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麻雀における手牌と残り牌からの上がり探索による
着手決定アルゴリズム CHE
原田将旗†

古宮嘉那子†

小谷善行†

麻雀において，引いてくる牌を仮定した後にランダムに牌を引いて捨てるシミュレーションでは，シミュレーション
結果が自己の上がりに至りにくい．本論文では，手牌と今後引く可能性のある牌とをあわせた牌の集合から上がりを
全探索する手法 Complete Hand Extraction(CHE)を提案する．CHE では探索で見つけた上がりに対し，手牌にあった各
牌について，上がりパターンに必要のないものに評価を累積する．その評価が最大となった牌を着手する． CHE プ
レイヤとモンテカルロプレイヤ 2 プレイヤずつで対局を行わせた結果，CHE プレイヤが和了率 20.8%, 24.4%，和了素
点 6767, 6483 となり，モンテカルロプレイヤの和了率 16.4%, 21.0%，和了素点 6465, 6194 を上回った性能を示した．

Move Decision Algorithm CHE using Complete Hand Search
from a Hand and Unseen Tiles on Mahjong
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On Mahjong, it is difficult to obtain complete hands from simulation results using simulation that draws and discards tiles
randomly after assuming the tiles to be drawn. This paper proposes method Complete Hand Extraction (CHE), which fully
searches complete hands from a hand and unseen tiles. After full search, CHE accumulates evaluation scores on tiles in a hand
that is needless to generate the complete hand and selects the tile whose evaluation score is the maximum as a move. We
performed experiment of playing Mahjong using two CHE players and two Monte Carlo players. The result show that CHE
player whose winning rates are 20.8% and 24.4%, and average points are 6767 and 6483, is superior to Monte Carlo player,
whose winning rates are 16.4% and 21.0%, and average points 6465 and 6194.

