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序

　『数理科学セミナー』は、ゲーム・パズル・教材などの開発の基礎になる科学系の実験

や理論を解説した読み物です。

　遊び・パズル・ゲームなどのうち工夫して答えを求めるものは、その根源的な部分で数

学や科学が関係しています。銀河企画が発行を始める『数理科学セミナー』は、知的好奇

心をくすぐる遊び・パズル・ゲームを紹介するとともに、その背景にある数理科学を分か

りやすく説明することを目標にしています。

　テーマは、銀河企画が開発・運用する商品が多くなると思いますが、外部からの寄稿も

受けておりますので、そのようなテーマをお持ちの方は、是非、原稿をお寄せ頂けますと

幸甚です。

　本書は、ＰＤＦ版の形で、ほぼ月刊の発行を目標にしております。月に２件以上のテー

マが発表になる場合は、○月Ａ号、○月Ｂ号のように１テーマがひとつの号になるよう調

整いたします。

　また、年末には、ISBN コードを付けて１年分を合本し、『銀河企画・数理科学セミナー

紀要 20XX 年』として国立国会図書館に納品します。書誌データを出版情報登録センター

(JPRO) にも登録しますので、発表内容が検索されやすくなると思います。

(2019 年 1 月吉日受付 )
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チョキじゃんけん

柴崎銀河

　『ばとけん』のルールを設計するうえで出発点となったのが「チョキじゃんけん」です。

この「チョキじゃんけん」が普通のジャンケンと違う点は、三すくみの引分け状態が生じ

たならチョキの勝ちとみなす、というルールが追加されていることです。これによって、

引分けが減ると期待されます。そうすると、次の疑問がわくと思います。

問題

１．ジャンケンでは、特定の手型だけを多く出していると、相手に気付かれ、負けやすく

なってしまいます。よって、グー・チョキ・パーの 3 種の手型を平均して出したほうが

負けにくくなります。そして、それらを同じ比率で出すのが最適とされます。では、チョ

キじゃんけんなら、どうなるのでしょう。チョキを多く出したほうが有利なのでしょうか？　

人数が多くなると、チョキじゃんけんでは最適な手型の出し方の比率はどう変化するので

しょうか？

２．それれのプレイヤーがそれなりに負けないよう手型を選んだ場合、チョキじゃんけん

の引分けの程度はどのくらい減るのでしょうか？　普通のじゃんけんの場合は、2 人また

は 3 人で勝負をした場合、平均して 3 回に 1 回の割合で引分けになります。4 人以上だ

と引分けはもっと比率が高くなります。チョキじゃんけんでは、どうなるのでしょう？

解法

　そこで、LINUX を使い、仮想的なプレイヤーがジャンケンをするシミュレーションを

しました。そして、勝ったなら、その手型が出る確率を少しだけ上げるようにします。そ
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のように学習させることで、プレイヤーは、選ぶ手型の比率を最適パターンに近づけてい

きます。なお、多人数のゲームでは、互いに協力するという場面が現れますが、今回のシ

ミュレーションでは、プレイヤー同士が協力するパターンは考慮しておりません。

　具体的には次の方法で行いました。まず、仮想的なｎ人のプレイヤーに、グー・チョキ・

パーそれぞれの手型のカードを１万枚ずつ配ります。各自はそれらを壺に入れ、そこから

無作為に１枚を選ぶことで、ジャンケンを行ってもらいます。その結果、勝負が決まった

ら、勝った人には、負けた人数分の勝った手型のカードを与えます。例えば、プレイヤー

Ａ・Ｂ・Ｃの３人がグー・チョキ・チョキを出したとしましょう。この場合は、グーを出

したプレイヤー A の勝ちですから、Ａにグーのカードを２枚与えます。そうすると、A は

次のときにグーを選ぶ確率が少しだけ上がります。負けたプレイヤーからはカードを奪い

ません。勝者が複数いても決戦は行わず勝負は決着とします。

　今回のシミュレーションでは、この条件で１億回のジャンケンを行いました。この回数

であれば、最初に配ったカードの枚数は誤差の範囲内になります。チョキじゃんけんにつ

いても同様です。その結果、引分けが起こった割合の平均値と、最終的なカードの枚数比

すなわち手型の確率は、次の通りになりました。
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2 人のとき

ジャンケン　　グー 33.3% チョキ 33.3% パー 33.3%　引分 33.3%

（ジャンケンとチョキじゃんけんは、ルールに差が無いため、同じです）

3 人のとき

ジャンケン　　グー 33.4% チョキ 33.3% パー 33.3% 引分 33.3%

チョキじゃんけん　グー 45.0% チョキ 34.2% パー 20.8% 引分 14.6%

4 人のとき

ジャンケン　　グー 33.3% チョキ 33.2% パー 33.5%　引分 48.2%

チョキじゃんけん　グー 53.8% チョキ 32.3% パー 13.9%　引分 11.5%

5 人のとき

ジャンケン　　グー 33.4% チョキ 33.4% パー 33.2% 引分 63.0%

チョキじゃんけん　グー 60.4% チョキ 30.0% パー 10.6%　引分 11.1%

6 人のとき

ジャンケン　　グー 33.6% チョキ 33.1% パー 33.3%　引分 74.5%

チョキじゃんけん　グー 65.4% チョキ 27.4% パー 7.2%　引分 11.5%

7 人のとき

ジャンケン　　グー 33.3% チョキ 34.8% パー 31.9%　引分 82.7%

チョキじゃんけん　グー 69.4% チョキ 25.0% パー 5.6%　引分 12.0%

８人のとき

ジャンケン　　グー 30.1% チョキ 32.0% パー 37.9%　引分 88.1%

チョキじゃんけん　グー 72.7% チョキ 22.8% パー 4.5%　引分 12.4%
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結論

