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はじめに

ペグ・ソリティアという名のパズルがあります。このパズルでは、図 1のような十字形をした盤に、青丸で示したペ

グ (杭) or石を配置し、次の規則に従ってペグを一つずつ動かして行きます (有名なパズルなので、皆さんにも経験があ

るかも知れませんね)。

移動規則A:

a. あるペグ aに隣接するペグ bの同じ延長上にある隣接マスが空白だった場合、aは bを飛び越えて空白マスへ

移動し、bを取り除く (図 2)。

b. 但し、複数のペグを飛び越えることはできない (隣接する一つのペグを飛び越えるだけ)。

c. また、ペグの飛び越えは上下左右のみ可能で、斜め方向へは飛び越えができない。

d. さらに、ペグは飛び越え以外の動きをすることができない (例えば、隣接する空白マスへ一つ移動などはでき

ない)。

上記の移動規則に従うと、ペグを移動する度に一つずつペグが消えて行きます。その後、パズルが進みペグが減って行

くと、それに伴い空白マスも増えるので隣接するペグも減り、各規則に抵触して移動が難しくなって来ます。この困難な

局面をうまく切り抜け、最終的にペグが 1個だけになると、以後は原理的に飛び越えができないため、パズルは完了 (成

功)というわけです。特に、最後の 1個を図 1の中央にある空白マスへ残せれば、最高の完了となります。

図 1: ペグ・ソリティアの盤とペグの配置

ab

a b

図 2: ペグの移動と除去

ペグ・ソリティアは、太陽王として知られるルイ 14世の宮廷で 17世紀末に遊ばれていたとの記録が残っています。特

に、盤の形状やペグの初期配置を変更するなど様々な条件を設定できるため、例えば与えられた条件下で最終的に残っ

たペグの数を競うなど、ゲームとして遊ぶことも可能であり、以後欧米では大変な人気を博しました。以下の課題では、

ペグ・ソリティアの移動規則に沿った亜種パズルの解を求めてみることにしましょう。
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課題1 — ヒキ蛙とウシ蛙

まずは、移動規則 Aを緩和した簡単なパズルとして、ヒキ蛙とウシ蛙のパズルを考えてみましょう。

移動規則B:

a. ウシ蛙に隣接するヒキ蛙の “並び”と同じ延長上にある隣接マスが空白だった場合、ウシ蛙は (複数の)ヒキ蛙

を飛び越えて空白マスへ移動できる (図 3 (a))。但し、ヒキ蛙の並びに空白マスが混ざっている場合は、空白マ

スを超えて移動できない (空白マスで停止)。また、飛び越されたヒキ蛙はそのままである (取り除かれない)。

b. ウシ蛙が飛び越せるのはヒキ蛙のみで、ウシ蛙同士は飛び越えができない (図 3 (b))。特に、上記の規則 aと関

連し、ヒキ蛙の並びにウシ蛙が混ざっている場合は、この並びを飛び越えることができない点に注意すること。

c. ウシ蛙は、隣接するマスが空白であれば、そのマスへ一つ移動できる。但し、移動は一方通行で後戻りのよう

な動きはできない (最初に飛び越えた or移動した方向にのみ移動できる, 図 3 (c))。

d. ヒキ蛙についても同じ規則を適用する (ヒキ蛙については、上記 a ∼ dのウシ蛙をヒキ蛙に、ヒキ蛙をウシ蛙に

差し替えたものを適用する)。但し、ヒキ蛙とウシ蛙を交互に移動する必要はない(片方だけを連続移動も可)。
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図 3: ヒキ蛙とウシ蛙の移動規則 (H:ヒキ蛙, U:ウシ蛙)

さて、間にマスを一つ挟んで並び合ったヒキ蛙とウシ蛙が移動規則 Bに従って移動し、最後は図 4のように互いの位

置を入れ替える手順を考えます。以下では、ヒキ蛙とウシ蛙のパズルを解くプログラムを作成してみましょう。

UH UH UH

U HU HU H

図 4: ヒキ蛙とウシ蛙のパズル

まずはその準備として、パズルを作成する関数 init path()を用意しました (適当にコピーして下さい)。

import ita

def init_path(n):

if ((n <= 0) or (n%2 == 0)):

print("Error: the argument must be a positive odd number, %d" % (n))

p = None

else:

p = ita.array.make1d(n)

for i in range(int(n/2)):

p[i] = 1

for i in range(int((n/2))+1, n):

p[i] = 9

return(p)

2



init path()は、正の奇数 nを引数として渡すと、nに応じたサイズの路および蛙の初期位置を 1次元の路配列 pとし

て返します。路配列 p内では、ヒキ蛙が存在する (orウシ蛙が存在する)マスを数値の 1 (or 9)で表わし (対応する要素

に 1 or 9が格納され)、空白マスを 0で表わします。動作イメージは下記の通り。

>>> p = init_path(5)

