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 は将棋や囲碁と同様の二人零和有限確定完全情報ゲームである．局面評価の要素が
少なく，ランダムプレイの終局は容易であるため，モンテカルロ法を用いた手法が有効に働く
と考えられる．しかし， ではプレイアウトの勝率が極端に上下する局面が多いため，
モンテカルロ法の勝率比較が不正確になりやすい．本稿では，この問題を解決するために，可
能手全体の勝率分布を動的に調整する手法を提案する．シミュレーション後に極端な勝率の偏
りがある場合，プレイアウトの勝敗判定ルールをパラメータの変更により調整し，再度シミュ
レーションを行う．これにより最高勝率付近の可能手の勝率を分散させることで，極端な優勢
時や劣勢時にもモンテカルロ着手選択の効果を発揮することができるようになった．また，本
手法を用いた  プログラム「」で第  回コンピュータオリンピアードの 
部門に出場し，優勝を果たした．
















はじめに

思考ゲームの研究において，ボードゲ
ーム （コリドール）は将棋や囲
碁と同様に二人零和有限確定完全情報ゲ
ームとして扱うことができる．局面評価
に用いることのできる要素が少なく，ラ
ンダムプレイによるゲームの終局は容易
であるため，モンテカルロ法を用いた手
法が有効であると考えられる．しかし，
 ではプレイアウトの勝率が極端
に上下する局面が多いため，勝率比較に
問題が生じる．すなわち，多数の可能手
の勝率が高くなるか，すべての手の勝率
が低くなることにより，正確な勝率分布
の判定が不可能となり，モンテカルロ法
による着手選択が成り立たなくなる．本
稿では，この問題を解決するために，可
能手全体の勝率分布を動的に調整する手




法を提案する．シミュレーション後に極
端な勝率の偏りがある場合，プレイアウ
トの勝敗判定ルールをパラメータの変更
により調整し，再度シミュレーションを
行うことを繰り返す．これにより最高勝
率付近の可能手の勝率を分散させること
で，極端な優勢時や極端な劣勢時にもモ
ンテカルロ着手選択の効果を発揮するこ
とができるようになった．この手法によ
り，思考ルーチンの強化になっただけで
なく，人間との対戦時においても最後ま
で楽しめる対局が可能となった．また，
本 手 法 を 用 い た  プ ロ グ ラ ム
「」でコンピュータプログラム同士が
競う世界大会である，第  回コンピュー
タオリンピアードの  部門に出場
し，優勝を果たした．
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（
（コリドール）
コリドール）とは

することはできない．

 は × マスの盤と人数分の駒
と  枚の板で行うアブストラクトゲーム
である．本章では，この  に関す
るルールおよびデータを示す．




 駒の移動：自分の駒を，前後左右の
いずれかのマスに一歩移動する．相手
の駒があるマスには移動できない（後
述のジャンプルールを適用する）
．現在
のマスと移動したいマスの間の溝に板
が置かれている場合，跳び越して移動
することはできない．
 板の設置：手持ちの板を， マスに
またがるようにマスの間の溝に設置す
る．盤外や，すでに置いてある板と重
なるようには置けない．また，どちら
かの駒のゴールへの移動経路を完全に
塞ぐようには置けない．

 の基本情報

 は ，  年 に フ ラ ン ス の
 社が発売した，二人または四人で
行うボードゲームである．本研究では二
人で行うルールのみを考慮し，二人零和
有限確定完全情報ゲームとして題材にす
る． のゲームは将棋盤のような 
× マスの盤で行われる．お互いに自分側
の  列目の中央に自分の駒を一つ置き，
マス分の長さを持つ板を各  枚ずつ盤外
に用意して，ゲームを開始する．ゲーム
の勝利条件は，自分の駒を相手側の端列
のいずれかのマスに辿り着かせることで
ある．
 の初期盤面を図  に示す．
