１．通常のジャンケンは、何人でやろうと各手型の比率の理論値は 3 分の 1 です。それ

に対し、チョキじゃんけんは、グーを出す比率は、３人のとき 45％、５人のとき 60％

となり、人数が多くなるほどグーを出す比率を多くしたほうが良い、という結果になりま

した。これは、グーが勝ちやすいことを必ずしも意味しませんが、強いチョキを牽制する

のはグーしかないことの表れと理解できます。また、人数が増えるにつれてパーの比率は

減っていきますが、0 になることはありません。もしパーを出さないことにしたなら、グー

が負けなくなるからです。人数の違いによる比率の変化を図１に示します。なお、それぞ

れの数値は試行ごとに１％程度のゆらぎがありました。

２．勝負が引分けになる確率は、通常のジャンケンでは、人数が多くなるにつれて徐々に

増え、８人のときは 88％に達します。勝負の成立回数が減ることで各手型の最終比率に

もバラツキが出ています。一方、チョキじゃんけんでは、引分けは４人から８人の場合で

12% 程度と低い数値で横ばいになりました。人数の違いによる引分け率の変化を図２に

示します。

(2019 年 2 月 24 日受付 )
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井戸じゃんけん

柴崎銀河

　2017 年 5 月に「チョキじゃんけん」[1] を思いついたことがきっかけで、同年の秋頃

から、手型の種類の拡張を検討しました。そこで、通過点となった４種の手型の「井戸じゃ

んけん」と、５種の手型の「筆じゃんけん」を紹介します。

【井戸じゃんけん】 

　ドイツ・フランスなどの一部では、グー・チョキ・パーにイド ( 井戸 ) を加えた４種類

によるジャンケンが伝わっています [2]。ドイツとフランスは、過去にガリアと呼ばれ、

ケルト民族が住んでいた地域です。ケルト民族には井戸を神聖視する考え方があり、その

ことが影響したのかもしれません。話を戻しますと：

イドは、グーとチョキに勝ち、パーに負けます。

　石も鋏も井戸に落ちてしまうけれど、紙はひらひらして井戸を塞ぐからです。井戸の手

型は、親指と人差し指で丸をつくります。このような４種の手型を使った前記のルールに

よるジャンケンをここでは「初期の井戸じゃんけん」と呼びます。

　ところで、初期の井戸じゃんけんは、プレイする上でのある種の欠陥があります。強弱

の関係を整理すると、グーを出すならイドを出したほうが良いことになります。つまり、

すくみの関係は、イド・チョキ・パーの３つに縮退し、普通のジャンケンと同じ図式にな

ります。そのようなこともあってか、初期の井戸じゃんけんは、ジャンケンのようには普

及しなかったようです。
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　以上のことを念頭に、チョキじゃんけんの三すくみ解消の考え方に基づき、初期の井戸

じゃんけんに次のルールを加えます：

三すくみの場合にはチョキが勝ち、四すくみの場合にはグーが勝ちます。

　そうすると、役割の様相が変わり、グーの存在価値が高まります。このように定義した

４種類の手型によるジャンケンを「井戸じゃんけん」と呼びます（ → 井戸じゃんけんカー

ド ( ゲーム ) [3] ）。図 1 は、4 種の手型の強弱関係を矢印で表したものです。赤の矢印

が三すくみの関係を、青の矢印が四すくみの関係を表します。
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　井戸じゃんけんの勝敗表は、図 ( 表 )2 の通りです。
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【筆じゃんけん】

　じゃんけんの拡張で、５種類の手型にする方法は、今まで何種類も検討されています (

例：トカゲとスポック [4] )。ここでは、井戸じゃんけんに「筆」を追加したものを紹介

します：

フデは、パーとイドに勝ち、グーとチョキに負けます。

　筆は、紙に文字を書き、井戸を墨で汚すけれど、石と鋏には壊されるからです。これを

「筆じゃんけん」と呼びます（ → 筆じゃんけんカード ( ゲーム ) [5] ）

　チョキじゃんけんについては、[6] にシミュレーションに基づく人数別の戦略と引分け

率を示しました。井戸じゃんけん・筆じゃんけんの戦略に関する分析は現在進行中で、パ

ズルゲームへの応用などが期待されます。
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参考文献

[1] 柴崎銀河：" チョキ勝ちじゃんけん ", 米光一成の表現道場 (2017/5/20)、Blog " ちょ

きじゃんけん " (2017/6/23)。

[2] "rock, paper, scissors, well", math.stackexchange.com (2013/6/3)。

[3] " 井戸じゃんけんカード " , 銀河企画 (2018/1/29)。

[4] Sam Kass："Rock Paper Scissors Spock Lizard (RPSSL)",  www.samkass.com

(2009)。

[5] “ 筆じゃんけんカード ”, 銀河企画 (2018/2/12)。

[6] 柴崎銀河：「チョキじゃんけん」, 銀河企画・数理科学セミナー , 2019 年 2 月号

(2019/2/27)。

(2019 年 3 月 29 日受付 )
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リフレコ

柴崎銀河

　盤上の光の進み方で駒の配置を推理するパズルゲームを考案しましたので、ご紹介しま

す。なお、リフレコという名称は、現時点では暫定的なものです。

はじめに

　盤上に何かを配置して、そこに外から想像上の光を当てると光の進路が変化し、その結

果を頼りに配置を当てるという方式のパズルゲームは、以前から知られています。例え

ば、1977 年に John Waddington Ltd. が発売した「BLACKBOX」があります [1]。これは、

８ｘ８の盤上に４つか５つの玉を置き、外から光を当てるもので、次の規則によります。

(a) 光の通り道に玉があると、そこで光は吸収される。

(b) 光の通り道の隣の道に玉があると、光は玉の手前で直角に曲がる（ちょうど両側の隣

の道に玉があるなら、光は二度、直角に曲がり、元の道を引き返すことになる）。

(c) 光の通り道にも隣の通り道にも玉がなければ、光は直進して反対側に抜ける。

　これが、光の屈折をテーマにした市販のパズルゲームとしては最初のように思われます。

なお、玉は１種類です。実際にボードゲームとして販売された BLACKBOX は、パチンコ

玉のような金属製の玉が５つ付属していて、盤には、玉を乗せられる 64 個の凹みが付い

ています。こうして、親 ( 出題者 ) と子 ( 解答者 ) に分かれ、親が密かに配置を決め、子

が光の入口を指定し、親が光の出口を示すことで、子は玉の配置を予想します。

　ルールの詳しい説明は、例えば Torito にパズル解説 [2] にありますので、ここでは詳細

を省略します。なお、最近では、上記の BLACKBOX は流通しておらず、それとは違うス

マホ用のパズルゲームに、BLACKBOX という名称が使われているようです。
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リフレコ

