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第 1章 序論 

1.1 背景 

世界初の人工衛星「スプートニク」が打ち上げられて以来,宇宙開発が活発に行わ

れるようになった[1].当初は冷戦状態であったため,軍事的な利用が目的であった.

しかし,通信衛星や科学衛星,地球観測衛星などの非軍事衛星も打ち上げられるよう

になり,宇宙開発が活発に行われるようになった.そして日本においても,日本版の

GPS である準天頂衛星「みちびき」や気象衛星「ひまわり」などが打ち上げられ,人

工衛星は今日の我々の生活にはなくてはならないものとなった. 

その人工衛星の軌道制御や姿勢制御には推進機が必要不可欠である.近年,この推

進機として化学推進機ではなく電気推進機を用いる流れが加速してきている[2].実

際に日本においても,推進系に化学推進機を搭載しないオール電化衛星のための高

効率かつ大推力を実現する電気推進機の開発が急ピッチで進められている[3]. 

電気推進機は,小惑星探査機「はやぶさ」のミッションでその有意性が実証された

事からも分かるように,従来の化学反応によるエンタルピー上昇を推進力に変える

化学推進機と比べると 5 倍から 10 倍比推力が高い[4].そのため探査機や人工衛星

の総重量において占める割合が高い推進剤の重量を大幅に削減することが可能で

ある. もちろん電源質量の分だけ重量は増えてしまうが,衛星全体の質量が大幅に

低減できるミッションが多数あり,実際に電気推進機を搭載した探査機や人口衛星

は増加している.一方で,宇宙空間で利用できる電力には制限があり,現状では化学

推進機と比較すると推力が小さい.そのため電気推進機においては,単位電力当たり

の推力である推力電力比が重要な指標となっており,他の電気推進機と比べると,燃

費を示す比推力および推力電力比のバランスがいいホールスラスタが注目を集め

ている[5,6]. 

 

1.2 電気推進機 

電気推進機は電気エネルギーによってキセノンなどの推進剤を電離させプラズ

マ化する.そのプラズマを加速させ反作用で推力を得る推進機である.イオンスラス

タやホールスラスタ,アークジェット,MPD スラスタなど様々なものがあり,それぞ

れの長所短所に合わせたミッションに用いられている.図 1.1 に代表的な各種推進

機の推力密度と比推力の関係を示す[5].イオンスラスタは空間電荷制限電流則の影

響を受けるために推力密度が低く,推進機は大型になってしまう.アークジェットや

MPDスラスタは電流の集中によって電極が損耗してしまい,耐久性に不安がある推

進機である.一方でホールスラスタは,イオン加速領域に電子が存在するため準中性

を保つことができる.このため空間電荷制限則を受けず,推力密度が高くコンパクト

という特徴がある.また電源の数も少なく済むため信頼性が高く,高電圧を必要とし
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ないため電源をコンパクトにできる.さらに長寿命化が期待でき,比推力 1500-2000

秒,効率が 50%以上を達成できる点も利点である[7,8].宇宙機への搭載例として,月

探査用の技術試験衛星である SMART-1[9]の主推進や静止衛星の南北制御 7)などが

挙げられる.ホールスラスタは今後の宇宙推進機においても主要な地位を占めると

考えられ,日本においても様々な研究機関[10-12]で研究開発が行われている .ま

た,IHI[13]や三菱電機[14]などの民間企業においても研究開発が進められており,こ

れら企業の協力の下,技術試験衛星 9 号機においてホールスラスタが採用された

[15]. 
 

 

 

図 1.1 各種推進機の推力密度と比推力の関係[5] 

(出典：栗木恭一, 荒川義博: 電気推進ロケット入門, 東京大学出版会, 2003, p21) 
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1.3 目的 

ホールスラスタはホール電流を利用した推進機であり,その由来からもわかるよ

うに磁場の形状や強度が推進性能に大きな影響を及ぼす[16].しかも最適な磁場の

形状や強度はホールスラスタの個体ごとに異なる.また放電電圧や推進剤流量など

の作動条件だけではなく,チャンネル壁の損耗による推進機の形状変化に伴い最適

な磁場形状や強度は時々刻々と変化してしまう.さらに困難な事に,その変化の仕方

はそれぞれの推進機の使われ方や表面粗さ,加工精度でも変化する.このためあらか

じめ行う地上試験からの予想や理論では最適なパラメータでの制御が困難であり,

現状では手動によって制御が行われている.しかしながら,近い将来多くのホールス

ラスタが宇宙空間で使われる際に,1 つ 1 つのスラスタの個性に合わせて手動で制

御することは人的・金銭的コストの面からも見合わなくなることが予想される. 

そこでホールスラスタの時々刻々と変化する最適磁場を自動で制御することが

できれば,運用コストを削減することができる.しかも,常に最適動作点での作動に

なるため,運用期間全体に亘ってのホールスラスタの寿命向上,推進効率の向上を図

ることができる.しかし,ホールスラスタ内部の物理は非線形現象であり,ホールス

ラスタの制御を PID 制御などで行うことは困難である.そこで生物の脳の神経回路

網を模倣したモデルであるニューラルネットワークを用いることで,自動制御でき

るのではないかと考えた.ニューラルネットワークは非線形現象に強く,人間が行っ

ているような経験から導いた制御も可能になる.本研究の目的は,時々刻々と変化す

る最適磁場をニューラルネットワークによって予測し,自動制御の可能性を検証す

ることである. 
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第 2章 ホールスラスタ 

2.1 原理 

 図 2.1 にホールスラスタの概略図を示す.ホールスラスタは円環状のプラズマ加

速チャンネルの上流にアノード,外部にカソードがそれぞれ位置している.加速チャ

ンネルの半径方向に磁場,軸方向に電場を印加することでプラズマが軸方向に加速

され,推力を得るという仕組みである[4].この加速チャンネルの長さがイオンのサ

イクロトロン半径よりも短く,同時に電子のサイクロトロン半径よりも長く設計す

る.このように設計することで,イオンは磁場の影響をほとんど受けることなく電場

によって軸方向に加速されるが,電子は磁場によってトラップされ円周方向に𝐄 ×

𝐁ドリフトする.この電子のドリフトによって生じる円周方向の電流はホール電流

と呼ばれている.このホール電流と外部磁場との干渉による電磁加速を主たる加速

機構としていることがホールスラスタという名前の由来である.電子の動きを流体

として見たときに,ホール電流と磁場の相互作用によって生じるローレンツ力と電

界による静電力が釣り合って,加速チャンネルの内部に強い電場が維持されると考

えることができる[8].このローレンツ力の反作用は,ホール電流がスラスタの中心

軸上に作る軸方向の磁場とスラスタがもつ軸方向の磁場との反発力という形でス

ラスタに伝達されると考えられる. 

 ホールスラスタは通常出口付近に電子源があり,ここから供給される電子の一

部はスラスタから排出されたイオンビームの空間電荷を中和する中和器としての

役割もある.残りの電子は加速チャネル内をアノード側に向かって拡散する.この電

子の拡散によって加速チャネル内には電子が常に供給され中性粒子との衝突によ

ってプラズマを生成する.それと同時にチャンネル内のプラズマが電気的に準中性

に保たれる. 

以上のような仕組みによりイオンエンジンとは異なり,電離加速領域に常に電子が

存在するため,推進機内部においてはほとんどの領域において準中性が保たれる.こ

のため,空間電荷制限則を受けずに,高い電流密度を維持することができ結果として

推力密度は高くなり,コンパクト化が可能な推進機である.  
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図 2.1 ホールスラスタの概略図 

 

 

 

2.2 ホールスラスタの基本設計 

 ホールスラスタの加速チャンネルで, 

 𝜔𝑒𝜏𝑒 ≫ 1 (2.1) 

 𝑟𝑒 ≪ 𝐿 ≪ 𝑟𝑖 (2.2) 

 𝐿 ≪ 𝜆𝑚 (2.3) 

という条件を満たすように各パラメータを設定すると,電子のみが周方向にトラッ

プされ,𝐄 × 𝐁ドリフトしてホール電流が発生する.一方でイオンは磁場の影響をほ

とんど受けることなく印加電場によって軸方向に加速される状態にできる. 

