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Summary

In game theory, the combination of each player’s action goes to a Nash equilibrium. Thus, almost all multi-
agent reinforcement learning algorithms aim to converge to a Nash equilibrium. However, a Nash equilibrium is
not desirable in some games such as the prisoner’s dilemma (PD). On the other hand, there are several methods
aiming to depart from undesirable Nash equilibria and proceed to a preferred combination by handling rewards in
PD-like games, but since they use fixed handling methods, they are unsuitable for non-PD-like games. In this paper,
we construct an agent learning appropriate actions in both PD-like and non-PD-like games through self-evaluations.
The agent has two conditions for judging whether the game is like PD or not and two methods which generate self-
evaluations according to the judgement. We conducted experiments in three kinds of games, which are single state
iterated games, a multiple state game in which agents know which state they are in now, and multiple state games in
which agents does not know state transitions.

1. は じ め に

本稿では複数の行動主体（エージェント）が同一の環
境中で相互作用を行なうマルチエージェント環境での機
械学習，特に強化学習を扱う．マルチエージェント環境
における強化学習の研究は既にいくつも行なわれている
[Littman 94, Hu 98]が，そのほとんどはゲーム理論のナッ
シュ均衡をもたらすことを目的としている．しかし，囚

人のジレンマ [Poundstone 92] に代表されるようなゲー
ムでは，必ずしもナッシュ均衡が最適な解を意味しない．
一方で，各エージェントが学習に用いる報酬を操作して，
好ましくないナッシュ均衡以外の解をもたらす試みが行
なわれている [Mikami 94]．しかし，後に述べる通りこ
れを囚人のジレンマタイプでないゲームで用いると通常

の強化学習よりも結果が悪くなることがある．

本研究では自己評価に基づく強化学習により，囚人の
ジレンマタイプのゲームではナッシュ均衡に反してより
良い結果を求める行動を，それ以外のゲームではナッシュ
均衡に相当する行動を学習するエージェントを構築し，実
験により有効性を確認する．

本稿は 6章からなる．2章では対称なゲームを分類し，
それから自己評価に基づく強化学習を行なうエージェン

トを提案する．3章では提案したエージェントを用いて

3種のゲームについて実験を行なった結果を示す．続く
4章ではその実験結果および本研究全体について考察す
る．5章では関連研究を紹介し，最後の 6章で本稿をま
とめ，残された今後の課題を示す．

2. 自己評価の生成法

2・1 背 景 と 目 的

ゲーム理論では行動主体をプレイヤー (player)と呼ぶ．

Aiをプレイヤー iの可能な行動の集合とした時に，プレ
イヤー iの戦略 σiはAi上の確率分布として定義される．
特に，ある 1 つの行動に対し確率 1を与える場合に σi

を純粋戦略 (pure strategy)と呼ぶ．本稿では純粋戦略を
対応する行動で表現する．σ ≡ (σi)を全てのプレイヤー
の戦略の組とし，i 以外のプレイヤーの戦略の組を σ−i

と置く．また，戦略の組 σに対するプレイヤー iの期待
利得を fi(σ) ≡ fi(σi,σ−i)とする．この時，プレイヤー i

の戦略 σi が他者の戦略の組 σ−i に対する最適応答 (best

response)であるとは

fi(σi,σ−i) =max
τi

fi(τi,σ−i)

が成り立つことを言う．全てのプレイヤー iについて σi

が σ−iに対する最適応答である時に，戦略の組 σはナッ

シュ均衡 (Nash equilibrium)であると定義される．
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表 1 囚人のジレンマ [Poundstone 92]：プレイヤー A,Bはそれぞれ
行と列から協調 C または裏切り Dを選択する．(x,y)の xは
Aの利得を，y は Bの利得をそれぞれ表す

A \ B C D

C (2,2) (0,3)

D (3,0) (1,1)

また，戦略の組 σがパレート最適 (Pareto optimal)で
あるとは，

∀i fi(ρ) ≥ fi(σ) かつ ∃ j f j(ρ) > f j(σ)

となる戦略の組 ρが存在しないことを言う．これはどの
プレイヤーの利得も減少させることなしに，あるプレイ
ヤーの利得を増やすことの出来る戦略の組は存在しない
ことを意味する．つまり，パレート最適でない組合せで
は，誰も損をせずに誰かがより大きな利得を獲得できる

