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ついたて王手どうぶつしょうぎの提案と CFR による戦略の学習 ∗
金子 知適1,b)

中屋敷 太一1,a)

概要：近年，将棋や囲碁，チェスといった完全情報ゲーム，そしてポーカーや麻雀などの不完全情報ゲーム
のコンピュータプログラムは飛躍的に強くなってきている．本論文では，ついたて将棋と王手将棋，そして
どうぶつしょうぎを組み合わせたついたて王手どうぶつしょうぎを扱う．このゲームは，相手の駒の配置
を把握することができないため，不完全情報ゲームである．そして，どうぶつしょうぎの盤と駒を用いて，
先に王手をかけることを目指すゲームである．このゲームで，相手の駒がある場所に持ち駒を打つなどの
反則手を指した場合には，反則回数が増加する．一手の反則回数を超えると，即座にそのプレイヤの負け
となる．そのため，最適な戦略は一定の反則回数を超えないように反則手を利用しながら，相手の情報を
得るような戦略であると考えられる．本論文では，counterfactual regret minimization という手法を用い，
適切な abstraction を適用してついたて王手どうぶつしょうぎの学習を行った．学習した戦略はランダム
プレイヤに対して先手番で 8 割を超えた．本論文では，学習して得られた戦略についての分析も行った．

Dark Check Dobutsu Shogi and Learning its Strategy by CFR
Taichi Nakayashiki1,a)

Tomoyuki Kaneko1,b)

Abstract: Recently, the playing strength of game AI agents are dramatically improved both in perfect information games such as Shogi, Go or Chess learned by AlphaZero and imperfect information games such
Poker and Mahjong. This paper studies dark check dobutsu shogi, that is a combination of Tsuitate (dark)
shogi, check shogi, and dobutsu shogi. It is an imperfect information game because the pieces of the opponent
are not visible for a player and the goal is to make a check where the board and pieces are inherited from
dobutsu shogi. When a move is not legal (e.g., drop a piece on a piece of the opponent), a penalty is given.
Therefore, an optimal strategy would exploit information of the opponent at the cost of penalties within the
threshold defined by the rule. We applied counterfactual regret minimization in to dark check dobutsu shogi
with proper abstractions and discuss the properties of obtained strategies where the winning rate against a
random player is beyond 80% when it plays as the first player.

ような行動がとられ，どのような状態になったかを全て得

1. はじめに

ることができる．

近年，様々なゲームでコンピュータプログラムは強い

一方で，麻雀やポーカーといった，一部の情報が隠され

プレイができるようになってきている．AlphaZero はチェ

ているゲームも広く遊ばれている．これらのゲームは不完

ス，将棋そして囲碁で，自己対戦による強化学習で強いプ

全情報ゲームと呼ばれる．不完全情報ゲームをコンピュー

ログラムを作成することに成功した [7]．これらのゲーム

タがプレイするためには，自分が観測できる情報が同じで

は完全情報ゲームと呼ばれ，各プレイヤは，これまでどの

あっても隠された状態によって結果が異なるなど，完全情
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鳳*1 という対戦サイトでコンピュータプログラムとして初

u = (u1 , u2 ) を utility 関数と呼ばれる，ゲーム固有の関

めて天鳳十段を達成した [5]．またポーカーのルールの 1 つ

数とする．ゲームが u1 = −u2 を満たすとき，ゼロ和ゲー

である Heads-up Limit Texus hold’em では，Counterfac-

ムと呼ばれる．各プレイヤ 1, 2 はそれぞれ u1 , u2 を最大

tual Regret Minimization (CFR) を応用した手法で，人を

化する戦略を得ることを目指す．
時刻 t の戦略を σ t = (σ1t , σ2t ) とする．A を可能な行動の

超える強さに到達した [1–3]．
将棋にはいくつかの派生ゲームがあり，派生ゲームの一

集合とする．初期戦略 σ10 , σ20 を A 上に分布する一様分布と

つについたて将棋がある．ついたて将棋とは，将棋のルー

する．st = (st1 , st2 ) を σ t に従って選ばれた行動とする．簡

ルを，自分の駒と持ち駒の情報のみを得ることができ，相

単のため，以降はプレイヤ 1 に注目してアルゴリズムを説

手の駒がどこにあるかなどの情報は得ることができないと

明する．時刻 t での即時 regret Rt (·) を次で定義する; ∀a ∈

変更したものである．ついたて将棋では，相手の駒の配置

A, Rt (a) = u1 (a, st2 ) − u1 (st1 , st2 )．時刻 t + 1 の戦略を ∀a ∈
(∑
)+ ∑
(∑
)+
t
t
i
i ′
A, σ1t+1 (a) =
R
(a)
/
R
(a
)
′
i=1
a ∈A
i=1

