とパスワー
ドの両方に対して deepracer を使います。以降のログインでは、パスワードをリセットするよう
求められます。セキュリティ上の理由から、新しいパスワードには強力なパスワードフレーズを選
択してください。

• 赤色で点滅

コンピューティングモジュールは設定モードです。
• 黄色で点灯

コンピューティングモジュールは初期化中です。
• 赤色で点灯

コンピューティングモジュールは Wi-Fi ネットワークへの接続に失敗しました。
4. テストが完了したら、コンピューティングモジュールの電源ボタンを押してオフにし、外部電源から

外します。

AWS DeepRacer 車両の電源を切る
AWS DeepRacer 車両をオフにするには、外部電源から車両を取り外します。電源インジケータがオフに
なるまでデバイスの電源ボタンを押すこともできます。

AWS DeepRacer 車両 LED インジケーター
AWS DeepRacer 車両には、車両の状態を示すLEDインジケータと、カスタマイズして車両を視覚的に識
別するためのLEDインジケータがそれぞれ2セットあります。
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詳細については、以下で説明します。

トピック
• AWS DeepRacer 車両システム LED インジケータ (p. 71)
• AWS DeepRacer 車両識別 LED (p. 72)

AWS DeepRacer 車両システム LED インジケータ
AWS DeepRacer 車両システムの LED インジケータは、貴方の前にある車両の前方から見て、車両の
シャーシ左側にあります。

3 つのシステム LED は、[RESET] ボタンの後に配置されています。最初の LED (視野の左側) は、システ
ム電源の状態を示します。2 番目 (中間) の LED は、将来の使用のために予約されています。最後 (右側) 
の LED は、Wi-Fi 接続のステータスを示します。

LED タイプ Color ステータス

Power オフ 電源が供給されていません。

  黄色の点滅 BIOS と OS がロード中です。

  黄色の点灯 OS がロードされました。
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LED タイプ Color ステータス

  青色の点灯 アプリケーションが実行中で
す。

  青で点滅 ソフトウェアの更新が進行中で
す。

  赤色の点灯 システムまたはアプリケーショ
ンの起動中にエラーが発生しま
した。

Wi-Fi オフ Wi-Fi 接続がありません。

  青で点滅 車両が Wi-Fi ネットワークに接
続中です。

  赤色で 2 秒間点灯後にオフ Wi-Fi 接続に失敗しました。

  青色の点灯 Wi-Fi 接続が確立されました。

AWS DeepRacer 車両識別 LED
AWS DeepRacer 車両カスタム LED は車両後部にあります。これらは、複数の車両が存在する場合に、
レースで自分の車両を識別しやすくするために使用されます。AWS DeepRacer デバイスコンソールを使
用して、任意のサポートされている色を設定できます (p. 93)。

AWS DeepRacer デバイススペアパーツ
Note

AWS DeepRacer では、WLToys A949 および A979 リモートコントロール (RC) カーシャーシを
使用しています。お使いの AWS DeepRacer デバイスで入手可能なパーツの最新リストを参照す
るには、AWS DeepRacer ストアフロントにアクセスしてください。

AWS DeepRacer デバイスのスペアパーツ

パーツ 名前

スペアコンピューティングバッテリー

スペアコンピューティングバッテリー

スペアコンピューティングバッテリー
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パーツ 名前

リチウム電池 7.4 V 1100 mAh

AWS DeepRacer カー解除解除解除解除解除解除
解除解除解除

タイヤ

フロントバンパー

サスペンションアーム

プルロッド

C スタイルシート

トランスミッションシャフト
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パーツ 名前

丸頭ねじ、M2x17.5 mm

シャーシ自動車下部

回転シート

リアサスペンションフレーム

金属六角コンバイナセット

ギアボックスシェル

ディファレンシャルボックスケース
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http://www.amazon.com/MeterMall-Upgrade-Titanium-Gearbox-housing/dp/B083TPQRFR
http://www.amazon.com/WLtoys-A959-B-A979-B-Upgrade-Differential/dp/B079RGKH7B
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デバイススペアパーツ

パーツ 名前

ディファレンシャルドライブカップ

フロントリアシェルター

サーボシート

中央駆動軸

ショックフレーム

サーボアーム

差動機構
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http://www.amazon.com/Hisoul-Accessories-Removable-Differential-WLToys/dp/B07QNQSV65
https://www.nitrotek.co.uk/spare-parts/wl-toys/wl-toys-a979-rc-truck/wl-toys-wla949-16-motor-dust-seat-for-a979-rc-truck.html
http://www.amazon.com/Essenc-Central-Driving-Shaft-Metal/dp/B08G8BMMWP
http://www.amazon.com/DishyKooker-repuesto-A959-B-27-actualizaci%C3%B3n-diferenciales/dp/B07TTVZYHN
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デバイススペアパーツ

パーツ 名前

減速ギア

モーターベース

17 g ステアリングエンジン

モーター放熱カバー

スタブ車軸

モーターのスクリューガスケット、据え付け

390 モーター
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http://www.amazon.com/Desetin-A949-24-Reduction-Wltoys-C1025/dp/B01N1WQ3N7
http://www.amazon.com/Baoblaze-Metal-Brushed-Brushless-WLtoys/dp/B0792BGX6L
http://www.amazon.com/Sdoveb-Steering-Drone-WLTOYS-K929-B/dp/B07RB3BPKQ
http://www.amazon.com/Goolsky-Motor-Heat-Sink-Wltoys/dp/B07NVR2W5H
http://www.amazon.com/HITSAN-Wltoys-A949-A959-Piece/dp/B074GZ721F
http://www.amazon.com/JIMI-Motor-Gasket-Wltoys-RC/dp/B07282R2MZ
http://www.amazon.com/BeesClover-Motor-Wltoys-High-Speed-Spare/dp/B07R5639SS
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デバイススペアパーツ

パーツ 名前

六角コネクタ 4x8x3 mm

六角コネクタ 8x12x3.5 mm

ボールベアリング 7x11x3 mm

ボールベアリング 8x12x3.5 mm

中間車軸ディスクプレート

ねじ 2.6x6 mm

ねじ 2x7 mm

ねじ 2.5x8 mm
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http://www.amazon.com/Bonarty-Bearing-7x11x3mm-Wltoys-A969-B/dp/B082GN4B7P
https://www.banggood.com/Wltoys-A949-A959-A969-A979-8x12x3_5mm-Ball-Bearing-4Pcs-p-937936.html?cur_warehouse=CN
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デバイススペアパーツ

パーツ 名前

ねじ 2x16 mm

ねじ 2.5x6x6 mm

ねじ M3x5 mm

ボールねじ 10.8x4 mm

ねじ 2x6 mm

ねじ 2x9.5 mm

M3 ロックナット
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http://www.amazon.com/Flameer-A949-41-Tapping-Screws-Wltoys/dp/B07H2GNZ4G
https://www.aliexpress.com/item/A949-Screws-A949-44-Flat-Head-Screw-3-5mm-for-Wltoys-A949-A959-A969-A979-RC/32772118906.html
http://www.amazon.com/Flameer-10pcs-Screws-Wltoys-Model/dp/B07GZRQ4NR
http://www.amazon.com/2x6mm-Round-Self-Tapping-Screw-10Pcs/dp/B013YOEMRK
http://www.amazon.com/K929-95-Metal-Lock-Nut-Wltoys/dp/B07HZ1CSRD
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デバイススペアパーツ

パーツ 名前

車軸ヒンジピン

ドライブシャフト

スイングアームピン

ねじ 2*29KM

ヘアピン

フロントショックアブソーバー

チャージャー

金属モーターピニオンギア
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http://www.amazon.com/Pink-Lizard-Wltoys-Hinge-A949-50/dp/B01ING029G
http://www.amazon.com/Desetin-A949-52-Swing-Wltoys-C1025/dp/B071YVGQN5
http://www.amazon.com/50-Pack-HobbyPark-WLtoys-Vehicles-Replacement/dp/B06XR1NC89
http://www.amazon.com/2Pcs-Original-Wltoys-Shock-Absorber/dp/B00WECAEC6
http://www.amazon.com/Desetin-A949-58-Charger-Wltoys-C1025/dp/B01N2YA7C1
http://www.amazon.com/Fricgore-Spare-Pinion-WLtoys-Accessories/dp/B081LK92FG
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車両の設定する

パーツ 名前

リアショックアブソーバー

ESC

AWS DeepRacer 車両用 Wi-Fi ネットワークに接続
に接続に接続に接続に接続に接続する。

AWS DeepRacer 車両を初めて開いたときは、設定して Wi-Fi ネットワークに接続する必要があります。
この設定を完了後、車両のソフトウェアを更新し、車両のデバイスのコンソールにアクセスするための IP 
アドレスを取得します。

このセクションでは、以下のタスクを実行する手順について説明します。

• ラップトップまたはデスクトップコンピュータを車両に接続します。
• 車両の Wi-Fi 接続を設定します。
• 車両のソフトウェアを更新します。
• 車両の IP アドレスを取得します。
• 車両をテストドライブします。

ラップトップまたはデスクトップコンピュータを使用して設定タスクを実行します。この設定用コン
ピュータは、Ubuntu オペレーティングシステムが実行されている車両のコンピューティングモジュールと
の混同を避けるため、ユーザーのコンピュータと呼びます。

Wi-Fi 接続の初回の設定後、同じ手順で別の Wi-Fi ネットワークを選択できます。
Note

AWS DeepRacer ネットワークに接続し、ユーザーのサインインに有効なキャプチャ検証を必要
とする Wi-Fi ネットワークに接続に接続に接続に接続に接続に接続する。

トピック
• AWS DeepRacer 車両に Wi-Fi 接続をセットアップする準備をしましょう  (p. 80)
• Wi-Fi 接続をセットアップして AWS DeepRacer 車両のソフトウェアを更新する  (p. 81)

AWS DeepRacer 車両に Wi-Fi 接続をセットアップす
る準備をしましょう
車両の Wi-Fi 接続を設定するには、付属の USB-USB C ケーブルを使用して、ラップトップまたはデスク
トップコンピュータを車両のコンピューティングモジュールに接続します。
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http://www.amazon.com/Yiguo-Aluminium-K949-011-Shock-Absorbers/dp/B01IHUOB3G
http://www.amazon.com/GoolRC-Original-Wltoys-A949-Receiver/dp/B00ZBK8N6M
https://en.wikipedia.org/wiki/CAPTCHA
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Wi-Fi の設定とソフトウェアの更新 

ユーザーのコンピュータを車両のコンピューティングモジュールに接続するには、次のステップを実行し
ます。

1. デバイスを接続する前に、コンピューターが Wi-Fi から切断されていることを確認してください。
2. USB-USB C ケーブルの USB 側をユーザーのコンピュータの USB ポートに挿入します。
3. ケーブルの USB C 側を車両の USB C ポートに挿入します。

これで、車両の Wi-Fi 接続に進む準備ができました。

Wi-Fi 接続をセットアップして AWS DeepRacer 車両
のソフトウェアを更新する
以下の手順を実行して Wi-Fi 接続を設定する前に、the section called “ Wi-Fi をセットアップする準備をし
なさい ” (p. 80) の手順を完了していることを確認してください。

1. 車両の下部を見て、ホスト名の下に印刷されたパスワードをメモします。設定を実行するには、デバ
イス管理コンソールにログインする必要があります。

2. コンピュータで、https://deepracer.aws に移動して、車両のデバイス管理コンソールを起動し
ます。

3. 接続がプライベートではない、または保護されていないというメッセージが表示されたら、次のいず
れかを実行します。

a. Chrome で、[Advanced (詳細設定)] を選択し、[Proceed to <device_console_ip_address>
(unsafe) (<device_console_ip_address> (unsafe) に進む)] を選択します。

b. Safari で、[詳細] を選択し、[visit this website (このウェブサイトにアクセス)] リンクに従って、
[Visit Websites (ウェブサイトにアクセス)] を選択します。証明書の信頼設定を更新するためにパ
スワードを求められたら、パスワードを入力して [Update settings (設定の更新)] を選択します。

c. Opera では、無効な証明書の警告が表示されたら、[Continue Anyway (続行する)] を選択します。
d. Edge では、[詳細] を選択し、[ Web ページに移動 (非推奨)] を選択します。
e. Firefox では、[Advanced (詳細)]、[Add Exception (例外の追加)]、[Confirm Security Exception (セ

キュリティ例外を確認)] の順に選択します。
4. [AWS DeepRacer 車両のロック解除] で、ステップ 1 でメモしたパスワードを入力し、[車両へのアク

セス] を選択します。
5. [Connect your vehicle to your Wi-Fi network (車両で Wi-Fi ネットワークに接続する)] ペインで [Wi-Fi 

network name (SSID) (Wi-Fi ネットワーク名 (SSID))] ドロップダウンメニューから Wi-Fi ネットワー
ク名を選択し、[Wi-Fi password (Wi-Fi パスワード)] に Wi-Fi ネットワークのパスワードを入力して、
[接続]を選択します。

6. Wi-Fi 接続ステータスが [Connecting to Wi-Fi network... (Wi-Fi ネットワークに接続中…)] から 
[Connected] になるまで待ちます。続いて、[Next (次へ)] を選択します。

7. ソフトウェアの更新が必要な場合、[Software Update (ソフトウェア更新)] ペインで、付属の電源ケー
ブルと電源アダプタで車両のコンピューティングモジュールをオンにして、[Install software update 
(ソフトウェア更新をインストール)] を選択します。

外部電源で車両をオンにすると、コンピューティングモジュールのバッテリーがなくなった場合にソ
フトウェア更新が中断するのを避けるのに役立ちます。

8. ソフトウェア更新ステータスが [Installing software update (ソフトウェア更新インストール中)] から 
[Software update installed successfully (ソフトウェア更新が正常にインストールされました)] になる
まで待ちます。

9. [Wi-Fi network details (Wi-Fi ネットワークの詳細)] の下に表示される IP アドレスをメモしておきま
す。最初のセットアップの後および後で Wi-Fi ネットワーク設定を変更する場合に、車両のデバイス
管理コンソールを開くために必要になります。
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デバイスコンソールを起動する

AWS DeepRacer 車両のデバイスコンソールを起動
する

車両の Wi-Fi を設定し、必要なソフトウェア更新をインストールした後、車両のデバイスコンソールを開
いて車両のネットワーク接続が機能しているかどうかを確認する必要があります。その後、デバイスコン
ソールを起動して、車両の他の設定を確認、キャリブレーション、管理できます。このプロセスでは、車
両の IP アドレスを使用して車両のデバイスコンソールにサインインする必要があります。

デバイス管理コンソールは車両でホストされており、「Wi-Fi 設定 (p. 81)」セクションの末尾で取得し
た IP アドレスを使用してアクセスします。

Wi-Fi 接続を介して AWS DeepRacer 車両のデバイスコンソールにアクセスするには

1. 車両のデバイスコンソールにアクセスするには、コンピュータ、タブレット、またはスマートフォン
のウェブブラウザを開き、アドレスバーに車両の IP アドレスを入力します。

この IP アドレスは、車両の Wi-Fi 接続を設定 (p. 81)するときに取得できます。ここでの説明に
は、例として 10.92.206.61 を使用します。

接続がプライベートではない、または保護されていないという警告が表示された場合は、メッセージ
を無視して、デバイスコンソールに接続します。

2. [AWS DeepRacer 車両のロック解除] で、デバイスコンソールのパスワードを [パスワード] に入力
し、[車両へのアクセス] を選択します。

デフォルトのパスワードは車両の下側 ([Host Name (ホスト名)] の下) に印刷されています。
3. サインインすると、デバイスコンソールのホームページが次のように表示されます。
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車両のキャリブレーション

これで、車両のキャリブレーションと操作を行う準備ができました。初めて車両を運転する場合は、この
時点で車両の調整 (p. 83)に進みます。

AWS DeepRacer 車両のキャリブレーション

最高のパフォーマンスを達成するためには、お客様の AWS DeepRacer の車両の物理的なパーツをキャリ
ブレーションすることが不可欠です。キャリブレーションされていない車両を使用すると、モデルのテス
ト時に不確実性が増す可能性があります。車両のパフォーマンスが最適ではない場合は、深層学習モデル
のコードを調整するだけの方がよいでしょう。ただし、根本的な原因が機械的なものある場合は、車両の
パフォーマンスを向上させることはできません。キャリブレーションによってメカニズムを調整してくだ
さい。

お客様の AWS DeepRacer の車両をキャリビュレーションするには、車両の電子制御システム (ECS) とそ
のサーボ機構 (サーボ) のデューティサイクル範囲をそれぞれ設定します。サーボと ECS はどちらも、車
両のコンピューティングモジュールからの制御入力としてパルス幅変調 (PWM) 信号を受け入れます。コ
ンピューティングモジュールは、PWM 信号のデューティサイクルを変更することによって、車両の速度
とステアリング角の両方を調整します。

最大速度とステアリング角度は、アクションスペースのスパンを定義します。シミュレーションでトレー
ニング中に最大速度と最大ステアリング角を指定できます。実世界のトラックを走行するためにトレーニ
ングされたモデルを AWS DeepRacer 車両にデプロイする場合は、シミュレーショントレーニングで使用
したものと一致するように車両の最大速度とステアリング角をキャリブレーションする必要があります。

実世界のエクスペリエンスとシミュレートされたエクスペリエンスを確実に一致させるには、シミュレー
ションと実世界の間の最大速度と最大ステアリング角度を一致させるように車両をキャリブレーションす
る必要があります。一般的に、このキャリブレーションを実行するには 2 つの方法があります。

• トレーニングでアクションスペースを定義し、設定に合うように実際の車両をキャリブレーションしま
す。

• 車両の実際の性能を測定し、シミュレーションでアクションスペースの設定を変更してください。

堅牢なモデルは、シミュレーションと実世界との間の特定の違いに対応できます。ただし、最良の結果を
見つけるために両方のアプローチを試して、反復する必要があります。
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https://en.wikipedia.org/wiki/Duty_cycle
https://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation
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車両のキャリブレーション

キャリブレーションを開始する前に、コンピューティングモジュールの電源を入れてください。起動して
電源 LED が青色に点灯したら、車両のバッテリーをオンにします。短いビープ音が 2 回鳴り、長いビープ
音が 1 回鳴ったら、キャリブレーションを続行できます。

トレーニングの設定に合わせて AWS DeepRacer 車両をキャリビュレーションする方法:

1. これらの手順 (p. 82)に従って車両にアクセスし、デバイスコントロールコンソールを開きます。
2. メインのナビゲーションペインで、[Calibration (キャリブレーション)] を選択します。

3. リポジトリの [Calibration] のページで [操縦] 内にある [Calibrate] を選択します。以下の手順に従っ
て、車両の最大ステアリング角度を調整します。

a. ステアリングのキャリブレーション中に車輪を見ることができる地面または他の硬い表面に車両
を置きます。[Next] (次へ) を選択します。

トラックで車両を操縦するには、空中でホイールを回すよりもはるかに小さいステアリング角が
必要です。車輪の実際のステアリング角を測定するには、車両をトラックの表面に置くことが重
要です。

b. [Center steering (センターステアリング)] で、スライダーを徐々に動かすか、左または右矢印を押
して、前輪の少なくとも 1 つが同じ側の後輪と一直線になる位置に合わせます。[Next] (次へ) を
選択します。
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車両のキャリブレーション

AWS DeepRacer は、Ackermann の前輪ステアリングを使用して、ターンの内側と外側で車輪を
回転させます。これは一般的に左右の前輪が異なる角度で回転することを意味します。AWS では 
DeepRacer、キャリビュレーションは中央値で行われます。したがって、選択した側の車輪を直
線に揃えるように調整する必要があります。

Note

センターステアリングを可能な限りまっすぐに保つことができるように AWS 
DeepRacer の車両をうまくキャリビュレーションする (p. 83)ことを確認します。こ
れをテストするには手動で車を押してまっすぐ進むことを確認します。

c. [Maximum left steering (最大左ステアリング)]で、車両の前輪がそれ以上左に行かなくなるまで、
スライダーを徐々に左に動かすか、左矢印を押します。静かなノイズが聞こえます。大きな音が
聞こえる場合は、行き過ぎています。この位置が最大左ステアリング角度に対応しています。シ
ミュレートされたアクションスペースでステアリング角を制限している場合は、対応する値をこ
こで一致させてください。[Next] (次へ) を選択します。

実際の最大左ステアリング角を測定するには、車両の中心線を引き、キャリブレーションのため
に選択した前輪の 2 つの端点をマークし、それが車両の中心線を横切るまでこの前輪の中心線を
引きます。分度器を使用して角度を測定します。下の図を参照してください。トレーニングで実
際の角度と一致させる場合は、次回のトレーニングジョブでアクションスペースに同じ値を設定
できます。
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車両のキャリブレーション

d. [Maximum right steering (最大右ステアリング)] 下で、選択された車両の前輪がそれ以上右に行か
なくなるまで、スライダーを徐々に右に動かします。静かなノイズが聞こえます。大きな音が聞
こえる場合は、行き過ぎています。この位置が最大右ステアリング角に対応しています。シミュ
レートされたアクションスペースでステアリング角を制限している場合は、対応する値をここで
一致させてください。[Done] (完了) をクリックします。
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車両のキャリブレーション

実際の最大右ステアリング角を測定するには、最大左ステアリング角の測定に使用したステップと同
様のステップに従います。

これで AWS DeepRacer 車両のステアリングキャリビュレーションは終了です。
4. 車両の最大スピードをキャリブレートするために、[Calibration] ページ上の [スピード] 内にある 

[Calibrate] を選択し、以下のステップへ続きます。

a. 車輪が自由に回るように車両を持ち上げます。デバイスコントロールコンソールで [次へ] を選択
します。

Note

車両の速度の設定が高すぎると、キャリブレーション中に速度が速くなりすぎて、環
境、車両、または近くの他のものに損傷を与える可能性があります。ここで指示されて
いるように、車両を持ち上げる必要がありますが、手では持たないでください。

b. 停止速度をキャリブレートするには、ホイールが回転しなくなるまで、デバイスコントロールコ
ンソール上で [左矢印] または [右矢印] を押し、[停止スピード] の下で徐々に [停止値] を変更して
ください。[Next] (次へ) を選択します。
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Note

ノイズが聞こえるようになったときに [Stopped value (停止値)] をさらに左、またはさら
に右に押すと車輪が動き出します。理想的なゼロスロットルポイントは、2 つの値の中
間です。たとえば、左側の 16 と右側の -4 でノイズが聞こえ始める場合、最適な停止値
は 10 になります。

c. 車両の前進方向を設定するには、画面とイメージに表示されているように車両を置き、左右の矢
印を押して車輪を回転させます。車輪が時計回りに回転すると、前進方向が設定されます。そう
でない場合は、[Reverse direction (逆方向)] に切り替えます。[Next] (次へ) を選択します。

Note

AWSre: Invent 2018 で配布された車両は、順方向が逆に設定されている場合がありま
す。このような場合は、[Reverse direction (逆方向)] に切り替えてください。

d. 最大前進速度をキャリブレーションするには、[Maximum forward speed (最大前進速度)] で、ス
ライダーをゆっくり左右に動かして、[Maximum forward speed value (最大前進速度の値)] を徐々
に正の値に調整し、[Estimated speed (推定速度)] の値が、シミュレーションで指定した最大速度
と等しくなるようにします。[Next] (次へ) を選択します。
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Note

実際の最高速度は、路面の摩擦と車両のバッテリーレベルによって異なります。それを
柔軟にするために、シミュレーションでトレーニング用に指定した最高速度より 20 ～ 
30 パーセント高いように車両のスロットル限界を設定することができます。一般的に言
えば、緑色の領域内で最高速度値を設定する必要があります。それ以上では、あまりに
も速く走行する可能性があり、車が壊れる危険性が高まり。さらに、トレーニング用の
アクションスペースは 2 m/s を超える最高速度をサポートしていません。

e. 最大後退速度を調整するには、[Maximum backward speed (最大後退速度)] で、スライダーを
ゆっくり左右に動かして [Maximum backward speed value (最大後退速度の値)] を徐々に負の値に
調整し、[Estimated speed (推定速度)] がシミュレーションで指定した最大速度と等しくなるよう
にします。[Done] (完了) をクリックします。

Note

自動運転モードでは、AWS DeepRacer 車両は後退速度を使用しません。後退速度は、
車の手動運転モードを快適に制御できる任意の値に設定できます。

これで AWS DeepRacer 車両の最大速度のキャリビュレーションは終了です。
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AWS DeepRacer 車両にモデルをアップロード
AWS DeepRacer 車両を自動運転で開始するには、少なくとも 1 つの AWS DeepRacer モデルを AWS 
DeepRacer 車両にアップロードする必要があります。

モデルをアップロードするには、モデルのトレーニングと評価が完了している必要がありま
す (p. 34)。AWS DeepRacer コンソールを使用してモデルをトレーニングできます。その後、モデルアー
ティファクトをその Amazon S3 ストレージから、コンピュータからアクセス可能な（ローカルまたは
ネットワーク）ドライブにダウンロードする必要があります。

車両にトレーニングされたモデルをアップロードするには

1. デバイスコンソールのメインナビゲーションペインで、[モデル] を選択します。

2. 「モデル」ページで [モデル] のリストの上にある [Upload] を選択します。
3. ファイルピッカーから、モデルアーティファクトをダウンロードしたドライブまたは共有に移動し、

アップロードする圧縮モデルファイル (拡張子は *.tar.gz) を選択します。

正常にアップロードされたモデルのみが [Models (モデル)] リストに追加され、自動運転モードで車
両の推論エンジンにロードできます。車両の推論エンジンにモデルをロードする方法については、「
AWS DeepRacer 車両を自律的に運転  (p. 91)」を参照してください。

AWS DeepRacer 車両を運転しよう
AWS DeepRacer 車両を設定 (p. 80)した後、車両の手動走行を始めるか、車両のデバイスコンソールを
使用して自動走行させることができます。

自動運転の場合、AWS DeepRacer モデルをトレーニングし、トレーニングしたモデルアーティファクト
を車両にデプロイしておく必要があります。自動レーシングモードでは、推論エンジンで走行しているモ
デルは、車両の方向と速度を制御します。トレーニング済みのモデルを車両にダウンロードしていない状
態では、車両のデバイスコンソールを使用して、手動で車両を走行させることができます。

自動運転での車両のパフォーマンスは多数の要因に左右されます。要因には、トレーニングされたモデ
ル、車両キャリブレーション、表面の摩擦、色のコントラストや照明の反射などのトラックの状態など
があります。車両が最適なパフォーマンスを実現するため、シミュレーションから実際へのモデルの移
行が、正確で関連性があり有意義であることを確認する必要があります。詳細については、「the section 
called “トレーニングを実際の環境に合わせて最適化” (p. 45)」を参照してください。

AWS DeepRacer 車両を手動で運転
トレーニングをしたモデルがない場合、またはトレーニング済みのモデルの AWS DeepRacer 車両にデプ
ロイしていない場合、車両の自動走行させることはできません。ただし、手動で走行させることはできま
す。

90



AWS DeepRacer デベロッパーガイド
AWS DeepRacer 車両を自律的に運転 

AWS DeepRacer 車両を手動走行させるには、以下の手順に従ってください。

AWS DeepRacer 車両を手動走行させるには

1. AWS DeepRacer 車両を Wi-Fi ネットワークに接続した状態で、指示 (p. 82)に従って、車両のデバ
イス管理コンソールにサインインします。

2. リポジトリの制御車両ページで、コントロールの下の手動運転を選択します。　

3. [Click or touch to drive (クリックまたはタッチして運転)] で、運転パッド内の位置をクリックまたは
タッチして車両を運転します。車両のフロントカメラからキャプチャされたイメージが、[Camera 
stream (カメラストリーム)] のビデオプレーヤーに表示されます。

4. 運転中にデバイスコンソールでビデオストリームのオン・オフを切り替えるには、カメラストリー
ム表示の下にあるビデオストリームオプションのトグルを使用します。

5. 車両を別の場所に移動するには、[ステップ 3] 以降を繰り返します。

AWS DeepRacer 車両を自律的に運転
自動運転を開始するには、車両を物理的なトラックに配置し、次の操作を行います。

お客様のAWS DeepRacer 車両を自動走行させるには

1. 指示 (p. 82)に従って車両のデバイスコンソール にサインインし、自動運転のために以下を実行し
ます。

2. 「制御車両」ページで、コントロールの下にある [自動運転] を選択します。
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3. [Select a model (モデルを選択)] ドロップダウンリストから、アップロードされたモデルを選択しま
す。続いて、[Load model (モデルをロードする)] を選択します。これにより、モデルの推論エンジン
へのロードが開始されます。このプロセスは約 10 秒で完了します。

4. 車両の [最大速度] 設定が、モデルのトレーニングに使用した最大速度の割合になるように調整しま
す。

実際のトラックの表面摩擦などの要因によって、車両の最大速度がトレーニングで使用した最大速度
より低下する可能性があります。最適な設定を試してみる必要があります。
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5. [Start vehicle (車両スタート)] を選択して、車両を自動運転に設定します。
6. 運転中にデバイスコンソールでビデオストリームのオン・オフを切り替えるには、カメラストリー

ム表示の下にあるビデオストリームオプションのトグルを使用します。
7. 物理的なトラックまたはデバイスコンソールのストリーミングビデオのプレイヤーで車両が走るのを

見ます。
8. 車両を停止するには、[Stop vehicle (車両を停止)] を選択します。

同じモデルまたは異なるモデルで走行させるには、ステップ 3 から繰り返します。

AWS DeepRacer 車両設定の検査と管理
初回設定の後、 DeepRacer デバイス管理コンソールを使用して、車両の設定を管理することができま
す。タスクには次のものが含まれています。

• 別の Wi-Fi ネットワークを選択する、
• デバイスコンソールパスワードをリセットする、
• デバイスの SSH 設定を有効または無効にする、
• 車両のトレイルライト LED の色を設定する
• デバイスソフトウェアおよびハードウェアバージョンを確認する、
• 車両のバッテリーレベルを確認する。

以下の手順では、これらのタスクについて説明します。

車両の設定を確認および管理するには

1. AWS DeepRacer 車両を Wi-Fi ネットワークに接続した状態で、指示 (p. 82)に従って、車両のデバ
イス管理コンソールにサインインします。

2. メインのナビゲーションペインで、[設定] を選択します。
3. [設定] ページで、次の 1 つ以上のタスクを選択して実行します。
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a. 別の Wi-Fi ネットワークを選択するには、[ネットワーク設定のための編集] を選択し、以下のス
テップに従います。

i. USB-to-USB-C ケーブルを使用して、車両をコンピュータに接続するには、[Edit network 
settings (ネットワーク設定の編集)] に表示される指示に従います。[USB connection (USB 接
続)] ステータスが [Connected] になった後、[Go to deepracer.aws (deepracer.aws に移動す
る)] ボタンを選択して、デバイスコンソールログインページを開きます。
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ii. デバイスコンソールログインページで、車両の下部に印刷されているパスワードを入力し、
[Access vehicle (車両にアクセス)] を選択します。

iii. [Wi-Fi network details (Wi-Fi ネットワークの詳細)] の下でドロップダウンリストから Wi-Fi 
ネットワークを選択し、選択したネットワークのパスワードを入力して、[接続] を選択しま
す。

iv. Wi-Fi 接続の [Vehicle status] が [Connected] になった後、[Next] を選択してデバイスコン
ソールの [設定] ページに戻ります。このページに車両の新しい IP アドレスが表示されます。

b. デバイスコンソールにサインインするためのパスワードをリセットするには、[デバイスコンソー
ルパスワードのための編集] を選択し、以下のステップに従います。

i. [Edit device console password (デバイスコンソールパスワードの編集)] ページの [New 
password (新しいパスワード)] に新しいパスワードを入力します。

ii. パスワードの変更を確認するには、[Confirm password (パスワードを確認)] にもう一度新し
いパスワードを入力します。移動する前にパスワード値が同じである必要があります。

iii. タスクを完了するには、[パスワードの変更] を選択します。このオプションは、上記のス
テップで有効なパスワードの値を入力して確定した場合のみ、アクティブ化されます。
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c. 車両への SSH 接続を有効または無効にするには、[SSH デバイスのための編集] を選択し、[有効
化] または [無効化] を選択します。

4. 車両の LED の色を変更し、トラック上の車両を区別するには、「設定」ページの[LED の色のため
の編集] を開き、以下に従います。

a. 「LED の色を選択する」のページの LED の色を選択するというドロップダウン・リストから利
用可能な色を選択します。
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同時にトラックを共有する他の車両から自分の車両を識別するのに役立つ色を選択する必要があ
ります。

b. タスクを完了するには、[変更の保存] を選択します。

[変更の保存] 機能は、色を選択した後にのみアクティブになります。
5. デバイスのソフトウェアとハードウェアのバージョンを検査し、システムとカメラの設定を調べるに