　リフレコ (Refleco) は、５種類の駒を使ったパズルゲームです。盤上に駒を配置し、

そこに外から想像上の光を当てると光の進路が屈折して変化します。その結果を頼りに駒

の配置を当てます。ゲーム盤の形は、正方形である必要はないのですが、現状では簡単の

ため正方形で、サイズは５×５から８×８としています。

　親（出題者）は、子（解答者）に分からないよう 4 個から 10 個の駒を盤上に置きます。

駒の数は、宣言しておく方法と内緒にする方法があります。子は、親に質問をしながら駒

の配置を推理します。

　盤の周囲のどこかから光を当てると、盤のなかを光が進み、反対側から出てきます。と

ころが、途中に駒（光の直進を遮るもの）があると、光はそこで屈折したり、あるいは消

滅します。光の進路がどのように変化するかは、駒の種類と向きで決まります。そこで、

子は、光が入る位置を言ってみて、どうなるかを親に問います。親は、光がどの位置から

出てくるか、あるいは消滅したことを答えます。その問答を何回か繰り返すことで、子は、

盤の内部がどうなっているかを考えるのです。
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駒の機能

　５種類の駒は「ー」「／」「○」「●」「△」などの記号で表されます。それらによる光の

進路の変化は次の通りです。

１　「ー」「｜」　勇士 (Warrior)

　この駒の置き方は、横向きと縦向きの２通りあります。図は横向きの場合です。この駒

があると、正面と背後からの光は反射して戻り、横からの光は吸収します。

２　「／」「＼」　剣士 (Gladiator)

　この駒の置き方は、右上りと左上りの２通りあります。図は右上りの場合です。この駒

があると、どの方向からの光も直角に反射します。吸収はありません。
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３　「○」　陽術師 (Revealer)

　この駒があると、どの方向から来た光もその方向に反射します。

４　「●」　陰術師 (Concealer)

　この駒があると、どの方向から来た光も吸収されて消滅します。

５　「△」「▽」　曲芸師 (Tumbler)

　この駒は、使う場合は必ず２個のペアで使います。１個や３個以上ということはありま

せん。その一方に当たった光は、もう一方の場所にワープして方向を変えずに進みます。
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例題　

光の進み方を５×５盤の例題で示します。ここで、Ａ→Ｂは、Ａから入った光がＢから出

ることを意味します。Ｘは吸収を表します。なお、吸収の場合を除き、「光の対称律」が

成り立ちます。すなわち、Ａ→Ｂ（Ｂ≠Ｘ）ならばＢ→Ａ。
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駒のバリエーションと今後

　駒の種類として、光を常に右へ屈折させる駒や、常に左へ屈折させる駒も、検討候補に

ありました。これらを導入すると、光の対称律が崩れますので、少し難しくなります。リ

フレコは、現在、遊び方の詳細と駒のバリエーションを開発中です [3]。次のバージョン

では変則的な駒を入れるかもしれません。

参考文献

[1] BLACKBOX board game, John Waddington Ltd.

  http://gjallur.net/galdur/W-Games.htm #1977-3 。

[2] パズル解説「3-3 ブラックボックス」, Torito,

( 高木茂男「パズル遊びへの招待」PHP 研究所 1994 年 ) より ,

http://www.torito.jp/puzzles/303.shtml 。

[3] リフレコ (Refleco), 銀河企画 ,

http://xtarotg.web.fc2.com/refleco.html 。

(2019 年 4 月 30 日 受付 )

(2019 年 5 月 27 日 挿絵追加 )
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リフレコの問題（１）

柴崎銀河

　盤上の光の進み方で駒の配置を推理するパズル「リフレコ」[1][2] の問題を紹介します。

　リフレコは、５種類の駒を使ったパズル ( ゲーム ) です。盤上に駒を配置し、そこに外

から想像上の光を当てると光の進路が屈折して変化します。光の屈折した結果だけを提示

すると、駒の配置を推理するパズルになります。

ルール Ver. 1.0

　盤の周囲から光を当てると、光は、盤のなかを進み、途中に駒があれば、そこで屈折し

たり、あるいは消滅します。光の進路は、駒の種類と向きで決まります。５種類の駒は「ー」

「／」「○」「●」「△」などの記号で表します。それらによる光の進路の変化は次の通りです。

１　「ー」「｜」　正面と背後からの光は反射して戻り、横からエッジに当たった光は吸収

します。

２　「／」「＼」　どの方向からの光も直角に反射します。吸収はありません。

３　「○」　どの方向から来た光もその方向に反射します。

４　「●」　どの方向から来た光も吸収されて消滅します。

５　「△」「▽」　２個のペアで使います。一方に当たった光は、もう一方の場所にワープ

して方向を変えずに進みます。
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例題

　６×６サイズの盤 (No.0) を使った例題を示します。盤の周囲には１から 24 までの数

字が振ってあります。この数字が光の出入口の番号です。更にその数字の外側にはメモ欄

があります。この欄に、光が盤に入っていった結果どうなったかを記入します。

　No.1の例では、６個の駒を使いました。例えば、１から入った光は、途中に駒が無いので、

向かい側の 18 に抜けます。このとき、１の外側にあるメモ欄に 18 と書きます。一般に、

この欄には光が出た位置の数字を書きます。光が出てこないとき（吸収）は、X と書きま

す。他の光の進路もご確認ください。

No.0　　　　　　　　　　　　　No.1

練習問題

　では、No.2 はいかがでしょう。駒は６個です。メモ欄に結果が書いてありますので、

駒の配置を推理してください。１からの光が１に戻ってきますが、どこで反射するのかが、

すぐには分からないと思います。答は No.3 になります。
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No.2