組合せを逃すこととなり，好ましくない．
ナッシュ均衡は一般にパレート最適ではない．表 1に
唯一のナッシュ均衡がパレート最適ではない，囚人のジ
レンマ (prisoner’s dilemma) [Poundstone 92]と呼ばれる
ゲームの例を示す．このゲームの両者の最適反応は相手
の行動にかかわらず行動 Dとなるため，ナッシュ均衡は
(D,D)となるが，明らかに (C,C)が ρの役割を果たすた

めにパレート最適ではない．
強化学習は，エージェント (agent)と呼ばれる行動主体
が行動提示と報酬獲得のサイクルから適切な行動を学習
する手法である．元々は単一エージェントの学習手法で
あったが，マルチエージェント環境へ適用する研究がい
くつか行なわれている [Littman 94, Hu 98]．しかし，そ

れらの多くはナッシュ均衡をもたらすことを目的とする
一方で，上述した通りナッシュ均衡はパレート最適な解
を意味しない．また，三上ら [Mikami 94]は各エージェ
ントが学習する際に報酬を操作することによりナッシュ
均衡以外の解を得る研究を行なっている．しかし，後述
の通りこれをナッシュ均衡が望ましいゲームで用いると
通常の強化学習よりも結果が悪くなることがある．

従って本研究では，エージェントが個々でゲームの性
質，すなわち環境状況を判別し，その結果から自己評価
を計算して強化学習に適用することにより，ナッシュ均
衡が望ましくないゲームではナッシュ均衡に反してより
良い結果を求める行動を，それ以外のゲームではナッシュ
均衡に相当する行動を学習するエージェントを構築する．

提案手法の説明の前に，まず次節でゲームを分類する．

2・2 ゲームの分類

本節では 2・1節で紹介したナッシュ均衡とパレート最
適の概念を用いてマルチエージェント環境を分類する．以
下では，全てのエージェントの採り得る行動の集合と利
得関数が等しい対称なゲームを扱う．
全てのエージェントの戦略が等しい純粋戦略からなる

ナッシュ均衡を対称純粋戦略ナッシュ均衡 (symmetric pure

strategy Nash equilibrium)と定義し，この対称純粋戦略

ナッシュ均衡の集合 S とパレート最適な戦略の集合 Pを
用いてゲームを以下の 4種に分類する．

非干渉状況: S � ∅, S ⊆ P

全ての対称純粋戦略ナッシュ均衡はパレート最適
泥沼状況: S � ∅, S ∩ P = ∅

全ての対称純粋戦略ナッシュ均衡は非パレート最適
選択状況: S � ∅, S ∩ P � ∅, S � P

パレート最適と非パレート最適な対称純粋戦略ナッ
シュ均衡が存在

競合状況: S = ∅
対称純粋戦略ナッシュ均衡が存在しない

非干渉状況とは，個々の合理的な行動によりもたらさ

れる均衡が全てのエージェントにとって平等かつ全体に
とっても望ましいという意味で，各エージェントの勝手
な行動が許される，特別な制約を考慮しなくても良い状
況である．泥沼状況は，個々の合理的な行動によりもた
らされる，全てのエージェントにとって平等となるどの
ような均衡も望ましくないという意味で，個々が合理的
に振る舞えば振る舞うほど社会全体が苦しく，もがけば

もがくほど泥沼にはまり込んでしまうという状況である．
選択状況とは，パレート最適な対称純粋戦略ナッシュ均衡
とそうでないものを持つために，望ましい均衡を選択す
るにはどうすれば良いかという問題が生じる状況である．
競合状況とは，第一に勝ち負けの利得得失が等しいジャ
ンケンなどのゼロ和ゲームのように，純粋戦略ナッシュ

均衡が存在しない場合である．そもそも，ゼロ和（定和）
ゲームでは自分の利益は他者の損失であるためパレート
最適の概念が意味を持たない．第二に道を譲る場合のよ
うに両者が同じ行動をしても困るが，先に通るほうが有
利となる状況が挙げられる．この場合には一方が待って
他方が進むことがナッシュ均衡かつパレート最適である
が，進む方をどちらが選択するかで競合が生じる．

2・3 自己評価の生成

本稿では，強化学習の代表的手法である Q 学習 (Q-

learning) [Watkins 92]を用いる．Q学習は将来の報酬の
予測値を表す Q関数を行動選択と報酬獲得のサイクルか

ら学習する．エージェントは時刻 tにおいて現在状態 st

を知覚し，行動 at を選択，報酬 rt+1 を獲得して次状態
st+1 を知覚する．そして Q関数を以下の式で更新する．

Qt(s,a) = Qt−1(s,a) if s � st or a � at,

Qt(st,at) = Qt−1(st,at)+αδt.
(1)