は、[設定] の下のAboutを確認します。
6. 車両のバッテリーの充電レベルを確認するには、プライマリナビゲーションペインの下部を確認しま

す。

AWS DeepRacer 車両ログを表示する
お客様のAWS DeepRacer 車両は、車両の走行で発生する問題のトラブルシューティングに役立つ運用イ
ベントをログに記録します。AWS DeepRacer 車両ログには 2 つのタイプがあります。

• システムイベントログは、プロセス管理、Wi-Fi 接続またはパスワードのリセットイベントなど車両のコ
ンピュータオペレーティングシステムで発生しているオペレーションを追跡します。

• ロボットオペレーティングシステムは、車両の走行、ビデオストリーミング、およびポリシーの推論オ
ペレーションを含む、ロボット操作に対して車両のオペレーティングシステムノードで発生している、
操作のログレコードステータスをログに記録します。

デバイスログを表示するには、次のステップを実行します。

1. AWS DeepRacer 車両を Wi-Fi ネットワークに接続した状態で、指示 (p. 82)に従って、車両のデバ
イス管理コンソールにサインインします。

2. コンソールのメインナビゲーションペインデバイスから [ログ] を選択します。
3. システムイベントを表示するには、[ (イベントログイベンログ)] の下にスクロールします。
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4. ロボットオペレーティングシステムイベントを表示するには、[Robot operating system log (ロボット
オペレーティングシステムログ)] の下にあるイベントリストを下にスクロールします。
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AWS DeepRacer デバイスの更新と
復元

AWS DeepRacer デバイスを Ubuntu 20.04 フォーカル Focal Fossa、インテル OpenVino ツールキット 
2021.1.1.1.110、ROS2 Foxy Foxy、Python 3.8 を含む最新のソフトウェアスタックにアップデートしてく
ださい。™ この更新は、AWS DeepRacer オープンソースプロジェクトを実行するために必要ですが、そ
れ以外の場合はオプションです。AWS は Ubuntu 20.04 フォーカルフォッサと ROS2 DeepRacer フォク
シーフィッツロイのみをサポートしています。

Important

新しい AWS DeepRacer ソフトウェアスタックに更新すると、AWS DeepRacer デバイス上のす
べてのデータが消去されます。

トピック
• AWS DeepRacer デバイスが現在実行しているソフトウェアバージョンをチェックする  (p. 99)
• AWS DeepRacer デバイスを Ubuntu 20.04 ソフトウェアスタックにアップデートする準備をしま

す。 (p. 99)
• AWS DeepRacer デバイスを Ubuntu 20.04 ソフトウェアスタックにアップデートします。 (p. 108)

AWS DeepRacer デバイスが現在実行しているソフ
トウェアバージョンをチェックする

AWS DeepRacer デバイスが現在実行しているソフトウェアバージョンをチェックするには

1. AWS DeepRacer デバイスコンソールにログインします。方法については、the section called “デバイ
スコンソールを起動する” (p. 82) のステップに従います。

2. ナビゲーションペインで [設定] を選択します。
3. [About] セクションで、AWS DeepRacer Vehicle が現在実行しているソフトウェアバージョンを

チェックします。

AWS DeepRacer デバイスを Ubuntu 20.04 ソフト
ウェアスタックにアップデートする準備をします。
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このトピックでは、AWS DeepRacer Ubuntu インストールメディアを作成するプロセスについて順を追っ
て説明します。起動可能な USB ドライブを準備するには、追加のハードウェアが必要です。

前提条件
開始する前に、以下のものを用意したことを確認します。

• AWS DeepRacer デバイス
• USB フラッシュドライブ (32 GB 以上)
• カスタムの AWS DeepRacer Ubuntu ISO イメージ。
• 最新の AWS DeepRacer ソフトウェアアップデートパッケージ。
• お使いのオペレーティングシステムと互換性のあるUNetbootinのコピー。
• USB インストールメディアを準備するために Ubuntu、Windows、または macOS を実行しているコン

ピューター。また、AWS DeepRacer デバイスのコンピューティングモジュールを Linux コンピュータ
として、使用する HDMI タイプ A ケーブルで接続します。

準備
AWS DeepRacer 更新メディアを準備するには、以下の作業を実行します。

• USB ドライブを以下の 2 つのパーティションにフォーマットします：
• 4 GB の FAT32 ブートパーティション
• 18 GB 以上の NTFS データパーティション

• 再起動時にアップデートを開始するために USB ドライブをブート可能にします。
• 必要なカスタム Ubuntu ISO イメージを起動パーティションに書き込みます。
• アップデートに必要なファイルを USB ドライブのデータパーティションにコピーします。

起動可能な USB ドライブを用意する
以下の手順に従って、Ubuntu (Linux)、Windows、または macOS で AWS DeepRacer アップデートメ
ディアを準備してください。使用するコンピュータにより、特定のタスクがオペレーティングシステムに
よって異なる場合があります。オペレーティングシステムに対応したタブを選択します。

Ubuntu

こちらの手順に従って、AWS DeepRacer WSデバイスのコンピュートモジュールを含むUbuntuコン
ピューターを使用して、AAWS DeepRacer デバイス用のアップデートメディアを準備します。別の 
Linux ディストリビューションを使用している場合は、apt-get *コマンドをお使いの OS のパッ
ケージマネージャーと互換性のあるものに置き換えてください。

USB ドライブを消去してパーティション分割するには

1. 次のコマンドを実行して、GParted をインストールして起動します。

sudo apt-get update; sudo apt-get install gparted
sudo gparted

2. USB ドライブを消去するには、そのデバイスパスが必要です。GParted コンソールで見つけて 
USB ドライブを消去するには、次の操作を行います。

a. メニューバーで [表示] を選択し、[デバイス情報] を選択します。選択したディスクのモデ
ル、サイズ、パスを示すサイドバーが表示されます。
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b. メニューバーの [GParted] に移動してUSBドライブを選択し、次に [デバイス] に移動し、最
後にリストからUSBドライブを選択します。デバイスの説明に記載されているサイズとモデ
ルを、お使いの USB ドライブと一致させてください。

c. 正しいディスクが選択されていることを確認した後、既存のパーティションをすべて削除し
ます。

パーティションがロックされている場合、コンテキスト (右クリック) メニューを開き、
[unmount] を選択します。

3. 4 GB 容量の FAT32 ブートパーティションを作成するには、左上にあるファイルアイコンを選択
し、次のパラメータを設定して、[追加] を選択します。

[Free space preceding: (現パーティションの前方にこの分空き容量を作る:)] 1

[New size: (現パーティションの変更後の容量:)] 4096

[Free space following: (現パーティションの後方にこの分空き容量を作る:)] <remaining size>

[Align to: (アラインメントの位置:)] MiB

[Create as: (作成するタイプ:)] Primary Partition

[Partition name: (パーティション名:)]

[File system: (ファイルシステム:)] fat32

ラベル:BOOT]
4. 18 GB 以上の容量の NTFS データパーティションを作成するには、ファイルアイコンを選択し、

次のパラメータを設定して、[追加] を選択します。

[Free space preceding: (現パーティションの前方にこの分空き容量を作る:)] 0

[New size: (現パーティションの変更後の容量:)] <remaining size>

[Free space following: (現パーティションの後方にこの分空き容量を作る:)] 0

[Align to: (アラインメントの位置:)] MiB

[Create as: (作成するタイプ:)] Primary Partition

[Partition name: (パーティション名:)]

[File system: (ファイルシステム:)] nfts

ラベル:Data]
5. メニューバーで、「編集」を選択し、「すべての操作を適用」を選択します。変更を適用するか

どうか尋ねる警告プロンプトが表示されます。[Apply] (適用) を選択します。
6. FAT32 パーティションと NTFS パーティションが作成されると、USB ドライブのパーティショ

ン情報が GParted コンソールに表示されます。BOOTパーティションのドライブパスを書きとめ
ておきます。次のステップを完了するために必要になります。

USB ドライブを FAT32 パーティションから起動できるようにするには

1. 前提条件セクションからカスタム Ubuntu ISO イメージをダウンロードしたことを確認してくだ
さい。

2. Ubuntu 20.04を使用している場合は、そのバイナリファイルを使用してUNetbootinを実行する必
要があります。これを実行するには:
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a. 最新の UNetbootin バイナリファイルをダウンロードフォルダにダウンロードします。この例
では、を使用しますunetbootin-linux64-702.bin。

b. Ctrl+Alt+T を押して、新しいターミナルウィンドウを開きます。または、メニューバーで [ア
クティビティ] を選択し、検索バーに入力してterminal、ターミナルアイコンを選択しま
す。

c. 次のコマンドを使用してバイナリファイルの場所に移動し、ファイルに実行権限を付与し
て、UNetbootin を実行します。ダウンロードしたバイナリファイルのバージョンとバージョ
ンが一致しない場合は、コマンドのファイル名を調整してください。

cd Downloads
sudo chmod +x ./unetbootin-linux64-702.bin
sudo ./unetbootin-linux64-702.bin

旧バージョンの Ubuntu を使用している場合は、次のコマンドを実行して UNetbootin をインス
トールします。

sudo add-apt-repository ppa:gezakovacs/ppa
sudo apt-get update; sudo apt-get install unetbootin
sudo unetbootin

3. [UNetbootin] コンソールで、以下の操作を行います。

a. ディスクイメージラジオボタンを選択します。
b. ディスクイメージの種類として、ドロップダウンリストから ISO を選択します。
c. ファイルセレクターを開き、前提条件セクションに記載されているUbuntu ISOを選択しま

す。
d. [タイプ] で [USB Drive (USB ドライブ)] を選択します。
e. ドライブについては、BOOTこの場合はパーティションのドライブパスを選択します/dev/

sda1。
f. [OK] を選択します。
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Tip

[/dev/sda1 not mounted] (/dev/sda1 がマウントされていません)] という警告が表示され
た場合は、[OK ] を選択して警告を閉じてからUSB ドライブを取り外し、ドライブを再
度挿入してから上記のステップを実行して、Ubuntu ISO イメージを作成します。

AWS DeepRacer 更新ファイルを NTFS パーティションに抽出するには

1. 前提条件セクションからダウンロードしたソフトウェア更新パッケージを解凍します。
2. アップデートパッケージの内容を USB ドライブのデータ (NTFS) パーティションのルートに展開

します。

Windows

Windows コンピュータを使用して AWS DeepRacer デバイスのアップデートメディアを準備するに
は、こちらの手順に従ってください。

USB ドライブを消去するには

1. Windows のコマンドプロンプトを開きdiskpart、 DiskPartコンソールを起動します。
2. DiskPart Microsoftのターミナルが開いたら、list disk DISKPART>プロンプトの後に入力し

て、使用可能なディスクを一覧表示してクリーニングするUSBドライブを探します。
3. お客様のUSB ドライブと一致するディスクを選択してください。例えば、select Disk 2 を 

[DISKPART>] の後に入力します。次のステップは復元が出来ないため、表示画面を注意深く読
み、空にしたいディスクが選択されていることを確認します。

4. 正しいディスクが選択されていることを確認した後、Clean を [DISKPART>] プロンプトの後に
入力します。

5. list disk を [DISKPART>] の後に再度入力します。空にしたディスクを探し、容量と残量を照
らし合わせます。2 つの値が一致すれば、成功となります。

6. DISKPART>Exit プロンプトの後にと入力して、Windows DiskPartコンソールを終了します。

USB ドライブをパーティション分割するには

1. Windows コマンドプロンプトを開き、と入力しdiskmgmt.msc、OK を選択してディスク管理コ
ンソールを起動します。

2. ディスク管理コンソールから、USB ドライブを選択します。
3. 4 GB の容量の FAT32 パーティションを作成するには、USB ドライブの未割り当て領域でコンテ

キスト (右クリック) メニューを開き、「新規シンプルボリューム」を選択します。新しいシンプ
ルボリュームウィザードが表示されます。

4. [新規シンプルボリュームウィザード] が表示された後、次の操作を実行します。

a. [ボリュームサイズの指定] ページで、次のパラメータを設定し、[次へ] を選択します。

シンプルなボリュームサイズ (MB 単位):4096
b. 「ドライブレターまたはパスの割り当て」ページで、「次のドライブレターを割り当てる:」

ラジオボタンにチェックを入れ、ドロップダウンリストからドライブレターを選択し、「次
へ」を選択します。割り当てられたドライブ文字をメモしておきます。後でFAT32パーティ
ションを起動可能にするために必要になります。

c. 「パーティションのフォーマット」ページで、「このボリュームを次の設定でフォーマット
する」ラジオボタンにチェックを入れ、次のパラメータを設定して、「次へ」を選択しま
す。

[File system: (ファイルシステム:)] FAT32
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アロケーションユニットサイズ:Default

ボリュームラベル:BOOT

[クイックフォーマットを実行] はオンのままにします。
5. 残りのディスク容量で NTFS パーティションを作成するには、USB ドライブの残りの未割り当て

領域でコンテキスト (右クリック) メニューを開き、「新規シンプルボリューム」を選択します。
新しいシンプルボリュームウィザードが表示されます。

6. [新規シンプルボリュームウィザード] が表示された後、次の操作を実行します。

a. [ボリュームサイズの指定] ページで、[最大ディスク容量 (MB)] と一致するように [簡易ボ
リュームサイズ] を MB 単位で設定し、[次へ] を選択します。

b. 「ドライブレターまたはパスの割り当て」ページで、「次のドライブレターを割り当てる:」
ラジオボタンにチェックを入れ、ドロップダウンリストからドライブレターを選択し、「次
へ」を選択します。

c. 「パーティションのフォーマット」ページで、「このボリュームを次の設定でフォーマット
する」ラジオボタンにチェックを入れ、次のパラメータを設定して、「次へ」を選択しま
す。

[File system: (ファイルシステム:)] NTFS

アロケーションユニットサイズ:Default

ボリュームラベル:Data

[クイックフォーマットを実行] はオンのままにします。

USB ドライブを FAT32 パーティションから起動できるようにするには

1. 前提条件セクションからカスタマイズした Ubuntu ISO イメージをダウンロードしたことを確認
してください。

2. UNetbootin をダウンロードしたら、UNetboot コンソールを起動します。
3. [UNetbootin] コンソールで、以下の操作を行います。

a. [Disk image] のラジオボタンを確認します。
b. ディスクイメージの場合は、ドロップダウンリストから ISO を選択します。
c. ファイルピッカーを開き、カスタム Ubuntu ISO ファイルを選択します。
d. [タイプ] で [USB Drive (USB ドライブ)] を選択します。
e. [Drive] では、作成した FAT32 パーティションに対応するドライブ文字を選択します。私た

ちの場合は、そうですE:\。
f. [OK] を選択します。
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AWS DeepRacer 更新ファイルを NTFS パーティションに抽出するには

1. 前提条件セクションからダウンロードしたソフトウェア更新パッケージを解凍します。

Tip

希望するツールでファイルを正常に解凍できない場合は、[ PowerShell Expand-Archive] 
コマンドを使用します。

2. アップデートパッケージの内容を USB ドライブのデータ (NTFS) パーティションのルートに展開
します。

macOS

Macを使用して AWS DeepRacer デバイスのアップデートメディアを準備するには、こちらの手順に
従ってください。

USB ドライブを消去してパーティション分割するには

1. USB ドライブを接続します。
2. Command+スペースバーを押してSpotlight検索フィールドを開き、入力しますDisk Utility。

または、「Finder」>「アプリケーション」>「ユーティリティ」>「ディスクユーティリティ」を
選択して「ディスクユーティリティ」を開くこともできます。

3. メニューバーで、「表示」を選択し、「すべてのデバイスを表示」を選択します。
4. サイドバーの「外部」で、フォーマットする USB ドライブを選択し、「消去」を選択します。
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5. 新しいウィンドウが開き、USBドライブを消去するかどうかを確認し、名前、フォーマット、お
よびパーティションスキームを変更できます。まだ名前を変更する必要はありません。「フォー
マット」と「スキーム」で、次のオプションを選択し、「消去」を選択してください。

• フォーマット:Mac OS 拡張 (ジャーナル付き)
• スキーム:GUID パーティションマップ

消去処理が完了したら、ダイアログウィンドウで [完了] を選択します。
6. ディスクユーティリティのメインウィンドウで、サイドバーからUSBドライブを選択し、上部

のツールバーから「パーティション」を選択します。パーティションデバイス「YOUR-USB-
DRIVE」というタイトルのウィンドウ？ ポップアップします。追加 (+) ボタンを選択して新しい
パーティションを作成します。

7. 新しいパーティションを作成したら、「パーティション情報」で以下を選択して入力します。

• 名前:BOOT
• フォーマット:MS-DOS (FAT)
• サイズ:4GB

Tip

フォーマットとして MS-DOS (FAT) を選択した後でサイズ入力ボックスがグレーアウト
した場合は、パーティションが 4 GBBOOT になるまでパーティショングラフ上のサイズ
変更コントロールをドラッグできます。

まだ [Apply (適用)] を選択しないでください。
8. もう1つの「無題」パーティションを選択し、「パーティション情報」で次のオプションを選択し

て入力します。

• 名前:Data
• フォーマット:exFAT
• サイズ:USB ドライブの残りの容量 (GB 単位)

[Apply] (適用) を選択します。
9. 新しいウィンドウが開き、USB ドライブに加えられる変更が表示されます。これらの変更が正し

いことを確認してください。新しいパーティションの作成を確認して開始するには、[Partition] を
選択します。

10. ディスクユーティリティコンソールで、サイドバーから BOOT パーティションを選択し、ツール
バーから「情報」を選択します。BSD デバイスノードの値は、このチュートリアルで使用したも
のとは異なる場合がありますので、書き留めておいてください。私たちの場合、割り当てられる
値はですdisk4s2。FAT32 パーティションから USB ドライブをブート可能にするには、このパ
スを指定する必要があります。

USB ドライブを FAT32 パーティションから起動できるようにするには

1. 前提条件セクションからカスタマイズした Ubuntu ISO イメージをダウンロードしたことを確認
してください。

2. UNetbootin をダウンロードした後、コンテキスト (右クリック) メニューから [開く] を選択しま
す。アプリケーションを開くかどうかを尋ねるセキュリティプロンプトが表示されたら、[開く] 
を選択してUNetbootinコンソールを起動します。
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Apple シリコン搭載の Mac を使用していて、[開く] を選択しても UNetbootin コンソールが表示
されない場合は、次の手順に従って Rosetta 2 がインストールされていることを確認してくださ
い。

a. Finder > アプリケーション > ユーティリティ > ターミナルを選択して、ターミナルウィンド
ウを開きます。

b. 次のコマンドを入力して、Rosetta 2 をインストールします。

softwareupdate --install-rosetta

c. UNetboot をもう一度開いてみてください。
3. [UNetbootin] コンソールで、以下の操作を行います。

a. [Disk image] のラジオボタンを確認します。
b. ディスクイメージの場合は、ドロップダウンリストから ISO を選択します。
c. ファイルピッカーを開き、カスタム Ubuntu ISO ファイルを選択します。
d. [タイプ] で [USB Drive (USB ドライブ)] を選択します。
e. ドライブには、BOOT パーティション用の BSD デバイスノード (この場合は、) を選択しま

す/dev/disk4s2。
f. [OK] を選択します。

Tip

/dev/disk4s2 がマウントされていないという警告メッセージが表示されたら、OK を選択
してメッセージを閉じ、USB ドライブを取り外し、ドライブを再接続してから、上記の
手順に従って Ubuntu ISO イメージを作成します。

AWS DeepRacer アップデートファイルを exFAT パーティションに抽出するには

1. 前提条件セクションからダウンロードしたソフトウェア更新パッケージを解凍します。
2. アップデートパッケージの内容を USB ドライブのデータ (exFAT) パーティションのルートに展

開します。
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AWS DeepRacer デバイスを Ubuntu 20.04 ソフト
ウェアスタックにアップデートします。

前のステップで説明したように USB アップデートメディアを作成すると、AWS DeepRacer デバイスを 
Ubuntu 20.04 Focal Fossa、 Intel® OpenVINO™ toolkit 2021.1.110、 ROS2 Foxy Fitzroy、 and Python 
3.8。

Important

新しい AWS DeepRacer ソフトウェアスタックに更新すると、AWS DeepRacer デバイス上のす
べてのデータが消去されます。

AWS DeepRacer デバイスのソフトウェアを Ubuntu 20.04 スタックにアップデートするには

1. AWS DeepRacer 車両をモニタリングConnect。HDMI-HDMI ケーブル、HDMI-DVI ケーブル、または
同様のケーブルが必要です。ケーブルの HDMI 側をコンピューティングモジュールの HDMI ポートに
挿入し、もう一方の端をモニター上の互換ポートに接続します。

2. USB キーボードとマウスを接続します。AWS DeepRacer デバイスのコンピューティングモジュール
には、車両の前面と両側と両側には、カメラが接続可能なポートを含め3 つの USB ポートがありま
す。4 つ目の USB ポートは、車両後部、コンピューティングバッテリーと LED テールライトの間の
スペースにあります。

3. USB アップデートメディアを計算モジュールの空いている USB ポートに挿入します。電源を入れる
か、AWS DeepRacer デバイスをリセットし、Esc キーを繰り返し押して BIOS に入ります。

4. BIOS ウィンドウから [ファイルから起動] を選択し、ブートパーティションの名前 (この場合は BOOT 
という名前) のオプションを選択します。次に、[BootX64.efi] を選択し、最後に [BootX64.efi] を選択
します。 <EFI><BOOT>

5. コンピュートモジュールが起動すると、デスクトップに進行状況を表示するターミナルウィンドウが
表示されます。AWS DeepRacer デバイスは 10 秒後に自動的に更新プロセスを開始します。この段階
では、入力する必要はありません。

エラーが発生して、更新が失敗した場合、[Step 1] から手順を再開します。エラーメッセージの詳細
については、USBresult.log ドライブのデータパーティションで生成されたファイルを参照してく
ださい。

6. 更新が完了するまで待機してください。工場出荷時設定へのリセットが完了すると、ターミナルウィ
ンドウが自動的に閉じます。

7. デバイスがアップデートされた後は、コンピューティングモジュールから USB ドライブを切り離しま
す。これで、AWS DeepRacer デバイスを再起動またはシャットダウンできます。

8. 更新後、AWS DeepRacer デバイスは次のユーザー認証情報にデフォルト設定されます。初回ログイ
ン時にパスワードを変更するように求められます。

ユーザー:ディープレーサー

[Password] (パスワード)：deepracer
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材料とツール

AWS のフィジカルトラックを構築 
DeepRacer

このセクションでは、AWS DeepRacer モデルの物理的なトラックを構築する方法について説明しま
す。AWS DeepRacer を自動走行させ、強化学習モデルを物理的環境でテストするには、物理的なトラッ
クが必要です。トラックはトレーニングで使用されたシミュレートされたトラックに似ていて、デプロイ
された AWS DeepRacer モデルをトレーニングするのに使用された環境を複製したものす。

最良にするために、事前に印刷されたトラックとトラックバリアの使用をお勧めします。事前に印刷さ
れたトラックとバリアを使用すると、AWS DeepRacer トラック環境のセットアップと設置がスムーズに
なります。トラックをゼロから構築する代わりに、事前に印刷されたトラックとトラックバリアのセク
ションを組み立てます。イベントが終わったら、あらかじめ印刷されたトラックやバリアを分解して保管
し、future イベントに再利用できます。事前に印刷されたトラックやバリア、スペースの見積もりやその
他のイベント要件の詳細は、AWS DeepRacer Storefront で入手できます。

トピック
• マテリアルとビルドツールのトラッキング (p. 109)
• AWS への道を切り開く DeepRacer (p. 110)
• AWS DeepRacer トラックデザインテンプレート (p. 115)

マテリアルとビルドツールのトラッキング
トラックの構築を開始する前に、次のマテリアルとツールを用意してください。

トピック
• 必要になる可能性のある資料 (p. 109)
• 必要になる可能性のあるツール (p. 109)

必要になる可能性のある資料
トラックを構築するには、次のマテリアルが必要です。

• トラックの境界:

濃い色のトラック表面に対して約 2 インチ幅の白またはオフホワイト色のテープでトラックを作成でき
ます。濃い色の表面に、白またはオフホワイトのテープを使用します。たとえば、1.88 インチ幅の、
パールホワイトのダクトテープまたは 1.88 インチ (粘着性が少ない) のマスキングテープ。

• トラックの表面:

硬木、じゅうたん、コンクリート、またはアスファルトフェルトなどの濃い色の硬い床にトラックを作
成できます。後者は、最小限の反射で実世界の路面に似せて作られています。連動フォームまたはゴム
パッドも良い選択肢です。

必要になる可能性のあるツール
次のツールは、トラックの設計および構築に必要であるか、または役に立ちます。
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トラックを作成

• 巻き尺およびはさみ

適切な巻尺とはさみはトラックを構築するために不可欠です。お持ちでない場合は、巻尺はこちらでｊ
はさみはこちらで注文できます。

• オプションの設計ツール

独自のトラックを設計するには、分度器、定規ruler、鉛筆、ナイフおよびコンパスが必要です。

AWS への道を切り開く DeepRacer
トラックを構築する際は、直線またはシングルターンのトラックなどの単純なデザインから始めることを
お勧めします。次に、ループしたトラックに進むことができます。ここでは、例としてシングルターント
ラックを使用して、独自のトラックを作成するステップについて説明します。まずトラックの寸法要件を
見てみましょう。

トピック
• 寸法の要件 (p. 110)
• モデルパフォーマンスに関する考慮事項 (p. 112)
• トラックを構築する手順 (p. 112)

寸法の要件
次の要件を満たしていれば、任意の形状のトラックを作成できます。

• 最小回転半径:

カーブのトラックでは、回転半径 (r) は、円の中心から外側の境界までを下図に示すように、測定しま
す。
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寸法の要件

最小回転半径 (rmin) はコーナーでのトラック回転角度 (α) によって異なり、次の制限に準拠する必要が
あります。
• トラックの回転角度が α ≤ 90 degrees の場合は、

rmin ≥ 25 inches

30 インチをお勧めします。
• トラックの旋回角度が α > 90 degrees の場合は、α

rmin ≥ 30 inches.

35 インチをお勧めします。
• トラックの幅、

トラックの幅 (wtrack) には、次の制限に準拠する必要があります。

wtrack ≥ 24 ± 3 inches.
• トラック表面:

トラック表面は滑らかで均一な暗い色である必要があります。最小包含領域は、30 inches x 60 
inches にする必要があります。

カーペット敷きや木製の床が適切です。連動フォームまたはゴムパッドは木材よりもシミュレーション
環境としてマッチしますが、必須ではありません。コンクリートの床は、表面での光の反射が原因で問
題が発生する可能性があります。

• Track barrier (トラックの障壁)
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モデルパフォーマンスに関する考慮事項

必須ではありませんが、トラックは、高さ 2.5 フィート以上、トラックから 2 フィート以上離れていな
い、均一な色の障壁で囲むことをお勧めします。

モデルパフォーマンスに関する考慮事項
トラックの構築方法は、トレーニングされたモデルの信頼性と性能に影響を与える可能性があります。以
下は、独自のトラックを構築するときに考慮すべき要素です。

1. トラックの上や近くに白いオブジェクトを置かないでください。必要に応じて、トラックやその周辺
から白いオブジェクトを取り除いてください。これは、シミュレーション環境でのトレーニングでは
トラック境界のみだけが白であると想定しているためです。

2. トラックの境界線には、清潔で連続したテープを使用してください。トラックの境界線が破損したり
折れ曲がったりしていると、トレーニングを受けるモデルのパフォーマンスに影響を与える可能性が
あります。

3. トラックフロアとして反射面を使用しないでください。明るいライトからまぶしさを低減します。直
線のエッジからのまぶしさは、オブジェクトまたは境界として誤って解釈される可能性があります。

4. トラックライン以外のラインマークの付いたトラックフロアを使用しないでください。このモデル
は、トラックラインではないものをトラックの一部として解釈することがあります。

5. 背景オブジェクトから集中力をそぐものを減らすためにトラックの周りに障壁を置いてください。

トラックを構築する手順
例として、最も基本的なシングルターントラックを使用します。S カーブ、ループ、または AWS re: 
invent 2018 トラックなど、より複雑なトラックを作成するように指示を変更できます。

AWS DeepRacer シングルターントラックの構築

1. トラックの直線部分を作成するには、以下の手順に従って図を参照してください。

a. 床の上に長さ 60 インチのテープを配置して、最初の境界を一直線にします (1)。
b. 巻尺を使用して、2 番目の境界線の 2 つの端店、(2) と (3) を見つけます。最初の境界の両端から 

24 インチ離します。
c. 2 つの端点 (2) と (3) を接続するために、もう 1 の長さ 60 インチのテープを床に配置し、2 番目

の境界を敷きます。

112



AWS DeepRacer デベロッパーガイド
トラックを構築する手順

直線のトラックセグメントは、長さ 60 インチ、幅 24 インチです。寸法の要件を満たしている場合
は、スペースに合わせて長さと幅を調整できます。

2. トラックを 60 度の角度で回転させるには、次の手順を実行して図を参照してください。

a. 巻き尺を使用して、回転半径 (4-3 または 4-6) の中心 (4) を見つけます。テープで中心に印を付
けます。

b. 正三角形を描きます。3 辺が (3-4)、(4-6)、および (6-3)。

トラックに沿って 6 0度回転させるには、正三角形 (3-4-6) を使用して曲線トラックセグメント
の 2 つの最終端点 (5) と (6) の位置を決定します。別の角度のターンの場合は、分度器 (または分
度器アプリ) を使用して、曲線トラックセグメントの 2 つの最終端点 (5) と (6) を見つけることが
できます。ステップ 2 の最小回転半径の要件が満たされている限り、回転半径の変動は許容され
ます。
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トラックを構築する手順

c. たとえば、それぞれ 4 インチの小さなテープセグメントを床に配置し、曲線のボーダーセグメン
ト (7) と (8) を敷き、それらを直線の境界で接続します。2 つの曲線の境界線は平行である必要は
ありません。

3. 長さ 30 インチ、幅 24 インチの次の直線部分でトラックを拡張するには、次の手順に従います。

a. 長さ 30 インチのテープを床に置き、最初の境界線 (4-8) をエッジ (3-5) に対して垂直に配置しま
す。

b. 巻き尺を使用して、2 番目の枠線の終点 (9) を見つけます。お使いのスペースに合うように直線の
長さをカスタマイズすることができます。

c. もう一方の長さ 30 インチのテープを床に置き、2 番目の境界線 (5-9) をエッジ (3-5) に垂直に配
置します。
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トラックデザインテンプレート

2 番目の直線トラックセグメントは、長さ 30 インチ、幅 24 インチとします。寸法要件が満たされ、
寸法が他のトラックセグメントと一致している場合は、スペースに合わせて長さと幅を調整できま
す。

4. 必要に応じて、長さ 4 インチのテープセグメントを切断してから、テープセグメントをトラックの中
心に沿って 2 インチ離して配置し、破線の中心線を引きます。

これでシングルターントラックの構築は完了しました。走行可能なサーフェスと走行不可能なサーフェス
をよりよく区別できるようにするには、オフトラックサーフェスに、オントラックサーフェスの色とは十
分に対照的な色を塗る必要があります。安全性を確保するために、高さ 2.5 フィート以上、トラックから 
2 フィート離れた均一な色の障壁でトラックを囲んでください。

トラックをより複雑な形状 (p. 115)に拡張するための手順を適用できます。

AWS DeepRacer トラックデザインテンプレート
本校では、 DeepRacer 次のトラックデザインテンプレートは、以下で [指示 (p. 110)] により構築できる 
AWS トラックを示しています。

Note

このセクションには、あらかじめ印刷されたトラック用のテンプレートも掲載されています。事
前に印刷されたトラックの組み立ては、独自の材料でトラックを作成するよりも時間がかから
ず、簡単なプロセスです。事前に印刷されたトラックとバリアを使用することをお勧めします。
事前に印刷されたトラックを購入するには、「AWS DeepRacer Storefront」を参照してくださ
い。

すべてのトラックで同じ色の演出を再現するには、次の仕様を使用してください。

• 緑: PMS 3395C
• オレンジ: PMS 137
• 黒: PMS 432C
• 白: CMYK 0-0-2-9
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A to Z スピードウェイ (ベーシック) トラックテンプレート

これらのトラックの表面は、以下の材料でテストされています。

• ビニール

トラックは13オンスのスクリムビニールに印刷され、まぶしさを軽減するためにマット仕上げになって
います。ビニールは一般的にカーペットよりも安く、良好なパフォーマンスを提供します。ビニールは
カーペットほどの耐久性はありません。

• カーペット

トラックは8オンスの昇華型ポリエステル表面カーペットに印刷され、裏地はラテックスゴム加工されて
います。カーペットは耐久性があり、優れた性能を発揮しますが、高価です。

