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1. はじめに

マルチエージェントシステム（Multi-Agent Sys-

tem:MAS）では，自律的なエージェント群が近傍のエー

ジェントと相互作用を通して秩序を形成する．しかし，

エージェント群は時間と空間を共有するためエージェ

ント間に複雑な相互作用が発生する．そのため，設計

者が個々のエージェントに適切な行動を設計するのは

困難である．そこで，各エージェントに強化学習（Re-

inforcement Learning:RL）を搭載し，学習により個々

のエージェントが協調あるいは競合回避行動を獲得す

ることで，群全体として秩序を形成するマルチエージェ

ント強化学習（MARL）が注目されている．

強化学習をMASに適用する場合，エージェントに与

える報酬が秩序形成に影響を及ぼす．生天目は，エー

ジェントが環境から与えられる報酬を基にエージェン

ト間の関係を 1.協調ゲーム，2.相補ゲーム，3.支配戦

略ゲーム，4.堂々巡りゲームの 4つに分類し，各問題の

特徴と解決策を示している [1]．我々の研究グループで

は相補ゲームに着目して研究を進めている．相補ゲー

ムの身近な例として狭路問題が挙げられる．車 1台分

の狭い山道ですれ違う場合，どちらか一方が道を譲り

一方が前進しなければならない．しかし，相手が道を

譲る（利他的）か，前進する（利己的）か分からないた

め，エージェントは互いにジレンマに陥る場合がある．

我々はこれまで上記の狭路問題に対し，信頼度を用

いた強化学習 [2]を適用することで，従来手法と比較し

て高い確率で競合回避行動を獲得できることを確認し，

ジレンマが解消されるメカニズムを分析している [3]．

また，既学習のエージェントの行動ルールを新たに群

に加えるエージェントに複製する政策の複製と信頼度

を併用することで，複数エージェントにおいても従来

手法と比較して高い確率で学習が収束し，その収束速

度も速いことを確認している [4]．

本稿では政策の複製に着目し，複数エージェントで

も高い確率で競合回避行動を獲得し，かつ学習の収束

性が向上するメカニズムを，個々のエージェントが獲

得した行動ルールを状態遷移図により可視化すること

で分析する．

2. 狭路問題

本研究では相補ゲームの一種である狭路問題を扱う．

狭路問題では，狭い通路において複数のエージェント

がすれ違うため，一方が前進し，他方が路を譲る行動

を選択しなければならない．狭路問題において，エー

ジェントに与えられる報酬を表 1のように設定する．表

1より，エージェントが互いに前進を選択すると衝突す

るため−2が与えられ，互いに道を譲った場合は−1が
与えられる．報酬の対角成分が 0となるように局所シ

フトすると表 2のようになる．表 2より，狭路問題で

はエージェントが互いに異なる戦略を選択することが

最適解となることが分かる．しかし，各行動選択の報

酬は非対称の関係にあり，どちらか一方のエージェン

トが低い報酬が与えられる行動を選ばなければならな

い．更に，エージェントは互いに相手の次の行動選択

を知ることができない．以上より狭路問題では発生す

るジレンマをいかにして解消するかが問題となる．

表 1利得表

B

前進 譲る

A

前進
-2 -1

-2 1

譲る
1 -1

-1 -1

表 2局所シフト

B

前進 譲る

A

前進
0 1

0 2

譲る
2 0

1 0

3. 信頼度と政策の複製を用いたQ学習
本研究では，我々の研究グループで提案している信

頼度と政策の複製を用いたQ学習を使用する．以下に

提案手法の学習手順およびアルゴリズムを説明する．

3.1 学習手順

各エージェントは以下の手順で学習する．

1. 各エージェントが近傍 11マスの状態をセンシング

し状態 sを観測する．

2. 状態 sに対しQテーブルからボルツマン選択によ

り行動を決定する．

3. 選択した行動に対し環境から報酬 rが与えられる．

4. 信頼度 R(s, a)と式 (5)から割引率 γ を更新する．

5. 式 (2)～(4)により信頼度 R(s, a)を更新する．

6. エピソード数が一定値に達するか，終了条件を満

たしてなければ 1に戻る．

7. エピソード数が一定値になったら，新たなエージェ

ントを追加し，追加されたエージェントに政策を

複製する．

8. 終了条件を満たしていなければ 1に戻る．
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3.2 Q学習

