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着手の誤謬度に基づく囲碁棋譜からのプレイヤの棋力推定

濱田 浩輝1 中村 貞吾1,a)

概要： 囲碁は，チェスや将棋に比べて盤面の評価が難しいゲームであったが，モンテカルロ法と深層学習
を用いた手法により囲碁 AIはトッププロに勝利するまでの実力に到達した．そこで，囲碁研究の新たな
目標として学習支援が注目されてきている．囲碁の学習支援としては，指導碁や感想戦，棋譜解説などが
あげられるが，いずれの場合でも相手の棋力がある程度わかっていないと，適切な解説や指導を行なうこ
とができない．本研究では，プレイヤの対局棋譜中の着手の誤謬度を定義し，それを用いて棋力の推定を
行なう．提案手法の有効性の検証として，プレイヤを棋力毎に上級者，中級者，初級者に分類したところ，
全体の一致率としては，61.9%となった．

1. はじめに

囲碁は，チェスや将棋に比べ盤面の評価が難しいとされ

るゲームであったが，モンテカルロ法と機械学習を用いた

手法 [1]により，囲碁 AIはトッププロに勝利するまでの実

力に到達した．そのため，囲碁研究の新たな目標として学

習支援が注目されてきている．初心者の囲碁の上達方法と

しては，プロ棋士の対局棋譜の解説記事を読んだり，強い

人に指導対局をしてもらうことなどがあるが，そのどちら

もかなりの棋力を有した人が必要であるため，コストがか

かってしまう．そこで，それらの学習支援をコンピュータ

を用いて行う研究として，将棋においては，コンピュータ

の局面評価と探索における読み筋をリアルタイムに提供し

て解説する研究 [2]がある．囲碁においても同様に棋譜の

自動解説や学習支援を行うシステムの開発が望まれる．

2. 棋譜からの棋力推定

囲碁の学習支援には，指導碁や感想戦などが挙げられる

が，その中で適切な解説や指導を行うにはまず，学習者の

棋力がある程度分かっている必要がある．学習支援を行う

前に棋力が分かっていれば，例えば学習者の棋力が低けれ

ば，相手が上級者のときは省いていたような説明を行う等，

現在の学習者の棋力に合わせたレベルでの解説が可能であ

る．本研究では，こうした学習支援を行う上で必要な棋力

推定を行えるようにすることを目指す．

棋力推定の関連研究として，荒木らは，13路盤棋譜デー

タをもとに学習した CNNを用いて棋力の推定を行なって
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いる [3]．しかし，この手法では棋譜中の一連の手順全体

を入力として扱っているため，非常に複雑なネットワーク

となっており，19路盤に拡張することが難しい．その他に

は，山下は，現在の局面と一手後の局面の評価値の差によ

り，将棋名人の棋力を推定している [4]．そこでこの手法の

ように，棋譜全体を入力として扱うのではなく，棋譜内の

着手をもとに棋力の推定を行い，19路盤の棋譜を扱えるよ

うにする．

3. 棋力の推定方法

プレイヤの棋力を推定するために，棋譜内のプレイヤの

着手が上級者が打ちそうな着手からどれぐらい外れてい

るか (誤謬度)をもとに棋譜を評価していく．この基準と

なる上級者が打ちそうなうな手を得る方法としては，高段

者の着手を学習した CNNを使用する．この CNNは任意

の局面が入力されると，その局面の合法手に対しての次の

一手の打たれやすさを確率で出力する．この出力された値

を用いて着手の誤謬度を算出する．任意の局面で選択され

た着手の CNNの出力を x，またその局面での最大の確率

を maxとすると，着手の誤謬度は以下の式により計算さ

れる．

着手の誤謬度 = −log
x

max
(1)

各段 (級)位毎に 500局 (両対局者あわせて 1000人分)ず

つの棋譜を用いて得た誤謬度の平均の値を以下の図 1に示

す．ここでは，実力の差による影響を考慮しなくていいよ

うにするために，同級 (段)同士の棋譜を用いて行う．

図 1より，高段者から低級者にかけて，誤謬度は増加傾

向にある．そこで，この傾向を用いてプレイヤの棋力の推
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図 1 各段 (級) 位毎の着手の評価の平均値

