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Abstract: In recent years, reinforcement learning motivated by curiosity has attracted attention. By
learning features related to agents’ behavior, they can focus on changes in things that are interesting from
images, without being distracted by screen noise or meaningless changes. In addition, it has been reported
that even with the learning result based only on the internal compensation, it has the generalization ability
to be effective even at the stage other than the stage used for learning. However, in the reference paper, it
was only applied to 2 stages in the "Super Mario Bros." Therefore, to further investigate the
generalization ability of reinforcement learning motivated by curiosity, I experimented on more stages. As
a result, I confirmed the generalization ability of reinforcement learning motivated by curiosity.

1. 背景
エージェントが自ら行動を決定し学習を進めてい
く強化学習は、汎用人工知能を実現するための有力
な方法として盛んに研究されている。しかし、
DQN[4][5]のように確率εでランダムに行動するこ
とにより新たな探索を行う方法では、報酬までの距
離が遠い場合に報酬が得られない期間が長くなるた
め勾配が 0 に近くなってしまい、うまく学習が進ま
ないという問題がある。
このような問題に対応する一つの方法として、外
部報酬がなかなか得られない場合にも、好奇心のよ
うな内部報酬によって動機付けをした強化学習を行
うことが提案されている。例えば、[8]では、環境モ
デルによる推定と実際の観測の差を内部報酬として
誤差が少なくなるように探索している。[9]では、オ
ートエンコーダで学習して今までの状態遷移モデル
からの推定と異なる状態に移動することに内部報酬
を与えている。[6]では、動画予測を用いて長期予測
を作成して最近訪れていない状態へ移動することに
内部報酬を与えている。[1]では、密度モデルから算
出した状態訪問回数の推定値を用いて内部報酬を与
えている。[10]では、状態をハッシュコード化して
訪問回数をカウントし、内部報酬を算出している。
さらに、[7]では、自分の行動に関係した特徴量を
学習するようにしたことにより、画面のノイズや無
意味な変化に惑わされることなく、画像から興味の
あるものの変化だけに注目することができるように

している。これにより、外部報酬がなかなか得られ
ない長い迷路でも学習が進むようになったことや、
外部報酬を一切与えなくても好奇心による内部報酬
のみで探索が進むようになったことが報告されてい
る。また、内部報酬のみによる学習結果をそのまま
用いても、学習に用いたステージ以外でも探索が進
むという汎化能力を持つことも報告されている。以
下に、この[7]方式についてより詳しく説明する。

2. 自分の行動に関係した好奇心に
よる強化学習
文献[7]に報告されている、自分の行動に関係した
好奇心で動機付けされた強化学習について、より詳
しく説明する。
この手法では、画像から興味のあるものの変化だ
けに注目することで、画面のノイズや無意味な変化
に惑わされることなく行動が選択できるようにして
いる。そのため、図 1 に示されているように、Intrinsic
Curiosity Module (ICM)の中に順モデルと逆モデルを
持っている。
逆モデルは、ある時刻の状態の特徴量と次の時刻
の状態の特徴量からある時刻での行動の評価値を推
定し、順モデルは、逆モデルで求めたある時刻の状
態の特徴量と行動の評価値から次の時刻の状態の特
徴量を推定している。また、内部報酬は、順モデル
の誤差に定数項を掛けた形になっている。

図 1：自分の行動に関係した好奇心で動機付けされた強化学習の原理図([7]の Figure 2 より引用)

表 1：自分の行動に関係した好奇心で動機付けされた強化学習の汎化性能([7]の Table 1 より引用)
強化学習は、式 1 に示す全体損失を最小化する形
で行われており、方策には A3C[3]が用いられている。

ージ 1-3 と表記。)
そこで、好奇心で動機付けされた強化学習の汎化
能力についてさらに調べるため、もっと多くのステ
ージに対して、ステージ 1-1 で学習した結果をその
まま用いて、どの程度新しいシナリオに対応できる
かの実験を行った。

3. 実験方法
式 1：全体損失の式（[7]の式(7)より引用）
この手法により、外部報酬がなかなか得られない
長い迷路でも学習が進むようになったこと、外部報
酬を一切与えなくても好奇心による内部報酬のみで
探索が進むこと、内部報酬のみによる学習結果をそ
のまま用いても、学習に用いたステージ以外でも探
索が進むという汎化能力を持つことなどが報告され
ており、大変興味深い結果となっている。
しかしながら、この文献で報告されている汎化能
力の実験では、表１にあるように、
「スーパーマリオ
ブラザーズ」に関しては 2 ステージに適用している
だけであった。(なお、表 1 の Level-1、Level-2、Level-3
は、本報告書ではステージ 1-1、ステージ 1-2、ステ

OpenAI Gym[2]上で、[7]のアルゴリズムにより「ス
ーパーマリオブラザーズ」
のステージ 1-1 で学習し、
ステージ 1-1 で学習した状態をそのまま用いてステ
ージ 1-1 からステージ 3-4 を実行して、どの程度新
しいシナリオに対応できるかを評価した。
以下に実験方法の詳細を記載する。
① OpenAI Gym 上で「スーパーマリオブラザー
ズ」のステージ 1-1 を 1.5M ステップ学習（8
プロセス並行実行）
② ステージ 1-1 で学習した状態をそのまま用い
て、ステージ 1-1 からステージ 3-4 の各ステ
ージで 100 エピソードずつ実行
③ 各エピソードにおける最遠到達距離(distance)
を評価値として保存

4. 実験結果
図 2 に、
「スーパーマリオブラザーズ」のステージ
1-1 で学習し、ステージ 1-1 で学習した状態をそのま
ま用いて、ステージ 1-1 からステージ 3-4 の各ステ
ージで 100 エピソードずつ実行して得た、各ステー
ジの 100 エピソードの最遠到達距離(distance)の平均
値を示す。この結果を見ると、学習に用いたステー
ジ 1-1 の評価値と比較して、ステージ 1-1 で学習し
た状態をそのまま用いた他のステージでも、平均
distance が 200 以上あるものが 6/11 と 54%あり、汎
化性能があることが確認できる。
なお、ステージ 2-2 の平均 distance が特に悪くな
っているが、この理由については、5 章で考察する。

35.8%より悪くなっている。また、ステージ 1-2 は
distance > 200 が 20.0%と表１の 0.0%より成績が良く
なっている。これらの理由については、5 章で考察
する。
最後に、図 3 から図 6 に、ステージ 1-1 から 1-4
までの各ステージの 100 エピソードの最遠到達距離
(distance)のヒストグラムを示す。
学習に用いたステージ 1-1 の図 3 では最遠 distance
が幅広く分布しているが、学習していない新しいシ
ナリオである図 4 から図 6 では、少数の最遠 distance
に偏る傾向がみられる。この理由についても、5 章
で考察する。

図 3：ステージ 1-1 の distance ヒストグラム

図 2：各ステージの平均 distance
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図 4：ステージ 1-2 の distance ヒストグラム

表 2：各ステージの到達割合
次に、表 2 に、上記と同じ条件で最遠到達距離
(distance)が 200、400、600 以上に達したエピソード
が各ステージで 100 エピソード中何%あったかを示
す。 参考文献の結果の表 1 と比較すると、ステージ
1-1 の成績が distance > 200 は 75.0%で表 1 の 50.0%
より良いが、distance > 600 の割合は 1.0%と表 1 の

図 5：ステージ 1-3 の distance ヒストグラム

がなかなか得られない場合が多く存在するので、好
奇心のような内部報酬で動機付けされた強化学習は
今後も注目されていくと思われる。
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