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1. は じ め に

DS Auto Cruiser の研究と開発

計算機の出現とほぼ同時期に「機械は思考できるか？」，そして「ゲームで A の役割を，
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機械が担ったらどうなるか？」という問いが投げかけられた1) ．我々は，1970 年代から世界
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中の多くの若者を虜としてきているコンピュータゲームを機械，コンピュータに自動プレイ
させるための人工ゲームプレイヤー，Game Auto Cruiser の研究を行った．コンピュータ
ゲームのプラットフォームとしては，ネットワーク通信機能をもち，比較的出力画像の画素
数が少ないニンテンドー DS を選択，DS Auto Cruiser(DSAC) と名付けた．本稿ではまず

携帯ゲーム機であるニンテンドー DS をコンピュータで操作することを目的とする
DS Auto Cruiser(DSAC) を提案する．DSAC は (A) ニンテンドー DS，(B)DS と
コンピュータを接続するハードウェア，(C) ソフトウェアフレームワーク及びライブ
ラリで構成されている．ユーザはこれらのフレームワークやライブラリを利用するこ
とで，様々なゲームソフトを自動でプレイさせるソルバープログラムを容易に開発す
ることができる．
本稿では，DSAC のハードウェアとフレームワークの設計・実装，および作成し
た簡単なゲームソフトのソルバープログラムを紹介し，画像出力を色空間に写影し時
系列につないだ点列の軌跡を比較するシーン認識とニューラルネットワークを用いた
オートプレイの学習に関する研究について報告する．

DSAC のハードウェア部・ソフトウェア部の開発について述べ，次に DSAC を利用したソ
ルバープログラムの開発，タイムラインによるシーン認識及びニューラルネットワークによ
る自動プレイについて述べる．

2. DS Auto Cruiser の開発
2.1 DSAC の構成
DSAC はニンテンドー DS，ハードウェア部，ソフトウェア部から構成されている．ハー
ドウェア部は，(1)DS の画面をキャプチャーしコンピュータに取り込む画像キャプチャー回
路，(2) コンピュータが生成したボタン操作を DS に出力するボタン出力回路，(3) 人間が

DS Auto Cruiser

行ったボタン操作を記録するボタンキャプチャー回路から構成される．ソフトウェア部は，
ユーザが容易にゲーム対応プログラムを作成することを目的とし，ハードウェアとアプリ
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ケーション間でキャプチャーデータ・ボタンイベントの転送を行うためのフレームワーク
と，アプリケーションの開発で利用するソフトウェアライブラリから構成される．

2.2 ハードウェア部の開発
2.1 で述べたハードウェア部の構成は図 1 のようになる．画像キャプチャー回路 (Video

We present the “DS Auto Cruiser(DSAC)” which is a system used to let a machine play commercial game softwares running on a NINTENDO DS portable
game player, just like a person plays. DSAC consists of: (A)modified NINTENDO DS hardware, (B)a hardware interface unit that physically connects
the DS and a computer, (C)a software framework and library. DSAC enables
users to build various types of game solver applications quickly. In this research,
first we developed the hardware interface unit and the software framework and
built some game solver programs. Next, we developed the scene analyzer and
the application of the neural network and evaluate them.

†1 東京大学
The University of Tokyo
†2 株式会社 Skeed
Skeed Co., Ltd.
†3 国立情報学研究所
National Institute of Informatics
†4 株式会社ピコラボ
Picolab Co., LTD

1

c 2012 Information Processing Society of Japan
⃝

Vol.2012-GI-27 No.9
2012/3/2

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report
Video capture I/F
Cameleon USB FX2

USB

EZ-USB FX2LP

LCD I/F

MAX2 CPLD

Button event
capture I/F

PC

USB

FT245RL

74HC165 x 2

DSi

Button I/F

74HC175 x 4

Button press action I/F
図 1 ハードウェアの構成図
Fig. 1 Hardware Conﬁguration Diagram

図 3 フレームワークの構造
Fig. 3 Software Framework

<ACTION> ::= “PUSH” | “REL”
<BUTTON> ::= “X” | “Y”| “A” | “B”
| “RIGHT” | “LEFT”| “UP” | “DOWN”
| “L” | “R” | “START” | “SELECT” | “POWER”
<COMMAND> ::= <ACTION> { <BUTTON> }
図 4 ボタン出力コマンド
Fig. 4 Button command