 ここで𝜔𝑒[Hz]は電子のサイクロトロン周波数,𝜏𝑒[sec]は電子の衝突時間,𝑟𝑒[m]と

𝑟𝑖[m]はそれぞれ電子とイオンのラーマ―半径,𝐿[m]は加速チャンネル長,𝜆𝑚[m]はイ

オンの平均自由行程である. 

 これらの条件によって,軸方向の電場を𝐄 ,径方向の磁場を𝐁 ,電子密度を𝑛𝑒とする

と,𝐄 × 𝐁ドリフトによって生じるホール電流密度𝑗は 
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𝑗 = 𝑒𝑛𝑒

𝐸

𝐵
 (2.4) 

となる.これによるローレンツ力𝐹ℎは 

 𝐹ℎ = 𝑗𝐵 = 𝑒𝑛𝑒𝐸 (2.5) 

となる.つまり,ホールスラスタは電子の軸方向への動きを径方向の磁場によって妨

げ,軸方向に強い電界を維持することができる.そのために加速部のイオンを静電的

に加速するという結果になる.したがって,ホールスラスタはイオンエンジンのよう

な静電加速型の推進機の性質を持ちながら,スラスタ自身は電子の軸方向の静電加

速を打ち消すように働くローレンツ力に起因して推力を得るという電磁加速型の

推進機の側面を併せ持っている[4]. 

ホールスラスタは式(2.1)~(2.3)を満たすように設計されている.以下にそれぞれ

の式を説明する. 

 

1) 𝜔𝑒𝜏𝑒 ≫ 1 

この式はチャンネル内部で電子が𝐄 × 𝐁ドリフトをする条件である.𝜔𝑒𝜏𝑒はホー

ルパラメータと呼ばれており,電子が 1 回衝突を起こすまでにどれだけ旋回運動す

るかというのを表している.一般的なホールスラスタでは200~300程度となる[7].

電子のサイクロトロン周波数𝜔𝑒と電子の衝突時間𝜏𝑒は以下のように書ける[17]. 

 
𝜏𝑒 =

1

𝜎e𝑛𝑣e
 (2.6) 

 
𝜔e =

𝑒𝐵

𝑚e
 (2.7) 

σe[𝑚2]は電子の衝突断面積, n[𝑚−3]は中性粒子密度,𝑣e  [m/s]は電子の速度,eは電気

素量 ,𝐵[T]は磁場 , 𝑚e  [kg]は電子の質量である .また ,チャンネル内の電子が

Boltzmann分布であると仮定すると,電子の速度𝑣𝑒は次式のように表される. 

 

𝑣e = √
2𝑘𝐵𝑇𝑒

𝑚e
 (2.8) 

 

2) 𝑟𝑒 ≪ 𝐿 ≪ 𝑟𝑖 

 この式は,加速チャンネル内で磁場によって電子のみがトラップされ,イオンは磁

場に捕らわれることなく電場によってチャンネル外へ排出される条件を表してい

る.電子とイオンのラーマ―半径𝑟𝑒と𝑟𝑖はそれぞれ以下の式で表される[18]. 

 
𝑟e =

𝑚𝑒𝑣𝑒

𝑒𝐵
 (2.9) 

 
𝑟𝑖 =

𝑚𝑖𝑣𝑖

𝑒𝐵
 (2.10) 
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ここで,𝑚𝑒[kg]と𝑚𝑖[kg]はそれぞれ電子とイオンの質量,𝑣𝑒[m/s]と𝑣𝑖[m/s]はそれぞ

れ電子とイオンの速度である.イオンの熱速度が電場による速度に比べて無視でき

るほど小さいと仮定すると,イオンの速度𝑣𝑖は次式で表される. 

 

𝑣𝑖 = √
2𝑒𝑉𝑚

𝑚𝑖
 (2.11) 

ここで𝑉𝑚[V]はイオンの平均加速電圧である .また𝑣eは式(2.6)より求まるので,式

(1.2)は以下のように書き換えることができる. 

 
√2𝑚𝑒𝑘𝐵𝑇𝑒

𝑒
≪ 𝐿𝐵 ≪ √

2𝑚𝑖𝑉𝑚

𝑒
 (2.12) 

 

3) 𝐿 ≪ 𝜆𝑚 

 この式はチャンネル内でイオンが中性粒子と衝突せずに加速される条件である.

イオンの平均自由行程𝜆𝑚は,イオンと中性粒子との衝突断面積を𝜎𝑖とすると, 

 
𝜆𝑚 =

1

4√2

1

𝜎𝑖𝑛
 (2.13) 

と表される. 
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2.3 最適磁場の時間変化 

 ホールスラスタは 2.1 節で述べたとおり,ホール電流を利用した推進機であり,加

速チャンネル内に印加する半径方向の磁場の特性がスラスタの作動特性に大きな

影響を与える.この磁場強度や磁場形状は内側コイル電流と外側コイル電流によっ

て制御している. 

図 2.2 は寿命初期のホールスラスタと 5730 時間作動させた後のホールスラスタ

を示してある[19].この図からもわかるようにホールスラスタでは,イオンがチャン

ネル壁に衝突してしまうことによって壁面が損耗してしまう.このチャンネル壁の

損耗によって,効率よく作動させるための最適な磁場が時々刻々と変化してしまう.

またその変化の仕方はそれぞれの個体やその使われ方によって異なり,理論式どお

りの推力や推進効率にはならない.ホールスラスタを効率よく作動させ,寿命を向上

させるためには最適磁場で制御する必要がある. 

 

  

図 2.2 寿命初期と 5730時間作動させた後のホールスラスタ[19] 
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第 3章 ニューラルネットワーク 

3.1 順伝播型ネットワーク 

生物の脳の神経回路網を模倣したモデルのことをニューラルネットワークとい

う[20].画像認識[21],文字認識[22],株価予測[23],天気の予測[24]といった多岐にわた

る分野で応用・研究されている. 

 順伝播型ネットワーク（feedforward network）は,ニューロンを層状に並べ,その隣

接層間でのみニューロンが結合する構造である[25].ネットワーク構造は図 3.1に示

してあるように,入力層,中間層,出力層からなっており,入力層側から出力層側へ一

方向に信号が伝播するネットワーク構造である. 

 

 

図 3.1 ネットワーク構造 

 

 

 

図 3.2 ニューロンの出力 

 

ネットワークを構成している各ニューロンは図 3.2 に示すように,複数の入力信

号を受け取り,１つの出力信号を次の層のニューロンに受け渡す[26].図 2.2 のニュ

ーロンが受け取る総入力 uは, 

 𝑢 = 𝑤1𝑥1 + 𝑤2𝑥2 + 𝑤3𝑥3 + 𝑏 (3.1) 

のように表される.ここで,𝑤1や𝑤2は重み（weight）と呼ばれるパラメータであり,各

信号の伝達度合を表している.一方,𝑏はバイアスと呼ばれるパラメータで,ニューロ

ンの閾値を示している.この入力信号の重み付き総和𝑢を関数𝑓に代入することによ

ってそのニューロンの出力とする. 

 𝑧 = 𝑓(𝑢) (3.2) 

この関数のことを活性化関数と呼び,活性化関数によって人の神経細胞のように入

力信号を線形または非線形変換することができる[27].この各ニューロンの繋がり

を階層的にすることによってネットワークを構成している. 
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第𝑙 − 1層のニューロンを𝑖 = 1,2, ⋯ , 𝐼 ,第𝑙層のニューロンを𝑗 = 1,2, ⋯ , 𝐽で表すと,

第𝑙 − 1層のニューロンの出力から第𝑙層のニューロンの出力が決まるまでの計算は,

以下のように一般化される. 