No.3
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法則

　なお、現在のルールでは、吸収の場合を除き「光の対称律」が成り立ちます。すなわち、

Ａから入った光がＢに出たときは、Ｂから入った光は必ずＡに出ます。今後、駒の種類や

定義が変わるなどルールのバージョンが上がったときは、この法則が成り立たなくなる場

合もあるでしょう。

課題

　最後に、No.4 が課題です。駒は８個です。

No.4
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参考文献

[1] リフレコ (Refleco), 銀河企画 ,

http://xtarotg.web.fc2.com/refleco.html 。

[2] 柴崎銀河：リフレコ , 銀河企画・数理科学セミナー , 2019 年 4 月号。

(2019 年 5 月 31 日 受付 )
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ばとけん

柴崎銀河

『ばとけん』[1] は、手の型で勝負判定をする遊び「じゃんけん」に様々な手の型を追加し

て７種類に拡張した遊びの名称です。

経緯

(1) じゃんけんの手の型（以下では「手型」）をカードに描いてパズルゲームの素材にな

るものを制作しました。

(2) 最初のきっかけは、じゃんけんの「あいこ」を回避するために、グー・チョキ・パー

が同時に出たらチョキの勝ちにしてしまうことでした。→「チョキじゃんけん」[2]

(3) じゃんけん用のカードは、『めんこ』に見られるように昔からあって、最近ではカイ

ジの限定ジャンケンなどが有名です。

(4) 欧州で井戸という第四の手型があることを知り、それを組み込みました。この手型は

簡単のために「井」と表記します。→「井戸じゃんけん」[3]

(5) 五角対称になるよう、第五の手型として筆（フデ）を加えました。→「筆じゃんけん」

(6) 魚市場で競りに使う指数字があるのを知り、それを参考に第六の鴨（カモ）と第七の

良（イイネ）を追加しました。これで『ばとけん』の七つの手型が完成しました。

(7) なお、手型の強弱関係や勝負の決め方は固定ではありませんので、ルールのバリエー

ションは自由です。遊び方は発展途上ということになります。詳細は、ばとけんの公式ホー

ムページ [4] をご覧ください。
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７種類の手形
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手型の強弱

　井は、鋏と石を底に落として勝ちますが、紙には塞がれて負けます。筆は、井が墨に染

まることで勝ち、紙には落書きをして勝ちますが、鋏と石には壊されて負けます。鴨は、

翼があるので井から逃げ出して勝ち、筆と紙をくちばしで突いて勝ちますが、鋏と石には

負けます。

　各手型は、数字を表しています。これは豊洲市場の競りでも使われる指数字とほぼ同じ

です。石 ( グー ) ＝０、筆 ( フデ ) ＝１、鋏 ( チョキ ) ＝２、井 ( イド ) ＝３、鴨 ( カモ )

＝４、紙 ( パー ) ＝５、良 ( イイネ ) ＝６、です。ここで６の良は、他の偶数に勝ちますが、

奇数に負けます。（→七元相関図・ばとけん）。

七元相関図・ばとけん
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特殊判定

＜衝突＞

　このルールは人数が多いときに使用します。勝負の前に、このルールの使用を宣言する

必要があります。もしも同じ手型を出した人がいたらその人たちを負けにします。これを

「衝突」と言います。その回の勝負は、それ以外の残った手型だけで判定します。もしも

全員が「衝突」したときは全員の負けになります。これは無勝負と等価です。

＜すくみ＞

　たとえば、石 ( グー )・鋏 ( チョキ )・紙 ( パー ) のように、強弱が周回関係にあって勝

負にならないことを「すくみ」と呼びます。通常のじゃんけんでは引き分けになるところ

ですが、『ばとけん』では、「チョキじゃんけん」のルールを継承し、すくみのなかに鋏が

あるときは、鋏が「すくみ」を断つと考えて、鋏の勝ちにします。鋏が絡まない「すくみ」

が生じたときは、数字が大きい手型を勝ちとします。

参考文献

[1] じゃんけんカード『ばとけん』, 銀河企画 , (2018 年 12 月 ),

[2] 柴崎銀河：チョキじゃんけん , 銀河企画・数理科学セミナー , 2019 年 2 月号

http://xtarotg.web.fc2.com/seminar.html 。

[3] 柴崎銀河：井戸じゃんけん , 銀河企画・数理科学セミナー , 2019 年 3 月号。

[4] ばとけんの公式ホームページ

http://xtarotg.web.fc2.com/batoken.html 。

http://xtarotg.web.fc2.com/seminar.html
http://xtarotg.web.fc2.com/batoken.html
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ダイスビルダー

