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メタ AI を用いた FPS ゲーム難易度の自動チューニング

宋亜成 1

三宅陽一郎 1

概要：対戦ゲームにおいて，ユーザーの楽しさを維持するために適度な難易度が重要である．1980 年代にはゲーム内に
おいて、ゲーム全体を俯瞰的に監視しコントロールするメタ AI を実装することによって，プレイスキルを解析し難易度
を低減する事例があるが，FPS ゲームにおける動的難易度調整はなかった．また，「プレイヤー対環境」形式のファース
トパーソン・シューティング(PVE-FPS)ゲームは，同じゲームをプレイしても，ユーザーのプレイスキルの差によって異
なるゲーム難易度として感じられる問題が存在している．本研究では，メタ AI を用いてゲーム難易度を自動的にチュー
ニングすることで、ユーザープレイの楽しさを維持するゲーム AI の実現を目指す．本研究では，作成したメタ AI システ
ム(GBM-AI:Game Balancing Meta-AI)をオリジナル FPS ゲーム「MetaFPS」に実装する．まず、テスト実験を行い，難易度
チューニング用の初期データセットを取得する．その上に，K 近傍法の手法に基づいてプレイヤースキルを分類し，適度
な難易度に調整する．評価実験として，GBM-AI ありまたは GBM-AI なしの対照実験を行った．その結果，GBM-AI は上級者
レベルの人間プレイヤーにチャレンジを与える環境を実現することを確認できた．一方，初心者レベルのプレイヤーのス
コアが伸びず難易度が高すぎて調整が合っていない可能性も示唆された．そこで，初心者でも楽しめるために，キャラク
ターAI も考慮した新たな難易度調整手法を検討する．
キーワード：ファーストパーソン・シューティングゲーム，メタ AI，動的難易度調整

Meta AI-based Automatic Tuning of FPS Game Difficulty
ASEI SOU†1 YOUICHIRO MIYAKE†1
Abstract: In competitive games, a moderate level of difficulty is important to maintain the user's enjoyment.In the 1980s,
a meta-AI that monitors and controls the entire game from a bird's-eye view was implemented in the game to analyze play skills and
reduce difficulty, but dynamic difficulty adjustment in FPS games was not available. However, there was no dynamic difficulty
adjustment in FPS games. In addition, "player vs. environment" style first person shooter (PVE-FPS) games have a problem that the
same game can be perceived as different game difficulties depending on the differences in play skills of users. In this study, we aim to
realize a game AI that maintains the enjoyment of user play by automatically tuning the game difficulty using meta-AI. In this study,
we implement the created meta-AI system (GBM-AI: Game Balancing Meta-AI) in our original FPS game "MetaFPS".First, we conduct
a test experiment to obtain an experimental dataset for difficulty tuning.First, we conduct a test experiment to obtain an experimental
dataset for difficulty tuning. Then we classify the player skills based on the K-nearest neighbor method and tune the difficulty to a
reasonable level. As an evaluation experiment, we performed a control experiment with GBM-AI or without GBM-AI. As a result, it
was confirmed that GBM-AI can realize an environment that gives challenge to advanced level human players. On the other hand, it
was suggested that the difficulty level might be too high and the adjustment might not be right because the score of novice level players
did not increase.Therefore, we will study a new difficulty adjustment method that also takes character AI into account so that even
novice players can enjoy the game.
Keywords: First-person shooter, Meta-AI, dynamic difficulty adjustment

章では，今回の実験内容について分析を行う．最後に、研

1. はじめに

究成果に関する報告を行う．

本稿では，ファーストパーソン・シューティングゲー

2. 研究背景

ム（以下 FPS ゲームで略称する）を作成し，メタ AI に自
動的に難易度調整させることを目的とする．FPS ゲームと

2.1 ゲーム難度がマッチしない問題——フローゾーン

は，操作するキャラクターの一人称視点からゲーム空間を
観測し，空間の中で移動でき，武器を用いて戦うデジタル

ゲームの設計には，プレイヤーに没入感を感じさせるこ

ゲームのことである．本研究では，FPS ゲームの難易度設

とが重要である．Csikszentmihalyi(1990)は「フロー」の概念

計問題の解決を目標とする．本文では，キャラクターの体

を提出し，喜びや楽しさの現象の解析を行った

力を数値化し，ヒットポイント（略称 HP）と呼ぶことと

Chen(2007)はさらにその理論を展開し，ゲーム内の楽しさ

する．また，敵キャラクターの生成時間をスポーニング時

（フローゾーン）とゲームのチャレンジ度（難易度）やプレ

間と呼ぶこととする．第 2~4 章を通じてゲームまたは FPS

イヤーの能力の関係を説明している[2]．ゲームの難易度がプ

ゲームの中で普遍的に存在している問題点，メタ AI メタ

レイヤーの能力を大幅に上回っていると懸念を感じる．一

AI の過去の研究，今回考案した理論について説明する．5

方，プレイヤーの能力より低下すれば退屈を感じる．そこで，
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ちゃんと「フローゾーン」の範囲に入ってしまうと，プレイ