>>> pprint.pprint(p, width=20)

[1, 1, 0, 9, 9]

課題 1-a: 関数 init path()により得られた路配列 pに対し、次の仕様を満たす関数 mv frog()を作成せよ。

1. 関数 mv frog()は、路配列 pおよび p内の添字番号 iと jを引数として受け取る (引数: 3個)。

2. p[i]マスにある蛙が移動規則 Bに従い p[j]マスへ移動できる場合、移動後の状態を表わす路配列を返す。

3. 移動できない場合は、Noneを返す (路配列 pは変更しない)。

動作イメージは下記の通り。移動できない指定をされた (つまり、Noneが返された)場合に備え、路配列用の変数として

p0/p1の二つを使い分けていることに注意して下さい。また、移動できない指定は下記以外にもあるので、抜けがない

ように作って下さい。

>>> p0 = init_path(5) # 路配列用の変数として p0/p1の二つを利用 (使い方は後述)

>>> pprint.pprint(p0, width=20)

[1, 1, 0, 9, 9]

>>> p1 = mv_frog(p0, 1, 2) # ヒキ蛙を p0[1]→ p0[2]へ移動 (変更後の路配列は p1で受ける)

>>> pprint.pprint(p1, width=20)

[1, 0, 1, 9, 9]

>>> p0 = p1 # エラー時に備えて、現在の路配列 p1を p0へ退避
>>> p1 = mv_frog(p0, 2, 1) # ヒキ蛙を p0[2]→ p0[1]へ移動 (左へ一歩移動)

>>> pprint.pprint(p1, width=20) # ヒキ蛙は左へ移動できない。
None # エラー時は、路配列を退避してはいけない点に注意
>>> pprint.pprint(p0, width=20) # p1には Noneが入ってしまうが、元の路配列は p0へ退避してある。
[1, 0, 1, 9, 9]

>>> p1 = mv_frog(p0, 3, 1) # ウシ蛙を p0[3]→ p0[1]へ移動 (p0[2]のヒキ蛙を飛び越える)

>>> pprint.pprint(p1, width=20)

[1, 9, 1, 0, 9]

課題 1-b: 関数 init path()により得られた路配列 pに対し、次の仕様を満たす関数 exc frog()を作成せよ。

1. 関数 exc frog()は、路配列 pを引数として受け取り、初期状態を表示する。

2. 課題 1-aで作成した関数 mv frog()を用いて、路配列 p上のヒキ蛙/ウシ蛙を移動規則 Bに従い移動させ、互いの

場所を入れ替える。

3. 蛙を移動させる度に路配列 pを表示し (動作イメージを参照)、パズル完了後は最終状態の路配列を返す。

動作イメージは下記の通り (この例では紙面の都合上、関数 exc frog()が返す路配列 p1の表示は割愛しました)。

>>> p0 = init_path(5) # 路配列用の変数として取り敢えず p0/p1の二つを利用
>>> p1 = exc_frog(p0)

[1, 1, 0, 9, 9] # 初期状態
[1, 0, 1, 9, 9] # ヒキ蛙が左に一歩移動 (p0[1]→ p0[2])

[1, 9, 1, 0, 9] # ウシ蛙がヒキ蛙を飛び越える (p0[3]→ p0[1])

[1, 9, 1, 9, 0]

[1, 9, 0, 9, 1]

[1, 9, 9, 0, 1]

[0, 9, 9, 1, 1] # ヒキ蛙が 2匹のウシ蛙を飛び越える (p0[0]→ p0[3])

[9, 0, 9, 1, 1]

[9, 9, 0, 1, 1] # 入れ替えができました。
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課題2 — コンウェイの兵隊

では次に、ペグ・ソリティアの移動規則Aを適用したパズルを解いてみましょう。まずは、図 5のような n×n (但し、

nは奇数)の盤を用意します。この盤では一番上にある行の中央 (Gマス)をゴールとし、ゴールから k行隔てて境界線

(赤線)を引きます。そして、この盤上で以下の条件を満たすパズルを考えます。

� ペグは、境界線以下のマス (?マス)へ配置する。

� 配置したペグを移動規則 Aに沿って動かすとゴールへ到達する。

G

? ? ? ? ? ? ?

? ?? ?

? ?? ?

? ?? ?

? ? ?

? ? ?

? ? ?

