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1． はじめに
人工知能の急速な発展により，コンピュータにお
いて数独やルービックキューブなどの論理パズル問
題を人間の事前知識なしで解く能力は年々向上して
いる[1,2]．しかし，パズル問題の創作に関しては，
解が 1 つでないことや，生成された問題の評価が難
しいことから解答に比べ困難なタスクとされている．
本稿では，パズル問題の中でも，持ち駒などの関係
から，現在でも難しい問題の創作が困難である詰将
棋を題材とし生成を試みた．
詰将棋においては，解答や解説文の生成などの研
究例はあるものの[3,4]，創作に関する研究は例が少
なく[5,6]，人間の創作するレベルにはいまだ至って
いない．
本稿では，進化計算法を用いて詰将棋を生成する
既存手法[6]について，遺伝子型および突然変異の方
法を改良した提案する．また，実験によって詰将棋
の生成と手法の有効性を検証する．

3.1 遺伝子型 81 の各マスに対応する「生成マスク」
「先手駒」，「後手駒」の 3 種類で表現する．生
成マスクは 0,1,2 の値を，「先手駒」，「後手駒」
はそれぞれ 0~12 の範囲の整数値を取り得る．生成
は初期局面に対して，該当マスの生成マスクが 1
の場合は，そのマスの「先手駒」の値に対応する
先手の駒が生成され，2 の場合はそのマスの「後手
駒」の値に対応する後手の駒を生成する．「生成
マスク」と「先手駒」については持ち駒を追加す
るための遺伝子がそれぞれ 1 つ存在する．なお，
初期局面上の玉以外の駒がある場所に生成する場
合は上書きし，最上段の先手の歩などルール上存
在できない場合や初期局面において該当マスに玉
があった場合は生成しない．生成の一例を次の図 1
に示す．

2 ．詰将棋について
本稿で用いる詰将棋の用語を以下に定義する．各
定義は[6]を参考にした．
詰み 玉方の手番であり，玉方が王手をかけられて
いて，合法手がない状態のこと．
正解手順 双方が最善を尽くし，詰む場合の手順．
不詰め 双方が最善を尽くした場合に詰まないこと．
駒余り 正解手順に従った場合，詰みの局面で攻め
方が持ち駒を残していること．
余詰め 攻め方が正解手順から手を変えた場合に詰
む手順があること．ただし，最終手は除く．
（完全作の）詰将棋 駒余り，不詰め，余詰めのな
い問題
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3．提案手法

初期局面例

遺伝子型の例

図3

生成局面例

本稿では，既存手法[6]の遺伝子型および突然変異
3.2 評価関数 評価関数 f は長手数の詰む局面を生
の方法を改良し，長手数の詰将棋を生成する手法を
成することを目的として，次のように定義する．
提案する．任意の詰将棋の局面を初期局面として，
初期局面に対し局面を変化させる箇所および駒を遺
0
𝑖𝑓 詰まない 𝑜𝑟 初期局面と同一手順で詰む
伝的アルゴリズムによって最適化する．これにより， 𝑓 = { 詰み手数
𝑖𝑓 詰む 𝑎𝑛𝑑 完全作である
新たな詰将棋局面の作成を試みる．
最短の詰み手数
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𝑖𝑓 詰む 𝑎𝑛𝑑 完全作でない

3.3 選択 本手法では，短手数の完全作の詰将棋の
情報を活用するために，アーカイブ母集団を用いる．
評価時に完全作の詰将棋が生成された場合，その個
体をアーカイブ母集団に保存する．選択を行う際に
一定確率（アーカイブ使用率）でアーカイブ母集団
からランダムで個体を選択する．アーカイブ母集団
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の個体を使用しない場合は，トーナメント選択によ
って選択をする．
3.4 交叉 交叉は一様交叉を行う．
3.5 突然変異 本手法では，「生成マスク」の遺伝
子の突然変異は 0 とそれ以外の生成確率が初期個体
と同様になるように行う．

4．詰将棋生成の実験
4.1 パラメータ設定 遺伝的アルゴリズムにおける
各種パラメータを表 1 に示す．なお，第 1 世代では遺
伝子の初期化の際に，ランダムに 1 か 2 を計 10 個発
生させ残りは 0 とした．
表1

図 5 生成局面 1
33 手詰め

図 6 生成局面 2
13 手詰め

遺伝的アルゴリズムのパラメータ

遺伝子長
個体数
世代数
選択方法
トーナメントサイズ
突然変異率
アーカイブ使用率

パラメータ
245
200
100
トーナメント選択
8
0.01
0.05

4.2 初期局面 比較手法[6]と同様に初期局面として
1 手詰めの普遍的な詰将棋を使用し，実験を行った．
使用した局面は図 2 に示す．

図 7 生成局面 3
31 手詰め

表 2 の結果から，提案手法が比較手法よりも長手
数の詰将棋が生成できていることがわかる． 提案し
た遺伝子型が有効に働いたと考えられる．

4.3 実験結果 提案手法と比較手法，ランダム生成， 6．おわりに
における，50 世代目での平均評価値，最大評価値，
本稿では，詰将棋の生成において既存手法[6]の遺
および生成された詰将棋の最長手数を表 2 に示す．
伝子型および突然変異の方法を改良した提案し，実
なお各値はシード値を変えて実験を行った 3 試行の
験によって最大で 33 手の詰将棋を生成し，手法の有
平均値である．最終世代までの進化の様子を図 4 に
効性を確認した．
示す．また，提案手法において，各試行で初期局面
今回は単純に手数の長い詰将棋を生成することを
から生成された最長手数の詰将棋を図 5～ 7 に示す．
目的とした．今後は，長手数の詰将棋を生成するだ
けでなく，人間にとって面白いと感じるような評価
関数を作成し，面白い詰将棋を作成することを目指
表 2 実験結果
す．
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図 3 評価値と最大詰手数の推移
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