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Abstract: The authors aim at constructing an agent learning appropriate actions in several
Multi-Agent environments by means of handling its own rewards. In this paper, we divide the
environments into three categories and devise methods each of which appropriately handles an
agent’s rewards in the corresponding environments. Then, to select the methods automatically
according to the environment in which the agent is, we make assumptions on how the agent
can distinguish the environment. We see that the agent having these methods and assumptions
can act well in that three Multi-Agent environments composed of homogeneous agents.

1 はじめに

自律エージェントの学習とは可能な選択肢の選択

基準を獲得することであり、通常は何らかの外部評

価に基づいてその評価値を最大化する選択肢が選択

されやすくなる。しかし、例えば複数の評価基準が

存在してそれらの両立が難しい環境では、どの評価

基準に従うかの選択の問題があり、またエージェント

が複数存在するマルチエージェント環境では社会的

ジレンマの問題がある。

本研究では、マルチエージェント環境における社

会的ジレンマの問題、特に囚人のジレンマと呼ばれ

る問題に着目する。社会的ジレンマの下では、個々が

利益を追求すればするほど（合理的に行動するほど）

実際に得られる利益が減少するため、個々は非合理

的に行動することが求められる。社会科学の分野で

は [2]、この場合に何らかの権威者（政府など）が法
律や税制などを整備することによりジレンマ状況を

解決する研究がなされている。しかし、例えば我々人

間の場合は状況に応じて非合理的に行動できるため、

法律などによる細かな規制がない場合でも社会生活

を成立させることが可能である。

そこから、権威者による上位の制御がない場合で

もジレンマ状況を解決できる人間のような非合理的

エージェントを構築することが考えられる。しかし、

一方では従来の評価を最大化する合理的行動の学習

に関する研究の蓄積があり、それらを有効利用する

ことが望ましい。そこで本研究では、自分に与えら

れた外部評価を操作して内部評価を生成し、それを

従来の学習手法に適用することにより非合理性を実

現するエージェントを構築することを目的とする。

確かに、例えば自己の利益が他者の利益を含むよ

うに予め設計者が設計すればエージェントはジレン

マ状況を克服できるだろう。しかし、例えば我々の人

間社会のような現実のマルチエージェント環境は常

にジレンマ状況であるとは限らず、むしろ動的に変

化する。そのため、時と場合によっては他者への影

響が無視できる環境も存在し、その中では上記のよ

うに設計されたエージェントは明らかに非効率なも

のとなる。また、そのようなエージェントは開かれ

たマルチエージェント環境に起こり得る環境の変化

には対応できない。つまり、現実の開かれたマルチ

エージェント環境で適切に行動するエージェントを構

築する場合には、予め設計者が設計するのではなく、

エージェント自身がその環境中でジレンマ状況を解

決することが求められる。

そこで本稿では、上述の報酬を操作する能力に加

えて環境を識別する能力をエージェントに付与し、環

境に応じて自己の報酬を操作するエージェントを構

築する。そしてそれらのエージェントを集めた同質

なマルチエージェント環境において適切にジレンマ



状況が克服できる一方、非ジレンマ状況においても

比較的良好な結果が得られることを示す。

2 マルチエージェント環境

従来の分散人工知能やマルチエージェントシステ

ムの研究では、問題環境は大きく 2つに分けられて
いた [5]。その第一は、複数のエージェントが協力し
てある共通の（大きな）問題を解決するというもの

であり、第二は複数のエージェントが交渉などの手段