定を行う．

本研究で用いる CNNは，アルファ碁で使用されている

SLポリシーネットワークと同じ，48チャネル，192フィ

ルタ，13層の畳み込みニューラルネットワークを用いた囲

碁 AIオープンソースである DeltaGo[5][6]を使用して，棋

譜の解析を行う．

4. 実験

棋力の推定結果を用いて，プレイヤを上級者 (2 段～2

級)，中級者 (3級～7級)，初級者 (8級～11級)の 3クラス

に分類を行う．棋力の評価には，棋譜内のプレイヤの着手

数を n手として

プレイヤの誤謬度 = − 1

n

n∑
i=1

log
pi

maxi
(2)

により，棋譜内の着手の誤謬度の平均を用いて行う．クラ

スの分類には，各クラス毎に基準となる誤謬度を算出し，

分類したい棋譜の誤謬度X，またクラス iの誤謬度の平均

µi とその標準偏差 σi を用いて，

分類クラス = arg min
iϵclass

|X − µi|
σi

(3)

により決定する．

5. 実験結果

5.1 プレイヤの棋力推定

推定した対局者の棋力によりプレイヤを上級者，中級者，

初級者の 3クラスに分類を行い，本手法の有効性の検証を

行う．実験に使用する棋譜は，以下の通りである．

表 1 プレイヤの棋力推定で用いる棋譜数

サンプルデータ 実験データ

上級者 (2 段～2 級) 5902 4774

中級者 (3 級～7 級) 9575 6545

初級者 (8 級～11 級) 4011 3361

上記のサンプルデータから，プレイヤの誤謬度を算出し，

表 2 プレイヤの各クラス毎の誤謬度

誤謬度

上級者 (2 段～2 級) 0.778 ± 0.212

中級者 (3 級～7 級) 1.039 ± 0.288

初級者 (8 級～11 級) 1.425 ± 0.395

その各クラス毎の平均値を以下に示す．

プレイヤのクラス分類には，算出された誤謬度が，この

各クラス毎の平均の誤謬度から標準偏差を基準としてどれ

くらい離れているかによって行う．表 1の実験データの棋

譜を入力として，分類結果を以下に出力した．

表 3 プレイヤのクラス分類の一致率

上級者 中級者 初心者

上級者 (2 段～2 級) 79.5% 17.6% 2.9%

中級者 (3 級～7 級) 41.0% 41.3% 17.8%

初級者 (8 級～11 級) 7.3% 27.6% 65.0%

各クラスの一致率は，上級者，初級者の順に高く，全体

の一致率としては，61.9%であった．分類では，上級者を

初級者と分類することは少なく，また同様に初級者を上級

者として分類することも比較的少なかったため，大幅に棋

力の推定し間違えることはなく，ある程度の棋力の推定は

できていたと言える．しかし，分類の基準値が中間に位置

する中級者の棋力を区別することは難しく，上級者に誤分

類されることが多かった．

誤分類されたデータについての分析として，表 3の上級

者の棋譜が分類されたクラスの，対戦相手のクラス毎の占

める割合を以下の表にまとめた．

表 4 上級者の棋譜の分類結果の相手のクラス毎の割合

対上級者 対中級者 対初級者

上級者 (正) 67.5%(2562) 30.2%(1147) 2.3%(88)

中級者 (誤) 62.4%(524) 31.9%(268) 5.7%(48)

初級者 (誤) 56.9%(78) 21.9%(30) 21.2%(29)

上級者の棋譜が上級者として正しく分類されていた場合

については，対戦相手が上級者の場合の割合が高いが，中

級者や初級者と誤って分類されていた棋譜では，対戦相手

が上級者の割合が減り，相手が中級者，初級者の場合の割

合が高くなっているため，対戦相手の棋力によって，算出

される誤謬度に影響があることがわかった．　

5.2 相手のクラス毎の推定

前節で，相手の棋力によって，推定結果に影響があるこ

とがわかったため，対戦相手毎に，指標となる誤謬度の平

均と分散，対戦相手のクラスが上級者，中級者，初級者の

場合で，データを分割し，クラス分類を行う．使用した棋

譜は以下の通りである．
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表 5 相手のクラス毎の推定で用いる実験データ