レイヤーの熟練度を計量し，プレイヤーの実力に相応しい

ヤーの能力とゲームの難易度がマッチし，プレイヤーがゲ

ゲームコンテンツを用意する役目を果たす．

ームを楽しむことができることを表している．また，プレイ

3. メタ AI 先行研究事例

ヤーがゲームをプレイし，対局中にも熟練度が変わってし

現代のデジタルゲームの人工知能は，大きく「メタ AI」

まう可能性もあると考えられる．どのようにゲームの難易

(メタ AI)，
「ナビゲーション AI」
，
「キャラクターAI」に分類

度を調整するのが，大きな課題となっている．

「キャラクターAI」は、キャラクターの意思決定
される[4]．

DENG ら(2020)は格闘ゲームの中でも同じ理論を沿い，格
闘ゲームの動的難易度調整の研究を行った

[3]

を行う人工知能であり、
「ナビゲーション AI」はパス検索を

．

含む環境に関する認識を構成するである．そして「メタ AI」
は，ゲーム全体を観測し，変化させる人工知能である．類似

2.2 FPS ゲームを選択する理由

したゲームをコントロールする人工知能としては 2008 年登

デジタルゲームは，現代社会のエンターテイメントの中

場した「AI Director」という概念も存在する[5]．

で重要な一翼を担っている．その中で，特に「オープンワー
ルド」
（Open World）という型のゲームが隆盛している．オ
ープンワールドとは，舞台となる広大な世界を自由に動き
回って探索・攻略できるように設計されたレベルデザイン
を指す言葉である．ゲーム内に「ステージ」という概念がな
く，最初からマップを縦横無尽に移動できるゲームを指し
ている．ただし，元々ステージというデザインは，前のステ

図 1 ゲームシステムの構成要素

ージをクリアできるプレイヤーに対して後ろのステージが
開放され，ある程度にスキルを要求に満たされなければ前

現代のメタ AI は，より積極的にゲームに干渉する．プレ

には進まない設定であった．オープンワールドでは「開放」

イヤーの移動経路や技量に応じて敵の種類、生成数、配置を

や「アンロック」していくことで行動範囲を広げていく場所

変えることに加え，ダンジョンマップやサブイベントのシ

が一部あるが，ほとんどの場所は自由にアクセスできる．そ

ナリオなどを自動に生成する．さらには敵側のエージェン

のため、プレイヤーがどのタイミングでどの場所に来るか、

ト（キャラクター）と味方側のエージェントの行動をどちら

が特定できなくなり、場所と難易度を紐づけることができ

もコントロールすることで，
「プレイヤーのピンチに味方が

ず、ゲームの難易度設計も特に難しくなった．また，ランダ

駆けつける」など，プレイヤーから見て，よりドラマチック

ムやプロシージャルに生成されたレベルにおいて，プレイ

なゲーム体験を実現する．

ヤーが来るタイミング，方向や強さなどが事前に予測でき

水野、三宅らは CEDEC2017 において，これまでのメタ AI

ないため，敵やイベントを最適に配置することはほぼ不可

事例や，メタ AI に類する事例の調査の報告を行い，またそ

能である．

こからメタ AI が人工知能として持つアーキテクチャを提案
した．[6]