を用いることで排他的な資源の利用などの競合を解

決し、各自の目標を達成するというものである。

これらの環境の分類はその全体を大局的に見た時

の問題の性質だと考えられる。しかし、本研究では

個々のエージェントと全体の関係に着目して、環境

を次の 3つに分類する。

• 非干渉型: 全てのエージェントが利益を追求する
時に全体が最良

• 泥沼型: 全てのエージェントが利益を追求しない
時に全体が最良

• 競合型: 一部のエージェントが利益を追求し、残
りが利益を追求しない時に全体が最良

それぞれの環境で望ましい行動を 2人ゲームの表の
形で 表 1 に示す。

「非干渉型」は個々が単に利益を追求すれば良い

ため非ジレンマ状況に当たる。「泥沼型」は個々が自

分の利益をより良くしようと合理的に行動するほど

全体が悪化し個々の利益も減少する環境であり、囚人

のジレンマ問題はこれに当てはまる。「競合型」は多

くの個々が同時に合理的に行動してもそれらの要求

を同時には満たせないタイプの環境であり、狭い空

間などの排他的な資源によって競合が発生する環境

に相当する。

我々の人間社会のような現実の開かれたマルチエー

ジェント環境は、これらが複雑に組み合わさってい

ると考えられる。従って、そのような環境で行動す

るエージェントには、上記のそれぞれの環境で適切

な学習を行なう能力とともに環境を識別する能力が

必要となるだろう。

3 学習エージェントの構築

本研究ではエージェントの学習手法として、明確

な教師を必要としない強化学習 [13]の代表的手法で
ある Q-learning [16]を用いる。強化学習は報酬とい

表 1 各環境における望ましい行動組み合わせ

(a) 非干渉型

利益追求 利益不追求

利益追求 ©
利益不追求

(b) 泥沼型

利益追求 利益不追求

利益追求

利益不追求 ©
(c) 競合型

利益追求 利益不追求

利益追求 ©
利益不追求 ©

うただ 1つのスカラー強化信号を用いて、それを可
能な限り大きくする行動を選択させようとする学習

手法である。しかしマルチエージェント環境、特に

「泥沼型」や「競合型」のような場合には各エージェ

ントはどのように学習を行なうべきであろうか。

この 1つの解として、学習に利用する報酬（強化
信号）を操作して全体として好ましい行動を起こす

ように学習させることが考えられた [7,8]。この手法
では、エージェントの実際の報酬を、近隣のエージェ

ントの報酬平均に近づけるフィルタ（平均フィルタ）

とそれから遠ざけるフィルタ（強調フィルタ）を用い

て操作する。この時、平均フィルタが「泥沼型」の環

境で、強調フィルタが「競合型」の環境で有効である

ことが主張されている [7]。また、筆者らは以前にこ
のフィルタを問題ごとに自動的に変化させることに

より、「泥沼型」「非干渉型」の両方に適したフィルタ

を構築することを提案している [9, 10]。
本稿では、これらの手法とは異なる手法によって

学習用の報酬を調整することを提案する。本稿で用

いる手法は、エージェント Ai の時刻 tの報酬 ri,t+1

にパラメータ λi,t+1を加えたものを学習用報酬 r′i,t+1

とするものである1。

r′i,t+1 = ri,t+1 + λi,t+1. (1)

この λi,t+1を−ai,tλ
′
i,t+1（ai,tはAiの行動、λ′

i,t+1

は ai,tに非依存）とした式については、各エージェン

トが協調行動を採るようになる λ′
i,t+1 が解析的に求

1以下、時刻の表記は Sutton らの流儀に依る [13, p. 52]。そ
こでは時刻 t の状態 st で行動 at を実行すると、状態 st+1 に遷
移し報酬 rt+1 が与えられるとする。



められている [11]。しかしこの λ′
i,t+1 を計算するた

めには環境の性質（自分の行動が相手に与える影響）

が解析的に既知でなくてはならず、現実的ではない。

本研究ではまず「泥沼型」に有効な λi,t+1 として

λi,t+1 =
∑

Ak∈Ni\Ai

rk,t+1 (2)

を用いる。この式で Ni\Ai はエージェント Ai の近

隣エージェントの集合Niのうち自分自身を除いたも

のを表している。(1)式と (2)式を合わせると、これ
は自分及び近隣他者の現在の報酬の和を学習用報酬

として用いることを意味し、自分が合理的に行動す

ることにより周囲に悪影響が現れる環境において有

効である。また、この式を計算する際に必要な他者

の情報は報酬値のみのため、上述の手法 [7,8]と同等
である2。

また、「競合型」に有効な λi,t+1 として

λi,t+1 = ri,t+1 − ri,t (3)

