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1 はじめに 

近年，AIの進歩はめまぐるしく，様々な場面

で注目を集めている．その中でもトライ＆エラ

ーで徐々に環境に適応していき，高度な目的の

達成も可能な強化学習は特に注目を集めてい

る．強化学習は環境に適応しながらエージェン

トとその環境の相互作用など複雑に絡み合う

様々な要素を持つ未知の環境で多くの力を発

揮する．これは今後のAIの進歩の上では欠か

すことのできないものの一つだろう． 

満足化に基づく強化学習は，満足化基準を適

切に設定すれば優れた性能を示すということ

が明らかになっているが，満足化基準を設定す

る方法については未解決な課題となっている1)．

一方，Q学習などの強化学習において行動価値

（Q値）の初期値を0より大きく設定しておく

と，適度に探索が行われて学習が適切に進行す

ることが知られている．本研究では，満足化基

準と行動価値の初期値を連動させて設定する

事を提案し，鉄棒ロボットの行動獲得において

その効果を検証する．  

2 方法 

2.1 Q学習 

強化学習の代表的な手法の一つにQ学習と

いうものがある．これは行動の種類や状態数が

多いが報酬は単純なものに多く用いられる．例

としてサッカーなどがよくあげられる．特徴と

して方策オフ型のTD学習でありQ値という値

を持つことである．TD学習であるため際限の

ない学習にも用いることができる．またこのQ

値を用いることにより報酬と直接的に関係の

ない行動にも価値を付与できる． 

Q値の更新式は以下のとおりである． 

𝑄(𝑠𝑖 , 𝑎𝑗) ← 𝑄(𝑠𝑖 , 𝑎𝑗) + 𝛼 ∙ ∆Q        (1) 

∆𝐐 =  𝑟𝑡+1 + γ ∙ 𝑚𝑎𝑥𝑎𝑡+1
𝑄(𝑠𝑖+1, 𝑎𝑡+1) − 𝑄(𝑠𝑖 , 𝑎𝑗) 

このとき t が時間ステップで，𝑠𝑡 と 𝑎𝑡 は時

間ステップ t における状態と行動であり，r 

が報酬， 𝜶 が学習率，γ が割引率である．こ

の式を用いて，行動の選択と状態の観測がされ

るたび逐次的にQ値を更新していく． 

2.2 満足化 

 人工知能を設計する際の指針といえば最適

化や極大化がよく挙げられるだろう．それと対

比されるものとして満足化と呼ばれるものが

ある．一般的な強化学習ではより多くの報酬や

一番いい結果を求める．このとき学習方策の指

針は最適化や極大化を用いることが多い．満足

化はこれらとは違い，一番を求めずに自分の中

で満足できる結果の基準値Rを決める．この基

準値Rを超えた価値を持つ行動が見つかるま

で探索を続け，そのような行動が見つかったら

探索を終了し，その行動で満足するというもの

である．それを強化学習のポリシーとして定式

化すると，平均報酬が基準値Rを超えている行

動が一つでもあればその行動を選択して利益

追求を続け，全ての行動が基準値Rを下回って

いればランダムに行動して基準値Rを超える

価値を持つ行動を探す．ε-greedy法と照らし合

わせて考えると，基準値Rを超える価値を持つ

行動が見つかれば ε=0，そうでなければ ε=1 

で探索確率 εを設定することになる． 

2.3 満足価値関数（RS） 

 満足価値関数（RS）は以下のように定義され

る1)． 

𝑅𝑆(𝑠𝑖 , 𝑎𝑗) = τ(𝑠𝑖, 𝑎𝑗)(𝑄(𝑠𝑖 , 𝑎𝑗) − 𝑅) (2) 

このとき信頼度τは，ある状態𝑠𝑖において行動𝑎𝑗

を選択した回数の相当する指標を状態と行動

対 (𝑠𝑖 , 𝑎𝑗)毎に定義したものである．𝑅𝑆(𝑠𝑖 , 𝑎𝑗)

の値が最も大きい行動を満足化モデルにおけ

る greedyな行動となり，上式に基づく学習と

行動選択をRSと呼ぶ． 

2.4 シミュレーション方法 

 本研究では，鉄棒ロボットの行動獲得をテス

ト課題とした．シミュレーション環境はオープ
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ンソースの物理演算エンジンODE(Open 

Dynamics Engine)で用いて構築した（図1）．

鉄棒ロボットは腰部（第2関節）のみが能動的

に稼働し，第1関節はフリージョイントになっ

ていることが特徴である．ロボットのサイズや

重量などは文献2)と同じに設定した． 

学習環境を図２に示す．状態は，速度7状態，

位置12状態，姿勢5状態の合計420状態とした．

行動は曲げる，停止（そのままの姿勢を維持)，

伸ばす，の3行動とした．報酬は人でいうつま

先にあたる部分の高さで決まる．真上に近けれ

ば近いほど報酬は高くなり，真下に近づけば近

づくほど報酬は低くなる． 

 