 

𝑢(𝑙) = ∑ 𝑤𝑗𝑖
(𝑙)𝑧𝑖

(𝑙−1) + 𝑏𝑗
(𝑙)

𝐼

𝑖=1

 (3.3) 

 𝑧(𝑙) = 𝑓(𝑢(𝑙)) (3.4) 

 

 

図 3.3  𝑙層目の出力 
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3.2 活性化関数 

生体の細胞では,細胞間相互作用（シナプス結合）によって細胞同士が信号を受け

渡している[28].その信号の出力を模倣するためにニューラルネットワークでは

様々な関数が用いられてきた .この関数のことを活性化関数と呼ぶ .1986 年に

Rumelhart, Hinton, Williams によって誤差逆伝播法（backpropagation）が提案されて

以来[29],ニューラルネットワークでは, 

 
𝑓(𝑥) =

1

1 + exp(−𝑥)
 (3.5) 

 𝑓(𝑥) = tanh(𝑥) (3.6) 

といった活性化関数がよく用いられてきた.式(3.5)の関数をシグモイド関数,式(3.6)

の関数を双曲線正接関数と呼び,これらの活性化関数の登場により単純パーセプト

ロンから多層ニューラルネットワークへと進むことができた.しかし,これらの活性

化関数は計算コストが大きくなってしまうという問題があった.また,後述する勾配

消失問題も発生し,学習が困難になってしまうことがある.これらの問題に対処する

関数として,式(3.7)に示してあるReLU関数[30]が近年の深層学習においてよく使わ

れている.本研究では,この ReLU 関数の派生した関数である式(3.8)の Leaky ReLU

関数[31]を中間層の活性化関数として用いた.ここで負側の傾きをなだらかにする

ため𝑎 = 0.01に設定した.また,出力層の活性化関数は恒等写像である. 

 
𝑓(𝑥) = {

𝑥  (𝑥 > 0)

0  (𝑥 ≤ 0)
 (3.7) 

 
𝑓(𝑥) = {

𝑥  (𝑥 > 0)

𝑎𝑥  (𝑥 ≤ 0)
 (3.8) 

 

図 3.4 典型的な活性化関数とそれぞれの形  
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3.3 ニューラルネットワークによる学習 

 ニューラルネットワークの特徴であり強みは,データから学習できる点である.こ

こで学習とは訓練データに適合するように重みパラメータを自動で調整していく

ことである.訓練データは教師データとも呼ばれ,訓練データにできる限り近くなる

ようにする必要がある.そこでニューラルネットワークの学習では,近さの尺度とし

て損失関数（loss function）という指標が用いられる[26].ネットワークの出力を𝑦𝑘 ,

目標の値である訓練データを𝑡𝑘とすると,全ての訓練データに対する 

 𝐸 =
1

2
∑(𝑦𝑘 − 𝑡𝑘)2

𝑘

 (3.9) 

で表される二乗誤差を用いる.この二乗誤差が小さくなるような重みパラメータを

求める. 

学習の目標は,損失関数が最小になるパラメータを求めることである.しかしなが

ら,損失関数は複雑であるため最小値をとるパラメータを直接得るのは困難である.

そこで損失関数を小さくする方向に重みパラメータを動かすことで関数の最小値

を探していく.この方法を勾配法という.勾配とは 

 
∇E ≡

𝜕𝐸

𝜕𝒘
= (

𝜕𝐸

𝜕𝑤1
, ⋯ ,

𝜕𝐸

𝜕𝑤𝑀
) (3.10) 

で表される損失関数に対するそれぞれの重み成分の偏微分である.この勾配を用い

て損失関数が小さくなる方向（−∇E）に重みパラメータを少し動かすことを何度も

繰り返す.t 回目の重み𝒘𝑡を動かした後の重みを𝒘𝑡+1とすると 

 𝒘𝑡+1 = 𝒘𝑡 − 휀∇𝐸 (3.11) 

で表される式で重みが更新されていく.ここで,εは更新の量を表すパラメータであ

り,学習係数または学習率と呼ばれている.1 回の学習でどれだけ重みパラメータを

更新するかというのを決める役割を持っている.この値が小さすぎると学習に時間

がかかり過ぎ,逆に大きすぎると局所解にトラップされ性能の悪いモデルになって

しまう.したがって,この学習係数εの決定が学習の良し悪しを大きく左右し,適切な

学習係数を設定する必要がある. 

 式(3.11)では全ての訓練データに対して計算される損失関数を最小化することを

考えたが,訓練データを一つずつ使ってパラメータの学習を行う方法がある.この方

法を確率的勾配降下法（SGD : Stochastic Gradient Descent）という[32].「確率的」と

いうのは,データを無作為に選び出し,その勾配を使って重みパラメータを更新する

ためである.更新の手順としては,1 つの訓練データについて計算される損失関数

𝐸𝑛(𝒘)の勾配∇𝐸𝑛によって 

 𝒘𝑡+1 = 𝒘𝑡 − 휀∇𝐸𝑛 (3.12) 

のように更新される.本研究ではこの確率的勾配降下法をもとにしたその他の更新

手法の比較,初期値の重要性,過学習の抑制などを論じていく.  



13 

 

3.4 誤差逆伝播法 

初期のニューラルネットワークの研究において,多層にできないという問題があ

った.順伝播型のネットワークでは式(3.1)～式(3.4)に示してあるように,入力信号に

重みをかけバイアスを加え,活性化関数に代入するという計算をして出力層まで信

号を伝えていく.そして式(3.9)のように出力層の値と目標の値との二乗誤差を算出

し,式(3.11)のようにその誤差を小さくする勾配方向にそれぞれの重みを更新して

いく.つまり,それぞれの層で重みパラメータに関する損失関数の勾配𝜕𝐸(𝒘) 𝜕𝒘⁄ を

計算する必要がある.出力層の勾配計算は比較的容易に計算できるが,中間層の勾配

計算,特に入力層に近い層の勾配計算は面倒で計算に時間がかかってしまう.例えば,

ネットワークの層数を L 層とし,1 つの入力𝒙𝑛に対する l 層の勾配を考える.二乗誤

差は𝐸𝑛 = 1 2⁄ (𝒚(𝒙𝑛) − 𝒕𝑛)2であり,第 l 層の勾配は二乗誤差を重み𝑤𝑗𝑖
(𝑙)で微分する

ことで, 

 𝜕𝐸𝑛

𝜕𝑤𝑗𝑖
(𝑙)

= (𝒚(𝒙𝑛) − 𝒕𝑛)
𝜕𝒚

𝜕𝑤𝑗𝑖
(𝑙)

 (3.13) 

となる.さらに,右辺の𝜕𝒚 𝜕𝑤𝑗𝑖
(𝑙)⁄ を求めなければならないが,この計算では関数𝒚(𝒙)

が 

 𝒚(𝒙) = 𝑓(𝒖𝐿) 

    = 𝑓(𝒘(𝐿)𝒛(𝐿−1) + 𝒃(𝐿)) 

    = 𝑓(𝒘(𝐿)𝑓(𝒘(𝐿−1)𝒛(𝐿−2) + 𝒃(𝐿−1)) + 𝒃(𝐿)) 

           ⋮ 

    = 𝑓 (𝒘(𝐿)𝑓 (𝒘(𝐿−1)𝑓(⋯ 𝑓(𝒘(𝑙)𝒛(𝑙−1) + 𝒃(𝑙)) ⋯ )) + 𝒃(𝐿)) 

(3.14) 

のようになり,𝜕𝒚 𝜕𝑤𝑗𝑖
(𝑙)⁄ を求めるために微分の連鎖律を何度も繰り返さなければ

ならない.そのため計算も大きくなり,時間がかかってしまう.この難点を克服する

ために提案されたのが誤差逆伝播法である[29]. 