Q学習では Q値の更新を次式により行う．

Qt← Qt + α(r + γmaxQt+1 −Qt) (1)

ただし，α，γ，rはそれぞれ学習率，割引率，環境か

ら与えられる報酬である．割引率 γ は，エージェント

が即時的あるいは長期的報酬を重視するかを決定する

パラメータであり，γ が小さい場合，エージェントは

現在の報酬 rのみに依存する．そのため，より多くの

報酬を得るために即時的な報酬を重視するようになる．

一方，γ の値が大きい場合，エージェントは次状態の

Q値にも依存する．そのため，長期的な報酬を重視す

るようになる．

3.3 信頼度

信頼度とは学習で獲得した報酬 rとQ値との予想誤

差を示す尺度である．誤差が小さければ信頼度は増加

し，誤差が大きいと信頼度は減少する．本研究では，尾

川らが提案している信頼度の更新式を用いる [2]．信頼

度 R(s, a)の定義および R2(s, a)の更新式は以下の通

りである．

R2(s, a)
def
=

1

R(s, a)
(2)

R2(s, a) ← R2(s, a) + αRζ (3)

ζ = δ2 + γRR
2(s′, b)−R2(s, a) (4)

ただし，αR，γR，ζ，δはそれぞれ信頼度の学習率，割

引率，信頼度の TD誤差，TD誤差自体の TD誤差を

表す．R(s, a)は，エージェントが状態 sにおいて行動

aを実行したとき，環境から与えられる報酬と期待値

Q(s, a)とのTD誤差の二乗誤差の累積を表す．Q値の

割引率 γ は次式により更新される．

γt = γ0min(1,
1

R(s, a)
) (5)

信頼度を使い割引率 γ を自律的に更新することで，獲

得したルールを壊すことなく予測誤差が大きい行動選

択のみを学習し直すことができる．

3.4 政策の複製

政策の複製とは，あるエージェントのQテーブルを

他のエージェントに複製する手法である．実験では，周

期的にエージェントを追加する環境を使用し，追加す

るエージェントには同一環境内で既に学習したエージェ

ントのQテーブルを複製し受け継がせる．これにより

エージェントはルールを保持した状態から学習を始め

るため，従来よりも短時間で回避行動を獲得できると

期待している．また，複製したルール群は強化学習に

より修正と追加が行われるため，台数が増える動的環

境でも競合回避行動を学習できると考えられる．政策

の複製を用いることで，エージェント間で有益なルー

ルが次々と伝播し，共通のルールが形成されると期待

している．なお，本稿におけるルール群とは，エージェ

ントが観測した状態と選択した行動を指す．

(a) (b)

