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概 要

複数の内部モジュールを持つ自律システムを構築する際に、モジュール間が完全な支配従属

関係にあるとそのシステムの自律性について問題が生じる。そのため本研究では、支配従属で

はなく相互に依存し合う内部モジュールを持つ自律システム（エージェント）を構築し、それ

をマルチエージェントの協調獲得問題に適用する。強化学習の分野でこの問題を解決する既存

の手法を改良し、相互依存的な関係を持つ複数のモジュールとしてエージェントに実装した。

このエージェントの集団と、監督者を有するエージェント集団などの異なるタイプのエージェ

ントの集団とを比較する実験を行なった結果、特に動的環境では提案手法である相互依存的関

係を持つエージェントが最も環境に適応することが分かった。
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Abstract

When we construct an autonomous system by integrating several modules, there are
troubles concerning the autonomy of the system if there is a module that dominates the
whole system. Thus, we design the structure of a system (agent) having inner modules that
are interdependent among themselves, and we apply the agents into a problem of obtaining
cooperation of Multi-Agents. We enable a present method that can solve the problem in a
reinforcement learning context to be applied into a dynamic environment, and the method is
embodied into the agents as the interdependent modules. We conduct experiments compar-
ing the proposed agents with agents such as those ones having a supervisor, and we confirm
that the proposed agent having interdependent modules is the most flexible of all the tested
agent.
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1 はじめに