図 5: 移動規則 Aを用いたパズル

G
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2

図 6: 最小の例

G

図 7: ゴールへ至る直前の配置

図 6に、このパズルにおける最小の例を示します。図 5ではゴールと境界線は 2行離れていましたが (k = 2)、図 6では

ゴールのすぐ下が境界線になっています (k = 0)。この場合、境界線の下へ上下に並べてペグを配置することで、配置し

たペグ (の一つ)が移動規則 Aに従ってゴールへ到達できます。具体的には、図 6のペグ 2 (青丸 2)はペグ 1を飛び越え

ることが可能で、ペグ 1を飛び越えるとゴールへ至るというわけです。

続いて、ゴールと境界線が 1行離れている場合の配置を見てみましょう (k = 1)。一見、どんな初期配置ならばパズル

が解けるのか見当も付きませんが、ゴールへ至る意味を考えると糸口が見えて来ます。それは、ゴールと境界線がどれ

だけ離れていようと、また境界線以下の?マスへどのようにペグを配置していようと、移動規則 Aに従って動かした後、

ゴールへ到達する直前には図 7のような配置になっている必要があるということです1。よって、この配置に対して移動

規則 Aを逆に適用して行き、全てのペグを境界線より下に移動できれば、これが k = 1におけるペグの初期配置になり

ます。移動規則 Aの逆となる規則は、次のように定義できます (Aと A’との違いは a項だけですね)。

移動規則A’:

a. あるペグ aに隣接するマスが空白で、かつその空白マスの同じ延長上にある隣接マスも空白だった場合、aは

隣接マスを飛び越えて一つ先の空白マスへ移動し、飛び越えた空白マスにペグ bを配置する (図 8)。

b. 但し、複数の空白マスを飛び越えることはできない (隣接する一つの空白マスを飛び越えるだけ)。

c. その他の移動制限は、移動規則 A.c/A.dに準ずる。

a

b a

図 8: 移動規則 A’の動き

(a) (b) (c)

G G G

図 9: k = 1の初期配置を求める手順

1図 7以外にも、Gマスの横方向にペグが二つ並ぶ場合は、次の一手でゴールへ到達できます。しかしながら、ペグは下から上がって行くので、図
7 にある配置の方が早く作成できます。
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移動規則 A’を用いて、図 7からパズルの条件を満たすペグの初期配置を求める手順を図 9 (前ページ)に示します。緑矢

印はペグの動きを、薄青ペグは移動規則 A’により新たに配置されたペグを表わします。全てのペグが境界線より下とな

る図 9 (c)が、k = 1の初期配置となります。k = 2におけるペグの初期配置も同様に作ることができます。これも、境

界線以下の?マスへどのようにペグを配置していようと、移動規則 Aに従って動かした後、図 10の配置を作れれば、そ

こから図 7の配置を経由してゴールに到達できるというわけです。よって、先ほどと同じく、図 10に移動規則 A’を適

用して行き、全てのペグを境界線より下に移動した図 11が k = 2におけるペグの初期配置となります。

G

図 10: k = 2の配置を求めるヒント

G

図 11: k = 2の初期配置

G

図 12: k = 1の別配置

以上の議論より、図 5 のパズルには解が存在しそうなことが分かりました。実は、このパズルはコンウェイの兵隊

(Conway’s Soldiers)と呼ばれており、以下では便宜上、“C.S.”と呼ぶことにします。課題 2では、C.S.の解を求めるプ

ログラムの作成を試みます。(初期配置ではなく、解の方なので誤解しないように)。この課題でも準備として、パズルを

作成する関数 init board()を用意しました (適当にコピーして下さい)。

def init_board(k):

_b1 = [[0, 0, 9, 0, 0],

[0, 0, 0, 0, 0],

[1, 1, 1, 0, 0],

[1, 1, 0, 0, 0],

[0, 0, 0, 0, 0]]

_b2 = [[0, 0, 0, 9, 0, 0, 0],

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],

[0, 1, 1, 1, 1, 1, 0],

[0, 1, 1, 1, 0, 0, 0],

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],

[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]]

b = None

if (k == 1):

b = _b1

elif (k == 2):

b = _b2

return(b)

init board()は、k (ゴールと境界線との間にある行数)を引数として渡すと、kに応じたサイズの盤およびペグの初期

位置を 2次元の盤配列 bとして返します。盤配列 b内では、ペグが存在する (or存在しない)マスを数値の 1 (or 0)で表

わし (対応する要素に 0 or 1が格納され)、ゴールのマスを 9で表わします。動作イメージは下記の通り。

>>> b = init_board(1)

>>> pprint.pprint(b, width=25)

[[0, 0, 9, 0, 0],

[0, 0, 0, 0, 0],

[1, 1, 1, 0, 0],

[1, 1, 0, 0, 0],

[0, 0, 0, 0, 0]]
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一般の x-y座標系と配列における i行 · j列を混乱しないように注意して下さい。以下では、i行 · j列のマスを座標に似せ
て < i, j > と表わすことにします。