図 1シミュレーション環境

4. 実験設定

シミュレーション環境として図 1(a)に示す周回構造

を用いる．道幅はエージェント 2台分，通路の途中計 8

か所に障害物を配置し，エージェント間に競合を発生

させる．エージェントはそれぞれ時計回り，反時計回

りに周回する．このエージェント群は，壁や他のエー

ジェントに衝突することなく滑らかに周回することを

目的とする．

実験はエージェント 2台から始め，段階的に時計回

り，反時計回りのエージェントを各１台ずつ増やし，最

終的に全エージェントがいる環境で競合回避行動を学

習させる．エージェントを追加する際，エージェント

0，1が獲得した Qテーブル全てをエージェント 2，3

に複製する．同様にエージェント 2，3の Qテーブル

全てをエージェント 4，5に複製する．エージェントに

は 0番から始まる番号（ID）が振られているが，行動

選択を行う順番は非同期を模擬すため，0番から順次

ではなくランダムに行う．

エージェントの行動は前進，後進，左右旋回，停止

の 5つから選択する．センサ範囲は図 1(b)に示すよう

に近傍 11マスの状態をセンシングし，センサ内のマス

が，空白，壁，エージェントがいるか，また，エージェ

ントがいた場合，そのエージェントは同じ方向に周回

するか，異なる方向に周回するか，更にエージェント

がどの方向を向いているかの合計 10状態を知覚する．

エージェントに与えられる報酬は表 1の通りである．

エージェント 1回の行動選択を 1ステップと呼ぶ．試

行回数は 500ステップを 1エピソードとし，16000エ

ピソードを 1トライアルとし，25トライアル試行する．

500ステップ行動するとエピソードは更新され，エー

ジェントは初期位置から再スタートする．

5. 実験結果の分析

我々の研究グループでは，信頼度と政策の複製を併

用したQ学習の学習性能が最も高くなることを確認し

ている [4]．本章では，エージェント群が獲得したルー

ルを分析することで，Q学習の学習性能が向上したメ

カニズムを解明する．
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5.1 分析手法

実験結果より，図 2から図 4に示すように各エージェ

ントが観測した状態をノード，状態から状態への遷移

をエッジとする状態遷移図 1を描く．状態遷移図におい

て，各エージェントが獲得したルール群を，(1) 変化せ

ず保持されたルール群，(2) 修正されたルール群，(3)

新たに加えられたルール群，に分類する．ここで，修

正されたルール群とは，同じ状態において選択する行

動が変化したルールを指す．状態遷移図では，エージェ

ント 0，1がエピソード 99で獲得したルール群をマゼ

ンダ，追加したエージェント 2，3がエピソード 999で

獲得したルール群を緑，各エージェントが獲得した回

避行動を行うルール群をシアン，それ以外を白で色分

けする．まれにエージェント 0，1がエピソード 999で

エージェント 2，3と同じルールを学習するが，複製し

て獲得したルールではないため，赤枠の緑で表現する．

(a) エージェント 0

(b) エージェント 1

図 2エピソード 99における状態遷移図

5.2 分析結果

複製されたルール群の変化を分析するため，既存の

エージェントが獲得したルール群と，追加したエージェ

ントが学習したルール群を比較する．エピソード 99に

おいてエージェント 0，1は前進行動するルール群を獲

得している．エピソード 999では，エピソード 100に

おいて追加されたエージェント 2，3は前進行動を主に

獲得し，エージェント 0，1から複製されたルール群を

多用して周回している．エピソード 5999 では，エピ

ソード 1000において追加されたエージェント 4，5も

1状態遷移図の描画には JUNG（Jave Universal Network /
Graph Framework）を使用する．

(a) エージェント 1（エピソード 99）

(b) エージェント 3（エピソード 999）

図 3各エージェントの状態遷移図

図 4 エピソード 5999におけるエージェント 5の状態遷
移図

他のエージェント同様回避行動を獲得している．また，

追加されたエージェントは，エージェント 0，1から複

製したルール群を保持し，その周囲に新たなルール群

を獲得している．

5.3 考察

図 2，3より，エピソード 99および 999においてエー

ジェント 0～3が獲得したルール群は前進行動を選択す

るルール群が多い．これは環境内のエージェントが少

なく，競合が発生しにくかったためだと考えられる．

図 3(a)はエージェント 1がエピソード 99で獲得した

ルール群であり，図 3(b)はエージェント 3がエピソー

ド 999で獲得したルール群の状態遷移図である．2台に

共通するルール群をマゼンダ，エージェント 3が独自

に獲得したルール群を緑で表した．さらにエージェン
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(a) エピソード 99（ステップ 75～80）