トラックはサイズが大きいため、1つの素材に簡単に印刷することはできません。マテリアルを接続する際
は、トラックラインを揃えてください。

トピック
• AWS DeepRacer A to Z スピードウェイ (ベーシック) トラックテンプレート  (p. 116)
• AWS DeepRacer スマイルスピードウェイ (中級) トラックテンプレート  (p. 117)
• AWS DeepRacer RL スピードウェイ (アドバンス) トラックテンプレート  (p. 118)
• AWS DeepRacer シングルターントラックテンプレート (p. 119)
• AWS DeepRacer S カーブトラックテンプレート (p. 120)
• AWS DeepRacer ループトラックテンプレート (p. 120)

AWS DeepRacer A to Z スピードウェイ (ベーシック) 
トラックテンプレート
AWS DeepRacer A to Z スピードウェイ (ベーシック) トラックは、AWS DeepRacer 史上最も人気のある
フィジカル競技トラックです。もともとAWS re: invent 2018 でリリースされたもので、AWS DeepRacer 
のフィジカル競技用トラックの中でフットプリントが最も小さいです。AWS DeepRacer ストアフロント
で事前に印刷して購入できます。

116

http://www.amazon.com/gp/browse.html?node=32957528011
http://www.amazon.com/gp/browse.html?node=32957528011


AWS DeepRacer デベロッパーガイド
AWS DeepRacer スマイルスピード
ウェイ (中級) トラックテンプレート

初心者イベントや初めてのレーサーにはこのトラックをお勧めします。さまざまなランとストレート
ウェイがあり、初めてのレーサーと経験豊富なレーサーの両方にとって魅力的なチャレンジです。AWS 
DeepRacer A to Z スピードウェイ (ベーシック) トラックは、コンソールで利用できる仮想トラックを 1:1 
で物理的に再現したものです。これにより、レーサーは仮想環境でモデルをトレーニングし、そのモデル
を物理的な AWS DeepRacer デバイスにデプロイして、物理トラックでの自律レースを行うことができま
す。

A to Z スピードウェイ (ベーシック) トラックを印刷または作成するには、この AWS DeepRacer A to Z ス
ピードウェイ (ベーシック) ファイルをダウンロードしてください。

AWS DeepRacer スマイルスピードウェイ (中級) ト
ラックテンプレート
AWS DeepRacer スマイルスピードウェイトラックは、もともとAWS DeepRacer チャンピオンシップ
2019トラックとしてリリースされました。AWS DeepRacer ストアフロントで事前に印刷して購入できま
す。
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RL スピードウェイ (アドバンス) トラックテンプレート

経験豊富なレーサーがいて、物理的なスペースが広いイベントには、この中級者向けトラックをお勧めし
ます。コンソールで利用できる仮想トラックを 1:1 で物理的に再現したものです。これにより、レーサー
は仮想環境でモデルをトレーニングし、そのモデルを物理的な AWS DeepRacer デバイスにデプロイし
て、物理トラックでの自律レースを行うことができます。

AWS DeepRacer Smile Speedway (中級) トラックを印刷または作成するには、この AWS DeepRacer 
Smile Speedway (中級) トラックファイルをダウンロードしてください。

AWS DeepRacer RL スピードウェイ (アドバンス) ト
ラックテンプレート
AWS DeepRacer RL スピードウェイ (アドバンス) トラック (別名 AWS DeepRacer サミットスピードウェ
イ) は、もともと 2022 年に AWS DeepRacer サミット用にリリースされ、AWS DeepRacer 史上最長の
フィジカルトラックです。AWS DeepRacer ストアフロントで事前に印刷して購入できます。
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シングルターントラックテンプレート

経験豊富なレーサーがいるイベントには、AWS DeepRacer RL Speedway (アドバンス) トラックをお勧
めします。ストレートで速く走るのが好きなレーサーにとって、これは魅力的なチャレンジです。AWS 
DeepRacer RL Speedway (アドバンス) トラックは、コンソールで利用できる仮想トラックを 1:1 で物理
的に再現したものです。これにより、レーサーは仮想環境でモデルをトレーニングし、そのモデルを物理
的な AWS DeepRacer デバイスにデプロイして、物理的なトラックでの自律レースを行うことができま
す。

独自のAWS RL Speedway (上級) トラックを印刷または作成するには、この AWS DeepRacer RL 
Speedway (上級) トラックファイルをダウンロードしてください。

AWS DeepRacer シングルターントラックテンプレー
ト
この基本的なトラックテンプレートは、曲線トラックセグメントによって接続された 2 つの直線トラック
セグメントで構成されています。このトラックでトレーニングされたモデルは、AWS DeepRacer 車両を
直線で走行するか、または一方向に曲がるように走行します。
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S カーブトラックテンプレート

AWS DeepRacer S カーブトラックテンプレート
モデルは 2 方向にターンするように学習する必要があるため、このトラックはシングルターントラックよ
りも複雑です。簡単に最初のターンの後に反対方向に向きを変えることによってこのトラックにシングル
ターントラック建設手順を簡単に拡張できます。

AWS DeepRacer ループトラックテンプレート
この通常のループトラックは、90 度のシングルターントラックを繰り返します。トラック全体を敷設する
には、より大きな囲いエリアが必要です。
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ループトラックテンプレート
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レースイベントの種類 

AWS DeepRacer レースに参加しま
す。

シミュレーションでモデルのトレーニングと評価を完了したら、レースに参加して、モデルのパフォーマ
ンスを他のレーサーのモデルと比較しましょう。レースは、モデルに関するフィードバックを受け、賞
と賞品を獲得し、他の AWS コミュニティの他のメンバーと交流して、賞と賞と賞品を獲得し、その他の 
AWS DeepRacer コミュニティの他のメンバーと交流して、賞と賞と賞と賞品を獲得し、賞と賞と賞と賞
品を獲得し、賞と賞と賞品を獲得し、、、、

レースは対面でもオンライン（バーチャル）でも可能で、バーチャルレースは同期的な [LIVE] レース、も
しくは非同期的な [クラシック] にフォーマットできます。LIVE およびクラシックバーチャルレースは、個
人的にあるいは公的に配信できます。

このセクションでは AWS DeepRacer League のバーチャルサーキット、もしくはコミュニティベースの
バーチャルレースに参加する方法およびフォーマットに関する様々な選択肢について説明します。

AWS DeepRacer レースイベントタイプ
イベントは、スポンサーまたは主催者によって分類できます。AWS DeepRacer League のレースとコミュ
ニティ型のレースイベントは両方とも、実際のトラック上で行われる対面でのレース、またはバーチャル
のトラック上のオンラインのレースとして開催できます。

• AWS-主催のレースイベント —AWS が主催するレースイベントは AWS DeepRacer League イベントと
呼ばれ、すべての AWS DeepRacer ユーザーが参加できます。初めてのレーサーは、毎月のバーチャル
レースに参加することでリーグ戦を始めることができます。レーサーがモデルをレースに提出すると、
ポイントを獲得し、全国および地域のシーズン順位を受け取ります。

• [コミュニティ主催のレースイベント]-AWS DeepRacer ユーザーが作成したレースイベントは、コミュ
ニティレースイベントと呼ばれます。

AWSオンライン主催またはコミュニティ主催の
レースへの参加

AWS DeepRacer コンソールを使用して、AWS DeepRacer League のバーチャルサーキット、もしくはコ
ミュニティベースのオンラインレースに参加できます。

• AWS DeepRacer ユーザーなら誰でも AWS DeepRacer リーグバーチャルサーキットのオンラインレー
スに参加できます。

• コミュニティの仮想レースイベントには、招待されたユーザーだけがアクセスまたは参加できます。
ユーザーは、レース主催者から送信された招待リンクを受信するか、または他のレース参加者によって
転送された招待リンクを受信したときに招待されます。

トピック

• the section called “ バーチャルサーキットレースに参加します。” (p. 123)
• the section called “ コミュニティレースに参加します。” (p. 123)
• the section called “ LIVE レースに参加します。” (p. 130)
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バーチャルサーキットレースに参加します。

• the section called “レーシングイベント用語” (p. 6)

AWS DeepRacer League のバーチャルサーキット
レースに参加します。

このセクションでは、AWS DeepRacer コンソールを使用してトレーニング済みのモデルを、バーチャル
サーキットレースに登録する方法について学びます。

AWS DeepRacer League バーチャルサーキットに参加する方法

1. AWS DeepRacer コンソールにサインインします。
2. メインのナビゲーションペインから、[AWSバーチャルサーキット] を選択します。
3. 「AWSバーチャルサーキット」ページの「オープンレース」セクションで、「レースに参加する」を

選択します。
4. AWS League のレースに初めて出場する場合、[AWS DeepRacer League レーサー名] の中の 

DeepRacer [Racer name] でエイリアスを登録してください。
5. [Choose model] の中の [Model] リスト内から、使用したいモデルを選択します。自分のモデルがト

ラックの形状に対応できるようにトレーニングされていることを確認します。
6. AWS DeepRacer League イベントに初めて参加する場合、[League 要件] の中の [League] の中の 

[League] の中の [League] でイベントに初めて参加する場合、[League] の中の [L お住まいの国を選択
して最初のモデルを提出すると、そのモデルはレースシーズンにロックされ、賞品が授与された時点
で確認されます。次に、チェックボックスを選択して利用規約に同意します。

7. 「レースに参加」 を選択して提出を完了します。各レースの提出枠は50です。

モデルの提出後、AWS DeepRacer コンソールが評価を開始します。このプロセスには最大 10 分かか
ることがあります。

8. レースのページで、詳細を確認します。
9. レースのページで、自分のレーサー名の下に申請状況を確認します。
10. レースのページでリーダーボードのランキングを参照し、自分のモデルが他のモデルと比べてどの位

置にいるかを確認します。

モデルが 3 回連続してトラックを完走しなかった場合、モデルはリーダーボードのランキングリスト
に表示されません。リーダーボードのランキングには、一番高い成績の提出が反映されます。また、
国や地域のシーズン順位も表示され、自分の国や地域の他のレーサーの中で自分がどの位にランクさ
れているかを判断できます。

モデルを送信したら、報酬機能を改善し、モデルを反復してパフォーマンスを向上させてください。
別のアルゴリズムまたはアクションスペースで新しいモデルをトレーニングすることもできます。学
び、調整し、再度レースして、報酬を得るチャンスを増やしましょう。

AWS DeepRacer コミュニティレースに参加する方
法

Note

AWS DeepRacer コミュニティレースに参加するには、まず主催者からレースへのリンクを受け
取る必要があります。

AWS DeepRacer レースに参加するための招待を受け取ったら、そのレースが [LIVE] もしくは [クラシッ
ク] タイプかを確認します。
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レース参加者として AWS DeepRacer 

コミュニティレースに参加する 

クラシックレース

クラシックレースは、リアルタイムの対応を必要としない非同期型イベントです。招待リンクを使用
すると、レースにモデルを提出してリーダーボードを閲覧することが可能になります。レースの開催
期間内であればいつでも無制限にモデルを送信して、リーダーボードの首位獲得を目指すことができ
ます。送信されたモデルのクラシックレースの結果と映像は、リーダーボードのページでレース開始
直後から確認できます。クラシックレースはすべてプライベートイベントです。

ライブレース

ライブレースは、他のレーサーとオンラインで集まり、リーダーボードで最速タイムを競うリアルタ
イムのレースイベントです。複数のモデルをエントリーさせる事が可能ですが、提出期間が終わる前
に最後に送信したモデルのみが使用されます。レース中は、インタラクティブなスピードコントロー
ルを試すことができます。これによりモデルの速度パラメータを一時的に上書きして、戦略的なリア
ルタイムの調整が可能となります。ライブレースは、招待されたレーサーの間で個人的に放送するこ
とも、だれでも視聴できるように公開することもできます。

招待状に競技形式が指定されていない場合は、レースカードを確認してください。ライブレースでは 
[LIVE] と記載され、同期しているイベントの日時が表示されます。クラシックレースでは、非同期競技の
日程が表示されます。

レース参加者として AWS DeepRacer コミュニティ
レースに参加する
AWS初めて参加する方で、AWS DeepRacer コミュニティレースへの招待状を受け取った場合は、[新しい
ユーザーとして参加するには] の手順に従ってください。活動中のコミュニティレースに招待され、過去に 
AWS DeepRacer レースに参加したことがある場合は、協議形式に合わせて [クラシックレースに参加する
には] もしくは [LIVEレースに参加するには] の手順に従います。

新しいユーザーとして参加するには

AWSAWS DeepRacer コミュニティレースを初めて利用する方で、招待メールが届いた場合は、リンクを
選択してAWS DeepRacer コンソールに移動し、AWSアカウントに登録してから、レースに参加してくだ
さい。
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レース参加者として AWS DeepRacer 

コミュニティレースに参加する 

AWS DeepRacer の新規ユーザー、または AWS DeepRacer レースへの初めての参加者は、手順に従い 
AWS DeepRacer コンソール内のコミュニティレースに参加します。

新しいユーザーとして参加するには

1. AWSAWS DeepRacer コンソールでアカウントを作成します。
2. 登録とログインが完了後、レース主催者から届いているリンクを選択してレースのページを開きま

す。
3. [AWS DeepRacer レーサー名] の作成を求めるプロンプトが表示されたら、すべての AWS DeepRacer 

リーダーボードで、識別するために使用する名前を入力します。一度レーサー名を選択すると、変更
することはできません。

4. レースの詳細ページで、[レースを開始する] を展開します。
5. 自動運転のために AWS DeepRacer モデルのトレーニングの簡単な紹介を受けるには、[Get started 

with RL] を選択します。
6. AWS DeepRacer コンソールの中のレース用にモデルをトレーニングし、評価します。

モデルのトレーニングの詳細については、はじめての AWS DeepRacer モデルのトレーニング  (p. 15)
を参照してください。

7. [コミュニティレース] に移動します。
8. 招待されたレースを見つけます。レースカード上の、[レースに入る] を選択します。
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レース参加者として AWS DeepRacer 

コミュニティレースに参加する 

9. 自分のレースの競技形式に合わせて、 [クラシックレースに参加する] もしくは [LIVEレースに参加す
る] の手順に従います。

クラシックレースに参加する方法

1. レース主催者から受け取ったリンクを選択します。[AWS DeepRacer コンソール] でまだお客様のア
カウントにサインインしていない場合は、サインインが要求されます。

2. AWS DeepRacer コンソールにサインインすると、リンクからレースページに移動します。レース
ページにはレースの詳細、リーダーボード、およびあなたのレーサーの情報が表示されます。[Enter 
Race] を選択します。
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レース参加者として AWS DeepRacer 

コミュニティレースに参加する 

3. レースに参加するページ内で、[モデルの選択] からトレーニング済みモデルを選択し、[Enter race] を
選択します。

4. モデルがレース基準に照らして正常に評価された場合は、イベントのリーダーボードを見て、他の参
加者に対して自分のモデルがどのようにランク付けされるかを確認してください。
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レース参加者として AWS DeepRacer 

コミュニティレースに参加する 

5. 必要に応じて、[Watch] を選択し、自分の車両のパフォーマンスのビデオを見るか、[Download 
evaluation logs] をクリックして、生成された実績を詳しく確認します。

6. [Race again] を選択して、別のモデルを登録します。レースの開催期間内であればいつでも無制限に
モデルを送信して、リーダーボードの首位獲得を目指すことができます。

LIVE レースに参加するには

1. レース主催者から受け取ったリンクを選択します。[AWS DeepRacer コンソール] でまだお客様のア
カウントにサインインしていない場合は、サインインが要求されます。

2. AWS DeepRacer コンソールにサインインすると、リンクからレースページに移動します。レース
ページにはレースの詳細とリーダーボードが表示されます。[Enter Race] を選択します。
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レース参加者として AWS DeepRacer 

コミュニティレースに参加する 

3. レースに参加するページ内で、[モデルの選択] からトレーニング済みモデルを選択し、[Enter race] を
選択します。
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LIVE レースに参加します。

4. モデルがレース基準に照らして正常に評価された場合は、イベントのリーダーボードを見て、他の参
加者に対して自分のモデルがどのようにランク付けされるかを確認してください。

5. オプションとして、LIVE レースの場合は [カレンダー] をクリックして、LIVE レースイベントをカレ
ンダーに追加します。

6. [Race again] を選択して、別のモデルを入力します。複数のモデルをエントリーさせる事が可能です
が、提出期間が終わる前に最後に送信したモデルのみが使用されます。

AWS DeepRacer LIVE レースに参加します。
Note

LIVE レーススタート時間の少なくとも1時間前にモデルを送信してください。複数のモデルをエ
ントリーさせる事が可能ですが、提出期間が終わる前に最後に送信したモデルのみが使用されま
す。

開始する前に

• Chrome または Firefox のブラウザを使用してください (ブラウザが最新であることを確認してくださ
い)。

• 仮想プライベートネットワーク (VPN) を使用している場合、これを切断してください。
• 追加のタブをすべて閉じます。
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LIVE レースに参加します。

LIVE レースに参加する方法

1. AWS DeepRacer コンソールにサインインします。
2. モデルをまだ送信していない場合は、参加したいレースのレースカードを見つけて、[Go to LIVE 

race] を選択します。

3. レースページで、「レースに参加する」を選択します。
4. レースに参加するページ内で、[モデルの選択] で、ドロップダウンメニューから送信するモデルを選

択し、[Enter race] を選択します。
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LIVE レースに参加します。

5. レースページで、「ライブレースに移動」を選択します。
6. ライブレースのページで、待機メッセージが表示されます。レース主催者から提供されたカンファレ

ンスブリッジに移動します。

7. レース主催者に話しかけると、レースのルールを確認し、質問に答えてくれます。
8. リーダーボードの下の COMING UP というセクションでライブレースの開始時間をチェックし、レー

ス主催者が出番を発表するまでに準備を整えてください。
9. あなたの順番が来ると、10、9、8、7、6... レース主催者がレースを開始すると、コンソールでカウン

トダウンがアニメーション化されます。さあ、行こう！ オプションの Speed コントロールにアクセ
スできます。モデルのスピードを上下する重要な瞬間を選択するには 速度コントロール機能を操作す
るには、次の 3 つの方法があります。

a. コンピュータのマウスでスライダーをドラッグします。
b. またはコンソールで </> 矢印ボタンを選択します。
c. スライダーノブを選択してスライダーを有効にし、# と # のキーボードの矢印キーを使用しま

す。
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LIVE レースに参加します。

10. モデルの速度パラメータの使用に戻るには、レーサーは乗数を 1 にリセットします。
11. レース中に、ライブレースのビデオオーバーレイをチェックして、パフォーマンスを最適化してくだ

さい。トラックマップオーバーレイは、あなたのペースに応じて色が変わる3つのセクターに分かれ
ています。緑は、レーサーが個人ベストを記録したセクションを示し、黄色はセクタードが最も遅い
箇所を示し、紫はセッションベストの記録を表します。レーサーは、ベストラップタイム、残り時間
（m/s）、リセット、現在のラップタイムを詳述した統計情報も検索します。

12. コンソールにチェッカーフラッグのアイコンが表示されたら、レースが終了します。スピードコント
ロールが無効になり、ビデオ画面でレースのリプレイが開始されます。単独のベストラップタイムが
リーダーボードにランク付けされます。
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レースクイックスタートを作成

AWS DeepRacer コミュニティレー
スを開催

コミュニティレースとは、公式にスポンサーをしていない AWS DeepRacer AWS ユーザーが主催する
レースのことです。

レース招待リンクを共有して同僚やクラスメート、友人を招待することができます。

学生向けのレースを開催する場合は、を参照してくださいAWS DeepRacer 学生向け教育ツー
ル (p. 172)。

トピック

• the section called “レースクイックスタートを作成” (p. 134)
• the section called “レースをカスタマイズ” (p. 137)
• the section called “LIVE レースで走らせる” (p. 143)
• the section called “レースの管理” (p. 152)
• the section called “レーシングイベント用語” (p. 6)

バーチャルコミュニティレースの作成:クイックス
タートガイド

デフォルトのコミュニティレースの設定を使用して、バーチャルレースをすばやくセットアップで
きます。すべてのオプションについて学ぶ準備ができたら、the section called “レースをカスタマイ
ズ” (p. 137) を参照してください。

バーチャルレースを作成する前に、Classic または LIVE レースがグループに最適であるかどうか、そして
ライブレースを選択した場合、プライベートまたはパブリックにシェアするかどうかを決めて下さい。

クラシックレース

クラシックレースは、リアルタイムの対応を必要としない非同期型イベントです。レースにモデルを
提出し、リーダーボードを表示するには、参加者は招待リンクを受け取る必要があります。レーサー
は、日付範囲内でいつでも無制限のモデルを提出して、リーダーボードを登ることができます。速
度コントロールは使用できません。提出されたモデルのクラシックレースの結果と映像は、リーダー
ボードのページでレース開始直後から確認できます。クラシックレースはすべてプライベートイベン
トです。

LIVE レース

LIVE レースは、1つのプライベートビデオ会議を容易にする1人のレース主催者による小規模なイベ
ントから、主催者、コメンテーター、放送局の小規模なチームが公的に放送する大規模なイベントま
での範囲で行われる、設定された時間に行われるシンクロナイベントです。モデル提出のドアはい
つでも開閉できるので、レーサーに期限を知らせてください。参加者は複数のモデルを申告できます
が、ドアを閉める前に最後に申告したモデルのみレース二酸化出来ます。レースの実況中、キューに
入っている参加者は、インタラクティブなスピードコントロールを使用して、自分の順番のときにモ
デルの競争力を高めることができます。LIVE レースの参加者は、レースにモデルを提出するための
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招待リンクも受け取らなければなりませんが、イベントを招待された参加者のみに非公開に放送する
か、Twitchなどの LIVE ストリーミングサービスを使って公開するかを選択できます。詳細について
は、the section called “LIVE レースを放送する” (p. 148) を参照してください。

コミュニティレースの作成を開始するには

1. AWS DeepRacer コンソールを開きます。
2. コミュニティレースを選択します。
3. Community races (コミュニティレース) で、[Create race (レースを作成)] を選択します。

4. 「レースの詳細」ページで、Classic race 競技形式を選択します。これにより、設定した時間内にゲ
ストが独自のスケジュールで参加できるようになります。あるいは LIVE レースで、リアルタイムイ
ベントとして非公開または公開で放送できます。

クラシックレースの作成を続ける方法
1. レースタイプを選択します。レースタイプは、タイムトライアルからオブジェクト回避、ead-to-botH

まで複雑になります。初めてのレーサーはオススメ、タイムトライアル  。タイムトライアルレースで
は、カメラが 1 台しか必要ないためセンサー構成が簡単になり、このタイプのレース用にトレーニン
グされた強化学習（RL）モデルはより迅速に行われます。レースの詳細については、「タイムトライ
アル、オブジェクト回避、およびヘッドツーボットレースのための AWS DeepRacer トレーニングを
調整する (p. 31)」を参照してください。

2. レースには、オリジナルでわかりやすい名前を入力します。
3. イベントの開始日時を 24 時間形式で指定します。AWS DeepRacer コンソールは、タイムゾーンを自

動的に認識します。クラシックレースの場合は、終了日時も入力します。LIVE レースのデフォルト期
間は 4 時間です。より長いレースをスケジュールするには、カスタマーサポートにお問い合わせくだ
さい。LIVE レース が早期に終了した場合、実行するアクションはありません。

4. デフォルトのレース設定を使用するには、[次へ] を選択してください 。
5. レースの詳細 を確認する には、 レースの詳細 ページで、レースの仕様を確認してください。設定を

変更するには、「レースの詳細」ページで、[編集] または [戻る] に戻ります。招待リンクを取得する
準備ができたら、[SUBMIT] を選びます。

6. レースを共有するには、モーダルで [招待リンクのコピー] を選択し、メール、テキストメッセージ、
お気に入りのソーシャルメディアアプリケーションにペーストします。クラシックレースは全て非公
開であり、招待リンクのあるレーサーのみ見ることができます。リンクはレースの終了日に期限切れ
になります。
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7. [Done] (完了) を選択します。「レースを管理する」ページが表示されます。
8. クラシックレースのタイムフレームが近づいたら、レーサー でリーダーボードの詳細ページで、誰が

モデルに参入したのか、誰がまだそうする必要があるのかをメモしておきましょう。

クラシックレースの作成を続ける方法
1. レースタイプを選択します。レースタイプは、タイムトライアルからオブジェクト回避、ead-to-botH

まで複雑になります。初めてのレーサーはオススメ、タイムトライアル  。タイムトライアルレースで
は、カメラが 1 台しか必要ないためセンサー構成が簡単になり、このタイプのレース用にトレーニン
グされた強化学習（RL）モデルはより迅速に行われます。レースの詳細については、「タイムトライ
アル、オブジェクト回避、およびヘッドツーボットレースのための AWS DeepRacer トレーニングを
調整する (p. 31)」を参照してください。

2. レースには、オリジナルでわかりやすい名前を入力します。
3. イベントの開始日時を 24 時間形式で指定します。AWS DeepRacer コンソールは、タイムゾーンを自

動的に認識します。クラシックレースの場合は、終了日時も入力します。LIVE レースのデフォルト期
間は 4 時間です。より長いレースをスケジュールするには、カスタマーサポートにお問い合わせくだ
さい。LIVE レース が早期に終了した場合、実行するアクションはありません。

4. デフォルトのレース設定を使用するには、[次へ] を選択してください 。
5. レースの詳細 を確認する には、 レースの詳細 ページで、レースの仕様を確認してください。設定を

変更するには、「レースの詳細」ページで、[編集] または [戻る] に戻ります。招待リンクを取得する
準備ができたら、[SUBMIT] を選択します 。

6. <Your Race Name>ページの「招待」タブを選択し、レースをシェアしてください。
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7. 招待の詳細で招待リンクの [Copy] を選択し、メール、テキストメッセージ、お気に入りのソーシャル
メディアアプリケーションにペーストします。

8. 必要に応じて、推奨メールテンプレートの横にある [コピー] を選択します。賞品、モデル提出時間
枠、そしてレーサーが出会ってレースの準備をする会議ブリッジのリンクを記入してください。

LIVE レースは非公開であり、公開放送を選択しない限り、招待リンクのあるレーサーのみ見ることが
できます。詳細については、「the section called “LIVE レースを放送する” (p. 148)」を参照してく
ださい。リンクは、レース終了日の午前 12:00 に期限切れになります。

9. [詳細] タブを選択します。
10. 「レースの詳細」で、LIVE レースを放送するためのオプションに注意してください。レースを公開す

るか非公開かを決定したら、AWS DeepRacer League チームが作成したプレイブックを使用して開始
してください。[ブロードキャストの表示] ボタンを使用すると、LIVE レースイベントページが表示さ
れ、コメンテーターストリームのカットアウトを含むブランドグラフィックオーバーレイで使用でき
ます。

11. LIVE レースの日程が近づいたら、「<Your Race Name>」のページの [招待] タブで、誰がモデルに参
入したのか、誰がまだそうする必要があるのかを書き留めておいてください。

選択したレーストラックを変更するには、コミュニティレースの管理 (p. 152)のレースの詳細の編集で、
レースの説明を追加し、ランキング方法を選択し、レーサーが許可されるリセットの数を決定し、RLモデ
ルが自分のレースの資格を得るために完了しなければならない最小ラップ数を決定し、トラック外ペナル
ティを設定し、その他のレースの詳細をカスタマイズしてください。

レースをカスタマイズ
グループに合わせたレースを作成するには、「レースの詳細」ページの [レースのカスタマイズ] で作成し
ます。タイムトライアルレースの設定は、 head-to-bot オブジェクト回避とレースにも適用されますが、 
head-to-bot オブジェクト回避とレースタイプには、イベントゴールに合わせて特別に調整されたレース環
境を作成するためのコントロールを提供する追加設定があります。

レースをカスタマイズするには

1. AWS DeepRacer コンソールを開きます。
2. コミュニティレースを選択します。
3. Community races (コミュニティレース) で、[Create race (レースを作成)] を選択します。
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4. 「レースの詳細」ページで、Classic race 競技形式を選択します。これにより、設定した時間内にゲ
ストが独自のスケジュールで参加できるようになります。あるいは LIVE レースで、リアルタイムイ
ベントとして非公開または公開で放送できます。

5. コンペティション形式の選択に基づいて、the section called “レースクイックスタートを作
成” (p. 134) でクラシックレースの作成を続けるか、LIVE レースの作成を続ける場合は、手順 1～3 
に従ってください。

6. お客様のレース日を選んだ後、レースのカスタマイズ を展開します。

7. 競技トラックを選択します。人気: 最大から最小へ / 最小から最大へ 、難易度: 最大から最小から最大
へ、および長さ: 最長から最短へ / 最短から最長へ で、トラックを並べ替えることができます。各カ
テゴリのトラックをすべて表示するには、[レーストラックのオプションをもっと見る方法]を選択しま
す 。展開されたメニューを閉じるには、[レーストラックオプションの数を減らす] を選択します。

8. 必要に応じて、参加者のイベントの目標とルールを要約したレースの説明を作成します。LIVE レー
スの場合は、イベントのビデオ会議または LIVE ストリームのリンクを追加します。説明はリーダー
ボードの詳細に表示されます。

9. クラシックレースのランキング方法では、勝者が最速ラップを投稿するレーサーならばベストラップ
タイムから選みます。平均時間を選ぶと、イベントの時間枠内に複数回の試行の後、平均時間が最も
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良いレーサーになります。あるいは Total Time を選ぶと、勝者は総合平均が最速のレーサーになりま
す。すべてのLIVE レースのリーダーボードの順位はベストラップタイムでランク付けされるため、こ
のフィールドは表示されません。

10. クラシックレースの場合は、最小ラップの値を選択します。これはレースのリーダーボードに結果を
提出するためにレーサーが完了しなければならない連続ラップ数になります。初心者のレースでは、
小さめの数を選びます。上級ユーザーの場合は、大きめの数を使用します。このカスタマイズでは、
デフォルトが 1 ラップであるため、LIVE レースでは利用できません。

11. 場外ペナルティを使用する場合、RL モデルがトラックから外れる時には、レーサーの時間に加算する
秒数を選択します。

12. これで、タイムトライアルレースのすべてのカスタマイズオプションが完了しました。タイムトラ
イアルレースフォーマットを選択した場合、[Next] をクリックして、レースの詳細を確認します。オ
ブジェクト回避または (p. 139) Head-to-bot (p. 141) レース形式を選択した場合、適切な手順に進
み、レースのカスタマイズを完了してください。

13. 「レースの詳細を確認する」ページで、レースの仕様を確認してください。設定を変更するには、
「レースの詳細」ページで [編集 ] または [戻る] を選択します。招待リンクを取得する準備ができた
ら、[SUBMIT] を選びます。

14. レースを共有するには、モーダルで [招待リンクのコピー] をコピーし、メール、テキストメッセー
ジ、お気に入りのソーシャルメディアアプリケーションにペーストします。「<Your Race Name>」
ページで、招待タブを選んでお客様のレースをシェアします。リンクはレースの終了日に期限切れに
なります。

15. [Done] (完了) を選択します。「レースを管理する」ページが表示されます。

メールテンプレートを使用して新しいレーサーを招待する方法、レースからレーサーを削除する方法、
レーサーのモデル提出状況を確認する方法については、「コミュニティレースの管理 (p. 152)」を参照し
てください。

オブジェクト回避レースのカスタマイズを完了するには

1. 衝突ペナルティを使用するには、オブジェクトまたはボットと衝突するレーサーの時間に加算される
秒数を選択します。秒数が多いほど、チャレンジは大きくなります。
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2. オブジェクトの数を使用するには、レーサーがトラック上で回避しなければならない障害物の数を選
択します。オブジェクトが多いほど、レースは難しくなります。

3. レーストラックにランダムなオブジェクトを追加し、レーサーごとに異なる場所に配置するには、[ラ
ンダムオブジェクトを含める] を選択します。これは、レーストラック上の予期しないオブジェクトの
ようなランダムなイベントによく一般化するRLモデルを作成するためにより長い時間のトレーニング
と報酬関数の試行錯誤が必要になるため、参加者にとってより困難になりです。

4. レーン番号またはレーンの配置のためのオブジェクトの位置を選択して、オブジェクトを配置する場
所を選択します。トラックは中央線で半分に分割され、内側と外側の車線が作成されます。オブジェ
クトを内側または外側の車線のいずれかに配置できます。
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5. オブジェクトごとに、開始から終了までの位置 (%)の値を選択します。この数字は、オブジェクトを
配置するトラックの開始ラインとフィニッシュラインの間の位置をパーセンテージで表しています。