誤差逆伝播法では図 3.5 のように常に+1 を出力するノードを設けている.そして,

このノードと各ニューロンに結合する重み𝑤0𝑗
(𝑙)をその層のバイアス𝑏𝑗

(𝑙)
とするこ

とで式(3.14)のように微分の連鎖律を何度も繰り返すことなく微分を効率よく計算

できる.式で表すと,l 層のニューロンへの入力は,𝑙 − 1層の第 0 ノードの出力𝑧0
(𝑙−1)

を𝑧0
(𝑙−1) = 1とすることで, 

 

𝑢𝑗
(𝑙) = ∑ 𝑤𝑗𝑖

(𝑙)𝑧𝑖
(𝑙−1) + 𝑏𝑗

𝑛

𝑖=1

= ∑ 𝑤𝑗𝑖
(𝑙)𝑧𝑖

(𝑙−1)

𝑛

𝑖=0

 (3.15) 

のようになる.  
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図 3.5 常に+1を出力するノードを設けたネットワーク 

 

第 l 層の重み𝑤𝑗𝑖
(𝑙)について考えると,損失関数の勾配は 

 
𝜕𝐸𝑛

𝜕𝑤𝑗𝑖
(𝑙)

=
𝜕𝐸𝑛

𝜕𝑢𝑗
(𝑙)

𝜕𝑢𝑗
(𝑙)

𝜕𝑤𝑗𝑖
(𝑙)

 (3.16) 

となる.次に右辺第 1 項𝜕𝐸𝑛 𝜕𝑢𝑗
(𝑙)⁄ について考える.図 3.3 を見ると,第𝑙層の j 番目の

ニューロンはそのニューロンの出力である𝑧𝑗
(𝑙)を通して,第𝑙 + 1層の各ニューロン

k の総入力𝑢𝑘
(𝑙+1)を変化させ,これが出力層まで続くことで損失関数に影響を与え

る.したがって連鎖律により, 

 
𝜕𝐸𝑛

𝜕𝑢𝑗
(𝑙)

= ∑
𝜕𝐸𝑛

𝜕𝑢𝑘
(𝑙+1)

𝜕𝑢𝑘
(𝑙+1)

𝜕𝑢𝑗
(𝑙)

𝑘

 (3.17) 

と分解できる.ここで, 

 𝛿𝑗
(𝑙)

≡
𝜕𝐸𝑛

𝜕𝑢𝑗
(𝑙)

 (3.18) 

と定義する.式(3.3)と(3.4)より,𝑢𝑘
(𝑙+1) = ∑ 𝑤𝑘𝑗

(𝑙+1)𝑧𝑗
(𝑙)

𝑗 = ∑ 𝑤𝑘𝑗
(𝑙+1)𝑓(𝑢𝑗

(𝑙))𝑗 となる

ので,𝜕𝑢𝑘
(𝑙+1) 𝜕𝑢𝑗

(𝑙)⁄ = 𝑤𝑘𝑗
(𝑙+1)𝑓′(𝑢𝑗

(𝑙))となる.よって式(3.17)は 

 𝛿𝑗
(𝑙)

= ∑ 𝛿𝑘
(𝑙+1)

(𝑤𝑘𝑗
(𝑙+1)𝑓′(𝑢𝑗

(𝑙)))

𝑘

 (3.19) 

のようになる.この式から,𝛿𝑗
(𝑙)
は次の層の𝛿𝑘

(𝑙+1)
を求めることで計算できることが

わかる.これを拡張すると,出力層の各ニューロンのδが求まれば,式(3.19)を繰り返

し適用することで任意の層のδを算出することができる.出力層のδについては損失

関数が二乗誤差であり,出力層の活性化関数は恒等写像であるので, 

 𝛿𝑘
(𝐿)

= 𝑢𝑘
(𝐿) − 𝑡𝑘 = 𝑧𝑘

(𝐿) − 𝑡𝑘 = 𝑦𝑘 − 𝑡𝑘 (3.20) 

となる.したがって,ネットワークの出力値と目標の値の誤差が出力層から入力層の
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向き,つまり順伝播とは逆方向に伝播される.誤差逆伝播法という名前はこれが由来

である. 

 次に式(3.16)の右辺第 2項の𝜕𝑢𝑗
(𝑙) 𝜕𝑤𝑗𝑖

(𝑙)⁄ は𝑢𝑗
(𝑙) = ∑ 𝑤𝑗𝑖

(𝑙)𝑧𝑖
(𝑙−1)

𝑖 より 

 𝜕𝑢𝑗
(𝑙)

𝜕𝑤𝑗𝑖
(𝑙)

= 𝑧𝑖
(𝑙−1) (3.21) 

となる.これと式(3.18)の𝛿𝑗
(𝑙)
を式(3.16)に代入することで求める損失関数の勾配は 

 𝜕𝐸𝑛

𝜕𝑤𝑗𝑖
(𝑙)

= 𝛿𝑗
(𝑙)

𝑧𝑖
(𝑙−1) (3.22) 

のように表される.以上が誤差逆伝播法の学習プロセスである. 

 

3.5 勾配消失問題 

 誤差逆伝播法の登場によって勾配計算を効率的にすることができ,ネットワーク

の多層化が可能になった.しかし,多層にしたネットワークの学習がうまくいかなく

なる勾配消失問題が生じた[33].勾配消失問題とは,3.5節で述べた誤差の逆伝播計算

をするときに,δの値が急速に小さくなり 0になる（または急速に大きくなり発散す

る）ために,学習が困難になることである.シグモイド関数を例にとって考える.関数

は式(3.5)に示してある通りであり,その微分は𝑓′(𝑥) = 𝑓(𝑥)(1 − 𝑓(𝑥))となる.これら

からわかるように入力の値が大きくなれば,微分の値は小さくなっていく.この微分

の値が入力層側まで伝播することで,δの値が指数的に小さくなりほとんど 0になっ

てしまう.また,活性化関数の微分だけでなく,δは各層の重みが小さいと急速に小さ

くなり,各層の重みが大きいと急速に大きくなってしまう. 

 この勾配消失を緩和する関数がランプ関数（ReLU : Rectified Linear Unit）である
(3-10).式(3.7)で示してあるように,ReLU は非常にシンプルな関数である.そのため,出

力計算や勾配計算を高速に行うことができる.ReLU の特徴としては,スパースなネ

ットワークにできる点である.仮にあるニューロンへの入力が 0 以下であれば,その

出力は 0になり,勾配も 0となる.結果として,そのニューロンは学習に関与しなくな

り,ニューロンの選別が行われることになる.そのため,ReLU を活性化関数として用

いたネットワークは,いくつかのニューロンだけが非零であるスパースなネットワ

ークとなる.また,シグモイド関数の場合では,入力値が大きいと微分の値が小さく

なり学習を困難にさせていた.しかし ReLU の場合では,入力値が正であればその微

分は 1 となり学習を妨げることはない.このような理由から,近年の深層学習ではこ

の ReLUが多く用いられている.  
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3.6 過学習 

 3.5 節までは訓練データに対する誤差を小さくすることを考えてきた.しかし,学

習の目的は,与えられた訓練データだけではなく未知のデータ（テストデータ）に対

して正しく予測することである.つまり,汎化能力の高いモデルにする必要がある.

汎化能力が乏しいモデルは過学習が起きている可能性がある.ここで,過学習とは図

3.6 に示してあるような,訓練データに対してはよく学習されているが,未知データ

に対しては適合できていない状態である[34].この図では,黒点が訓練データ,直線が

望ましいフィッティング,青い線はネットワークが表現した線である.訓練データに

はよく適合しているが,フィッティングとはかけ離れた次数の大きな関数になって

いる.過学習が起きる原因としては,訓練データの数が少ないことやネットワークが

大量のパラメータを持ち,表現力の高いモデルであることが考えられる.中間層の層

数やニューロン数を増やすことで,複雑で表現力の高いモデルを作ることはできる

が,過学習が起きやすくなる.そこで,表現力の高さを保ちつつ過学習を抑制し,テス

トデータにも適合する汎化能力の高いネットワークにすることがニューラルネッ

トワークの学習の鍵である. 

 

 

図 3.6 過学習の例 

  



17 

 

第 4章 学習のテクニック 

4.1 重みの更新手法 

4.1.1 SGD 

 確率的勾配降下法（SGD）の更新手順は 3.3節で述べたとおりであるが,改めて書

くと, 

 
𝒘𝑡+1 = 𝒘𝑡 − 휀

𝜕𝐸𝑛

𝜕𝒘𝑡
 (4.1) 

となる.휀は学習係数であり,学習させる際はあらかじめ0.01や0.001などの値を決め

ておき,重みパラメータを更新する.SGD の実装は簡単であるが,学習が非効率にな

る場合がある.例えば,学習係数が小さすぎると学習に時間がかかり,大きすぎると

収束を妨げ極小値付近で損失関数が変動してしまい,発散してしまうこともある.ま

た,一度決めた値を用いるので,学習モデルによっては学習係数の決定が困難になる

こともある. 