1. はじめに

を用いた研究では，不確定ゲームに用いる*-Minimax 探索，
多人数ゲームに用いる Maxn 探索を用いることで UCT を麻

現在のコンピュータ麻雀研究は，将棋やチェスに比べ進

雀へと適用して研究を行っていた[3]．相手を考えないで手

展しておらず，良い結果が出ているとは言えない段階にあ

を決定する 1 人麻雀プレイヤを，降りるか降りないかの判

る．これは，麻雀が多人数不完全情報ゲームであるため，

定と組み合わせて行動させているものもあり，これは平均

ゲームの特性も大きく異なり，既存手法の適用が難しいた

的なプレイヤと同等の力を示し，相手を考えないで自分の

めと考えられる．また，シミュレーションを用いるモンテ

上がりを考える（１人麻雀）思考と相手を考え上がらせな

カルロ法を麻雀に適用した場合，シミュレーション結果が

いようにする思考を分けることの有効性が確認された[4]．

上がりに至ることは少なく，沢山の上がりを想定した手の
選択が難しくなる．

3. 提案手法

本研究では，手牌と今後引く可能性のある牌を合わせた

CHE には，大きく分けて牌付加フェイズと上がり抽出フ

牌の集合から上がりを探索することで，起きうる上がりを

ェイズの二つの段階がある．着手を選ぶまでの動きは，牌

見つけ評価を手に与えていき，手を決定するアルゴリズム

付加フェイズと上がり抽出フェイズを思考時間中繰り返す

Complete Hand Extraction(CHE)を提案する．

ことになる．牌付加フェイズでは，今後引く可能性のある

2. 関連研究

牌をいくつか付加する，すなわち今後引く牌を仮定する．
上がり抽出フェイズでは，状態を仮定した中で起こりうる

本章では，麻雀研究の関連研究について述べる．

全ての上がりを見つけ出しその評価を手へと返していく．

コンピュータ麻雀の研究には，学習を行うものや UCB

この状態仮定を繰り返すことで，起きやすい（近い）上が

を用いたモンテカルロ木探索である UCT を用いたものな

り，高い上がりへと向かう手の評価がより高くなっていく．

どがある．学習を行って行動させる麻雀研究には，ニュー

そして，思考時間後に一番良い評価の手を着手として決定

ラルネットワークを用いて牌譜から評価関数を牌譜内で打

する．着手が決定するまでの流れは図 1 のようになる．

たれた手に一致するように学習するもの[1]，木カーネルを
用いた SVM で牌譜内の打たれた手の順位が高くなるよう
に手牌の木構造の順位を学習するもの[2]などがある．UCT
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3.1 牌付加フェイズ
牌付加フェイズでは，自分の手牌に場（自分の手牌，河，
ドラ）に出ていない残り牌のうちのいくつかの牌を加える
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ことを行う．これは，今後引いてくる可能性のある牌を加
える，つまり今後引いてくる牌を仮定するということを表
している．この牌付加フェイズを繰り返すことで，今後引
く牌の仮定を何度も繰り返すこととなる．
仮に手牌[2,2,4,8,9,東,東,北]，付加牌[2,3,7,東]とすると，
[2,2,2,3,4,7,8,9,東,東,東,北]が得られる．

図 2

上がり探索

4. 思考時間による性能比較対局実験
CHE プレイヤとモンテカルロプレイヤの思考時間によ
る性能の変化を，ツモ切りプレイヤとの対局を行い調べる．
4.1 実験概要
思考時間による性能の変化について調べるため，牌付加
数を残りのツモ数とした CHE を用いたプレイヤ，モンテカ
ルロプレイヤを，それぞれツモ切りする（上がらない）プ
レイヤ三つと同じ卓につかせて複数の思考時間で対局を行
図 1

CHE アルゴリズム

わせる．
・CHE プレイヤ（牌付加数＝残りのツモ数）

3.2 上がり探索フェイズ

・モンテカルロプレイヤ

上がり探索フェイズでは，牌付加フェイズで手牌と残り
牌のいくつかの牌を付加したもの（牌集合 A とする）から

対局の条件は次のように統一し，それぞれの対局を行う．

上がりを探索する．上がりの探索方法は，A から頭（同じ

・思考時間：0.25 秒，0.5 秒，1.0 秒，2.0 秒，4.0 秒，8.0

牌二枚）一つを取り除きそれを牌集合 B へ入れる．その後，

秒

A から面子（刻子“同じ牌三枚”or 順子“1,2,3 のような順

・対局数は各プレイヤの各思考時間に対して 200 局

になっている牌”）を一つ取り除きそれを B に入れる動作

・4 局に一回は親である（50 局親）

を四回繰り返す．この動作が終わった時に，B には頭一つ

・同じ局目では，同じ山を使い，同じ座り位置，親か子か

面子四つ（1 雀頭 4 面子）の上がりが入っている．そして，

も同じ

この上がりを見つけた時にその上がりの点数を計算し評価

・選択した捨て牌を捨てた時にテンパイの場合，リーチを

として，上がりに必要のない牌へと返す．

する

次の図 2 は，A を[2,2,2,3,4,7,8,9,東,東,東,北]とした場合の

・捨てられた牌，引いた牌で上がれる場合上がる

探索を表したものである．一番上のノードでは頭を探索し，
見つけたら下のノードへ行く．2 段目，3 段目のノードでは，
面子を探索し，見つけたら下のノードへ行く．4 段目ノー