実行時に設計者の介入を要しない、真の意味で

の自律システムを構築することは重要であろう。

実行時に設計者の介入を許さないのならば、設計

者が予め、実行時に必要となる指針をシステムに

導入しておけば良いのかもしれない。ところが、

その指針がシステム全体を支配すると仮定すると

システムの自律性について問題が生じてしまう。

その指針が直接的にシステムの挙動を左右するも

のであるならば、その挙動を環境から学習する機

能をシステムに付与することによりその問題を回

避することが出来る。ところが、例えば学習指針

のように、その指針が間接的にしかシステムの挙

動に影響しない場合にはどうすれば良いであろう

か。そこで本研究では、上述の環境からの学習と

いう考え方を拡張することにより、システム全体

を支配する指針の代わりにその制御を受ける部分

により影響を与えられて変化する指針を考える。

この場合、制御する側とされる側の関係は支配従

属ではなく相互依存的になる。本研究ではこの指

針を 1つの制御モジュールと見なし、内部にこれ
とその制御を受けるモジュールを導入したシステ

ム（エージェント）を考える。そしてこの構造を

持つ複数のエージェントを同一の環境で行動させ、

その特性を調べることにする。

具体的には、まず同一環境にあるマルチエージェ

ントの協調を強化学習の枠組で実現しようとする

三上らの研究 [3, 4]を紹介する。それは強化学習
に用いる強化信号（報酬）を予めフィルタリング

するものであり、「共有地の悲劇」[1]問題でそれ
なりの結果が得られている。そのため、このフィ

ルタリング関数が一種の学習指針になっていると

考えられる。しかし彼らのフィルタリング関数は

固定的なものであるため、環境が動的に変化する

場合に対応できない。そこで本研究では、この指

針であるフィルタリング関数を、結果としてフィ

ルタの制御を受けている強化学習プロセスからの

情報により動的に変化させることを考える。その

ように構築したエージェントの集団を、監督者の

制御を受けるフィルタなどの異なるタイプのフィ

ルタを持つエージェントの集団と比較するために、

静的・動的環境における「共有地の悲劇」問題に

よって実験を行ない、結果を示す。

本論文は以下のように構成される。まず 2節で
はエージェントの概要を示し、エージェント全体を

支配する指針を仮定することにより起こる問題を

説明する。続いて 3節では三上らの研究を紹介し、
そのフィルタリング関数をパラメータ化する。更

に、そのフィルタメカニズムを相互依存的な関係

をもつモジュールとして 2節で概要を示したエー
ジェントに導入する。4節では、3節でフィルタ
メカニズムを導入したエージェントと、それとは

異なるタイプのフィルタを持つエージェントにつ

いて「共有地の悲劇」問題でその性能を比較検証

する。エージェント以外の環境要素が静的な場合

と動的な場合の 2種類の実験を行ない、その結果
を示す。5節では 4節の実験結果を考察し、6節
で本論文をまとめ、今後の課題を述べる。

2 エージェントの概要

本研究で用いるエージェントは、学習部と制御

部の 2つのモジュールを持ち、外部情報を知覚部
で知覚し、駆動部により外部環境に対して行動す

るものとする。通常我々がエージェントを構築す

る際に予め制御メカニズムを導入しようとする場

合、その制御メカニズムがエージェント全体を支

配するようにしてしまいがちである。このような

支配的制御部を持つエージェントの概念図は 図 1
となる。この図で実線矢印は制御を、点線矢印は

データの流れを表している。

制御部 学習部

エージェント

駆動部

知覚部

行動
状態・
報酬

図 1 支配的な制御部を持つエージェント

制御部がエージェント全体を単に支配するだけ

であると問題が生じる。制御部が固定的な場合に
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は、それはエージェントの全ての入力パターンに

対して有効でなくてはならない。これはエージェ

ントの存在する環境が非常に単純ならば可能であ

ろうが、複雑な環境ではいわゆるフレーム問題や

その類似問題 [5] を引き起こすと思われる。一方
制御部が動的に変化するものである場合、その変

化をどのように行なうかが問題となる。もしその

変化に設計者などの人間がかかわる必要があるな

らば、もはやそのエージェントは自律的ではない。

また、もしその変化のためのメタ制御部を導入す

るならば、同様の問題がそのメタ制御部に起こる

だけである。

本研究ではこれらの問題を避けるために、この

ような支配的な制御部ではなく、制御を受けるモ

ジュールからの影響を受ける相互依存的な制御部

を持つエージェントを構築する。このようなエー

ジェントの概念図は 図 2 となる。この図でアス
タリスク (∗)で示された矢印は、制御部と学習部
の相互依存関係を表している。

*

エージェント

制御部 学習部
駆動部

知覚部

行動
状態・
報酬

図 2 相互依存的な制御部を持つエージェント

3 エージェントの協調獲得

3.1 報酬のフィルタリング

マルチエージェントの協調獲得を強化学習の手

法で行なうために、三上ら [3, 4]は強化学習プロ
セスにおける強化信号として報酬そのものではな

く予めフィルタリングした報酬を用いることを提

案した。この手法では報酬のフィルタリングに、

自分を含む近隣のエージェントの平均報酬により

計算される固定的なフィルタリング関数を用いて

いる。文献 [3]では、マルチエージェントの問題
のクラスに応じて平均フィルタと強調フィルタの

2種のフィルタが定義されている。平均フィルタ

は報酬のうち近隣エージェントの平均報酬以上ま

たは以下の部分を平均報酬と同じ値にするもので

あり、強調フィルタは近隣エージェントの平均報

酬以下の部分の値をより小さくすることでその部

分を強調するものである。協調問題解決とデッド

ロック回避というマルチエージェントの相反する

2つの大きなクラスに含まれる問題について、そ
れぞれのフィルタが有効であることが文献 [3]に
示されている。

3.2 汎用フィルタ

三上らによるフィルタは固定的なため、問題条

件の変化する動的環境では有効でないと思われる。

そこで本研究では以下の式で表されるパラメータ

付きフィルタを提案する。

r′ =

{
M + α(r − M) if r < M

M + β(r − M) otherwise.