課題 2-a: 関数 init board()により得られた盤配列 bに対し、次の仕様を満たす関数 mv peg()を作成せよ。

1. 関数 mv peg()は、盤配列 bおよび b内の座標 <i行, j列> と座標 <p行, q列> を引数として受け取る (引数: 5個)。

2. <i, j> マスにあるペグが移動規則 Aに従い <p, q> マスへ移動できる場合、移動後の状態を表わす盤配列を返す。

3. 移動できない場合は、Noneを返す (盤配列 bは変更しない)。

動作イメージは下記の通り。課題 1の mv frog()と同様、ここでも移動できない指定をされた (つまり、Noneが返された)

場合に備え、盤配列用の変数として b0/b1の二つを使い分けていることに注意して下さい。また、移動できない指定は

下記以外にもあるので、抜けがないように作って下さい。

>>> b0 = init_board(1) # 盤配列用の変数として b0/b1の二つを利用
>>> pprint.pprint(b0, width=25)

[[0, 0, 9, 0, 0],

[0, 0, 0, 0, 0],

[1, 1, 1, 0, 0],

[1, 1, 0, 0, 0],

[0, 0, 0, 0, 0]]

>>> b1 = mv_peg(b0, 3, 0, 1, 0) # ペグを<3,0>→<1,0>に移動 (変更後の盤配列は b1で受けることに注意)

>>> pprint.pprint(b1, width=25) # 飛び越えられたペグ<2,0>が消えていることに注意
[[0, 0, 9, 0, 0],

[1, 0, 0, 0, 0],

[0, 1, 1, 0, 0],

[0, 1, 0, 0, 0],

[0, 0, 0, 0, 0]]

>>> b0 = b1 # エラー時に備えて、現在の盤配列 b1を b0へ退避
>>> b1 = mv_peg(b0, 2, 1, 0, 1) # 上と同じく、変更後の盤配列は b1で受ける。
>>> pprint.pprint(b1, width=25) # ペグは<2,1>→<0,1>へ移動できない (上記の盤配列を確認のこと)

None # エラー時は、盤配列を退避してはいけない点に注意
>>> pprint.pprint(b0, width=25) # b1には Noneが入ってしまうが、元の盤配列は b0へ退避してある。
[[0, 0, 9, 0, 0],

[1, 0, 0, 0, 0],

[0, 1, 1, 0, 0],

[0, 1, 0, 0, 0],

[0, 0, 0, 0, 0]]

さて、いよいよ最後に、C.S.の解を求めるプログラムの作成に取り組んでみましょう。C.S.を解く一つの方法は、例

えば、図 9 (c)をペグの初期配置とした場合、(c) → (a)とペグを動かすことです。しかし、k = 1の初期配置は図 9 (c)

だけではなく、図 12 (前ページ)など他にも存在します。図 12を見ると、最初の一手で動かせるペグが複数存在し、特

に左下端にあるペグは上/右方向に動くことができます。これではどのペグから着手し、それぞれどちらの方向へ動かせ

ば良いのか、ちょっと見当が付きません。しかし、ゴールを目指すということであれば、ゴールから遠ざかる移動は解に

含まれないと予想できます。そこで、ペグの移動方向について、下記 i ∼ iiiの優先度を付けることにしましょう。

i. まずは上方向への移動を試みる。

ii. 上方向に移動できない場合、次は右方向への移動を試みる (左方向が先でも可)。

iii. 上/右方向に移動できない場合、最後に左方向への移動を試みる。

この優先度に従い “移動できる” ⇒ “移動”という手順を繰り返して行くことを考えます。これを方針 Iと呼びましょう。

この手順は、関数 mv peg()を利用することで、簡単にコードを作ることができます (エラー処理のおかげですね)。但

し、どのペグから着手すれば良いのかは不明なので、取り敢えず動けるペグを適当な順で (例えば、端から順にとか)動

かして行くことにします2。
2将棋などのように、読みの入った定石はあるのかも知れませんが、本講義の趣旨からは外れるので、ここではこれ以上掘り下げません。
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課題 2-b: 関数 init board()により得られた盤配列 bに対し、次の仕様を満たす関数 aim goal()を作成せよ。

1. 関数 aim goal()は、盤配列 bを引数として受け取る。

2. 課題 2-aで作成した関数 mv peg()を利用し、盤配列 b上のペグを移動規則 Aに従い移動させて C.S.の解を得る。

3. 最終的な盤配列および得られた解の解配列 sを返す。

4. 解配列 sは、“ペグの初期個数 × 4” の 2次元配列で、各要素には移動した順番毎に、移動元のマス <i, j> および

移動先のマス <p, q> が格納される (動作イメージを参照)。

まずは、方針 Iに沿って作成した関数 aim goal()の動作イメージを見てみましょう。

>>> b0 = init_board(1)