4.2 実験結果
CHE プレイヤの思考時間ごとの性能を次の表 1，モンテ

ドは上がりを抽出したことを表している．（なお図 2 では，

カルロプレイヤの思考時間ごとの性能を次の表 2 に示す．

仮に 1 雀頭 2 面子を上がりとしている．）このとき，上がり

和了率は，全局中何局上がったかを表し，和了素点は，上

の点数を計算し上がりに用いない牌へと評価として与える．

がった局の点数の平均を取ったものであるためどちらも高

[2,2,2,3,4,7,8,9] を 見 つ け た 時は そ の 点 数 を計 算 し ， 手 牌

いものが性能がよいと言える．モンテカルロプレイヤが，

[2,2,4,8,9,東,東,北]の[東]と[北]へと評価としてそれを加算

短い思考時間のときあきらかに性能が長いときに劣ってし

することになる．各ノードで探索物（頭，面子）が見つか

まっている．CHE プレイヤは，思考時間が短いときでも長

らない時，または上がりの評価を返した後は，上のノード

いときに劣らない性能を出した．

へ戻り次のものを探索する．

次の表 3 に，CHE プレイヤがある一局中に探索で見つけ
た上がりの数を示す．表 4 には，モンテカルロプレイヤが
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ある一局の中でシミュレーション結果が上がりであったも

思考時間が短くてもよい結果が期待できることがうかがえ

のの数を示す．

る．この理由としては，牌を付加する回数が少なくても，
ある程度上がりが抽出でき，そのことによって，手牌を上

表 1

CHE プレイヤの思考時間ごとの性能

がりやすい形へと向かうような手を選ぶことができるため

思考時間(s)

和了率(%)

和了素点

であると考えられる．また，CHE プレイヤは思考時間を増

0.25

43.5

6621

やすと，大きな伸びはないが結果の改善が見込めると考え

0.50

44.0

6420

られる．これは，牌を付加する回数が増えることで，ラン

1.00

45.0

6597

ダムに付加する牌を選ぶ偶然性がならされ，より起きる確

2.00

45.5

6577

率が高い上がりへと向かえるような手を選ぶことができる

4.00

45.0

6577

ようになるためだと考えられる．

8.00

46.0

6614

次に，モンテカルロプレイヤの思考時間による性能の違
いについて見ていく．思考時間 0.25 秒の時は，和了率，和

表 2

モンテカルロプレイヤの思考時間ごとの性能

了素点どちらも，他の思考時間の結果よりも大きく劣って

思考時間(s)

和了率(%)

和了素点

いる．これは，十分なシミュレーションを行わないと見つ

0.25

15.5

5048

けることのできる上がりの数が少なくなりそのために起き

0.50

25.0

5154

ていることだと考えられる．

1.00

33.0

5568

これら二つのプレイヤの結果をあわせて見ると，思考時

2.00

38.0

5429

間が短い時はあきらかに CHE プレイヤがよい結果を残し

4.00

41.0

6182

ている．これは，シミュレーションを行わない CHE アルゴ

8.00

46.0

5641

リズムでは，短い時間でも上がりを多く見つけることがで
きるためだと考えられる．この点から，CHE アルゴリズム

表 3

CHE プレイヤの上がり発見数

思考時間(s)

序盤発見数

中盤発見数

終盤発見数

0.25

107643

84020

33006

0.50

266003

232370

78050

1.00

441899

570991

154881

2.00

875184

1012105

311396

4.00

1840627

2184741

647742

8.00

5027655

4382511

1290815

表 4

モンテカルロプレイヤの上がり発見数

の利点として，短い思考時間でそれなりの結果を出すこと
があげられる．

5. CHE プレイヤとモンテカルロプレイヤの対
局実験
CHE プレイヤ二つとモンテカルロプレイヤ二つの対局
を行う．
5.1 実験概要
CHE を用いたプレイヤ二つと，モンテカルロプレイヤ二
つを同じ卓につかせて対局実験を行う．牌付加数は予備実
験の結果から，シャンテン数+5 とした．
・CHE プレイヤ（牌付加数＝シャンテン数+5）

思考時間(s)

