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ベイズ理論を用いたビヘイビアツリーの
中間ノードの評価に関する研究
義澤勇輝 1,a) 阿部雅樹 2

渡辺大地 2

概要：近年のデジタルゲームではキャラクターの制御が複雑となってきており，キャラクターAI での行動決定方法と
してビヘイビアツリーが多く採用されるようになってきている．しかし，ビヘイビアツリーを用いて多くのキャラク
ターAI を制作し上手く挙動を調節することは容易ではなく，現在のキャラクターAI 調整では AI を動かした結果を元
にさらに再調整を行うといった多くの労力を必要とする作業である．また，複雑化した近年のキャラクターAI では調
節を行う際に調整の必要な部分を見つけることが難しく，特にビヘイビアツリーAI では顕著である．本論文ではビヘ
イビアツリーAI で調節が必要な部分をベイズ推定を用いて確率的に見つけ出す手法について提案する．本手法では
行動決定に用いられるビヘイビアツリーの中間にあるノードをベイズ推定を使用し評価を行った．
キーワード：ゲーム AI，ビヘイビアツリー，ベイズ推定

Evaluation of Intermediate Nodes in
Behavior Trees using Bayesian Theory
YUKI YOSHIZAWA†1 MASAKI ABE†2
TAICHI WATANABE†2
Abstract: In recent digital games, behavior tree is often used as a method for determining the action of character AI because of
character control has become complicated. However, it is not easy to create many characters AI using behavior tree and adjust its
behavior well. Character AI adjustment requires a lot of effort such as performing further readjustment based on the result of
execution of AI. In addition, adjustment of complicated character AI, especially AI using behavior tree, is difficult to find the
necessary part. In this paper, we propose a probabilistic detection method using Bayesian estimation to find the part that needs to
be adjusted in the behavior tree AI. In this method, we evaluated the nodes in the middle of the behavior tree using Bayesian
estimation.
Keywords: Game AI, Behavior Tree, Bayesian Inference

る．そのため多くの労力を必要とする．また，複雑化した

1. はじめに

現在のキャラクターAI の調節ではどの部分を調節する必

近年のデジタルゲームではゲームハードウェアの発達

要があるのかを見つけることすら容易ではなく，特にビヘ

などにより計算負荷の高い処理をリアルタイムに行うこと

イビアツリーを用いた AI では顕著である．そのため，本論

が可能となってきている．それにより，デジタルゲームを

文ではビヘイビアツリーを用いた AI を調節する際にベイ

プレイする人をより楽しませる目的などから多様な処理を

ズ推定を用いて確率的に調節の必要な部分を見つけ出す手

用いて複雑な挙動を起こすキャラクターが増えている．最

法について提案する．

近のデジタルゲームではキャラクターAI の行動決定方法
としてビヘイビアツリー多用されてきている．しかし，多

2. 関連研究・事例

くのキャラクターAI を制作し挙動を上手く調節すること

ビヘイビアツリーの評価に関する研究としては
Colledanchise ら［1］の各ノードの成功確率と実働平均時間

は容易ではない．
現在のデジタルゲームのキャラクターAI 調整は主にプ

からビヘイビアツリー全体を評価することで，制作したビ

ランナー等が行い，AI を動かした結果を元にさらに再調整

ヘイビアツリーの AI を評価し良いビヘイビアツリーを見

を行うといったトライアンドエラーを繰り返す必要性があ

つける研究がある．しかし，Colledanchise らの研究ではリ
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アルタイムに対応し行動する必要のあるデジタルゲームに

持つとする．

適応することは難しい．

この場合，このビヘイビアツリーでの行動決定の流れは

他に，遺伝的アルゴリズムを用いてソーシャルゲームの

「開始」と書かれた左側のノードから選択され，1 つ下位

全体のゲームバランスを評価し，調節に役立てるといった

の層にある「順番」が選択される．次に「順番」の下位の

事例［2］などがある．しかし，遺伝的アルゴリズムを用い

層にある「回復」と「ランダム」のノードから 1 つ選択さ

てビヘイビアツリーAI の評価や調節を行っている事例は

れる．この場合「順番」に設定された選択ルールにより下

少ない．

位の層のノードが選択される．この「順番」ノードの選択
ルールが「回復」と「ランダム」を順番に選ぶという選択
ルールであるため「回復」と「ランダム」が 1 ターン毎に