6. これで、オブジェクト障害レース特有の構成オプションが完了しました。。[Next] (次へ) を選択しま
す。

7. 「レースの詳細を確認する」ページで、レースの仕様を確認してください。設定を変更するには、
「レースの詳細」ページで [編集 ] または [戻る] を選択します。招待リンクを取得する準備ができた
ら、[SUBMIT] を選びます。

8. レースを共有するには、[招待リンクのコピー] を選択し、メール、テキストメッセージ、お気に入り
のソーシャルメディアアプリケーションにペーストします。クラシックレースは全て非公開であり、
招待リンクのあるレーサーのみ見ることができます。リンクはレースの終了日に期限切れになりま
す。

9. [Done] (完了) を選択します。「レースを管理する」ページが表示されます。

レースでできることの詳細については、「コミュニティレースの管理 (p. 152)」を参照してください。

head-to-bot レースのカスタマイズを完了するには

1. ボット車の数では、参加者の AWS DeepRacer RL モデルと競合する車の数を選択します。ボット車
はビデオゲームの AI 車両に似ています。それらは移動するランダムなオブジェクトであるため、静止
したオブジェクトからの複雑さのステップアップです。トラック上のボットが多いほど、レースに挑
戦的になります。6 つまで選択してください。
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2. ボット車の速度を使用する場合、ボット車がトラック内を移動する速度を選択します。速度はメート
ル/秒で測定されます。速度は 0.2-6 メートル/秒でなければなりません。

3. ボットがレーンの変更を許可し、レーサーの AWS DeepRacer RL モデルの課題をさらに複雑にした
い場合は、[レーン変更を有効にする] を選択して下さい。

4. 最小車線変更時間を使用する場合、ボット車がレーンを変更するインスタンス間を通過する最小秒数
を選択します。

5. 最小車線変更時間を使用する場合、ボット車がレーンを変更するインスタンス間を通過する最小秒数
を選択します。

6. これで、 head-to-bot レース特有の構成オプションが完了しました。[Next] (次へ) を選択します。
7. 「レースの詳細を確認する」ページで、レースの仕様を確認してください。設定を変更するには、

「レースの詳細」ページで [編集 ] または [戻る] を選択します。招待リンクを取得する準備ができた
ら、[SUBMIT] を選びます。

8. レースを共有するには、[招待リンクのコピー] を選択し、メール、テキストメッセージ、お気に入り
のソーシャルメディアアプリケーションにペーストします。クラシックレースは全て非公開であり、
招待リンクのあるレーサーのみ見ることができます。リンクはレースの終了日に期限切れになりま
す。

9. [Done] (完了) を選択します。「レースを管理する」ページが表示されます。

レースでできることの詳細については、「コミュニティレースの管理 (p. 152)」を参照してください。
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AWS DeepRacer コミュニティレースに参加するに
は

LIVE レースを作ってレーサーを招待しました。the section called “LIVE レースを放送する” (p. 148) から
の支援を受けて、イベントを非公開に放送するか、公開するかを決定しました。キューを管理し、レース
シミュレータを設定し、レーサーを起動する方法を学びます。

開始する前に

• Chrome または Firefox のブラウザを使用してください (ブラウザが最新であることを確認してくださ
い)。

• 仮想プライベートネットワーク (VPN) を使用している場合、これを切断します。
• 追加のタブをすべて閉じます。

LIVE バーチャルレースを実行するには

1. 「コミュニティレース」ページで、モデレートしたいレースのレースカードを見つけ、レースを見る
ために[今すぐ参加] を選択します。

2. レースオーガナイザーコントロールパネルの下の「LIVE:<Your Race Name>」ページで、[シミュレー
タの起動]を選択します。このボタンは、レース開始時間の 1 時間前に使用可能になります。[レース
オーガナイザー] コントロールパネルのこのセクションを非表示にするには、LIVE レースシミュレー
ターを起動するヘッダーを選んでください。

3. やってくるで、提出を閉じるためにモデルエントリが開いているをオフに切り替えて下さい。これに
より、モデルの提出が閉じ、トグルの下に編集可能なレーサーキューが作成されます。トグルがオフ
になるまで、レーサーを起動することはできません。
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4. 作成したビデオ会議を開き、レーサーを集めてください。
5. レーサーロールコールを開始します。

a. レーサーに確認して、はっきり聞こえるようにしましょう。
b. まず動画を使って自己紹介してください。帯域幅を最適化するために、後でシャットダウンする

ことをお勧めします。
c. 通話中の人のリストが、グループ内のレーサーのリストと一致していることを確認してくださ

い。
6. モデルロールコールを開始します。

a. レーサーキュー内のエイリアスのリストがレーサーのエイリアスのリストと一致し、赤でハイラ
イトされていないことを確認します。これは、モデルが正常に送信されなかったことを意味して
います。

b. レーサーにチェックインして、モデルの提出に問題がないか確認してください。
7. レースのスケジュールとルールを確認します。レーサーに自分の順番でレースをしなければならない

時間を伝え、リーダーボードの順位はその時間枠内の最速ラップによって決まるということを思い出
させてください。

8. レース中にのみレーサーが見える速度制御機能を使用すると、スピードコントロールスライダーを使
用して手動で最高速度を設定できることを説明してください。これにより、モデルの速度パラメータ
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は一時的に上書きされますが、ステアリング角度は上書きされません。モデルはまだ操縦しますが、
レーサーは速度を乗じて車の速度を増減するキーモーメントを選択できるようになりました。モデル
の速度パラメータの使用に戻るには、レーサーは乗数を 1 にリセットします。スピードコントロール
スライダーはアクセルペダルではなく、戦略的なリアルタイム調整の機会であることをレーサーに思
い出させてください。

9. 次に、レースウィンドウのビデオオーバーレイには、レーサーのパフォーマンスを最適化するのに役
立つ情報が含まれていることを説明します。トラックマップオーバーレイは、レーサーのペースに応
じて色が変わる 3 つのセクターに分かれています。緑は、レーサーが個人ベストをクロックしたタッ
クのセクションを示し、黄色はセクタードが最も遅いことを示し、紫はセッションベストを表しま
す。レーサーは、ベストラップタイム、残り時間（m/s）、リセット、現在のラップタイムを詳述し
た統計情報も見ます。

10. レーサーの質問に答える。
11. オプションとして、[COMNG UP] で [編集] を選択してレーサー名を拾い、ドロップしてレースキュー

を並べ替えます。
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12. レーサーキューに変更を加えた場合は、編集内容を保持するために [保存] を選択するか捨てるには 
[キャンセル] を選びます。
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13. キューの最初のレーサーを起動します。

a. 手動で各レーサーを起動するには、トップレーサーキュー名の横に表示される [起動する] ボタン
を押します。各レーサーの順番では、10、9、8、7、6... 起動後、コンソールでカウントダウンが
アニメーション化されます。

b. さあ、行こう！ リアルタイムで評価される間、モデルは、選択した時間だけ実行されます。
c. レース途中で故障したモデルの場合、レーサーの再起動が必要となる時には、[レーサー] キュー

内のエイリアスの横にある [起動する] ボタンをクリックして再起動します。
d. 現在のレーサーが終了する約 2 分前に、会議ブリッジを通ってキュー内の次の 2 人のレーサーに

連絡し、レースの準備が整っていることを確認します。
e. 現在のレーサーが終了する 30 秒前に、次のレーサーに 30 秒の警告を出します。
f. 現在のレーサーが終了したことを確認したらすぐに次のレーサーを起動してください。レースの

終わりは、コンソールのチェッカーフラッグアイコンで示されます。レーサーのスピードコント
ロールが無効になり、ビデオ画面でレースのリプレイが開始されます。

14. シミュレータで問題が発生している場合には、必要に応じて、[シミュレータのリセット] を選択しま
す。

15. または、何らかの理由でリーダーボードをリセットしたい場合は、[リーダーボードランキングをクリ
アする] を選択することもでき、すべてのエントリがクリアされます。

16. レースの最後には、Declare の勝者を選びましょう！ ボタンを押し、レーサーに最終的な発言を行
い、賞品の配布方法を説明し、質問に答え、ビデオ会議を終了します。
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AWS DeepRacer League プロダクションプレイ
ブックを使用してコミュニティレースをライブ配信
する

LIVE レースは、指定された日時に発生するリアルタイムイベントです。これは、1 つのプライベートビデ
オ会議を提供する小規模なイベントから、小規模なチーム、コメンテーター、Twitch などのようなライブ
ストリーミングを用いての放送業者によって行われる大規模なイベントまでの広い範囲をカバーします。

オーガナイザーロール
AWS DeepRacer LIVE イベント中に主催者がプレイできる役割を以下に示します。企画するイベントが複
雑になればなるほど、参加に必要な支援も増えるでしょう。

主催者

レース主催者は、レースと関連するビデオ会議を設定し、レーサーを編成し、指導します。LIVE レース
中、主催者は主催者コントロールを使用してキューイング、レーサーを起動し、勝者を呼び出します。主
催者は LIVE チャンネルに表示されません。

コメンテーター

コメンテーターは、開催中にレースについて話し合い、イベントや追加情報、イベントとその参加者の内
部知識を提供します。 play-by-play コメンテーターは公開イベントのメインスピーカーです。

ブロードキャスト

放送局はLIVE レース中にストリーミングソフトウェアを通して事前にシーンを作成し、それらを使いま
す。放送局はビデオフィードも管理します。放送局は LIVE チャンネルに表示されません。イベント中は
コンテンツのプロデューサーとして機能します。

放送局シーン
AWS DeepRacer イベントのライブストリームでは、レースのストーリーが伝えられます。イベントの開
始、中間、終了時にエンゲージメントを宣伝するには、シーンを使います。これらは、イベントのさまざ
まなセグメントを区切るグラフィックオーバーレイとビデオストリームで構成されるアニメーションとレ
イアウトです。

オーバーレイは、グラフィック（通常は透明 PNG ファイル）で、レースのブロードキャスターモード
ウィンドウと（オプション）ウェブカメラストリームまたはコメンテーターの上に置かれます。それはあ
なたのストリームのマスクのようなものです。コンテンツをその下に配置して、すべてをシームレスに並
べて 1 つの統一されたレイアウトを作成します。

OBS などのストリーミングソフトウェアを使用して、ブロードキャスト前にシーンを設定します。イベン
ト中にスムーズに移行し、ダイナミックなペースと観客の喜びを作り出します。たとえば、イントロアニ
メーションシーンを使用してイベントをキックオフします。次に、プライマリコンテンツシーン (PCS) に
移行します。PCS は、レースビューとコメンテーター用の 1 つまたは 2 つのウィンドウを含むメインレ
イアウトです。フルスクリーンのデュアルコメンテーターまたはコメンテーターとインタビューシーンに
カットして、物事を生き生きとした状態に保ち、リーダーボードのシーンで終わります。オプションで、
レースの間にカットインするコマーシャルシーンを作成します。
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AWS DeepRacer シーンテンプレート
AWS DeepRacer League バーチャルサーキットチームは、LIVE コミュニティレースに使用するテンプ
レートファイルのコレクションを作成しました。[AWS DeepRacer シーンテンプレート] をダウンロード
し、それらを使ってプロ並みのイベントを放送します。

シーンタイプとその使用方法

1. AWS DeepRacer シールドアニメーションイントロ
2. コンソール共有のみ表示:

• ベースレイヤー-レースのブロードキャスターモード URL のスクリーンシェア。シーンのフレームに
合わせてサイズを変更します。

3. シングルコメンテータービュー (1up):
• ベースレイヤー - レースのブロードキャスターモード URL のスクリーンシェア。シーンのフレーム

に合わせてサイズを変更します。
• 次のレイヤー-撮影しているコメンテーターが同じ部屋にいる場合は、OBS Ninja またはローカルウェ

ブカメラ。ピクチャ内の右上の画像 (PIP) ウィンドウのシーンフレームの下にプルインしてサイズを
変更します。

4. コメンテーター + インタビュー対象者またはデュアルコメンテーター (2up):
• ベースレイヤー - レースのブロードキャスターモード URL のスクリーンシェア。シーンのフレーム

に合わせてサイズを変更します。
• 次のレイヤー-撮影しているコメンテーターが同じ部屋にいる場合は、OBS Ninja またはローカルウェ

ブカメラ。ピクチャ内の右上の画像 (PIP) ウィンドウのシーンフレームの下にプルインしてサイズを
変更します。

• デュアルウェブカメラフィードまたはニンジャフィードを右上のウィンドウに収まるようにリサイズ
します（イベントの1週間前にセットアップ中-AVはすべてのフィードをチェックし、OBSでカメラを
割り当てます）

5. デュアルコメンテーター全画面表示 (レースビューなし、インタビューのみ):
• ベースレイヤーコンソールはありません。カメラフィードは 2 つだけです。

6. リーダーボードの終了
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• リアルタイムで、シーンレイヤーの上にリーダーボードの結果を手動で入力します。

AWS DeepRacer シーンテンプレートファイルのヒント

• 34 - コメンテーター用のタイトルを設定します (Pips で名前のシーンを事前に構築します)
• 234 - レースビュー

• 左上の AWS DeepRacer League ロゴを会社のロゴに置き換えることを検討してください。
• 左下のテキストをレース名に置き換え、縦書きの情報を入れ替えます。

LIVE プライベートブロードキャストを配信するには-5 分セット
アップ
AWS DeepRacer LIVE コミュニティレースプライベートブロードキャストは、小規模で非公式のレースに
適しています。

オーガナイザーロール

• スタンダードレースの場合、主催者は1人だけ必要です。

ハードウェア

• 推奨ハードウェア - 最低 16 GB のRAM
• (オプション) 高品質マイク、ヘッドセット、または AirPods
• (オプション) LED リングライト-眼鏡にリングライトが反射するのを防ぐには、着用者の顔に角度を付け

てください。
• (オプション) ウェブカメラと GoPros -映像を多様化するため

ヒント

• Chrome または Firefox のブラウザを使用します (ブラウザが最新であることを確認してください)
• 使用している場合 VPN から切断します。
• 追加のタブをすべて閉じます。

プライベート LIVE の AWS DeepRacer イベントを実行するには

1. AWS DeepRacer コンソールを開きます。
2. コミュニティレースを選択します。
3. 「Community races (コミュニティレース)」ページで [Create race (レースを作成)] を選択します。
4. 標準の LIVE コミュニティレースを主催する日時を決めます。
5. LIVE コミュニティレースを作成する手順を実行する前に、[レース日] でこの時間枠が使用可能である

ことを確認してください。LIVE コミュニティのレースは 4 時間でもかまいません。より長いレースを
スケジュールするには、カスタマーサポートにお問い合わせください。

6. 利用可能な日時を決めたら、レースの主催者と参加者のための対応するビデオ会議を作成します。観
客がほとんどいない小規模なレースを走っている場合は、1 つのビデオ会議だけで済みます。大規模
なプライベートレースを走らせたい場合は、レースを視聴者に放送するための別のビデオ会議を作成
してください。

7. the section called “レースクイックスタートを作成” (p. 134) の手順を行います。次に [LIVE レースの
作成を続けるには ] を選択します。
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• オプションとして、ステップ 8 で、E メールテンプレートの推奨の隣にある [コピー] を選択し、
次にレーサーやレース主催者向けのメールを作成します。コピー推奨メールテンプレートの横
に、賞品、モデル提出時間枠、およびレーサーが出会してレースの準備をする会議ブリッジのリ
ンクを記入します。

8. レース当日は the section called “LIVE レースで走らせる” (p. 143) の指示に従ってください。
9. 賞品があれば、レース参加者に配布します。

LIVE パブリックブロードキャストを制作するには-2 時間設定
AWS DeepRacer LIVE コミュニティレースプレミアムブロードキャストは、複数のブロードキャストシー
ンを使用します。3 つ以上のクルーは、グローバルストリーミングプラットフォームでレースを放送しま
す。以下の手順は、Twitch を例として使用します。

オーガナイザーロール

• 主催者
• コメンテーター/MC
• ブロードキャスト
• Twitch モデレーター-オプション

ハードウェア

• 推奨ハードウェア:16 GB 以上の RAM が必要です
• (オプション) 高品質マイク、ヘッドセット、または AirPods
• (オプション) LED リングライトは、眼鏡にリングライトが反射するのを防ぐには、着用者の顔に角度を

付けてください。
• (オプション) ウェブカメラと GoPros:これらを使用して映像を多様化するため、これらを使用してくだ

さい。

ヒント

• Chrome または Firefox のブラウザを使用してください (ブラウザが最新であることを確認してくださ
い)。

• 使用している場合 VPN から切断します。
• 追加のタブをすべて閉じます。

前提条件

• Twitch アカウント - LIVE ビデオストリーミングサービス。
• Twitch ストリームキー-動画の送信先をソフトウェアに知らせます。
• オープン・ブロードキャスタ・ソフトウェア (OBS) -ビデオ録画と LIVE ストリーミング用のフリーで

オープンソースのソフトウェア。
• (オプション) VDO Ninja（旧OBSニンジャ）  - コメンテーターとインタビュアーを含める場合は、追加

のビデオフィードを追加および切り替えるためのツール。

パブリック LIVE の AWS DeepRacer イベントを実行するには

1. Twitch アカウントにサインアップする方法の手順に従って、けいれんアカウントをセットアップしま
す。
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2. Twitch ストリームキーを見つけます。Twitch Steam キーを検索する方法について説明します。
3. [オープン・ブロードキャスタ・ソフトウェア (OBS)] をダウンロードします。
4. OBSの使用方法について学習します。事前に設定してください。レースの 1 週間前までにアセットを

準備することをお勧めします。

a. 付属する AWS DeepRacer シーンテンプレートをダウンロードします。
b. シーンをロードして修正します。
c. レース URL でソースを更新します。
d. カメラをチェックしてください。
e. ユーザーをフィードに割り当てます。

5. オプションで、コメンテーターとインタビュー対象者がブロードキャストイベントに参加している場
合は、VDO Ninja（旧OBSニンジャ) を使って複数のビデオフィードを管理できます。Ninja の使用方
法について学習します。

6. AWS DeepRacer コンソールに移動してレースを作成します。
7. コミュニティレースを選択します。
8. Community races (コミュニティレース) で、[Create race (レースを作成)] を選択します。
9. パブリック LIVE コミュニティレースを主催する日時を決めます。
10. LIVE コミュニティレースを作成する手順を実行する前に、[レース日] で、この時間枠が使用可能で

あることを確認してください。LIVE レースのデフォルト期間は 4 時間です。より長いレースをスケ
ジュールするには、カスタマーサポートにお問い合わせください。LIVE レースが4時間未満の場合、
実行するアクションはありません。

11. 利用可能な日時を決めたら、レースの主催者と参加者のための対応するビデオ会議を作成します。
12. 次に、放送局用に別のビデオ会議を作成します。
13. LIVE コミュニティレースを設定する手順を行います。

a. 必要に応じて、ステップ 8 の [レースの説明] で、レーサーが家族や友人と共有するための LIVE 
ストリームのリンクを追加します。レーサー用のレーサールームカンファレンスブリッジを含め
ることもできます。説明はリーダーボードの詳細に表示されます。

b. オプションとして、ステップ 12 で、E メールテンプレートの推奨の隣にある [コピー] を選択
し、次にレーサーやレース主催者向けのメールを作成します。賞品、モデル提出時間枠、および
レーサーが出会してレースの準備をする会議ブリッジのリンクを記入します。

c. オーガナイザーのチーム用に別のメールやチャットを作成します。
14. レース当日は、the section called “LIVE レースで走らせる” (p. 143) の指示に従って下さい。
15. 勝者と参加者を祝い、賞品を配布し、賞品を配布し、ブログを書き、投稿、投稿、投稿、投稿、投

稿、投稿、投稿、投稿、投稿、投稿、投稿、投稿、

AWS DeepRacer コミュニティレースに参加するに
は

すべてのコミュニティレースは非公開です。これらは、招待リンクを持っている個人にのみ表示されま
す。 参加者 は招待リンクを自由に転送できます。レースに参加するには、AWS参加者にはアカウントが
必要です。初めてのユーザーは、 レースに参加する前にアカウントの作成プロセスを完了させる必要があ
ります。

レース主催者は、開始日と終了日などのレースの詳細を編集したり、参加者を削除したりできます。

AWS DeepRacer コミュニティレースに参加する方法

1. AWS DeepRacer コンソールにサインインします。
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2. [コミュニティレース] を選択する。
3. 「レースを管理する」ページで、レースのために自分が管理するレースを選択します。参加者のリス

トなど、選択したレースの詳細が表示されます。

4. レースの詳細を編集するには、アクションで、[レースの詳細の編集] を選択します。
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画面の指示に従って編集を完了します 。
5. イベントのリーダーボードを表示するには、アクション で、[リーダーボード] を選択します 。
6. イベントの招待リンクをリセットするには、アクション で、[招待のリセット] を選択します。招待リ

ンクをリセットすると、前のリンクを選択しても レースに アクセスできなくなります。すでにリンク
をクリックしてモデルを提出した すべてのユーザーは、レースに 残ります。

必要に応じて、このステップでリンクをコピーして招待された参加者と共有できます 。
7. オープンレースを終わらせるには、アクションで、[レースを閉じる]を選択します。このアクション

は、指定された終了日前に直ちにレースを終了します。
8. イベントを削除するには、アクション から[レースを削除] を選択します。このアクションは、すべて

の参加者のコミュニティレースから、このレースと詳細を完全に削除します。
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9. 参加者を削除するには、1 人以上のレース参加者を選択し、 Remove participants (参加者を削除) を選
択して、参加者の削除を確認します

イベントから参加者を削除すると、レースイベントへのアクセス許可が取り消されます 。
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AWS DeepRacer イベントの開催

AWS DeepRacer イベントとは何ですか?
AWS DeepRacer は、人工知能と機械学習 (AI/ML) を使った楽しく実践的な学習方法を提供する教育サー
ビスです。AWS DeepRacer は、組織の AI/ML 人材不足を解消し、ビジネスニーズに AI/ML を適用するお
手伝いをします。

AWS DeepRacer はチームに AI/ML スキルを紹介するだけでなく、チームビルディングや友好的な競争
を促すイベントを開催することもできます。これらのイベントでは、AWS DeepRacer の車両を対面で、
または AWS DeepRacer リーグで仮想的にレースするための強化学習モデルを作成する実践的な体験を
提供することで、技術者と技術者以外の参加者の両方が機械学習の基礎を学ぶのに役立ちます。AWS 
DeepRacer のイベントは、リーダーがチームと連携して組織の AI/ML のビジョンと目標を達成するのにも
役立ちます。

このガイドには、仮想または対面の AWS DeepRacer イベントの計画と開催を開始するのに役立つリソー
ス、ツール、例が記載されています。参加者が 50 人以下の AWS DeepRacer イベントを計画したい場合
は、「始める前に考慮すべきこと (p. 157)」を参照してください。大規模なイベント（参加者数が 50 人
以上）を計画している場合は、AWSアカウントチームと協力してイベントをリクエストすることをおすす
めします。

AWS DeepRacer イベントの利点とお客様の声の詳細については、「AWS DeepRacer エンタープライズ
イベント」を参照してください。

AWS DeepRacer イベントの仕組みと期待できるこ
と

強化学習に関する教育や実践的な練習をチームに提供する場合でも、組織を宣伝して新しい人材を引き付
けることも、その両方を行う場合も、このガイドには、独自の AWS DeepRacer イベントを作成してカス
タマイズするのに役立つツールとリソースが用意されています。

AWS DeepRacer のイベントはニーズや目的に合わせて柔軟に対応できますが、AWS DeepRacer イベン
トの基本には次の内容が含まれます。

• オンラインの AWS DeepRacer 強化学習コースや AWS DeepRacer Pit Crew の専門家による対面ワーク
ショップなどの教育的要素。

• AWSコンソールでのハンズオンモデルトレーニングと、参加者がモデルを作成してトレーニングする時
間を設けます。

• 参加者がトレーニングした機械学習モデルが実際に動作していることを確認できるようにするための、1 
回の対面レースや複数のバーチャルレースなどの AWS DeepRacer レース。主催できるレースの種類の
詳細については、「AWS DeepRacer レースの種類 (p. 158)」を参照してください。

• イベント後のまとめやイベント参加者への次のステップのコミュニケーション。
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AWS DeepRacer のイベントやお客様のハイライトから何が期待できるかについての詳しい情報について
は、AWS DeepRacer Accelerate YouTube の動画をご覧ください。

始める前に考慮すべきこと
イベント計画の最初のステップは、組織のビジネス目標と目標を定義し、次にプロジェクト計画を立てる
ことです。目標の一例としては、「自分の組織で楽しく教育的な方法でチームビルディングを奨励した
い」などがあります。

プロジェクト計画には、以下の質問に答えるようにします。

• イベントリーダーは誰ですか？

組織内の誰がこのイベントの計画と実行を主導しているのかを特定してください。イベントリーダーに
は、施設、人事、PR/マーケティング、エグゼクティブスポンサー、AWSアカウントチームなどのチー
ムが含まれる場合があります

• イベントのオーナーは誰ですか？

組織内の誰がイベントの所有者かを特定してください。この人またはチームが主な主催者となり、この
イベントを計画する際のすべての決定に参加する必要があります。

• イベントの日付はいつですか?

いつイベントを開催したいかを決めてください。大規模なイベント（参加者数が 100 人以上）を検討し
ている場合は、イベントの計画と進行に十分なリードタイムを確保するために、イベントの日付をさら
に先のスケジュールにする必要があります。タイムラインの例については、AWS DeepRacer イベント
の例を参照してください (p. 159)。

• 推定予算はいくらですか？

イベントの予算を見積もってください。イベントを計画する際に考慮すべきコストは 2 つあります。
• イベントの費用:対面式のイベントを開催する場合、イベントの場所、トラック、デバイスの購入か

ら、食事、飲み物、イベントの賞品まで、あらゆるものが含まれます。
• モデルトレーニング費用:この費用は、従業員が AWSAWS Management Console DeepRacer サー

ビスを使用して強化学習モデルをトレーニングする際に発生します。たとえば、各参加者が AWS 
DeepRacer コンソールで 1 つまたは複数のモデルをトレーニングするには、約 10 時間かかります。
費用の詳細については、「AWS DeepRacer 料金表」を参照してください。

• イベントにはどのような場所が必要ですか？
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対面式のイベントを開催する場合は、ワークショップとレースのための物理的な場所を確保する必要が
あります。選択するフィジカルトラックのタイプも、その場所に合う必要があります。

• 推定参加者数はどのくらいですか？

イベントに参加する参加者の数を見積もってください。参加者の数も推定予算に影響します。
• イベントの後に振り返りセッションを開いて、成果を測る予定はありますか？

参加者に ML のスキルを磨き続けてコラボレーションを続けてもらうために、次のステップを伝え、参
加者にフィードバックを求めることを検討してください。たとえば、参加者にアンケートを送って関心
を測り、組織内の AI/ML リーダーを募集します。これにより、future の AWS DeepRacer イベントに誰
が参加するかが決まる可能性もあります。

• あなたの組織でイベントを宣伝するためのコミュニケーション戦略はどのようなものですか？

このイベントを組織内で伝えるには、社内メールやカレンダーへの招待状を送るだけで簡単です。
• 経営幹部の利害関係者は誰か?

イベントを後援し、組織内のソートリーダーシップとコラボレーションを奨励している経営幹部を特定
してください。

AWS DeepRacer レースの種類
プロジェクト計画の主な質問に答えたら、イベントでどのようなレースをしたいかを決めます。主催する
レースの種類は、イベントの推定予算と参加者数に基づいて決定する必要があります。次の2種類のレース
を開催できます。

バーチャルレース

バーチャルレースは、複数の地域や遠隔地のチームが協力して、トレーニングしたモデルをバーチャル環
境でレースするのに最適な方法です。バーチャルレースは物理的なデバイスやトラックを必要としないた
め、グループの規模に柔軟性があり、場所や予算に制約がある組織に最適なソリューションです。

バーチャルレースには、クラシックレースとライブレースの 2 つのタイプがあります。クラシックレース
とライブレースの主な違いは、クラシックレースの参加者は自分の好きな時間にモデルをトレーニングし
て提出できることです。ライブレースでは、参加者が一定の時間内に次々とモデルをレースします。どち
らのタイプのレースも、プライベートでもパブリックでも共有でき、リーダーボードを使用して参加者の
ランキングを決定できます。 AWSまた、Twitchでレースを配信するためのツールも提供しています。

仮想レースが、AWS DeepRacer レースを開始するための最も迅速かつ手段です。参加者は、コンソール
での機械学習や強化学習の紹介など、入門プロセスを進めることができます。コンソールは、参加者が最
初のモデルを作成する手順を案内します。バーチャルレースを設定する方法については、「レースを作成
する (p. 134)」を参照してください。

対面レース

対面式のレースを開催して、チームが直接参加できる魅力的なイベントを開催しましょう。対面でのレー
スには、フィジカルトラックと AWS DeepRacer 車両デバイスが含まれます。 AWSサーキットを建設し
たり、イベント用の車両を調達したりするためのオプションが用意されています。

AWS DeepRacer デバイスの詳細については、「AWS DeepRacer ビークルの運用 (p. 66)」を参照して
ください。フィジカルトラックとバリアの構築と順序の詳細については、「フィジカルトラックの構
築 (p. 109)」を参照してください。

これら2種類のレースに加えて、教育的なオンライントレーニングやワークショップを組み込んだ
り、Twitchでレースイベントをライブストリーミングしたりすることもできます。
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ベストプラクティス
AWS DeepRacer のイベントプランニングをさらに効率化するために、以下のベストプラクティスもおす
すめします。

• 社内のリーダーの支持を得ましょう。組織リーダーからのSupport は、チームの参加を促し、エンゲー
ジメントを高め、参加者全体の満足度を高めます。

• アカウントマネージャーがいる場合は、AWSアカウントマネージャーに連絡してイベントを通知し、サ
ポートが必要かどうかについて話し合ってください。

• （参加者が 50 人以上の）大規模なイベントを計画している場合は、AWS早い段階から頻繁にアカウン
トマネージャーに連絡してください。AWSアカウントチームの連絡先がわからない場合は、リクエス
トを送信してください。リクエストを送信するには、「イベントをリクエストする」を参照してくださ
い。イベントやトレーニングに関する AWS DeepRacer コミュニティからのその他のリソースについて
は、AWS DeepRacer Slack チャネルをご覧ください。

• AWS DeepRacer イベントの目標を満たす予算を設定してください。予算によって計画するイベント
の種類が変わる場合がありますが、AWS DeepRacer にはコストの制限と管理に役立つマルチユーザー
モードなどのツールが用意されています (p. 163)。

• 参加者に賞品を提供します。チームが従来のチャンピオンシップカップやNFTに興味があるかどうかに
かかわらず、賞品が魅力的なもので参加を促しましょう。

AWS DeepRacer イベントを始める
組織の目標を定義したら、プロジェクト計画を使って開催したいイベントの種類を絞り込むことができま
す。以下の目標例は、要件と AWS から得たいメリットに基づいてイベントを設定する方法を示していま
す DeepRacer。

チームビルディング

少人数のグループでチームビルディングを促す 1 回限りのローカルイベントを開催したい場合は、対面
またはバーチャルでのイベントを検討してください。この目標を満たすイベントの種類の例については、
「バーチャルイベントの例 (p. 160)」を参照してください。

AI/ML 教育への投資

技術系社員や技術系以外の従業員に機械学習に慣れ、これらのスキルを応用してもらいたい場合は、リー
ダーシップのサポートを増やし、イベントをより多くの参加者が参加するチーム間のイベントにすること
を検討して、組織的な影響力を高めましょう。このイベントには、参加者を増やせるように、対面イベン
トとバーチャルイベントコンポーネントの両方を含めることができます。この目標を満たすイベントの種
類の例については、「対面イベントの例 (p. 161)」を参照してください。

組織の意識向上と促進

組織を革新的でオピニオンリーダーとして位置付け、より多くの人材を引き付け、組織内でより一般的な
認知度を高めたい場合は、バーチャルまたは対面式のイベントをライブストリーミングするか、カスタム
イベントを作成することを検討してください。この目標を満たすイベントの種類の例については、「カス
タムイベントの例 (p. 162)」を参照してください。

AWS DeepRacer イベントの例
次のセクションでは、目標とプロジェクト計画の要件に基づいて作成できるさまざまなタイプのイベン
トの例をいくつか示します。これらのイベントのスケジュールは、教育とレースの要素に基づいてスケ
ジュールされています。ただし、組織のニーズに応じて、イベントコンポーネントの数に制限なくイベン
トタイムラインをカスタマイズできます。
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バーチャルイベントの例
バーチャルイベントは、複数の場所にまたがる組織や複数の地域のチームが便利で費用対効果の高い方法
で集まる素晴らしい方法です。バーチャルイベントは、依存関係が少ないため、より便利で費用対効果が
高くなります。たとえば、対面式のイベントのように物理的なトラック、デバイス、ロケーションスペー
スを考慮する必要はありません。以下のバーチャルイベントの例は、タイムラインや参加者数など、さま
ざまなプロジェクト計画項目に焦点を当てています。