 

4.1.2 Momentum 

 この SGD の収束性能を向上させる方法の 1 つにモーメンタム（Momentum）と

いう手法がある[35].名前からもわかるように SGDに慣性項を加える方法である.具

体的には,重みパラメータの更新量に 1 つ前の更新時の更新量のいくらかを加算し

て更新を行う.t − 1回目の重みの更新量を∆𝒘𝑡−1 ≡ 𝒘𝑡−1 − 𝒘𝑡−2とすると, 

 
𝒘𝑡+1 = 𝒘𝑡 − 휀

𝜕𝐸(𝒘𝑡)

𝜕𝒘𝑡
+ 𝜇∆𝒘𝑡−1 (4.2) 

で表される式で更新する.ここで𝜇は加算する割合を決定するハイパーパラメータ

であり,𝜇 = 0.5~0.9程度の範囲で値を選ぶ. 

 損失関数が二乗誤差などの深い谷状の形であり,さらにその谷底に高低差があま

りない場合,SGD は効率が悪くなってしまう.谷が深く高低差があまりないために,

最小値である谷底を少し外れた点では勾配が谷底に直交する方向に生じてしまう.

そのため,谷底をジグザグ行ったり来たりする経路になり,非効率な学習となってし

まう.Momentum は慣性項を加えることで,谷の方向に沿って最小値に効率よく向か

うことができる .ボールがお椀の上を転がって谷底に向かっていく動きが

Momentum のイメージである.  
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4.1.3 AdaGrad 

 SGD では前もって決めた学習係数でステップ幅が変わり,小さすぎると収束に時

間がかかり,大きすぎると収束しなくなってしまうという欠点があった.しかしなが

ら,学習の初期は誤差も大きいので学習係数を大きく設定し,学習が進むにつれて学

習係数を小さくすることで学習を効率良く進めることができるといえる.このコン

セプトのもと考えられたのが John Duchi らが提唱した AdaGrad である[36].この手

法では,重みパラメータの 1 つ 1 つの要素に対して学習係数を調整しながら学習を

行うことができる.式で表すと, 

 ℎ𝑡 = ℎ𝑡−1 + ∇𝐸(𝒘𝑡)2 (4.3) 

 𝒘𝑡+1 = 𝒘𝑡 −
ε

√ℎ𝑡

∇𝐸(𝒘𝑡) (4.4) 

となる.ℎ0には,値を無限大に発散させないために10−8などの小さな値を設定する.

また ,εは初期学習係数であり ,この値はあらかじめ決めておかなければならな

い.AdaGrad ではこれまで経験した損失関数の勾配の値を 2 乗和として保持するこ

とで,大きく更新された重みパラメータの学習係数を小さくすることができる.この

学習係数の減衰を各重みパラメータの要素ごとに行うことができる. 

 

4.1.4 AdaDelta 

 AdaDeltaは[37],Matthew D. Zeilerが提唱した手法である.AdaGrad や RMSprop[38]

を改良したものであり,以下のように重みパラメータを更新する. 

 ℎ𝑡 = 𝜌ℎ𝑡−1 + (1 − 𝜌)∇𝐸(𝒘𝑡)2 (4.5) 

 

𝑣𝑡 =
√𝑠𝑡 + 𝜖

√ℎ𝑡 + 𝜖
∇𝐸(𝒘𝑡) (4.6) 

 𝑠𝑡+1 = 𝜌𝑠𝑡 + (1 − 𝜌)𝑣𝑡
2 (4.7) 

 𝒘𝑡+1 = 𝒘𝑡 − 𝑣𝑡 (4.8) 

ここで,𝜖は10−6などの小さな値を設定する.上式からも分かるように,学習係数を決

める必要がない更新手法である.AdaGrad では,すべての勾配情報を参考に重みパラ

メータを更新しているが,AdaDelta ではより直近の勾配情報を優先して更新するこ

とができる. 
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4.1.5 Adam 

 Adam（Adaptive Moment Estimation）は Diederik P. Kingma, Jimmy Lei Baによって

提唱された手法である[39].この手法では,勾配の平均と分散の概算値を利用して学

習係数を更新する.式で表すと, 

 𝑚𝑡+1 = 𝛽1𝑚𝑡 + (1 − 𝛽1)∇𝐸(𝒘𝑡) (4.9) 

 𝑣𝑡+1 = 𝛽2𝑣𝑡 + (1 − 𝛽2)∇𝐸(𝒘𝑡)2 (4.10) 

 �̂� =
𝑚𝑡+1

1 − 𝛽1
𝑡 (4.11) 

 𝑣 =
𝑣𝑡+1

1 − 𝛽2
 (4.12) 

 
𝒘𝑡+1 = 𝒘𝑡 − 𝛼

�̂�

√𝑣 + 𝜖
 (4.13) 

となる.𝜖には10−8などの小さな値を設定する.AdaGrad や AdaDelta,RMSprop の長所

を併せ持つ手法であり,現状一番評価されている.  
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4.1.6 更新手法の比較 

 どの更新手法を用いるべきであるかは,解くべき問題によって異なる.現状では,

すべての問題で優れた手法というのはなく,自ら決める必要がある.そこで,今回挙

げた 5 つの手法における学習スピードの比較を行った.その結果を以下の図 4.1 に

示す.この図からも分かるように,Adam と Momentum では学習はなかなか進まなか

った.これら 2 つの手法は今回用いたデータに対する更新手法には適していないと

考えられる.そのほかの手法では同じように学習が行われていたが,計算コストとし

ては AdaDelta では SGD と比べて同じ更新回数でもおよそ 2 倍時間がかかった.一

方で,AdaGrad の場合では,確かに SGD より計算コストはかかるが,図からもわかる

ように損失関数の減少が一番速くその勾配も安定していた.そのため,他の手法と比

べて学習が速く行われることが期待できるので,今回は AdaGrad を更新手法として

採用した. 

 

 

図 4.1 更新手法の比較  
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4.2 重みの初期値 

 学習を始める際に重みの初期値を決める必要がある.最も一般的な方法はガウス

分布に従うランダムな値を初期値とする方法である.このガウス分布の標準偏差σ

の決め方が学習の結果に影響を与え,重みの初期値が大きい値であると,過学習や勾

配消失問題が起きやすくなる.そのため,標準偏差が 0.01などの小さな値のガウス分

布にすることで重みの初期値を小さくし,過学習を起きにくくする.標準偏差の決め

方については用いる活性化関数によって異なっている.ニューロンの活性化関数に

シグモイド関数などの値域に上下限がある関数を用いる場合 ,Xavier Glorot と

Yoshua Bengio が提唱した「Xavier の初期値」[40]が適している.Xavier の初期値で

は,前層のニューロン数が n 個であれば,1 √𝑛⁄ の標準偏差を持つ分布を用いること

で適切な重みのスケールにしている.一方で,ReLU 関数を活性化関数として用いる

場合は Kaiming Heらが提唱した「Heの初期値」[41]を用いることが推奨されてい

る.He の初期値では前層のニューロン数が n 個であれば,√2 𝑛⁄ の標準偏差を持つガ

ウス分布を用いることで適切な重みのスケールにしている.ReLU 関数は負の領域

が 0であるため,倍の係数をかけることでその分の広がりを持たせている. 

重みの初期値が適切かどうかは,中間層のアクティベーション（活性化関数に代

入した後の値）の分布を見ることで知ることができる.そこで,中間層の層数を 5層,

中間層のニューロン数を 100 個,活性化関数に Leaky ReLU を使用したネットワー

クにおいて,標準偏差が 0.01 のガウス分布,Xavier の初期値,He の初期値を重みの初

期値としたときの各層のアクティベーション分布を調べた.使用したデータは,後述

する放電電流の時間変化の 2550個のデータである.その結果を図 4.2~4.4に示す. 