(b) エピソード 999（ステップ 11～16）

図 5エージェントが獲得した競合回避行動

ト 1がエピソード 99で獲得したルール群の中で，エー

ジェント 3に使われなかったルール群は青で縁取りし

た．図 3より，2台の共通ルールは前進行動を選択する

ルール群であったが，エージェント 3が独自に獲得し

たルール群（緑ノード）は回避行動を取り，エージェン

ト 1が獲得した回避行動（青の縁取り）を使用してい

なかった．このことから，エージェント 1から複製し

たルール群は有用だが，エージェントが周回するには

そのまま適用することができない．そのため，使用で

きないルール群の修正あるいは新しいルール群を追加

することでエージェント 3は回避行動を獲得したと言

える．以上から，複製したルール群の中で有用なルー

ル群はそのまま使用され，有用でないルール群は適宜

修正または新規にルールが獲得されるため，追加した

エージェントの学習時間は短縮したものと考えられる．

また，複製したルール群の中で有用なルール群は共通

ルール（社会ルール）として次のエージェントに伝播

されたと言える．

図 4はエージェント 5がエピソード 5999において獲

得したルール群の状態遷移図である．エピソード 5999

において，回避行動をとるルール群（青ノード）は共通

ルールに追加される形で形成されている．これは，環境

内のエージェント数が増え，競合状態が頻発するため

に回避行動をとるルール群が必要になったためと考え

られる．また，共通ルールはエピソード 99に比べノー

ド数が少なくなっている．これはエージェントが環境

の状況に合わせてルールの追加と修正を行ったためだ

と考えられる．以上より，エージェントは有用なルー

ルは保持し，状況の変化に併せて必要なルールのみを

追加と修正することで，台数が増える複雑な環境でも

学習性能が向上したと考えられる．

次に，図 5(a)はエピソード 99でエージェント 0が

エージェント 1を回避するために獲得した行動である．

図中の矢印はエージェントが選択した行動の軌跡を表

し，⊗は停止を表す．エピソード 5999でエージェント

0とエージェント 3が競合した時，エージェント 0は

エージェント 1を回避するルールを使用してエージェ

ント 3を回避している（図 5(b)）．エージェント群は他

のエージェントが獲得した有用なルールを異なるエー

ジェントに適用できるため，少ないルールで周回でき，

かつ学習時間短縮に繋がったと考えられる．

図 6社会ルールの発生メカニズム

6. おわりに

本稿では，我々が提案している信頼度と政策の複製

を併用したQ学習が，エージェント間で発生する競合

状態をどのように解消しているのか，そのメカニズム

を解明するために，各エージェントが獲得したルール

群の分析を行った．その結果，既学習のエージェント

のルール（政策）を複製することで，有用なルールを

再利用し，状況に併せて既存のルールを修正あるいは

新規にルールを獲得することで効率よく学習している

ことを確認した．

本稿で用いた政策の複製は，既存エージェントの全

ルールを新規エージェントに複製している．しかし，実

社会では個人または小グループが使っているルールが

他者にも有用な場合，有用なルールのみが模倣されて

伝播する．有用なルールは模倣と伝播を繰返し，その

伝播速度を増大させながら拡散する（図 6）．そして，

規範やマナーと呼ばれる社会ルールとして定着すると

考えられる．これらは法律と異なり，明確な作者や賞

罰はないが，広く普及し社会を円滑にする仕組みの一

つとなっている．身近な例では，電車の整列乗車など

が挙げられる．

我々はこのような社会ルールの発生メカニズムを

MAS の秩序形成に導入することで，エージェント群

が効率的に学習できると期待している．しかし，この

メカニズムを再現するには，複数のエージェントが，ど

のエージェントの，どの政策を，どのタイミングで複

製するのか，といった多様な複製戦略の組合せを最適

化する必要がある．今後の展望として，これらの戦略

を変えた場合の学習性能を分析する予定である．
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