を用いる。これは報酬の時間変化を考慮したもので、

前回の行動による報酬と今回のそれの差異を強調す

るものである。

これらの λi,t+1 はそれぞれ対応する環境について

は有効であるが、異なる環境ではあまり芳しくない。

例えば (2)式を用いた場合、「非干渉型」環境では通
常の強化学習のみを用いた場合よりも結果が悪い。こ

れはマルチエージェント環境に適応することを重視

しすぎるあまり、エージェント個々が独立な場合の

学習にはマイナスになっていることを意味している。

また (3)式を用いた場合には、「泥沼型」環境では文
字通り泥沼にはまってしまう。ところがこちらの場

合には「非干渉型」環境でも良好な結果が得られる。

そのため、現実の開かれたマルチエージェント環境

で行動するエージェントは、これらの λi,t+1 を適切

に選択しなければならない。すなわち、環境が「泥

沼型」の際には (2)式を、「非干渉型」「競合型」の際
には (3)式を自動的に選択するような能力をエージェ
ントは保持しなくてはならない。

そこで本研究では、この両者を環境によって自動

的に選択する手法を考案する。それには、個々のエー

ジェントがどのように環境を判断するかということ

が重要になるわけだが、本稿では以下の環境識別仮

定3を置き、少なくとも 1つが満たされる場合に「泥沼
2何らかの理由により近隣エージェントの報酬の平均値のみが

エージェントに知られる場合でも、その平均値を近隣エージェン
トの数だけ倍すればよいので、同等である。

3エージェントを表す添字 i は省略。

型」と認識するようにした。これらの式のうちQ(s, a)
は状態 sと行動 aに伴う価値を、γ は割引率を表し

ている。

Q(st, a) < 0 for all a. (4)

rt+1 < Q(st, at) − γ max
b

Q(st+1, b). (5)

(4)式は現在どのような行動を実行しても現状より悪
くなることを意味している。(5)式は、右辺が過去に
学習した報酬の予測値を、左辺が実際に獲得した報

酬を表しており、予測値を計算した過去よりも現在

の環境が悪化していることを意味している。従って、

これらの仮定はどちらも「泥沼型」環境に適合する

と思われる。本稿では、以上の仮定を満たす場合に

(2)式を、満たさない場合に (3)式を用いて報酬を操
作することを提案する。

4 実験

本研究では実験環境として、「泥沼型」については

共有地の悲劇（n人囚人のジレンマ）[3,19]をモデル
化したゲーム [7]を、「競合型」については筆者オリ
ジナルの狭路問題を用いた。なお「非干渉型」につい

ては、「泥沼型」の環境においてエージェント間の相

互作用を排除したもので扱った。なお、いずれの実験

も同質なエージェント 10台を用いて行なわれた。実
験に用いたエージェントは、行動選択をランダムに行

なうランダムエージェント、通常の強化学習を行なう

通常エージェント、筆者らが以前に提案した [9,10]汎
用フィルタエージェント、そして (2)式を用いて報酬
を操作する近隣報酬合計エージェント、(3)式を用い
る報酬差分エージェント、更に (2)式と (3)式を自動
的に選択する自動選択エージェントの 6種である。各
エージェントの学習には Q-learning [16]を用い、学
習率・割引率ともに 0.5とした。

4.1 泥沼型環境

「泥沼型」の環境としては共有地の悲劇（n人囚人

のジレンマ）[3,19]をモデル化したゲーム [7]を用い
る。このゲームでは、各エージェントは利他的・協力

的・利己的の 3種の行動のいずれかを同時に提示し、
社会全体における行動の組み合わせにより決められ

る報酬を獲得する。この一連の流れを 1サイクルと称
する。あるエージェント Aiの行動に対してエージェ

ント社会全体に対するコスト ciが付随する。ここで

は利他的・協力的・利己的な行動についてそれぞれ

−∆rc,±0, +∆rcの各値をとるものとする。なお「泥

沼型」環境においては ∆rc = 1とした。一方、エー
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図 1 「泥沼型」環境での実験結果

ジェント Aiの報酬はそれぞれ−3− rc, 1− rc, 3− rc

とする。ここで rcは共有コストと称し、rc
�=

∑
i ci

と定義する。この場合、理論上は全てのエージェン

トが利他的に行動した場合に全体の報酬合計は最大

70となり、全てが利己的に行動した場合には−70と
最小になる。しかしエージェントの立場から見ると、

他者の行動に関係なく利己的行動が常に最大の報酬

をもたらすことに注意を要する。

(2)式に現れる近隣エージェント集合 Niは

Ni
�=

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

}
(6)