が隠されているため，反則手を指してしまうことがある．
具体的には，自分の持ち駒を打とうとした場所に相手の駒

と す る ．な お x+ を max(x, 0) と し て 定 義 す る ．プ レ

があるといった反則，そして，相手の駒が利いている場所
に玉を移動する反則が生ずる．そのため，ついたて将棋で

イ ヤ 2 に 関 し て も 同 様 に 更 新 す る ．す る と 平 均 戦 略
∑T
limT →∞ t=0 σ t /T はナッシュ均衡戦略に収束すること

は一定回数の反則が許されている．反則手を予め定められ

が知られている．

た一定回数を超えて指してしまうと，即座に負けとなる．
ついたて将棋で反則手を指してしまった場合には，その

2.2 Counterfactual Regret Minimization

手が反則手であることを審判から告げられる．そのため，

Counterfactual Regret Minimization (CFR) [8] とは，

今指した手が反則手であることはすぐに利用できる情報で

Regret Matching を応用して，展開型ゲームでナッシュ均

ある．そのため，ついたて将棋は反則回数を消費すること

衡戦略を近似的に求めるアルゴリズムである．

で相手に関する情報を得ることができる．すなわち，自分

展開型ゲームは状態を持つので，各プレイヤの戦略は状

の反則回数を消費することで相手の情報を得ることができ

態毎に定義される．まず全ての情報を知ることができる仮

る．また，上手にプレイするためには，有効に相手に関す

想的な立場からみた状態を考える．通常，状態を全プレイ

る情報を得ることが重要である．

ヤの行動列，history として定義する．カードの配布など

本研究では，ついたて将棋を簡単にした，ついたて王手

ランダムな要素は，チャンスプレイヤという仮想的なプレ

どうぶつしょうぎを提案する．そして，ついたて王手どう

イヤの行動として扱う．プレイヤは状態の一部のみを観測

ぶつしょうぎで CFR を用いて強い戦略を学習することを

できる．このことはプレイヤにとっては，現在の観察と整

目指す．最後に，学習済みの CFR の戦略を分析すること

合する複数の history のなかのどの history にいるかを区

で，ついたて将棋において残りの反則回数などの重要な概

別できないことに相当する．このプレイヤの立場で区別

念について考察する．

できない状態 (history) の集合を information set と呼ぶ．
一つの history はただ一つの information set に属する．プ

2. 先行研究

レイヤの戦略は，各 information set 毎に定める．CFR で

本節では，文献 [6] に沿って，不完全情報で標準型ゲーム

は概ね，各 information set 毎に regret matching を行い，

のナッシュ均衡戦略に収束するアルゴリズムである Regret

regret を集計し，最終的に各 information set 毎の平均戦略

matching について，そして regret matching を展開型ゲー

を得る．ただし，regret の合計や戦略の平均を求める際に

ムに応用した Counterfactual regret minimization (CFR)

は，その iteration での相手の戦略を考え，その information

について記述する．また，ある戦略がナッシュ均衡かどう

set への到達確率で重み付けする．具体的には，到達確率

かを調べる指標の一つである exploitability について記述

π σ (h) を全プレイヤについて各行動を取る確率の積と定

する．最後に，本論文で扱うついたて王手どうぶつしょう

σ
義する．同様に π−1
(h) をプレイヤー 1 以外の行動確率の
∑
積とする．また，∀I, π σ (I) = h∈I π σ (h) とする．このと

ぎの元となるどうぶつしょうぎというゲームについて，そ
してその完全解析について記述する．

き，各 information set での regret maching は以下の戦略
を用いて行われる．

(

2.1 Regret Matching
Regret Matching [4] は標準型ゲームでナッシュ均衡戦略

σ1t+1 (I, a)