ゲームタイトル画面で選択可能な EASY，NORMAL，
HARD モードなどのおおざっぱな分類では、それぞれの特

更に，CEDEC2020 において，メタ AI のデザインパター

定のバランスに合ったユーザーしか満足させることはでき

ンの中，スコアベース動的難度低減パターンについて具体

ない．このような現象は，特に反射的な高速レスポンスを必

的説明を行った．[7]スコアベース動的難度低減パターンの特

要とする FPS ゲーム（First Person Shooter，ファーストパー

徴は，プレイ状況に応じて難易度を上げたり下げたりする．

ソン・シューティングゲーム．以下通称 FPS ゲーム）で起

同じゲームでも，プレイヤーの能力や所持しているアイテ

こりやすく、様々な局面でユーザーとゲームのミスマッチ

ムなどリソースによって難易度が変わってしまう場合，こ

を引き起こしている．

のデザインパターンを使用できる可能性を述べている．

本研究において，FPS ゲームジャンルを選ぶ理由は，ゲー
ムの形式に慣れているプレイヤーか否かに対して，大きく

4. 考案した理論と実験の設計

難易度の差を感じられるからである．また，プレイヤーに対

4.1 理論的背景

して，反応速度やエイミング（ターゲットに狙いを定めるこ

実験の場として，今回は簡易オのリジナル FPS ゲーム

と）の所要時間も異なる．上級者が楽しめるレベルだと，初

「MetaFPS」を作成した．キャラクターAI は有限ステートマ

心者は即ゲームオーバーしてゲームの楽しみを感じられな

シンベースに基づいた構築された「EnemyAI」[8]を拡張し，

い場合も多い．また，一度ゲームクリアしたプレイヤーにと

ナビゲーション AI は NavMesh AI を使用した．今回はメタ

っては，ゲームコンテンツや「コツ」を全部把握している以

AI を中心に難易度調整を行う前提に，キャラクターAI とナ

上，ゲームをプレイするのも単なる重複作業となる．ゲーム

ビゲーション AI に指示を出さず，ゲームコンテンツだけを

の進行により，全体的ゲームを観測しているメタ AI は，プ

2
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図は，付録 1 に収録される．

コントロールする．
今回の研究前提として，フローの曲線は FPS ゲームのゲ

まず、ゲームの難易度に影響する可能性があるパラメー

ームパフォーマンス得点として捉えている．ゲームパフォ

タ群を観測する．今回の GBM-AI は，プレイヤーが所持す

ーマンス得点は，(1)のように定義している．

る武器の発砲数，敵へ命中した回数又はヘッドショットし
た回数などを観測する．

𝑆!"#$ = 𝑎𝑃%&& + 𝑏𝑃'"()*+,-

(1)

ゲームシステムがプレイデータを管理している．メタ AI
が間接的にせよ影響を与える空間や要素はインタラクショ
ンスペースと呼ばれるが，今回の場合は敵キャラクターを

a,b は係数
𝑃!"" は敵に対するシューティングの命中率

生成する Spawn System がこれにあたる．これらの数値をゲ

𝑃#$%&'()* はヘッドショット率（敵キャラクターの頭部に当たった確率）

ームエンジン（Unity）から一定間隔で発信し，Python で作

数式(1)は、通常の命中率が、比較的面積の多い敵キャラク

メタ AI のためにプレイヤーのゲームパフォーマンス得点を

ターの身体に対してであり、ヘッドショットはキャラクタ

計 算 す る ． Game Balancing モ ジ ュ ー ル に は ，

ーの頭部という少ない面積の部位に対してであり、両者の

PlayerSkillAnalyzer と DynamicDifficultyAdjuster が存在する．

成した独立したモジュールが受け取る．このモジュールが

重みを a，b で調整している．
ゲームの難易度調整により，プレイヤーの能力以上のプ
レイスキルが発揮できるか，正常に発揮するか，劣化するか
の 3 通りに考えられる．

図 3 ソフトウェアの構造図
アナライザーとして PlayerSkillAnalyzer は，プレイスキル
をできる限り精確に判定する．プレイスキルに関わる指標，
図 2 Δ𝑆!"#$ とプレイ体験の関係性