で定義する。更に、各エージェントの保持する状態

は近隣エージェントの行動の組み合わせとする。

図 1 に実験結果を示す。このグラフは 100回の実
験の平均をベジエ曲線で近似したものである。縦軸

が 10台のエージェントの報酬合計、横軸がサイクル
数である。グラフによると「通常」は時間とともに報

酬和が減少している。また、「近隣報酬合計」が最良

の結果をもたらす一方で、「報酬差分」は「通常」よ

りも悪い結果となっている。「自動選択」は実験開始

直後は低下するが、それ以降は上昇に転じている。

4.2 非干渉型環境

「非干渉型」の環境は、上述の「泥沼型」環境の

∆rc を 0としたものを用いる。この場合には rc ≡ 0
のため、各エージェントの獲得する報酬は他のエー

ジェントに依存しない。この環境での理論上の最大報

酬和は全員が利己的行動を示した場合の 30である。
図 2 に実験結果を示す。描画方法は「泥沼型」環

境と同様である。グラフによると「報酬差分」が最

良の結果をもたらしており、それに続くのが「通常」

となっている。一方では、「近隣報酬合計」が途中で

上昇が止まってしまっており、「通常」より悪くなっ
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図 2 「非干渉型」環境での実験結果

ている。「自動選択」は「近隣報酬合計」と「報酬差

分」のほぼ中間の結果となっている。

4.3 競合型環境

「競合型」の環境では、筆者オリジナルの狭路問題

を用いる。路上駐車のため道路に車がすれ違うこと

のできない狭い部分があり、狭い部分の両端に同時に

2台の車が現れたと仮定する（図 3）。問題はこの狭

い部分を 2台の車がいかにして早く通過するかとい
うものである。車（エージェント）の取り得る選択肢

として「進む」と「待つ」の 2つがあり、各エージェ
ントにとって最良の結果は相手を待たせて自分が先

に通過することである。しかし両者が「進む」を選

択すると、狭い部分ですれ違うことが不可能なので

結局両者とも通過できない。一方で両者が共に「待

つ」を選択すると何も状況は変化しない。そのため、

この問題ではエージェントの一部が利益を追求（「進

む」を選択）し、残りが利益を追求しない（「待つ」

を選択する）ことが求められる。

実験では 10台のエージェントをランダムに 2台ず
つに分け、各組ごとに両者が行動を提示する。各組

で 1台のみが「進む」となった場合に、その「進む」
を提示したエージェントは通過成功となる。一方で

「待つ」を提示したエージェントは（相手なしで）再

び行動を提示する。また、両者の行動が一致した場

図 3 狭路問題
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図 4 「競合型」環境での実験結果

合には両者とも再び行動提示を行なう。毎回の行動

提示の際に両者には負の報酬が与えられ、「進む」を

提示して通過に成功したエージェントには正の報酬

が与えられる。また 22 = 4回の行動提示が行なわれ
た後には、もしエージェントが残っていてもその組

は終了とする。その場合には正の報酬は与えられな

い。このようにして全ての組が終了したならばそれ

を 1サイクルと称し、再び最初から繰り返す。
エージェントに与えられる報酬は、「進む」を提示

して通過に成功したエージェントに+1、それ以外に
は行動提示ごとに−0.5とした。つまり報酬合計の理
論上の最大値は (1 + 0.5) × 5 = 7.5となる。各エー
ジェントは行動提示ごとに学習を行ない、「汎用フィ

