
大貧民ゲームにおける 

モンテカルロ法の基礎実験 

Experiments of Monte Carlo methods  

in the Daihinmin game. 
 

生田 真貴 髙橋 健一 
Masaki Ikuta Kenichi Takahashi 

広島市立大学大学院情報科学研究科 広島市立大学大学院情報科学研究科 
Email: ikuta@cm.info.hiroshima-cu.ac.jp Email: takahasi@hiroshima-cu.ac.jp 

 
 

Abstract—This paper applies the Monte Carlo 

method to a multiplayer game with imperfect 

information and examines the effectiveness. The Monte 

Carlo method is employed for search, since multiplayer 

imperfect information games have enormous search 

space. The effectiveness of the Monte Carlo method 

depends on the strength of each player during play-out. 

In order to improve the ability of Monte Carlo methods, 

rule-based selection is added to random selection 

during play-out. Experiments are conducted to check 

whether the rule-based selection is effectives. 
 

I.  はじめに 

近年，人工知能（AI）の研究が多くなされて

いる．人工知能は，人間の知的活動をコンピュ

ータに行わせるための研究分野である．AIの技

術は，ゲームやロボットなどの分野で，広く用

いられている．人工知能研究の一分野で，ゲー

ムにおける探索アルゴリズムにモンテカルロ法

を応用する研究が行われている．モンテカルロ

法とは，乱数を用いたシミュレーション（プレ

イアウト）を複数回行い，解を近似的に求める

手法である．モンテカルロ法を応用した研究の

一つとして，囲碁や将棋などの二人零話完全情

報ゲームが注目されている．特に，囲碁などへ

のモンテカルロ法を用いたAIの技術は，アマチ

ュア段位者のレベル程度まで向上している．例

えば，2008年に開催されたUECコンピュータ囲

碁大会において，CrazyStone[1]が九段のプロ

棋士に9路盤黒番互先にて1目勝ちを成し遂げて

いる．さらに2011年にはZen[2]が四段のプロ棋

士に19路盤にて四子をもらって中押し勝ちを収

めた．これらの実績から，二人零話完全情報ゲ

ームでのモンテカルロ法の有効性が示されてい

る． 

また，多人数不完全情報ゲームにおけるモン

テカルロ法の有効性も示されている．多人数不

完全情報ゲームとは，3人以上のプレイヤが存在

し，互いの情報が不明なゲームである．多人数

不完全情報ゲームでは，戦略の複雑さや不確定

要素による探索空間の肥大化などの問題がある．

そのため，将棋や囲碁のような二人零話完全情

報ゲームで一般的に用いられる探索の適用が難

しい．多人数不完全情報ゲームのひとつとして

大貧民ゲームがあり，第４回UEC大貧民大会[3]