(1)式に現れる δtは時間差分誤差 (temporal difference er-

ror: TD error)である．

δt
�
= rt+1 + γmax

a
Qt−1(st+1,a)−Qt−1(st,at). (2)

エージェントが Q関数を用いて行動を選択する際には，

softmax法 [Sutton 98]などを用いて選択にランダム性を
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持たせる．

以下では，報酬から自己評価を生成して学習に利用す
る方法について述べる．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 Ai の自己評価
r′i,t+1とし，これを Q学習に適用する．なお，以下では繁
雑さを避けるために自分 (Ai)を表す添字 iを省略する．

r′t+1
�
= rt+1 + λt+1. (3)

ここで，「近隣報酬 (neighbors’ rewards: NR)」と「報酬
差分 (difference of rewards: DR)」と呼ぶ 2種の λを導入
する．

λNR
t+1

�
=

∑

Ak∈Ni\Ai

rk,t+1 (4)

λDR
t+1

�
= rt+1 − rt (5)

(4)式の Ni\Ai はエージェント Ai の近隣のエージェント
からなる集合 Ni のうち自分自身を除いたものを表して
いる．「近隣報酬」は前述の三上らの手法と同等のもので
あり，自分が合理的に行動することにより得られる報酬
の増大より周囲の減少が大きい状況において有効である．
「報酬差分」は前回の行動による報酬と今回のそれの差異

を強調することにより，通常の強化学習のみの場合より
も報酬の変化に敏感になるので，エージェントの合理性
が増すと思われる．
「近隣報酬」「報酬差分」はそれぞれ泥沼状況と非干渉
状況で有効であると思われるが，それらの状況は互いに
対立するため，対応するものとは逆の状況に用いるとか

えって悪影響を与える．従って，エージェントはゲーム
に応じて λを適切に選択しなければならない．すなわち，
ゲームが泥沼状況の際には「近隣報酬」λNR を，非干渉
状況の際には「報酬差分」λDRを λとして自動的に選択
する能力をエージェントは保持しなくてはならない．
そこで，各エージェントが現在の状況をどうやって判

断するかを考える．例えば，各エージェントの持つ環境
状況モデルについて

条件 1 現在どの行動を選択しても将来の見込みが無い

条件 2 現状が既に獲得しているモデルより悪い

が満たされる場合，そのような現状を招いた合理的な行

動を抑えるべきであると考えられる．各エージェントの
持つ環境状況モデルは Q関数で表されるため，条件を数
式で表現すると

Qt−1(st,a) < 0 for all a. (6)

rt+1 < Qt−1(st,at)− γmax
a

Qt−1(st+1,a) (7)

となり，(6)式が条件 1，(7)式が条件 2に対応する．(6)

式は現在どのような行動を採っても正の報酬が得られる
見込みがないことを意味し，(7) 式は実際の報酬が，時
間差分誤差（(2)式）が 0，すなわち学習が収束した場合

に計算される報酬の予測値よりも小さいことを意味する．

表 2 自動選択 AA・AR・RR：判定に用いる Q 関数

自動選択 (6)式 (7)式

AA Qact Qact

AR Qact Qrecog

RR Qrecog Qrecog

本研究では，少なくともどちらか 1つが成立する場合に
環境が泥沼状況であると見なして「近隣報酬」λNRを，ど
ちらも不成立の場合に「報酬差分」λDR を用いて自己評
価を生成し学習を行なうことを提案する．

ところが，本研究では (3)式により調整した自己評価
r′ を用いて Q関数を更新するため，(2)式から導かれる
(7)式の左辺は獲得報酬 r ではなく自己評価 r′ でなくて
はならない．しかし，(7)式の結果を基に r′が計算される
ため，(7)式で r′を用いることは出来ない．そこで，以下
では 3種の代替手法を採用する．まず，(7)式の左辺に来
るべき r′を rで代用する [森山 02]．この場合に条件判定

に利用される Q関数は，r′ によって学習されたエージェ
ントの行動を決定するものであるから，以下では Qactと
称し，この方法で状況を判定する手法を「自動選択 AA

(auto-select AA)」と呼ぶ．一方で，Qact 以外に通常の r

により別の Q関数を学習し，それを用いて状況を判定し
てから r′によってQactを学習するようにすれば，この問

題は解消する．以下ではこの判定用 Q関数を Qrecogと称
し，それによって状況を判定する手法を「自動選択 RR

(auto-select RR)」と呼ぶ．更に，(6) 式はこの獲得報酬
と自己評価の問題から自由であるため，(6) 式について
は行動選択用の Qact を，(7)式については状況判定用の
Qrecog を利用することも可能である．これを「自動選択
AR (auto-select AR)」と呼ぶ．これらをまとめると表 2