柴崎銀河

　『ダイスビルダー』[1] は、6面で無地の立方体に、英数字や模様が印刷されたシールを貼っ

て、オリジナルのダイスを製作するキットです。ここでは、ダイスビルダーが誕生した経

緯などをご紹介します。

　ダイスの専門会社として、米国のKoplow Games社 [2] が挙げられます。この会社では、

6 面に限らず様々な面の数を持つダイスを製造販売しています。6 面以外にもよく使われ

るのは、8 面、10 面、12 面、20 面です。これらは、テーブル上で駒を動かして遊ぶボー

ドゲームに良く使われます。駒の動きやゲームの進行で起こるイベントを、ダイスを振っ

た結果の偶然性で決めるのです。

　そういった多面ダイスと並んで注目されているのは、特殊な 6 面ダイスです。6 つの

面に刻印された記号は、通常は 1 から 6 までの整数を表します（図 1）。

図 1　通常の6面ダイス

　この従来からある規則にとらわれず、現在では様々なものが考案されています。例えば、

数字列がゼロから始まるダイス（図 2）、擬似 3 面ダイス（図 3）、演算記号ダイス（図 4）、

意思決定ダイス（図 5）、尋問ダイス（図 6）などがあります。

図2　数列が0から始まるダイス
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図3　擬似3面ダイス

図4　演算記号ダイス

図5　意思決定ダイス

図6　尋問ダイス

　当然のことですが、これらは鋳型から作るため、大量生産が前提となり、バリエーショ

ンには限度があります。しかし、ちょっと変則的な実験や、何か新しい試みをしたいとき

に、希望の面をもつダイスが欲しくなると思います。そこで登場したのが、ダイスビルダー

です。立方体の各面には、それよりやや小さめのサイズのシールを貼ります。通常の数字

やドット目のシールが用意されていますし、他のデザインも比較的簡単に自作することが

できます。どのようなシールが用意されているかは、紹介サイトに一覧があります [3]。

　最後に、関連する話題を紹介します。1978 年に George Sicherman（ドイツ語読み：

ジッヒャーマン、英語読み：シチャーマン）によって発見された「変則的な整数をもつ２

個の６面ダイスの組合せ（図 7）」は、普通のダイス２個を振ったときの和と同じ分布を

持ちます [4]。整数でこの性質を持つのは、このパターンだけと証明されています。
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図 7　ジッヒャーマンのダイス

　３個のダイスＡＢＣを、ＡはＢに勝ちやすく、ＢはＣに勝ちやすく、ＣはＡに勝ちやす

い、という目を持つように構成できます。

　この「じゃんけん」のような性質は非推移性と呼ばれ、18 世紀にはコンドルセ効果と

して知られていました。その後、経済学者のアロウは、こういった現象から起こる投票制

度の矛盾について指摘し、ノーベル賞を受賞しました。分かりやすい解説が、マーチン・

ガードナーの「直観に反する現象」（別冊サイエンス・数学ゲーム III, 1981 年 2 月 , 日

本経済新聞社刊）[5] に書かれています。

解の例 [6]

図８　非推移的ダイス

　このほか、「エフロンのさいころ」という４つ組で非推移的な組み合わせも考案されて

います。

と
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[2]　米国 Koplow Games 社のホームページ

     http://koplowgames.com/
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すごろじ

柴崎銀河

『すごろじ』は、盤上の駒を目的地まで動かす最小手順や最短距離を考えるパズルです。

元々は、さいころを使った双六型のゲームでしたが、パズル化にあたり、さいころを使わ

ないルールを導入しました。「すごろじ」という名前は「双六」と「ロジック」の合成語です。

英語では「Sugologic」と綴ります。

最初に

『すごろじ』では、任意サイズの格子状の盤を使いますが、最初は動きの説明のため１×

６の盤を使うことにします。

１
　＜図１＞　一本道

図１で、①は駒、☆はゴールです。目的は、駒をゴールまで移動させることです。駒をゴー

ルに動かす動作を、

→ → → → →      (1)

のように書きます。「→」は、駒を右に１マスだけ動かす操作を意味します。同様に「↓」「←」

「↑」のような操作もあります。これらを使うと駒を盤上の好きな位置に動かすことがで

きます。操作を並べたものをコマンドと呼びます。
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繰り返しと走り

ここで、(1) は、次のように省略できます。

→ ５               (2)

一般に、操作Ｃをｎ回繰り返すことを

Ｃ ｎ               (3)

のように書きます。

駒は、盤のフチから外に出ることができません。よって、図１で

↑                (4)

のようなコマンドを与えても、駒は動かないことになります。盤の外側を「圏外」と呼び

ます。

次に、駒が進めなくなるまで、ある方向に動き続ける操作を、「走り (Run)」の意味でＲ

で表します。例えば、

→ R             (5)

は、駒が「→」の方向へ進めなくなるまで移動することを意味します。このコマンドでも、

駒①はゴール☆に到達します。

壁（障碍物）



銀河企画・数理科学セミナー ２０１９年８月号 50

次に図２をご覧ください。

１
　＜図２＞　壁のある一本道

ここでＸは壁を意味します。駒は壁のマスを通り抜けることができません。よって、図２

の駒①は、このままではゴール☆に到達できないことになります。

では、図３のような２×６の盤を考えます。

１
　＜図３＞　迂回路のある道

図３は、図２と違って、迂回路があります。ここでは、コマンドを

↑ → ５ ↓      (6)

として上の道を通ることで、駒①はゴール☆に到達します。

↑ → Ｒ ↓      (6’)

としても同じ結果になります。
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駒の生成

駒は必要に応じて増やすことができます。図１で、

② →            (7)

というコマンドを使うと、図４のように駒が２つに増えます。

１ ２
　＜図４＞　駒を増やす

コマンド②は、現在注目している駒①の場所に駒②を生成することを表します。ここで、

コマンドの対象となる駒は②に切り替わります。次の「→」はその駒②を右に１マス移動

することを表します。結果として図 4 になります。

さて、図１で、

② → ① →        (8)

とすると、駒②を生成して駒①の右に移動し、駒①に対象を戻して右に移動することにな

ります。そうすると、①は②の上に来ますが、このとき図５のように、①は②を跳び越え

て次のマスに着地すると定義します。この能力を使って、次に示すように壁を抜けること

ができます。

１２
　＜図５＞　駒が駒を飛び越える
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壁の乗り越え

壁があって進めない図２に戻り、

② → ① →        (8)

とすると、駒②を生成して右に移動し、駒①に視点を戻して右に移動し、②を乗り越えて

右まで移動しますが、そこには壁があります。ここで、駒を飛び越えた直後の駒はその次

にある壁を乗り越えると定義します。そうすると、①は図６のように壁の右に到達します。

１２
　＜図６＞　駒が壁を乗り越える

よって、図２から

② → ① → ３     (9)