はコンピュータから信号を送ることで，DS の 13 個のボタンを操作するための回路である．
ボタンキャプチャー回路は，人間が行うボタン操作情報を取得することを目的とし，DS と
画像キャプチャー回路に接続されている．このボタン情報はキャプチャーされた画像情報
と同期してコンピュータに送られる．これらの回路を工作し，DS と配線したものを図 2 に

図 2 インタフェースユニット
Fig. 2 Interface Unit

示す．

2.3 ソフトウェア部
capture I/F) は解像度が 256 × 192 の DS のディスプレイの 2 画面分を毎秒 60 フレームで

2.3.1 ソフトウェア部の設計

キャプチャーし取り込むための回路である．画面キャプチャーのための回路としては，偽ト

DSAC のソフトウェア部として，ユーザが DSAC 上で動作するプログラムを作成する際

3)

ロキャプチャーが開発されており，情報が公開されている ．DSAC の画像キャプチャー回

に，画面をキャプチャーする，ボタン信号を送るといった必ず必要となる処理を提供でき

路は，この情報をもとに工作したものである．ボタン出力回路 (Button press action I/F)

るような 3 つのモジュール部を持ったフレームワーク図 3 を設計している．この 3 つのモ
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ジュール部は，画像キャプチャー回路とボタンキャプチャー回路を利用して DS の画面とボ
タン情報をキャプチャーするためのキャプチャーモジュール部，キャプチャーモジュール部
のデータを受け取って実際に行いたい処理を記述するための処理モジュール部，ボタン出力
回路を利用し DS にボタン信号を送るためのボタン出力モジュール部である．キャプチャー
モジュール部では，キャプチャーするプログラムの他に，事前にキャプチャーし保存した
キャプチャーファイルを利用することもできる．処理モジュール部ではこのキャプチャー
データを受け取り，なんらかの処理を行い，どんなボタンを押したいかを図 4 で定義した
ボタンコマンドを生成してボタン出力モジュール部に情報を渡す．このボタンコマンドを受
け取ったボタン出力モジュール部は対応するボタン信号を DS に送る．

2.3.2 ソフトウェア部の実装
図 5 ホームラン競争のソルバープログラム
Fig. 5 Homerun Competition game, and its naive
solver

2.3.1 で述べた設計を，Linux，C++，OpenCV4) という環境で実装を行った．各モジュー
ル部を接続する仕組みはパイプによって実現している．キャプチャーモジュール部では dsicap

図 6 マリオカートのソルバープログラム
Fig. 6 Mario Kart Time Attack, and its naive
solver

プログラムが，ボタン出力モジュール部では dsibtn プログラムが DSAC によって提供され
ており，ユーザが実際に用意するのは処理モジュール部のプログラムのみになっている．

象として選択した．タイミングを判断するために，まずボールの画像を用意し OpenCV ラ

DSAC においてプログラムを開発するユーザは処理モジュール部プログラム内に，各モ

イブラリのパターンマッチングを利用してボールの認識を行ったが精度が十分でなかった

ジュール間で決められているデータ構造を持つキャプチャーデータとボタン出力コマンドを

ため，現在のフレームと前フレームの差分を画像として表示した差分画像を用いて (図 5)

扱う処理を含めなくてはならないが，DSAC ではこれらの処理をまとめた DSi クラスを利

ボールのパターンマッチングを行った．このソルバープログラムはホームランを打つことに

用することができる．また DSAC のソフトウェア部分における画像処理は OpenCV ライ

成功した．ボールがどの位置に来た時にスイングを行うかは，テストによって決め，最終的

ブラリを利用しているが，これをゲーム画面の画像処理に特化し，容易に扱えるようなクラ

に一定のタイミングで打ち続けることが可能になった．

ス・メソッドも提供している．これらのライブラリを利用することで，ユーザは容易に処理

3.2 マリオカート

モジュール部のプログラムを作成することができる．

マリオカートのタイムアタックは，対戦相手がいない状態で 3 周走行するゲームモード
であり，処理に必要なのはどのように走行すればよいかのみである．このソルバープログラ

