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経験的知識を用いた証明数探索の効率化
島野 拓也1,a)

金子 知適1

概要：本稿では, 詰碁に関する問題の探索を効率化するために証明数探索に過去の探索で得た経験的知識を
問題を解く際に活用する手法を提案する. 証明数探索と過去の経験的知識を用いた RAVE (Rapid Action

Value Estimate) のそれぞれは, 囲碁の研究で有効とされている. これらを組み合わせることでより効率的
な探索が可能になると考えられる. 今回の提案手法は, まず各場所に着手した回数と攻めが成功した回数を
記録する. そして, 次に試すときに過去に攻めが成功した回数の多い順に優先して探索を行う方法である.
アルゴリズムの評価方法として, 証明数探索が成功している問題を用いて, オリジナルの証明数探索と提案
手法の比較実験を行った.

Enhancement of Proof Number Search by Using Empirical Knowledge
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Abstract: In this paper, we propose a method of proof number search by using empirical knowledge in
order to improve the eﬃciency in solving problems about Tumego. Proof number search and RAVE (Rapid
Action Value Estimate) using past empirical knowledge have individually been recognized as eﬀective methods in the study of Go. It is expected that the combination of these method is also eﬀective. We propose
an enhancement of proof number search by adding more preference on more promising move estimated by
the frequency of the destination of the moves as well as the probability of successful attack. To show the
eﬀectiveness of the proposed algorithm, we conducted experiments on capturing problems. The results show
that the proposed method solved problems in smaller number of nodes than those needed by the original
proof number search, on average.

して証明数や反証数という概念を利用した探索アルゴリズ

1. はじめに

ムがある [1]. 証明数の概念と証明数探索は Allis [2] が導入

近年, コンピュータによる詰将棋解答プログラムの研究
は非常に進んでおり, ほとんどの問題を高速に解くことが

して, それを進化させた df-pn [3],df-pn+ [4], λ df-pn [5] は
詰碁でも成果を上げている.

できるようになった [1]. 一方, 詰碁は解けない問題も多く,
詰将棋と比べると発展途上である.

しかし, 囲碁における石の死活問題は複雑で, 現実的な時
間で解くことが難しい問題が数多く存在する. この問題を

コンピュータが詰碁を解く上で難しい点は, 探索空間が

解決するために過去の経験的知識を利用することが有効な

大きいことや人間の感覚的な評価が強いため評価関数の作

手段の一つであると予想される. その理由として, 囲碁にお

成が難解であることが挙げれる. これらの問題を解決し, 探

ける UCT の RAVE [6] やチェスのヒストリーヒューリス

索の効率化を図ることが発展には必要不可欠である. だか

ティック [7] のように過去の経験的知識を利用した手法が

ら, 本稿では詰碁に関する問題の探索の効率化に着目した.

探索の効率化において成功した事例があるからである. こ

詰将棋や詰碁などで成功を挙げている探索手法の一つと

のことから, 石の死活問題に対しても同じ手法が有効な可
能性が高く, オリジナルの証明数探索と組み合わせること
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によって, 探索の効率化が可能であると予想できる.
本稿では, 証明数探索に過去の経験的知識というヒュー
リスティックな評価を導入し, 有望そうな候補手を優先的
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に探索するような手法を提案した. そして, 提案手法が有効

して,RAVE は, プレイアウトで着手した場所の分だけ勝敗

であるのかをオリジナルの証明数探索と比較実験を行うこ

を更新する.

とで検証した.

2.3 ヒストリーヒューリスティック

2. 関連研究

ヒストリーヒューリスティック [7] は, コンピュータ将棋

2.1 証明数探索

やコンピュータチェスにおいてよく用いられる手法の一つ

効率のよい探索をするために, 証明数探索では証明数と

で, 着手の場所と評価を記録しておき, 探索の際にある着手

反証数という概念を用いて, それを各ノードの評価値とす

が最善手であった割合 (回数) を示す. 囲碁では, 似た手法

る. 証明数とは, 各ノードにおいて, そのノードが詰む局面

として UCT の RAVE が成功を収めている.

