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Investigation of Incremental Learning Methods for Recurrent Neural Networks 
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概要： 神経回路モデルにおける追加学習では，後から追加したデータによって先に学習した記憶が上書きされて
壊れてしまうという問題点がある．そこで本研究では，神経回路モデルにおける追加学習について幾つかの手法
を比較，検討し，その特性を明らかにすることを目的とする．初期学習のデータを含め，すべてのデータを再度
学習させるという方法では，初期学習と追加学習であたえる教示データの偏りによる学習効率の違いが確認され
た．また，人間の脳が記憶を定着させる過程をモデル化した，コンソリデーション学習を用いた追加学習では，
初期学習の記憶を保持するために，神経回路モデルが記憶しているデータを再生させ，それらと追加データを同
時に学習させる必要があることを明らかにした． 
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１	 はじめに 
	 近年，人間の脳をモデル化した，人工神経回路
モデル(Neural Network, NN)が様々な分野で注
目されている．NNは，データを学習させること
によって，様々な機能を獲得することが出来るた
め，パターン認識やロボットの運動学習といった
分野で用いられる． 
	 例えば，ロボットの運動学習では，運動時系列
データを学習すると，経験のある運動パターンを
再現することができる．しかし，全く経験したこ
とのない運動パターンを生成させたい場合には，
新たにその運動パターンのデータを学習させる
必要がある．ここで，新しいデータを学習させる
場合，以前の学習したパターンが壊れてしまうと
いう問題点がある．この問題を解決するための一
つの手法として，初期学習の教示データと，追加
で学習させる新しいデータのすべてを再度 NN
に学習させるという方法がある．しかしこの手法
では，学習が進むにつれて，大量のデータを保存
するデータベースを要するという問題がある． 
	 また，人間の脳では，海馬に一時的な記憶を保
存し，その記憶を寝ている間に繰り返し脳の中で
再現することで，長期記憶として新皮質に定着化
させると考えられている．これを NN において
モデル化した「コンソリデーション学習」[1]が
提案されている．この手法を用いた学習実験[2]
が行われたが，この実験では一例を示しているだ
けであり，パターンの偏りによる学習のしやすさ
や，その性質についての評価が十分になされてお
らず，コンソリデーション学習の追加学習におけ
る有効性が明らかではない． 
	 そこで本研究は，NNにおける追加学習の手法
について定量的解析を行い，比較検討することを
目的とする． 
 
２	 追加学習の手法 
	 教示時系列データを人工神経回路モデルに学
習させ，コンソリデーション学習を含む，いくつ
かの手法で追加学習させる．本研究で用いた計算
モデルの概要と，追加学習の手法として検討の対
象とするコンソリデーション学習について述べ
る． 

２．１	 学習モデルの概要 
	 本研究では，人工神経回路モデルの一種である，
Stochastic Continuous Time Recurrent Neural 
Network (S-CTRNN)[3]を用いる．S-CTRNNは
再帰型神経回路モデル (Recurrent Neural 
Network, RNN)の一種であり，現在の状態を入
力として， 次の状態の予測値を出力することで，
時系列データを学習することができる．また，隠
れ層に再帰結合を持つため，現在の入力だけでな
く，過去の状態も考慮した予測が可能である．さ
らに，その予測の不確実性を分散として推定する
機能がある．S-CTRNNの構造を図 1に示す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1	 S-CTRNNの構造 
 
２．２	 コンソリデーション学習 
	 学習済みの S-CTRNNにおいて，時刻𝑡におけ
る入力𝒙𝒕

(𝒔)から出力される𝑦!
(!)を，時刻(𝑡 + 1)の入

力𝒙𝒕!𝟏
(𝒔)とする計算を閉ループと呼ぶ．適当に与え

られた内部状態の初期値から，この計算を行うこ
とで，時系列データの生成が可能である．これは，
自己組織化された固有のダイナミクスの表現と
して解釈できる．これをリハーサルと呼び，人間
の記憶定着の過程をモデル化したものである．コ
ンソリデーション学習では，リハーサルによって
生成されたリハーサルデータと，追加する教示デ
ータを同時に学習することで，学習済みパターン
を生成するためのダイナミクスを壊さずに，追加
学習が可能であると考えられている．[1]  
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３	 実験  
	 本研究では，教示データとして，18 パターン
のリサージュ曲線を与える．この教示データをい
くつかの追加学習の手法を用いて学習させる． 
 