相手の駒が自分の駒の隣にある場合，
同じマスには移動できず，以下の「ジャ
ンプ」のルールを適用することができる．

 ジャンプ：相手の駒が自分の駒の前
後左右のマスにあり，間に板が置かれ
ていない場合，相手の駒を跳び越えて
移動することができる．相手の駒の背
後に板がない場合，相手の駒の一歩先
のマスに移動する．相手の駒の背後に
板または盤外があり，相手の横に板が
ない場合，相手の横に移動する．




研究



図 2.1  の初期局面
○と●がお互いの駒である．駒はマスに置く．駒
の移動するマスは中央 9×9 の部分で，お互いの背
後にあるのは手持ちの板．板はマス間の溝に置く




 のルール

 では，他の多くの二人ゲーム
と同様に，交互に手番を交代してゲーム
を進行する．どちらかの駒がゴール（相
手側の端列のいずれかのマス）にあれば，
そのプレイヤの勝利となる．それ以外の
場合，それぞれ自分の手番で以下の二つ
のどちらか一方の行動を行う．ゲーム中
に可能手がなくなることはなく，パスを
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コンピュータ  の既存

 に関する現存する論文は，大
学の卒業論文が  本あるのみである．
どちらも特徴値を工夫してαβ探索を行
うものである．また，遺伝的アルゴリズ
ムによるものも研究されている ．
公開されているプログラムは，
  氏の  ，土井
佑紀氏の ，また  年から
 年にかけて  社が外部委託で
開発中の の  つのみであ
る．  はモンテカルロ碁が成
果を発揮し始めた  年までに作成され
ているためか，思考アルゴリズムはαβ
探索のみである．また  はαβ
探索の深さをレベルとして設定できる．
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 コンピュータ
コンピュータ  の設計
と ランダムプレイアウトによる
ランダムプレイアウト による基礎
による 基礎
実験
モンテカルロ法による  プログ
ラムの作成にあたって，まず，ランダム
プレイヤを作成して実験を行い，ゲーム
とプレイアウトの性質を見た．ランダム
プレイアウトでは，まず初期局面を生成
する．次に先手が可能手をランダムに着
手し，駒が端列に着いているかの勝利判
定を行い，勝利していなければターンプ
レイヤを変更し，これを終局するまで繰
り返す．この手順を図  に示す．

プレイアウト開始


局面， の初期化


 の着手

 変更


ゴール？

ゴールしていない

ゴールしている

プレイアウト終了

図 2.2



 のゲームの単純なフローチャート

 はターンプレイヤ，ゴールは相手側
の端列にいる状態を示す．このランダム
プレイアウトを  億回繰り返し行うラン
ダムシミュレーション実験を実行したと
ころ，以下のようなデータが得られた．

表   ランダムシミュレーション実験結果

実行時間
36000プレイアウト/秒

先手勝率
0.485
最小手数
31手

最大手数
17233手

平均手数
353手

平均板設置終了手数
20.8手

可能手が  個程度であるため，
プレイアウト／秒はモンテカルロ法で着
手選択をするためには十分な速度である．
また，ランダムではやや先手勝ちになっ
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ている．今回は千日手のルールを設けて
いないため，最大手数はプレイアウト数
が増えるほど大きくなった．平均手数は
 手で収束した．板の設置は平均 
手程度で終えているため，これらの手の
ほとんどは，ゴールへ移動せずにランダ
ムな移動を繰り返している手である．こ
れを防ぐために，ゲームのルールからラ
ンダムプレイにおける勝利判定を考える．

 では，先にゴールに移動した
プレイヤが勝利する．また，移動を妨害
する手段は基本的に板のみである．よっ
て，お互いのプレイヤが最短経路を移動
すると仮定すると，すべての板を使い切
った時点で勝敗は決定している．ジャン
プを考慮しても歩数は一歩逆転するのみ
であるため，自分が板を使いきった時点
で相手の最短歩数より自分の最短歩数が
多ければ，逆転は不可能である．このこ
とを考慮して，板を打ち終えている場合
に新たな勝利判定を追加する．追加後の
手順を以下のフローチャートに示す．