• バーチャルクラシックレース 2 週間イベント:

以下の2週間のイベントスケジュールの例は、クラシックレースの応募数に制限がなく、ライブレースの
時間制限もないため、多くの参加者やレースへの参加を計画しているチームが参加するイベントを簡単
に開催する方法を探している組織にとって最適なオプションです。すべての参加者は、レースウィンド
ウ内で、いつでも、同時に、モデルを提出することができます。このイベント例では、AWSコンソール
のコミュニティレースセクションを使用してプライベートクラシックレースを作成し、トレーニングと
レースを 2 週間に分けてスケジュールします。コミュニティレースの設定方法については、「レースを
管理する (p. 152)」をご覧ください。
• 1日目:参加者は、すべての参加者を対象とした無料のオンデマンドバーチャルワークショップに参

加します。オンラインワークショップリソースの詳細については、「AWS DeepRacer: 強化学習の
推進」を参照してください。また、AWS DeepRacer Pit Crew のエキスパートがバーチャルワーク
ショップを開催するようスケジュールすることもできます。

• 1 ～ 5 日目:参加者は AWS DeepRacer コンソールでモデルのトレーニング、更新、テストを行
います。モデルを提出して、1 日から 5 日目にかけてプライベートバーチャルレースに参加しま
す。1AWSAWS つのアカウントで複数の参加者用にコンソールを設定する方法については、「マルチ
ユーザーモード (p. 163)」を参照してください。

• 5～10日目：上位10名の勝者は5日目に決定され、翌週には新しいトラックで開催される新しいプライ
ベートバーチャルレースに参加できます。

• 10日目:上位3名の勝者が10日目に決定され、レースとイベントは終了します。
• バーチャルライブレース 1 週間イベント:

以下のバーチャルライブレースイベントの例は、小規模なチームにリアルタイムでレースの興奮と楽し
さをもたらす素晴らしい方法です。このタイプのイベントは低予算で、誰でもリアルタイムでレースで
きます。ライブレースの走り方の詳細については、「ライブレースを走る (p. 143)」を参照してくださ
い。
• 1 日目:参加者は AWS DeepRacer Pit Crew の専門家による仮想ワークショップに参加します。ワーク

ショップの詳細については、「AWS DeepRacer イベント」を参照してください。
• 1 ～ 5 日目:参加者は 1 日から 5 日目まで AWS DeepRacer コンソールでモデルのトレーニング、更

新、テストを行います。
• 5日目：参加者はオンラインで1〜2時間集まってモデルを提出し、5日目にライブのバーチャルレース

に参加します。
• バーチャルクラシックレースとライブレースイベント:
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AWS DeepRacer イベントの例

次のイベントの例は、複数の地域にわたる多数の参加者を集めたい組織や、複数のオフィスにまたがっ
てオンラインでリモートワークをしている参加者を集めたい組織に最適なオプションです。このタイプ
のイベントでは、イベントのタイムラインが 2 週間にまたがっているため、参加者はモデルのトレーニ
ングやレースの練習をする機会が増えます。また、ライブ配信を視聴する参加者にとってイベントがよ
り盛り上がるように、ライブレースイベントにはアナウンサーを配置することをおすすめします。プロ
ディビジョンフィナーレのTwitchストリームをチェックして、フィナーレの放送局がどのようにレース
をよりエキサイティングにするか見てみましょう。
• 1 日目:参加者は AWS DeepRacer Pit Crew の専門家による仮想ワークショップに参加します。ワーク

ショップの詳細については、「AWS DeepRacer イベント」を参照してください。
• 1 ～ 5 日目:参加者は AWS DeepRacer コンソールでモデルのトレーニング、更新、テストを行い、モ

デルを提出して 1 日から 5 日目までのプライベートリーグのレースに出場します。
• 5日目：上位10名の勝者が決定され、新しいトラックで行われる新しいプライベートリーグのレース

に参加できます。
• 5～10日目：翌週、上位10名の勝者が決定され、Twitchでイベントをライブストリーミングしながら

レースを行います。詳細については、「レースのライブ中継 (p. 148)」を参照してください。

対面イベントの例
参加者を物理的に 1 つの場所に集めることができる組織にとって、AWS DeepRacer を体験するには対面
式のイベントに勝るものはありません。トラックサイドに立って、モデルが実際の車でパフォーマンスを
発揮するのを見るスリルと興奮を体験するのに勝るものはありません。一般的に、対面式のイベントは仮
想イベントよりも多くのリソースを必要とし、費用もかかります。参加者が50人を超え、必要な予算が
ある組織には、対面式のAWS DeepRacer 体験を活用することを強くお勧めします。また、競技結果はト
ラックサイドから見ている参加者にリアルタイムで発表されるため、レースをさらに盛り上げるために、
これらの対面式イベントにはアナウンサーが参加することをおすすめします。

• 対面式の1日イベント:

次の対面式イベントの例はローカルチームに最適で、AWS Management Console参加者全員がで初め
てのモデルをトレーニングして、1 日で競技に参加できます。一般的な 1 日の対面イベントは、参加者
全員を対象にした対面式のワークショップとレースで構成されます。ワークショップは通常、強化学習
の基礎を学ぶ AWS DeepRacer Pit Crew の専門家が主導し、参加者に初めてのモデルをトレーニングす
る機会を提供します。ワークショップ終了後、参加者はモデルを提出して AWS DeepRacer デバイスに
アップロードし、その日にレースに参加できます。
• 参加者は、AWS DeepRacer Pit Crew の専門家による対面形式の AWS DeepRacer ワークショップ 

(90 ～ 120 分) に参加します。AWS DeepRacer ワークショップをリクエストする方法の詳細について
は、「イベントをリクエストする」を参照してください。

• ワークショップ終了後、対面でのレース（120分または1レースあたり約5分）。
• 2 日間の対面イベント:

次の 2 日間の対面イベントの例は、1 日のイベントと似ていますが、ワークショップと実際のレースを
別々の日に分けることで、参加者はレースの準備中にモデルのトレーニングや更新を行う時間が増える
点が異なります。組織では、参加者がモデルのトレーニングや改良により多くの時間を割けるように、
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これらのイベントを数日または数週間にわたって開催するのが一般的です。ワークショップとレースの
間により多くの時間を設けることで、参加者はより競争力のあるレースの日を過ごすことができます。
• 1 日目:参加者は、AWS DeepRacer Pit Crew の専門家による対面形式の AWS DeepRacer ワーク

ショップに参加します (90 ～ 120 分)。対面ワークショップをリクエストする方法の詳細については、
「イベントをリクエストする」を参照してください。

• 2日目：参加者はワークショップの後に対面式のレースに参加します（120分、または1レースあたり
約5分）。

カスタムイベントの例
バーチャルイベントと同様に、カスタムイベントは、複数の場所でチーム向けのイベントを開催する必要
がある大規模な組織（参加者数が 100 人以上）に最適なオプションです。カスタムイベントでは、時間
やレース形式に制限がないため、トレーニング、ワークショップ、レースをより柔軟に行うことができま
す。これらのイベントにはバーチャルレースと対面レースの両方を含めることができ、世界中の参加者が
モデルのトレーニングやコラボレーションにより多くの時間を費やすことができるように、これらのレー
スは数週間にわたって開催されます。この種のカスタムイベントは、潜在的な物流上の問題に備えて、
事前にいくつかの小さなイベントを開催しておくとより効果的です。この種のイベントや一連のイベント
は、組織で機械学習エバンジェリストのチームを育成するのにも役立ちます。

• 次の例では、複数の地域の従業員を対象にカスタムイベントを 3 か月にわたって開催しています。
• 1ヶ月目：複数の場所で開催されるグローバルワークショップ。
• 2か月目:複数の地域の参加者が参加できる、1か月にわたるバーチャルリーグ予選レース。
• 3か月目：対面レースとバーチャルチャンピオンシップカップレース。この対面式レースはライブスト

リーミングできるので、世界中のチームが観戦できます。

カスタムイベントの開催に興味がある場合は、AWS連絡してイベントサポートを受けてください。「イベ
ントをリクエストする」を参照してください。

その他のリソース
AWS DeepRacer イベントに関連するその他のリソースについては、以下のリストを参照してください。

• AWS DeepRacer ブログ
• AWS DeepRacer リーグ
• AWS DeepRacer コミュニティスラックチャネル
• Machine Learning トレーニング
• Machine Learning 認定
• AWS DeepRacer トレーニング
• AWS DeepRacer GitHub リポジトリ
• レースのヒント
• AWS DeepRacer YouTube チャネル
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管理設定

マルチユーザーモード
マルチユーザーモードのアカウント設定は、組織が 1AWS つのアカウントで複数の AWS DeepRacer 参加
者をスポンサーすることができる、エキサイティングな方法を提供します。スポンサー付き参加者には自
己経費は発生しません。代わりに、AWSトレーニング時間とストレージ費用はスポンサーアカウントに請
求されます。マルチユーザーモードのアカウントを設定すると、AWS DeepRacer のイベント主催者は、
個々の参加者、グループ、または参加者全員のトレーニング時間とモデルのデフォルト割り当てを更新す
ることで、予算を設定し、支出を監視および管理できます。

次のセクションでは、AWS DeepRacer のマルチユーザーモードを管理者または、参加者として利用開始
する方法を説明します。

Note

アカウントスポンサー付きのマルチユーザーモードは、AWS DeepRacerこのサービスでのみ使用
できます。

トピック
• マルチユーザーモードを設定する (管理者) (p. 163)
• AWS DeepRacer のマルチユーザーエクスペリエンス (参加者) (p. 168)

マルチユーザーモードを設定する (管理者)
マルチユーザーアカウントを設定すると、組織者 (アカウント管理者など) は、参加者にアカウント ID で 
AWS DeepRacer サービスへのアクセスを提供できるようになります。また、AWS DeepRacer コンソー
ルから、参加者のトレーニング時間の使用制限、トレーニングとストレージへの支出の監視、トレーニン
グの開始と停止、アカウント内のすべてのユーザーのモデルの表示と管理を行うことができます。

マルチユーザーモードは、個人の AWS アカウントを持たない複数の参加者がいる大規模なイベントで特
に便利です。AWS 管理者は、 DeepRacer イベントの各参加者のアカウントを作成および管理する代わり
に、AWS 1つのアカウントでスポンサー付き参加者全員をホストすることができます。

マルチユーザーモードでは、スポンサー参加者は自分のコストを発生させることなく競い、トレーニング
することができます。トレーニングおよびストレージ料金は、スポンサーマルチユーザーのAWSアカウン
トに請求されます。管理者が参加者の使用のスポンサーを停止した場合、参加者はレーサーのエイリアス
とプロフィールを保持し続けます。

複数ユーザーの利害関係者
このチュートリアルでは、マルチユーザーモードの設定と使用における以下の一般的なマルチユーザーの
利害関係者について説明します。

• AWS IAM/SSO 設定の管理者。IAM /SSOAWS 設定の管理者は、AWS DeepRacer 管理者および参加者
がマルチユーザーモードを使用できるように IAM または SSO を設定します。- AWS IAM /SSO の管理
者は IAM および SSO 管理者権限を持っています。IAM ユーザーの作成の詳細については、「AWS アカ
ウントでの IAM ユーザーの作成」を参照してください。

• AWS DeepRacer 管理者。AWS DeepRacer 管理者は AWS DeepRacer 参加者のスポンサーシップを
管理し、スポンサーシップの一時停止と再開、モデルとアーティファクトの削除、仮想レースの設
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ステップ 1。AWS DeepRacer マ
ルチユーザーモードの前提条件 

定とホスト、マルチユーザーモードの有効化および無効化を行うことができます。AWS DeepRacer 
AWSDeepRacerAccountAdminAccess (p. 193)管理者には権限があります。

• AWS DeepRacer の参加者。AWS DeepRacer 参加者は、マルチユーザーモードの管理者のAWSア
カウントの下でイベントに参加するよう招待されます。参加者は、モデルのトレーニング、評価、
AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess (p. 193)スポンサーのアカウントに保存する権限を持っていま
す。参加者はまた、レーサープロファイルを設定し、仮想レースに参入し、物理的な AWS DeepRacer 
車両にデプロイするためのモデルをダウンロードします。

このウォークスルーでは、 以下のステップを実行します。

• ステップ 1。前提条件を実行します。
• ステップ 2。AWS DeepRacer アカウントでマルチユーザーモードをアクティブにします。
• ステップ 3。参加者を招待します。
• ステップ 4。使用クォータを設定します。
• ステップ 5。スポンサーされた参加者の使用状況を監視します。

ステップ 1。AWS DeepRacer マルチユーザーモード
の前提条件
マルチユーザーモードのための以下の前提条件を満たします。

• マルチユーザー用の AWS DeepRacer 管理者権限でアカウントを設定します。 (p. 164)マルチ
ユーザーモードでレースを組織し、一般的な AWS DeepRacer 管理者タスクを実行する場合は、
AWSDeepRacerAccountAdminAccess (p. 193)許可を使用して AWS DeepRacer 管理者としてアカウ
ントをする必要があります。

• AWS スポンサーする参加者に対するコンソールアクセスとレーサーポリシーのアクセス許可を提供しま
す。 (p. 164)

マルチユーザー用の AWS DeepRacer 管理者権限でアカウントを
設定します。
マルチユーザーモードの AWS DeepRacer 管理者として設定するには、ユーザー、グループ、あ
るいはロールに添付された IAM AWS DeepRacer 管理者ポリシーを添付して、ユーザー、グルー
プAWSDeepRacerAccountAdminAccess (p. 193)、あるいはロールに添付された IAM AWS 管理者
として設定する必要があります。組織によっては、コンソールを使用してユーザーまたはロールを
作成し、必要な IAM ポリシーを添付して、管理者ポリシーを自分でセットアップするか、IT 管理
者に提供してもらうことがあります。必要な管理者ポリシーの詳細については、を参照してくださ
いAWSDeepRacerAccountAdminAccess (p. 193)。IAM ポリシーの詳細については、IAM ユーザーガイ
ドの「Access Management」を参照してください。

AWS スポンサー付き参加者へのコンソールアクセスを提供しま
す。
スポンサーになるレーサーに AWS DeepRacer コンソールへのアクセスを提供するには、AWSAWS IAM 
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)またはなどの標準的な認証プロトコルを使用することを
お勧めしますAWS Identity and Access Management。お客様の組織の既存の SSO を通じてアクセスを提
供することも可能です。参加者がお客様の指定した認証情報を使用して AWS DeepRacer コンソールにロ
グインすると、AWSプレイヤーアカウントを作成し、AWSお客様のアカウントで AWS DeepRacer コン
ソールにアクセスするように求められます。プレイヤーアカウントの詳細については、「AWSAWSプレイ
ヤーアカウント」を参照してください。
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ウントモードを有効にします。

IAMを用いてスポンサー付き参加者へのAWSコンソールアクセスを提供する

1. 各参加者の IAM ユーザー名とパスワードを作成します。「AWS アカウントでの IAM ユーザーの作
成」を参照してください。

2. 各参加者に権限を付与しますAWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess (p. 193)。詳細については、
「AWSAWS の管理ポリシー (p. 192)」を参照してください DeepRacer。

3. 参加者にIAM ユーザー名とパスワード、コンソールへのリンクを E メールで送信します。提供された
リンクを使用して IAM ユーザー名とパスワードを入力すると、参加者はコンソールにアクセスできま
す。IAM ユーザーの作成の詳細については、「AWS アカウントでの IAM ユーザーの作成」を参照し
てください。

IAMID Center を使用して、スポンサー付き参加者へのAWSコンソールアクセスを提供する

1. https://console.aws.amazon.com/singlesignon/ の IAM ID センターコンソールを開き、カスタム権限
セットを作成し、ユーザーをアカウントに割り当てます。詳細については、「権限セット」を参照し
てください。

2. カスタムアクセス権セットを作成する場合は、次の値を入力します。

• リレーステート: https://console.aws.amazon.com/deepracer/home?region=us-
east-1#getStarted

Note

リレーステートは、アカウント内の参加者を指定された URL にリダイレクトします。この場合 
AWS DeepRacer コンソールにリダイレクトします。

• AWS管理ポリシー:AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess

前提条件を満たした後に、マルチユーザーモードを有効にして、アカウントを通じて参加者をレースする
ように招待する準備が整います。

ステップ 2: マルチユーザーアカウントモードを有効
にします。
AWS DeepRacer 管理者アカウントを設定し、スポンサー参加者にコンソールアクセスとアクセス権限を
付与したら、AWS DeepRacer アカウントでマルチユーザーモードをアクティブ化できます。

Note

デフォルトでは、マルチユーザーモードで参加者をスポンサーするアカウントには制限がありま
す。詳細については、使用状況のモニタリングの「アカウントの制限」の「使用状況のモニタリ
ング (p. )」の「アカウントの制限」セクションを参照してください。

1. 左のナビゲーションペインで、マルチユーザー管理と設定 ページに移動します。
2. [複数ユーザーアカウントモードを有効にする] で、[マルチユーザーモードを有効にする] を ON にし

ます。
3. 左マルチユーザーモードの有効化ダイアログボックスで、チェックボックスをオンにして、スポン

サー参加者に必要なアクセスと権限があることを確認します。
4. マルチユーザーモードの有効化を選択します。

前提条件を満たしマルチユーザーモードをアクティブ化すると、各スポンサー参加者がレースやト
レーニングモデルを作成し、トレーニングおよびストレージ料金が管理者のAWSアカウントに請求さ
れることなり、モデルのトレーニングをすることを可能にします。デフォルトでは、参加者には3つの
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ステップ 3: 参加者をスポンサーに招待する

同時参加モデルが割り当てられており、一度に最大10のオープンレースまたはfuture レースを管理で
きます（ライブ、クラシック、学生レースを含む）。

マルチユーザーアカウントモードを無効にする
マルチユーザーモードを無効にすると、管理者アカウントの下に新しいプロファイルが作成されず、以前
にスポンサーされた参加者のプロフィールが管理者のアカウントに表示されなくなります。AWS参加者は
プレイヤーアカウントへのログインを求められなくなり、管理者のアカウントで作成されたモデルにアク
セスしたり、トレーニングしたりできなくなります。

管理者は、スポンサー付き参加者のモデルをダウンロード、保存、およびインポートできます。

1. マルチユーザー管理と設定ページに移動します。
2. マルチユーザーアカウントモードを無効にするで、マルチユーザーモードを無効にするを選択しま

す。
3. [マルチユーザーモードの無効化] ダイアログボックスで、チェックボックスを選択し、マルチユー

ザーモードを無効にすることを確認します。[マルチユーザーモードを無効化]を選択する

マルチユーザーモードは無効です。

Note

スポンサーしている AWS マルチユーザーアカウントとモデルのストーレジ費用の下で作成
された全てのモデルは、モデルが削除されるまで AWS アカウントに残り続けます。

ステップ 3: 参加者をスポンサーに招待する
提供された電子メールテンプレートを使用して、参加者をスポンサー参加者としてトレーニングおよび
レースするように招待できます。

参加者を招待する。

1. 左のナビゲーションペインで、マルチユーザー管理と設定ページに移動します。ユーザーの招待のマ
ルチユーザーモードの設定で、[招待テンプレートを見る] を選択します。

2. メールクライアントアプリケーションに表示されるメールテンプレートをコピーし、それを使用し
て、スポンサーに招待する参加者に送信するメールを作成します。会社の既存の SSO を使用してい
る場合は、参加者が使用する SSO URL を含めることができます。または、参加者が AWS コンソー
ルへのログインに使用する IAM 認証情報を指定することもできます。

ステップ 4: 使用量の制限を設定する
スポンサー参加者が招待メールを受け取り、あなたのアカウントでプロフィールを作成すると、その参加
者は「使用状況の監視」画面の「スポンサーユーザー」リストに表示されます。この画面では、スポン
サー付きの参加者が利用できるトレーニング時間数とモデルについて、使用クォータを設定できます。
クォータを設定することで、アカウントの参加者ごとのコストを管理し、参加者が使用クォータを超え
ないようにすることができます。また、必要に応じて使用クォータを増やしたり減らしたりして、スポン
サー付きの参加者に AWS DeepRacer モデルを効果的にトレーニングするのに必要な時間を提供すること
もできます。

Note

デフォルトでは、マルチユーザーモードのスポンサー付き参加者には 5 時間のトレーニング時間
があります。
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ステップ 5: 使用状況のモニタリング

スポンサーレーサーの使用制限を編集するには

1. 左のナビゲーションペインで、マルチユーザー管理と [使用状況のモニタリング] 画面に移動しま
す。スポンサーユーザーの「使用状況の監視」画面で、クォータを設定する参加者を選択します。[ア
クション] を選択してドロップダウンリストを開き、[使用量制限の設定] を選択します。

2. 「使用クォータの設定」ポップアップで、選択した参加者の「最大トレーニング時間」と「最大モデ
ル数」を入力します。[確認] を選択して変更を保存するか、[キャンセル] を選択して変更を破棄しま
す。

ステップ 5: 使用状況のモニタリング
推定支出やトレーニングモデル時間など、スポンサー付き参加者の使用状況を監視できます。また、参加
者のスポンサーシップを一時停止したり、モデルの削除、使用状況の概要を表示したりできます。[使用状
況のモニタリング] のページ中の AWS DeepRacer マルチユーザー管理でのモニタリング使用に関するす
べてのタスクを実行します。

スポンサーレーサーの費用に関するすべての情報は見積もりであり、予算編成や原価計算の目的に使用し
ないでください。見積もりは米ドルとなり、特別価格には反映されません。料金の詳細については、料
金を参照してください。

マルチユーザーモードのアカウントクォータ

デフォルトでは、マルチユーザーモードのスポンサーアカウントには、すべてのスポンサープロファイル
で共有される次のクォータがあります。

• 100 件の同時トレーニングジョブの合計数
• 100 件の同時評価ジョブ
• オープンレースまたはfuture レース 100 レース (ライブ、クラシック、学生レースを含む)
• 1000 台の自動車
• 50 台のプライベートリーダーボード

これらのクォータを調整するには、カスタマーサービスにお問い合わせください。

支出の見積もりを表示するには

使用状況のモニタリングページ上、使用状況のモニタリングの下で、参加者の使用状況の推定サマリーを
表示できます。

請求アラートを設定するには

アカウントの請求アラートを設定できます。請求アラートは、支出を最新の状態に維持するのに役立ちま
す。詳細については、「 請求に関するよくある質問」を参照してください。

スポンサーシップを一時停止するには

1 人の参加者、複数の参加者、またはすべての参加者のスポンサーシップを一時停止できます。スポン
サーシップを一時停止すると、スポンサー参加者はアカウントで新しいモデルを作成したり、モデルをト
レーニングしたりすることはできません。進行中のトレーニングは完了まで実行され、支出の見積もりに
含まれます。スポンサーシップはいつでも再開することができます。マルチユーザーアクセスが一時停止
された参加者は、モデルを表示したり、モデルをリーダーボードに投稿したりすることはできますが、コ
ストを発生させるアクティビティは実行できません。

1. 「使用状況のモニタリング」のページの、[使用状況のモニタリング] の下から、[スポンサードユー
ザー] セクションで、スポンサーシップを一時停止するユーザーを選択します。

2. スポンサーシップの一時停止を選択します。
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次のステップ

3. スポンサーシップの一時停止] ダイアログボックスで、[スポンサーシップの一時停止] を選択してスポ
ンサーシップを一時停止します。スポンサーシップ一時停止したくないと判断した場合、[キャンセル] 
を選択します。

スポンサーシップを再開するには

スポンサーシップを一時停止したレーサーのスポンサーを再開できます。

1. 使用状況のモニタリングページ上、使用状況のモニタリングの下、[スポンサードユーザー] セクショ
ンの中で、スポンサーシップを一時停止するユーザーを選択します。

2. [スポンサーシップを再開する] を選択します。

レーサーのモデルを表示する方法

• 「モデルの作成」ページの、[モデル] からで、モデルとユーザーのモデルを表示できます。

次のステップ
マルチユーザーモードを設定し、アクティブ化したら、以下の手順を実行できます。

• コミュニティレースを作成します。
• AWS DeepRacer ワークショップをリクエストします。

コミュニティレースを作成
コミュニティレースは、スポンサー参加者が強化学習を体験するためのエキサイティングな方法を提供し
ます。

コミュニティレースを作成し、スポンサー参加者を招待できます。

詳細については、「the section called “レースクイックスタートを作成” (p. 134)」を参照してください。

ワークショップをリクエストする
60 DeepRacer 分間のオンラインまたは対面ワークショップで AWS の詳細を学ぶためのワークショップを
リクエストできます。

詳細については、「ワークショップ」を参照してください。

AWS DeepRacer のマルチユーザーエクスペリエン
ス (参加者)

このチュートリアルは、個人のプロフィールが、マルチユーザー モードの組織のアカウントによってスポ
ンサーされている参加者の体験を示すものです。

AWS DeepRacer は、AWS DeepRacer モデルのトレーニングやレースをすることによって、強化学習 
(RL) を体験できるエキサイティングな方法を提供します。お客様の組織の AWS アカウントで、お客様の
プロフィールをスポンサーする機会を提供されることがあります。モデルのトレーニング、評価、保存す
るなど、発生したすべての料金は、ログ インに使用した AWS アカウントに請求されます。お客様のプ
ロフィールのスポンサーとなっているAWSアカウントの管理者は、あなたのモデル、自動車、リーダー
ボードを表示したり、トレーニング時間を一時停止、トレーニング時間を一時停止、プロフィールのスポ
ンサーを停止したりできます。
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前提条件

スポンサーレーサーの登録プロセスの一環として、AWSプレイヤーアカウントを作成します。アカウン
トはポータブルなプロファイルで、AWS保持して他のさまざまなサービスで使用できます。詳細について
は、「AWSプレイヤーアカウント」を参照してください。

前提条件
お客様の組織のイベントコーディネーターは、AWSコンソールのログイン認証情報を含む 
DeepRacer、AWS 参加への招待状を共有します。コンソールにログインするには、これらの認証情報を使
用します。また、セットアップの一環としてレーサープロフィールと AWS プレイヤーアカウントも作成
します。

このチュートリアルは、以下のステップを含みます。

• スポンサーアカウントの認証情報を使用して AWS コンソールにログインします。
• AWS プレイヤーアカウントを作成または、ログイン。
• プロフィールをカスタマイズします。
• モデルをトレーニングします。
• スポンサーの使用状況の表示
• (オプション) 追加のスポンサーアワーをリクエストしてください。

ステップ 1。スポンサーアカウントの認証情報を使用
してAWSコンソールにログインします。
DeepRacer スポンサー参加者として、AWS をスタートするには、イベントコーディネーターから受け
取った招待状に記載されている認証情報を使用して、コンソールにログインします。

スポンサー参加者として AWS コンソールにログインします。

1. イベントコーディネーターから受け取った招待状に記載されている認証情報を使用します。
2. コンソールで AWS DeepRacer に移動します。

AWS プレイヤーアカウント ページが表示されます。

ステップ 2。AWS プレイヤーアカウントを作成また
は、ログイン。
1. AWSプレイヤーアカウントページで、プレイヤーアカウントの新規作成または既存のAWSプレイヤー

アカウントにログインします。
• アカウントをまだ持っていない場合、[アカウントの作成] を選択、E メールアドレスとパスワー

ドを入力し、[アカウントを作成する] を選択します。
• AWS プレイヤーアカウントを既に持っている場合、メールアドレスとパスワードを入力し、[サ

インイン] を選択します。
2. アカウントの設定を有効にするためのメッセージが、指定したメールアドレスに送信されます。
3. E メールで受け取った検証コードを、[検証コード] ボックスに入力し、[登録の確認] を選択します。

Note

検証コードを入力するまで、現在のページを表示したままにします。

これでスポンサー参加者として、AWS DeepRacer コンソールにログインしました。
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ステップ 3。プロフィールのカスタマイズ。

4. ステップ 3 に進み、レーサープロフィールをカスタマイズします。

ステップ 3。プロフィールのカスタマイズ。
プロフィールイメージの編集や、レーサーネームを追加して、プロフィールをカスタマイズします。レー
サープロフィールはいつでも更新および変更ができます。また、居住国と AWS DeepRacer リーグで獲得
した賞品に関する連絡を受け取るための連絡先メールを追加することもできます。

Note

AWS DeepRacer リーグレースイベントへの参加やモデルをトレーニングするには、レーサー
ネームを作成し、居住国を追加する必要があります。レーサーネームは世界で唯一のものでなけ
ればなりません。居住国を選択すると、その国はレースシーズンにロックインされます。

プロフィールイメージをカスタマイズします。

1. 左のナビゲーションペインで、「レーサープロフィール」 のページ に移動します。
2. 「レーサープロフィール」 ページで、[編集] を選択します。
3. 「レーサープロフィール 」のダイアログボックスで、ドロップダウンリストから項目を選択して、プ

ロフィールイメージをカスタマイズします。
4. [Save] (保存) を選択します。

レーサーネームをカスタマイズします。

1. 左のナビゲーションペインで、「レーサープロフィール」 のページ に移動します。
2. 「レーサープロフィール」のページで、[編集] を選択します。
3. [レーサーのプロフィール] のダイアログボックスで、[レーサーネームを変更する] を選択し、プロ

フィールネームを入力します。
4. [Save] (保存) を選択します。

ステップ 4。モデルをトレーニングします。
プロフィールのカスタマイズが完了したら、モデルのトレーニングをスタートします。詳細については、
「AWS DeepRacer モデルのトレーニングと評価 (p. 27)」を参照してください。

ステップ 5。スポンサーの使用状況の表示
スポンサーの時間やモデルを追跡して、それらを最大限に活用できるようにしておきましょう。

スポンサー時間の利用状況の使用状況の表示

• レーサーのプロフィールページで、合計使用時間と保存されているモデルの数については、「スポン
サー使用量」を参照してください。

ステップ 6。(オプション) 追加のスポンサーアワーを
リクエストする
スポンサー付き参加者には、5 時間の無料トレーニング時間が提供されます。無料のスポンサー時間を使
い切った場合は、アカウント管理者またはイベント主催者に追加の時間をリクエストできます。また、追
加のスポンサーアワーを利用できない場合は、独自の AWS DeepRacer DeepRacer アカウントを作成して 
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ステップ 6。(オプション) 追加のス
ポンサーアワーをリクエストする 

AWS の利用を続けることもできます。トレーニングとストレージのコストについては、「価格」を参照し
てください。
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学生レースを作成

AWS DeepRacer 学生向け教育ツー
ル

教育者または教育イベント主催者の方は、AWS  DeepRacer コンソールのコミュニティレースを使用して
AWS DeepRacer  Student League の学生向けのレースを作成してください。レース招待リンクを共有し
て、学生のレース参加者を招待します。

教育者がレースを作成および開催するには AWSAWS DeepRacer コンソールにサインインするための
アカウントが必要ですが、学生は AWS DeepRacer Student League へのログイン、プロフィールの更
新、AWS AI & ML 奨学金の対象へのオプトイン、無料コースの受講開始、および AWS DeepRacer モデ
ルの作成に必要なのは E メールアドレスだけです。教育者はメールアドレスを使用して AWS DeepRacer 
Student League のアカウントを作成し、カリキュラムをプレビューしたり、レース体験を試したり、学生
の進捗状況を監視したりすることもできます。

トピック
• AWS DeepRacer 学生コミュニティレースを作成 (p. 172)
• AWS DeepRacer 学生コミュニティレースをカスタマイズ (p. 173)
• AWS DeepRacer 学生コミュニティレースの管理 (p. 175)

AWS DeepRacer 学生コミュニティレースを作成
デフォルトの学生コミュニティレースの設定を使用して、デフォルトの学生コミュニティレースの設定を
使用して、バーチャルレースをすばやくセットアップできます。

学生コミュニティレースは、リアルタイムの対応を必要としない非同期型イベントです。レースにモデル
を提出し、リーダーボードを表示するには、参加者は招待リンクを受け取る必要があります。レーサー
は、日付範囲内でいつでも無制限のモデルを提出して、リーダーボードを登ることができます。提出され
たモデルのクラシックレースの結果と映像は、リーダーボードのページでレース開始直後から確認できま
す。

学生コミュニティレースの作成を開始するには

1. AWS DeepRacer コンソールを開きます。
2. コミュニティレースページで、「学生コミュニティレース」を選択します。
3. [レースを作成] を選択します。
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学生レースをカスタマイズ

4. レースには、オリジナルでわかりやすい名前を入力します。
5. イベントの開始日時を 24 時間形式で指定します。AWS DeepRacer コンソールは、タイムゾーンを自