３．１	 教示データ 
	 教示データは，次式で表される 2次元からなる
18パターンのリサージュ曲線を用いた．  

 
 
      (3.1) 
 
 

ここで， は 番目の時系列パターンを表し，
それに対してパターンを特徴付けるパラメー
タ が そ れ ぞ れ ， 𝑎 = 1, 𝑏 ∈ {1,2},   
𝑐 ∈ {1,2,3},𝑑 ∈ {1,2,3}の組み合わせからなる．
また，パターン毎に分散𝑣 = 0.001に従うガウ
スノイズ𝜀(𝑣)が加えられている．図 2にそれぞ
れのパターンを示す．  
 

図 2	 教示データ．(𝑎, 𝑏, 𝑐,𝑑)を表す． 
 
３．２	 実験内容 
	 S-CTRNNにおける追加学習として，次の 4つ
場合の実験を行う． 
(1)18本のデータを一度にすべて学習させる． 
(2)9本のデータを学習させた後，新しい 9本のデ
ータを学習させる． 
(3)9本のデータを学習させた後，前の教示データ
も含めた 18本すべてのデータを学習させる．こ
こで，初期学習の 9 本の教示データは，式(3.2)
で，𝑏 = 1のデータのみを学習した場合と，𝑏 = 1,2
の両方のデータを学習した場合とを比較する．な
お，𝑐,𝑑に関してはどちらの場合においても均等
に含まれるように教示データを選択した．この実
験により，初期学習で与える教示データによって，
追加学習のしやすさが変化するか検証する． 
(4)9本のデータを学習させた後，追加学習として
コンソリデーション学習を行う．本実験のコンソ
リデーション学習では，初期学習で得られた学習
済みパラメータと内部状態の初期値を用いてリ
ハーサルを行った． 
 
３．３	 実験結果 
	 コンテキストニューロン数 ,時定数

の S-CTRNNを用いて，200,000ステップ
の勾配法による学習を行った． 
	 先述した実験(1)の場合，すべての教示データ
を学習することができた． 学習 10 回のエラー
の平均と分散を図 3左に示す． 
	 (2)の場合，新しい 9 本のパターンを覚えるこ

とができたが，初期学習の 9本の学習結果は壊れ
てしまった． 
	 (3)においては，初期学習の結果が壊れること
なく追加学習に成功した．各初期学習の場合にお
ける，追加学習 10回のエラーの平均と分散を図
3中，右に示す． 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3	 エラーの平均と分散 
 
	 図 3から，初期学習において，偏った組み合
わせの教示データを学習させるよりも，均一な
組み合わせを学習させる方が，追加学習の効率
また安定性が上がると言える． 
	 (4)では，リハーサルによって初期学習のす
べてのパターンを生成し，そのリハーサルデー
タと追加する教示データを学習させた場合，追
加学習は成功した．また，初期学習の全てのパ
ターンを生成せずに，一部のパターンのリハー
サルデータを除いて追加学習を行ったところ，
リハーサルを行わなかったパターンの記憶が
破壊されることを確認した．従って，コンソリ
デーション学習による追加学習を行う際には，
初期学習で用いた全てのパターンをリハーサ
ルによって生成する必要があることが明らか
になった． 
 
４	 まとめ  
	 本研究は，これまで明確に議論されていなか
った，NNにおける追加学習の手法の比較検討
を目的とした．いくつかの追加学習の手法を試
行し，初期学習における教示データの与え方に
よる，追加学習のしやすさの違いが確認された．
また，コンソリデーション学習では，リハーサ
ルの性質について検討することができた． 
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