対上級者 対中級者 対初級者

上級者 (2 段～2 級) 3164 1445 165

中級者 (3 級～7 級) 1445 3732 1368

初級者 (8 級～11 級) 165 1368 1828

上記の実験データから，前節と同じ指標を用いてクラス

分類を行う．結果は以下の通りである．

表 6 相手が上級者の場合での分類の一致率

上級者 中級者 初級者

上級者 (2 段～2 級) 81.0% 16.6% 2.5%

中級者 (3 級～7 級) 53.5% 38.1% 8.4%

初級者 (8 級～11 級) 7.9% 26.1% 66.1%

表 7 相手が中級者の場合での分類の一致率

上級者 中級者 初級者

上級者 (2 段～2 級) 79.4% 18.5% 2.1%

中級者 (3 級～7 級) 40.4% 41.4% 18.2%

初級者 (8 級～11 級) 8.7% 29.2% 62.1%

表 8 相手が初級者の場合での分類の一致率

上級者 中級者 初級者

上級者 (2 段～2 級) 53.3% 29.1% 17.6%

中級者 (3 級～7 級) 29.3% 44.2% 26.5%

初級者 (8 級～11 級) 6.3% 26.6% 67.1%

全体の一致率は上から，61.7%，61.0%，54.9%となった．

分類の精度は，表 3の結果と比べ，相手が初級者のときの，

上級者区分のプレイヤの分類の精度が低く，初級者として

分類されてしまうことも多くなっている．

その原因の分析として，以下に対戦相手別に各クラス毎

の誤謬度の平均と分散を表 5の実験データから，算出した

ものをまとめた．

表 9 対戦相手別の各クラス毎の誤謬度

対上級者 対中級者 対初級者

上級者 0.733 ± 0.198 0.754 ± 0.197 0.914 ± 0.299

中級者 0.890 ± 0.225 0.975 ± 0.258 1.057 ± 0.278

初級者 1.386 ± 0.368 1.339 ± 0.352 1.382 ± 0.368

上記の結果より，対戦相手が強ければ，誤謬度が小さく，

逆に対戦相手が弱ければ，誤謬度が大きくなり，同じクラ

ス区分のプレイヤでも，算出される誤謬度が大きく異なる

ため，多く誤分類されてしまうと考える．

5.3 相手のクラスに応じた推定

相手のクラス区分によって，算出される誤謬度に影響が

あるため，相手が上級者，中級者，初級者の場合で異なる

指標を用いて 3クラス分類を行う．クラスの分類には，相

手のクラス毎に分けて算出された誤謬度により行う．各ク

ラス毎の相手のクラスに応じた推定で用いるサンプルデー

タは以下の通りである．

表 10 相手クラスに応じた推定で用いるサンプルデータ

対上級者 対中級者 対初級者

上級者 (2 段～2 級) 3450 2076 376

中級者 (3 級～7 級) 2076 5610 1889

初級者 (8 級～11 級) 376 1889 1746

上記のサンプルデータから，対戦相手に応じた各クラス

毎の誤謬度を算出し，その平均値と分散の値を以下にまと

める．

表 11 対戦相手に応じた各クラス毎の誤謬度

対上級者 対中級者 対初級者

上級者 0.757 ± 0.203 0.791 ± 0.204 0.895 ± 0.283

中級者 0.948 ± 0.244 1.039 ± 0.284 1.141 ± 0.311

初級者 1.334 ± 0.362 1.412 ± 0.385 1.459 ± 0.409

プレイヤのクラス分類には，算出された誤謬度が，この

対戦相手のクラスに応じた各クラス毎の平均の誤謬度を

基準としてどれくらい離れているかによって行う．表 10

の実験データの棋譜を入力として，分類結果を以下に出力

した．

表 12 相手が上級者の指標を用いた分類の一致率

上級者 中級者 初級者

上級者 (2 段～2 級) 75.3% 20.1% 4.6%

中級者 (3 級～7 級) 45.8% 39.2% 15.0%