で、①は壁を越えてゴール☆に到達します。この方法は図３に対しても使えますが、コマ

ンド数の比較では (9) は (6) よりも多くなります。

移動判定ロジック

駒は２つ以上連続した壁を乗り越えることができないものとします。一般に、駒が移動し

ようとしたとき、その方向に存在するのは、駒、壁、空白、圏外、のいずれかです。ここ

で、駒が動けるのかどうかは、次の移動判定ロジックによります。動けなかったときは、

駒はその位置に留まります。
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駒 壁 空 圏外

移 動 先 は ？

移動判定ロジック

動けない

次の移動先を見る

次の移動先を見る

動く 動けない

動く 動けない

駒 壁 空 圏外

移 動 先 は ？
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応用問題

駒は①②③まで使ってよいものとします。駒①をゴール☆まで移動させるためのコマンド

を求めます。（答は複数あります）

１
＜図７＞　応用問題

応用問題の答 (例 )

② ↑ ③ → ② → ① ↑ → ↑ Ｒ
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将棋のお供

柴崎銀河

『将棋のお供』は、特別なルールが書かれたカードを将棋の盤・駒と一緒に使い、カード

の指示に従って駒の機能を変えることで、将棋を本来とは違うゲームに変貌させて楽しむ

ものです。ここでは、発案時のルール[1]の通りに、カードと駒の役割について紹介します。

1. カードの使い方

　カードは 12 種類が２組あって、対局者の２人にあらかじめ配っておきます。

自分に配られたカードは、自分の手番で駒の着手をする前に１枚だけ相手に示して使いま

す。使うか使わないかは自由ですが、２枚以上を同時に使うことはできません。使わない

なら通常の将棋の指し方と同じです。使った場合は、そのカードは使用済みとして未使用

のカードとは別のところに置きます。カードには様々な機能が書いてあります。駒の動き

を一時的に変えるもの、役割を変えるもの、将棋の禁じ手を解除又は追加するもの、など

です。では、個々のカードの機能をみていきます。

2. カードの機能

女装・王（Ｑ）　王が女王の動きをする

　このカードは、「王」を《女王》に変えます。自駒の「王」は、チェ

スの駒であれば《女王 (Queen)》、中世の将棋駒であれば《奔王》、と

同じ動きに変化します。将棋では「飛」と「角」を併せ持った動きです。

「王」を動かして、効果は終了します。効果中の駒は《女王》と呼び

ます。
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転送・飛（Ｔ）　飛と自駒の位置を交換する

　このカードは、「飛」と他の駒の位置を入れ替えます。盤上の自駒

の「飛」の一つ X とそれ以外の盤上の自駒のどれか一つ Y を選びます。

そして、その二つの駒 X と Y を一手で入れ替え、効果は終了します。

成駒の「竜」は「飛」ではないので X には該当しません。X も Y も移

動で駒が成る条件を満たした場合には成ることができます。

反射・角（Ｒ）　角が四辺で反射する

　このカードは、「角」の移動時に将棋盤の四辺を反射板として利用

します。盤上の自駒の「角」を一つ選びます。その「角」を盤の四辺

で反射して進めて一手とし、効果は終了します。反射ができる回数は

１回にとどまりません。移動前と移動後の位置で駒が成る条件を満た

した場合は成ることができます。成駒の「馬」は「角」の代わりには

なりません。なお、この効果発動によって「角」の射線に敵の「王」

が入るときは、このカードは使用できません。反射の例を示しま

す。２三にある角は、障碍物がなければ、３二、４一、５二、６三、

７四、８五、９六、８七、と進むことができます。なお、「角」が盤

の端で反射できるという特殊ルールは、かなり昔から存在していたよ

うです。

出世・金（Ｇ）　金が成って王の代理をする

　このカードは、「金」の成駒を「王」の代理にさせます。盤上の自

駒の「金」を一つ選びます。他の駒が成るのと同様に、その「金」を

一手の移動で成らせます。裏返しになった「金」は《太子》と呼び、

略称は「太」です。「太」は「王」と同じ動きで同じ役割です。普通

の将棋では「王」が詰む（捕獲される）と負けですが、「太」は「王」

の代理となり、「王」が捕獲されても「太」が詰むまでは負けません。

「王」の存在下で「太」を捕獲したときは「金」を捕獲したのと同じ

になります。「太」の存在下で「王」を捕獲したときは、ただちに盤

転送

飛と自駒の位置を交換する
Teleporting Plane

T

反射

角が四辺で反射する
Reflective Angle

R

出世

金が成って王の代理をする
Promotable General

P
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上の「太」と「王」を交換し、結果として「金」を捕獲したことにな