動的に認識します。終了日時も入力します。
6. デフォルトのレース設定を使用するには、[次へ] を選択してください 。すべてのオプションについて

学ぶ準備ができたら、the section called “学生レースをカスタマイズ” (p. 173) を参照してください。
7. レースの詳細 を確認する には、 レースの詳細 ページで、レースの仕様を確認してください。設定を

変更するには、「レースの詳細」ページで、[編集] または [戻る] に戻ります。招待リンクを取得する
準備ができたら、[SUBMIT] を選びます。

8. レースを共有するには、[コピー] を選択し、提案されたメールテンプレート、テキストメッセージ、
お気に入りのソーシャルメディアアプリケーションにペーストします。すべてのレースは、招待リン
クを持っているレーサーのみがレースを見ることができます。リンクはレースの終了日に期限切れに
なります。

9. 学生レースのタイムフレームが近づいたら、「レースの管理」ページの [レーサー] で、誰がモデルに
参入したのか、誰がまだそうする必要があるのかをメモしておきましょう。

[レースの管理 (p. 175)] を選択し、選択したレーサーが許可されるリセットの数を決定し、レースの説
明を追加し、ランキング方法を選択し、レーサーが許可されるリセットの数を決定し、トラック外ペナル
ティを設定し、その他のレースの詳細をカスタマイズしてください。

Note

「レーサー」タブとリーダーボードには学生のエイリアスのみが表示されるので、どのエイリア
スがどの学生に関連付けられているかを書き留めておいてください。

AWS DeepRacer 学生コミュニティレースをカスタ
マイズ

グループに合わせたレースを作成するには、レースの複雑さと課題を増減するカスタマイズを追加してく
ださい。

学生レースをカスタマイズするには

1. AWS DeepRacer コンソールを開きます。
2. コミュニティレースを選択します。
3. コミュニティレースページで、カスタマイズしたいレースのリーダーボードを選択します。
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学生レースをカスタマイズ

4. レース詳細ページで、「レースを編集」 を選択します。

5. レースのカスタマイズを拡張。

174



AWS DeepRacer デベロッパーガイド
学生レースの管理

6. 必要に応じて、参加者のイベントの目標とルールを要約したレースの説明を作成します。説明はリー
ダーボードの詳細に表示されます。

7. クラシックレースのランキング方法では、勝者が最速ラップを投稿するレーサーならばベストラップ
タイムから選みます。平均時間を選ぶと、イベントの時間枠内に複数回の試行の後、勝者は平均時間
が最も良いレーサーになります。あるいは Total Time を選ぶと、勝者は総合平均が最速のレーサーに
なります。

8. 最小ラップの値を選択します。これはレースのリーダーボードに結果を提出するためにレーサーが完
了しなければならない連続ラップ数になります。初心者のレースでは、小さめの数を選びます。上級
ユーザーの場合は、大きめの数を使用します。

9. 場外ペナルティを使用する場合、RL モデルがトラックから外れる時には、レーサーの時間に加算する
秒数を選択します。

10. これで、学生コミュニティレースのすべてのカスタマイズオプションが完了しました。[次へ] を選択
し、レースの詳細を確認します。

11. 「レースの詳細を確認する」ページで、レースの仕様を確認してください。設定を変更するには、
「レースの詳細」ページで [編集 ] または [戻る] を選択します。招待リンクを取得する準備ができた
ら、[SUBMIT] を選びます。

12. [Done] (完了) を選択します。「レースを管理する」ページが表示されます。

メールテンプレートを使用して新しいレーサーを招待する方法、レースからレーサーを削除する方法、
レーサーのモデル提出状況を確認する方法については、「コミュニティレースの管理 (p. 152)」を参照し
てください。

AWS DeepRacer 学生コミュニティレースの管理
学生コミュニティレースは、招待リンクを受け取った個人にのみ表示されます。 参加者 は招待リンクを自
由に転送できます。レースに参加するには、参加者に AWS DeepRacer Student アカウントが必要です。
初めてのユーザーは、 レースに参加する前にアカウントの作成プロセスを完了させる必要があります。学
生はアカウントを設定するためにメールアドレスだけが必要です。

175

https://student.deepracer.com/home


AWS DeepRacer デベロッパーガイド
学生レースの管理

レースオーガナイザーとしてできること：

• レース詳細 (開始日と終了日を含む) を編集する
• 参加者を削除
• エンドレース
• レースを削除

Note

「レーサー」タブとリーダーボードには学生のエイリアスのみが表示されるので、どのエイリア
スがどの学生に関連付けられているかを書き留めておいてください。

AWS DeepRacer 学生コミュニティレースに参加する

1. AWS DeepRacer コンソールへサインインします。
2. コミュニティレースを選択します。
3. [レース管理] を選択します。

4. 「レースの管理」ページで、自分が管理するレースを選択します。

5. 「レース詳細」を選択し、「編集」を選択します。
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6. イベントのリーダーボードを表示するには、[レースの表示] を選択します。
7. イベントの招待リンクをリセットするには、[招待のリセット] を選択します。招待リンクをリセット

すると、まだレースから元のリンクを選択していない人が参加できなくなります。招待リンクをリ
セットしても、レースの既存の参加者には影響しません。

8. レースを終了するには、「レースを終了」を選択します。このアクションは、すぐにレースを終了し
ます。

9. イベントを削除するには、「レースを削除」を選択します。これにより、AWSこのレースはコンソー
ルと AWS DeepRacer Student から完全に削除されます。

10. 参加者を削除するには、「レーサー」タブを選択し、参加者を 1 人以上選択して「レーサーを削除」
を選択します。参加者をイベントから削除すると、その参加者はレースに参加できなくなります。
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AWS のセキュリティ DeepRacer
AWS DeepRacer を使用して強化学習のトレーニングと評価を行うには、AWSアカウントに、トレーニン
グジョブを実行する Amazon VPC や、トレーニング済みのモデルアーティファクトを保存する Amazon 
S3 バケットなど、依存するAWSリソースにアクセスするための適切なセキュリティ権限が付与される必
要があります。

AWS DeepRacer コンソールには、依存サービスに必要なセキュリティ設定をセットアップするための 1 
が用意されています。このセクションでは、AWS DeepRacer AWS にアクセスするために必要なアクセス
権限を定義する IAM ロールとポリシーについて説明します。

トピック
• AWS 保護 DeepRacer (p. 178)
• AWS DeepRacer に依存する AWS サービス (p. 179)
• AWS DeepRacer AWS が依存サービスを呼び出すために必要な IAM ロール (p. 180)
• AWS Identity and Access ManagementにとってAWS DeepRacer (p. 181)

AWS 保護 DeepRacer
AWS DeepRacer AWS http://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/、データ保護の規
制とガイドラインが含まれています。 AWSは、AWSすべてのサービスを実行するグローバルインフラス
トラクチャの保護を担います。 AWSは、顧客コンテンツと個人データを処理するためのセキュリティ設
定管理など、このインフラストラクチャでホストされているデータを保護 AWSお客様と APN パートナー
は、データコントローラーまたはデータプロセッサの役割を果たし、AWSクラウドに配置する個人データ
を担当します。

データ保護目的の場合、AWS アカウント認証情報を保護し、AWS Identity and Access Management (IAM) 
を用いて個々のユーザーアカウントを セットアップすることにより、そのユーザーに各自の職務を果たす
ために必要なアクセス許可のみが付与されるようにすることをお勧めします。また、次の方法でデータを
保護することをお勧めします。

• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS 暗号化ソリューションを AWS のサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使

用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これにより、Amazon S3 

に保存される個人データの検出と保護が支援されます。

顧客のアカウント番号などの機密の識別情報は、名前フィールドなどの自由形式のフィールドに配置しな
いことを強くお勧めします。AWS DeepRacer または他のAWSAWS CLIAWSのサービスを使用する場合も
同様です。AWS DeepRacer や他のサービスに入力したすべてのデータは、診断ログの内容として拾い上
げられる可能性があります。外部サーバーへの URL を指定するときは、そのサーバーへのリクエストを検
証するための認証情報を URL に含めないでください。

データ保護の詳細については、AWS セキュリティブログ のブログ投稿「AWS の責任共有モデルと 
GDPR」を参照してください。
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AWS DeepRacer に依存する AWS サービス
AWS DeepRacer は、以下の AWS のサービス を使用して必要なリソースを管理します。

Amazon Simple Storage Service

トレーニング済みのモデルのアーティファクトを Amazon S3 バケットに保存する方法。
AWS Lambda

報酬関数を作成して実行する方法
AWS CloudFormation

AWS DeepRacer モデルのトレーニングジョブを作成する方法。
SageMaker

AWS DeepRacer モデルをトレーニングする方法
AWS RoboMaker

トレーニングと評価の両方の環境をシミュレートする方法

順番における AWS Lambda、AWS CloudFormation、SageMaker、AWS RoboMaker への依存で
は、Amazon CloudWatch と Amazon CloudWatch Logs を含む他の AWS サービスを用います。

以下の表は、直接または間接的に AWS DeepRacer によって使用される AWS サービスを示しています。

AWS DeepRacer が直接または間接的に使用する AWS サービス

AWS サービスプリンシパル コメント

application-autoscaling • オペレーションを自動的にスケールするために
間接的に SageMaker によって呼び出されます。

cloudformation • AWS DeepRacer から直接呼び出されて、アカ
ウントリソースを作成します。

cloudwatch • オペレーションをログに記録するために直接 
AWS DeepRacer に呼び出されます。

• オペレーションをログに記録するために間接的
に AWS RoboMaker に呼び出されます。

• オペレーションをログに記録するために間接的
に SageMaker に呼び出されます。

ec2 • トレーニングジョブを作成して実行するために
間接的に AWS CloudFormation と SageMaker 
に呼び出されます。

ecr • Amazon Elastic コンテナレジストリと連携する
ために AWS RoboMaker によって間接的に呼び
出されます。

kinesisvideo • キャッシュされたトレーニングストリームを表
示するために直接 AWS DeepRacer に呼び出さ
れます。

• トレーニングストリームをキャッシュするため
に間接的に AWS RoboMaker に呼び出されま
す。
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AWS サービスプリンシパル コメント

lambda • 報酬関数を作成および実行するために直接 AWS 
DeepRacer に呼び出されます。

logs • オペレーションをログに記録するために直接 
AWS DeepRacer に呼び出されます。

• オペレーションをログに記録するために間接的
に AWS Lambda に呼び出されます。

• オペレーションをログに記録するために間接的
に AWS RoboMaker に呼び出されます。

robomaker • シミュレーションで仮想強化学習環境をレンダ
リングするために AWS DeepRacer に直接に呼
び出されます。

s3 • deepracer' で始まるバケットを一覧表示し、
バケットのオブジェクトを読み取るか、バケッ
トにオブジェクトを書き込むために、間接的に 
AWS RoboMaker に呼び出されます。

• SageMaker 固有のストレージオペレーションを
実行するために間接的に SageMaker に呼び出さ
れます。

• "deepracer" で始まる名前のバケットを作成、
一覧表示、および削除するために直接 AWS 
DeepRacer に呼び出されます。バケットから
オブジェクトをダウンロード、バケットにオブ
ジェクトをアップロード、またはバケットから
オブジェクトを削除するためにも呼び出されま
す。

sagemaker • 強化学習モデルをトレーニングするために AWS 
DeepRacer から直接呼び出されます。

AWS DeepRacer を使用してこれらのサービスを呼び出すには、必要なポリシーを添付した適切な IAM 
ロールが必要です。これらのポリシーとロールの詳細については、「AWS DeepRacer AWS が依存サービ
スを呼び出すために必要な IAM ロール (p. 180)」を参照してください。

AWS DeepRacer AWS が依存サービスを呼び出す
ために必要な IAM ロール

モデルを作成する前に、AWS DeepRacer コンソールを使用してアカウントのリソースを設定します。こ
れにより、AWS DeepRacer コンソールで以下の IAM IAM コンソールが作成されます。

AWSDeepRacerServiceRole

お客様に代わって AWS DeepRacer 必要なリソースを作成してAWSサービスを呼び出すことを許可し
ます。

AWSDeepRacerSageMakerAccessRole

Amazon SageMaker がお客様に代わって必要なリソースを作成してAWSサービスを呼び出すことを許
可します。
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AWSDeepRacerRoboMakerAccessRole

お客様に代わって AWS RoboMaker 必要なリソースを作成してAWSサービスを呼び出すことを許可し
ます。

AWSDeepRacerLambdaAccessRole

AWS Lambda 関数に、お客様に代わって AWS のサービスを呼び出すことを許可します。
AWSDeepRacerCloudFormationAccessRole

AWS CloudFormation に、お客様に代わって AWS のスタックとリソースを作成および管理すること
許可します。

AWS IAM コンソールで詳細なアクセス許可を表示するには、リンクに従います。

AWS Identity and Access Managementにとって
AWS DeepRacer

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御する
ために役立つ AWS のサービス です。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に DeepRacer リソー
スの使用を承認する (アクセス権限を持たせる) かを制御できます。IAM は、追加費用なしで使用できる 
AWS のサービス です。

トピック
• 対象者 (p. 181)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 182)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 184)
• AWS DeepRacer と IAM の連携について (p. 185)
• AWS DeepRacer のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 190)
• AWSAWS の管理ポリシーDeepRacer (p. 192)
• サービス間での不分別な代理処理の防止 (p. 195)
• AWS DeepRacer Identity and Access のトラブルシューティング (p. 196)

対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の用途は、 DeepRacer で行う作業によって異なります。

サービスユーザー — DeepRacer ジョブを実行するためにサービスを使用する場合は、管理者が必要なア
クセス許可と認証情報を用意します。 DeepRacer 作業を実行するためにさらに多くの機能を使用すると
き、追加のアクセス許可が必要になる場合があります。アクセスの管理方法を理解しておくと、管理者に
適切な許可をリクエストするうえで役立ちます。 DeepRacer の特徴にアクセスできない場合は、「AWS 
DeepRacer Identity and Access のトラブルシューティング (p. 196)」を参照してください。

サービス管理者 — DeepRacer 社内のリソースを担当している場合は、通常、へのフルアクセスがありま
す DeepRacer。サービスのユーザーがどの DeepRacer 機能やリソースにアクセスするかを決めるのは
管理者の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービスユーザーの許可を変更する
必要があります。このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解してください。で会社で IAM を
利用する方法の詳細については DeepRacer、を参照してくださいAWS DeepRacer と IAM の連携につい
て (p. 185)。

IAM 管理者 - 管理者は、 DeepRacer へのアクセスを管理するポリシーの作成方法の詳細について確認する
場合があります。IAM で使用できる DeepRacer アイデンティティベースのポリシーの例については、を
参照してくださいAWS DeepRacer のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 190)。
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アイデンティティを使用した認証
認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。ユーザーは、AWS ア
カウントのルートユーザー として、または IAM ロールを引き受けることによって、認証済み (AWS にサ
インイン済み) である必要があります。

ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーティッドアイデンティティとして AWS にサイ
ンインできます。 AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)フェデレーティッドアイデ
ンティティの例としては、(IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google また
は Facebook の認証情報などがあります。フェデレーティッドアイデンティティとしてサインインする場
合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレー
ションを使用して AWS にアクセスする場合、間接的にロールを引き受けることになります。

ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。

プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS は software development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。AWS ツール
を使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。自分でリクエストに署名するための
推奨される方法については、「AWS 全般のリファレンス」の「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参
照してください。

使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧め
します。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイ
ド」の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認
証 (MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、「AWS 
Account Management リファレンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照してく
ださい。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカ
ウント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報
を保有する IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただ
し、IAM ユーザーとの長期的な認証情報が必要な特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをロー
テーションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要
とするユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。

IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。

ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには
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永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS 
Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

• フェデレーティッドユーザーアクセス – フェデレーティッドアイデンティティに許可を割り当てるに
は、ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーティッドアイデンティティが認証
されると、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されま
す。フェデレーションの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Creating a role for a third-party 
Identity Provider」(サードパーティーアイデンティティプロバイダー向けロールの作成) を参照してく
ださい。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可セットを設定します。アイデンティティ
が認証後にアクセスできるものを制御するため、IAM Identity Center は、アクセス許可セットを IAM の
ロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可セット」を参照してください。

• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。

• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、その

ユーザーはプリンシパルと見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションが
トリガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。ア
クションがポリシーで追加の依存アクションを必要とするかどうかを確認するには、「サービス認可
リファレンス」の「AWS のアクション、リソース、および条件キー DeepRacer」を参照してくださ
い。

• サービスロール - サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ルです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。

• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
受けることができます。サービスにリンクされたロールは、AWS アカウント に表示され、サービス
によって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編
集することはできません。

• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または 
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2 
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インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに 
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は、リソースで必要なアク
ションを実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理
者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。
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アクセスコントロールリスト (ACL)
アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソースベースのポリ
シーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービ
スの例です。ACL の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「アク
セスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。

その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。

• アクセス許可の境界 - アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エン
ティティ (IAM ユーザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティ
ティにアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られるアクセス許可は、エンティティのアイ
デンティティベースポリシーとそのアクセス許可の境界の共通部分になります。Principal フィール
ドでユーザーまたはロールを指定するリソースベースのポリシーでは、アクセス許可の境界は制限され
ません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。アクセス許可
の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エンティティのアクセス許可の境界」を参
照してください。

• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、顧客のビジネスが所有する複数の AWS ア
カウント をグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、
サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP はメン
バーアカウントのエンティティに対するアクセス許可を制限します (各 AWS アカウントのルートユー
ザー など)。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の
仕組み」を参照してください。

• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。
これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。

複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可するかどうかを AWS 
が決定する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ポリシーの評価ロジック」を参照してく
ださい。

AWS DeepRacer と IAM の連携について
IAM を使用してへのアクセスを管理する前に DeepRacer、で利用できる IAM の機能について学びます 
DeepRacer。

AWS DeepRacer で使用できる IAM の機能

IAM 機能 DeepRacer サポート

アイデンティティベースのポリシー (p. 186) はい
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IAM 機能 DeepRacer サポート

リソースベースのポリシー (p. 186) いいえ

ポリシーアクション (p. 187) はい

ポリシーリソース (p. 187) はい

ポリシー条件キー (p. 188) はい

ACL (p. 188) いいえ

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 189) はい

一時的な認証情報 (p. 189) はい

プリンシパル許可 (p. 189) はい

サービスロール (p. 190) はい

サービスにリンクされたロール (p. 190) いいえ

DeepRacer およびその他のAWSのサービスがほとんどの IAM 機能と連携する方法の概要を把握するに
は、IAM ユーザーガイドの「IAM と連携するAWSのサービス」を参照してください。

のアイデンティティベースのポリシー DeepRacer

アイデンティティベースのポリシーのサポート はい

アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーグループ、ロールなど、アイデンティティ
に添付できる JSON アクセス許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが
実行できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成
する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、アクションを
許可または拒否する条件を指定できます。プリンシパルは、それが添付されているユーザーまたはロール
に適用されるため、アイデンティティベースのポリシーでは指定できません。JSON ポリシーで使用でき
るすべての要素について学ぶには、「IAM ユーザーガイド」の「IAM JSON ポリシーの要素のリファレン
ス」を参照してください。

DeepRacer のアイデンティティベースのポリシーの例

DeepRacer アイデンティティベースのポリシーの例については、を参照してくださいAWS DeepRacer の
アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 190)。

DeepRacer 内のリソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーのサポート いいえ

リソースベースのポリシーは、リソースにアタッチする JSON ポリシードキュメントです。リソースベー
スのポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられま
す。リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定
のリソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
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シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

クロスアカウントアクセスを有効にするには、全体のアカウント、または別のアカウントの IAM エンティ
ティを、リソースベースのポリシーのプリンシパルとして指定します。リソースベースのポリシーにクロ
スアカウントのプリンシパルを追加しても、信頼関係は半分しか確立されない点に注意してください。プ
リンシパルとリソースが異なる AWS アカウント にある場合、信頼できるアカウントの IAM 管理者は、リ
ソースにアクセスするための許可をプリンシパルエンティティ (ユーザーまたはロール) に付与する必要も
あります。IAM 管理者は、アイデンティティベースのポリシーをエンティティにアタッチすることで許可
を付与します。ただし、リソースベースのポリシーで、同じアカウントのプリンシパルへのアクセス権が
付与されている場合は、ID ベースのポリシーをさらに付与する必要はありません。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

のポリシーアクション DeepRacer

ポリシーアクションに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どの
プリンシパル がどの リソース に対してどのような 条件 下で アクション を実行できるかということで
す。

JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
す。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、
ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アク
ションと呼ばれます。

このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するための許可を付与するポリシーで使用され
ます。

DeepRacer アクションのリストを確認するには、サービス認可リファレンスの「AWS DeepRacerで定義
されるアクション」を参照してください。

のポリシーアクションは、 DeepRacer アクションの前に以下のプレフィックスを使用します。

deepracer

単一のステートメントで複数のアクションを指定するには、アクションをカンマで区切ります。

"Action": [ 
      "deepracer:action1", 
      "deepracer:action2" 
         ]

DeepRacer アイデンティティベースのポリシーの例については、を参照してくださいAWS DeepRacer の
アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 190)。

のポリシーリソース DeepRacer

ポリシーリソースに対するサポート はい

187

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_elements_principal.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_compare-resource-policies.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsdeepracer.html#awsdeepracer-actions-as-permissions
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsdeepracer.html#awsdeepracer-actions-as-permissions


AWS DeepRacer デベロッパーガイド
AWS DeepRacer と IAM の連携について

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Resource JSON ポリシー要素は、オブジェクトあるいはアクションが適用されるオブジェクトを指定し
ます。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラ
クティスとして、Amazon リソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレ
ベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。

オペレーションのリスト化など、リソースレベルの許可をサポートしないアクションの場合は、ステート
メントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (*) を使用します。

"Resource": "*"

DeepRacer リソースのタイプとその ARN のリストを確認するには、サービス認可リファレンスの「AWS 
で定義されるリソース DeepRacer」を参照してください。どのアクションで各リソースの ARN を指定で
きるかについては、「AWS で定義されるアクション DeepRacer」を参照してください。

DeepRacer アイデンティティベースのポリシーの例については、を参照してくださいAWS DeepRacer の
アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 190)。

DeepRacer 向けのポリシー条件キー

サービス固有のポリシー条件キーのサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定でき
ます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの条件演算子を使用して条件式を作成す
ることで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。

1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または 1 つの Condition 要素に複数
のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。単一の条件キーに複
数の値を指定する場合、AWS では OR 論理演算子を使用して条件を評価します。ステートメントの許可が
付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。

条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば IAM ユーザーに、IAM ユーザー名が
タグ付けされている場合のみリソースにアクセスできる許可を付与することができます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ」を参照してください。

AWS はグローバル条件キーとサービス固有の条件キーをサポートしています。すべての AWS グローバル
条件キーを確認するには、「IAM ユーザーガイド」の「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照し
てください。

DeepRacer 条件キーのリストを確認するには、AWS DeepRacerサービス認証リファレンスのIAM ユー
ザーガイドの「条件キー」を参照してください。どのアクションおよびリソースと条件キーを使用できる
かについては、「AWS で定義されるアクション DeepRacer」を参照してください。

DeepRacer アイデンティティベースのポリシーの例については、を参照してくださいAWS DeepRacer の
アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 190)。

のアクセスコントロールリスト (ACL) DeepRacer

ACL のサポート いいえ
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アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかを制御します。ACL はリソースベースのポリシーに似
ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

での属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) DeepRacer

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート はい

属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) は、属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略で
す。AWS では、属性はタグと呼ばれます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール)、および多
数の AWS リソースに添付できます。エンティティとリソースのタグ付けは、ABAC の最初のステップで
す。その後、プリンシパルのタグがアクセスしようとしているリソースのタグと一致した場合に操作を許
可するように ABAC ポリシーをします。

ABAC は、急速に成長している環境でポリシー管理が面倒な状況に役立ちます。

タグに基づいてアクセスを管理するには、aws:ResourceTag/key-name、aws:RequestTag/key-
name、または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの 条件要素 でタグ情報を提供します。

サービスがすべてのリソースタイプに対して 3 つの条件キーすべてをサポートする場合、そのサービスの
値ははいです。サービスが一部のリソースタイプに対してのみ 3 つの条件キーすべてをサポートする場
合、値は部分的です。

ABAC の詳細については、IAM ユーザーガイドの「ABAC とは?」を参照してください。ABAC をセット
アップするステップを説明するチュートリアルについては、「IAM ユーザーガイド」の「属性に基づくア
クセスコントロール (ABAC) を使用する」を参照してください。

での一時的な認証情報の使用 DeepRacer

一時認証情報のサポート はい

AWS のサービス には、一時認証情報を使用してサインインしても機能しないものがあります。一時的な
認証情報を利用できる AWS のサービス を含めた詳細情報については、IAM ユーザーガイドの「IAM と連
携する AWS のサービス」を参照してください。

ユーザー名とパスワード以外の方法で AWS Management Console にサインインする場合は、一時認証情
報を使用していることになります。例えば、会社の Single Sign-On (SSO) リンクを使用して AWS にアク
セスすると、そのプロセスは自動的に一時認証情報を作成します。また、ユーザーとしてコンソールにサ
インインしてからロールを切り替える場合も、一時認証情報が自動的に作成されます。ロールの切り替え
に関する詳細については、IAM ユーザーガイドの「ロールへの切り替え (コンソール)」を参照してくださ
い。

一時認証情報は、AWS CLI または AWS API を使用して手動で作成できます。作成後、一時認証情報を使
用して AWS にアクセスできるようになります。AWS は、長期的なアクセスキーを使用する代わりに、一
時認証情報を動的に生成することをお勧めします。詳細については、「IAM の一時的セキュリティ認証情
報」を参照してください。

DeepRacer のクロスサービスプリンシパル許可

プリンシパル許可のサポート はい

IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行するユーザーは、プリンシパルと見なさ
れます。ポリシーは、プリンシパルにアクセス許可を付与します。一部のサービスを使用する際に、アク
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ションを実行することで、別のサービスの別のアクションがトリガーされることがあります。この場合、
両方のアクションを実行するための許可が必要です。アクションがポリシーで追加の依存アクションを必
要とするかどうかを確認するには、「サービス認可リファレンス」の「AWS のアクション、リソース、お
よび条件キー DeepRacer」を参照してください。

のサービスロール DeepRacer

サービスロールに対するサポート はい

サービスロールとは、サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロール
です。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照してください。

Warning

サービスロールの許可を変更すると、 DeepRacer 機能が破損する可能性があります。 
DeepRacer が指示する場合以外は、サービスロールを編集しないでください。

のサービスリンクロール DeepRacer

サービスリンクロールのサポート いいえ

サービスリンクロールは、AWS のサービスにリンクされているサービスロールの一種です。サービスは、
ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き受けることができます。サービスにリンクされた
ロールは、AWS アカウント に表示され、サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービスリン
クロールのアクセス許可を表示できますが、編集することはできません。

サービスリンクロールの作成または管理の詳細については、「IAM と提携する AWS のサービス」を参照
してください。表の中から、[Service-linked role] (サービスにリンクされたロール) 列に Yes と記載され
たサービスを見つけます。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示するに
は、[Yes] (はい) リンクを選択します。

AWS DeepRacer のアイデンティティベースのポリ
シーの例
デフォルトでは、 ユーザーおよびロールには、 DeepRacer リソースを作成または変更するアクセス許
可はありません。また、AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または 
AWS API を使用してタスクを実行することもできません。IAM 管理者は、リソースで必要なアクションを
実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理者はロー
ルに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

これらサンプルの JSON ポリシードキュメントを使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作
成する方法については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

リソースタイプごとの ARN の形式を含む DeepRacer、で定義されるアクションとリソースタイプの詳細
については、「サービス認証リファレンス」の「アクション、リソース、および条件キー」を参照してく
ださい。AWS DeepRacer

トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 191)
• DeepRacer コンソールの使用 (p. 191)
• 自分の許可の表示をユーザーに許可する (p. 191)

190

https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsdeepracer.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsdeepracer.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-service.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_aws-services-that-work-with-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_create-console.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsdeepracer.html


AWS DeepRacer デベロッパーガイド
アイデンティティベースポリシーの例

ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは、 DeepRacer ユーザーのアカウントでリソースを作成、アクセス、または削除で
きるどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント に追加料金が発生する可
能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下のガイドラ
インと推奨事項に従ってください。

• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。

• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。

• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを 
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS 
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可する
こともできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の [IAM JSON policy elements: Condition]
(IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。

• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access 
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM 
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。

• 多要素認証 (MFA) を要求する – AWS アカウント で IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナ
リオがある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び
出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。

IAM でのベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのセキュリティのベ
ストプラクティス」を参照してください。

DeepRacer コンソールの使用
AWS DeepRacer コンソールにアクセスするには、最小限の許可が必要です。これらのアクセス許可によ
り、の DeepRacer リソースの詳細をリストおよび表示できますAWS アカウント。最小限必要な許可よ
りも制限が厳しいアイデンティティベースのポリシーを作成すると、そのポリシーを持つエンティティ 
(ユーザーまたはロール) に対してコンソールが意図したとおりに機能しません。

AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソール許可を付与する必要はあり
ません。代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのアクセスが
許可されます。

DeepRacer ユーザーとロールがコンソールを使用できるように、 
DeepRacerConsoleAccessReadOnlyAWSエンティティにまたは管理ポリシーもアタッチします。詳細
については、IAM ユーザーガイドの「ユーザーへの許可の追加」を参照してください。

自分の許可の表示をユーザーに許可する
この例では、ユーザーアイデンティティに添付されたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM 
ユーザーに許可するポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS 
CLI か AWS API を使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス許可が含まれています。
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWSAWS の管理ポリシーDeepRacer
ユーザー、グループ、ロールにアクセス権限を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS マ
ネージドポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマー管理ポリ
シーを作成するには、時間と専門知識が必要です。すぐに使用を開始するために、AWS管理ポリシーを使
用することができます。できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースをターゲット範囲に含め
ており、AWS アカウント で利用できます。AWS マネージドポリシーの詳細については、IAM ユーザーガ
イドのAWS マネージドポリシーを参照してください。

AWS のサービスは、AWS マネージドポリシーを維持し、更新します。AWS マネージドポリシーのアク
セス許可を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS
マネージドポリシーにアクセス許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーが添付さ
れている、すべてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール)に影響を与えます。新しい機能
が立ち上げられた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスがAWS マネージ
ドポリシーを更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS 管理ポリシーからの許可を削除しな
いため、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。

加えてAWSでは、複数のサービスにまたがるジョブ機能のための管理ポリシーもサポートしています。た
とえば、ViewOnlyAccess AWS管理ポリシーは、多くの人に読み取り専用アクセスを提供します。AWS 
のサービスとリソース。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS 追加された演算とリソース
に対し、読み取り専用のアクセス許可を設定します。職務機能ポリシーのリストと説明については、IAM 
ユーザーガイド の AWS職務機能の管理ポリシー を参照してください。

以下のようになりますAWS-管理ポリシーは AWS の使用に固有のものですDeepRacerマルチユーザーモー
ドで、複数の参加者をスポンサーできます。AWSアカウント.

• AWSDeepRacerAccountAdminAccessAWS の付与が必要DeepRacerマルチユーザーアカウント管理者
に対するアクセス許可

192

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_create-console.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_create-console.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_managed-vs-inline.html#aws-managed-policies
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_job-functions.html


AWS DeepRacer デベロッパーガイド
AWS マネージドポリシー

• AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccessAWS の付与が必要DeepRacerAWS を使用するアクセス許
可DeepRacerconsole.