序盤発見数

中盤発見数

終盤発見数

0.25

14

13

4889

0.50

13

16

29

対局の条件は，次に示すものとした．

1.00

14

52

286

・思考時間 4.0 秒

2.00

16

62

405

・対局数は 840 局

4.00

24

331

56541

・4 局に一回は親である（210 局親）

8.00

17

90

0

・4 局ごとに席順をランダムに変える

・モンテカルロプレイヤ

・選択した捨て牌を捨てた時にテンパイの場合，リーチを
4.3 考察
牌付加数を残りツモ数にした CHE プレイヤの結果につ

する
・捨てられた牌，引いた牌で上がれる場合上がる

いて見ていく．和了率をみると 0.25 秒から 8.00 秒まで思
考時間が増えるごとに徐々に上がっていて，8.00 秒が一番
よい値を取っていることが分かる．また，和了素点も 8.00
秒が比較的大きな値を取っている．また，CHE プレイヤは
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5.2 実験結果
CHE を用いたプレイヤ二つと，モンテカルロプレイヤ二
つの対局結果は次に示す表 5 のようになった．
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CHE プレイヤとモンテカルロプレイヤの対局結果

[2]三木理斗，三輪誠，近山隆，木カーネルを用いた麻雀の

プレイヤ

和了率(%)

和了素点

打ち手の順位学習，Proceedings of 13th Game Programming

CHE1

20.8

6767

Workshop，pp.60-66，2008．

CHE2

24.4

6483

モンテカルロ 1

21.0

6194

モンテカルロ 2

16.4

6465

5.3 考察
和了率について注目すると CHE プレイヤの方が平均的
に高い値となっている．和了素点は CHE プレイヤが二つと

[3]三木理斗，三輪誠，近山隆，UCT 探索による不完全情報
下 の 行 動 決 定 ， Proceedings of 14th Game Programming
Workshop，pp.43-50，2009．
[4]水上直紀，中張遼太郎，浦晃，三輪誠，鶴岡慶雅，近山
隆，降りるべき局面の認識による１人麻雀プレイヤの 4 人
麻 雀 へ の 適 用 ， Proceedings of 18th Game Programming
Workshop，pp.1-7，2013．

もモンテカルロプレイヤの結果を上回った値であった．
和了率，和了素点を総合してみると CHE プレイヤが，モ
ンテカルロプレイヤよりも，より上がりやすく，高い点を
期待できるような手を選んでいることが考えられる．

6. おわりに
本研究では，相手を考えないで手を考える 1 人麻雀の着
手決定アルゴリズム CHE を提案した．この手法は，麻雀に
おいてモンテカルロ法を用いたときにシミュレーションで
上がりを見つけるのが難しいことを，手牌と残り牌から上
がりを抽出することで解決したものである．
思考時間を変えてツモ切りプレイヤと対局させた結果，
モンテカルロプレイヤが短い思考時間で著しく和了率，和
了素点が下がり性能が悪くなったのに対し，CHE アルゴリ
ズムを用いたプレイヤは思考時間が短いものも思考時間が
長いものと近い結果を出した．また，CHE アルゴリズムを
用いたプレイヤとモンテカルロプレイヤを同じ卓につかせ
て対局を行った場合，CHE アルゴリズムを用いたプレイヤ
が，モンテカルロプレイヤよりもよい結果を出した．これ
らの結果から，上がり抽出を用いることでさまざまな上が
りを見つけ出す提案手法が有用であり，モンテカルロ法を
用いてシミュレーションで上がりを見つけ出すよりも優れ
ているという結論に達した．
本手法は 1 人麻雀に対するものなので，捨てようとする
牌が危険であるか判定したり，現在の局面が降りるべき局
面であるか判定したりする相手のことを考える手法と組み
合わせられることが考えられる．また，ポン，チーなどの
鳴きルールについても考えていないため，鳴く直前と，鳴
いたと仮定した後の手牌それぞれで，残り牌を付加する本
手法を用いた結果をもとに鳴くかどうか決めるなどの，鳴
きに対するように本アルゴリズムを改良することが，今後
の展望としてあげられる．
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