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第 1 回 UEC 杯デジタルカーリング大会報告
伊藤 毅志†

森 健太郎†

北清 勇磨†

本報告では、2015 年 3 月 19 日に電気通信大学で開催された第 1 回 UEC 杯デジタルカーリング大会の模様と結果を
報告する。デジタルカーリングとは、コンピュータ上の物理シミュレータを用いた仮想的なカーリングスペースで、
カーリングの戦略のみを議論することが出来る場として提案されたものである。大会には、6 つのコンピュータ AI
と 4 つの人間プレイヤチームが参加した。優勝プログラムは「歩」で、モンテカルロアプローチを用いたプログラム
であった。

Report on 1st UEC-cup digital curling tournament
TAKESHI ITO†

KENTARO MORI†

YUUMA KITASEI†

In this report, I introduce the results of the 1st UEC-cup digital curling tournament held on March 19, 2015 at the University of
Electro-Communications. Digital curling is a virtual curling space playing on the computer by using physical simulator. It was
proposed as a place which argues only about the strategy of curling. Six computers AI and four human team players participated
in this tournament. The championship program was "AYUMU". The Monte Carlo approach was used in this program.

1. はじめに

第１回大会である。ここでは、本大会の狙いについて解説
するとともに、その結果とカーリング AI の現状を紹介する。

カーリングは、「氷上のチェス」と呼ばれるほど高度に
戦略的な性質を持つウィンタースポーツである。それにも
かかわらず、スポーツとしてのカーリングを見ると、プレ

2. カーリングのルールと基本的な考え方

イヤは経験的な方法でトレーニングされており、戦略に関

カーリングは氷上の約 40 メートル先に描かれたハウス

してもコーチの口伝に依るところが大きく、科学的な手法

と呼ばれる円の内側を目指して、ストーンを滑らせるゲー

の導入が遅れている。

ムである。4 人で 1 チームの構成であり、各チームが交互

カーリングでは、ストーンを滑らせる（リリースする）

に 1 人 2 投ずつ合計 16 投のストーンを投げ終わると、得点

とき、右か左に回転を与えることで、その軌跡も右か左か

がカウントされ、終了する。この一区切りをエンドと呼び、

にカーブする（カールする）ことが知られている。しかし、

通常の試合では一般に 10 エンド（8 エンドの場合もある）

氷の上の摩擦の原理についてはわかっていないことが多く、

を行い、総得点で勝敗を競う。

なぜストーンが曲がるのかということについてさえ、まだ

氷上で図１のようなラインが引かれたカーリング場を

解明されていない[1]。また、カーブの大きさやストーンの

シート（またはリンク）と呼ぶ。シート上でホッグライン

滑りやすさは、アイスメーカーと呼ばれる特殊な技能を持

を完全に超えないストーン、及びバックラインを完全に超

った人によって、氷上を整備する意図的に作られる凹凸（ペ

えたストーンはアウトとなり、プレイから除外される。ま

ブル）や氷の温度などによって異なる。また、その状態も

た、サイドラインに少しでも触れたストーンもアウトとな

時々刻々と変化していく。氷の状態を「読む」こともプレ

り、これらも除外される。

イヤの技能の一つとされ、これはどうしても経験的に培っ

１エンド目の先攻後攻はコイントスなどで決められ、２

ていかなくてはならないところがある。これらの要素が、

エンド目以降は、前のエンドで得点をしたほうが先攻とな

カーリングに科学的な研究が入り込むことを拒んできた。

る。前エンドでどちらも得点しなかった場合は、ブランク

北清らは、カーリングのこのような不確定性を数値的に

エンドと呼ばれ、先攻後攻は入れ替えずに次のエンドをプ

模倣し、コンピュータ上の物理シミュレータを用いて、再

レイする。

現することを試みた[2]。このシステムを「デジタルカーリ

カーリングの得点計算は、両チームがすべてのストーン

ング」と呼び、このシステムを公開するとともに、このプ

（１チーム８投、合計１６投）を投げ終わった時に行われ

ラットフォーム上で戦術の議論をすることを提案した[3]。

る。プレイエリア内の円はハウスと呼ばれ、エンド終了時

この報告で紹介するＵＥＣ杯デジタルカーリング大会

にハウスの中心（ティー）に最も近いストーンのチームだ

は、この呼びかけに集まったプログラマとプレイヤによる

けが得点を得る権利を有する。この時に得られる点数は、
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相手のチームのどのストーンよりもティーに近く、ハウス
内にあるストーンの数が得点となる。得点となるストーン
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は、ハウスに一部でも掛かっていればよく、ストーンが完