3. ビヘイビアツリーAI とベイズ推定

交互に選択される．
「回復」ノードが選択された場合は末端

3.1 ビヘイビアツリーAI

ノードであるためノードに設定された行動を起こす．
「ラン

本論文ではビヘイビアツリーAI とはビヘイビアツリー
を用いて行動を決定する AI のことを指し，ターン性のバ

ダム」が選択された場合は末端ノードではないため，更に
下位のノードが選択される．

トルゲームを想定しているため，1 ターンに 1 度ビヘイビ
アツリーを用いて行動を決定する．

つまり，このビヘイビアツリーAI では 1 ターン目「回
復」，2 ターン目「剣攻撃」or「魔法攻撃」，3 ターン目「回

ビヘイビアツリーとは何層にも積み重なった構造をし
ている．1 つの層の中に複数のノードが存在し，いずれか

復」，4 ターン目 「剣攻撃」or「魔法攻撃」…… といった
ような行動決定を行う．

のノードが選択される．選択されたノードは対応する次の
層の中から更にノードを選び，それが末端にたどり着くま

3.2 ベイズ推定

で繰り返す．本手法が想定するビヘイビアツリーの末端の

ベイズ推定とはベイズ理論に基づき，観測事象から条件

ノードにはキャラクターが 1 ターンに起こせる行動が定め

確率を用いて確率的に推定することができる推定方法であ

られており，1 ターン毎に 1 つだけ末端ノードが選択され

る．有名な使用事例として迷惑メールフィルターなどが挙

るものとする．

げられる．

また，本論文では行動が定められた末端にあるノードを
末端ノードとし，末端ノードにたどり着くまでに選択され
る中間層にあるノードを制御ノードとする．各制御ノード

4. 提案手法

では対応する下位の層からノードを選択するための選択ル

本手法ではビヘイビアツリーAI において制御ノードは

ールを持っている．選択ルールは各制御ノードに定められ

下位のノードを選択し最終的に行動を起こすが，この際に

ており，例えば設定された順番に従いノードを選択するも

良い行動結果につながる良い選択と悪い行動結果につなが

のや，ランダムに選択するなどが挙げられる．

る悪い選択，どちらとも言えない無難な選択があるとした．
行動結果については後述する．
調節の必要なノードとは悪い選択を起こしやすいノー
ドであると考えることが可能である．そのため，各制御ノ
ードがどれだけの悪い選択をしやすい傾向にあるのかをベ
イズ推定を用いて算出する．
4.1 本手法でのベイズ定理の使用方法
Cj:各制御ノードでの良し悪しの選択確率，S i:観測した行
動前の状況の事象とした場合，選択しやすい傾向はベイズ
定理から式(1)となる．
P(X)は事象 X の起きる確率で，P(Y|Z)は事象 Z が起きた

図 1

際の事象 Y が起きる確率を表す条件付き確率である．

ビヘイビアツリーの例

図 1 は簡単なビヘイビアツリーAI の例である．「回復」，
「剣攻撃」，「魔法攻撃」は行動が設定された末端ノードで

P(𝐶𝑗 |𝑆𝑖 ) =

P(𝑆𝑖 |𝐶𝑗 )P(𝐶𝑗 )
P(𝑆𝑖 )

(1)

あり，
「順番」，
「ランダム」は制御ノードである．制御ノー

本論文ではキャラクター同士のバトルを想定しており，

ドの各選択ルールは「順番」ノードはターン毎に下位のノ

行動結果を 3 種類に分別した．行動の前後状況を比較し，

ードを順番に選択し，
「ランダム」ノードは毎ターンランダ

バトルを有利にした良い行動結果，不利にした悪い行動結

ムに下位のノードから 1 つを選択するという選択ルールを

果，有利不利の傾向を明示できない無難な行動結果である．
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有利不利の判断は敵と味方の現状のステータスから評価関