ルタ」は通過成功または 4回の行動提示を終えた時
点でパラメータの学習を行なう。

近隣エージェント集合Niは組分け後の自分と相手

とし、もし相手が先に通過に成功した場合には自分

のみとする。各エージェントの状態は、自分の組の

残りエージェント数と相手 IDの組み合わせとした。
図 4 に実験結果を示す。描画方法は「泥沼型」環

境と同様である。グラフによると「自動選択」が最

良の結果をもたらしており、それに続くのが「報酬差

分」となっている。「近隣報酬合計」も「通常」より

は良いのだが「報酬差分」より悪いことが分かる。

5 考察

本研究は大きく 2つの部分に分けられる。その第
一は個々の環境に対して有効な学習手法を追求する

こと、第二は各々の環境に有効な手法を組み合わせ

てどのような環境に対しても有効な学習手法を構成

することである。

まず個々の環境に有効な学習手法の追求であるが、

これには文献 [7,8]の研究などの他にも特定の問題に

ついて提案された手法全てが含まれ、その意味で今

まで数々の研究が行なわれて来た分野とも言える。

次にその個々の学習手法を組み合わせて、複数の

環境について有効な学習手法を構築することである

が、これはメタ規則をどのように設定するかという

問題である。本研究で問題となる点は環境の識別を

どのように行なうかという点であり、そのために本

稿ではメタ規則として 2つの環境識別仮定を置いた。
これらの仮定は抽象化された問題の上に置かれたも

のであるために汎用性は高いと思われる。そしてこ

の仮定を用いて実験を行なったところ、好ましい結

果が得られた4。

問題によってはより具体的な環境識別仮定が要求

されることもあると思われるが、それは簡単に導か

れるものではない。従って、そのような仮定5を自動

的に設定するメカニズムが要求されるだろう。これは

メタ学習 [15]の問題となる。しかしこのメタ学習を
実現する際により上位の規則を仮定するならば、無

限後退の悪循環に陥ってしまうことが予想される。筆

者らは以前に、この無限後退を防ぐためには学習手

法のレベルの間に相互依存的な関係が必要であるこ

とを指摘した [9, 10]。その文献中の提案手法による
結果（図 1, 2, 4の「汎用フィルタ」）は本稿の結果

より劣るものであるが、そのような研究もこれから

必要となるであろう。

6 関連研究

本研究のように、個々のエージェントの報酬（利

得・適応度）を操作してマルチエージェント環境での

協調を実現するエージェントを構築しようとする研

究は近年盛んになっている。本文中で紹介した三上

らの研究 [7,8]の他にも、西岡らの研究 [12]では問題
依存のパラメータを導入し、それを設計の際に人手

で設定することによりエージェントの利得を操作し

協調を実現する。これは報酬操作に人間がかかわる

ことが本研究と大きく異なる。山口 [17]はエージェ
ントが自分の行動に対する評価を自己生成し、他者

の評価と合わせて用いることを提案しているが、ま

だ研究の枠組みの段階であると思われる。石田ら [6]
は共有地の悲劇問題に関して、戦略を生成する「価値

観」をGAを用いて獲得している。石渕らの研究 [4]
では空間型繰返し囚人のジレンマ問題における戦略

を GAを用いて学習するが、その適応度が自己の利

4詳しくは述べないが、2 つの仮定のうちどちらが欠けても結
果が芳しくなかった点が興味深い。

5本稿で導入したような明示的なものでなくても構わない。



得と相手の利得の加重和で与えられ、その重みの学

習も行なっている。これらの研究はその対象とする環

境が唯一である点が本研究と異なる。高橋ら [14]は
木構造で表現した選好を集約し、その集団選好を元

に個々の選好を変化させて合意を形成することを論

じているが、これは集約した選好に基づいて個々の

選好を強制的に変化させるという点でエージェント

の独立性に難があると思われる。

7 まとめ

本稿ではまずマルチエージェント環境を分類し、そ

れぞれの分類に含まれる抽象化された問題に対して

報酬を操作することで適切に強化学習を行なうエー

ジェントを構築した。報酬の適切な操作方法は環境

に依存するため、エージェントにとってはその識別

が大きな問題となる。本稿では環境の識別法として

2つの仮定を与え、同質なエージェントを用いて実験
を行ない良好な結果を得ることが出来た。

今後の課題としては考察で述べた環境識別の自動

化以外に、異質なエージェントを用いた場合の有効

性の確認、近隣エージェントからの情報の不要化と

異なる強化学習法の適用が考えられる。

本稿では同質なエージェントによるマルチエージェ

ント環境を扱って来たが、現実には異質なエージェン

トからなる環境の方が圧倒的に多い。この場合に本

研究の手法が有効なのか否かと共に、その頑健性を

確認することが必要であろう。

また、(2)式では近隣エージェントの報酬情報が必
要となっているが、これを獲得するためには何らか

の通信が必要となることに加え、エージェントの独

立性という観点からもあまり好ましくない6。そこで

この情報を使わずに (2)式と同様の結果を実現するこ
とが考えられる。これは近隣他者の行動が知覚でき

る場合に「自分のされたくないことはすべきでない」

という仮定を置き、自分の行動と他者の報酬を他者

の行動と自分の報酬に置き換えて計算することで可

能になると思われる。

更に、強化学習には環境同定型と経験強化型の 2つ
があるが [18]、本稿では環境同定型の代表的手法で
あるQ-learningを用いた。これは環境がマルコフ決
定過程として表現できるならば、学習が最適解に収

束することが証明されている [16]。しかし、一般に

6これには、正しく機能する前提として周囲のエージェントが
嘘をつくことを許さないということがあるが、それは開かれた環
境では期待できず、またそれはエージェントの独立性を侵すこと
になると考えられる。

マルチエージェント環境では他者の行動が自分の報

酬に影響するためにマルコフ性は保証されない。一

方で、経験強化型の手法ではマルコフ性の条件は不

要なので、このタイプの強化学習手法についても検

討する必要があるだろう [1]。
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