に収束するアルゴリズムである．ここでは，簡単のため二

∝

t
∑

)+
π

t
σ−1
(I)

i

R (I, a)

i=1

人ゼロ和ゲームの Regret matching について記述する．

任 意 の Information set I で ，平 均 戦 略 σ 1 (I, ·) ∝
∑T
t
limT →∞ t=0 π σ−1 (I) σ t (I, ·) は最適戦略に収束する．な

*1

お，戦略を 1 回更新することを 1 iteration と呼ぶ．

https://tenhou.net/
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なお，トライした次の手でキャッチされた場合には，キャッ
チした側の手番の勝利となる．
どうぶつしょうぎは，将棋に比べ状態数が少なくなっ
ており，田中が後退解析を行うことで完全解析されてい
る [9]．その結果，初期局面では，双方が最善を尽くした場
合には後手が 78 手で勝つことが示された．また，初期局
面から到達可能な局面数は 246, 803, 167 局面であることが
示された．
図 1

3. 手法

どうぶつしょうぎの初期配置と各駒の動き

Fig. 1 The initial position of dobutsu shogi and the piece

本節では，この論文で扱うゲームであるついたて王手ど

moves.

うぶつしょうぎを導入する．次に，CFR を用いてついたて

2.3 Abstraction

王手どうぶつしょうぎを学習する手法について記述する．

CFR を用いて戦略を学習する際には，各 information set
毎に戦略を保持することになる．しかし，ゲームの取り得

3.1 王手どうぶつしょうぎ

る状態数が大きい場合には，information set の数も多くな

将棋の派生ゲームの一つに王手将棋がある．ルールは基

り，学習速度や必要メモリ量の観点から学習が難しいこと

本的に将棋と同じであるが，王手将棋では先に王手をかけ

がある．

た手番の勝ちとなる点が異なる．

そこで実際に学習する際には，一部の差異を無視して，

この王手将棋のルールをどうぶつしょうぎに取り入れた

異なる information set や場合によっては action を同一

ゲームを考える．すなわち，基本的にはどうぶつしょうぎ

視して効率化することが必要になる場合がある．これを

のルールを用いて，勝利条件を先に王手をかけた手番の勝

abstraction と呼ぶ．例えば，ボードゲームでは history を

ちと変更したゲームを考える．また，どうぶつしょうぎの

無視して現在の盤面の状況だけで戦略を決めても差し支え

ルールの 1 つであるトライ勝ちも有効とする．なお，どう

ない場合がある．本論文では，この方針の abstraction を

ぶつしょうぎにおける王手を，もし仮に相手がパスしたら

利用する．

次にライオンをキャッチすることができる手とする．

2.4 Exploitability

を進める 1 手で先手が先に王手できてしまい，王手どうぶ

本来のどうぶつしょうぎの初期配置 (図 2) ではひよこ
一般に，不完全情報ゲームで，ある戦略 σi がどの程度

つしょうぎでは勝利となってしまうため，初期配置として

最適戦略に近いかを評価することは難しい．そこで，あ

ライオンは自陣の 1 段目，その他の駒は 2 段目までにラン

る戦略 σ に対して，どの程度搾取できるかを表す指標を

ダムに配置されるルールとした．

exploitability と呼ぶ．具体的には，σ = (σ1 , σ2 ) に対する
exploitability ε(σ) は次で定義される．
ε(σ) = max
u1 (σ1′ , σ2 ) + max
u2 (σ1 , σ2′ )
′
′
σ1

3.2 ついたて王手どうぶつしょうぎ
将棋の派生ゲームの一つについたて将棋がある．ついた

(1)

