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強化学習とは
• 試行錯誤を通して制御則（行動ルール）

を学ぶ人工知能技術
• 囲碁のチャンピオンに勝利したアルファ碁は

強化学習とディープラーニングの組み合わせ
ロボットなどの制御へ応用

• ヒトや動物の意思決定のモデルとしても
注目

脳科学の観点からの説明

[Nature Blog. The Go Files: AI
computer wraps up 4-1 victory …]

[Doya, 2007]
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逆強化学習とは
• 単純な目的を使うと

膨大な学習データと
計算時間が必要

• 適切な目的を設計する
ことは困難

• 熟練者の行動データ
をもとに目的を推定する技術が逆強化学習

[OpenAI Blog. Faulty Reward …] [Sorta Insightful (Blog)]
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逆強化学習の適用例

卓球の戦略 [Mueling et al., 2014]

線虫の行動 [Yamaguchi et al., 2018]ロボットの模倣学習 [Finn et al., 2016]

海鳥の飛行経路予測 [Hirakawa et al., 2018]



従来技術とその問題点
• 現在主流となっている方法は

最大エントロピ法を利用した逆強化学習

• 問題点
– モデルベース手法

制御対象の数学モデルが必要

– データの単位が状態の系列 (x0, x1, …, xT)
データの収集コストが高い

– 解析したい成功行動データだけから推定
確率モデルの学習に相当し、複雑な問題を解くことになる

成功行動データ



新技術の特徴・従来技術との比較
• 開発した技術はエントロピ正則化と

密度比推定を利用した逆強化学習

• 問題点の解決
– モデルフリー手法

制御対象の数学モデルが不必要

– データの単位が状態の遷移 (xt, xt+1)
データの収集コストが低い

– 成功行動データと基準行動データから推定
事例の識別問題に相当し、簡単な最適化問題になる

成功行動データ
基準行動データ



従来技術との比較（人の運動の解析）
• 振り子の振り上げ・安定化課題に対して

行動データを計測
開発技術は従来技術よりも被験者の
動作を復元できている
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従来技術との比較（ゲームプレイの解析）
• 人のゲームプレイデータからゲームをうまくプレイするための目的を

推定し、人工エージェントにゲームを学習（模倣学習）
少ないデータから効率よく制御則を学習

ス
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ス
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従来技術との比較（ロボット制御）
• 人の操作データからロボットの行動

を学習するための目的と制御則を
学習

新技術: 早く収束 従来技術: 不安定

推定報酬を使って制御則を学習した時の比較推定報酬のパラメータ

目標の大きさNgへの正の評価と
ランドマークとの角度qr,qbへの負の評価が重要



想定される用途
• ドライビング技術の解析

熟練ドライバと初心者を比較し、
どのような特徴が「うまい」運転に
重要かを調査

• ウェブサイトのアクセス解析
ユーザの閲覧履歴から
行動の意図を推定

• ロボットの模倣学習
人の動作データを使ってロボットの
制御則を作成

[Koenemann et al., 2014]



実用化に向けた課題
• 解析したい行動データと比較する

基準行動データが必要
推定した目的関数と強化学習で
基準データを生成
ただしシミュレータが必要

• 目的関数は特徴となる要素の重みつき
線形和であることを仮定

ディープラーニングを使った
特徴の同時学習
ただしデータ数は増加

強化学習

生成した基準
行動データ 逆強化学習

解析したい
行動データ

目的関数



企業への期待
• ヒトの行動データの解析や、ヒトの作業のロボットへの移植に興味

を持ち、実際にデータを所有している企業との共同研究を希望

• 当研究室ではアルゴリズムの開発などの基礎研究が主体
アルゴリズムの修正・改良、助言

アルゴリズムの実装、実験



産学連携の経歴
• 2016年-2018年

富士通研究所と脳科学の知見から、
強化学習アルゴリズムの共同研究
[Sasaki et al., 2017a; 2017b]

• その他、メーカー企業との共同研究経験
多数あり
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