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Abstract: Platform game CI competition is held to develop techniques of computer intelligence such as

learning algorithm, search algorithm and evolutionary algorithm by competing controllers of developers.

The useful information about benchmark program is provided by the organizers of the session. Moreover,

we will discuss the new technologies in the field of computer intelligence through the session.

1 はじめに

チェスや将棋をはじめとするゲームを題材として，コ
ンピュータで人間と同様の知能（AI：Artificial Intel-
ligence）を実現させようとする試みは古くから行われ
ている．近年では，ボードゲームだけでなくカーレー
スやファーストパーソンシューティング，戦略シミュ
レーション，アクションゲーム等，さまざまなジャンル
のゲームにおいて AIコンペティションが開かれている
[1]．
このようなデジタルゲームを用いた AI コンペティ
ションは海外で開催されることが多く，日本での開催は
あまり行われていない．AIコンペティションの目的は，
AIを開発・競争させることにより，AIに関連する技術
を発展させることである．そのため，日本国内でも AI
コンペティションを開催していくべきであると筆者らは
考えている．
我々は Julian らによって開発されたプラットフォー
ムゲームのベンチマーク [2]を用いたコンペティション
を国内で開催するため，本稿ではこれについての概説を
行う．

2 プラットフォームゲームベンチマーク

プラットフォームゲームとは，アクションゲームの中
でもキャラクターを操作し，画面上に存在する壇（足場）
を移動することで得点を稼いだり，ゴールを目指すゲー
ムのことを指す（図 1）．このプラットフォームゲーム
を AIベンチマークとしたのが Julianらである [2]．本

章では Julian らの開発したベンチマークについて概説
する．
2.1 API

Julianらのベンチマークは，エージェントを真横から
見たサイドスクロール型のアクションゲームで，次のよ
うな Javaインターフェースにより構築されている．

(i) 環境インターフェース：環境インターフェースは，
開発者が利用できる情報について定義している．開
発者は環境インターフェースで取得する情報を元に
コントローラを開発する必要がある．環境インター
フェースは，図 2のように 22×22マスの格子状に
区切り数値として，各ステップごとに情報を取得す
る．取得する情報には (1) 壇などのステージ情報，
(2) 敵の情報，(3) エージェントの情報，が挙げら
れる．

(ii) エージェントインターフェース：エージェントイン
ターフェースは，エージェントの操作入力について
定義している．エージェントへ入力される操作とし
て，{右，左，しゃがむ，走る，飛ぶ }の 5つの入
力があり，これらの組合せによってエージェントを
操作する．

(iii) タスクインターフェース： タスクインターフェー
スとは，エージェントがクリアするステージを定義
している．タスクインターフェースについては次節
で説明を行う．

開発者は，環境インターフェースで取得される情報を
元にエージェントインターフェースへの入力を各自の
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図 1 プラットフォームゲーム 図 2 環境インターフェース

AI を用いたコントローラで行うことにより，タスクイ
ンターフェースによって生成されたステージに挑戦する
ことになる．
2.2 タスクインターフェース
エージェントが挑戦するステージはすべて自動で生成
される．開発者は AI特徴に応じてステージを自動生成
させることができる．以下に開発者が調整できるステー
ジ生成のパラメータを列挙する [3]．

• レベル（Level）：ステージの難易度を調整する．数
値が大きい程（落とし穴ができたり敵が増えるな
ど）難易度が増す．

• シード（Seed）：ステージ生成時の乱数である．こ
れを変えることで，同じレベルでも異なるステージ
が生成される．

• タイプ（Type）：背景の変更され，生成されるステー
ジが変わる．

• 距離（Length）：ステージの長さを決めることがで
き，タイムリミットも変更することができる．

• 敵（Creatures）：生成されるステージに出現する敵
を調整することができる．

• 行き止まり（Dead ends）：迷路のような行き止ま
りや袋小路をステージに出現させることができる．

• 重力（Gravity）：エージェントの行動に影響する外
的要因（重力や慣性など）を変更することができる．

これらのステージ生成のパラメータを調節することで，
開発者は AIの特徴に応じた難易度のタスクを生成でき
る．そのため，研究・開発において幅広いベンチマーク
の利用が期待される．

3 プラットフォームゲーム CIコンペティ
ション

プラットフォームゲーム CIコンペティションの目的
は，学習・探索・進化などのコンピュータ・インテリジェ
ンス（CI）に関わる基礎的・応用的な手法の開発・競
争を行うことである．海外で開催されている AIコンペ
ティションでは，ハンドコーディングによる手法も認め
られている．筆者らは CIの研究・開発を推進するため，

今回は CIに限定してのコンペティションを企画した．
CI の例として，強化学習や探索アルゴリズム，進化
計算などが挙げられる．コンペティションにはあらゆる
CI を駆使してコントローラの開発を行ってもかまわな
いが，どのコントローラも計算時間が 40[ms/step]以内
となるように開発をする必要がある [3]．さらに，環境
インターフェースで取得できる情報以外の情報をソース
コードの改ざんによって取得してはならず，そのような
情報を利用した CIコントローラは本コンペティション
では認めない．CIコントローラには，事前に 10,000回
の学習が義務化される．その学習済みの CIコントロー
ラが会場で与えられる複数ステージでの総合的なスコア
を競う．
コンペティションにおけるスコアの算出方法について
簡単に説明する．スコアには，ステージクリア時の残り
秒数や敵の撃破数，アイテムの取得数などが影響する．
スコアの算出に影響のあるものの詳細は Julian らから
配布されているソースコード内に，関連するプログラム
があるのでこちらを参考にされたい．

4 おわりに

本稿では，プラットフォームゲーム CI コンペティ
ションの国内開催についての概説を行った．
このコンペティションとは別に，プラットフォーム
ゲーム CI セッションを FSS2012 では設けている．本
セッションで発見された新しい知見の報告と，CI 技術
の発展のため，CI コンペティションの継続した開催を
検討している．
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