
 

第 22 回 ゲーム・プログラミングワークショップ 2017 プログラム 

発表時間： S(Short) 20 minutes, L(Long) 30 minutes. 
 

11 月 10 日（金） 
 
13:40 - 13:50 開会挨拶 

 

13:50 - 14:40 セッション１ 囲碁、将棋、チェス(1) 
1-1 (L) 方策勾配を用いた将棋の局面評価関数の教師付学習：静止探索の導入と 

AdaGrad の適用 .......................................................1 
古根村 光, 山本 一将, 森岡 祐一, 五十嵐 治一 

1-2 (S) 局面の組合せを用いた囲碁評価関数の学習 .................................8 
万代 悠作, 金子 知適 

 
15:00 - 15:40 セッション２ 人工知能エージェント(1) 

2-1 (S) Believable Agentの生体情報による評価 ..................................15 
森田 和貴, 橋山 智訓, 田野 俊一 

2-2 (S) ローグライクゲームの研究用ルール提案とモンテカルロ法の適用 ............19 
高橋 一幸, Sila Temsiririrkkul, 池田 心 

 
16:00 - 17:20 セッション３ 探索アルゴリズム 

3-1 (L) 確率的選択探索の将棋への適用 ..........................................26 
桐井 杏樹, 原 悠一, 五十嵐 治一, 森岡 祐一, 山本 一将 

3-2 (L) モンテカルロ木探索における状態価値の推定方法の改善 ....................34 
今川 孝久, 金子 知適 

3-3 (S) 有向非巡回グラフで表現された1人麻雀の探索アルゴリズム ................42 
栗田 萌, 保木 邦仁 

 
19:00- ナイトイベント 
 
11 月 11 日 (土) 

 
9:20-10:10 セッション４ 人工知能エージェント(2) 

4-1 (S) 深層学習を用いて役職推定を行う人狼知能エージェントの開発 .............50 
大川 貴聖, 吉仲 亮, 篠原 歩 



 

4-2 (L) GVG-AI のための Monte Carlo Tree Search の改善に関する研究 ...........56 
Oh Hyunwoo, 金子 知適 

 
10:30-11:40 セッション５ 不完全情報ゲーム 

5-1 (S) 花札のこいこいにおける方策勾配法とNeural Fitted Q Iteration の適用 ......64 
佐藤 直之, 池田 心 

5-2 (L) 麻雀１局の目的に応じた抽象化と価値推定からなるプレイヤの開発 ..........72 
____  栗田 萌, 保木 邦仁 
5-3 (S) 未知環境における多人数不完全情報ゲームの戦略計算 ......................80 
_______河村 圭悟, 鈴木 潤, 鶴岡 慶雅 

 
13:00-15:20 企画「不完全情報ゲームＡＩの現状と将来」 

13:00-13:40 招待講演１ 
麻雀AIは人類を超えられるか？ ......................................巻頭 i 
水上 直紀（東京大学大学院工学研究科, 麻雀ＡＩ「爆打」開発者） 

13:45-14:25 招待講演２ 
ポーカープロから見たAIの現状と今後の予測 ...........................巻頭 i 
木原 直哉（プロポーカープレーヤー） 

14:30-15:20 パネルディスカッション 

 
15:40-17:40 ポスターセッション 

15:40-16:10 ポスターセッション フラッシュトーク 
16:20-17:40 ポスター発表 
P-1 HICHAIN: カードの向きを指定して着手する二人完全情報ゲームの提案と、 

その AI への展望 .........................................................88 
伊藤 滉貴, 阿原 一志 

P-2 不利な情報を与えないように行動する algoプレイヤの構築 ....................96 
佐々木 一郎, 藤田 茂 

P-3 テトリスを題材にしたスケールダウンを利用した学習手法の開発  ..............99 
青木 勢馬, 橋本 剛 

P-4 メリットとリスクが非線形な多人数不完全情報ゲームの Q 学習における状態ベクトル

の設定法の比較と学習効率 ................................................104 
山田 豊大, 阿原 一志 

P-5 SMT ソルバを用いた Slitherlink パズルの解法 .............................111 
宮内 哲夫, 田中 清史 

P-6 数学的ゲーム・パズルを用いた研究・学習活動を行うための環境構築を目的とした 



 

iOSアプリケーション開発 ................................................119 
福井 昌則 

P-7 囲碁における指導方法の分析 ..............................................126 
中村 一行, 松原 仁 

P-8 Accelerate Parallel Deep Learning Inferences with MCTS in the game of Go  ..131 
Ching-Nung Lin, Shi-Jim Yen, Jr-Chang Chen 

P-9 Style Transfer in Playing Shogi Based on Generative Adversarial Networks  ..138 
Shanchuan Wan、金子 知適 