 それぞれの図において,横軸がアクティベーション値,縦軸がカウント数を示して

いる.順伝播方向にデータを流し（更新せず）,その時の各ニューロンのアクティベ

ーション値をヒストグラムにしたものである.この結果から,標準偏差が 0.01のガウ

ス分布を重みの初期値として用いた場合,各層のアクティベーションがとても小さ

な値になっている.そのため,誤差を逆伝播させる際の勾配が小さくなり,学習が進

まなくなってしまう.次に,Xavier の初期値を用いた場合,層が深くなるにつれて,ア

クティベーションの値が 0 に偏ってきている.5 層程度では問題はないが,さらに層

数を増やすと勾配消失問題が起きる可能性がある.一方,He の初期値を用いた場合,

少し歪ではあるがアクティベーションの広がりが保たれている.そのため層数を増

やしても問題なく学習が進み,逆伝播の際も適切な値が伝播されることが予想され

る.今回,実際に制御する際のことを考慮してデータの正規化を行っていない.その

ため歪な分布になったが,データの正規化を行えば各層でのアクティベーション分

布は均一なものとなることが確認できた. 
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(a) 1-layer 

 

(b) 2-layer 

 

(c) 3-layer 

 

(d) 4-layer 

 

(e) 5-layer 

図 4.2 標準偏差が 0.01のガウス分布を重みの初期値としたときの 

各層のアクティベーション分布  
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(a) 1-layer 

 

(b) 2-layer 

 

(c) 3-layer 

 

(d) 4-layer 

 

(e) 5-layer 

図 4.3 Xavierの初期値を重みの初期値としたときの 

各層のアクティベーション分布  
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(a) 1-layer 

 

(b) 2-layer 

 

(c) 3-layer 

 

(d) 4-layer 

 

(e) 5-layer 

図 4.4 Heの初期値を重みの初期値としたときの 

各層のアクティベーション分布  
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 4.2.1 節で述べた重みの初期値の違いによって,学習の進み方がどのように違って

くるのかを検証した.使用したデータは前節と同じ,放電電流の時間変化の 2550 個

のデータである.また使用したネットワークは前節と同じく,中間層が 5層,中間層の

ニューロン数が 100 個,中間層の活性化関数に Leaky ReLU を使用したネットワー

クで,更新手法は簡単のため SGD を採用した.図 4.5 にその結果を示す.横軸は更新

回数,縦軸は損失関数（二乗誤差）の対数スケールを示している.図 4.5 からもわか

るように,標準偏差が 0.01 のガウス分布を重みの初期値として用いた場合は学習が

進んでいない.これは,順伝播の際に各層のアクティベーションがとても小さな値に

なってしまったため,勾配が小さくなり学習が滞ったからである.一方で,Xavierの初

期値と He の初期値を重みの初期値として用いた場合,滞りなく学習が進んでいる.

また同図からも分かるように,He の初期値の方が学習は早く進んでいる.そのため,

今回はこの Heの初期値を採用した. 

 

 

図 4.5 重みの初期値による損失関数の比較 

  



26 

 

4.3 過学習の緩和 

 3.7 節で説明した過学習はネットワークの自由度（特に重みの数）が高いほど起

きやすくなる.ただし,ネットワークの自由度が高いということは表現能力が高いと

いうことであり,過学習を起こさないために自由度を下げるのは望ましくない.そこ

で,過学習抑制のために重みの自由度に制約を設ける正則化の手法がいくつかされ

ている.その一つに学習時に大きな重みを持つことに対して制約を加える重み減衰

（weight decay）[42]という手法がある.この手法では次のように,重みの二乗和（二

乗ノルム）を損失関数に加算し,これを最小化する. 

 
�̃�(𝒘) ≡ 𝐸(𝒘) +

𝜆

2
‖𝒘‖2 (4.14) 

ここで,λは正則化の強さを制御するハイパーパラメータであり,便宜上 weight decay

係数と呼ぶことにする.λの値を大きく設定すればするほど,大きな重みを持つこと

に対して強い制約をかけることができる.通常λ = 0.01~0.00001程度の範囲で設定

する.勾配降下法の更新式は, 

 𝒘𝑡+1 = 𝒘𝑡 − 휀(𝐸(𝒘) + 𝜆𝒘) (4.15) 

のようになり,重みは自身の大きさに比例した速さで減衰するように修正される.こ

の重み減衰は総数が少なく,ときに大きな値をとる必要があるバイアス項には適用

しない. 

 過学習を抑制する手法としては,他にも Dropout という手法がある[43].ニューラ

ルネットワークがより表現能力の高いモデルになってくると上記のweight decayだ

けでは過学習に対して対応が難しくなる.Dropout は提案されたのは最近だが,過学

習を抑制する手法として多くの場面で良い結果が得られており,大規模なニューラ

ルネットワークの成功の要因の一つに挙げられる.Dropout の学習過程としては,ニ

ューロンを確率的に選別,消去しながら学習するという流れである.入力層と中間層

のニューロンを決まった確率𝑝でランダムに選び,消去して通常の最適化を行う.た

だし,更新のたびに選び出すニューロンを変えて学習を行う.テスト時には各層のす

べてのニューロンに信号を伝達させるが,その際に各層の各ニューロンの出力に𝑝

を乗算する.これは,テスト時のニューロン数が学習時と比べて1 𝑝⁄ 倍に増えている

ことを補っている.入力層は𝑝 = 0.2 ,中間層は𝑝 = 0.5程度が望ましく,よく使われて

いる.この Dropout は前述した weight decayと併用することで精度の向上が図れる. 
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図 4.6 Dropout Neural Net Model [43]：左が通常のニューラルネットワーク,右が

Dropout を適用したネットワーク 

 

 過学習を抑制する手法として挙げた,weight decayと Dropout を実装し学習を行っ

た.訓練データとして,JAXA－9大学共同開発の 5 kW 級アノードレイヤ型ホールス

ラスタ[44]の 73 点の作動点の作動条件およびその際の推力データを用いた.用いた

ネットワークは中間層の層数が 5 層,中間層のニューロン数が 100 個のネットワー

クであり,更新手法として AdaGrad を採用した.訓練データとして 73 個のデータで

は少なすぎ,また訓練データに対してネットワークが表現できる自由度が高いため,

過学習が起きやすい状況である.そこで,weight decay と Dropout を用いないネット

ワーク,weight decayを導入したネットワーク,weight decayと Dropout を導入したネ

ットワークについて考え,過学習を抑制できているかを調べた.まず 73 個のデータ

のうち 67個のみを訓練データとして学習させ,6個のデータをテストデータとした.

図 4.7 に訓練データの学習結果を示す.図 4.7(a)は目標の推力分布図で,ネットワー

クを用いてこの分布図になるように学習させる.目標の推力分布図に適合していな

ければ学習ができておらず,テストデータを予測することはできない.図 4.7 からも

分かるように,weight decayと Dropout を用いないネットワークと weight decayを導

入したネットワークでは目標の推力分布図を再現できており,学習がうまくいって

いる.一方で,weight decay と Dropout を導入したネットワークにおいてはネットワ

ークの出力値がほぼ一定の値になってしまい,学習がうまくいかなかった.コードの

問題も考えられるが,各層のニューロンを消去する確率 p を𝑝 = 0にした（weight 

decay のみを導入した場合と同様にした）場合には通常通りの挙動になったため可

能性は低い. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

図 4.7 訓練データの学習結果：(a)目標の推力分布図, (b)weight decayと Dropout

なしのネットワークによる再現, (c)weight decayを導入したネットワークによる再

現, (d)weight decayと Dropout を導入したネットワークの再現 

 

次に,訓練データを学習したそれぞれのネットワークにおいてテストデータを予

測させた.その結果を図 4.8 に示す.weight decay と Dropout なしのネットワー

ク,weight decay を導入したネットワークでは概ね推力を予測できていた.放電電圧

が 350 V 以上の領域は訓練データにおけるデータが少なかったため精度は悪くな

ったが,過学習を起こしているとまでは言えなかった.一方で,Dropout を導入したネ

ットワークの場合では,訓練データを学習できていなかったため,予測した推力は実

際の推力とかけ離れたものとなった.データによっては過学習が起きる場合もある

ことから,過学習を抑制する手法として今回は weight decay のみを採用した.しかし

ながら,過学習を抑制する手法として,他にも重み上限[45]があり,Dropout を組み合

わせることで高い精度になったという報告もあり[43],今後検討の必要がある.  
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(a) weight decayと Dropout なしの場合 

 

(b) weight decayを導入した場合 

 

(c) weight decayと Dropout を導入した場合 

図 4.8 ニューラルネットワークによる推力予測 
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4.4 ハイパーパラメータの検証 

 ニューラルネットワークでは,重みやバイアスといった自動で調整されていくパ

ラメータの他に多くのハイパーパラメータが存在する一番重要な学習係数以外に

も,訓練回数や中間層のニューロン数,中間層の層数,weight decay係数などがある.そ

のハイパーパラメータに適切な値を設定しなければ,学習が全く進まなくなったり,

性能の悪いモデルになったりしてしまう. 今回,放電電流の時間変化に関するデー

タに対して,中間層の層数が 5 層,中間層のニューロン数が 100 個のネットワークを

用い,更新手法としては AdaGrad を採用し,過学習の抑制のために weight decayを導

入した.ここで,ハイパーパラメータとして学習係数εと weight decay 係数λの 2 つが

あり,最適な値の範囲を決定する必要がある. 