命中率，ヘッドショット率，敵を倒すための所要時間，パフ
ォーマンス得点を計算する．ゲームメーカーとパラメータ

また，プレイ中の体験感覚は，Δ𝑆!"#$ で数値化にできると

ージェネレーターとして DynamicDifficultyAdjuster があり，

考えている．ゲームでは，不確定要素がかなり多くに存在す

楽しさを向上させるために難易度を変更する．前回算出し

る．ゲームパフォーマンスが変化しても許容範囲内である

たパフォーマンス得点と今回のパフォーマンス得点と比較

ことを条件として，Δ𝑆!"#$ が±n%以内に変動する時にフロ

し，前回より n％以上上昇した場合，プレイヤーが今の場面

ー体験をしていると推定する．n％以上上昇した場合，プレ

より高いスキルを持っていると考えられるのでさらにハー

イヤーが今退屈を感じると推定する．逆に n％以上に降下し

ドルを上昇する（敵キャラクターの生成時間間隔を短縮す

た場合は不安を感じる．

る）
．前回より n％以上に降下した場合，今の場面より低い
スキルを持っていると考えられるのでさらにハードルを下

4.2 システム設計

げる（敵キャラクターの生成時間間隔を延長する）
．±n％以

2.1 に記述した難易度がユーザーにマッチしない問題に関

内で変動した場合は，フローゾーンの中に入ってきて安定

して，機械学習で解決する手法が考えられる．水野らが提案

と見られるのでそのまま難易度を維持する．

したスコアベース動的難度低減パターンに基づいて GBM-

また，ゲーム内には HP 回復アイテムを存在している．プ

AI を構築する．
今回作ったオリジナル FPS ゲーム
「MetaFPS」

レイヤーの現在の HP によって敵キャラクターを倒したと

内に実装し，機械学習を使用して難易度とプレイスキルを

きの HP 上昇アイテムドロップ率も変動する．HP が低いほ

マッチする．Unity 側にあるメタ AI はゲームの監視役・調

どドロップ率が 100%に接近する．

整役として機能させる．全体の設計図は図 3 になる．UML

一方，Python モジュール側の解析結果によって，敵のス

3
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ポーニング時間を Unity 側に返信する．メタ AI がそれを更

被験者はモニターの前に，キーボードとマウスをも持た

新する．修正して安定した結果は，データ集として保存する．

せて一人一人に「MetaFPS」をプレイさせた．終了条件とし

データ集は，X1,2 は命中率とヘッドショット率になり，Y

ては，ゲームオーバー或いは 15 体敵キャラクターを倒すこ

はスポーニング間隔時間で構成されている．与えられた命

とである． 15 体にした理由はステージに対して元に用意し

中率とヘッドショット率に対して，必ず最適なスポーニン

た敵キャラクターが 3 体であり、さらにステージの大きさ

グ間隔時間を存在することを想定している．本実験では，最

から通常 4 回ずつ 3 体生成することが予想され、全部で 15

初に用意した敵キャラクターを倒した時の命中率（X1 軸）

体になるからである．ゲーム画面は動画録画を行い，プレイ

とヘッドショット率（X2 軸）から，K 近傍法を使い，X1．X2

データを収集した．

軸構成された 2 次元座標に最も近接している点を見つける

これらの被験者のゲームプレイデータの結果について

ことで，敵スポーニングの時間間隔パラメータの決定を最

説明する．初心者レベルの被験者 A と上級者レベルの被験

適化にすることになる．それによって，ゲームの難易度に比

者 B を例として選出した(図 5)．

べてプレイヤーの実力不足による即ゲームオーバーを回避

図 5 に横軸はリアルタイム，縦軸は値を現わしてお

し，それぞれのプレイヤーへのチャレンジ感覚も与えるよ

り、被験者 A,B の命中率，ヘッドショット率，HP とゲー

うな調整が可能となる．ある程度にデータが増えれば，プレ

ムパフォーマンス得点の変動状況を現わしている．

イスキルを予測し，自動的に最適化のパラメータを調整で

初心者は全体的にゲーム時間が短く，HP がデフォルトの

きるような難易度チューニングシステムになると考えられ

100 以下になっている時間も長い．ゲームの進捗によっ

る

て，新たな敵を現す時に慌てでゲームパフォーマンスがさ

．

らに低迷したゲームオーバーになったことが見られた．そ
れに対して，上級者はゲーム時間も長く，HP を 100 以上
に守り続けながら高パフォーマンスでプレイできる．この
ように被験者によってゲームパフォーマンス得点の差があ
ることがあかる．
15 人のゲームスキルに対して，時系列 HP やパフォーマ
ンス点数の変動，それに応じて変化した敵キャラクター生
成間隔の動画を収集する．このデータを解析し，各プレイ
ヤーに適合した敵のスポーニング時間を得る．15 人分のゲ
ームスキルに対して，評価を行った．時系列 HP やパフォ
ーマンス点数の変動と，それに応じて変化した敵キャラク
ター生成間隔の動画や，収集したデータから，より相応し
い敵のスポーニング時間を発見した（図 6）
．プレイヤーが