となる．

3. 実 験

本章では 2・3節で提案した学習手法を用いて，同種の
エージェントからなるマルチエージェント環境における
実験を行なう．まず 3・1節では単一状況の繰り返しゲー
ムとして 4人 2行動ゲームを扱う．続く 3・2節では状況
の遷移を伴うマルコフゲームとして狭路ゲームを用いる．

最後に 3・3節でエージェントにとって未知の状況変化が
存在する場合の挙動について調査する．
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 (RD)」，通常の強化学習を行なう「通

常 (NM)」，2・3節で導入した「近隣報酬 (NR)」「報酬差分
(DR)」「自動選択AA (AS-AA)」「自動選択AR (AS-AR)」
「自動選択 RR (AS-RR)」の合計 7種である．実験では
25回の試行を行ない，各試行において Q関数は 0で初
期化した．Q学習のパラメータは学習率 α = 0.5・割引率
γ = 0.5であり，行動選択のランダム化手法としては温度

T = 1の softmax法を用いた．
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表 3 4人 2行動ゲーム：各表の #Dは他者のうち Dを選択した人数を表し，C,D の各行は利得を表す．N は純
粋戦略ナッシュ均衡を，Pはパレート最適解を表す

(a)非干渉状況

#D 0 1 2 3

C −2 −2 −2 −2

D 2 2 2 2N
P

(b)泥沼状況

#D 0 1 2 3

C 2P 0P −2 −4

D 4P 2 0 −2N

(c)選択状況

#D 0 1 2 3

C 2N
P −2 −2 −2

D −2 −2 −2 0N

(d)競合状況

#D 0 1 2 3

C 0 0 0 0N
P

D 2 2 2N
P −2
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(c)選択状況
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(d)競合状況

図 1 4人 2行動ゲームの結果：エージェント 4 台の 3000サイクル時点における報酬和の 25 試行平均

3・1 繰り返しゲーム

本節では同じゲームを繰り返す繰り返しゲーム (iterated

game)の例として 2・2節の 4種の状況それぞれに相当す
るゲームを用い，4台のエージェントによる実験を行なっ
た結果を示す．各エージェントは 2種の行動 C,Dを選択
するものとする．行動選択と報酬獲得をまとめて 1サイ

クルと称し，サイクルごとに学習を行なう．「近隣報酬」
で用いられる近隣エージェント集合 Niはゲームに参加す
る全てのエージェントとする．従って，各エージェント
はゲームに参加する全てのエージェントが得た報酬を知
ることが出来るものとする．各エージェントはゲームの
参加エージェントの行動組合せを状態変数として Q学習

を行なう．つまり，各エージェントは 24 = 16種類の状
態に対して学習する∗1．
非干渉状況（表 3a）は，他者の行動に関係なく Dを選
択すると常に 2の利得が得られ，Cを選択すると常に −2

の利得が得られるゲームである．泥沼状況（表 3b）は囚

人のジレンマと同じく Dが常にCよりも大きな利得をも
たらすが，全員が Dを選択すると最悪の結果になるゲー
ムである．両者とも唯一のナッシュ均衡は全員 Dである
が，前者はそれがパレート最適である一方，後者は異な
る．選択状況（表 3c）では全員の行動を一致させること
を目的とするが，一致した行動により利得が異なる．対

称純粋戦略ナッシュ均衡は全員Cと全員 Dであるが，前
者のみパレート最適である．競合状況（表 3d）は志願者
のジレンマ (volunteer’s dilemma)として知られるゲーム
で，少なくとも 1人が利得の少ないCを選択すれば良い
が，全員が Dを選択すれば最悪の結果となるゲームであ
る．このゲームは対称純粋戦略ナッシュ均衡を持たない．

エージェント 4台の 3000サイクル時点における報酬

∗1 この実験では Q学習における状態とゲームの状況（一定）は
関係ないことに注意．

和の 25試行平均を図 1に，25試行の 2996–3000サイク
ルにおける合計 125回の行動のうち，「ランダム」を除く
手法のナッシュ均衡とパレート最適な行動組合せの割合
を表 4に示す．

図と表および，報酬和について各「自動選択」とその他
の手法との間で両側 5%の独立 2群 t検定 (unpaired t-test)