σ2

て将棋では，自分の駒や持ち駒に関する情報のみが得られ，

Exploitability ε の大きさを見ることで，戦略 σ がどの

相手の駒がどこにあるかや，相手の持ち駒が何であるかは

程度ナッシュ均衡解に近いかを調べることができる．戦略

得られない．ついたて将棋では，相手の情報が得られない

σ がナッシュ均衡のときに，exploitability ε は 0 となる．

ため，反則となる手を指してしまうことがある．具体的に
は，相手の駒が置いてある場所に持ち駒を打つ手と，相手
の駒の利きに玉を移動する手が反則となる．そのため，一

2.5 どうぶつしょうぎの完全解析

定回数の反則が許されている．一定回数の反則を超えて反

どうぶつしょうぎは 2008 年に女流棋士の北尾まどか初

則手を指し手しまうと即座に負けとなる．

段（2008 年当時）によって考案された，将棋の派生ゲー
ムである．縦 4 升，横 3 升の盤面を用い，駒の種類は 5 種

反則手を指した場合には，審判にその手が反則であるこ

類である．将棋と同様，持ち駒を使用可能である．初期配

とが即座に告げられる．そのため，反則手を指したと知る

置と駒の動きを図 1 に示す．勝利条件はキャッチとトライ

ことにより，相手の駒が置いてある場所や，相手の利きに

の 2 つがあり，どちらか一方を先に満たした手番の勝ちと

関する情報を得ることができる．反則回数が一定回数を超

なる．

えないようにしながら，有効な情報を得ることで，先に玉

• キャッチ：相手のライオンを取る，または

を詰ませることを目指すことがついたて将棋の面白さで

• トライ：相手陣の 1 段目にライオンを移動する．

ある．
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Algorithm 1 CFR in dark check dobutsu shogi.
1: function GETSTRATEGY(RI(h) )
+
2:
RI(h)
= maximum(RI(h) , 0) ▷ 負の要素の値を 0 にする
∑
+
3:
return RI(h)
/ r∈R+ r
I(h)

図 2 ついたてどうぶつしょうぎの局面の例

Fig. 2 An example position of dark dobutsu shogi.

ついたて将棋は，許された反則回数という資源を利用と
して．相手に関する情報を得るといった点を含む独特な
ゲームである．本論文では，このような特徴を持ったゲー
ムを CFR で学習できることを確認する．しかし，ついた
て将棋は将棋と同じ大きさの盤面で行われるため，状態数
が多いため，膨大な学習資源を必要とすると考えられる．
本論文ではまず第一歩として，王手どうぶつしょうぎにつ
いたて性を取り入れたついたて王手どうぶつしょうぎで学
習することを目指す．
具体的な，本論文で扱うついたて王手どうぶつしょうぎ
のルールを記述する．ついたて王手どうぶつしょうぎは
図 2 のように，自分の駒と自分の持ち駒に関する情報のみ
が得られ，相手に関する情報は得られない．勝利条件は，
先に王手をかけること，または，王手がかけられてない状
態でトライすることとする．反則手はライオンを相手の駒

4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:

end function
function CFR(σ ∗ , R, h, i, p1 , p2 )
if h が負け状態 then
return −1
else if h が勝ち状態 then
return 1
else if h が引き分け状態 then
return 0
else if h が最大手数 then
return 0
end if
σ ← GETSTRATEGY(RI(h) )
∗
∗
σI(h)
← σI(h)
+ ((i == 1)?p1 : p2 ) · σ
u, v, r ← 0, 0, 0
for a in I(h) で可能な手 do
ϛ ← (a が合法手 )? − 1 : 1 ▷ 反則手の場合は同じ手番
if h が先手局面 then
ua ← ϛ· CFR(σ ∗ , R, h′ , ϛ · i, p1 · σa , p2 )
else if h が後手局面 then
ua ← ϛ· CFR(σ ∗ , R, h′ , ϛ · i, p1 , p2 · σa )
end if
v ← v + σa · ua
end for
for a in I(h) で可能な手 do
ra ← ((i == 1)?p2 : p1 ) · (ua − v)
end for
RI(h) ← RI(h) + r
▷ 要素ごとの和
end function
function Train(n)
R←∅
σ∗ ← ∅
for i = 0 to n do
h ← i%32400 番目の初期局面を設定
CFR(σ ∗ , R, h, 1, 1, 1)
end for
∑
∀I, σI∗ ← σI∗ / a σI∗ (a)
return σ ∗
end function