>>> pprint.pprint(b0, width = 25)

[[0, 0, 9, 0, 0],

[0, 0, 0, 0, 0],

[1, 1, 1, 0, 0],

[1, 1, 0, 0, 0],

[0, 0, 0, 0, 0]]

>>> b1, s = aim_goal(b0)

>>> pprint.pprint(b1, width = 25) # 終了時 (これ以上、動かせるペグがない状態)の盤配列
[[0, 0, 9, 0, 0],

[1, 0, 0, 0, 0],

[0, 0, 0, 1, 0],

[0, 1, 0, 0, 0],

[0, 0, 0, 0, 0]]

>>> pprint.pprint(s, width = 25) # 解配列 sは「5(ペグの初期個数) × 4」の 2次元配列
[[2, 1, 2, 3], # 1手目: ペグの移動<2,1>→<2,3>を意味
[3, 0, 1, 0], # 2手目: ペグの移動<3,0>→<1,0>を意味
[0, 0, 0, 0], # 手詰まりなので 3手目以降はない。
[0, 0, 0, 0],

[0, 0, 0, 0]]

最終的に返された盤配列 b1を見る限り、どうも正しい解が得られていないようですね。解配列 sに記録された手順に

沿ってペグを動かしてみると (動かすペグは適当に選択している点に注意)、図 13のような動作になります (解配列の作

り方に慣れて下さいね)。図 13 (c)は解に至らず手詰まりとなっているので、解の探索に失敗したと判断できます。

(a) (b) (c)

<2,1>のペグを<2,3>へ <3,0>のペグを<1,0>へ

G GG

図 13: 解の探索

そこで、方針 Iに加えて次にような可能性 (要はやり直し)を探る必要があります。これを方針 IIと呼ぶことにしましょ

う。方針 IIには手順の後戻りが入っていることに注意して下さい。

i. 最後に動かしたペグをさらに移動できるならば、移動可能な方向へ動かして探索を続ける。

ii. どの方向へも移動できない場合は、そのペグの移動はあきらめ、まだ動かしていない別のペグを選んで探索を続

ける。

iii. 全てのペグを試しても解を得られなかった場合、手順を 1手戻し、その局面で (1手戻した時点で)まだ動かして

いないペグを選んで探索を続ける (1手戻すの具体的な処理は次ページの手順を参照のこと)。
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方針 IIに沿って考えてみると、図 13 (c)から 1手戻った (b)の局面では、<3, 0> のペグを右方向に動かすことができま

す。そして、この移動も最終的に解に至らなかった場合は、さらに 1手、(a)の局面まで戻してからまだ動かしていない

ペグを試すことになります ((b)では、もう一つ <2, 0> のペグも動かせますが、これはゴールから遠ざかる移動しかでき

ないので、方針 Iの優先度より対象外です)。

実は、方針 I ·方針 IIはそれぞれ、ヒューリスティク法 (Heuristic Method)およびバックトラック法 (Backtrack Method)