[近藤 67]を行なった結果から以下のことが判明した．な
お，以下の記述では「ランダム」を除いている．

•非干渉状況では「通常」「報酬差分」「自動選択AR」
「自動選択 RR」の報酬和がほぼ最大値の 8である．
「近隣報酬」「自動選択 AA」はこれらより有意に劣

る．行動割合からも「近隣報酬」「自動選択 AA」以
外は 9割以上の割合でナッシュ均衡かつパレート最
適な全員 Dを選択していることが分かる．
•逆に，泥沼状況では「通常」「報酬差分」は悪い結果
となるが，「近隣報酬」は良好な結果を得ている．「自
動選択 AA」「自動選択 RR」は「近隣報酬」と有意

差が見られない．行動割合からも「通常」「報酬差
分」がナッシュ均衡である全員 Dが多く，残りの手
法はパレート最適な組合せが多いことが分かる．
•選択状況では全ての手法がナッシュ均衡にほぼ収束
している．「通常」「報酬差分」の報酬和はほぼ最大
値の 8である．「自動選択 AR」は「近隣報酬」より
良く「報酬差分」と有意差が見られないが，残りの

「自動選択」は「近隣報酬」と有意差が見られない．
•競合状況では全ての手法がほぼ同様の結果となって
いる．「自動選択」と他の手法の有意差もほとんど見
られない．

3・2 マルコフゲーム

環境に状態が定義され，その状態に応じて利得が変化

するゲームを確率ゲーム (stochastic game)またはマルコ
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表 4 4 人 2 行動ゲーム：2996–3000 サイクルで純粋戦略ナッシュ均衡 N とパレート最適解 P の割合．N と P
は表 3参照

学習手法
非干渉状況 泥沼状況 選択状況 競合状況
N P N P N P N P

通常 92.8% 92.8% 61.6% 1.6% 96.8% 96 % 40.8% 40.8%

近隣報酬 38.4% 38.4% 0 % 100 % 99.2% 55.2% 64.8% 64.8%

報酬差分 100 % 100 % 83.2% 0 % 100 % 93.6% 70.4% 70.4%

自動選択 AA 54.4% 54.4% 0 % 96 % 100 % 69.6% 61.6% 61.6%

自動選択 AR 97.6% 97.6% 0 % 86.4% 98.4% 79.2% 46.4% 46.4%

自動選択 RR 97.6% 97.6% 0.8% 83.2% 97.6% 53.6% 64.8% 64.8%

図 2 狭路ゲーム：黒の自動車 2台が路上駐車している場所に白の
自動車 2台が同時に接近

フゲーム (Markov game)と呼ぶ [Littman 94, Hu 98]．本
稿では狭路ゲームについて実験を行なう．路上駐車があっ

て狭くなっている道路を想定する（図 2）．その両端に同
時に自動車が現れた場合に，各々の自動車は「進む」「待
つ」のどちらかを選択する．各々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
のため両者が同じ行動を示した場合には状況は変化せず，
異なる行動を示した場合には「進む」を提示した車が通
過に成功する．両者が出来るだけ早く狭い部分を通過す
ることが目的である．

各自動車（エージェント）は通過に成功したら報酬 ri = 1

を，それ以外では ri = −0.5を獲得して学習を行なう．両
者が通過に成功するか，4回の行動提示をした時点で 1サ
イクル終了とする∗2．通過の成否は両者に知覚され，一方
が通過に成功した後は，通過したエージェントはサイク
ル終了，残ったエージェントは行動提示を繰り返す．こ
の場合，「進む」を選択したら無条件で通過に成功してサ

イクル終了，「待つ」を選択したら通過失敗となり再び行
動を提示する．従って，エージェントの知覚する状態が
行動提示回数に依存し，更に 2台のエージェントが環境
中に存在する場合と 1台のエージェントのみとなる場合
では利得関数が変化するため，これはマルコフゲームと
なる．図 3はこの説明をまとめた状態遷移図である．

100サイクル時点での 2台のエージェントの報酬和の 25

試行の平均を図 4に示す．サイクルごとの報酬和は 1回
目で一方が通過に成功し，2回目で残った他方が通過する

∗2 従って，各エージェントにとって 1サイクルに行動提示・学
習が 1 回だけとは限らないことに注意．
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図 3 状態遷移図．状態を○で表現．○の中の数字は残りのエージェ
ント数．黒矢印は通過成功，灰矢印は通過失敗の遷移．点線
は一方が通過成功後の残りのエージェントによる遷移．各数
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字は「進む」提示者，下の数字は「待つ」提示者の利得
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図 4 狭路ゲームの結果：100サイクル時点における報酬和の 25試
行平均

