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ニューラルネットワークを用いた強化学習における環境状態の
分布を考慮した擬似リハーサルの導入
辺見 航平†
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1. はじめに
近年の強化学習研究では ,ニューラルネットワーク
(NN)を用いた手法が主流となっている.中でも深層 NN
を用いた Deep Q Network[1]の登場により,強化学習
の性能が大幅に向上している.しかし,強化学習はその試
行錯誤的な学習方法から,最適な方策を獲得するまでに
多くの学習回数を要する.それに加え NN 特有の問題が
存在し,学習効率の悪化が起こっていると考えられてい
る.この問題を解決するために Marochko らは擬似リハ
ーサル[2]と呼ばれる手法を強化学習に導入し,その有
効性を示した[3].本研究では学習効率の更なる向上を
期待し,擬似リハーサルにおける擬似入力生成方法の改
良を行い,計算機実験によってその有効性を検証した.

2. ニューラルネットワークにおける破局的忘
却とその抑制方法
ある学習済み NN が存在したとき,その NN に新たな
情報を追加するという状況において,それまでに学習した
情報を保持し続けることが必要となる .追加学習データ
のみを用いて NN の典型的な学習方法である誤差逆伝
播学習法を行うと,学習済み NN のニューロン間重みが
追加学習データに対する出力と教師信号との誤差を最
小化するように更新される.これによりニューロン間重み
は上書き更新され,それまでに学習した情報が破壊され
てしまう可能性が非常に高くなる.このような情報の忘却
現象を破局的忘却と呼ぶ.
この問題点の抑制方法として擬似リハーサルが提案
された[2].この方法では新しい学習データを追加学習さ
せる際,それまでに学習した情報を保持するための学習
パターンとして擬似パターンを生成する.擬似パターンと
は擬似入力ベクトルと擬似出力ベクトルの組のことを指
している.擬似入力ベクトルは NN の入力層のそれぞれ
の次元に対してランダムな値を与えることで生成される .
そして,擬似入力ベクトルを入力として追加学習前の
NN へフォワード処理を行い,その出 力値を擬似出力ベ
クトルとして保持する.また,生成した複数の擬似パターン
をバッファに格納する.このバッファから１ epoch 毎擬似
パターンを選択し,追加学習パターンと合わせて誤差逆
伝播法によって学習することにより ,それまでに学習した
情報を NN に極力保持しながら追加学習を行うことがで
きる.
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本章ではまず従来手法の説明を行ったのちに本研究
の研究目的及び本研究の提案手法についての説明を
行う.

3.1.

従来手法

評価値の更新を１ step 毎に行う NN を用いた強化学
習では,以前学習した評価値への影響を及ぼす可能性
が非常に高い.これは一般的な NN における破局的忘
却と非常に類似した現象であると考えられる.NN を用い
た強化学習の学習効率の向上を目的とし ,Marochko
らは NN を用いた強化学習へ擬似リハーサルを導入し
た[3].この手法では,入力行列を定義し,1 列目には実際
に観測した特徴ベクトルを,残りの列には生成した擬似
入力群を格納する.また教師信号行列を定義し,1 列目に
は観測した特徴ベクトルに対応する教師信号ベクトルを,
残りの列には擬似出力群を格納する.そして,NN の入力
群を特徴行列,その教師信号群を目標行列とし,誤差逆
伝播学習法によるバッチ学習を行う.この手法を用いるこ
とで強化学習における破局的忘却の抑制及び学習の収
束の高速化が確認された.

3.2.

研究目的と提案手法

ここで,従来手法の擬似入力生成方法に着目すると ,
擬似入力生成確率分布に関する議論がなされていなか
った.そのため,環境状態の発生確率を基に偏りを持った
確率分布を設定し,擬似入力を生成する手法を提案し,こ
れによる学習効率の改善を本研究の目的とした.
我々は以前学習した情報を擬似パターンによって有効
に保持するために,学習時における環境状態の発生確率
に着目した.入出力関数における発生確率の高い環境
状態に対応する箇所は,ある程度学習が進んでおり,その
箇所の情報の価値は他の箇所と比べて高いものである
と考えた.そのため入出力関数において発生確率の高い
環境状態に対応する箇所をより優先的に保持すること
が重要であると考えた.このことから擬似入力の生成に
関して生成確率に偏りを持たせることによってこれが実
現できると考え,擬似入力の生成方法として２つの確率
分布を設定した.
１つ目は環境状態の各要素の発生確率が平均値に対
して左右対称な釣鐘型であると仮定したガウス分布であ
る.ある環境状態ベクトルの要素 におけるガウス分布の
確率密度関数を式(１)に示す.
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(1)
ここで とは環境状態ベクトルの要素 の学習開始時
からの平均値であり, はその分散を示している.
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２つ目は切断ガウス分布である.ガウス分布を用いた
場合,ある時刻までの環境状態のあるひとつの要素に着
目すると,観測値の最大値より大きい値若しくは最小値
より小さい値を取る確率が存在する.NN は最小値-最大
値間以外の範囲は学習範囲外であり ,その範囲の入出
力関数を保持することは無駄であると考えた.そのため
最小値-最大値間という有限な範囲を取るガウス分布で
ある切断ガウス分布を設定した.切断ガウス分布の確率
密度関数は式(２)を用いて算出される.
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図 1: 学習完了までの episode 数と各分布の最小値と標準偏差