この式で rはエージェントの報酬、r′はエージェン
トのフィルタリング後の報酬（フィルタ後報酬）、

M は近隣エージェントの平均報酬を表している。

α, βはフィルタの性質を決定するパラメータであ

る。このフィルタはパラメータを変化させること

で文献 [3]に定義された全ての固定フィルタを包
括するため、汎用フィルタと呼ぶことにする。

もしエージェントがこの汎用フィルタのパラメー

タを環境の変化に応じて適切に調節することが出

来るならば、マルチエージェントの両方のクラス

の問題それぞれについてこの汎用フィルタが有効

に働くであろうし、環境が時間とともに変化する

問題についても効果があるであろう。従って、エー

ジェントが汎用フィルタのパラメータ制御方法を

獲得することが重要になる。

3.3 エージェントへのフィルタの導入

ここでは、汎用フィルタを 2節のエージェントの
枠組みの中に導入することを考える。上述したよ

うに、汎用フィルタのパラメータ制御方法を獲得

することは重要である。そこで本研究では、この
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パラメータ制御方法を学習により獲得する手法を

考える。図 2 におけるエージェントについて、パ

ラメータ制御方法を学習により獲得する汎用フィ

ルタを導入する際の変更点は以下の通りである。

• 学習部を強化学習部と汎用フィルタに分割

• 制御部をパラメータ学習部に変更
但し、この変更のみでは 2つの問題が生じる。第
一には 図 2 におけるアスタリスクの付いた矢印
の扱いである。この矢印をなくしてしまうと 図 1

のようにエージェント内モジュールの関係は支配

従属的になってしまう。第二にはパラメータの制

御方法を学習するための手がかりとなるパラメー

タの評価に当たるものがないことである。そこで

本研究では、パラメータ制御方法の学習に用いる

評価信号をパラメータの影響を受ける強化学習部

が与えることでエージェント内モジュールにおけ

る相互依存関係を実現することにする。これらの

変更を施したエージェントは 図 3 となる。

行動

状態・評価

エージェント

駆動部

知覚部

パラメータ
学習部

制御

制御

報酬情報

学習部

汎用
フィルタ

強化学習部

フィルタ後
報酬

評価信号

状態情報

図 3 汎用フィルタを導入したエージェント

本研究ではパラメータ学習部に与えられる評価

信号を、強化学習部に与えられたフィルタ後報酬

を符号反転したものとする。

4 実験

本節では、前節で汎用フィルタを導入したエー

ジェントの性能を確認するため、図3のエージェン
トとそれとは異なるタイプのフィルタを持つエー

ジェントを比較した実験を行なう。

4.1 準備

実験に用いる問題は、文献 [3]と同様に「共有
地の悲劇」[1]タイプのゲームとする。「共有地の
悲劇」とは、各プレイヤー（エージェント）が個

人合理性に基づいて行動すると、ある共有財産の

減少を引き起こし、結果として各プレイヤーの報

酬が少なくなるという問題である。この問題では、

より良い報酬を得るためには各プレイヤーが協力

しなくてはならないため、協調問題解決の一種で

あると言える。

本研究で実験に用いるゲームでは、各エージェ

ントは利己的・協力的・利他的のいずれかの行動を

同時に提示し、その行動の組合せにより計算され

る報酬を獲得する。ここではこの一連の流れを 1
サイクルと称する。各エージェントに与えられる

報酬は、他の条件が同じ時には利己的行動を提示

した場合に最大を取り、利他的行動を提示した場

合に最小となる。一方、利己的行動を提示した場

合には負の共有財産である共有コストが増加し、

利他的行動を提示した場合にはそれが減少する。

従って全てのエージェントが利己的行動を提示し

た場合には、最終的に各エージェントの報酬は少

なくなる。具体的には、一斉に行動を提示する際

に 0に初期化される共有コスト rc が、あるエー

ジェントが利己的行動を取った場合に∆rcだけ増

加し、利他的行動を取った場合には∆rcだけ減少

する。但し ∆rc は共有コスト rc の変化パラメー

タである。共有コスト rcをこのように全てのエー

ジェントについて計算した後に各エージェントは

報酬を獲得する。利己的・協力的・利他的行動を

取ったエージェントに与えられる報酬はそれぞれ

3 − rc, 1 − rc, −3 − rc である。

エージェントは合計 10 台であり、それぞれが
固有の番号 iを持っている。エージェント aiの近

隣エージェントNiを以下の式で定義する。Niは

エージェント ai 自身を含むことに注意。

Ni
�=

{
ak | k = (i + j) mod 10, j = 0, 1, 2, 3

}
実験に用いるエージェントが持つフィルタは大

きく分けて次の 4種類であり、そのうち汎用フィ
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ルタはパラメータ学習（制御）方法により更に 3
つに分かれる。