際の 1+ (−0.5+ 1) = 1.5が最大となり，4回繰り返しても
両者とも通過できない場合の (−0.5× 4)+ (−0.5× 4) = −4

が最小となる．

実験から判明したことは以下の通りである．

• 3種の「自動選択」が最良の結果となっている．し
かし，報酬和について各「自動選択」とその他の手
法との間で両側 5%の独立 2 群 t 検定を行なった結
果，「自動選択 AR」については他の手法と有意差が
ほとんど認められず，残りの 2種の「自動選択」に

ついても「近隣報酬」との差が認められない．
•報酬和が最大 (1.5) となる試行数が「自動選択」は
どれも過半数である一方，他の手法は全て半数を下
回っている．
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3・3 未知の状況変化

3・1節では環境の状況（利得関数）が一定であるゲー
ムにおける実験を，3・2節では環境の状況が状態変数と
して全てのエージェントに知らされるゲームによる実験
を行なった．しかし，例えば経済状況のように，変化す
る一方で現在の状況が知らされることなく，各エージェ
ントは自分でそれを推測しなくてはならないものも多い．

そこで本節では，エージェントに知らされることなく途
中で環境の状況が変化する実験を行なった結果を示す．
以下では三上ら [Mikami 94]が用いている共有地の悲

劇ゲームを用いて実験を行なう．これは n人 3行動ゲー
ムであり，各エージェントはゲームの参加者の一部しか
参照できない．

共有地の悲劇 (tragedy of the commons)とは 1968年に
Hardinによって名付けられたものである [Hardin 68]．合
理的な牛飼いは共有放牧地に可能な限り多くの子牛を放
牧させることを考える．しかし全ての牛飼いが同様に行
動すると，放牧地は荒れてしまい子牛の育ちが悪くなっ
てしまうという問題である．

三上らは 10台のエージェントを用いた実験を行なっ
た．各エージェントは利己的・協力的・利他的の 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．あるエー
ジェント Ai の行動 ai には基本報酬 R(ai) と社会に対す
るコストC(ai)が付随するものとし，R(ai)は利己的・協
力的・利他的な行動に対してそれぞれ 3,1,−3の各値を，
C(ai) は +1,±0,−1 の値を取るものとする．全てのエー

ジェントが行動を選択すると各エージェントは報酬 ri

ri
�
= R(ai)−

∑

j

C(a j)

を獲得する．近隣エージェント集合 Ni は

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

で定義される∗3．各エージェントは近隣エージェントの
行動の組合せを状態変数として Q学習を行なう∗4．つま
り，エージェントが観察できるのはごく一部のエージェ
ントのみである．

本研究では，コスト関数C を利己的・協力的・利他的
な行動に対してそれぞれ +c,±0,−cの値を取るものとし
て実験を行なった．cは全てのエージェントに共通な定数
である．以下では，cが 1から 0へ変化する場合と，逆

に 0から 1へ変化する場合の実験を行なう．c = 1は泥沼
状況，c = 0は非干渉状況となる．状況の変化については
エージェントに知らされないため，各エージェントは自
分で現在の状況を推測しなくてはならない．

開始時から 3000サイクル学習後に cを 1から 0に移
行させ，更に 3000サイクル学習させた結果を図 5aに，

∗3 i = 0,1, ...,9 とする．
∗4 この実験においても環境状況と Q 学習の状態変数は独立で
あることに注意．
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(b) c = 0→ 1

図 5 未知の状況変化が存在する場合の結果：黒色は変化後 3000
サイクル時点の報酬和の 25 試行平均．灰色は最初から変化
後の c で 3000サイクル学習後の報酬和の 25 試行平均

同様に cを 0から 1に移行させた場合の結果を図 5bに
示す．比較のために，これらの図にはそれぞれ最初から
移行後の cで 3000サイクル学習させた場合の結果を併
せて示す．

これらの実験結果から，cが 1から 0へ変化した場合
（図 5a）に，変化後には 3種の「自動選択」いずれもが
「近隣報酬」と同程度の結果しか得られていないことに気
づく．これは，開始時から c = 0とした実験の結果（図
5a灰色）と比較すると明らかに異なる．逆に，cが 0か

ら 1へ変化する場合（図 5b）では開始時から c = 1の実
験結果と大差ない．

4. 考 察

繰り返しゲームにおける実験結果は，提案手法である
「自動選択」，特に「自動選択 AR」「自動選択 RR」が正
反対である非干渉状況と泥沼状況の両方でパレート最適
な解を導く行動を学習できることを示しており，提案手
法が本研究の目的を満たすことが示された．しかし，選