初級者 (8 級～11 級) 6.1% 16.4% 77.6%

表 13 相手が中級者の指標を用いた分類の一致率

上級者 中級者 初級者

上級者 (2 段～2 級) 80.3% 17.4% 2.3%

中級者 (3 級～7 級) 41.3% 40.1% 18.6%

初級者 (8 級～11 級) 9.1% 28.0% 62.9%

表 14 相手が初級者の指標を用いた分類の一致率

上級者 中級者 初級者

上級者 (2 段～2 級) 69.7% 15.8% 14.5%

中級者 (3 級～7 級) 48.3% 32.8% 18.9%

初級者 (8 級～11 級) 14.8% 26.8% 58.4%

全体の一致率は上から，64.0%，61.1%，53.6%となった．

分類の精度は，表 3の結果と比べ，相手が初心者のときの
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分類の精度が全体的に低くなっている．これは，相手が初

級者の場合のサンプルデータ数が少なく適切な基準値を算

出できていないことや，分散が大きいため，棋力の推定結

果が安定していないこと等が挙げられる．

5.4 同クラス同士の対局での推定

相手の棋力による，算出される誤謬度に影響を考慮する

ために，使用する棋譜を同クラス同士の対局に限定して，

プレイヤの 3クラス分類を行う．クラスの分類には，同ク

ラス同士の対局から算出された誤謬度により行う．各クラ

ス毎の推定で用いる棋譜は以下の通りである．

表 15 同クラス同士の対局での推定で基準とする棋譜数

サンプルデータ 実験データ

上級者 (2 段～2 級) 3450 3164

中級者 (3 級～7 級) 5610 3732

初級者 (8 級～11 級) 1746 1828

上記の表のサンプルデータを基に推定に用いる基準とな

る誤謬度を算出する．サンプルデータから棋譜の誤謬度を

求め，その平均値をクラス区分毎にまとめた結果を以下に

示す．

表 16 同クラス同士の対局での各クラス毎の誤謬度

誤謬度

上級者 (2 段～2 級) 0.757 ± 0.203

中級者 (3 級～7 級) 1.039 ± 0.284

初級者 (8 級～11 級) 1.459 ± 0.409

上記の値を用いて，5.1節と同様に分類を行う．分類し

た結果を以下にまとめた．

表 17 同クラス同士の対局での分類の一致率

上級者 中級者 初心者

2 段～2 級 79.6% 18.0% 2.4%

3 級～7 級 37.5% 44.9% 17.5%

8 級～11 級 5.6% 28.5% 65.9%

全体の一致率は，63.5%となった．上級者の時に比べ，初

級者の分類精度が低いが，これは，下記の表 18に示す実

験データの各クラス毎の誤謬度と，表 16の分類の基準と

した値を比較すると，上級者の平均と分散の値はあまり変

わらないが，初級者の平均の値にははかなり差があり，ま

た分散の値も大きいことから，適切に分類を行えなかった

と考えられる．

分類の精度としては，前節の相手が上級者の場合に限定

していた場合に比べて少し低いが，これは使用していた SL

ポリシーネットワークが上級者の棋譜を対象としており，

中級者，初級者の対局で生じる局面を適切に学習できてい

なかったため，推定の精度が低かったと考える．

表 18 同クラス同士の対局での実験データの誤謬度

誤謬度

上級者 (2 段～2 級) 0.733 ± 0.198

中級者 (3 級～7 級) 0.975 ± 0.258

初級者 (8 級～11 級) 1.382 ± 0.368

5.5 相手との勝敗に応じた推定

5.4節で，上級者のプレイヤの中で，中級者や初級者と

して誤分類されたデータの傾向を分析する．上級者の棋譜

が分類されたクラスの，勝敗毎の占める割合を以下の表に

まとめた．

表 19 上級者の棋譜の分類結果の勝敗毎の割合

勝ち 負け

上級者 (2 段～2 級) 55.6%(1399) 44.4%(1119)