図 4 KNN の説明

ゲームをプレイした時の時系列ゲームパフォーマンス得点
を 5 秒一回の頻度で記録する. その間に一番連続的に安定

5. 評価実験

したスポーニング時間間隔が最善値と見なす．

5.1 準備実験

図において，命中率は高い程，スポーニング時間間隔が

評価実験を行う前に，準備実験を行った．この準備実験を

短くなる．ヘッドショット率とスポーニング時間間隔の関

行う目的は，ユーザーの行動履歴の解析と難易度の対応の

係も同じである．よって，命中率とヘッドショット率が高

サンプルデータを取得するためである．このサンプルデー

いく表しているプレーヤープレイヤーは，比較的短時間で

タは、本実験における難易度調整の初期値として応用する

多めの敵キャラクターを倒せることがわかった．次の敵キ

ことができる．

ャラクターが生成されるまでに，目の前の敵キャラクター

ゲームパフォーマンス得点は

を倒せる能力を有する．

𝑆!"#$ = 100𝑃%&& + 300𝑃'"()*+,-

これらの結果から，プレーヤーの命中率やヘッドショッ

に設定する．Unity と Python の受送信間隔は 5s 一回に設定

ト率がより高くなると，耐えられるスポーニング時間がよ

する．そのため，スポーニング時間間隔はデフォルト 6s に

り短くなることが見られる．

設定する．
準備実験の被験者はアンケートを行って選抜した(付録 2)．
個人情報取扱同意書の内容に同意をした上で FPS ゲームト
ータルプレイ時間は 10 時間に超えていない初心者，10~100
時間経験者と 100 時間以上上級者 5 人ずつ選出した．
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5.3 本実験の方法
FPS ゲーム経験問わずに 10 人の被験者を選んだ．予備実
験と同じテスト環境で行った．ただし，今回は GBM-AI 調
整なしとありを対照条件として一回ずつ行った．終わり条
件はゲームオーバーおよび順番ずつ用意した地点に到達し
たかである．ゲーム画面は動画として録画を行い，プレイデ
ータを収集した．
評価実験においては，準備実験で得られたデータを基準
データとして，最近傍法(k=3)を使って命中率とヘッドショ
ット率最も近い 3 人のスポーニング時間間隔の平均を取る．
このように，データ集から適切化されたパラメータを読み
込む方がデフォルトから少しずつ変更するような調整方法
に比べると，プレイスキルとマッチするまでの難易度チュ
ーニングの時間が短縮されると考えられる．
5.4 結果
被験者 10 人の実験結果は，表 1，2 に示す．10 人の中に，
2 回ともスポーンされた敵キャラクターと戦いになったの
は 3 人のみであった(No.3，5，8)．その 3 人とも 2 回目の
「MetaFPS」に GBM-AI の影響により，パフォーマンス得点
が降下した．全体的に敵スポーニング時間間隔変動結果を
見ると，難易度調整機能が 10 回の中に 8 回想定通りに動作
したことと見られた．表 1,2 の最終パフォーマンス点数に

図 5 例:被験者 A（上）と B のデータ（下）

ついて，GBM-AI が OFF の時，ON の時についてボックスプ
ロット図を作成した（図 7）
．ここから、GBM-AI をオフに
すると、パフォーマンス得点が 68 を中心として幅広く散開
している状態が見られる．GBM-AI をオンにすると，パフォ
ーマンス得点が 50 を中心としてゲームパフォーマンス得点
が 25~70 の間に集中することがわかる．GBM-AI によって
ゲーム難易度のコントロールができたことを考えられる．
しかし、クリア状況を総合的に見ると，望んでいる結果には
ならなかった．一対一の対戦中にゲームオーバーが多発し，
GBM-AI が効く前にゲーム終了になったからである．FPS ゲ
ームおよび PC ゲーム初めての人にとって，操作すること自
体も難しかった．そのため，一部の実験結果の信頼性を欠く
ことになった．一方，エイムが強く，ムーブが上達ではない
被験者もおる．確実に敵を倒せるが，同時に至近距離で戦っ

図 6 データ集

ているため HP もよく削られた．そのため，途中でゲームオ
ーバーになったこともある．今回の GBM-AI に観測されて
いないが，プレイ動画を再生して，上手くゲームを進行した