ります。なお《太子》は、中世の将棋駒《酔象》の成駒として存在し

ました。

無敵・銀（Ｉ）　銀が次の手で捕獲されない

　このカードは、「銀」を一時的に無敵状態にします。持駒または盤

上の自駒の「銀」を一つ選びます。それを打つか動かした後、その直

後の相手はその「銀」を捕獲できなくなります。もしこの「銀」が移

動後に成った場合には、もう「銀」ではないので効果が適用されませ

ん。また、「成銀」も対象外です。この無敵効果は一時的なもので、

それ以降は普通の状態に戻ります。なお、一般には一局を通じて銀を

取られない特殊ルールが存在し、「取らず銀」などの名前で知られて

います。

八方・桂（Ａ）　桂が八方に動く

　このカードは、「桂」を八方に動けるようにします。盤上の自駒の

「桂」を一つ選びます。その「桂」は、チェスの駒《騎士 (Knight)》

の動きができるようになります。その「桂」を動かして、効果は終了

します。なお、この効果発動によって「桂」の行動範囲に相手の「王」

が入るときは、このカードは使用できません。桂の成駒には適用され

ません。

弾道・香（Ｂ）　香が駒を飛び越える

　このカードは、「香」を駒を飛び越えて動けるようにします。盤上

の自駒の「香」を一つ選びます。その「香」は、射線上にある駒を一

つだけ越えて進むことができます。その駒は敵でも味方でも構いませ

ん。その「香」を動かして、効果は終了します。飛び越えられた駒は

その位置に残ります。なお、この効果発動によって「香」の射線に相

手の「王」が入るときは、このカードは使用できません。

無敵

銀が次の手で捕獲されない
Invincible Captain

I

八方

桂が八方に動く
All direction Knight

A

弾道

香が駒を飛び越える
Ballistic Missile

B
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許二・歩（Ｄ）　二歩を打つ

　このカードは、縦の列に２つめの「歩」を打てるようにします。持

駒の「歩」を一つ打つとき、禁則の二歩（同じ縦の列に味方の「歩」

が２つあってはいけない）のルールは無視されます。この効果は、そ

れら二歩のどちらか一方が成るか捕獲されるまで続きます。この効果

の持続中はこの列には「歩」が一枚しか存在しないとみなされます。

したがって、その列へ更に「歩」を打つことは新たな二歩となるため

禁則になります。

熟成・果（Ｇ）　成駒を打つ

　このカードは、持駒を最初から成りの状態で打てるようにします。

持駒の「金」以外のものを一つ選んで、それを最初から成りの状態で

打ちます。ただし、それを王手に使うことはできません。着手により、

効果は終了します。

連続・技（Ｓ）　一つの駒を二連続で指す

　このカードは、一つの駒を二手連続で動かせるようにします。盤上

の自駒の一つを選びます。その駒を二手連続して動かします。これで

効果は終了します。しかし、その動きのどちらも王手になってはいけ

ません。一手目も二手目も敵駒を捕獲することが可能です。このよう

に二手動かせる駒が中世の将棋には存在していました。二手目で元の

位置に戻ることもできます。これを中世の将棋では《居食い》と言い

ます。

許二

二歩を打つ
Double Pawns

D

熟成

成駒を打つ
Grown fruit

G

連続

一つの駒を二連続で指す
Sequential act

S
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撤退・令（Ｗ）　一つの駒を駒台に戻す

　このカードは、盤上の駒を駒台に戻せるようにします。盤上の「王」

以外の自駒の一つを選びます。その駒を駒台に戻します。これで一手

になり、効果は終了します。盤の隅で遊んでいる駒を有効活用するこ

ともできるでしょう。

懐柔・策（Ｃ）　挟んだ相手の駒を味方にする

このカードは、リバーシ（オセロ）のように、挟まれた敵駒を反転さ

せます。盤上の自駒 ( 又は持駒 ) の一つを選びます。その駒を指し ( 打

ち ) ます。その結果、縦横斜めで自駒に挟まれた敵駒は向きが反転し

て自駒に変わります。反転の規則はリバーシと同じです。使い方によっ

ては大量の敵駒が寝返ることになります。ただし、効果発動で反転さ

れる駒に「王」が含まれるときは、このカードは使えません。敵駒の

「歩」を反転した結果が二歩禁になるときは、成って「と」に変わり

ます。

3. 考察

　完全情報ゲームとは、次の着手を選ぶときに過去の着手の経歴や現在の状態の情報が完

全に分かっているゲームをいいます。確定の語を冠した場合は、着手以外にゲームの進行

に影響する偶然的な要素が無いことを意味します。すなわち、ゲームの着手記録をその通

りに実行すると全く同じ結果が得られます。将棋は棋譜の存在から分かる通り確定完全情

報ゲームですが、《将棋のお供》も確定完全情報ゲームです。バックギャモンのように駒

を進める双六系のゲームは、状態が公開されているならば完全情報ゲームではあります

が、サイコロを振って出た目に従うというのは偶然要素ですから確定ではありません。一

方、麻雀やポーカーは、正確な相手の状態が分かりませんから、完全情報ゲームではなく

不完全情報ゲームになります。

撤退

一つの駒を駒台に戻す
Withdrawal

W

懐柔

挟んだ相手の駒を味方にする
Conciliation

C
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　《将棋のお供》を使った将棋も、確定完全情報ゲームになるので、普通の将棋と同様に

棋譜を記述することができます。カードの使用は対応するアルファベット１字で表現すれ

ば良いでしょう。棋譜を記述できますから、一手の内容を相手に伝える形式の通信対戦な

ども可能になります。さらに、将棋には詰将棋というジャンルがありますが、《将棋のお供》

でも、同じように詰将棋を構成することができます。詰将棋というのは、ある局面が与え

られて、そこから王手の連続で相手の王を詰める手順を考える、一種のパズルです。

参考文献

[1] 柴崎銀河：「将棋のお供マニュアル」,2018 年 2 月 , 銀河企画
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Advanced game of rock-paper-scissors,
Choki-Janken

SHIBASAKI, Ginga

Introduction

Rock-paper-scissors (called JANKEN in Japan) is a kind of the hand game played

between two or more people, in which each player forms one of three shapes

with an outstretched hand at the same time. These shapes are named Goo

(rock: a closed fist), Par (paper: a flat hand or five fingers extended), and Choki

(Scissors: the index and middle fingers extended, forming a V sign).

A player who selected Goo will beat another player who has chosen Choki. As

well, a player of Choki will beat a player of Par, and Par will beat Goo. If both

players choose the same shape, the game is draw. If there are three or more

players and all three shapes are appeared at the same time, the game is draw,

too. This situation is called a deadlock.

Choki-Janken is the game that adds a new rule "Choki wins if deadlock

occurs.” to ordinary Janken. Simulations were conducted to determine the

favorable ratio of giving three shapes, and the probability of draws, according

to increase the number of players. The difference between Choki-Janken and

ordinary Janken is the additional rule of Choki (scissors) victory. Choki-Janken is

expected to reduce the draws. Then the following questions will come.
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Question
1. In Janken, if only a certain type of hand shapes is put out, other players

will notice and is easy to beat. So, it will be harder to lose by averaging the

three shapes. And it will be best to put them out in the same ratio. In case of

Choki-Janken, what will be the best ratio of the three shapes ?