択状況や競合状況で結果の悪い他の手法と差が見られな
いことは問題であり，その修正は今後の課題である．

「近隣報酬」は非干渉状況では「通常」よりも結果が

悪い．「近隣報酬」は自分の報酬も計算に入れているため，
自分の報酬が大きくなればなるほど自己評価も大きくな
り，結果として非干渉状況にも適するはずである．しか
しそうなってはいない．理由としては，もし自分が “悪
い”行動をしたとしても，近隣の他者の報酬が大きけれ
ば自己評価が大きくなることが挙げられる．これにより，

学習に際して “良い”行動と “悪い”行動の差があいまい
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になるため，結果として行動にランダム性が生じてしま

うのである．

その非干渉状況において「自動選択AA」は過剰に「近
隣報酬」を選択する傾向が見られる．これは，「自動選択

AA」が「近隣報酬」を選ぶと，自己評価 r′が大きくなる
ために Qact が大きくなることが理由として考えられる．
エージェントの行動組合せが不変で行動選択のランダム
性が無視できる場合，Qactが r/(1− γ) (= 2r)より大きい
と「自動選択 AA」は常に (7) 式を満たすため「近隣報
酬」を選択する頻度がより高くなる．紙面の都合により
詳細は省くが，3種の「自動選択」について条件の満足

回数を調べると「自動選択AA」では (7)式の満足回数が
非常に多く，この考察が正しいことが分かる．

狭路ゲームにおいて，3種の「自動選択」が「近隣報

酬」「報酬差分」より良好な結果を得ている．各「自動選
択」は「近隣報酬」「報酬差分」を選択するだけであるた
め，この結果はいささか変に感じるかも知れないが，こ
のゲームが「近隣報酬」「報酬差分」の使い分けを求める
ものならば疑問は氷解する．実際，2台の車が残ってい
る場合にはどちらかが道を譲らなくてはならず，一方で

残りが自分だけになった場合には速やかに進むべきであ
る．前者の状況では「近隣報酬」が有効と思われる一方
で，後者の状況では「報酬差分」が求められるだろう．

未知の状況変化への対応を調べた実験では，cを 0か
ら 1に変化させた場合の結果は最初から c = 1とした場
合の結果と大差がない一方で，cを 1から 0に変化させ
た場合の結果は最初から c = 0とした場合の結果と明ら
かに異なる．これは状況変化前に学習した結果が変化後
に悪影響を及ぼしていることを意味する．

c = 1は泥沼状況であるため，状況変化前ではエージェ
ントはおもに「近隣報酬」を用いて学習し，結果として
利他的行動の Qact関数が利己的行動のものより大きくな
る．そして，次に大きい Qact 関数を持つのはおそらく協

力的行動である．ここで，協力的行動が c = 0でも正の報
酬を得ることが問題となる．それは，状況変化時に利他
的行動の次に大きい Qact関数を持つのが協力的行動であ
るならば，利他的行動の Qact関数が変化後の負の報酬に
より順調に減少しても，行動変化が協力的行動で固定さ
れ，望まれる利己的行動を起こすことが出来なくなるた
めである．しかし，この考察が正しいならば，変更前後

で同じ Qact関数を用いて学習するという条件では，たと
え状況変化時に自己評価生成式を適切に「近隣報酬」か
ら「報酬差分」に変化させても，この問題を回避するこ
とは出来ないのではないだろうか．従って，これは選択
する手法（状況判定条件）の問題ではなく，選択される
手法（「近隣報酬」「報酬差分」）の問題と考えられる．

本研究は適切な学習のための状況判定条件すなわちメ
タ規則を導入した．それは泥沼状況について判定するも
のであり，実験により非干渉状況と泥沼状況における有

効性が確認された．ところが，選択状況や競合状況では

優位性があまり見られないという問題があるため，異な

る条件が必要になる．しかし，それは簡単に導かれるも
のではない．従って，そのような条件を自動的に設定する
機構が要求されるだろう．それにはメタ学習や遺伝的ア
ルゴリズムによる探索などを利用することが考えられる．

5. 関 連 研 究

本研究では，各種のゲームにおける適切な行動を自己
評価を用いた Q学習によって学習するエージェントを構
築した．本研究と同様に利得関数を操作する強化学習の
研究はいくつか存在するが，三上らの手法 [Mikami 94]

は既に紹介した通り非干渉状況などで逆効果となること
がある．Wolpertらの手法 [Wolpert 02]は自分の行動が
全体に与える影響を利得関数とするが，これを正確に知
ることは困難である．