3. ソルバープログラムの開発

ムでは一番単純なコースを対象としていて，完走することを目標としており，ボタンはアク

DSAC を開発した後，まず簡単なソルバープログラムの開発を行った．ターゲットとし

セルボタン (A ボタン) および左右ボタンを使用している．このゲームを攻略するためにま

たゲームソフトウェアについては「直前数フレームの画面の解析からとるべきアクションが

ず，プレイヤーキャラクターの位置が一定である (図 6) ことと，サーキットの色が灰色で

決定できるもの」として，投手が投げてくるボールを失敗するまで打ち続けるホームラン競

続いていることに注目した．現在プレイヤーキャラクターがコースを外れていないという前

5)

争 (パワプロクンポケット 10

のホームラン競争というゲームモード) とレースゲームのマ

提で，この周りの色がコースの色であるとして取得し，この色に近い色でかつプレイヤー

リオカート DS6) のタイムアタックを選択した．

キャラクターの上方にあるものを緑色に塗ったものが，図 6 の左下である．ここで認識した

3.1 ホームラン競争

かったのは，プレイヤーキャラクターの前に伸びている路面の位置である．人間がこのゲー

ホームラン競争ではボールは常に真ん中に投げられるため，取得した画像からボールが投

ムをプレイするときは，プレイヤーキャラクターの先にコースがどのように伸びているかで

げられたことを認識してタイミングを判断するだけでよいので，ソルバープログラムの対

どうハンドルを切るかを判断している．このソルバープログラムは人間と同様な操作をする
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Average value

図 7 画像の前処理
Fig. 7 Pre-processing the frame image

Time
図 8 タイムライン
Fig. 8 The time line

ために，緑色で抜き出した領域の中の赤で塗られている重心に向かってハンドルを切るとい
う処理を行った．この手順によりこのソルバープログラムはこのコースを 3 周完走するこ
とに成功した．

することである．差分画像では，一枚の静止画像データとして扱っていたものを，時間的に

このソルバープログラムの改良としては，コースの色が途中で大きく切り替わるような

扱ったり，動いている物体のみを抽出するために．現在のフレームでの画像と直前のフレー

コースに対応すること，逆走してしまう・壁などに衝突して動かなくなってしまうことを防

ムでの画像との差分をとっている．コントラスト強調は主にニューラルネットワークに与え

ぐ，といったことが考えられる．

る際に必要とされる．ここで上げた前処理は様々なゲームのソルバープログラムや解析プロ

3.3 画像の前処理

グラムの入力として共通に必要とされるものなので，DSAC ではこれらの前処理を手軽に

いくつかのソルバープログラムを開発した際に，DS の画面をそのまま画像処理に用いる

利用できるようになっている．

よりも，前処理として適した変換を行うことが必要であることがわかった．開発当初は，ま

4. タイムラインとトレースを用いたシーン認識

ず画面をキャプチャーし，その画像に対しなんらかの画像処理を加え，その結果に応じて動
作を記述していた．しかしこの一枚の画像のみでは物体の速度・加速度といった時間に関係

4.1 平均値のタイムライングラフによる解析

するものを捉えることができなかったり，画像の全ての画素値を利用すると情報量が大きす

3 においていくつかのゲームソフトを対象としたソルバープログラムの開発を行なってい

ぎてしまうといった問題があった．そこでソルバープログラムの開発を進めながら，必要だ

たが，これと同時にポケットモンスター7) において自動で対戦を行わせるプログラムの開

と思われる画像の変換を前処理としてまとめることにした．DSAC におけるプログラムの

発を行った．このプログラムでは戦闘モードと，プレイヤーがマップを移動する移動モード

開発では，図 7 にある前処理を使用しており，下の段左から解像度削減，グレースケール，

を判別し，モードごとに処理を行うことを考えた．色情報のヒストグラムを取ることでシー

コントラスト強調，差分の前処理となっている．

ン判別を行ったが，上手く処理できなかったため，画像を縦 3 個，横 4 個のセルに分割，セ
ルごとの画素値の平均値を用いリアルタイムでグラフとして表示して，このタイムライン

それぞれの前処理について述べる．解像度削減はキャプチャーした画像データの情報量を
小さくするためのもので，画像を分割し，そのセルにおいて取得した平均値をそのセルでの