• フィルタなし (NF)

• 完全平均フィルタ (FAF)

文献 [3]で紹介されている 2 種の平均フィルタを

まとめたものであり、エージェントの報酬を近隣

エージェントの平均報酬と同一にする。

• 完全強調フィルタ (FEF)

文献 [3] に紹介された強調フィルタについて、そ

の相対する強調フィルタ1を構成してまとめたもの

であり、エージェントの報酬を近隣エージェント

の平均報酬から離れるようにより大きくまたは小

さくすることで強調するものである。文献 [3] に

おける強調フィルタはパラメータを持つが、本研

究ではそれを 1に固定する。

• 汎用フィルタ
3.2 節に述べたフィルタである。本研究では α, β

それぞれのパラメータの制御を学習することにす

る。パラメータの初期値はフィルタなしと同等で

ある (α, β) = (1, 1)とし、各パラメータの最小値

を 0、最大値を 2とする。なおパラメータの変更

はエージェントの行動後、強化学習部の学習前に

行なうものとする。

◦ 相互依存的評価 (GF-Int)
3.3節で述べたパラメータ評価法である。

◦ 従属的評価 (GF-Sub)
予め与えた固定期間の報酬合計をパラメー

タの評価とするものである。この期間をエー

ジェントが変更できないことに注意。本研究

ではこの期間を 10サイクルとする。

◦ 監督者による制御 (GF-Sv)
全てのエージェントを監督するエージェント

の存在を仮定し、その監督エージェントがそ

の他全てのエージェントのパラメータを制御

するものである。

13.1節で紹介した通り、文献 [3]の強調フィルタは近隣エー
ジェントの平均報酬以下の部分を強調するものである。そこ
で本研究ではそれに相対する強調フィルタとして、近隣エー
ジェントの平均報酬以上の部分を強調するものを考える。

フィルタを構成する際に用いる近隣エージェント

の平均報酬は、各エージェントにおけるフィルタ

後報酬の平均とする。

強化学習部はもとより、汎用フィルタにおける

パラメータ学習部と監督エージェントの学習にも

強化学習を用いる。手法としては Q-learning [6]
を用い、学習率と割引率は共に 0.5とする。学習
結果からの行動選択は温度係数 1のボルツマン分
布 [2]による確率によって行なう。強化学習部に
おける行動はエージェント自身の行動、状態は近

隣エージェントの行動の組合せとし、強化信号は

フィルタ後報酬とする。パラメータ学習部におけ

る行動はパラメータの変更（増加・維持・減少）、

状態は 1サイクル前に行なったパラメータの変更
とし、強化信号は上述したパラメータ評価とする。

監督エージェントの行動と状態はパラメータ学習

部と等しく、強化信号は 10 台のエージェントの
報酬合計とする。従属的評価による汎用フィルタ

のパラメータ変化頻度は評価期間と同じ 10サイ
クルとし、その他の汎用フィルタのパラメータ変

化頻度は 1サイクルとする。その代わり、相互依
存的評価と監督者による制御による汎用フィルタ

のパラメータ変化幅を 0から 0.1のランダム値と
する一方、従属的評価による汎用フィルタのパラ

メータ変化幅を 0から 1のランダム値とする。

以下では、∆rcを固定した静的環境における実

験結果と、∆rcをサイクル数に合わせて変化させ

た動的環境における実験結果を示す2。

4.2 静的環境における実験結果

図 4 に ∆rc を 1に固定した静的環境における
実験結果を示す。グラフの横軸はサイクル数、縦

軸は 10台のエージェントの報酬合計である。こ
のグラフは 4.1節で紹介したそれぞれのフィルタ
について 15回の実験結果の平均を 5サイクルご
とにプロットし、ベジエ近似したものである。