プレイアウト開始


局面， の初期化


 の着手
 変更

その他

非ゴール

ゴール？
最短歩数

自分＞相手
かつ板なし
 ゴール
 変更
 プレイアウト終了

図 2.3 最短歩数差による勝敗判定


このフローチャートに基づきプレイア
ウト実験を行ったところ，プレイアウト
速度は  プレイアウト／秒となり，
高速化が確認できた．また，最後の移動
を最善手にしたのと同様であるため，精
度の向上も期待できる．以後の実験では
プレイアウトにこの手法を用いる．
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ゲームにおける
ゲームにおけるモンテカルロ
におけるモンテカルロ法
モンテカルロ法

モンテカルロ法は，理論的に解を求め
ることが困難な問題に対して，大量のラ
ンダムシミュレーションを行い，大数の
法則から確率的に妥当な解を求める手法
である．ゲーム情報学においては，モン
テカルロ法は，ランダム試行によるゲー
ムの勝率を着手の選択に利用する手法と
して用いられる．本章では，ゲームにお
けるモンテカルロ法の適用方法とその改
良手法を示す．




原始モンテカルロ
原始モンテカルロ着手選択
モンテカルロ着手選択

多くのゲームにおいて，モンテカルロ
法に基づくプログラムが成功を収めてい
る．モンテカルロ法によるゲームアルゴ
リズムの基本は，以下の通りである．ま
ず，すべての可能手に対して，その可能
手を着手してからランダムプレイヤによ
るプレイアウトを行うことを多数回繰り
返す．このプレイアウトの結果を用いて，
最初に着手した可能手を評価する（図 ）
．
回数が十分であれば，大数の法則から，
確率的に勝ちやすい手を判定し，その手
を対戦における着手とする．これは，改
良されたものと区別するために原始モン
テカルロと呼ばれる．














図 3.1 ゲームにおけるモンテカルロ着手選択
●は黒番局面，○は白番局面
■は黒勝利のゲーム，□は白勝利のゲーム

一般的に，実際に勝ちやすい局面で勝
ちにつながる可能手が増えるようなゲー
ムでは効果を発揮できる．また，勝率が
互角程度のとき，最も効果を発揮する．




 による改良
による改良

モンテカルロ法は，実行時間が十分に
取れれば，各可能手の勝率を正確に判定
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できる手法である．しかし，対戦ゲーム
においては，プレイヤに与えられる思考
時間には限りがあるため，できるだけ無
駄なプレイアウトは省きたい．単純には，
ある程度プレイアウトを行った時点で，
良さそうな手を多くプレイアウトするこ
とにすれば良いと考えられる（図 ）
．し
かし，少ない可能手に対して多くのプレ
イアウトを割り当てると，本当に勝率が
高い手を見つけられず，あまりプレイア
ウトしていないという状況が起こり得る．
この収穫と探索のバランスの問題は多腕
バンディット問題と呼ばれ，この問題に
対する最適戦略そのものは明らかにされ
ている．













図 3.2 勝率の良い手にプレイアウトを割り振る

厳密な最適戦略を計算するには時間が
かかるため，次善策として  値（
）を計算して，これに基
づき可能手を選択する手法が提案されて
いる． と  という式が示され
ているが，
一般には  が用いられる．
 値は以下のように計算できる．



ここで， はその可能手から始まるプ
レイアウトの勝率， はその可能手からの
プレイアウト数， は全可能手のプレイ
アウト数であり， は対象の問題によっ
て変更される定数である．原型の 
の式では定数  は  であるが，今回  は
 とした．プレイアウト後，次にプレイア
ウトする着手を選択するとき，この式に
基づいて可能手を選択することで，勝率
の低い可能手からのプレイアウトをする
確率を最低限に抑えることができること
が証明されている．
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 モンテカルロ  の動的
勝率調整
本章では， を用いた  プレ
イヤの問題点と，改善する提案手法を示
す．