トピック
• AWSDeepRacerAccountAdminAccessAWS の管理ポリシーDeepRacer管理者 (p. 193)
• AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccessAWS の管理ポリシーDeepRacerマルチユーザーレー

サー (p. 193)
• AWSDeepRacerへの更新AWSマネージドポリシー (p. 194)

AWSDeepRacerAccountAdminAccessAWS の管理ポリシー
DeepRacer管理者
複数のプロファイルでAWSAWS のアカウント ID と請求情報DeepRacerをアタッチするに
はAWSDeepRacerAccountAdminAccessポリシー。

他のレーサーのスポンサー時に使用する IAM アイデンティティに AWSDeepRacerAccountAdminAccess
ポリシーを添付できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "DeepRacerAdminAccessStatement", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "deepracer:*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition":  
            { 
                "Null": { 
                    "deepracer:UserToken": "true" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccessAWS の管理ポリシー
DeepRacerマルチユーザーレーサー
ポリシーは、AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess、AWS を与えるDeepRacerすべての AWS へ
のレーサーアクセスDeepRacerマルチユーザーアカウント管理者アクション以外のアクション

アカウント内でスポンサーしたい参加者の IAM アイデンティティに
AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess ポリシーを添付できます。

{ 
 "Version": "2012-10-17", 
 "Statement": [ 

193



AWS DeepRacer デベロッパーガイド
AWS マネージドポリシー

  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "deepracer:Add*", 
    "deepracer:Remove*", 
    "deepracer:Create*", 
    "deepracer:Perform*", 
    "deepracer:Clone*", 
    "deepracer:Get*", 
    "deepracer:List*", 
    "deepracer:Edit*", 
    "deepracer:Start*", 
    "deepracer:Set*", 
    "deepracer:Update*", 
    "deepracer:Delete*", 
    "deepracer:Stop*", 
    "deepracer:Import*", 
    "deepracer:Tag*", 
    "deepracer:Untag*" 
   ], 
   "Resource": [ 
    "*" 
   ], 
   "Condition": { 
    "Null": { 
     "deepracer:UserToken": "false" 
    }, 
    "Bool": { 
     "deepracer:MultiUser": "true" 
    } 
   } 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "deepracer:GetAccountConfig", 
    "deepracer:GetTrack", 
    "deepracer:ListTracks", 
    "deepracer:TestRewardFunction" 
   ], 
   "Resource": [ 
    "*" 
   ] 
  }, 
  { 
   "Effect": "Deny", 
   "Action": [ 
    "deepracer:Admin*" 
   ], 
   "Resource": [ 
    "*" 
   ] 
  } 
 ]
}

AWSDeepRacerへの更新AWSマネージドポリシー

の更新の詳細を表示します。AWSAWS の管理ポリシーDeepRacerこのサービスがこれらの変更の追跡を
開始してからです。このページに対する変更に関する自動通知については、AWS の RSS フィードを購読
してください。DeepRacerドキュメント履歴ページ
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変更 説明 日付

AWSDeepRacerAccountAdminAccess
と
AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess
ポリシーが追加されました。

1 つの AWS で複数の参加者を
スポンサーできるように、新し
い管理ポリシーが追加されまし
た。DeepRacerマルチユーザー
モードを使用するアカウント

2021 年 10 月 26 日

AWSDeepRacerポリシー変更の
追跡を開始しました。

AWSDeepRacerの AWS 管理ポ
リシーに対する変更の追跡を開
始しました。

2021 年 10 月 26 日

サービス間での不分別な代理処理の防止
混乱した代理問題とは、あるアクションを実行する許可を持たないエンティティが、より多くの特権を持
つエンティティにアクションの実行を強制できることで生じるセキュリティ上の問題です。AWS では、
サービス間でのなりすましが、混乱した代理問題を生じさせる可能性があります。サービス間でのなりす
ましは、1 つのサービス (呼び出し元サービス) が、別のサービス (呼び出し先サービス) を呼び出す場合に
発生します。呼び出し元サービスが操作され、それ自身のアクセス許可を使用して、本来アクセス許可が
付与されるべきではない方法で別の顧客のリソースに対して働きかけることがあります。これを防ぐため
に AWS では、お客様のすべてのサービスのデータを保護するのに役立つツールを提供しています。これ
には、アカウントのリソースへのアクセス権が付与されたサービスプリンシパルを使用します。

リソースポリシー内では aws:SourceArn および aws:SourceAccount のグローバル条件コンテキスト
キーを使用して、AWSDeepRacerLong が別のサービスに付与する、リソースへのアクセス許可を制限す
ることをお勧めします。グローバル条件コンテキストキーの両方を使用しており、それらが同じポリシー
ステートメントで使用される場合、aws:SourceAccount 値と aws:SourceArn 値のアカウントが同じ
アカウント ID を使用する必要があります。

aws:SourceArn の価値が s3:::your-bucket-name である必要があります。

不分別な代理処理の問題から保護するための最も効果的な方法は、リソースの完全な ARN を指定
しながら、aws:SourceArn グローバル条件コンテキストキーを使用することです。リソースの
完全な ARN が不明な場合や、複数のリソースを指定する場合には、グローバルコンテキスト条件
キー aws:SourceArn で、ARN の未知部分を示すためにワイルドカード (*) を使用します。例え
ば、arn:aws:servicename::123456789012:*。

次の例では、AWSDeepRacer で aws:SourceArn および aws:SourceAccount グローバル条件コン
テキストキーを使用して、「Confused Deputy Problem (混乱した使節の問題)」を回避する方法を示しま
す。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Stmt1586917903457", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "deepracer.amazonaws.com" 
                }, 
            "Action": [ 
                "s3:GetObjectAcl", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:PutObjectAcl" 
            ], 
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            "Resource": [ 
               "arn:aws:s3:::your-bucket-name", 
               "arn:aws:s3:::your-bucket-name/*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceArn": "arn:${Partition}:deepracer:${Region}:
${Account}:model/reinforcement_learning/${ResourceId}" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

このバケットに AWS Key Management Service (KMS) リソースのカスタムを使用する場合には、リソー
スポリシーに AWS KMS を入れてください。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [{ 
    "Sid": "statement identifier", 
    "Effect": "effect", 
    "Principal": "principal", 
    "Action": "action", 
    "Resource": "resource", 
    "Condition": { 
        "StringEquals": { 
            "aws:SourceArn": "arn:${Partition}:deepracer:${Region}:${Account}:model/
reinforcement_learning/${ResourceId}" 
        } 
    } 
  }]
}

AWS DeepRacer Identity and Access のトラブル
シューティング
と IAM DeepRacer の使用に伴って発生する可能性がある一般的な問題の診断や修復に役立ちます。

トピック
• DeepRacer マルチユーザーアカウントモードで認証エラーが発生します。 (p. 196)
• DeepRacer でアクションを実行する権限がない (p. 197)
• iam を実行する権限がない:PassRole (p. 197)
• アクセスキーを表示したい (p. 197)
• 管理者として DeepRacer へのアクセスを他のユーザーに許可したい (p. 198)
• 自分のAWS アカウント DeepRacer 以外のユーザーにリソースへのアクセスを許可したい (p. 198)

DeepRacer マルチユーザーアカウントモードで認証エラーが発
生します。
AWSDeepRacerAccountAdminAccess (p. 193)ポリシーの管理者である場合、セッションにユーザートー
クンが関連付けられていると、認証エラーが発生することがあります。管理者は、セッションに関連付け
られたユーザートークンを持つべきではありません。これを解決するには、cookie をクリアしてくださ
い。
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AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess (p. 193)ポリシーの管理者である場合、セッションにユーザー
トークンが関連付けられていると、認証エラーが発生することがあります。これを解決するには、使用を
続ける前に AWS Player プロフィールに認証する必要がありますAWS DeepRacer。

アカウントがシングルユーザーモードで、お客様が AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess ポリ
シーのレーサーの場合、認証エラーが発生することがあります。これを解決するには、シングルユー
ザーモードでは、AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccessポリシーの管理者と確認してください
AWSAWS DeepRacer。

DeepRacer でアクションを実行する権限がない
AWS Management Console から、アクションを実行することが認可されていないと通知された場合、管理
者に問い合わせ、サポートを依頼する必要があります。管理者とは、ユーザーにユーザー名とパスワード
を提供した人です。

以下のエラー例は、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して架空の my-example-widget
リソースに関する詳細情報を表示しようとしているが、架空の deepracer:GetWidget 許可がないとい
う場合に発生します。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 deepracer:GetWidget on resource: my-example-widget

この場合、Mateo は、deepracer:GetWidget アクションを使用して my-example-widget リソースに
アクセスできるように、ポリシーの更新を管理者に依頼します。

iam を実行する権限がない:PassRole
iam:PassRole アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して 
DeepRacer にロールを渡すことができるようにする必要があります。

一部の AWS のサービス では、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成せず
に、既存のロールをサービスに渡すことが許可されています。そのためには、サービスにロールを渡す許
可が必要です。

以下の例のエラーは、 marymajor という IAM ユーザーがコンソールを使用して DeepRacer でアクショ
ンを実行しようする場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サービス
ロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡す許可がありません。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

アクセスキーを表示したい
IAM ユーザーアクセスキーを作成した後は、いつでもアクセスキー ID を表示できます。ただし、シーク
レットアクセスキーを再表示することはできません。シークレットアクセスキーを紛失した場合は、新し
いキーペアを作成する必要があります。

アクセスキーは、アクセスキー ID (例: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) とシークレットアクセスキー (例:
wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY) の 2 つの部分から構成されています。ユーザー名
とパスワードと同様に、リクエストを認証するために、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーの両
方を使用する必要があります。ユーザー名とパスワードと同様に、アクセスキーを安全に管理してくださ
い。
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Important

正規のユーザー ID を確認するためであっても、アクセスキーをサードパーティーに提供しないで
ください。提供すると、第三者がアカウントへの永続的なアクセスを取得する場合があります。

アクセスキーペアを作成する場合、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーを安全な場所に保存す
るように求めるプロンプトが表示されます。このシークレットアクセスキーは、作成時にのみ使用できま
す。シークレットアクセスキーを紛失した場合、IAM ユーザーに新しいアクセスキーを追加する必要があ
ります。アクセスキーは最大 2 つまで持つことができます。既に 2 つある場合は、新しいキーペアを作成
する前に、いずれかを削除する必要があります。手順を表示するには、「IAM ユーザーガイド」の「アク
セスキーの管理」を参照してください。

管理者として DeepRacer へのアクセスを他のユーザーに許可し
たい
他のユーザーにアクセスを許可するには DeepRacer、アクセスを必要とする人またはアプリケーションの 
IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) を作成する必要があります。ユーザーまたはアプリケーション
は、このエンティティの認証情報を使用して AWS にアクセスします。次に、 DeepRacer の適切なアクセ
ス許可を付与するポリシーを、そのエンティティにアタッチする必要があります。

すぐにスタートするには、「IAM ユーザーガイド」の「IAM が委任した初期のユーザーおよびグループの
作成」を参照してください。

自分のAWS アカウント DeepRacer 以外のユーザーにリソースへ
のアクセスを許可したい
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースにアクセスするために使用できるロールを
作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定することができます。リソースベースのポリ
シーまたはアクセス制御リスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リ
ソースへのアクセスを付与できます。

詳細については、以下を参照してください。

• DeepRacer でこれらの機能がサポートされるかどうかを確認するには、を参照してくださいAWS 
DeepRacer と IAM の連携について (p. 185)。

• 所有している AWS アカウント 全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM ユー
ザーガイド」の「所有している別の AWS アカウント アカウントへのアクセス権を IAM ユーザーに提
供」を参照してください。

• サードパーティーの AWS アカウント にリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM 
ユーザーガイド」の「第三者が所有する AWS アカウント へのアクセス権を付与する」を参照してくだ
さい。

• ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「外部で
認証されたユーザー (ID フェデレーション) へのアクセスの許可」を参照してください。

• クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いの詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してくださ
い。
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新しいリソースのタグを追加、表示、および編集する

タグ付け
タグは、AWSAWSユーザーまたはがリソースに割り当てるカスタム属性ラベルです。各 AWS タグは 2 つ
の部分で構成されます:

• タグキー (例: [ companyname、costcenter 、environment、project、またはsecret ])。タグ
キーでは、大文字と小文字が区別されます。

• タグ値として知られるオプションのフィールドです。タグ値を省略すると、空の文字列を使用した場合
と同じになります。タグキーと同様に、タグ値は大文字と小文字が区別されます。

これらは共にキーバリューのペアと呼ばれます。

AWS DeepRacer サービス内では、車や RL モデル、コミュニティレースのリーダーボードなどにタグを
割り当てることができます。AWSこれらのリソースとタグ付けをサポートする他のリソースにタグ付け
て、リソースが関連していることを示します。タグを使うことで、モデルやリーダーボードの識別・整理
に加え、コスト配分を把握したり、IAM ポリシーで誰がリソースを閲覧・操作できるかを管理すること
もできます。タグの追加、管理および削除にはAWS CLI、AWS DeepRacer コンソールまたはを使用しま
す。

タグの使用の詳細については、「タグ付けのベストプラクティス」ホワイトペーパーを参照してくださ
い。

タグでコスト分配を把握

AWS Cost Explorer とコスト・使用状況レポートは、AWSのコストをタグ別に分類する機能をサ
ポートします。AWS のコストを組織の代表的な財務報告カテゴリーに関連付けるために、cost 
center、businessunit、またはprojectなどのビジネスタグを使用できます。しかしながら、コスト
配分レポートは、特定のアプリケーション、環境、コンプライアンス プログラムなどの技術的またはセ
キュリティ上のカテゴリーとコストを簡単に関連付けることができるタグを含めることができます。請求
情報とコスト管理コンソールの [ Cost Allocation Tags ] マネージャーにアクセスできるのは、組織の管理
アカウントおよび組織のメンバーではない単一のアカウントのみです。タグを使ったコスト配分把握の詳
細については、[ユーザー定義のコスト配分タグ] を参照してください。

タグでアクセス管理

IAM ユーザーとロールをタグ付けして、モデルやコミュニティレースのリーダーボードへのアクセスを管
理することもできます。IAM ユーザーとロールをタグ付けする方法については、[IAMユーザーとロールを
タグ付けする] を参照してください。プリンシパルタグを持つ IAM ロールが、一致するタグを持つリソー
スへのアクセスを許可するポリシーの作成・テストのチュートリアルを表示するには、[タグに基づいた
AWSリソースへのアクセス許可を定義する] を参照してください。タグを使用して、AWSタグ付けをサ
ポートするリソースへのアクセスを管理するための詳細については、[AWSリソースタグを使ったリソース
へのアクセスを管理する] を参照してください。

トピック
• 新しいリソースのタグを追加、表示、および編集する (p. 199)
• 既存のリソースのタグを追加、表示、および編集する (p. 201)

新しいリソースのタグを追加、表示、および編集す
る

新車、RL モデル、コミュニティレースのリーダーボードなどにタグを追加することで、これらのリソース
の識別、整理、コスト配分の把握、アクセスの管理などが可能になります。モデルやリーダーボードに 1 
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つまたは複数のタグ（キーバリューのペア）を追加します。各タグキーは、各リソースに対しそれぞれ一
意である必要があり、各タグキーに設定できる値は 1 つのみですが、1 つのリソースは最大 50 個のタグを
持つことができます。

AWS DeepRacer コンソールで 1 つずつリソースを作成してタグを適用するか、[タグエディタ] 使用して
複数のリソースを一度に追加、編集、削除します。

Important

RL モデルやコミュニティレースのリーダーボードのタグを編集すると、それらのリソースへのア
クセスに影響を与えます。タグの名前 ( キー ) や値を編集する前に、タグのキーや値を使用して
リソースへのアクセスを制御する可能性のある IAM ポリシーがあれば、必ず確認してください。

新規 RL モデルのタグを追加、表示、および編集するには

AWS DeepRacer コンソールを使用して、新規 RL モデルにタグを追加、表示、および編集します。

1. [モデル] ページで、[モデル作成] を選択します。
2. [モデルの作成] ページで [トレーニングの詳細] を入力した後、[タグ] 見出しを展開します。
3. [タグ] の見出しで、[新しいタグを追加] を選択します。
4. [Key] に、タグの名前を入力します。 [Value] では、任意でタグに値を追加できます。タグの名前付けに

関する詳細は、[タグ付け ベストプラクティス ] ホワイトペーパー内、「タグとリソースの名前付けに関
するベストプラクティス」のトピックを参照してください。

5. ( オプション ) 別のタグを追加するには、[タグを追加する] を再度選択します。
6. ( オプション ) 個々のキーまたは値を削除するには、その横にある [X] を選択します。
7. ( オプション ) キー・バリューペアを削除するには、[削除] を選択します。
8. タグの追加が完了したら、[環境シミュレーション] を選択し、[Next] を選択します。

新しいモデルをトレーニング用にタグ付けして送信した後、ページの下部にある [タグ] 見出しでトレーニ
ングの最中や後、評価中にタグの管理をすることができます。

1. [Manage tags] (タグの管理) を選択します。
2. [タグの管理] ポップアップボックスでは、タグの横にある [削除] ボタンを選択し作成したタグを削除、

または [新規タグを追加する] を選択し、新しいタグを追加します。
3. 新しいタグを追加する場合は、[キー] に、タグの名前を入力します。[Value] では、任意でタグに値を追

加できます。タグの名前付けに関する詳細は、[タグ付け ベストプラクティス ] ホワイトペーパー内、
「タグとリソースの名前付けに関するベストプラクティス」のトピックを参照してください。

4. タグの削除を完了したら、[送信] を選択します。

新しいコミュニティレースリーダーボードのタグを追加、表示、編集するには

AWS DeepRacer コンソールを使用して、新しいコミュニティレースリーダーボードにタグを追加、表
示、編集します。

1. [コミュニティレース] で、[レースを作成] を選択します。
2. [レースの詳細] ページで [タグ] の見出しを展開します。
3. [タグ] の見出しで、[新しいタグを追加] を選択します。
4. [Key] に、タグの名前を入力します。 [Value] では、任意でタグに値を追加できます。タグの名前付けに

関する詳細は、[タグ付け ベストプラクティス ] ホワイトペーパー内、「タグとリソースの名前付けに関
するベストプラクティス」のトピックを参照してください。

5. ( オプション ) 別のタグを追加するには、[タグを追加する] を再度選択します。
6. ( オプション ) 個々のキーまたは値を削除するには、その横にある [X] を選択します。
7. ( オプション ) キー・バリューペアを削除するには、[削除] を選択します。
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8. タグの追加が完了したら、[環境シミュレーション] を選択し、[Next] を選択します。

既存のリソースのタグを追加、表示、および編集す
る

既存の AWS DeepRacer RL モデルまたはコミュニティレースリーダーボードにタグを追加することで、
これらのリソースの識別、整理、コスト配分の把握、アクセスの管理などが可能になります。モデルや
リーダーボードに 1 つまたは複数のタグ（キーバリューのペア）を追加します。各タグキーは、各リソー
スに対しそれぞれ一意である必要があり、各タグキーに設定できる値は 1 つのみですが、1 つのリソース
は最大 50 個のタグを持つことができます。

AWS DeepRacer コンソールで 1 つずつリソースを作成してタグを適用するか、[タグエディタ] 使用して
複数のリソースを一度に追加、編集、削除します。

Important

RL モデルやコミュニティレースのリーダーボードのタグを編集すると、それらのリソースへのア
クセスに影響を与えます。タグの名前 ( キー ) や値を編集する前に、タグのキーや値を使用して
リソースへのアクセスを制御する可能性のある IAM ポリシーがあれば、必ず確認してください。

既存の RL モデルのタグを追加、表示、および編集するには

AWS DeepRacer コンソールを使用して、既存の RL モデルのタグを追加、表示、編集できます。

1. [モデル]内 のリストの中からモデルを名前で選択します。
2. [アクション] を選択
3. ドロップダウンリストから [タグの管理] を選択します。
4. [Manage tags (タグの管理)] のポップアップボックス内でタグの表示、追加、削除を行うことができま

す。

a. タグを追加するには、[Add new tag (新しいタグの追加)] を選択します。 [Key] に、タグの名前を
入力します。 [Value] では、任意でタグに値を追加できます。タグの名前付けに関する詳細は、
[タグ付け ベストプラクティス ] ホワイトペーパー内、「タグとリソースの名前付けに関するベス
トプラクティス」のトピックを参照してください。

b. 別のタグを追加するには、もう一度 [新しいタグを追加] を選択します。
c. 個別のキーまたは値を削除するには、その横にある [X] を選択します。
d. キーバリューのペアを削除するには、[削除] を選択します。

5. タグの表示、追加、削除が完了したら、[送信] を選択します。

既存のコミュニティレースリーダーボードのタグを追加、表示、編集するには

1. [コミュニティレース] で、[レースの管理] を選択します。
2. [Manage races (レースの管理)] のページで、レースを選択します
3. [アクション] を選択
4. ドロップダウンリストから [タグの管理] を選択します。
5. [Manage tags (タグの管理)] のポップアップボックス内でタグの表示、追加、削除を行うことができま

す。

a. タグを追加するには、[Add new tag (新しいタグの追加)] を選択します。 [Key] に、タグの名前を
入力します。 [Value] では、任意でタグに値を追加できます。タグの名前付けに関する詳細は、
[タグ付け ベストプラクティス ] ホワイトペーパー内、「タグとリソースの名前付けに関するベス
トプラクティス」のトピックを参照してください。
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b. 別のタグを追加するには、もう一度 [新しいタグを追加] を選択します。
c. 個別のキーまたは値を削除するには、その横にある [X] を選択します。
d. キーバリューのペアを削除するには、[削除] を選択します。

6. タグの表示、追加、削除を完了したら、[送信] を選択します。
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AWS DeepRacer Live の一般的な問題を解決する方法

一般的な AWS DeepRacer 問題のト
ラブルシューティング

ここでは、よくある質問と最新のバグ修正に関するトラブルシューティングのヒントを紹介します。

トピック
• AWS DeepRacer Live の一般的な問題を解決する方法 (p. 203)
• コンピュータと車両をUSB接続してデバイスコンソールに接続できないのはなぜですか？ (p. 207)
• AWS DeepRacer コンピュートモジュールの電源をバッテリーからコンセントに切り替える方

法 (p. 210)
• USB フラッシュドライブを使用して AWS を DeepRacer Wi-Fi ネットワークに接続する方

法 (p. 212)
• AWS DeepRacer ドライブモジュールバッテリの充電方法 (p. 215)
• AWS DeepRacer コンピュートモジュールのバッテリーを充電する方法 (p. 218)
• バッテリーは充電されているが、AWS DeepRacer 車両が動かない (p. 219)
• AWS DeepRacer 車両のバッテリーロックアウトのトラブルシューティング (p. 221)
• LiDAR センサーを取り付ける際の Dell バッテリコネクタケーブルの巻き方 (p. 223)
• 車両の Wi-Fi 接続を維持する方法 (p. 227)
• AWS DeepRacer デバイスの Mac アドレスを取得する方法 (p. 228)
• AWS DeepRacer デバイスコンソールのデフォルトパスワードを回復する方法 (p. 229)
• AWS DeepRacer デバイスを手動で更新する方法 (p. 230)
• 一般的な AWS DeepRacer 運用上の問題を診断して解決する方法 (p. 231)

AWS DeepRacer Live の一般的な問題を解決する方
法

LIVEレースページにレースビデオが見えない
• バーチャルプライベートネットワーク (VPN) を使用している場合は、レースイベント中には接続が切断

されていることを確認します。
• デバイスが広告ブロッカーを実行している場合は、レースイベント中には広告ブロッカーが切断されて

いることを確認します。
• ホームネットワークが広告ブロッカーを実行している場合は、レースイベント中には広告ブロッカーが

切断されていることを確認します。

レースキューのレーサーの名前は赤です
[LIVE: <Your Race Name>] ページのカミングアップの欄でレーサーの名前が赤でハイライトされている時
は、レーサーのモデルの設定に何か問題があったことを意味します。
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ライブレースを起動しているので、

レーサーを立ち上げられません。

• レース主催者で、レーサーのモデルの設定を削除する場合は、[LIVE: <Your Race Name>] ページのカ
ミングアップの欄で [編集] を選択し、該当するレーサーの名前が入っている行の [X] を選択します。
次に [保存] を選択します。キューの順序を変更する際には、the section called “LIVE レースで走らせ
る” (p. 143) のステップ 11 を参照します。

• お客様がレーサーの場合は、モデルをレースに再提出します。ヘルプが必要な場合は the section called 
“LIVE レースで走らせる” (p. 143) に行き、[LIVE レースに参加する] を選択します。

ライブレースを起動しているので、レーサーを立ち上
げられません。
• [LIVE: <Your Race Name>] ページ内の [LIVE レースシミュレーターを起動する] のセクションで [シミュ

レータの起動] が選択されていることを確認します。その他のヘルプについては、「the section called 
“LIVE レースで走らせる” (p. 143) のステップ 2」を参照します。

204



AWS DeepRacer デベロッパーガイド
ライブレースを起動しているので、

レーサーを立ち上げられません。

• 設定を閉じるには [LIVE: <Your Race Name>] ページ内の [カミングアップ] で [モデルエントリーを開く] 
がオフになっていることを確認します。その他のヘルプについては、「the section called “LIVE レース
で走らせる” (p. 143) のステップ 3」を参照します。
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Chrome または Firefox ブラウザを使用していま
すが、ライブレースの表示にまだ問題があります

Chrome または Firefox ブラウザを使用しています
が、ライブレースの表示にまだ問題があります
• Chrome または Firefox ブラウザーの最新バージョンがインストールされていることを確認します。そう

でない場合は、ブラウザを最新バージョンに更新してから、再度試します。
• バーチャルプライベートネットワーク (VPN) を使用している場合は、接続が切断されていることを確認

します。
• デバイスが広告ブロッカーを実行している場合は、レースイベント中には広告ブロッカーが切断されて

いることを確認します。
• ホームネットワークが広告ブロッカーを実行している場合は、レースイベント中には広告ブロッカーが

切断されていることを確認します。
• WebRTC がインターネットブラウザでオフになっている場合は、レースイベント中には WedRTC を有

効にします。
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コンピュータと車両をUSB接続してデバイスコン
ソールに接続できないのはなぜですか？

車両を初めて設定する場合は、マイクロ USB/USB ケーブル (USB は USB-A とも呼ばれます) を使用し
てコンピュータに AWS DeepRacer 車両を接続後に、デバイスコンソール (車両でホストされるデバイス
ウェブサーバー) を開くことができない場合があります。https://deepracer.aws

これには複数の原因があります。通常、以下の簡単な解決策で問題を解決できます。

デバイスの USB-over-Ethernet ネットワークをアクティブにするには

1. コンピュータの Wi-Fi をオフにし、接続されているイーサネットケーブルをすべて取り外します。
2. 車両の [RESET] ボタンを押して、デバイスを再起動します。
3. コンピュータのウェブブラウザから https://deepracer.aws に移動して、デバイスコンソールを

開きます。

上記の手順で問題が解決しない場合は、コンピュータのネットワーク設定をチェックし、コンピュータか
らデバイスのネットワーク (ネットワーク名は Deepracer) に接続できるように正しく設定されているこ
とを確認できます。これを行うには、次の手順に従います。

Note

以下の手順では、MacOS コンピュータを使用していることを前提としています。他のコンピュー
タシステムの場合は、各オペレーティングシステムのネットワーク設定に関するドキュメントを
参照し、一般的なガイドとして以下の手順を使用します。

MacOS コンピュータでデバイスの USB-over-ethernet ネットワークをアクティブにするには

1. ネットワークアイコン (ディスプレイの右上) を選択して、[Network preferences] を開きます。

または、Command+space を選択し、「Network」と入力して、[Network System Preferences] を選択
します。

2. [Deepracer] が [Connected (接続済み)] と表示されているかどうかを確認します。DeepRacer表示され
ているのに接続されていない場合は、micro-USB/USBケーブルが車両とコンピューターの間にしっか
りと差し込まれていることを確認してください。

3. USB ケーブルが差し込まれているときに DeepRacer ネットワークが表示されていないか、リストに
表示されているのに接続されていない場合、 [ロケーション] 設定から [自動] を選択し、[適用] を選択
します。
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4. AWS DeepRacer ネットワークが、Connected として表示していることを確認します。
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5. コンピュータが [Deepracer] ネットワークに接続されたら、ブラウザの https://deepracer.aws
ページを更新し、[Get Started Guide (入門ガイド)] の「Connect to Wi-Fi (Wi-Fi への接続)」の残りの
手順に進みます。
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6. [DeepRacer] ネットワークが接続されていない場合は、コンピュータを AWS DeepRacer 車両から切
断し、あらためて接続します。[Deepracer] ネットワークが [Connected (接続済み)] になったら、[Get 
Started Guide (入門ガイド)] の手順に進みます。

7. デバイスの [Deepracer] ネットワークがそれでも接続されない場合は、コンピュータと AWS 
DeepRacer 車両を再起動し、必要に応じてこの手順のステップ 1 から繰り返します。

上記の対策で問題が解決しない場合は、デバイス証明書が破損している可能性があります。以下のステッ
プに従って、AWS DeepRacer 車両用の新しい証明書を生成し、破損したファイルを修復します。

AWS DeepRacer 車両で新しい証明書を生成するには

1. マイクロ USB/USB ケーブルを取り外し、コンピュータと AWS DeepRacer 車両との USB 接続を終
了します。

2. AWS DeepRacer 車両を (HDMI-HDMI ケーブルを使用して) モニターに、また USB キーボードとマウ
スConnect。

3. AWS DeepRacer オペレーティングシステムにログインします。これがデバイスのオペレーティング
システムへの最初のログインである場合は、求められたらパスワードとして deepracer を使用しま
す。必要に応じてパスワードの変更に進み、更新されたパスワードを以降のログインに使用します。

4. ターミナルウィンドウを開いて、次の Shell コマンドを入力します。ターミナルウィンドウを開くに
は、デスクトップで、アプリケーション-> システムツールから [ターミナル] ショートカットを選択し
ます。または、ファイルブラウザを使用して /usr/bin フォルダに移動し、 [gnome-terminal] を選択
して開きます。

sudo /opt/aws/deepracer/nginx/nginx_install_certs.sh && sudo reboot

プロンプトが表示されたら、前のステップで使用または更新したパスワードを入力します。

上記のコマンドにより、新しい証明書がインストールされ、デバイスが再起動されます。また、デバ
イスコンソールのパスワードは、AWS DeepRacer 車両の下部に表示されているデフォルト値に戻さ
れます。

5. モニター、キーボード、マウスを車両から切り離し、マイクロ USB/USB ケーブルでコンピュータに
再接続してください。

6. このトピックの 2 番目の手順 (p. 207)に従い、デバイスコンソールを再度開く前に、コンピュータ
が実際にデバイスネットワーク (https://deepracer.aws) に接続されていることを確認し、その
後、[入門ガイド] 内の [Wi-Fi 接続] の手順へと進んで下さい。

AWS DeepRacer コンピュートモジュールの電源を
バッテリーからコンセントに切り替える方法

最初に AWS DeepRacer を設定する際にコンピューティングモジュールのバッテリーレベルが低い場合
は、以下のステップに従って、コンピューティング電源をバッテリーからコンセントに切り替えます。

1. USB-C ケーブルを車両のコンピュータ電源ポートから抜きます。
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2. AC 電源コードと USB-C ケーブルをコンピュータモジュールの電源アダプター (A) に接続します。電
源コードをコンセント (C) に差し込み、USB-C ケーブルを車両のコンピュータモジュールの電源ポー
ト (B) に差し込みます。
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USB フラッシュドライブを使用して AWS を 
DeepRacer Wi-Fi ネットワークに接続する方法

USB フラッシュドライブを使用して、AWS DeepRacer 車両を自宅またはオフィスの Wi-Fi ネットワーク
に接続するには、以下の手順に従って下さい。

• USB フラッシュドライブ
• 接続したい Wi-Fi ネットワークの名前 (SSID) とパスワード

Note

AWS DeepRacer では、ユーザーのサインインに有効なキャプチャ認証を必要とする Wi-Fi ネッ
トワークはサポートされていません。

USB フラッシュドライブを用いて AWS DeepRacer 車両を Wi-Fi ネットワークに接続する方法

1. USB フラッシュドライブをコンピュータに接続します。
2. コンピュータで ウェブブラウザを開き、[https://aws.amazon.com/deepracer/usbwifi] へと進みます。

このリンクを選択すると、wifi-creds.txt hosted on という名前のテキストファイルが開きます 
GitHub。

3. wifi-creds.txt を自分の USB フラッシュドライブに保存します。使用するウェブブラウザによっ
ては、テキストファイルがコンピュータにダウンロードされ、デフォルトのコードエディタで自動的
に開く場合があります。wifi-creds.txt が自動的にダウンロードされない場合は、コンテキスト 
(右クリック) メニューを開き、[Save as (名前を付けて保存)] を選択してテキストファイルを USB フ
ラッシュドライブに保存します。

Warning

ファイル名は変更しないでください。
4. もし wifi-creds.txt がまだ開いていない場合は、プレーンテキストモード中のコードエディタで

開きます。一部のテキストエディタでは、ファイルの種類が指定されていない場合、プレーンテキス
ト（.txt）ではなくリッチテキスト（.rtf）がデフォルトとして表示されるため、ファイルの編集に問
題がある場合は、設定を確認します。Windows を使用している場合は、無料でダウンロードできる 
Sublime Text TextEdit アプリケーションを使用してファイルを開くこともできます。

5. ファイルの下部にある一重引用符の間に、使用する Wi-Fi ネットワークの名前 (SSID) とパスワードを
入力します。SSID は「Service Set Identifier」の略です。Wi-Fi ネットワークの名前を表す専門用語で
す。
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Note

ネットワーク名 (SSID) またはパスワードに、(My Wi-Fi 100 など) ようにスペースが含まれ
ている場合、スペースを含めて名前を一重引用符 ('') の間にそのまま入力します。スペースが
ない場合、一重引用符の使用はオプションです。例えば Wi-Fi パスワード Passwd1234 はス
ペースを含まないため、一重引用符を使用すると機能しますが、必須ではありません。SSID 
とパスワードはどちらも大文字と小文字が区別されます。