このグラフから以下のことが分かる。

2静的環境とはエージェント以外の全ての要素が固定され
ている環境で、動的環境とはエージェント以外に変化する要
素がある環境を言うものとする。
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図 4 静的環境における実験結果

• フィルタなし (NF)・完全強調フィルタ (FEF)
・汎用フィルタ（従属的評価 (GF-Sub)）の場
合、サイクル数が大きくなるほど報酬合計が

小さくなる。これは「共有地の悲劇」が起き

ていることを表している。

• 完全平均フィルタ (FAF)の場合、サイクル数
に関係なくグラフがほぼ水平である。報酬合

計が相対的に見て高いため、「共有地の悲劇」

を回避することに成功していると見なせる。

• 汎用フィルタ（相互依存的評価 (GF-Int)・監
督者による制御 (GF-Sv)）の場合、始めは報
酬合計が減少するが途中で下げ止まり、上昇

に転じて完全平均フィルタの結果に近付く。

これはどちらの評価法も「共有地の悲劇」を

回避するパラメータの学習が出来ていること

を表している。

4.3 動的環境における実験結果

図 5に∆rcをサイクル数に応じて変化させた動

的環境における実験結果を示す。グラフの横軸・

縦軸と描画方法は静的環境と同様である。ここで

∆rcとサイクル数 cの関係は次式で表されるもの

とした。

∆rc =




1 − c

1500
if c < 1500

0 otherwise.