えば，可能手全体の勝率が中央付近に移
動し，勝率の比較が可能になると考えら
れる(図 5）
．
何らかの黒に不利な要素を追加
して再度シミュレーション



  におけるモンテカル
におけるモンテカル
ロ着手選択の
着手選択の問題点
モンテカルロ法が最も効果を発揮する
のは，勝率が互角程度の局面である．こ
れは，勝率の平均値が中央に近いほど，
勝率の分布から正確に勝率の高い手と低
い手が判別できるからであると考えられ
る．しかし， では勝率が大きく
上下してしまい，正確な判断が困難とな
る局面図 が多い．また，間違った手を
数手指すだけで，板という取り戻せない
最重要の要素を消費してしまうため，そ
の後に互角の局面に戻っても敗北が確定
しているという状況が多い．つまり，一
度有利になっても勝ちすぎると判別不可
能になって致命的な弱い手を打ってしま
い，また負けている場合には早々に諦め
たような弱い手を指してしまう．このた
め，中盤で効果を発揮して有利になって
も，最後まで勝ちきることができず，ま
た人間との対戦時などに，まだ勝負がつ
いていない局面でも変な手を打ち始めて
勝負を投げたような状態になってしまう．


図 4.1 勝率が極端だと比較不可能になる

  における動的勝率調
における動的勝率調
整手法
4.1 節で述べた問題点を解決する方法
として，シミュレーション終了時に，勝
率が一定以上に高い手が多く出た場合は
局面に不利な調整を，可能手中の最も勝
率の高い手の勝率が一定以下である場合
局面に有利な調整を加えて，再度シミュ
レーションを行う．この調整を適切に行
第52回プログラミング
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図 4.2 シミュレーションの勝率調整のイメージ

ただし，実際の局面とは異なる盤面を生
成すると，得られる勝率が実際の局面で
勝ちやすさとは異なってしまう可能性が
高い．そのため，ゲームの盤面は変更せ
ず，勝利条件に若干の変更を加える．類
似の研究として，コンピュータ囲碁では
先手有利を解消するためのハンデである
コミの値を変更する手法が研究されてい
る[7]． では，勝率が高すぎる場合
最短歩数による勝利判定を不利に，低す
ぎる場合は勝利判定を有利に調整し，再
度シミュレーションを行う．具体的な手
法を次節で示す．



動的調整における
動的調整におけるパラメータ
におけるパラメータ

勝率の調整において，最低限の調整を
行うために，β，γ，δという  種類の
パラメータを用意した．βは調整開始時
に何歩分有利さを加えるかで，γは勝率
がどの程度だと正確でないと判断するか，
δはそのような可能手がいくつあると正
確でないとするかを規定する．これらに
基づき調整を行う． 値に基づくシミ
ュレーションを行い，それぞれの可能手
が現在局面からの勝率を得た後，各パラ
メータに基づき，以下の条件により再度
シミュレーションを行うかを判別する．
再度シミュレーションを行った後，再び
同様に勝率から判断し，まだ勝率が高す
ぎるまたは低すぎる場合は調整歩数を 
多くして再度シミュレーションを行うこ
とを繰り返す．
勝敗判定の調整に利用するパラメータ
をαとすると，フローチャートは以下の
ようになる．
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δ：補正するかどうかの判断基準の個数
（基本的に，勝率がγより大きい手がδ個
以上  最高勝率が γで γより低い手
がδ個以上なら，最短歩数差よりβ有利で
はじめる）
：勝率が最も高い可能手の勝率
i：可能手  の勝率
：シミュレーション再試行回数