の利きがある升に移動する手と，相手の駒がある場所に持
ち駒を打つ手とする．そして 2 回目に反則手を指した手番

定した．なお，各プレイヤは自分の駒に関する情報のみが

は即座に負けとする．

得られ，相手がどのような初期配置かは得られないことに
注意されたい．

3.3 CFR によるついたて王手どうぶつしょうぎの学習

学習の疑似コードを Algorithm 1 に示す．主な関数は

CFR を用いて実際に戦略を学習する際には，どのよう

32 行目の Train 関数である．この関数から CFR 関数や

に abstraction を設計するかも重要な要素である．本論文

GETSTRATEGY 関数を再帰的に呼び出している．また

では，abstraction として，現在の局面と持ち駒，お互いの

通常の CFR 同様に，negamax として utility を扱ってい

反則回数を用いた．また，1 手前に反則手を指してしまっ

る．ただし，反則手を指した場合には，次も同じ手番なの

た場合には，持ち駒を打とうとした場合の反則には，どの

で，特別に扱う必要がある (19 行目)．また TRAIN 関数

場所に打てなかったか，ライオンを移動しようとした場合

の引数 n が学習 iteration 数である．

の反則にはどの場所に動けなかったかを加えて用いた．

4. 実験結果

学習の際には，現実的な時間で学習を行うため，初期局
面から 6 手後に決着がついていない場合には引き分けとし

本節では，まず完全情報での王手どうぶつしょうぎの完

た．そして，起こり得る初期局面 32, 400 局面を順番に設

全解析結果を示す．その次に，ついたて王手どうぶつしょ

© 2021 Information Processing Society of Japan

-37-

The 26th Game Programming Workshop 2021

図 3

勝敗が決するまでの手数が最長の局面 (28 手で後手勝ち)

図 5

Fig. 3 An example of the positions whose move sequence to

引き分けとなる初期局面の例

Fig. 5 An example of the draw initial positions.

Occurrence (log scale)

the terminal is the longest (28 moves to win).

104
103
102
101
0

5

10
15
Ply to terminal

20

図 6 初期局面の勝敗が決するまでの手数のヒストグラム

Fig. 6 Histogram of the number of moves to terminal of the
initial positions.

が引き分けであった．また初期局面から到達可能な局面数
は 114, 152, 455 局面であり，58, 380, 408 局面が手番の勝
ち，55, 766, 079 局面が手番の負け，5, 968 局面が引き分け
であった．

図 4 勝敗が決するまでの手数が最長の初期局面 (18 手で後手勝ち)

初期局面のうち，双方が最善を尽くした場合に勝敗が決

Fig. 4 An example of the initial positions whose move sequence

するまでの手数が最長の局面の例は図 4 であり，引き分け

to the terminal is the longest (18 moves to win).

の局面の例は図 5 である．また，完全解析対象の局面に含
まれる局面のなかで，双方が最善を尽くした場合に勝敗が

うぎを CFR で学習した結果を示す．

決するまでの手が最長である局面は図 3 であった．
初期局面 32, 400 の局面での、双方が最善を尽くした際

4.1 王手どうぶつしょうぎの完全解析
まず初めに，王手どうぶつしょうぎがどの程度複雑であ

の終了までの手数のヒストグラムを図 6 に示す．この結果

るかを見積もるため，完全完全情報での王手どうぶつしょ

から，1，2 手で終局する局面もある程度存在するが，3 手

うぎを解析した．田中がどうぶつしょうぎを完全解析した

以上必要な局面も十分に存在することがわかる．

際の手法 [9] と同様の後退解析を用いて解析を行った．

4.2 CFR によるついたて王手どうぶつしょうぎの学習

王手どうぶつしょうぎを後退解析したところ，初期局
面として可能な局面数は 32, 400 局面であり，そのうち

Algorithm 1 を用いて，ついたて王手どうぶつしょうぎの

27, 298 局面が先手勝ち，5, 050 局面が後手勝ち，52 局面

学習を行った．学習は 100, 000 iteration 行った．Iteration
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図 7 ランダムプレイヤに対する勝率と引き分け率．上段は CFR プ

0.4

0.6
Utility

0.8

1.0

図 9 学習した CFR による初期局面の Utility のヒストグラム．全

レイヤが先手，下段は CFR プレイヤが後手の結果．先手後手

ての初期配置で先手では正の utility を示した．

それぞれ 1, 000 局で測定．初期局面はランダムに与えられる．

Fig. 7 Win rate and draw rate against random player. The

Fig. 9 Histogram of learned CFR’s utilities of the initial positions. All utilities of the positions where the first player

upper row shows the result when CFR plays as the first

to move is above 0.

player, and the lower row shows the result when CFR
plays as the second player. 1, 000 games are conducted

学習した CFR を用いて，先手プレイヤが観測可能な

for each player. The initial position is given randomly.