を見ることでシーンの認識や転換の判別の解析を行った．その様子が図 8 である．この図

画素値としている．グレースケールにおいても目的は解像度削減と同様で，情報量を小さく

で下側のウィンドウに映っている 12 個のグラフは，DS の上画面を分割したそれぞれのセ
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手順としてはまず対象とする動画データの全てのフレームについて，画像を縦 3 ×横 4 に
分割して各セルの平均値を出力すると，1 フレーム分の情報をベクトルとしたデータセット
が得られる．次に OpenCV の主成分分析を行うライブラリを使用することで，主成分空間
とするデータセットの固有値と固有ベクトルが求められ，この固有値の中で上位 3 つの固有
値を持つ主成分によって部分空間を形成する．この部分空間に射影したい動画データについ
ても同様に処理を行い，最終的に主成分部分空間にデータを射影する．これよって射影した
動画データが，主成分空間の基底の係数で表現されることになり，ここで得た結果はフレー
ム順に並ぶ 3 次元座標データとなる．このデータを最終的にグラフとしてプロットする．
この手法を用いてマリオカートのゲームソフトを対象とした実験を行った．まず実験デー
図 9 主成分分析結果の可視化
Fig. 9 Transformed to 3-dimensional space of
frames by PCA

タとして 6 つの異なるコースをタイムアタックモードとして走行した動画データを一つにま
図 10 各ラップのトレース
Fig. 10 Trace of each lap in diﬀerent color

とめ，これを主成分部分空間とした．そして各コースのデータを単体でこの部分空間に射影
することで，どのようなグラフになるかを観察した．その結果が図 9 である．これは 6 つの
コースを走行したデータが主成分分析を行った 3 次元上の空間に表示されており，それぞれ

ルの平均値を示している．それぞれのグラフの縦軸は平均値，横軸は時間であり，時間は右

が色付けされている．このグラフでははっきりとそれぞれのコースがクラスタに分かれてい

端が画像が表示されている現在を示しており，左へと流れるものになっている．この手法で

ることが読み取れ，コースごとに射影されている場所が異なるので，リアルタイムで DS の

は，シーンの切り替わりやキャラクター付近のグラフによって移動方向が読み取れることが

画面をキャプチャーしそのデータをこの主成分部分空間上にプロットしたときに，どのよう

わかった．

な軌跡を描くかにより走っているコースを認識できるのではないかと考えることができる．

4.2 主成分分析によるトレース解析

ここで各コースのデータはタイムアタックモードにて 3 周走行したものであるが，図 9 の

DS の画面は 256(縦) × 192(横) × 3(RGB) であるので，DS の 1 フレーム画像は 147456

青のグラフにおいて，3 回同じトレースを描いたような結果が見て取れる．そこで次に同じ

次元上の空間上の一点に対応付けることが可能である．そしてこの点をゲームの時系列順に

空間上に 6 つのコースをそれぞれラップで分けて射影を行うことにし，その結果の一つが

結ぶことで，連続した複数のフレーム画像はこの空間上で描かれるトレースとして見ること

図 10 である．これは 3 周走ったデータがラップごとに色分けされ表示されているが，どれ

ができる．この考え方では各ゲーム動画にトレースが存在することになり，これを比較する

もほぼ同じトレースを描いていると言えることができる．このように，もしあるコースでの

ことでそのゲーム動画がどのようなシーンや状況にいるかというシーン認識が行えるので

ラップの描くトレースがわかっていたらならば，ミスなくコースを走行した場合と，途中で

はないかと考え研究を行った．しかしながらこの次元数は大きすぎるため，画面を分割して

コースを外れたり逆走してしまった状態とを認識できることになり，ソルバープログラムの

平均値を取り，さらに主成分分析を行うことによって次元を縮減し，3 次元にしたものでト

開発にも利用できる．

レースの観察を行った．

5. ニューラルネットワークによる自動プレイ

主成分分析は代表的な多変量解析であり，多次元データが持っている情報を可能な限り失
わずに低次元空間に情報を縮約する手法である．多次元データを 3 次元データに縮約する