ハイパーパラメータの最適化には従来グリッド探索が行われていた.グリッド探

索とは,ハイパーパラメータごとに候補群が決まっており,それらを組み合わせて最

適なハイパーパラメータの組み合わせを探す方法である .しかし,Momentum や

Adamを用いる場合やドロップアウトを導入する場合ではハイパーパラメータの数

が増え,最適なハイパーパラメータの組み合わせを調べる際にグリッド探索では効

率が悪い.さらに近年では,すべてのハイパーパラメータをランダムに設定し,一番

良い組み合わせを採用するランダム探索が優れているということが報告されてい

る[46].この理由として,学習係数などの一部のハイパーパラメータは影響が大きい

が,その他は変えてもそれほど影響しないという性質があるからだと考えられてい

る. 

これまでのデータセットは,訓練データとテストデータの 2 つを利用してきた.訓

練データで学習させ,テストデータでその汎化能力を評価するというものであった

が,ハイパーパラメータの性能評価をする際にはテストデータを用いて評価しては

ならない.テストデータを用いてハイパーパラメータを調整すると,テストデータに

対して過学習を起こすことになるからである.そこで,ハイパーパラメータの調整用

データとして,検証データを用いることが一般的である.最も簡単な方法としては,

訓練データの中から 20％程度を抜き出し検証データとすることである.この検証デ

ータと訓練データの認識精度を調査することでハイパーパラメータの最適化を行

った. 

今回,AdaGrad におけるハイパーパラメータである学習係数と weight decay 係数

をランダム探索で最適化した.学習係数εを10−1から10−4,weight decay係数を10−4か

ら10−8の範囲で変化させてハイパーパラメータの最適な範囲を絞っていった.その

認識精度の高い順に並べた結果と認識精度の低い順に並べた結果を図 4.7 と図 4.8

に示す.ここで認識精度とは,ネットワークが表現する値と実際の訓練データや検証

データの商で定義した. 
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図 4.7 Best-10までの学習係数と weight decay係数の組み合わせ 

 

 

図 4.8 Worst-10までの学習係数と weight decay係数の組み合わせ 

 

この結果を見ると,効率良く学習が進むのは,学習係数が10−2から10−3 ,weight decay

係数が10−6から10−8のオーダーであると考えられる.この学習係数と weight decay

係数のオーダーが合っていれば認識精度にそれほど有意な差が見られなかったの

で,今回は学習係数ε = 0.001,weight decay係数λ = 1.0 × 10−6を採用した. ただし,デ

ータセットが異なればハイパーパラメータの最適値も異なるため,データセットに

合わせてハイパーパラメータの検証を行う必要がある. 

今回は上述したランダム探索でハイパーパラメータの最適化を行った.,ハイパー

パラメータを含めて最適化問題として,ベイズ最適化の枠組みでハイパーパラメー

タを自動調整する研究[47,48,49,50]も活発に行われている.そのため,ハイパーパラ

メータの決定方法も検討の余地がある. 
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第 5章 結果及び考察 

5.1 放電電流の時間変化に関する実験 

5.1.1 実験体系 

 本実験で使用したホールスラスタは外径 56 mm,内径 40 mm の 200 W 級マグネチ

ックレイヤ型ホールスラスタである.図 5.1 に使用したホールスラスタの概観を示

す.スラスタ中心部に 1つ,外側に 4つのソレノイドコイルが設置されおり,これらに

よって半径方向の磁場が形成されている.内側コイルと外側コイルに流す電流の大

きさと比を変えることで,磁場強度及び磁場形状を変更することができる. 

今回,推進剤流量を 1.02 mg/s,放電電圧を 150 V と固定し,ホールスラスタの内側

コイルと外側コイルの比を 1：4に保ちながらそれらの値を変化させ,時間経過に伴

う放電電流の電流値を計測した.その結果を図 5.2 に示す.横軸が時間,縦軸が上から

放電電流,内側コイル電流,外側コイル電流の電流値である.この図からも分かるよ

うに,放電電流が時間経過に伴って小さくなっている.これは,壁面の温度上昇に伴

い中性粒子の温度も上昇し,中性粒子密度が低下し,これに伴いプラズマ密度が低下

したことによって放電電流が減少したためである.この放電電流の時間変化からも

分かるように,得られる推進性能は時間変化してしまう.この時間変化をモデル化で

きれば,コイル電流などの特定のパラメータを印加したときの推進性能が予測でき,

その時に印加したパラメータを摘出することで時間変化を追随する最適制御が可

能になると考えられる.本来であれば経年変化を見たいのだが,多くの時間を要し設

備的にも厳しいことから,今回はこの放電電流の時間変化に伴う減少を,ニューラル

ネットワークを用いて予測できるか調査した. 

 

  
図 5.1 マグネチックレイヤ型ホールスラスタの概観 
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図 5.2 放電電流の時間変化 
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5.1.2 放電電流の時間変化の予測 

 図 5.2 で見られる時間変化に伴う放電電流の低下を,ニューラルネットワークを

用いて予測した.今回用いたネットワークは図 5.3 で示してあるように,中間層の層

数が 5 層,中間層のニューロン数が 100 個の順伝播型ネットワークである.入力層側

に推進剤流量,放電電圧,内側コイル電流,外側コイル電流,時間を入力し,その作動条

件時の放電電流を出力層側の訓練データとして入力した.また,今回もちいた訓練デ

ータは図 5.2 に示してある800~1310秒のデータであり,予測するテストデータは

1335~1460秒のデータである. 

 

 

図 5.3 放電電流の時間変化を予測するためのネットワーク構造 

 

 ニューラルネットワークを用いて予測した放電電流の結果を図 5.4 に示す.黒線

と赤線はそれぞれ実験値と予測値を示している.黒線の突出している箇所は異常放

電であり,今回用いたデータでは予測できなかった.異常放電を除いて考えると,今

回用いたネットワークは実験値の放電電流を概ね予測できており,その平均相対誤

差は0.993%と非常に小さな値となった.特に,下限値の時間経過に伴う低下も予測

できており,今後はこのネットワークを用いることで放電電流の時間変化を追随す

ることができ,シミュレーションの一面でも有益であると考えられる.また,任意の

流量,放電電圧,内側コイルと外側コイルの値から放電電流を予測することができた

ので,特定の放電電流になるパラメータを摘出することで最適制御にもつながると

いえる. 
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図 5.4 ニューラルネットワークによる放電電流の時間変化の予測  
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5.2 推進性能の時間変化に関する実験 

5.2.1 実験体系 

 本実験で使用したホールスラスタは 5.1 節で述べたものと同様である.5.1 節では

放電電流の時間変化についての実験であったが,今回は推力や推進効率といったホ

ールスラスタの推進性能の時間変化についての実験を行った. 