と呼ばれています。計算機で扱う問題の一つに、大量の選択肢から条件に合致する解を探し出すという問題があります

(文字通り探索問題と呼ばれています)。数値解析のように、効率的に解を求める一般化されたアルゴリズム (例えばオイ

ラー法など)が存在すれば、それを実行すればよいのですが、探索問題の多くにはそのようなアルゴリズムが存在しませ

ん。よって、解の候補を総当たりで調べることになります。しかし、これでは計算量の観点から実用的ではないため、問

題の構造や制約の特徴より少しでも効率が良さそうなアルゴリズムを発見して行く (heuristic)わけです。但し、あくま

で “良さそうな”というレベルなので、必ず解を探せるわけではありません。そこで、これ以上探索を進めても (手順を

進めても)解は存在しないことが判明したら、その探索を終了して別の解候補を選択できるまで戻り (backtrack)、新た

な探索を開始する必要があります。バックトラックを行なう場合、正しく後戻りができるように、必要な記録を残して行

く必要があります。どのタイミングでどんな記録を残すべきかの判断は相当に複雑であり (そして、不要になったら消去

する必要もある)、一般にループを用いたアルゴリズムの作成は難しくなります。これに対し再起呼び出しでは、呼び出

し先から戻って来た段階で (状況に応じて副作用を修正する必要はあるものの) 呼び出し前のデータが残っているため、

タイミング ·記録は形式的 (or自動的)に決まります。よって、バックトラックが入る処理を作成する際の見通しは良く

なります。再起呼び出しを用いたヒューリスティク法 + バックトラック法による C.S.の解を探す手順の一例 (疑似コー

ド)は、以下のようになります。

1: ペグがゴールのマスに到達したら探索成功を返す。

2: 盤上にあるペグを一つずつ調べて行く (探索ループ)。

2-A: ゴールに近付ける上方向へ移動できるか。

2-A-a: 上方向へ移動させ (盤配列/解配列を修正し)、それ以降を再起呼び出しにより探索

2-A-b: 再起呼び出しから探索成功を返された場合、解を発見できたので探索ループを抜ける。

2-A-c: 再起呼び出しから探索失敗を返された場合、上方向への移動では最終的に解を発見できなかったので、別
方向を調べるため盤配列/解配列を原状復帰

2-B: 右方向へ移動できるか。

2-B-□: 手順 2-A-a/b/cと同様な処理を実行

2-C: 左方向へ移動できるか。

2-C-□: 手順 2-A-a/b/cと同様な処理を実行

3: 探索結果を返す (探索失敗を返す場合、呼び出し元では “盤配列/解配列の原状復帰” + “別方向 or別ペグの探索”

を行なう→これが 1手戻すの処理に該当)。

以下に、最終的な関数 aim goal()の動作イメージを示します。この例では、関数 init board(1)で作成した盤配列の

解しか求めていませんが、関数 init board(2)で作成した盤配列の解も求められるように作って下さい。

>>> b0 = init_board(1)

>>> b1, s = aim_goal(b0)

>>> pprint.pprint(b1, width = 25)

[[0, 0, 1, 0, 0],

[0, 0, 0, 0, 0],

[0, 0, 0, 0, 0],

[0, 0, 0, 0, 0],

[0, 0, 0, 0, 0]]

>>> pprint.pprint(s, width = 25)

[[3, 0, 1, 0],

[3, 1, 1, 1],

[1, 0, 1, 2],

[2, 2, 0, 2],

[0, 0, 0, 0]]

＊課題 1/2共に、各仕様を完備していない場合でも提出は受理します。
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背景

今回の課題について、周辺の事情を少し説明しておきます。課題 1で取り上げたヒキ蛙とウシ蛙のパズルは、複数の

蛙を飛び越えられる移動規則を採用したことで、バックトラック法を使わずとも解けるレベルまで簡単化されています。

本来のパズルは一匹の蛙しか飛び越えられないため、解を求めるにはバックトラック法が必要になります。また、課題 2

で取り上げた C.S.ですが、これは本来、移動規則 A’を用いて図 11 (5ページ)のような初期配置を求められるかどうか

が興味の対象でした。しかしながら、移動規則 A’は一手毎にペグが増えて行くため、バックトラックの回数も激増して

しまいます。そこで課題 2では、通常のペグ・ソリティアとして扱いました。この場合、一手毎にペグが減って行くた

め、バックトラックの回数も計算可能な範囲に収まります。

解けないパズル

ところで、課題 2の前半では C.S.の作り方 (初期配置)について述べました。この作り方に従えば、kの値が幾つにな

ろうとも、それに応じた初期配置を作ることは可能だと予想されます (本文中の説明でも、何か不可解な感じはしなかっ

たですよね)。ペグ・ソリティアには様々な条件を設定できるため、これまでに数多くの亜種パズルが考案されて来まし

た。しかしながら、その解を求めてみると非常に難しく、これまでに解を発見できていないパズルも存在しています。そ

こで、任意のペグ・ソリティアに解があるかどうかについて、これまで数理科学の研究者は深い関心を寄せて来ました。

図 1 (1ページ)には、33個のマスがあります。これを 33次元の盤ベクトル b⃗とし、課題 2のようにペグが存在する

(or存在しない)マスを数値の 1 (or 0)で表わすことにします (対応する成分が 0 or 1になる)。また、初期状態から i手

進めた盤に該当するベクトルを b⃗i とします。ペグ・ソリティアの一手とは、二つのマス s, tからペグを取り除き、新た

に一つのマス uへペグを増やすことです (図 2 / 1ページ)。これより、一手分の差分ベクトル d⃗ = b⃗i−1 − b⃗i を考えると、

d⃗は成分 s, tが 1で成分 uが −1であるベクトルになります。

次に、ペグ・ソリティアの一手において選択できる移動パターンを考えます。例えば、ペグを右方向へ動かそうとし

ても、盤の右端では他のペグを飛び越えることができません。移動規則上、右方向へ動かせないマスは 14マスあるので

(図 1を要確認)、33マスのうちペグを右方向へ動かせるマスは 19マスになります。つまり、右方向への移動は (最大で)