DSAC の目的の 1 つとして，コンピュータにゲームを自動でプレイさせるということを

ことができれば，視覚化によりデータを解釈しやすくなり有益な情報が得られる．今回の実

あげたが，機械学習を用いてこの目的を達成させることを考えた．

験では，4.1 によって得られた高次元のデータをさらに縮約することで，3 次元のデータに

5.1 機械学習のテストベッドとしての DSAC

し可視化することを試みた．

2.3 で述べたように，DSAC で動作させるプログラムを開発するには，基本的に処理モ
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でモデル化される．また，各入力端子には結合荷重と呼ばれる重み付けパラメータが設定
し，経験・学習等をこのパラメータの最適化と位置づけるモデルが多い．
ニューラルネットワークでも，入力層，中間層，出力層の 3 層をもつ「三層ニューラル
ネットワーク」がそのモデルの単純さと能力の高さからよく使われている．フィードバック
ループが生成されない階層型ネットワークにおいて，しばしば Rumelhart によるバックプ
ロパゲーション (誤差逆伝搬法) が用いられる．これは，ニューラルネットワークの階層を
逆方向にたどり誤差をパス上で分配，結合荷重を修正し教師と出力の誤差を減少させるが，
中間層をどのくらいおくべきかといった問題は解明されていない．また，バックプロパゲー
ションにおいては，数学的なモデルは美しいが生物学的にニューラルネットワークを逆方向
にさかのぼる信号の存在は確認されておらず，現実世界との対応がついていない．
金子は，実際の生物ではアミンによって情報が大局的に拡散されて伝わることに着目し 3
層のニューラルネットワークで結合荷重の最適化を行うための再学習法であるアミンベー
ストニューラルネットワーク (ABNN)8)9) を提案した．これは，アミンによる情報伝達を
図 11 テストベッドとしての DSAC
Fig. 11 A testbed for machine learning with a DS portable game player

フィードバックのための「共有信号」として導入，アミンによる情報伝達は，局所的である
ため中間層は出力層ごとに分離し，誤差を分配するかわりに出力を同じくする中間層すべて