を続けるというのが、有利を維持する戦略となっている。

全にハウス内に入っている必要はない。

3. ゲーム情報学から見たカーリング
ゲーム情報学的にカーリングを分類すると、「二人完全
情報不確定ゼロ和ゲーム」と分類される。
「二人」とは２チ
ームで争うゲームであることを意味し、
「完全情報」とは双
方の合法手（やって良い手）をお互いに知っていることを
意味し、
「不確定」とはプレイヤが選んだ手に不確定な要素
が含まれることを意味する。
「ゼロ和」とは、先手後手どち
らかが勝つと相手は負けることが決まるゲームであること
を意味している。ゲームとしては、一手ごとに手番が変わ
るターン制ゲームであり、合法手は無限に存在するという
特徴を持つ。
これらの性質をまとめると、ゲーム情報学的に見て、以
下のような３つの特徴を持つゲームであることがわかる。
1.

ターン制ゲームである。
→従来のチェスライクゲームや囲碁などのゲームと同様、
一手ごとの状態遷移としてゲームの問題解決空間を
表現できる。

2.

合法手が無限に存在する。
→ルール上やって良い手（合法手）はショットのベクト

図１

ルとウェートとスウィープによって表現されるが、プ

カーリングシート

レイヤの生物学的限界を考えたとしてもアナログ的
に無限の手を選択することが出来る。

図２のような状態でエンドが終了したとすれば、黄色の
ストーンが最もハウスの中央に近く、赤色のストーンより
も近いストーンが２個あるので、黄色のストーンのチーム

3.

不確定性がある。
→スポーツゲーム特有であるが、プレイには一定の不確
実性が伴う。カーリングで言えば、どんなに正確なシ

が２点を獲得する。

ョットを投げようと思っても、技量や氷の状態によっ
て想定していたショットからズレが必ず生じる。
これらの特徴を備えたゲームとしては、他にボーリング
やビリヤード、ダーツなどが挙げられるが、不確定性の大
きさや難しさという点では、カーリングは格段に難しい。
また、お互いの手が局面に相互に影響を与えるという点で
は、ビリヤードがゲームとして近いと考えられる。

4. デジタルカーリング
図2

得点計算の例

このように考えると、カーリングでは最後のストーンを
投げることが出来る後攻が、得点を取るという意味では圧
倒的に有利なゲームであることが理解されよう。そのため、
先攻のチームとしては、後攻のチームに１点を取らせて次
のエンドで後攻を得るというのが、一つの戦略になってい
る。一方、後攻のチームは２点以上取らせるか、あるいは
ハウス内にストーンを残さないブランクエンドにして後攻
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カーリングにおける不確定性、不確実性がコントロール
困難なことが、カーリングの戦略の議論を難しくしてきた
ことは、前述の通りである。
北清らは、カーリングの不確定性を一定のものと仮定し
たカーリングシートをコンピュータ上でシミュレートし、
戦略のみを議論する場を提供した[2][3]。このシステムをデ
ジタルカーリングと名付け、以下のような基本要素を備え
たコンピュータ上でカーリングの対戦が可能なシミュレー
タとなっている。
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1)

Box2D という 2 次元の物理シミュレータを利用して、
カーリングのストーンの動作（特にカール）を模倣し
た。

2)

5. 第 1 回 UEC 杯デジタルカーリング大会
5.1 目的
カーリングの戦略部分のみを議論するために提案したデ

ストーンの軌跡には一定の正規乱数を加え、不確実性
を表現した。

3)
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サーバー・クライアントシステムとし、クライアント

ジタルカーリングを用いて、ある一定のカーリング環境下
において優秀な戦略アルゴリズムを明らかにすることを目
的とする。

を介して人間プレイヤでも AI プレイヤでもどちらで
もプレイできる環境を整えた。
4)

AI 開発のショット生成に必要最小限の関数を用意し
た．

5.2 バージョン及び乱数の設定
第 1 回大会で用いられたデジタルカーリングのバージョ
ンは、Ver.1.5 とし、乱数は正規乱数を使用し、μ=0, σ
=0.145 とした。なお、現在のデジタルカーリングでは、ス
ウィープによる効果は考慮していない。
5.3 大会での使用 PC スペック
オペレーティングシステム：
Windows 7 Professional 64 ビット (6.1.ビルド 7601)
システムモデル：
Precision WorkStation T7400
BIOS：
Phoenix ROM BIOS PLUS Version 1.10 A04
プロセッサ：
Intel(R) Xeon(R) CPU