5. 検証

数を用いることで判断できるものとする．

ビヘイビアツリーAI を用いてバトルを行う簡単なプロ

各制御ノードは良し悪しの選択確率 Cj から C0:良い選択，
C1:無難な選択，C2:悪い選択の 3 つの良し悪しの選択傾向
があるとした．観測した事象 Si は行動前の状況から S0:有
利状況 S1:普通の状況，S2:悪い状況があるとした．

グラムを作成し，本手法を用いて各制御ノードの良し悪し
の選択傾向を求めた．本手法を用いることで行動前の状況
から良し悪しの選択を起こす確率を算出できた．検証で主
に有利な状況で選択される制御ノードでは良い選択をする

4.2 各種数値の定義

確率が高くなり，不利な状況で選択されやすい制御ノード

ベイズ推定を行うための必要な数値としてビヘイビアツ
リーAI にランダムなバトル状況を与え，AI が起こした行
動の前後の状況からビヘイビアツリーAI の行動結果を取
得する．AI の行動前の状況と行動後の状況から 9 種類に分
類し頻度を調べ R0 ～R8 とした．それを表したものが表 1
である．
「有利」
「普通」
「不利」は行動前の状況を表し，
「良
い結果」「無難」「悪い結果」は行動後にどの程度バトル状
況が変化したのかを表している．例えば R0 は有利な状況で
行った行動がバトル状況を有利にするような良い結果であ
ったときの頻度を表している．
表 1

では悪い選択をする確率が高くなるといった結果を得るこ
とができた．しかし，良し悪しの選択傾向を算出するとき
の偏りが大きく，例えば数回のうち 1 度だけ悪い選択であ
ったノードでも悪い選択をしやすい確率がかなり高くなる
といったような結果を出してしまうことが多くあった．ま
た，本手法でベイズ推定を用いて良し悪しの選択傾向を算
出したが本手法で選択傾向を算出するために使用する条件
が行動前の状況だけであるため，実際の行動結果に基づい
たものではない．そのため，有益な算出ができたとは言い
切れない．
今後手法を見直し更に制度が高く，行動の結果などから

行動による変化
有利

普通

不利

良い結果

R0

R1

R2

無難

R3

R4

R5

悪い結果

R6

R7

R8

傾向を推定できるようにしていきたいと考えている．

6. まとめ
キャラクターAI を調節するには多くの労力が必要であ

各制御ノードの良し悪しの選択傾向である C0，C1，C2 の

り，調節する必要性がある部分を見つけることが困難であ
る．

確率はあらかじめ任意の値を設定する．

本手法を用いることでビヘイビアツリーAI の悪い選択

P(Si|Cj)は Cj が起きたときに Si が起きる確率のため表 1

をしやすい部分を確率的に算出することができる．

から式(2)で求めることができる．

本手法では精度や正確性に難があるため今後改善してい

P(Si)は式(3)で求めることができる．

P(𝑆𝑖 |𝐶𝑗 ) =

𝑅3𝑗+𝑖
𝑅3𝑗 +𝑅3𝑗+1 +𝑅3𝑗+2

P(𝑆𝑖 ) = ∑2𝑖=0 P(𝑆𝑖 |𝐶𝑗 ) × P(𝐶𝑗 )

きたい．

(2)
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ことができる．式(1)は式(2)，式(3)から求めることができる．
i は「有利」のとき 0，「普通」のとき１，「不利」のとき 2
である．これにより各制御ノードの良し悪しの選択傾向で
ある C0，C1，C2 が新たに算出できる．
バトル中に何度も本手法のベイズ推定を繰り返し行う
ことで悪い選択を起こしやすい確率である C2 があらかじ
め設定した値を超える制御ノードが存在した場合，その制
御ノードが高確率で悪い選択を行うノードであると考える
ことができ，調節の必要性が高いノードを見つけ出せると
いえる．
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