6. ファイルを USB フラッシュドライブに保存します。
7. コンピュータから USB ドライブを取り出し、AWS DeepRacer 車両の後部のコンピュータバッテリー

の電源ボタンと後部スタンションとの間にある USB-A ポートに差し込みます。

8. AWS DeepRacer の電源がオンになっていることを確認して下さい。
9. 車両の Wi-Fi LED を確認して下さい。点滅の後、白から青に変われば、車両は Wi-Fi ネットワークに

接続されています。USB ドライブを取り外し、ステップ 11 に進んで下さい。
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Note

車両を Wi-Fi ネットワークに接続する前に USB ドライブが車両に接続されていた場合は、
利用可能な Wi-Fi ネットワークのリストがフラッシュドライブの wifi-creds.txt ファイ
ルに自動保存されます。シャープ記号を削除して、接続したいもののコメントを外して下さ
い。

10. 点滅の後に車両の Wi-Fi LED が赤に変る場合、USB ドライブを車両から取り外し、コンピュータに接
続します。テキストファイルに入力した Wi-Fi 名とパスワードの中に、入力ミス、スペースエラー、
文の大文字小文字の誤り、一重引用符の欠落や誤用がないかを確認します。間違いを修正し、ファイ
ルを再保存し、ステップ 7 ～ 9 を繰り返します。

11. 車両の Wi-Fi LED が青に変わったら、USB ドライブを車両から取り外し、コンピュータに接続しま
す。

12. wifi-creds.txt ファイルを開きます。テキストファイルの下部で車両の IP アドレスを見つけてコ
ピーします。

13. コンピュータが車両と同じネットワーク中にあることを確認してから、ウェブブラウザに IP アドレス
をペーストします。

Note

MacOS Catalina を使用している場合は、Firefox ウェブブラウザを使用します。Chrome は
サポートされていません。
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14. 接続がプライベートまたは安全でないというメッセージが表示された場合、セキュリティ警告をアク
セプトしホストページに進みます。

これで AWS DeepRacer が Wi-Fi に接続されました。

AWS DeepRacer ドライブモジュールバッテリの充
電方法

AWS DeepRacer ドライブモジュールバッテリーには、白と赤の 2 つの異なる色の JST コネクター付きの 
2 組のケーブルがあります。黒、赤、白のケーブルの端にある白の 3 ピンコネクターは、車両モジュール
のバッテリーをバッテリーチャージャーに接続してます。黒と赤のケーブルの端にある赤色の 2 ピンコネ
クターで、バッテリーを車両ドライブトレインに接続します。
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以下のステップに従って、AWS DeepRacer ドライブモジュールのバッテリーを充電して下さい。

1. 車両に接続されている場合、ドライブモジュールのバッテリーにアクセスするには、コンピュータモ
ジュールを持ち上げ、ドライブトレインに接続しているワイヤーを緩めないように注意して行ってく
ださい。
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2. オプションで、ドライブモジュールのバッテリーを車両から取り外すには、赤の 2 ピンバッテリコネ
クタを黒と赤のドライブトレインコネクターから外し、ベルクロストラップを取り外します。

3. バッテリーの白の 3 ピンコネクターを充電器ポートに接続して、バッテリーをバッテリーチャー
ジャーに取り付けます。
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赤色光+緑色光 = 未充電
4. 充電器の電源コードをコンセントに差し込みます。緑色のライトだけが点灯する場合、バッテリーは

完全に充電されています。
5. 充電された車両バッテリーの白の 3 ピンコネクターを充電アダプターから外します。追加事項とし

て、バッテリーを取り外して充電した場合は、赤い 2 ピンコネクターを車両ドライブトレインコネク
ターに再接続したことを確認し、ベルクロストラップでバッテリーを車両に固定します。

6. スイッチを「オン」の位置に押して、車両ドライブトレインをオンにします。インジケータ音 (2 つ
の短いビープ音) を聞いて、車両が充電されていることを確認します。ビープ音が 2 回鳴らない場合
は、[車両のバッテリーのロックを解除する (p. 222)] を試してください。

これで AWS DeepRacer ドライブモジュールのバッテリーを使用する準備ができました。

AWS DeepRacer コンピュートモジュールのバッテ
リーを充電する方法

以下のステップに従って、AWS DeepRacer コンピューティングモジュールのバッテリーを充電して下さ
い。

1. 必要に応じて、コンピューティングモジュールのバッテリーを車両から取り外して下さい。
2. コンピュータの充電器をコンピューティングモジュールのバッテリーに接続します。
3. コンピュータの充電器の電源コードをコンセントに差し込みます。

218



AWS DeepRacer デベロッパーガイド
バッテリーは充電されているが、車両が動かない

バッテリーは充電されているが、AWS DeepRacer 
車両が動かない

AWS DeepRacer コンソールが設定され、コンピューティングバッテリーが充電され、Wi-Fi が接続されて
いるにも関わらず車両が動かない場合は、次の手順に従ってください。

1. コンピューティングモジュールを持ち上げ、ドライブトレインに接続しているワイヤーを緩めないよ
うに注意してください。車両の下のバッテリー、赤色の 2 ピンコネクターが黒と赤のドライブトレイ
ンコネクターに正しく接続されていることを確認します。

2. スイッチを「オン」の位置に押して、車両ドライブトレインをオンにします。インジケータ音 (2 つの
短いビープ音) を聞いて、車両が充電されていることを確認します。車両の電源が正常に入ったら、
ステップ 4 に進みます。
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3. 車両のバッテリーを入れたときにビープ音が 2 回鳴らない場合は、バッテリーが完全に充電されて
いることを確認します。車両のバッテリーの白いコネクターケーブルを充電アダプターに差し込みま
す。充電アダプターは、赤と緑の LED インジケーターライトでコンピューティングモジュールのア
ダプターと区別できます。アダプターを充電ケーブルに接続し、コンセントに差し込みます。車両用
バッテリー充電アダプターの赤と緑の両方が点灯しているときは、バッテリーの充電が必要であるこ
とを示します。

赤色ライト + 緑色のライト = 完全に充電 されていません

緑色のライトだけが点灯する場合は、バッテリーは完全に充電されており、すぐに使用できます。充
電アダプターから車のバッテリーの白いコネクターを外し、赤いコネクターを車両に再接続して下さ
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い。バッテリーを取り外して充電した場合 (オプション) は、ベルクロストラップでドライブトレイン
に再度固定します。スイッチを「オン」の位置に押して、車両ドライブトレインをオンにします。そ
れでもビープ音が 2 回鳴らない場合は、[車両のバッテリーのロックを解除 (p. 222)] を試してくださ
い。

4. 車両を Wi-Fi (p. 80) Connect し、ブラウザで AWS DeepRacer コンソールを開きます。タッチジョイ
スティックで車両を手動で運転し、動くことを確認します。

注意:車両のバッテリーを最も長持ちさせるには、AWS を使用していないときに、車両のドライブトレイ
ンのスイッチを切るか、 DeepRacerバッテリーを切断するようにします。

それでも車両が動かない場合は、 AWSDeepRacer-Help@amazon.com までご連絡ください。

AWS DeepRacer 車両のバッテリーロックアウトの
トラブルシューティング

Important

DeepRacer このバッテリーは車専用です。このバッテリーは、火災や爆発などの安全上の懸念を
回避するために適切に取り扱う必要があります。[AWS DeepRacer デバイス安全ガイド] に記載
されているすべての指示に従い、すべての警告に従って下さい。

AWS DeepRacer デバイス規約、保証、通知

• AWS DeepRacer デバイス利用規約
• AWS DeepRacer デバイスの 1 年間の限定保証
• AWS DeepRacer デバイス安全ガイド

トピック
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車両のバッテリーロックアウトを防ぐ方法

• AWS DeepRacer 車両のバッテリーロックアウトを防ぐ方法 (p. 222)
• ロックアウト後に AWS DeepRacer 車両バッテリーのロックを解除する方法 (p. 222)

AWS DeepRacer 車両のバッテリーロックアウトを防
ぐ方法
AWS DeepRacer 車両バッテリーのロックアウトを防ぐ方法について学ぶ。

バッテリーの正常名状態を保つため、AWS DeepRacer 車両バッテリーはロックアウト状態になります。
この場合、バッテリー残量があっても、車両には電力が供給されません。車両バッテリーがロックアウト
状態になるのを防ぐには、次の操作を行います。

• AWS を使い終わったら DeepRacer、車両の電源を切ってバッテリー充電を保持します。
• デバイスのコンソールに車両のバッテリー残量が低いという警告が表示されたら、できるだけ早く充電

します。
• AWS DeepRacer をしばらく使用しない場合は、バッテリーを車両から取り外して完全に充電します。

車両バッテリーを保護し、ロックアウトを防ぐために、少なくとも年に 1 回は充電することをお勧めし
ます。

Note

すべてのリチウムポリマー (LiPo) バッテリーは、使用していないときでも、時間の経過とともに
ゆっくりと放電します。

ロックアウト後に AWS DeepRacer 車両バッテリーの
ロックを解除する方法
ロックアウト後に AWS DeepRacer バッテリーのロックを解除するには、ロック解除ケーブルを使用して
ください。

1. 赤から赤、白から白へ、同じ色のバッテリコネクターをケーブルコネクターに挿入します。
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LiDAR センサーを取り付ける際の Dell 

バッテリコネクタケーブルの巻き方

2. バッテリーをケーブルから外します。

3. AWS DeepRacer 車両バッテリーはすぐに使用可能になります。赤い 2 ピンコネクターを車両ドライ
ブトレインコネクターに再接続し、ベルクロストラップでバッテリーを車両に固定します。

4. スイッチを「オン」の位置に押して、車両ドライブトレインをオンにします。インジケータ音 (2 つの
短いビープ音) を聞いて、バッテリーが正常にロック解除されたことを確認します。

LiDAR センサーを取り付ける際の Dell バッテリコ
ネクタケーブルの巻き方

非常に長い Dell の USB-C to L 字型 USB-C コネクターケーブルを使用して AWS DeepRacer 車両に接続
された LiDAR センサーに Evo シェルを取り付けるには、特別なケーブル装着技術が必要です。
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LiDAR センサーを取り付ける際の Dell 

バッテリコネクタケーブルの巻き方

このプロセスのビデオを見るには、AWS DeepRacer: LiDAR センサーのインストールと、Dell のコン
ピューティングバッテリーコネクターケーブルの装着 (装着) を参照してください YouTube。ビデオ
は、AWS DeepRacer 車両に LiDAR センサーを取り付けることから始まります。Dell のバッテリー装着テ
クニックは 00:01:27 秒から始まります。

Note

Dell のコンピューティングバッテリーコネクターケーブルには、フェライトコア、L 字型 USB-
C、および標準型 USB-C が付属しています。

Evo シェルに対応するために LiDAR センサーに Dell のバッテリーケーブルを巻き付けるには

1. AWS DeepRacer 車両の後ろに向けて、コンピューティングバッテリーコネクターケーブルの L 字型
端子をコンピューティングバッテリー USB-C ポートに差し込み、コネクターケーブルを左に向けま
す。
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LiDAR センサーを取り付ける際の Dell 

バッテリコネクタケーブルの巻き方

2. 車両を少し左に回して、リア支柱のすぐ下にある LiDAR ホルダーとコンピューティングバッテリーの
間のスペースへの開口部を見つけ、ケーブルを通します。フェライトコアがこのスペースに挿入され
るまで、ケーブルを引っ張ります。USB-C ポートの左側に緩んだケーブルの輪ができるはずです。

3. AWS DeepRacer 車両の後ろに向けて LiDAR センサーの土台部分にケーブルを反時計回りに巻き付
け、ケーブルクリップを使用してケーブルを固定させ、ぴったりとフィットさせます。

4. 車両を少し右に回し、ケーブルの標準型の USB-C 端子を USB-C ポートに差し込みます。
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LiDAR センサーを取り付ける際の Dell 

バッテリコネクタケーブルの巻き方

5. AWS DeepRacer 車両に Evo シェルを置き、ピンでフィットするように締め付けます。シェルが正し
くフィットすると、LiDAR センサーがシェルの切り抜きから完全に見えるようになり、支柱の上部に
あるピンホールにアクセスできるようになります。シェルを取り外し、必要に応じてケーブルを調整
してください。
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車両の接続を維持する方法

LiDAR センサーが接続されました。車両の電源を入れ、ドライブ、実験する準備が整いました。

車両の Wi-Fi 接続を維持する方法
次のトラブルシューティングガイドでは、車両の接続を維持するためのヒントを紹介します。

車の Wi-Fi LED インジケーターが青く点滅し、2 秒間
赤に変わり、最後に消えた場合の Wi-Fi 接続のトラブ
ルシューティング方法
以下を確認して、有効な Wi-Fi 接続設定があることを確認してください。

• USB ドライブには、wifi-creds.txt ファイルを 1 つのみ持つ、ディスクパーティションが 1 つのみあるこ
とを確認します。複数の wifi-creds.txt ファイルが見つかった場合は、すべてが見つかった順序で処理さ
れ、予期しない動作を引き起こす可能性があります。

• Wi-Fi ネットワークの SSID とパスワードが wifi-creds.txt ファイルで正しく指定されていることを確認し
ます。このファイルの例は次のようになります。

###################################################################################
#                                   AWS DeepRacer                                 #  
# File name: wifi-creds.txt                                                       #
#                                                                                 #   
# ...                                                                             #
###################################################################################

# Provide your SSID and password below
ssid: ' MyHomeWi-Fi'
password: myWiFiPassword

• wifi-creds.txt ファイル内のssid そしてpassword の両方のフィールド名が小文字であることを確認しま
す。

• 各フィールド名と値が 1 つのコロン (:) で区切られていることを確認します。例えば、ssid : ' 
MyHomeWi-Fi'

• スペースを含むフィールド値が一対の一重引用符で囲まれていることを確認します。Mac やその他のテ
キストエディタでは、 TextEdit '...' 形式では一重引用符が表示されますが、'...' では表示されません。
フィールド値にスペースが含まれていない場合は、値を一重引用符なしで指定できます。

車両のWi-Fiまたは電源LEDインジケータが青く点滅す
るとはどういう意味ですか？
USB ドライブに wifi-creds.txt ファイルが含まれている場合、車両がファイルで指定された Wi-Fi ネット
ワークに接続しようとしている間は、Wi-Fi LED インジケータが青く点滅します。

USB ドライブに models ディレクトリがある場合、車両がディレクトリ内のモデルファイルをロードしよ
うとしている間、電源 LED が青く点滅します。

USB ドライブに wifi-creds.txt と models ディレクトリの両方がある場合、Wi-Fi に接続してモデルをロー
ドしようとする試みから始めて、車両は 2 つを順次処理します。

Wi-Fi 接続の試行が失敗した場合、Wi-Fi LED も 2 秒間赤色に点灯することがあります。
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ホスト名を使用して車両のデバイスコン

ソールに接続する方法を教えてください。

ホスト名を使用して車両のデバイスコンソールに接続
する方法を教えてください。
ホスト名を使用して車両のデバイスコンソールに接続する場合は、https://hostname.localブラウザ
に「:」と入力してください。(AMSS-1234形式の)hostname 値は AWS DeepRacer 車両の下部に印刷され
ています。)

IP アドレスを使用して車両のデバイスコンソールに接
続する方法
IP アドレスを使用して、device-status.txt ファイル (USB ドライブ内) にあるようにドライブコンソールに
接続するには、次の条件が満たされていることを確認します。

• ラップトップまたはモバイルデバイスが AWS DeepRacer 車両と同じネットワークに接続されているこ
とを確認します。

• VPN に接続しているかどうかを確認します。接続している場合は、最初に切断します。
• 別の Wi-Fi ネットワークを試します。たとえば、スマートフォンで個人のホットスポットを有効にしま

す。

AWS DeepRacer デバイスの Mac アドレスを取得
する方法

以下の手順に従って AWS DeepRacer デバイスの Mac アドレスを取得します。

1. AWS DeepRacer デバイスが Wi-Fi ネットワークにのみ接続されていることを確認してください。
2. AWS DeepRacer 車両をモニターConnect。HDMI-to-HDMI、HDMI-to-DVI または同様のケーブルが

必要になり、ケーブルの一端を車両シャーシの HDMI ポートに挿入し、もう一方の端をモニターのサ
ポートされているディスプレイポートに接続します。

3. コンピューティングモジュールを起動した後で、デバイスのコンピューティングモジュールにある 
USB DeepRacer ポートを使用して、USB キーボードを AWS Connect。

4. [ユーザーネーム] 入力フィールドに deepracer と入力します。
5. [パスワード] 入力フィールドに、デバイスの SSH パスワードを入力します。

デバイスに初めてログインする場合は、パスワード入力フィールドに「deepracer」と入力します。
必要に応じて、次の手順に進む前にパスワードをリセットします。今後のログインには、新しいパス
ワードを使用します。セキュリティ上の理由から、新しいパスワードには複雑なまたは強力なパス
ワードフレーズを選択してください。

6. ログインしたら、ターミナルウィンドウを開きます。

ターミナルアプリケーションには、[検索] ボタンを使用できます。
7. 次のように、Ubuntu シェルコマンドをターミナルウィンドウに入力します。

ifconfig | grep HWaddr

このコマンドでは、以下のような出力が生成されます。

mlan0    Link encap:Ethernet   HWaddr    01:2a:34:b5:c6:de
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デバイスコントローラーのデフォ

ルトパスワードを回復する方法

16 進数は、デバイスの MAC アドレスです。

AWS DeepRacer デバイスコンソールのデフォルト
パスワードを回復する方法

AWS DeepRacer デバイスコンソールのデフォルトパスワードを回復するには、デフォルトのパスワード
の取得またはリセットが関係しています。次の図に示すように、デフォルトのパスワードはデバイスの下
部に印刷されています。

以下の手順に従って、Ubuntu ターミナルウィンドウを使用して AWS DeepRacer デバイスウェブサー
バーのパスワードを回復します。

1. AWS DeepRacer 機器をモニターConnect。HDMI-to-HDMI、HDMI-to-DVI または同様のケーブルが
必要になり、ケーブルの一端を車両シャーシの HDMI ポートに挿入し、もう一方の端をモニターのサ
ポートされているディスプレイポートに接続します。
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デバイスを手動で更新する方法

2. コンピューティングモジュールを起動した後で、デバイスのコンピューティングモジュールにある 
USB DeepRacer ポートを使用して、USB キーボードを AWS Connect。

3. [ユーザー名] に、と入力しますdeepracer。
4. [Password] に、デバイスの SSH パスワードを入力します。

デバイスに初めてログインする場合は、パスワードを入力しますdeepracer。必要に応じて、次の手
順に進む前にパスワードをリセットします。今後のログインには、新しいパスワードを使用します。
セキュリティ上の理由から、新しいパスワードには複雑なまたは強力なパスワードフレーズを選択し
てください。

5. ログインしたら、 ターミナルウィンドウを開きます。

検索ボタンを使用して、ターミナルウィンドウアプリケーションを検索できます。
6. デバイスコンソールのデフォルトのパスワードを取得するには、 ターミナルウィンドウに次のコマン

ドを入力します。

$cat /sys/class/dmi/id/chassis_asset_tag

このコマンドは、結果としてデフォルトパスワードを出力します。

7. デバイスコンソールのパスワードをデフォルトにリセットするには、 ターミナルウィンドウで次の 
Python スクリプトを実行します。

sudo python /opt/aws/deepracer/nginx/reset_default_password.py

AWS DeepRacer デバイスを手動で更新する方法
AWS DeepRacer サービスの最近の変更により、AWS re: Invent 2018 で配布されたデバイスなど、特定の
レガシーデバイスが自動的に更新できなくなりました。そのようなデバイスを手動で更新するには、以下
の手順に従います。

AWS DeepRacer デバイスを手動で更新するには

1. コンピュータにダウンロードし、これを解凍すると AWS DeepRacer デバイススクリプトを手動で更
新します。

このスクリプトの解凍したファイルのデフォルト名は deepracer-device-manual-update.sh で
す。このトピックでは、このデフォルトのスクリプトファイル名を使用するとします。

2. ダウンロードして解凍したスクリプトファイル (deepracer-device-manual-update.sh) をコン
ピュータから USB ドライブにコピーします。

3. HDMI-HDMI ケーブルを使用してデバイスにモニターを接続します。また、USB キーボード、USB マ
ウスも接続します。

4. デバイスの電源を入れ、デバイスの起動後に OS にサインインします。

デバイスへの初回サインインである場合は、新しい OS パスワードを設定する必要があります。
5. USB ドライブをデバイスに接続し、スクリプトファイルをデバイス上のフォルダ ( 例: ,~/Desktop な

ど) にコピーします。
6. デバイスのターミナルから以下のコマンドを入力して、スクリプトファイルのフォルダに移動し、ス

クリプトファイルの実行アクセス許可を追加します。

cd ~/Desktop
chmod +x deepracer-device-manual-update.sh
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一般的なデバイス操作上の問題を診断して解決する方法

7. 以下のシェルコマンドを入力して、スクリプトを実行します。

sudo -H ./deepracer-device-manual-update.sh

8. デバイスの更新が完了したら、コンピュータまたはモバイルデバイスでウェブブラウザを開き、デ
バイスの IP アドレス (たとえばホームネットワークでは 192.168.1.11、オフィスネットワークでは 
10.56.101.13) に移動します。

デバイスが Wi-Fi ネットワークに接続されていることを確認し、VPN によるトンネリングを介するこ
となく同じネットワークにあるブラウザを使用します。

9. デバイスコンソールで、デバイスコンソールのパスワードを入力してサインインします。更新画面が
表示されるまで待ちます。さらに更新を求められたら、その指示に従います。

一般的な AWS DeepRacer 運用上の問題を診断し
て解決する方法

AWS DeepRacer 車両を使って強化学習を学んでいると、デバイスが機能しなくなることがあります。 以
下の トラブルシューティングのトピックは、問題の診断と解決に 役立ちます。

トピック
• デバイスコンソールのビデオプレーヤーに、車のカメラからのビデオストリームが表示されないのは

なぜですか？ (p. 231)
• AWS DeepRacer 車両が動かないのはなぜですか? (p. 231)
• 使用を開始するには 使用を開始するには (p. 232)
• 私の AWS DeepRacer 車両が私の Wi-Fi ネットワークに接続されていないのはなぜですか? (p. 232)
• AWS DeepRacer デバイスコンソールページの読み込みに時間がかかるのはなぜですか? (p. 232)
• AWS DeepRacer 車両にデプロイしたとき、モデルが適切に動作しないのはなぜですか。 (p. 233)

デバイスコンソールのビデオプレーヤーに、車のカメ
ラからのビデオストリームが表示されないのはなぜで
すか？
AWS DeepRacer デバイスコンソールにログインしても、AWS DeepRacer 車両に搭載されたカメラから
ストリーミングされたライブビデオが Device Controls のビデオプレーヤーに表示されません。 この問題
の原因としては、 以下が考えられます。

• カメラの USB ポートへの接続が緩くなっている可能性があります。カメラモジュールを車両から取り外
し、USB ポートに再び差し込み、デバイス の電源をオフ にしてから再びオン にして 再起動します。

• カメラに不具合がある可能性があります。別の AWS DeepRacer 車両の動作確認済みのカメラがあれ
ば、そのカメラを使用して、これが原因かどうかをテストします。

AWS DeepRacer 車両が動かないのはなぜですか?
AWS DeepRacer 車両の電源を入れましたが、移動できません。 この問題の原因としては、以下が考えら
れます。
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使用を開始するには 使用を開始するには

• 車両のパワーバンクがオンになっていないか、パワーバンクが車両に接続されていません。付属の 
USB-C-to-USB C ケーブルを、電源バンクの USB-C ポートと 車両 シャーシの USB-C ポートの間に接
続してください。LED インジケータが 点灯していることを確認します。これは、 電源バンク の 充電レ
ベルを示します。点灯していない場合は、電源バンクの電源ボタンを押し、車両のシャーシにある電源
ボタンを押してデバイスを起動します。テールライトが 点灯していると、デバイスは起動しています。

• 電源バンクがオンになっていて車両が起動しているが、車両が手動モードまたは 自律型運転 モードのい
ずれでも動かない場合は、車両シャーシの下にある車両バッテリーが充電されていて、電源が入ってい
ることを確認します。そうでない場合は、車両バッテリーを充電し、 バッテリーが完全に充電された 後
で 電源を入れます。

• 車両バッテリーのケーブルコネクタ が 、デバイス運転モジュールの電源ケーブルコネクタに完全に接続
されていません。ケーブルコネクタがしっかりと差し込まれていることを確認します。

• バッテリーケーブルに不具合があります。可能な場合は、このバッテリーを別の正常に動作している車
両で使用し、 ケーブルの不具合が原因であるかどうかをテストします。

• 車両のバッテリーの電源スイッチがオンになっていません。 電源スイッチを オンにし、 ビープ音 が 2 
回鳴り、続いて長いビープ音が 1 回 聞こえることを確認します。

使用を開始するには 使用を開始するには
AWS DeepRacer 車両のソフトウェアが古いのはなぜですか?

• デバイスでしばらく自動更新が行われていません。手動更新 (p. 230)を行う必要がある可能性がありま
す。

• 車両がインターネットに接続されていません。車両がインターネットにアクセスできる Wi-Fi または 
イーサネット ネットワークに接続されていることを確認します。

私の AWS DeepRacer 車両が私の Wi-Fi ネットワーク
に接続されていないのはなぜですか?
車両の OS でネットワークステータスを確認すると、私は AWS DeepRacer 車両が Wi-Fi ネットワークに
接続されていのか分かりません。これは、 次の問題が原因で 発生する可能性があります。

• AWS DeepRacer 車両に Wi-Fi が設定されていません。このセットアップ手順 (p. 80)に従って、車両の 
Wi-Fi ネットワークを設定します。

• 車両がアクティブなネットワーク信号の範囲内にありません。選択した Wi-Fi ネットワークの範囲内で
車両を操作してください。

• 車両に事前設定された Wi-Fi ネットワークが使用可能な Wi-Fi ネットワークと一致しません。セット
アップ手順 (p. 80)に従って、アクティブな CAPTCHA を必要としない Wi-Fi ネットワークを設定しま
す。

AWS DeepRacer デバイスコンソールページの読み込
みに時間がかかるのはなぜですか?
AWS DeepRacer 車両のデバイスコンソールを開こうとすると、デバイスコンソールページの読み込みに
時間がかかります。

• 車両が ダウン しているか、またはオフになっています。テールライトが点灯しているときに、車両の電
源が入っていることを確認します。

• 車両の IP アドレスが 変更 されています。ネットワークの DHCP サーバーによって変更された可能性が
大です。車両の新しいIPアドレスを確認するには、以下のセットアップ手順に従い (p. 80)、コンピュー
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AWS DeepRacer 車両にデプロイしたとき、
モデルが適切に動作しないのはなぜですか。

ターと車両をUSB-USケーブルで接続してデバイスコンソールにサインインします。[Settings (設定)] で
新しい IP アドレスを確認します。または、ネットワークに接続されているデバイスのリストを調べて、
新しい IP アドレスを確認することもできます。ネットワーク管理者でない場合は、管理者にこの件を 
調査を 依頼してください。

AWS DeepRacer 車両にデプロイしたとき、モデルが
適切に動作しないのはなぜですか。
モデルをトレーニングし、そのアーティファクトを AWS DeepRacer 車両にデプロイした後に、車両が期
待どおりに動作しないことがあります。何が問題だったのですか?

一般的に、物理的な AWS DeepRacer 車両への転送のためにトレーニングされたモデルを最適化すること
は、容易ではない学習プロセスです。多くの場合、試行 錯誤 を繰り返す必要があります。ベストプラク
ティスの一般的なガイドラインについては、「AWS DeepRacer モデルのトレーニングを実際の環境に合
わせて最適化 (p. 45)」を参照してください。

以下は、AWS DeepRacer 車両のモデルパフォーマンスに影響する可能性のある一般的な要因です。

• モデルがトレーニングにコンバージしていない。モデルのクローンを作成してトレーニングを継続する
か、より長い期間モデルを再トレーニングします。エージェントがシミュレーションのラップを連続し
て終了する (つまり、トレーニングの最後まで 100% 処理する ) ことを確認します。

• モデルが過剰トレーニング ( つまり 、過適合) されています。トレーニングデータに適合しすぎて、未
知の 状況に対する汎用性がありません。より柔軟または寛容な報酬関数 (p. 34)でモデルを再トレーニ
ングするか、アクションスペース (p. 36)の粒度を高めます。トレーニング済みのモデルをさまざまなト
ラックで評価し、 モデルが 十分な汎用性 を備えていることを確認してください。

• お使いの AWS DeepRacer 車両は適切に調整されていない可能性があります。 これが該当するかどうか
をテストする には、手動運転に切り替えて、車両が正常に走行するかどうかを確認します。正常に走行
しない場合は、車両を調整 (p. 83)します。

• 要件を満た さない トラックで自律型 車両を 運転して います。トラックの要件については、「AWS の
フィジカルトラックを構築 DeepRacer (p. 109)」を参照してください。

• 物理トラックの近くにある物体が 多すぎるため、トラックがシミュレートされた環境と大きく異なりま
す。トラックの周囲を片付けて、物理トラックをシミュレートされたトラックに できるだけ近づけま
す。

• トラック表面または近くの物体からの反射により、カメラを混乱させるグレアが生じる可能性がある。
照明を調整し、滑面コンクリートや他の光沢素材を トラックにしないようにします。
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AWS DeepRacer 開発者ガイド
次の表に、AWS の前回のリリース以後に行われた、ドキュメントの重要な変更を示します DeepRacer。

変更 説明 日付

2023 年の AWS DeepRacer リー
グのアップデート (p. 234)

AWS DeepRacer リーグに関す
る複数のトピックを更新しまし
た。2023 年の AWS DeepRacer 
リーグシーズンの詳細について
は、利用規約をご覧ください。

2023 年 3 月 1 日

「 SageMaker ノートブックを
使った AWS DeepRacer モデ
ルのトレーニングと評価」ト
ピックは一時的に削除されまし
た (p. 234)

「 SageMaker ノートブックを使
用した AWS DeepRacer モデル
のトレーニングと評価」という
トピックは削除されましたモデル
のトレーニングと評価 (p. 27)。
現在、AWSAWS SageMaker 
DeepRacer でノートブックを使
用する手順が更新されています。

2022 年 11 月 1 日

マルチユーザー機能の IAM 管理
ポリシーの更新 (p. 234)

追加された新しい
管理ポリシーによっ
てAWSDeepRacerAccountAdminAccessAWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess、
マルチユーザーモードを使用し
て 1 つの AWS AWS DeepRacer 
アカウントで複数の参加者
をスポンサーできるように
なりますthe section called 
“AWSDeepRacerAccountAdminAccess” (p. 193)。

2021 年 10 月 26 日

マルチユーザー機能の更
新 (p. 234)

AWS は、 DeepRacer マルチ
ユーザー機能をサポートするよう
になり、1 つAWSのアカウント
で複数の参加者をスポンサーして 
詳細については、「マルチユー
ザーモード (p. 163)」を参照して
ください。

2021 年 10 月 26 日

マルチビークルレースと障害物
回避のアップデート (p. 234)

AWS は、マルチカーと障害物
回避を可能にする新しいタイ
プのステレオカメラと LIDAR 
DeepRacer をサポートするよ
うになりました。詳細について
は、「the section called “レース
タイプの理解とセンサーの有効
化” (p. 28)」を参照してくださ
い。

2019 年 12 月 2 日

コミュニティレースの最新情
報 (p. 234)

AWS DeepRacer では、 
DeepRacer ユーザーがユーザー
がユーザーがのみに公開されてい
ます。詳細については、「レース
に参加する (p. 122)」を参照して
ください。

2019 年 12 月 2 日
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一般提供に関する更新 (p. 234) AWS は DeepRacer 、深層学習
モデルをトレーニングおよび評価
するためのより堅牢な方法を特徴
としています。ユーザーインター
フェースが更新され、説明されて
います。独自の物理的なトラック
を構築するために、より多くのオ
プションと正確なデータが利用可
能になりました。トラブルシュー
ティング情報が利用できるように
なりました。

2019 年 4 月 29 日

初回リリースの AWS DeepRacer 
開発者ガイド (p. 234)

AWS DeepRacer コンソール
や AWS DeepRacer シミュレー
ター、そして AWS DeepRacer 
のスケールモデルの車両を使用し
た、AWS AWS DeepRacer ユー
ザーのための強化学習や自律型
レース用アプリケーションの解
明に有効なドキュメントの初回リ
リース。

2018 年 11 月 28 日
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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