この式はサイクル数が大きくなるほどエージェン

ト間の協調が不要になることを意味している。

このグラフから以下のことが分かる。

• フィルタなし (NF)・完全強調フィルタ (FEF)
・汎用フィルタ（従属的評価 (GF-Sub)）の場
合、始めは報酬合計が減少し、最後には増加

している。これは、フィルタの有効性が∆rc

の変化の影響を直接受けていることを表して

いる。

• 完全平均フィルタ (FAF)の場合、やはりサイ
クル数に関係なくグラフがほぼ水平である。

これは、このフィルタは協調が不要になると

いう環境の変化に適応できないことを表して

いる。

• 汎用フィルタ（相互依存的評価 (GF-Int)・監
督者による制御 (GF-Sv)）の場合、始めは完
全平均フィルタに類似しようとするが、最終

的にはフィルタなし・完全強調フィルタ・汎

6
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図 5 動的環境における実験結果

用フィルタ（従属的評価）に類似しようとす

る。これは、どちらの評価法も環境に応じて

より良いフィルタのパラメータを学習するこ

とが出来ることを表している。興味深いこと

には、監督者による制御の場合は報酬合計が

途中で頭打ちになるのに対して、相互依存的

評価の場合は報酬合計が上昇し続ける。

5 考察

前節の実験では相互依存的評価を用いた汎用フィ

ルタが最も環境に適応することが分かった。本研

究では 3.3節に述べたように相互依存的評価とし
てフィルタ後報酬を符号反転したものをパラメー

タ学習部に与えた。そこでまず、この相互依存的

評価としてのフィルタ後報酬の符号反転について

考察する。更により広い観点として、報酬をフィ

ルタリングすることの社会的役割について簡単に

考察することにする。

相互依存的評価としてのフィルタ後報酬の符号

反転を考えるには、まずパラメータ学習部によっ

て引き起こされる汎用フィルタのパラメータ変化

の影響が実際のエージェントの行動に現れるまで

の時間差を考慮に入れなくてはならない。汎用フィ

ルタは駆動部ではなく学習部に直接の影響を与え

るので、エージェントの行動に現れるまでには当

然時間が掛かる。すなわちあるサイクルにおいて

エージェントの行動へ影響を与えている汎用フィ

ルタのパラメータは、そのサイクルで変更された

ものではなく変更前のものである。そしてエージェ

ントの獲得した報酬はこの行動によって得られた

ものである。よって、エージェントの獲得した報

酬は変更前のパラメータの影響を強く受けている

と考えられる。また、報酬が大きければ変更前の

フィルタは環境に適応していると推測されるので、

このサイクルで行なわれたパラメータの変更は不

適切であったと考えられる。逆に報酬が小さけれ

ば、変更前のフィルタは環境に適応していないと

推測されるので、パラメータの変更は適切であっ

たと考えられる。更にエージェントが獲得した報

酬とフィルタ後報酬が強く関係することについて

は明らかだろう。すなわち、フィルタ後報酬が小

さい時にはパラメータの変更に大きな評価を与え、

逆にフィルタ後報酬が大きい時にはパラメータの

変更に小さな評価を与えることは理にかなうこと

である。本研究で用いたフィルタ後報酬の符号反

転をパラメータの評価として与えることは、結果

としてこれらの関係を表現しているのではないだ

7



ろうか。

続いて、報酬をフィルタリングすることの社会

的役割について考察する。前節の実験では、完全

平均フィルタを用いたエージェントの集合は、エー

ジェント間の協調が必要とされる状況の下では良

い結果を残している。ところで、フィルタがエー

ジェントの報酬を操作するのはエージェントが自

分の行動を学習する前であり、その操作はエージェ

ントの内部で行なわれる。監督者によって制御さ

れる汎用フィルタを持つエージェントでもこれは

同じである。つまり、報酬がフィルタによって制御

されるのはエージェントの外ではなく内部である

ため、このフィルタというものはエージェントが

自分の獲得した報酬をどのように見なすかという

一種の感情的・性格的機構であると思われる。この

ように考えると、完全平均フィルタを持つエージェ

ントは性格的に報酬を追求しないように設計され

たエージェントであると言える。この場合、この

エージェントはゲーム理論的にもはや合理的では

ないため、合理的エージェントの集団が陥る「共

有地の悲劇」を回避することが出来るのである。

6 まとめ

本研究では相互に依存する 2つの内部モジュー
ルを持ったエージェントを構築し、それをマルチ

エージェントの協調獲得問題に適用した。その問題

を解くための手段として三上らによる報酬のフィ

ルタリングを用いた手法を紹介し、それに用いら

れた固定フィルタをパラメータ化することで環境

に動的に適応することの出来る汎用フィルタを提

案した。汎用フィルタの適切なパラメータを学習

によって獲得することとし、その学習に必要なパ

ラメータ評価を、汎用フィルタの制御を受ける強

化学習部が与えることによって相互依存的な評価

を行なうこととした。この評価としては具体的に

フィルタ後報酬の符号反転を与えることとした。

この相互依存的評価による汎用フィルタの性能を、

マルチエージェント全体を監督する監督者の制御

を受ける汎用フィルタなどの他のフィルタの性能

と比較するために、静的・動的環境において「共

有地の悲劇」タイプのゲームによる実験が行なわ

れた。その結果、特に動的環境においては提案手

法である相互依存的評価による汎用フィルタが環

境に最も適応することが示された。更に、この実

験ではどうして相互依存的評価としてのフィルタ

後報酬の符号反転が良い結果をもたらしたのかと

いうことについて、また報酬をフィルタリングす

ることの社会的役割について考察を行なった。

今後の課題としては、まず本研究で用いた相互

依存的評価、つまりフィルタ後報酬の符号反転の

数学的性質を明らかにすることが挙げられる。こ

れには、エージェントの設計に関するシステムの

理論やマルチエージェントの数学的解析を行なっ

て来たゲーム理論などの分野における知見が利用

できるのではないかと思われる。更にこの符号反

転という操作が 2節で否定した全体を支配する一
種の指針となっている点が否めないため、この符

号反転という操作をすることなく相互依存的関係

を導く必要があると思われる。これは、エージェ

ント内の学習部が自動的に制御部の評価方法を獲

得することを意味している。
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