 この実験では 5.1節と同じく推進剤流量を 1.02 mg/s と固定し,放電電圧,内側コイ

ルと外側コイルを変化させてその時に得られる推力,電力, 放電電流,推進効率,比推

力を計測した.ただし,内側コイルと外側コイルの電流比は 1：4 に保たれている.そ

して,間隔を空けて再び推進性能を計測することで,時間変化に伴って推進性能がど

のように変化するのかを調査した.それぞれの結果を図 5.5に示す. Map 1 から Map 

6はおよそ 30分ごとに計測したデータであり,横軸が内側コイル電流,縦軸が放電電

圧,カラーマップがそれぞれ推力,電力,放電電流,推進効率,比推力を示している.これ

らの図からも分かるように,同じコイル電流や放電電圧を印加したとしても,得られ

る推進性能が時間経過に伴って変化してしまう.これは,5.1 節でも述べた壁面の温

度上昇に伴う中性粒子密度の低下などが原因として考えられる.しかし,ホールスラ

スタの内部現象は極めて非線形で,他の複合的な要因も考えられ,推力や推進効率な

どの推進性能の時間変化を定量的に表すことは困難である.そこで,ニューラルネッ

トワークの非線形問題に強い特徴を活かして推進性能の時間変化を予測できるか

を調査した.この推進性能の時間変化を予測できていれば,そのネットワークは時間

変化に対応する関数になっていると考えられる.例えば推進効率であれば,効率が最

大となる内側コイルと外側コイルの電流値をその関数から見つけることが可能に

なる.つまり,この時間変化に対応しているネットワークを用い,推力,電力,推進効率,

放電電流,比推力が一定以上または一定以下になる値を摘出することで時間変化を

追随する最適制御につながると思われる.  
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(a) Map 1 

 

(b) Map 2 

 

(c) Map 3 

 

(d) Map 4 

 

(e) Map 5 

 

(f) Map 6 

図 5.5 推力の時間変化  
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(a) Map 1 

 

(b) Map 2 

 

(c) Map 3 

 

(d) Map 4 

 

(e) Map 5 

 

(f) Map 6 

図 5.6 電力の時間変化  
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(a) Map 1 

 

(b) Map 2 

 

(c) Map 3 

 

(d) Map 4 

 

(e) Map 5 

 

(f) Map 6 

図 5.7 放電電流の時間変化 
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(a) Map 1 

 

(b) Map 2 

 

(c) Map 3 

 

(d) Map 4 

 

(e) Map 5 

 

(f) Map 6 

図 5.8 推進効率の時間変化 
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(a) Map 1 

 

(b) Map 2 

 

(c) Map 3 

 

(d) Map 4 

 

(e) Map 5 

 

(f) Map 6 

図 5.9 比推力の時間変化 
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5.2.2 推進性能の時間変化の予測 

図 5.5から図 5.9で見られる推進性能の時間変化を,ニューラルネットワークを用

いて予測した.今回用いたネットワークは図 5.10に示してあるように,中間層の層数

が 5 層,中間層のニューロン数が 100 個の順伝播型ネットワークである.入力層側に

推進剤流量,放電電圧,内側コイル電流,外側コイル電流,時間を入力し,その作動条件

時の推力,電力,放電電流,推進効率,比推力を出力層側の訓練データとして入力した.

また,今回用いた訓練データは図 5.5 から図 5.9 に示してある Map 1 から Map 5 ま

でのデータであり,予測するデータは Map 6のデータである. 

 

 

図 5.10 推進性能の時間変化を予測するためのネットワーク構造 

 

ニューラルネットワークを用いて予測した放電電流の結果を図 5.11 に示す.それ

ぞれの図においてカラーマップは図 5.5から図 5.9のMap 6 の推進性能の値で割っ

た変化率を示してある.この結果を見ると,推力・比推力の予測についてはその平均

相対誤差は約5.39 %と約7.35 %と比較的良い結果となった.比推力は推力と推進

剤流量から求まるため,推力と比推力の精度が似通った変化率になったことは望ま

しい結果であった.一方で電力,放電電流,推進効率については,その平均相対誤差は

それぞれ約19.2 %, 16.9 %, 15.5 %と推力と比推力の結果に比べて乏しくなった.

電力は放電電圧と放電電流から,推進効率は推力と電力からそれぞれ求まり電力,放

電電流,推進効率の予測精度は同じような分布になった.推力,推進効率の予測と電

力,放電電流,推進効率の予測を比較すると,放電電流のモデル化ができていないこ

とが推察される.特に,放電電圧が高く磁場が弱い場合に予測精度が悪くなっている

ことが分かった.この理由としては,時間変化が大きくデータ数が少なかったことが

挙げられる..5.1 節の放電電流の予測においては良くモデル化できていたことから,
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精度を向上させるためにはデータ数を増やす必要があると考えられる.しかし,今回

はMap 1 から Map 6 までにデータが限られていたため,データ数を減らすことで学

習精度の変化がみられるか調査した.ここで用いた訓練データは Map 1 から Map 3

までのデータであり,予測するデータはMap 6のデータである.その結果を図 5.12に

示す .推力 ,電力 ,放電電流 ,推進効率 ,比推力の平均相対誤差はそれぞれ ,約

12.1 %, 19.1 %, 19.8 %,18.0 %,9.62 %とデータ数を減らしたことによって悪くな

った.図 5.11と図 5.12の結果を比較するとデータ数を増やすことで精度の向上が見

られた.また,異常放電が起きやすい放電電圧が高く磁場が弱い領域においても精度

の向上が見られたことから,推進性能のモデル化を行うためにはデータ数を増やす

必要があると考えられる. 
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(a) Thrust 

 

(b) Power 

 

(c) Discharge current 

 

(d) Thrust efficiency 

 

(e) Specific impulse 

 

図 5.11 Map 1 からMap 5 までのデータで Map 6 の推進効率を予測した結果 
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(a) Thrust 

 

(b) Power 

 

(c) Discharge current 

 

(d) Thrust efficiency 

 

(e) Specific impulse 

 

図 5.12 Map 1 からMap 3までのデータで Map 6の推進効率を予測した結果 
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第 6章 結論 

 本研究では,ニューラルネットワークを用いたホールスラスタの自動制御の可能

性を検証することを目的として,放電電流の時間変化や推進性能の時間変化を予測

した.その際,学習を円滑に進めるための更新手法や初期値,過学習の抑制する手法

についても検討した.結果を以下にまとめる. 

 重みの更新手法には確率的勾配降下（ SGD）を基にした Momentum や

AdaGrad,AdaDelta,RMSprop,Adam などがあり学習をスピードの向上を図ることが

できる.今回用いた学習データでは AdaGradが一番学習スピードは速くなったが,こ

れは学習モデルやハイパーパラメータの設定値で結果が変わるので留意すべきで

ある. 

 重みの初期値として,標準偏差が 0.01のガウス分布や Xavierの初期値を設定する

と各層のアクティベーション値がとても小さな値になったり,層が深くなるにつれ

て 0に偏ったりしてしまう.そこで ReLU 関数や Leaky ReLU 関数においては Heの

初期値を用いることで多層のネットワークによる学習が可能になり,学習スピード

も向上する. 

 過学習を抑制する手法として今回用いたデータにおいては Weight decay が有効

であることが分かった.一方で,近年多くの場面で良い結果を示している Dropout に

ついては学習がうまくいかず,予測値と実際の値がかけ離れてしまった.しかし,こ

の Dropout と重み上限を組み合わせることで高い効果があると報告されているの

で再考の必要がある. 

 上記の AdaGrad,He の初期値,Weight decay を採用し,中間層の層数が 5 層,中間層

のニューロン数が 100 個のネットワークを用いて放電電流の時間変化を予測した.

その結果,平均相対誤差は0.993%となり異常放電を除くと概ね予測できていた.次

に同じネットワークを用いて,推進性能である推力,電力,放電電流,推進効率,比推力

の予測を行った.その結果,推力と比推力は比較的良い結果となったが,電力,放電電

流,推進効率については放電電圧が高く磁場が弱い領域において精度が乏しかった.

理由としては,この領域においては異常放電が起きやすく,現状のデータ数では放電

電流のモデル化が難しいと考えられる.推進性能のモデル化を行うためにはデータ

数を増やす必要があると考えられる. 

 今回,ホールスラスタの自動制御に向けてニューラルネットワークによる推進性

能の予測を行った.その結果,データ数を増やすことで時間変化に対応することは可

能であり,自動制御につながると推論できる.今後はデータ数を増やし,予測精度を

高めていき,任意の時間の任意のパラメータの際の推進性能と合致するかを確かめ

たのちに,実際の制御系に組み込む必要がある. 
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