P-10 世界コンピュータ将棋選手権の歴史（３） .................................144 
瀧澤 武信 

P-11 QBF ソルバを用いた将棋に対する即詰みの有無判定 ........................152 
石脇 滉己, 吉仲 亮, 篠原 歩 

P-12 将棋における勾配ブースティング木を用いた評価関数 .......................158 
渡辺 敬介, 金子 知適 

P-13 CNN麻雀 －麻雀向けCNN構成の有効性－ ...............................163 
築地 毅, 柴原 一友 

P-14 マルチエージェント・シミュレーションを用いた全自動麻雀卓の撹拌手法に関する 
モデル化 ...............................................................171 
井手 広康, 奥田 隆史 

P-15 人狼ゲームエージェントにおける行動選択手法の比較 .......................177 
     Tianhe Wang, 金子知適 
P-16 人間同士の人狼ゲームで用いられる戦術を反映させた人狼知能の研究 .........183 

伊藤 幹太, Reijer Grimbergen  
P-17 Counterfactual Regret Minimization による交渉ゲームの求解 ...............189 

藤本 海右, 鶴岡 慶雅 
P-18 Settlers of Catan におけるマップ自動生成の研究 ..........................195 

Juho Hwang, 金子 知適 
P-19 デジタルカーリングの最終局面における獲得可能点数の推定のための 

ショットシミュレーション回数の削減 .....................................201 
益子 直, 吉仲 亮, 篠原 歩 

P-20 Parametrized Control in Soccer Simulation with Deep Reinforcement Learning 
.....................................................................208 

Yang Xu, 鶴岡 慶雅 
P-21 Hybrid Reward Architecture を用いたリアルタイムな意思決定の改善 ........215 

藤村 悠太朗, 金子 知適 
P-22内部報酬を自動生成する強化学習による一人用RPGの自動攻略 ..............219 



 

加納由希夫, 鶴岡慶雅 
P-23 TUBSTAP におけるユニット別攻撃行動枝刈りの効果 .......................226 

提橋 凛, 西野 順二 

 
18:00- 懇親会 
 
20:00- ナイトイベント  
 
11 月 12 日 (日) 

 
9:30-10:10 セッション６ 数学パズルとゲーム 

6-1 (S) 選好順序による多人数 NIM における正規形と逆形 .......................230 
末續 鴻輝 

6-2 (S) 決定性有限オートマトンを用いた覆面算の数え上げ ......................236 
野崎 裕樹, 吉仲 亮, 篠原 歩 

 
10:30-11:10 セッション７ 囲碁、将棋、チェス(2) 

7-1 (S) 将棋の局面評価関数におけるディープラーニングの利用 ..................244 
和田 悠介, 五十嵐 治一 

7-2 (S) 強化学習を用いた評価関数の作成手法の信頼性の分析 ....................250 
嶽 俊太郎, 金子 知適 

 
11:15- GPW 杯大会表彰 
 
11:30- GPW 賞選考結果発表 
 

  



 

招待講演 １ 

 

麻雀 AI は人類を超えられるか？  

水上 直紀（東京大学大学院工学研究科, 麻雀ＡＩ「爆打」開発者） 
 

 

将棋や囲碁では人間のトッププレイヤを超える AI が開発されたことは記憶に新しい。そ

のため日本でこれらのゲームに匹敵する人気を持つ麻雀においてもAIが人々の注目を集め

つつある。 
本講演では麻雀AIを構築するために用いられた技術やアイディアの歴史を振り返りつつ

現状の麻雀 AI の実力を紹介する。また将来的に人類を超えるために必要な条件やその環境

についても触れる。 

 

招待講演 ２ 

 

ポーカープロから見た AI の現状と今後の予測 

木原 直哉（プロポーカープレーヤー） 
 

 

私はポーカーに限らず、様々なゲームをプレーします。囲碁はアマ２，３段、将棋はア

マ４段、バックギャモンと麻雀はセミプロ級、ポーカーはプロとして生活しています。将

棋の電王戦、囲碁のアルファ碁－イセドル九段戦はリアルタイムで見ておりました。 

バックギャモンは２０００年前後に人間は AIに抜かれて、プロはみんな AIを使って研

究をしている時代です。自分も同様に AIを使って勉強してセミプロとしてバックギャモン

をプレーしていた時期がありました。それから１５年ほどたって、将棋、囲碁が攻略され、

まさにポーカーがこれから攻略されようとしつつあり、麻雀も次第に追い越されていくで

しょう。 

様々なゲームをプレーし、また AI対トッププロの対決を目にしてきた自分が、どのよう

がゲームが AIにとって攻略しやすく、どのようなゲームは攻略しづらいのか、それを客観

的な視点で見て思うことをお話しします。 