5.2 本実験の目的

プレイヤーは，全体的に中遠距離を取り戦っていた．また，
上達なプレイヤーは，別のルームに入る前に，索敵行動を取

難易度自動調整機能によって、敵キャラクターの数が多

ることを見られた．敵の距離や数を把握した上に戦法(待ち

過ぎて即ゲームオーバーとなってしまう現象と，少な過ぎ

伏せなど)を切り替えることを実行する．従って，ゲームパ

て退屈を感じることを回避することを目的とする．プレイ

フォーマンスが命中率とヘッドショット率だけに構成する

ヤーにとって適切な難易度を動的に生成することを目的と

ことは，プレイヤーのプレイスキルを分類するのが不十分

する．

であることが判明された．
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250

表 1 GBM-AI オフの時のゲーム結果

200
被

クリア状況

倒

命中率

ヘッドシ

最 終 パ

ョット率

フ ォ ー

150

験

し

者

た

マ ン ス

番

敵

点数

号

数

50
0

100

1

No(25%)

1

16.7%

16.7%

66.8

2

No(25%)

3

71.4%

28.6%

157.2

3

No(50%)

8

57.8%

4.4%

71

4

No(0%)

0

0%

0%

0

5

Yes(100%)

9

60%

45%

195

6

No(0%)

1

83.3%

0%

83.3

7

No(0%)

0

0%

0%

0

8

Yes(100%)

15

54.8%

31%

147.8

の実現を目指した．ただし，自動的な難易度をチューニング

9

No(0%)

1

0%

0%

0

が十分でなく，まだ改善の余地があるようなところを見ら

10

No(0%)

0

20%

0%

20

れた．

GBM-AI(Off)

GBM-AI(On)

図 7 ゲームパフォーマンス得点に関す
るボックスプロット図

6. まとめと今後の課題
本研究では，メタ AI を用いた自動的に難易度をチューニ
ングして適度な難易度を実現し楽しさを維持するゲーム AI

原因としては，複数考えられる．まず，
「MetaFPS」におい
てキャラクターAI がテストしたユーザーに対して強すぎる
表 2 GBM-AI オンの時のゲーム結果

ことが考えられる．準備実験と評価実験中に，即ゲームオー
バー現象が多発した．また，FPS ゲームの能力を表す指標と

被

ク リ ア

倒

命 中

ヘッド

最終パ

敵スポ

験

状況

し

率

ショッ

フォー

ーニン

るが，まだ不十分だと考えられる．Vicencio-Moreira らは現

ト率

マンス

グ時間

在 3D FPS ゲームには，エイムだけでは上手くスキル判定で

点数

間隔/s

きずパターンが多く，遮蔽物の利用上手くさ，ムーブなども

者

た

番

敵

号

数

しては，命中率やヘッドショット率は普遍的に使われてい

プレイスキルと関連性があると述べている[9]．そのため，空

1

No(25%)

3

35%

5%

50

6.56

間要素を考慮してより多くの指標を導入する必要があると

2

No(25%)

2

36.4%

0%

36.4

6.56

考えられる．

3

No(25%)

4

43.48

8.7%

69.58

4.98

最後に，サンプルデータや評価実験の有効数が少ないた
め，GBM-AI の効用性があるとは現時点では言えない．

%
4

No(0%)

0

0%

0%

0

8.82

5

Yes(100

14

52%

36%

160

3.02

これからの計画としては、GBM-AI に対して，メタ AI に
敵スポーニングパラメータだけではなく，キャラクターAI
も制御させることを行いたい．
「敵にあたらないように射撃

%)
6

No(25%)

6

55.9%

5.89%

73.57

3.24

7

No(0%)

1

25%

0%

25

8.35

8

No(75%)

8

81%

19%

138

3.52

9

No(25%)

4

50%

0%

50

4.82

10

No(0%)

0

9.1%

0%

9.1

8.82

する」などの指示を出すや，射撃間隔を設けるなどが、大幅
にプレイヤーの生存率を上がることができると考えている．
一方，
FPS ゲームの設計や難易度調整に関する研究はまだ
考慮が不十分な状況にもあり，今後はさらに実験データを
集めて，FPS ゲームに対して，難易度設計に必要な要素など
の分析を行いたい．
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2.実験用アンケート
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付録

1.GBM-AI の UML 図
本稿において，GBM-AI は以下の図のように構成される．
Meta-AI は Game System と Character AI からゲーム情報を観
測する．Socket 通信経由にプレイデータを Python の Player
Skill Analyzer に送信する．Player Skill Analyzer は分析した結
果を Dynamic Difficulty Adjuster と Item Drop Rate Adjuster に
転送し，それぞれのモジュールから Meta-AI にパラメータ
更新コマンドを返信する．Meta-AI に受信したパラメータが
Enemy Spawn System と Item Drop System に読み込まれ，ゲ
ームパラメータが更新される．
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付録 1. GBM-AI UML 図
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