報酬（適応度）の操作は遺伝的アルゴリズム (genetic

algorithm: GA)の分野でもいくつか行なわれている．石

渕らの研究 [石渕 00] では，空間型繰り返し囚人のジレ
ンマ問題における戦略を自己の利得と相手の利得の加重
和で定義した適応度を用いて GAにより学習している．
木下ら [木下 00] は血縁淘汰説 (kin selection) [Dawkins

89]に基づく包括適応度 (inclusive fitness)を用いること
で，GAにより利他的な挙動が獲得されることを採餌行

動のシミュレーション実験で示した．これらは無条件で
適応度関数を操作するものであるが，Mundheらの研究
[Mundhe 00]では彼女らが提案した適応度関数をある条
件によって適用するか否かを決定している．しかし，議
論が共有地の悲劇問題に限られている．

メタ規則を強化学習で獲得する試みとしてSchmidhuber

らの Success Story Algorithm [Schmidhuber 97]がある．

これは学習結果を評価するタイミングも通常の行動と一
緒に学習するというものである．また，石田ら [石田 00]

は「価値観」と称するメタ規則をGAで獲得することを試
みている．これは各個体がそれぞれ価値観とエネルギー
を持つものとし，エネルギーが 0になった個体を別の個
体と入れ替えることにより優れた価値観を獲得しようと

するものである．

各エージェントに知らされない状況の変化は，記号学
習の分野で概念流動 (concept drift)として知られるもの
に相当する．学習器がこれに対応するためには「窓 (win-

dow)」を利用して過去の入力を消すことが多い．Widmer

ら [Widmer 96]は窓の大きさを現在保持するモデルの精

度に応じて変化させることで，より柔軟にこの問題に対
応する手法を提案している．強化学習の分野でも阪口ら
[阪口 01]は，単一エージェント環境において，エージェ
ントが複数の Q関数を保持し，時間差分誤差に応じてそ
れらを切り替えながら学習する研究を行なっている．

ゲーム理論では囚人のジレンマにおける合理的プレイ

ヤーは互いに裏切ることになっているが，実際の人間を
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対象とした実験では結果が異なることが知られている．

Rillingら [Rilling 02]は，囚人のジレンマゲームを行なっ
ている 36人の女性の脳の働きを機能的核磁気共鳴画像法
(functional magnetic resonance imaging: fMRI)で観察し
た結果，脳内の報酬処理関係部位が活動することを報告
し，協調行動は脳内で報酬が生成されることにより生じ
ると結論づけている．これは，実際の人間の脳内処理と
本研究の提案手法の類似性を示すものである．

6. ま と め

本研究は，複数のエージェントが同一の環境で行動す
るマルチエージェント環境において，ナッシュ均衡が望
ましくない状況ではナッシュ均衡より望ましい行動組合

せを学習し，それ以外の状況では個々の合理性を生かす
学習を行なう強化学習エージェントの構築を目的とした．
そのため，2章ではまずゲーム理論におけるナッシュ均
衡とパレート最適の概念から対称なマルチエージェント
環境を 4種の状況に分類した．そして，Q関数と現在の
報酬の関係から環境が泥沼状況であると判定する条件式

を 2つ導入し，その条件によって自己評価の生成法を切
替える「自動選択 AA」「自動選択 AR」「自動選択 RR」
の 3種のエージェントを構築した．

3章では構築したエージェントを用いて，単一状況の
繰り返しゲームとして 4人 2行動ゲーム，マルコフゲー
ムとして狭路ゲーム，さらに状況変化を伴う共有地の悲
劇ゲームの実験結果を示した．提案した 3種の「自動選

択」は，4人 2行動ゲームの非干渉状況では「報酬差分」
と，泥沼状況では「近隣報酬」と似た結果を獲得し，狭
路ゲームではこれらよりも良い結果を獲得した．一方で，
状況変化を伴う共有地の悲劇ゲームでは，c を 1から 0

に変化させた場合に提案手法の有効性が減じられること
が確認された．しかし，これは提案した状況判定条件の

問題というよりは選ばれる側の「近隣報酬」「報酬差分」
の問題であると 4章で議論した．
今後の課題としては，未知の状況変化への対応能力の
向上や 4章で述べた状況判定条件の自動獲得などに加え，
理論的考察，ゲーム（環境状況）が非対称な場合への拡
張，異種エージェントを導入し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，異なる強化学習法

の適用と現実の問題への応用が考えられる．
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