(2)
ここで
,
は環境状態ベクトルの要素 のこれ
までに観測した最小値と最大値を示している.設定した２
つの確率分布は環境状態ベクトルの要素数分設定し,そ
れぞれが独立している.

4. 計算機実験
強化学習への擬似リハーサルの導入及び擬似入力
生成方法の提案の有効性を検証するために計算機実験
を行った.

4.1.

タスク環境と実験条件

実験タスクは Cart-Pole タスクを設定した.このタスク
では左右に移動可能な Cart の上部に Pole の片方が
一点のみで設置されており,エージェントが Cart を左右
に移動させることで Pole が倒れないようにバランスを保
つタスクである.環境状態の要素は,Pole の角度と角速
度,Cart の位置と速度の 4 つである.また,エージェントが
選択できる行動は「Cart の左から 10N の力を加える」,
「 Cart の 右 か ら 10N の 力 を 加 え る 」 の 2 つ で あ
る .episode 終 了 条 件 は , 「 200step 経 過 」 「 Cart が
±2.4m の範囲外に出たとき」「Pole が鉛直上向きから
±12°の範囲を出たとき」のいずれかである.また,報酬は
Pole が鉛直上向きから±12°の範囲内に存在するとき
であり,1step 毎 1.0 の報酬を得る.
テストは学習 1episode 毎に 100episode 行い,学習
完了したとみなす条件は,テスト時の平均獲得報酬が
195.0 以上となったときであり,それまでの学習 episode
数を比較した.ある一定の方策を獲得するまでに要した
学習 episode を比較することによって,各学習手法の学
習 効 率 を 確 認 す る こ と が で き る .episode の 上 限 を
1000episode と設定し,それまでに学習ができなかった
場合,学習失敗とみなした.また学習失敗の場合は平均
学習 episode 数の算出に用いなかった.また発生確率
の高い環境状態に対応する箇所を優先的に保持しない
方法と比較するために,これまでに観測した最小値
と最大値
間の値から一様分布を用いて擬
似入力を生成する方法も併せて実験を行った.擬似リハ
ーサルに用いるパラ メータである擬似パターン数は
pr={1,2,4,6,8,10,１２,２０,５０,８０}の１０種類を設定,バッフ
ァサイズは 100 とした.各学習手法と擬似リハーサル方
法と擬似パターン数の組み合わせをそれぞれ
20simulation ずつ行った.

4.2.

計算機実験結果

1

2

4

Cart-Pole タスクにおける実験結果を図１に示す.横軸
は一番左は未導入,つまり擬似リハーサルを導入してい
ない場合の結果を示し,それ以降は擬似リハーサルを導
入した場合のパラメータである擬似パターン数を変化さ
せたときの結果を示す.縦軸は学習が完了するまでに費
やした平均学習 episode 数である.また,結果のプロット
付近の×マークはそのパラメータにおいて学習中に NN
の出力の発散が見られた,または学習失敗が
20simulation 中 1 つでも存在した場合を示している.
各分布の平均学習 episode 数の最小値を取った 4
つ(図 1 内の表)の有意差を t 検定によって検定したとこ
ろ,未導入と他 3 分布間,一様分布-pr8 と切断ガウス分
布-pr4 間に有意水準 1%で有意差が認められた,また,
一様分布-pr8 とガウス分布-pr6 間に有意水準 5%で有
意差が認められた.この結果から,偏りを持った分布を用
いることで入出力関数を擬似パターンによってうまく保
持することができ,破局的忘却をより抑えることに成功し
ていると考えられる.
さらに,偏りを持った分布では,未導入や一様分布と比
較して標準偏差を大幅に抑えることができている.このこ
とから学習 episode 数にばらつきが少なく,安定して学
習ができていることが分かる.この結果からも破局的忘
却を抑えて強化学習に成功していると考えられる.
ガウス分布と切断ガウス分布に大きな差が見られない
ことに関しては,最大値-最小値外を取る確率が結果に影
響が及ぼさないほど小さかったためと考えられる.

5. まとめ
本研究では,環境状態の発生確率を基に偏りを持った
確率分布を設定し,擬似入力を生成する手法を提案した.
そして計算機実験の結果から,Cart-Pole タスクにおいて
NN を用いた強化学習における破局的忘却を抑え,学習
効率を改善することが確認された.
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