では，モンテカルロ法を実装したプログラムが

優勝を収めている． 

本研究では，この多人数不完全情報ゲームで

あるトランプゲーム「大貧民」をとり上げ，探

索空間が肥大になるという問題を解決するため

にUCT（Upper bound Confidence for Tree）

アルゴリズム[4]を用いたUCTモンテカルロ法を

用いる．大貧民のプレイヤに実装することで，

多人数不完全情報ゲームでのモンテカルロ法の

有効性について検討を行う．モンテカルロ法は

プレイアウトの結果に依存する手法であり，プ

レイアウトの評価がより良い評価になれば，結

果が向上する．そのため，我々はモンテカルロ

法のプレイアウトの部分のランダム探索にルー

ルベースを導入し，プレイアウト評価の向上を

図った． 

II. UCT モンテカルロ法 

本研究では，第４回UEC大貧民大会向けに開

発されたUCTモンテカルロ法を扱う．UCTモン

テカルロ法では，自分の手順のときに，未探索

の合法手が存在している場合は，未探索の合法

手を優先して探索する．また，すべての合法手

が過去に一度探索されている場合は，良い手と

思われる手に対して優先的に再度探索を行う．



この手法は近年，モンテカルロ法の主流になっ

ている．探索においては，他のプレイヤの持っ

ているカードは自分にはわからないため，他の

プレイヤのカードをランダムに割り当てて，自

分が上がるまで，ルールベースにより，もしく

はランダムにカードを選んで場に出しながらゲ

ームをつづけ，結果を評価する．この自分の合

法手以降の手をシミュレーションすることをプ

レイアウトという．UCTモンテカルロ法では，

プレイアウトで得られた順位を評価として用い

る．プレイアウトを多数回行い，合法手の中で

(１)で定義されるUCB値が良いカードを選び，

ゲームを行う．ここで，現在の全体のプレイア

ウト回数をn回として，行動jのプレイアウト回

数を  ，勝ち点の現在の平均を  ，２乗平均を

  
 とする．勝ち点とは，プレイアウトを行った

結果の順位に関連付けられた評価値(表１参照)

である．合法手jのUCB値は以下のように定義さ

れる． 

  UCB( j )=    √               (1) 

      (       
  (  )

 
 √          ) (2)  

  ∑       (3) 

 

表１．プレイアウトの評価 

大富豪 5 

富豪 4 

平民 3 

貧民 2 

大貧民 1 

 

III. プレイアウト中における手の選択法 

プレイアウト中に各プレイヤが場に出す手を，

選択手法A~Dおよびランダムで選択する．選択

手法は大貧民の注目される特徴を考慮している．

ここで注目される特徴は革命（カードの強さが

逆転する），縛り（場に出ているカードのスー

トと出すカードのスートが同じ場合，以降のプ

レイヤも同じスートのカードしか出せない），

階段（自分の手のなかの，同じスートで連続し

た数のカードを３枚以上で出す），カードの強

さとする．カードの強さは通常，３が最も弱く，

２が最も強い．革命を行うと強さは逆転する．

カードの強さを図１に示す． 

以下，大貧民の特徴を考慮した４つの選択法

について述べる．４つの選択法は，革命優先選

択，縛り優先選択，階段優先選択，数字優先選

択である．さらに，プレイアウト時の評価を改

善する方法を組合せて，実験を行った． 

 

 
図1．通常時と革命時のカードの強さ 

 

A. 革命優先選択 

プレイアウト中に革命を起こせる手があれば，

革命を行う．以下に手順を示す． 

1. 出せる手を全列挙する． 

2. 上がりになる手が存在すれば，その手を

選択する． 

3. 列挙された手が一択ならば，その手を選

択する． 

4. 列挙された手に革命が発生する手があれ

ばその手を選択する． 

5. 革命が発生する手がなければランダムに

手を選ぶ． 

B. 縛り優先選択 

本選択法では，縛りを起こせる手があれば，

縛りを行う．縛りを行えない時，合法手の中か

らランダムに選択する． 

C. 階段優先選択 

本選択法では，プレイアウト中に階段として

出せる手があれば，その手を選択する．階段を

優先的に選択する理由は，他のプレイヤに対し，

カード提出を行いにくくさせ，自分の手札を多

く出すことが出来ることである．階段がないと

きは，合法手の中からランダムに選択する．  

D. 数字優先選択 

本選択法は数字に着目し，なるべく小さい数

字のカードから優先的に出すようにする方法で

ある．以下に手順を示す． 

1. 出せる手を全列挙する． 

2. 上がりになる手が存在すれば，その手を

選択する． 

3. 列挙された手が一択ならば，その手を選

択する． 

4. 列挙された手の数字に応じてそれぞれの

カードに評価値を与える．評価値はカー

ドの数字が 1 か 2 であれば，（8-数字）

とし，それ以外の数字であれば，（数字-

3 2 

弱 強 
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革命時 2 3 8  
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… … 