180 種類の初期局面の utility のヒストグラムを図 9 に示

Utility

す．先手では，全ての初期局面で正の utility を示してい

1.0

る．Utility が大きい局面の例と小さい局面の例をそれぞれ

0.5

に動かすことで，相手のライオンが A1 または C1 にある

図 11，図 12 に示す．図 11 の局面では，C3 のゾウを B2
場合に勝つことができる．一方で，図 12 の局面では，王手
と成り得る指し手は B2 ひよこの 1 手であり，また相手の

0.0

ライオンが B1 にある場合のみ勝つことができる．以上の
ことから，学習済みの CFR が，図 11 の局面の方が図 12

0.5

の局面より高い utility を示していることは合理的であると
考えられる．

1.0

0

10000

20000
Iteration

30000

4.3 学習済み CFR の exploitability の測定
学習した CFR が最適戦略にどの程度近づいているかを
調べるために，学習した CFR の戦略の exploitability を測

図 8 学習した CFR 戦略に対する最適戦略の学習．半透明な青い点
は学習途中の実際の utility．青い線は utility の移動平均線．

定した．しかし，ついたて王手どうぶつしょうぎのナッ

赤い線は学習済み CFR 同士での utility の平均．起こり得る

シュ均衡戦略は既知ではないため，単純には exploitability

初期配置を 1 回ずつ学習．

を測定することはできない．そこで次の手順に従い，学習

Fig. 8 Learning an optimal strategy against the learned CFR’s
strategy.

した CFR に対してより良い戦略があるかどうかの学習を

The semitransparent points are the actual

行った．

utility during learning. The blue line is the moving
average. Each initial position is used once to learn the

( 1 ) 新たに学習を行う CFR プレイヤ CFRexploit を用意

policy.

( 2 ) CFRexploit に学習済み CFR のパラメータをコピー
( 3 ) 後手番プレイヤを学習済み CFR に固定し，先手番で
Algorithm 1 を実行

に沿った，ランダムプレイヤに対する勝率と引き分け率を
図 7 に示す．CFR を用いることによって，ランダムプレ

( 4 ) CFRexploit が学習の際に得られる utility の推移を観察

イヤに対して先手では 8 割を超える勝率を達成することが

なお手順 (3) の後手番では，各局面で，学習済み CFR の

わかる．また，引き分け率は 1 割程度であることから，6

出力する戦略に従い，1 手のみをサンプリングし用いた．

手引き分けのルールでも十分に勝敗のついていることがわ

結果を図 8 に示す．この結果から，学習済み CFR 同士
の対局で先手が得られる utility と，CFRexploit と学習済み

かる．
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(b) 反則回数がともに 0 回の

(c) 自分の反則回数のみが 1 回

(d) 相手の反則回数のみが 1 回

ときの戦略の推移

のときの戦略の推移

のときの戦略の推移

学習による戦略の変化の例．反則回数が 0 回のときは積極的に持ち駒を打つことがわ
かる (図 (b))．一方で，自分の反則回数が 1 回のときは盤上の駒を動かす指し手を選
ぶことがわかる (図 (c))．また，相手の反則回数のみが 1 回のときはさらに異なる戦略
を示している (図 (d))．

Fig. 10 An example of the strategy change during learning. When the illegal count of
each player is 0, dropping a piece is highlighted (b). When the first player’s
illegal count is 1, the probability of dropping a piece is disappeared (c). When
the second player’s illegal count is 1, the strategy diﬀers from the others (d).

の違いが解釈できる．ゆえに，学習済みの CFR プレイヤ
は，少なくともこの局面ではルールに対応する戦略を学習
できていると考えられる．

5. おわりに
本論文ではまずはじめに，ついたて王手どうぶつしょう
ぎを提案した．ついたて王手どうぶつしょうぎは，反則回
数を消費して相手の情報を得ることが出来るといった点で
ポーカーや麻雀など他の不完全情報ゲームにはない特徴を
図 11