図１ シミュレーション環境（ODE） 

 

 
 

 

図２ 学習環境（状態，行動，報酬） 

 

3 シミュレーション結果 

Greedy法で満足基準値Rと価値関数Qの初

期値を連動させてシミュレーションを行った

（図３）．R=4，Q0＝4のときQ学習とRS学習

の結果を比べたところともに獲得報酬470付

近から始まり，10程度増加してステップ数約

20回目で停滞ループに陥り学習が止まってし

まった．R=5，Q0＝5のときQ学習では10ステ

ップ以下で獲得報酬が450から500近くまで増

加するがその後は停滞ループに陥り学習が止

まってしまっている．RS学習では一回目は獲

得報酬440程度だったがその後，順調に獲得報

酬を伸ばしていき、100ステップ付近では約

550まで増加した．だがその後，学数自体は行

われているもののそれ以上増加することはな

かった． 

R=6，Q0＝6のときQ学習とRS学習ではステ

ップ数約20までは順調に獲得報酬を増加させ

ているが、その後，一定の値をさ迷ったのちに

大変緩やかに減少していき，最終的にはQ学習

では550，RS学習では530程度になった． 

R=7，Q0＝7のときQ学習とRS学習のときQ学

習とRS学習は今までと全く違う動きを見せた．

上記の３つは獲得報酬に多少の差はあるもの

の，増減の波の動きは似たものが多かったが 

この値でのシュミュレーショではステップ数

10のあたりから大きく差が出始めた．Q学習で

はその後順調に獲得報酬を増やしていき一度，

停滞減少を経てまたステップ数60ぐらいから

大きく増加しステップ数約120から獲得報酬

が600程度で上下するのに対して，RS学習では

ステップ数10まで増加し，10を過ぎたあたり

から減少しステップ数約50あたりで獲得報酬

370程度で上下している．Greedy法を用いての

本実験で他のものでは大きくてもQ学習とRS

学習では100も獲得報酬に差がないのに対し

R=7，Q0=7では唯一最終的な獲得報酬の差が

200以上出た． 

ε-greedy法でも同様のシミュレーションを行

った（図４）．R=4，Q0＝4のときでは両方と

も獲得報酬300あたりから増加をはじめステ

ップ数120あたりからRS学習ではステップ数

が増加するにつれグラフの傾きが穏やかにな

り，ステップ数200で獲得報酬が約500で学習

が止まる．それに対してQ学習では順調に一定

の傾きでステップ数140のとき獲得報酬550ま

で上がった後、急激に下がりステップ数200で

RS学習同様獲得報酬約500で学習が止まった．

R=5，Q0＝5のとき，RS学習では多少傾きは変

わるものの，ステップ数200，獲得報酬510まで

順調に学習していきそこから約10ステップで

獲得報酬570近くまで一気に跳ねあがった．そ

の後，学習は続くもののそれ以降は跳ね上がる

ことなく獲得報酬590近くで終了した．Q学習
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ではそれとはまったく異なる結果が出た．RS

学習を上回る傾きで学習を進めていき，ステッ

プ数200までは獲得報酬550まで到達したがそ

の後，一気に低下しステップ数200，獲得報酬

490付近で学習が終了してしまった． 

R=6，Q0＝6のときもR=5，Q0＝5のときと

同様な動きがみられる．違う点は，RS学習の方

はR=6，Q0＝6のときもR=5，Q0＝5のときと

同様な動きがみられる．違う点は，RS学習の方 

はほとんど同じなのに対し、Q学習ではQ0=6 

 

 

 
 

 

 

 

図３ 獲得報酬の推移（greedy法） 

 の方は獲得報酬が20近く増加していた． 

R＝7，Q0＝7のときRS学習では徐々に傾き

が緩やかになり最終的にはステップ数80の獲

得報酬400よりも低い380あたりで終了してい

る．それに対してQ学習では順調に学習が進み

最大の部分ではステップ数200あたりで獲得

報酬600まで到達する．しかし，その後，学習

はしているものの傾きは緩やかに減少してい

る． 

 

 

  

  

  

 

図４ 獲得報酬の推移（ε-greedy法） 
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4 まとめ 

 本研究では満足化の基づく強化学習法につ

いて，満足化基準と行動価値（Q値）の初期値

を連動して設定することを提案し，その効果を

鉄棒ロボットの行動獲得のシミュレーション

によって検証した．提案手法の効果を部分的に

は示すことができたが，どの程度一般性がある

かなどを検証することが今後の課題である． 
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