ジュール部のプログラムを用意するだけで済む．このためソルバープログラムを取り換え

で誤差を共有するものである．ABNN は出力ごとの相互干渉がないため収束が非常に速く

るといった利用が可能であり，また同じゲームソフトに対し異なるソルバープログラムを入

中間層を大量にもっても問題がないという特徴をもつ．

れ替えることで学習能力の比較を行うことができる．図 11 は DSAC の構造を示したもの

5.3 複数のニューラルネットワークの性能比較

である．人間のプレイヤーが DS の画面を見て，対応を考え，適したボタンを押すのと同様

本研究では，トラディショナルなバックプロバゲーションニューラルネットワークと金子

に，DSAC もキャプチャーモジュール部で画面を受け取り，処理モジュール部で判断を行

によるアミンベーストニューラルネットワーク (ABNN) の比較評価を DSAC 上で行うこ

い，出力モジュール部でボタン信号を送る．ここで判断を行う処理モジュール部のプログラ

とで，DSAC の，テストベッドとして用いて有用性を示した．

ムに機械学習のアルゴリズムを組み込むことで，ゲームへの機械学習の効果を見ることがで

本研究でバックプロパゲーションニューラルネットワークのプログラムとして使用したも

き，さらに複数の学習アルゴリズムを比較することもできる．この実験では実際に複数の

のは，OpenCV ライブラリの多層パーセプトロンニューラルネットワーク (MLPNN) であ

ニューラルネットワークを用意し性能の比較を行った．

る．このニューラルネットワークは二つの学習アルゴリズムを持ち選択することができる

5.2 ニューラルネットワーク

が，本研究で選択した学習アルゴリズムはランダム逐次誤差逆伝搬アルゴリズムである．

情報科学におけるニューラルネットワークとは，
「人間の脳で行われている情報処理」をコ

それぞれのニューラルネットワークを組み込んだプログラムには train メソッドと predict

ンピュータ上で再現する試みである．人間の脳の神経細胞 (ニューロン) は一般に複数の樹

メソッドが用意されている．train メソッドは引数に入力値と教師データを受け取って学習

状突起と一つの軸索を持ち，シナプスを介して接続され，発火，情報の伝搬が行われるが，

を行い，内部のパラメータを変化させている．predict メソッドは入力値を受け取り，学習

この神経回路網における計算方式をモデル化したものが情報科学におけるニューラルネット

した結果を元に予測した値を出力する．ここで入力は画素値となるが，0 から 255 の値を 0

ワークである．ここでは，軸索は出力端子，樹上突起は入力端子，神経細胞は複数入力単一

から 1 の実数値に変換したものを入力値としている．出力値・教師データに関しては，ボタ

出力を持つノード，あるノードの出力端子から他ノードの入力端子へは有向枝がはられる形

ンの状態がオンならば 1，オフならば 0 となっている．
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5.4 実 験 手 順
ニューラルネットワークの適用の実験手順について述べる．ニューラルネットワークの適
用には，まずニューラルネットワークの教師あり学習を行い，その学習結果から実際のデー
タに対し出力を行うというステップをとる．ニューラルネットワークへの入力データはゲー
ム画面であり，教師データはその画面で押されていたボタン情報となる．あらかじめ人間が
プレイした動画を与え学習させ，この学習結果のデータを使い実際の DS で同じようにボタ
ンを押しプレイをさせるという実験を行っている．
学習データには DSAC でキャプチャーしたキャプチャーデータを用いた．保存したキャ
プチャーデータの画素値をそのまま使用すると入力数が大きすぎるため，画像の解像度を下
げている．入力データを用意したら，train メソッドに一枚の画像の入力データとその時押

図 12 ホームラン競争における学習結果
Fig. 12 Learning result of neural networks

されていたボタン情報を与え，学習を行わせる．これを動画データの全てのフレームで行
い，この時点で 1 回の学習とする．そして学習が上手くいったかどうかの確認を行うため
に，学習に使用したデータを predict メソッドに与える．ここで学習に使用した教師データ