Utility:0.999168

持っている．

図 12 Utility:0.113246

本論文では，次に，このついたて王手どうぶつしょうぎ

CFR の対局で先手が得られる utility がほぼ等しいことが

を CFR で学習した．その結果，学習済みの CFR はランダ

分かる．すなわち，exploitability は 0 に近く，学習は十分

ムプレイヤに対して先手では 8 割を超える勝率を示した．

に行われていると考えられる．

また exploitability の指標から，CFR は十分についたて王
手どうぶつしょうぎを学習できることが確認できた．そし
て，同じ局面でも反則回数が異なる例から，反則回数を取

4.4 学習済み CFR の戦略の観察

り入れた戦略を学習していることが確認できた．

学習による戦略の推移の例を図 10 に示す．なお，この
局面は，学習済みの CFR が示す戦略が確定的ではない例

ついたて性をなくした王手どうぶつしょうぎは，完全情

として著者が選んだ．学習に伴い，持ち駒を打つ手の確率

報であり，完全解析が可能なゲームである．本論文でも王

が高くなっていることがわかる．持ち駒を打つ手は，もし

手どうぶつしょうぎの完全解析を行った．しかし，現時点

そこに相手の駒が存在していれば反則手となってしまう指

では王手どうぶつしょうぎの解析結果を，ついたて王手ど

し手である．しかし，反則手になった場合には，反則回数

うぶつしょうぎの学習に活かすことができていない．今後

は消費してしまうものの，相手の駒の存在を得ることがで

の研究として，その完全解析の結果を用いて，ついたて王

きる．また，打った駒の利きにライオンが存在すれば，王

手どうぶつしょうぎでの学習を高速化することが考えら

手となり即座に勝つことができる．一方で，既に反則回数

れる．

を消費している場合には，この局面で反則手を指してしま
うと即座に負けとなる．そのことから，既に反則をしてい

参考文献

る場合には，反則を 1 度もしていない場合に比べ，持ち駒

[1]

は打つ効用は下がる．以上のことから，図 10 に示す戦略

© 2021 Information Processing Society of Japan

-40-

Bowling, M., Burch, N., Johanson, M. and Tammelin, O.: Heads-up limit hold’em poker is solved, Sci-

The 26th Game Programming Workshop 2021

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

ence, Vol. 347, No. 6218, pp. 145–149 (online), DOI:
10.1126/science.1259433 (2015).
Brown, N. and Sandholm, T.: Superhuman AI for headsup no-limit poker: Libratus beats top professionals, Science, (online), DOI: 10.1126/science.aao1733 (2017).
Brown, N. and Sandholm, T.: Superhuman AI for
multiplayer poker, Science, (online), DOI: 10.1126/science.aay2400 (2019).
Hart, S. and Mas-Colell, A.: A Simple Adaptive Procedure Leading to Correlated Equilibrium, Econometrica, Vol. 68, No. 5, pp. 1127–1150 (online), DOI:
10.1111/1468-0262.00153 (2000).
Li, J., Koyamada, S., Ye, Q., Liu, G., Wang, C., Yang,
R., Zhao, L., Qin, T., Liu, T.-Y. and Hon, H.-W.: Suphx:
Mastering Mahjong with Deep Reinforcement Learning
(2020).
Neller, T. W. and Lanctot, M.: An Introduction
to Counterfactual Regret Minimization, Proceedings of Model AI Assignments, The Fourth Symposium on Educational Advances in Artificial Intelligence (EAAI-2013), (online), available from
⟨http://modelai.gettysburg.edu/2013/cfr/index.html⟩
(2013).
Silver,
D. et al.:
A general reinforcement
learning algorithm that masters chess,
shogi,
and Go through self-play, Science, Vol. 362,
No. 6419, pp. 1140–1144 (online), available from
⟨http://science.sciencemag.org/content/362/6419/1140/tabpdf⟩ (2018).
Zinkevich, M. et al.: Regret Minimization in Games with
Incomplete Information, Proceedings of the 20th International Conference on Neural Information Processing
Systems, NIPS’07, Curran Associates Inc., pp. 1729–1736
(2007).
田中哲朗：「どうぶつしょうぎ」の完全解析，情報処理学会
研究報告. GI, [ゲーム情報学]， Vol. 22, pp. C1–C8（オンラ
イン），入手先 ⟨https://ci.nii.ac.jp/naid/110007993265/⟩
(2009).

© 2021 Information Processing Society of Japan

-41-