Is it better to put a lot of Choki out ? When the number of players increases,

how does the ratio of the most suitable hand-shape method change in Choki-

Janken ?

2. If each player chooses the hand shapes probabilistically so as to win, how

much is the degree of draws for Choki-Janken reduced ? In the case of ordinary

Janken, if two or three players do, they will be draws at a rate of one third. If

there are more than three, the ratio will be higher than one third. How much ?

Solution

So we use LINUX to simulate virtual players with learning method. By making

such learning, the players bring the ratio of hand-shape patterns closer to the

optimum. In general multi-player games, it should be noted that there is a scene

they cooperate with each other. However, in this paper, the pattern in which

the players cooperate with each other is not considered.
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Conclusion
1. No matter how many people do normal Janken, the theoretical value

of the ratio of each hand-shape is one third. On the other hand, the ratio of

Goo was 45% for 3 people and 60% for 5 people, and the result was that it

was better to increase the ratio of putting out Goo as the number of players

increased. This does not necessarily mean that Goo is easy to win, but it can be

understood as an indication that Goo is the only way to restrain strong Choki.

Also, as the number of players increases, the percentage of Par will decrease,

but will never be zero. If you decide not to play Par, Goo would not lose. The

change in the ratio due to the difference in the number of players is shown in

Figure 1. In addition, each numerical value had fluctuation of about 1 %at each

trial.

2. The probability that the game will be a draw will increase gradually as

the number of players increases, and will reach 88 % for 8 players in ordinary

Janken. There is also variation in the final ratio of each hand-shape due to the

decrease in the number of times the game is established (not draw). On the

other hand, in the case of Choki-Janken, the number of draw was as low as

12% for 4 to 8 players. The change in draw ratio due to the difference in the

number of players is shown in Figure 2.
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Advanced game of rock-paper-scissors,
Choki-Janken
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リフレコの問題（2）
柴崎銀河

　盤上の光の進み方で駒の配置を推理するパズル「リフレコ (Refleco)」[1-3] の問題を

紹介します。５種類の駒を盤上に配置し、そこに外から想像上の光を当てると光の進路が

変化します。この観測結果から駒の配置を推理するパズルです。

ルール

　盤の周囲から光を当てると、光は、盤のなかを進み、途中に駒があれば、そこで屈折し

たり、あるいは消滅します。光の進路は、駒の種類と向きで決まります。５種類の駒は「ー」

「／」「○」「●」「△」などの記号で表します。それらによる光の進路の変化は次の通りです。

１　反射吸収「ー」「｜」　正面と背後からの光は反射して戻り、横からエッジに当たった

光は吸収します。

２　屈折「／」「＼」　どの方向からの光も直角に屈折します。吸収はありません。

３　反射「○」　どの方向から来た光もその方向に反射します。

４　吸収「●」　どの方向から来た光も吸収されて消滅します。

５　跳躍「△」「▽」　２個のペアで使います。一方に当たった光は、もう一方の場所にワー

プして方向を変えずに進みます。２個の駒として数えます。
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前回の課題 (No.4)

　６×６サイズの盤を使った課題を示します。盤の周囲には１から 24 までの数字が振っ

てあります。この数字が光の出入口の番号です。更にその数字の外側にはメモ欄がありま

す。この欄に、光が盤に入っていった結果どうなったかを記入します。駒の数は８個です。
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No.4 の答
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今回の課題 (No.5)

　盤のサイズは８ｘ８です。駒の数は 10 個です。
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リフレコのルール Ver.2
柴崎銀河

　盤上の光の進み方で駒の配置を推理するパズル「リフレコ (Refleco)」[1,2] の追加ルー

ル（駒）を紹介します。このパズルは、何種類かの駒を盤上に配置し、そこに外から想像

上の光を当てると光の進路が変化し、この観測結果から駒の配置を推理するものです。

ルール Ver.1

　盤の周囲から光を当てると、光は、盤のなかを進み、途中に駒があれば、そこで反射・屈折・

消滅をします。光の進路は、駒の種類と向きで決まります。Ver.1では、最大５種類の駒「ー」

「／」「○」「●」「△」を使います。それらによる光の進路の変化は次の通りです。

１　反射吸収「ー」「｜」　〔勇士〕
　正面と背後からの光は反射して戻り、横からエッジに当たった光は吸収します。
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２　屈折「／」「＼」　〔剣士〕
　どの方向からの光も直角に屈折します。吸収はありません。

３　反射「○」　〔陽術師〕
　どの方向から来た光もその方向に反射します。
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４　吸収「●」　〔陰術師〕
　どの方向から来た光も吸収されて消滅します。

５　跳躍「△」「▽」　〔曲芸師〕

　２個のペアで使います。一方に当たった光は、もう一方の場所にワープして方向を変え

ずに進みます。２個の駒として数えます。
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ルール Ver.2

　ルール Ver.2 では、次の二つの駒が加わって、計７種類になります。

６　右折「Ｒ」　〔大渦師・兄〕(Elder Maelstromer)
　この駒があると、どの方向から来た光も、右に 90 度曲がります。

７　左折「Ｌ」　〔大渦師・妹〕(Younger Maelstromer)
　この駒があると、どの方向から来た光も、左に 90 度曲がります。
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注意点
　Ver.1 では成り立っていた「光の対象律」は、Ver.2 の駒「Ｒ」または「Ｌ」が存在すると、

成り立たなくなります。すなわち、Ａから入った光がＢに出るとき、Ｂから入った光がＡ

に出るとは限りません。このことは、パズルの推理を難しくしますので、Ver.2 は上級者

向けと言えると思います。

前回の課題 (No.5)

　盤のサイズは８ｘ８です。駒の数は 10 個です。
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No.5 の答
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今回の課題（No.6）
　ルール Ver.2 が使われます。盤のサイズは８ｘ８です。駒の数は 10 個です。
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