(A ボタン)，左右ボタンのみとなるので，ニューラルネットワークの出力数は 3 となる．

と predict メソッドによる出力の差の絶対値を全てのボタンとフレームで合計したものをエ

ホームラン競争・マリオカートの両方で共通だった結果について述べる．どちらも ABNN

ラー値とし，この値は学習を繰り返すかの判断材料となる．これを学習での 1 ステップと

と MLPNN のニューラルネットワークで実験を行い比較しているが，同じ条件下では ABNN

し，実験ではこのステップを複数回数繰り返している．

のほうがエラー値が小さいという結果になった．またホームラン競争では差分画像を，マリ

この学習フェーズを十分繰り返した後に DS で自動プレイを行った．DS の画面をリアル

オカートでは RGB 画像を 0 か 1 の 2 値変換した前処理画像を入力として比較を行った．こ

タイムでキャプチャーしたものを学習時と同じ手順で入力データに変換し，predict メソッ

れはコントラスト強調であり，ABNN・MLPNN のどちらにおいても差分・RGB の実数値

ドに与える．この predict メソッドで出力されたボタン信号によって学習データのプレイ動

の入力よりも 2 値変換した前処理を入力としたほうが学習結果が良いことがわかった．以

画と同様に正しくゲームをプレイできれば，DSAC によってゲームを自動でプレイさせる

下ではホームラン競争・マリオカートにおける実験結果の特徴について述べる．

ことができたと言える．

5.5.1 ホームラン競争

5.5 ニューラルネットワークの評価

学習フェーズでの結果をグラフにしたものが図 12 になる．これは横軸の値が学習回数，

ニューラルネットワークで実験を行ったゲームソフトは，3 でも用いたホームラン競争と

縦軸の値がエラー値となる．このグラフにおいて折れ線で示されているものが，ABNN で

マリオカートである．ホームラン競争で学習データに使用したプレイ動画は，ホームラン競

の学習結果である．暖色系のグラフが前処理が差分画像のものであり，寒色系のグラフが

争モードにおいてホームランを 35 本打ち続けたプレイ内容になっている．教師データとし

差分画像を 2 値に変換したものである．それぞれのグラフは中間ノード数が異なっている．

て使用したのはこのスイングボタン (B ボタン) のみであるので，ニューラルネットワーク

一方 OpenCV での MLPNN はライブラリ内で収束したかどうかを判定し，繰り返した学

の出力数は 1 となる．ホームラン競争ではプレイする際に見るべき範囲は画面全体ではな

習結果と回数を得られる仕様になっている．今回の MLPNN の学習回数は，差分・差分を

く，ボールが投げられて移動している範囲であるので，入力範囲はボールが投手によって投

0 と 1 に変換した処理の両方で 12 回となったため，図 12 では 12 回の箇所に点として打た

げてからストライクゾーンを通過するまでの範囲とした．マリオカードで学習データに使用

れている．ABNN での結果を詳しく見ると，前処理については上で述べたように 2 値変換

したプレイ動画は，タイムアタックモードにおいて，最も単純なコース「エイトクロスサー

の前処理を使用したもののほうがエラー値が小さくなっている．また中間層ノード数である

キット」を人間の手により 3 週した内容になっている．使用したボタンはアクセルボタン

が，ABNN では中間層ノード数が多いほど良い結果が出るとされているが，今回の入力数
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(384) で大きな変化が見られない．

に組み込むことで，こういったアルゴリズムの評価や比較を行うことができる．

実験フェーズにおいて自動プレイを試みた結果について述べる．前処理は差分を 2 値に変

DSAC はニンテンドー DS を対象としているため，そのまま DS の全てのソフトを扱う

換したもので，ABNN では中間層ノード数が 1024，MLPNN では中間層ノード数が 8 で

ことができる．よって本稿で扱ったゲームソフト以外の様々なジャンルのものに対応した

の学習結果を使用した．結果としては両者ともホームランを 9 割以上の確率で打つことがで

ソルバープログラムや解析プログラムを作ることも可能であるし，ライブラリを充実させ

きた．ソルバープログラムと同様にごくたまに打ち損じが発生してしまうが，ほぼ同じタイ

ることもできる．また本研究では用いなかったネットワーク通信を利用することで，実際

ミングでホームランを打つことができていた．MLPNN と ABNN ではエラー値に開きが見

に人間の代わりになるような人工プレイヤーの作成も可能であると考えている．このよう

られたが，共に小さい値であったため自動プレイにおいては大きな変化は見られなかった．

に DSAC は人工ゲームプレイヤーの作成，ゲーム解析，ゲーム補助とったことを可能にし，

5.5.2 マリオカート

コンピュータゲームの遊びの枠組みを広げることができるシステムであると言える．また

学習フェーズにおける，ニューラルネットワークの比較，前処理の比較ではホームラン競

DSAC は機械学習アルゴリズムを比較・評価するにも良い環境であると考えており，学術

争と同様の傾向を示した．中間層ノード数を変えた時の結果は，MLPNN では大きくすれば

的にも貢献できるものである．

するほどエラー値も小さくなるというような特徴は見られず，従来のニューラルネットワー

参

クが中間層ノード数を決めるのが困難であることがわかる．一方 ABNN では中間層ノード
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数は大きいほどエラー値は小さかったため，中間ノード数を大きくするほど良い学習結果が
得られるということがわかった．
次に実験フェーズにおいて ABNN・MLPNN ともに前処理は 2 値変換，中間層ノード数
が 512 の学習結果を使用して自動プレイを試みた．マリオカートでの自動プレイにおける
成功はコースを 3 周完走することであるが，ABNN での結果では，何回に一度かは自動プ
レイによる完走をおこなうことができた．しかし失敗する場合には，コーナーを曲がる際に
必要以上にボタンを押してしまい，壁に衝突してしまうという現象が見られた．学習データ
には，コースを外れてしまったり，外れてから復帰するという内容は含まれていないので，
今回のニューラルネットワークの実験結果では一度コースを外れてしまうと復帰するのは難
しいと考えられる．また MLPNN の学習結果を用いた場合は，ABNN よりもコーナーで
の曲がり方が大きく，よりコースから外れやすいという結果になった．

6. お わ り に
本研究では，DS をコンピュータから操作するためのシステム DS Auto Cruiser を開発
し，それを実際に利用したプログラムの開発と機械学習のテストベッドとしての実験を行っ
た．まず DSAC のハードウェア部とソフトウェア部を開発し，これによってユーザは DS
をコンピュータ上から動かすためのプログラム容易に開発を行うことが可能になった．ま
た次に DSAC の利用法を実際に示した．DSAC はソルバープログラムを開発するだけでな
く，シーン認識などのゲーム解析や機械学習のアルゴリズムを DSAC の処理モジュール部
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