X5472 @ 3.00GHz (8CPUs)

メモリ：
8192MB RAM
図5

デジタルカーリングクライアント画面

5.4 参加チーム
コンピュータ部門の参加プログラム名とその開発者は以

図 5 は、デジタルカーリングのクライアントのインター
フェース画面である。
上部に残りの思考時間（自分と相手の残り思考時間）、ゲ

下の表 1 の通りである。
表１

コンピュータ部門参加プログラム一覧

ーム情報（何エンド目の何投目か）、残りストーン数が表示
され、マウスを操作することでプレイエリア内のショット
の強さやショットの回転方向が選択できるようになってお
り、送信ボタンでショットが放たれる。左部分には、リン
ク全体の様子が表示されており、ショットがどのような軌
跡を描いているのかをリアルタイムで見ることが出来る。
下部にはスコアボードが表示され、現在までの得点経過も
表示される。
クライアントでは、人間プレイヤがショットを入力した
り、サーバーと接続して、通信で対戦相手と対戦したりす
ることが可能となっている。また、クライアントにコンピ
ュータプログラムを接続すれば、自動対戦も可能である。
プレイログは自動的に残されるようになっており、終了
後、下部のログ再生ボタンを操作することで、プレイの再
生も行うことが出来る。
このデジタルカーリングを用いて、人間部門とコンピュ
ータ部門と分かれて大会を開催した。
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「歩（あゆむ）」の作者大渡勝己氏は、コンピュータ大貧
民大会で 2013 年、2014 年と連続優勝しているプログラム
の作者でもある。
「じりつくん」は、北海道大学山本雅人研
究室の大学院生加藤修君の開発したプログラムである。
「ChikinRamen」「N197」「KC001」「TOMania」は、それ
ぞれお電気通信大学伊藤毅志研究室の学生達が開発したプ
ログラムである。
人間部門も以下の 4 チームの参加があった。
「加藤」は、コンピュータ部門でも参加した加藤修君。
「チ
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表3

デジタルカーリング大会結果

ーム NSN」と「武藤」は、電通大西野順二研究室から出場

赤のナンバーワンをヒットして、自分のショットを円の

したチームで、前者は神津隆太君を代表とする原田貴史君、

中心やや右手前にロールさせた（図６右参照）。これによっ

佐土瀬寛君の３人のチーム。武藤は、武藤孝輔君。
「DCTI」

て、最後の赤のショットは、この黄色のナンバーワンを避

は、主催者でもある伊藤毅志である。

けて自身の赤をナンバーワンに入れることが困難になった。

5.5 結果

表3

優勝決定戦 8 エンド目までの得点経過

図6

第 9 エンド黄色「じりつくん」15 投目

大会の結果は、表 2 の通りである。
コンピュータ部門は、「歩」と「じりつくん」が 4 勝 1
敗で並んだので、優勝決定戦を行った。その対戦を制した
「歩」が初代の優勝を果たした。準優勝は「じりつくん」。
3 位は、「ChikinRamen」、4 位は、「N197」、5 位は、同率
で「KC001」と「TOMania」であった。
「歩」と「じりつくん」は他のプログラムより一つ頭抜
けている印象があった。
人間部門は、
「DCTI」
（伊藤毅志）が全勝で優勝した。こ
の大会では、カーリングの経験者は参加しなかった。また、
カーリングの戦略について知識があったのは、伊藤だけで
あった。その分、伊藤が有利であったのではないかと考え
られる。
5.6 優勝決定戦から
表 1 のような得点経過で進んだ第 9 エンド、
「歩」が後攻
で 2 点のリードであるので、
「歩」は圧倒的に有利な局面で
ある。