プレイアウト開始

局面， の初期化

 の着手

 変更
その他
非ゴール

ゴール？

最短歩数

ゴール
プレイアウト終了

 変更

板なしかつ
＜α
＜α≠

図 4.3 αによる打ち切りの導入



この ，，，αは以下のようにな
っている．

可能手 iiγ γ
iγ
δ
α←β
α←   ≦
α←β
α←  ≧
勝率リセット
シミュレーション前に戻る


【αの利用方法の意味】
ランダムシミュレーションにおいて，自分
のターン終了時，自分が板を持っていない
場合，
 α 敗北 ＝
α 敗北 ≠
とする．
調整を行わない元のシミュレーションで
はα であり，常に
 敗北
であった．これは，
非  の最短歩数 の最短歩数） 敗北
という，最短歩数差による「お互いが最短
距離を移動したら絶対に勝てない」ことを
利用した勝利判定条件式の右辺を左辺に
移項しただけのものである．

：ルートノード（実際の対局）のターン
プレイヤ
：シミュレーション中の局面のターンプ
レイヤ
←非  の最短歩数  の最短歩数
α：補正用変数
β：初期の歩数補正
γ：補正するかどうかの判断基準の勝率
（≧γ＞）
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実験と
実験と結果

 節で示した  種類のパラメータを変
更して，提案手法を用いない通常の 
プレイヤとの対戦実験を行った．
予備実験の結果， プレイヤ同士の
自己対局では，序盤の手筋が著しく偏り，
毎回最初の十数手程度が同じ手になって
しまうことが分かった．そのため，次節
からの実験では，最初の  手ずつをお互
いにランダムに着手し，その後思考ルー
チンで着手した．この方法は一般に実験
に用いられるが，最初のランダム着手の
全体への影響が大きいと，実際とは異な
る勝率が出る．特に  では，主に
勝敗を分ける要因となる板をランダムに
使用してしまうため，ランダム着手の影
響が大きい．このため勝率の数値自体は
提案手法と通常  プレイヤとの実際の
実力差ではなく，提案手法同士の差を示
すものである．対局数は，先手  局，
後手  局の合計  対局とした．



βの変更による
変更による対局実験
による対局実験

 節にあるβ，γ，δの  変数のうち，
γ，δ に固定し，βのみを変更し
た提案手法の  プレイヤを通常の
 プレイヤと対局させた結果，提案手
法のプレイヤの勝率は図のようになった．






勝
率
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図   各βの通常  に対する勝率
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この中では，β およびβ のときが
最高勝率である．βが少なすぎても多す
ぎても勝率が下がっている．また，実際
の勝利数を以下の表に示す．








表   各βの提案手法と通常  の勝利数

β
0
2
4
6
8

動的調整手法勝利
524
590
590
550
547

通常UCB勝利
476
410
410
450
453






γの変更による
変更による対局
による対局実験
対局実験
実験

β，δ に固定し，γを変更した提
案手法のプレイヤを通常  プレイヤと
対局させた結果は以下のようになった．
 0.700

 0.600

 0.500
勝
率
 0.400

 0.300

 0.200
γ=0.60
γ=0.70
γ=0.80
γ=0.90
γ=1.00

図   各γの通常  に対する勝率


γ のとき最高勝率となっている．
γが小さすぎると勝率が低い．γ の
ときも勝率が下がっている．実際の勝敗
数は以下の表に示す．

表   各γの提案手法と通常  の勝利数








γ
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00

動的調整手法勝利
324
498
593
590
452

通常UCB勝利
676
502
407
410
548





δの変更による
変更による対局実験
による対局実験
対局実験

β，γ に固定し，δを変更した
提案手法のプレイヤを通常  プレイヤ
と対局させた結果は次のようになった．
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図   各δの通常  に対する勝率


δ が最高勝率となっているものの，
全体的に並んでおり，優位な差は確認で
きなかった．より大きく変化させてみる
必要があると考えられる．実際の勝敗数
は以下の表に示す． 対局で勝敗数の
差は一桁であり，性能差は明確でない．