であることを証明するために展開しなければならない子
ノードの最小の数, 反証数は, 各ノードにおいて, そのノー

3. 提案手法

ドが詰まない局面であることを証明するために展開しなけ

本稿の目的は, 有望そうな候補手を絞り優先的に探索す

ればならない子ノードの最小の数を意味する. 具体的な証

ることで, 探索の効率化を図ることである. ここでは, 詰碁

明数と反証数の定義を (1), (2) に示す. ここで, ノード n の

で成果を挙げている証明数探索という探索アルゴリズムを

証明数と反証数はそれぞれ pn(n),dn(n) と記す [8].

利用することにする. そして, ヒューリスティックな工夫と

( 1 ) ノード n が先端ノード

して, 証明数を計算する際に過去の経験的知識を導入する.
探索の際に各座標に着手した回数と, 攻めが成功した回数

( a ) 最終的な評価値が詰み
• pn(n) = 0

を記録しておき, 次に探索を行うときに, 過去に成功した回

• dn(n) = ∞

数の多いものを優先的に選ぶようにする手法である. まず,
攻め側のノード n の成功率は次のように定義する.

( b ) 最終的な評価値が不詰み
• pn(n) = ∞

SuccessP robability(n) =

• dn(n) = 0
( c ) 最終的な評価値が不明

SuccessT imes(n)
M oveT imes(n)

(1)

次に式 (1) の成功率から攻めの失敗率を次のように定義

• pn(n) = 1

する.

• dn(n) = 1
( 2 ) ノード n が内部ノード

F ailureP robability(n) =

( a ) n が OR ノード

1 − SuccessP robability(n)

• pn(n) = 子ノードの pn の最小値

(2)

そして, 攻め側のノード n の証明数 (pn(n)) の値を次のよ

• dn(n) = 子ノードの dn の和

うに更新する.

( b ) n が AN D ノード
• pn(n) = 子ノードの pn の和

pn(n) = pn(n) ∗ F ailureP robability(n)

• dn(n) = 子ノードの dn の最小値

(3)

この証明数と反証数は, 次に展開するノードを決めるために

後は, オリジナルの証明数探索と同様に, ルートノードから

用いられる. つまり, ルートノードから攻め側は証明数の最

攻め側は証明数が最小のノードを, 受け側は反証数が最小

小のノードを, 受け側は反証数の最小のノードを辿り, 末端

のノードを探索する.

ノードに着いたらそのノードを展開し, 木全体の証明数と

このようにすることで, 攻めが成功する確率が高いほど

反証数の値を更新する. そして, ルートノードの証明数また

証明数の値は 0 に近づくので, 良い手である可能性の高い

は反証数の値が 0 となるまで繰り返す探索アルゴリズムで

候補手が優先的に探索されると期待される.

ある. 攻め側は証明数が最小の手, 受け側は反証数が最小の
手を優先的に探索することで, 探索の効率化が可能となる.

4. 実験
4.1 実験設定
提案手法の効果を測定するために, オリジナルの囲碁プ

2.2 RAVE
RAVE (Rapid Action Value Estimate) [6] とは,UCT の

ログラムを実装した. そして, 提案手法とオリジナルの証明

プレイアウト中に選択された着手全てを現在の局面から一

数探索を導入し, その 2 つの手法の比較実験を行った. 本稿

手目に着手されたものとする. そして, 現在の局面からその

の目的は, 探索の効率化を調べることなので, 詰碁のルール

着手した全ての場所によって変化する全ての局面に対して

も簡易化し, 石を先に取った方が勝ちというルールとした.

勝敗を更新する手法である. 通常の UCT では, プレイアウ

実験は三路盤と四路盤で行い, 問題はオリジナルの 40 問を

トで得られた勝敗はその局面のノードのみを更新するに対

使用した. 本稿では, 四路盤の結果を紹介する. 比較実験の
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評価方法は, それぞれの手法の探索の際の訪問ノード数の

40000

増減と詰みまでの解答時間の長さとした.