中級者 (3 級～7 級) 29.9%(171) 70.1%(400)

初級者 (8 級～11 級) 16.0%(12) 84.0%(63)

上記の結果から，上級者として，正しく分類できていた

データでは，勝利しているプレイヤの占める割合が高く，

中級者，初級者と誤分類されているデータに関しては，敗

北しているプレイヤの占める割合が高いため，勝敗による，

分類への影響が大きく見られる．そのため，勝敗によって，

用いる分類の指標を分けてクラスの分類を行う．分類の基

準となる誤謬度を表 15のサンプルデータから算出した．

表 20 同クラス同士の対局での各クラス毎の誤謬度

勝ち 負け

上級者 (2 段～2 級) 0.693 ± 0.175 0.820 ± 0.209

中級者 (3 級～7 級) 0.946 ± 0.242 1.131 ± 0.293

初級者 (8 級～11 級) 1.312 ± 0.345 1.606 ± 0.415

上記の値を用いて，分類を行う．分類した結果を以下に

まとめた．

表 21 同クラス同士の対局で勝利した場合の分類の一致率

上級者 中級者 初心者

2 段～2 級 79.0% 19.4% 1.6%

3 級～7 級 36.4% 47.9% 15.6%

8 級～11 級 5.3% 28.3% 66.4%

表 22 同クラス同士の対局で敗北した場合の分類の一致率

上級者 中級者 初心者

2 段～2 級 80.2% 18.1% 1.7%

3 級～7 級 36.3% 48.0% 15.7%

8 級～11 級 4.4% 29.5% 66.1%

全体の一致率は，上から，64.4%，64.8%となり，少し

ずつではあるが，分類の精度は上がっている．勝ち負けに

よって分類の指標となる誤謬度の値が大きく異なっている

ため，勝敗によって分けて分類することは有効であると言

える．
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5.6 複数の棋譜からの同級 (段)同士の対局での推定

棋力推定に用いる棋譜を増やせば，精度の向上が期待で

きると考えられるので，棋譜を 5局分用いた場合の推定を

試みる．推定には同クラス同士の対局の棋譜を用いて，各

クラス毎に，以下の表のプレイヤ数で行った．

表 23 複数の棋譜からの推定で用いるプレイヤ数

プレイヤ数

上級者 (2 段～2 級) 159

中級者 (3 級～7 級) 157

初級者 (8 級～11 級) 75

分類の指標には，同クラス区分のプレイヤの分類で使用

したのと同じものを用いた．分類結果を以下の表にまと

める．

表 24 複数の棋譜からのクラス分類の一致率

上級者 中級者 初心者

上級者 (2 段～2 級) 88.1% 11.9% 0.0%

中級者 (3 級～7 級) 32.5% 58.0% 9.6%

初級者 (8 級～11 級) 2.7% 30.7% 66.7%

表 2の 1局の棋譜からの推定結果と比べると，3クラス

とも精度が上がっており，全体の一致率は 70.9%であった．

特に 1局の推定の場合では，難しかった中級者の分類が上

がっており，複数の棋譜を用いれば，1局の棋譜だけでは

曖昧であった棋力の差を正しく分類できていた．

6. まとめと今後の計画

本研究では，学習支援を行う上で，必要な棋力推定を行

えるようにするために，上級者が打ちそうな手を学習した

CNNを用い，その出力から対局者が選択した着手がどれ

くらい外れているのかを評価の基準として，棋譜からの棋

力の推定を行った．得られた棋力の推定結果により，上級

者，中級者，初級者の 3クラス分類を行ったところ全体の

一致率としては，61.9%程度であった．

　今後の課題として，今回の実験では，全体的に初級者の

分類がうまくいっていなかったので，使用するデータ数を

増やせば，現在の手法でうまくいくのかどうかの検証を行

う必要がある．また，現段階では，棋力の推定ができてい

るだけなので，実際の学習支援につなげるために，プレイ

ヤの傾向や，苦手な局面など，解説に役立つ情報の取得が

必要である．
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