19通りあるわけです。盤の対称性より上/下/左方向も同様な状況なので、ペグ・ソリティアの一手において選択できる

移動パターンは、76通りになります (4方向×19通り)。ここで、差分ベクトル d⃗を 76個並べた差分行列Dと、76次元

の選択ベクトル c⃗を考えます。c⃗の成分 cj は、全移動パターン 76通りのうち j 番目の移動パターンを選んだ回数としま

す。D · c⃗の意味を考えると、これは、移動パターン 1を c1 回、同 2を c2 回、· · · 同 76を c76 回選択した後の盤と初期

盤との差分ベクトルになっています。

以上の議論より、与えらえたペグ・ソリティアの最終的な (パズルが解けた状態の)盤を b⃗nとすると、D · c⃗ = b⃗0 − b⃗n

を満たす選択ベクトル c⃗ (≥ 0)が存在しない場合は、解が存在しないことを意味します (*1)。つまり、どの移動パターン

を何回選ぼうが、初期状態 (⃗b0)から最終状態 (⃗bn)を作れないというわけです。参考までに、c⃗が存在すれば解も存在す

るというわけではありません。c⃗は、あくまで移動パターンを選んだ回数を意味するだけで、どの順番で選んだかは、ま

た別の問題だからです。

さて、与えらえたペグ・ソリティアに解が存在しなことを証明するために、まずは零ベクトルO = (0, 0, . . . , 0)を用

いて、*1を次のような問題に置き換えてみます。

Q:「D · c⃗ = b⃗0 − b⃗n を満たす c⃗ (≥ 0)のうち、OT · c⃗を最大にする c⃗を求める。」

OT · c⃗は、c⃗がどんな値であっても成分が全て 0となる n× n行列なので、この最大値問題自体にはあまり意味はありま

せんが、新たな 33次元ベクトル e⃗を導入することで、Qは次の問題に置き換えることができます (深入りはしませんが、

これは線形計画問題における双対問題と言われるものです)。

Q’:「e⃗ T ·D ≥ 0を満たす e⃗のうち、e⃗ T · (⃗b0 − b⃗n)を最小にする e⃗を求める。」

ここで、Q’に e⃗′
T
· (⃗b0 − b⃗n) < 0 なる e⃗′ が存在したとします。この時、0 = OT · c⃗ ≤ e⃗′

T
·D · c⃗ = e⃗′

T
· (⃗b0 − b⃗n) < 0

となり、もしQを満たす何らかの c⃗′が存在すれば矛盾が生じてしまいます。よって、*1が成立する場合とは、連立不等

式 e⃗ T ·D ≥ 0, e⃗ T · (⃗b0 − b⃗n) < 0 を満たす解 e⃗が存在する場合だと言えます。

あとはこれを解けばよいのですが、e⃗は 33次元ベクトルなので、どうもペグ・ソリティアの盤にある 33個のマスは互

いに何らかの関係がありそうにも思えます。そこで、これをもう少し掘り下げてみましょう。まずは、全移動パターン 76

通りのうち j番目の移動パターンを、マス x, yからペグを取り除き、マス zへペグを移動させる動きとします。差分行列
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Dの j 列目は、この移動パターン前後の差分ベクトル d⃗ (j)であり、d⃗ (j)は成分 x, yが 1で成分 zが −1、それ以外の成

分は 0のベクトルです。よって、先ほどの不等式 e⃗ T·D ≥ 0の j列成分に注目すると、e⃗ T· d⃗ (j) ≥ 0より ex+ ey − ez ≥ 0