35000

proven positions
y=x

The Proposed Method(Nodes)

30000

4.2 実験に使用した局面
ここでは, 実験に使用した局面をいくつか紹介する. 証明
数探索で解ける問題に限定したので, 攻め側 (黒石) が受け
側 (白石) の石を確実に捕獲できるような局面を設定した.
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図 2 証明数探索と提案手法の訪問ノード数の比較
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4.3 比較実験
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まず最初に, オリジナルの証明数探索と提案手法の探索
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の際の訪問ノード数の違いを比較した. 実験結果は図 2 に
示す. 図 2 は, 横軸にオリジナルの証明数探索のノード数を

20

図 3
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証明数探索と提案手法の解答時間の比較

表し, 縦軸に提案手法のノード数を表す. そして, 問題ごと
の訪問ノード数を散布図としてプロットしている. 図 2 の

これらの比較実験から, 証明数探索の効率化に過去の経

結果より, 多くの問題に対して, 提案手法の方が訪問ノード

験的知識の利用は有効であると考えられる. しかし, 探索接

数が少ないことが言える. よって, 提案手法が有効そう手法

点数削減に失敗した問題もあるため問題の性質に依存する

であると考えられる. 最も効果が表れた問題では, 提案手法

部分が強いと考えれる. つまり, 失敗した問題の原因を究明

の方が 1/2 以上の減少に成功している. しかし, 逆に 5 倍以

することが必要な課題であると考えられる.

上増加してしまった問題もある. これは, 問題の性質によっ
て, 提案手法が強い問題と弱い問題に別れてしまっている

5. おわりに

ことが考えられる. 提案手法が強い問題は, 着手場所と成功

本稿では, 詰碁に関する問題を解くための探索アルゴリ

率で重み付けをしているため, 同じ場所で攻めが成功する

ズム効率化を目的とし, 既に詰碁の研究で成果を挙げてい

分岐が多いものであると考えられる. 逆に弱い問題は, どの

る証明数探索と囲碁の UCT やチェスの研究で成果を挙げ

着手場所でも同じような成功率で重みに差が生まれないよ

ている過去の経験的知識に着目した. それぞれ囲碁関連の

うなものであると考えられる. また, 手数が短い問題も成功

研究で成功していて, さらに経験的知識の性質は多くの探

率に差が生まれにくく, オリジナルの証明数探索とほとん

索アルゴリズムに対して, 汎用性が高そうだと考え, これら

ど変わらない結果となった.

を組み合わせる手法を提案した.

次に, 詰みまでの解答時間の違いを比較した. 実験結果は

比較実験の結果から問題の性質によって, 差はあるもの

図 3 に示す. 図 2 と同様に横軸と縦軸は, それぞれオリジナ

の訪問ノード数と解答時間ともにオリジナルの証明数探索

ルの証明数探索と提案手法の解答時間をミリ秒で表す. 図

に比べ, 期待通り, 提案手法の方が実験の範囲では、平均し

3 の結果より, 訪問ノード数と同様に多くの問題に対して,

て少ないことが観察された. このことから, 証明数探索に対

提案手法の方が解答時間が短いことが言える. そして, 減少

しても過去の経験的知識を利用することは有効であると考

に成功した問題の数は訪問ノード数よりも多いことが言え

えられる. しかし, 逆に訪問ノード数や解答時間が二倍以上

る. このことから, 探索の際の訪問ノード数はほとんど変わ

増えてしまっている問題もあるため一概に提案手法が良い

らない, もしくは増加している問題でも解答時間の短縮さ

とは言い切れない. 原因として, 有望そうな候補手を絞る際

れている問題が存在すると考えられるが原因は不明であり,

に, 最善手がその中に含まれておらず, 勝ちの手筋ではある

探索節点数と実行時間の関係は調査中である.

が, 最善手に比べて非常に長くなってしまう場合があると
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いう可能性が予想される. また, 勝ちの手筋が少ない問題に
対しては, 攻めの成功率ではほとんど差が出ないため, 探索
の効率化は難しいと考えられる.
今後の課題として, 提案手法がどんな問題に弱いのか, そ
の原因を詳しく調べる必要がある. また, 既存の証明数探索
より訪問ノード数や解答時間が長いものもあったため, 解
答までの手筋を調べ, 最善手であるかを検証する必要があ
る. そして, 候補手を絞る精度をさらに向上させることが探
索アルゴリズムの効率化に繋がると考えられる.
今回は, 詰碁に焦点を当てて, 探索の効率化を図った提案
手法は, 攻めの成功率というどんなゲームでも存在する概
念を評価値としている. つまり, 囲碁に限らず多くのゲーム
で応用が可能であると考えられる. また, 経験的知識も攻め
の成功率だけではなく, 様々な切り口から評価する方法が
あり, ゲームの性質によって変えることができ汎用的であ
ると考えられる. これらの応用も今後の研究課題である.
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