8）とする． 

5. 評価値の総和が負ならば，列挙された手

で最も数字が小さい手を選択する．革命

時ならば，評価値の総和が正の時，数字

が最も大きい手を選択する． 

6. あてはまらなければ手をランダムに選ぶ． 

E. プレイアウト中のバックトラック 

プレイアウト中の手の選択はランダムに行われ

る．本手法では，1 回のプレイアウトに一度だ

け自分の評価が３になったとき５の状態に戻す

バックトラック処理を行う．たとえば，５人の

プレイヤが誰も上がっていない状態からプレイ

アウトを行うと，プレイアウト中の自分の評価

は他のプレイヤが１人上がるたびにひとつずつ

下がっていく．そこで，５→５→４→…４→３

というように評価が３になったとき，それ以降

の探索をやめて，一度だけ最後に５の評価であ

ったときの状態まで戻す処理を行う．これによ

り，途中にランダム選択があるとき，違う盤面

に展開され，最終的な評価が改善されやすくな

ると考えられる．  

IV. 実験 

実験では表２に示すようにUCTモンテカルロ

法[3](以下UCTと略す)，snowl[5],および提案手

法の５プレイヤで対戦する．1000ゲーム終了時

の各プレイヤの総得点と順位から，評価と考察

を行う．snowlは，UCTモンテカルロ法におけ

るプレイアウト時の手の選択をsnowl独自のル

ールベースにより行う手法である．各実験にお

ける共通の実験環境を表２に示す． 

 

表２．実験環境 

対戦相手 

提案手法 

snowl 

UCT モンテカルロ法 

UCT モンテカルロ法 

UCT モンテカルロ法 

総ゲーム数 1000 

 

表３から表５に各々の実験結果を示す．表３に

A～Dで述べた特徴による手の選択手法を用いて

1000ゲーム行ったときの最終得点を示す．表４

に，さらにEで述べたバックトラックを用いた

場合の1000ゲーム後の結果を示す．さらに表５

に，２つ以上の選択法を組合せた結果を示す．

表３から，バックトラックを用いない場合，革

命，縛り，階段，数字優先選択手法のみでは得

点が改善されていないことがわかる．表３と表

４の比較から，バックトラックを行うことによ

り得点が向上していることがわかる．また，表

５からわかるように２つ以上の特徴を組合せる

ことで，得点がさらに向上し，snowlよりは低

い得点であったが，UCTモンテカルロ法よりは

高い得点を得ることができた．数字優先＋階段

優先選択とバックトラックとを組合せたときが

最も高い得点が得られた．これらの結果から，

特徴を取り入れた選択とバックトラックを用い

ることはモンテカルロ法において有効であると

考えられる．  

 

表３．1000ゲームの結果(1) 

対戦相手 階段 縛り 革命 数字 

snowl 3732 3702 3628 3728 

提案手法 

(バックトラックなし) 
2580 2583 2609 2522 

UCT(平均） 2896 2905 2919 2917 

 

表４．1000ゲームの結果(2) 

対戦相手 階段 縛り 革命 数字 

snowl 3554 3632 3488 3692 

提案手法 

（バックトラックあり） 
3068 2769 2984 2865 

UCT(平均） 2793 2866 2843 2814 

 

表５．1000ゲームの結果(3) 

対戦相手 
数字+ 

階段 

数字+ 

縛り 

数字+ 

革命 

数字+ 

革命+ 

階段+ 

縛り 

snowl 3675 3497 3561 3518 

提案手法 

（バックトラック

あり） 

3105 3010 3092 3076 

UCT(平均） 2740 2831 2782 2802 

 

図２に，数字＋階段優先選択法とバックトラ

ックを用いた提案手法により，1000ゲーム対戦

したときの総得点を示す．縦軸が総得点数で，

横軸がゲーム数である.  

 

V. おわりに 

  本研究では，モンテカルロ法のプレイアウ

ト中の手をランダム選択に加え，特徴を考慮し

て選択する手法を提案した．実験では，革命，

縛り，階段の特徴を利用する手法はランダム選 



図２．バックトラックを用いた 

数字優先＋階段優先選択法の総得点 

 

択と変わらないという結果が得られた．今回の

実験においては，各々の条件がシンプルであっ

たため，プレイアウトの評価が上がっていかな

かったと考えられる．しかし，バックトラック

法と組合せることで，snowlに及ばないものの，

得点を向上することができ，これらの手法が有

効であることが確認できた．数字優先と階段優

先選択とバックトラック法とを組合せたとき，

最も高い得点が得られた． 

今後の課題としては，出すカードの選択にペ

アや階段といった組合せをどのように用いてい

くか，その方法の開発が上げられる．また，他

者より早く自分が上がることが最も重要な大貧

民において，ゲームをより優勢に進めるための

特徴を発見し実装することが重要な課題である． 
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