この局面で赤のチームは、右から狙うには、黄色のスト

「歩」の取るべき戦略としては、局面を出来るだけシン

ーンが邪魔になるし、左から狙うには、自身の赤のストー

プルにして、後攻の利を活かして、ブランクエンドに持ち

ンが邪魔になる難しいショットを迫られた。結局、
「歩」は

込むか、最悪でも 1 点を取れば、最終エンドが 3 点差とな

手前の赤のストーンを避けながら黄色の裏に左から回りこ

り、ほぼ逆転が困難な状態に持ち込むことが出来る。一方

むドローショットを選択するが、自身のストーンに接触し

の「じりつくん」側の戦略としては、局面を複雑にして、

てしまい、このエンドは黄色が 1 点スチールすることとな

スチール（先行側が得点すること）を狙いに行きたいとこ

った。

ろである。
「じりつくん」の狙い通りの展開となり、図 6 左は、残

第 10 エンドでも「じりつくん」は 1 点スチールを成功
させ、勝負は延長線にもつれ込んだ。第 11 エンドでは、
「歩」

り 1 投ずつを残して黄色「じりつくん」の最終ショットの

が後攻の利を活かして勝利を収めたが、白熱した試合を演

局面。ここで、
「じりつくん」は素晴らしいショットを見せ

じた。

る。
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表4

100 試合対戦した場合の勝敗結果

5.7 追加実験
参加したプログラムのより確かな実力を測るために、プ
ログラム同士お互いに１００試合ずつ対戦させてみた。そ

している Box2D をそのまま利用しているので、動作が遅く、
十分なプレイアウト回数を得られていない。そのため、あ
まり成績が振るわなかったと思われる。

の結果が、表４になる。
この結果を見ると、
「N197」が「ChikinRamen」に有意に
勝ち越すことが判明した。

6. おわりに

優勝プログラム「歩」は、本戦で「TOMania」に敗れた

第 1 回大会は、大会開催まで十分な告知ができていなか

が、
「TOMania」は局面をシンプルにするために、すべての

ったにも関わらず、相応のチーム数が集まった。デジタル

ストーンをスルーさせる先方をとることが多く、残りスト

カーリングシステムも、大会中はバグ無く動作して、戦略

ーンの数が少なく、ある局面でプレイエリア内にストーン

を議論する場を提供できていたと思う。多様なアルゴリズ

が一個もない状態になると、
「歩」はバグが生じて、手を返

ムのプログラムが出現し、興味深い大会となった。また、

さなくなることがあることが判明した。これが、
「TOMania」

優勝決定戦は、手に汗握る展開となり、観客も盛り上がる

が９勝した理由であった。

大会となった。
今回の大会では、シミュレータのカールの大きさや乱数

5.8 上位プログラムのアルゴリズムの仕組みと特徴

の大きさは、一定という条件で対戦した。しかし、実際の

優勝した「歩」は、モンテカルロ木探索を用いたプログ

カーリング場では、曲がり方はアイスメーカーの整備に応

ラムで、かなり知的なプレイをする。モンテカルロ・シミ

じて微妙に異なるし、氷の摩擦も時々刻々と変化する。今

ュレーションを高速化するために、自作の物理演算ルーテ

後、実際のカーリングへの戦略を考えていくなら、氷なら

ィンを利用しているのが特徴である。これによって、モン

ではの特性を反映したデジタルカーリングが求められるだ

テカルロの効果を得られる程度のプレイアウト回数を実現

ろう。

している。

しかし、まだ不確定要素を含むゲーム AI の研究は始ま

準優勝の「じりつくん」は、評価関数とゲーム木探索で

ったばかりである。当面、同様の条件下で有効な戦略を突

次の一手を決める手法を用いている。カーリングでは不確

き詰めた上で、数年後には、氷の状態が変化することを想

実性があるので深い探索は難しいので、有望な候補手を評

定したレギュレーションの大会も開催していきたい。

価する手法を提案して、無限にある候補手の中から上手く
候補手を絞り込む方法を用いている[4]。
3 位の「N197」は、最後のショット以外は、非常に単純
なルールベースで動作している。ナンバーワンストーンが

謝辞
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す。

相手のストーンであれば、そのストーンめがけてヒットシ
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あれば、それを守るようにガードストーンを配置する。ま
たハウス内にストーンがなければ、ハウス内にドローショ
ットを投げる。最後のショットは、自分のショットは乱数
を加え、相手のショットには乱数を 0 にした上で、最長 2
手の先読みを行い、その中で期待値が最も高い手を選択す
るという手法で動作している。非常に単純なアルゴリズム
でありながら、優勝プログラムに対しても 16 勝するなど、
有効な戦略であることを示している。
4 位の「ChikinRamen」はモンテカルロアプローチを使っ
ているが、シミュレーションをデジタルカーリングで提供
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付録：大会の写真集

△準優勝プログラム開発者

△大会風景１

加藤 修氏

△大会風景２

△優勝プログラム開発者

大渡 勝己氏
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