表   各δの提案手法と通常  の勝利数






δ
3
5
7

動的調整手法勝利
583
590
585

通常UCB勝利
417
410
415

 序盤ランダム
序盤ランダム着手
ない対
ランダム 着手を
着手 を し ない対
局実験
実験
 から  の結果から，
β，
γ，
δ 程度のとき勝率が高いと判断し，そ
のようにパラメータを設定した提案手法
と通常  で， 手目からランダム着手
をせずに思考ルーチンに打たせる対局実
験を行った．先手後手  対局ずつで，
 対局行った．この結果，勝敗数は以
下の表のようになった．







表   序盤ランダムを行わない対局での勝利数

先手/後手
後手/先手
合計

動的調整手法勝利
497
209
706

通常UCB勝利
3
291
294

動的調整手法を用いた場合，先手では
％以上と，ほぼすべての対局で勝利し
ている．一方，後手では負け越している
が，％以上の勝率があり，後手では ％
に近い通常  との差は明らかである．
これは，提案手法の先手では序盤の手筋
で得られた優勢そのままに勝利すること
ができ，後手で不利な序盤でもその後に
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逆転することに成功しているということ
であり，本手法の有効性を示している．




コンピュータオリンピアード

本手法を基本にし，序盤の定石対策な
どの改良を加えたコンピュータ 
プログラム「」で， の主催する
コンピュータプログラムの世界大会であ
る第  回コンピュータオリンピアードに
出場し，
 部門で優勝を果たした．
対戦相手として， 節で述べたαβ探
索のプログラム  も出場してい
たが， 手先まで読む  に対し
て，深さ  および状況によって深さ  ま
でしか可能手の展開を行っていない 
が勝利できたことからも，本手法の有効
性が確認できた．ただ，序盤の強力な定
石を持つプログラムに対しては，定石で
対策するしかなかったのは，課題である．





考察と
考察と展望

 節の実験から，局面の有利さを若干
有利と見たところからシミュレーション
を行うと最も良い結果が出ることが分か
った．また，モンテカルロ法は勝率が均
衡した局面で最も有効であるが， 節の
実験から，勝率調整を行う場合は，勝率
が  付近になるまで調整するのではな
く，あくまで ～ 程度に収めるほう
が良いことが分かった．これは，調整を
行うと実際の局面から離れてしまうため
に，必ずしも良い着手ができるとは限ら
ないためであると考えられる．また，
節の実験は勝率の高い手または低い手の
個数による調整の有無を調べているが，
最適な値は実際の最善手がいくつ同時に
出るかなどによるため，それぞれのゲー
ムの性質によって異なると考えられる．
 章の通り，第  回コンピュータオリ
ンピアードでは良い結果を残せたが，本
手法を用いて  手読みを行っても，自分
で考えた序盤の定石に対処することはで
きなかった．このことから，先読みのな
い  の改良のみでは限界があるため，
 を木探索に応用し，コンピュータ囲
碁で成果を挙げている手法である 
に本手法を適用することが課題である．
その場合に，本手法がどの程度の効果を
及ぼすか，再探索にかけるコストの割合
をどうするかは，今後の課題である．
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おわりに

本稿では，二人零和有限確定完全情報ゲ
ームとして二人対戦の  を採り上
げ，ランダムシミュレーション実験及び
モンテカルロプレイヤを改良する動的調
整手法の提案と実験を行った．実験の結
果，開始  手ずつランダムという条件で
通常  に対し  割程度，また開始時ラ
ンダムなしでは  割以上の勝率を達成し，
本手法がモンテカルロ  に関して
非常に有効であることを示した．
また，本手法を用いた  プログ
ラム「」で， 主催のコンピュー
タプログラムによる世界大会である第 
回コンピュータオリンピアードに参加し，
優勝した．
本稿及び大会参加時では， を用い
た．現在コンピュータ囲碁分野で最も成
果を挙げているのは，この  を木探索
化した  であるため， でも
 を用いることが有効であると考えら
れる．そのため，本手法が  でも有効

であるかを試すことが今後の課題である．
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