となります。これはつまり、ペグ・ソリティアの盤にある 33個のマスへ値 e⃗を割り当てると (これを P 値と呼ぶことにし

ます3)、どの連続する 3マス x, y, zの P 値を取っても ex + ey ≥ ez が成り立っているというわけです (図 14)。この時、

e⃗ T · (⃗b0 − b⃗n) < 0より、ペグが存在するマスの P 値を合計すると、“初期状態” < “最終状態”の場合は解が存在しない

ことが分かります。この考え方 (各マスへある条件に従った値 P を割り当て、各局面における P 値の制約を考える)が、

様々なパズルの解を探る一つの突破口となりました。

-1 0 -1

1 1 1

-1 0 -1

1 1 1

-1

0

-1

1

1

1

-1

0

-1

1

1

1

0 1 0

0 1 0

1 2 1

図 14: P 値の例

G
3

4

7

図 15: マンハッタン距離の例

コンウェイの兵隊における初期配置

いよいよ本題です。前節の冒頭でも述べましたが、課題 2前半の作り方に従えば、kの値が幾つになろうとも、それに

応じた C.S.のパズルを作る (初期配置を決める)ことができそうに思えます。しかし、本パズルを考案したコンウェイ自

身により、k ≥ 4の場合はパズルを作れない (そんな初期配置は存在しない)ことが証明されています。とても不思議で

すね。以下、参考までに御紹介致します (前節で説明した P 値の考え方を導入したのもコンウェイで、彼はこれを用い

て証明しました)。

まずは、次の規則により各マスへ P 値に該当する値を設定します。

� 各マスへ Gマスからのマンハッタン距離 dに応じた値md を割り当てる (初期値mの d乗という意)。

� Gマスの値はm0 = 1となる。

� マンハッタン距離 iのマスに ni個のペグがある場合 (マンハッタン距離が同じマスは複数存在することに注意)、こ

れらを合計した
∑

ni ·mi を得点と呼ぶ。

マンハッタン距離とは、座標上で基準になる点から x, y方向にどれだけ離れているかを示す距離です。例えば図 15では、

右端に示したマスがGマスから x方向に 3、y方向に 4離れているので、Gからのマンハッタン距離は 7になります。こ

れをもとに、値md のマスにあるペグが移動する (他のペグを飛び越える)場合は、マンハッタン距離の増減に応じて得

点が以下の 3通りに変化します。

� マンハッタン距離が減るような移動では、md およびmd−1 のマスにあるペグが取り除かれ、md−2 のマスにペグ

が増えるので、得点はmd−2 −md−1 −md = md−2 · (1−m−m2)だけ変化する。

� 同、マンハッタン距離が増えるような移動では、md+2 −md+1 −md = md · (m2 +m− 1)だけ変化する。

� また、状況は限られるがマンハッタン距離に変化のない移動もある (図 15にある緑ペグの横移動)。この場合、得

点はmd −md−1 −md = −md−1 だけ変化する。

ここで、上記の各移動において得点が増えない (つまり、ペグを動かすにつれ盤全体の得点が減る or変化しない) ような

初期値mを求めます。これは、m2 +m− 1 = 0より m̈ = (
√
5− 1)/2を採用します。実は m̈2 + m̈− 1 = 0は不思議な

式で、m̈2 = 1− m̈の両辺に m̈を掛けて行き、m̈3 = m̈− m̈2, m̈4 = m̈2 − m̈3, . . .を作り出して全て加算すると、途中

の各項が全て打ち消し合い、
∞∑

n=2
m̈n = 1が得られます (*2)。

3正式には、パゴダ関数値 (Pagoda Function Value) と呼ばれています。
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さて、以上をもとに C.S.の初期配置に対する得点を計算してみましょう。ここでは初期配置は不明とし、可能性のあ

る最大のマス数にペグを配置したと想定して、全てのマスにペグを配置した場合を考えます。k = 0の場合 (Gマスと境

界線との間に空行なし)、境界線の直下にある全ペグの得点は m̈+2m̈2 +2m̈3 + · · · になります (*3)。また、その下の行

にあるペグはマンハッタン距離が 1増えるので、“境界線直下の総得点 ×m̈”となります。以下、1行離れる度に総得点

は*3の m̈倍となり、これらを全て加算して*2を用いると、k = 0の潜在的な初期配置の総得点K0 は 5 + 3m̈になりま

す (難しくはないですが計算は省略)。次に、k = 1の場合を計算します。これは Gマスと境界線との間に空行が 1行入

る、要は k = 0からマンハッタン距離が 1増えたものなので、K1はK0の m̈倍 (= m̈ · (5+ 3m̈) = 5m̈+3m̈2 = 3+2m̈)

になります。

以後は同様に k = 4まで計算してみると、K4 = 1になります。但し、この値は*2や*3で (マス数の)極限を取ったも

のであり、現実の盤は有限なので厳密な値はK4 < 1です。ところで、パズルが完了した局面では Gマスにペグがある

ため、総得点は少なくともm0 = 1です。ペグの移動により得点は正に変化しないので、1 = m0 ≤ K4 < 1は矛盾して

います。よって、可能性のある全てのマスにペグを配置したと想定しても、k = 4を満たす初期配置は存在しません。参

考として、k = 3におけるペグの配置例を図 16に示しておきます (緑 ·青)。この図にあるように境界線を k = 4の位置

へ移し、これより上にある緑ペグの全てを移動規則 A’に従い境界線より下へ移動させようとしても、それはできないと

いうことです。不思議ですね。

G

図 16: k = 3におけるペグの配置だが…

最後に

背景を少々詳しく説明しましたが、この考え方 (前ページ下線部)は#7で説明したセル オートマトンに受け継がれて

おり、様々なコンピュータ シミュレーションなどで利用されています。

11


