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細 羽 英 貴

第２５回コンピュータ将棋選手権までの Labyrinthus
のソフトの特徴や棋譜についての紹介はコンピュータ将
棋協会誌 Vol.27 にて記載しており、そちらを参照いただ
きたく存じます。
（コンピュータ将棋協会誌 Vol.27 「将
棋ソフト Labyrinthus の紹介」 原稿）
本文書では、それ以降（第３回、第４回電王トーナメ
ント）における Labyrinthus のソフトの特徴および棋譜
について紹介したいと存じます。

１．第３回電王トーナメントにおける Labyrinthus
第２５回コンピュータ将棋選手権から第３回電王トー
ナメントでの Labyrinthus の変更点としては、主に棋風
（攻め棋風）への変更、おもてなし詰めの搭載、裏コー
ド改の搭載を行いました。
またネーミングの方も進化した Labyrinthus という事

図１ 第３回電王トーナメント vs メカ女子将棋戦 48 手目

で「Labyrinthus＋」へと若干の変更を加えました。
棋風の変更としては割と元の Labyrinthus の評価値に
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1.1、おもてなし詰め
第２５回コンピュータ将棋選手権にて vs コオロギ戦
にて現れた、辱め詰みからの王手千日手にて負けるとい
う指し手、そちらは元々辱め詰みのバグとして発生した
ものですが、本大会においてはこちらを意図的に指させ
るように対応しました。

図１は vs メカ女子将棋戦での途中局面ですが、先手
メカ女子将棋やや有利のこちらの局面の次手にて５五角
という大悪手が飛び出し、本局面は以後 Labyrinthus＋の
優勢にて進んでいきます。

図２ 第３回電王トーナメント vs メカ女子将棋戦 59 手目

そして７４手目にて図３の局面となり、以下おもてなし
詰めが発動し、９八玉→７九銀不成→８九玉→８八銀不成
を連続して指し、王手千日手の反則負けにて見事
Labyrinthus＋が敗れました。

図４ 第３回電王トーナメント vs きふわらべ戦 53 手目
そして９４手目図５にて、以下２七玉→３八馬→１八玉
→２九馬と連続して進み、おもてなし詰め王手千日手にて
負けとなりました。
図３ 第３回電王トーナメント vs メカ女子将棋戦 74 手目
勝てる局面にて意図的に負けるというのは、一見舐めプ
（手抜き）のようにも思われたりするかもしれませんが、
電王トーナメント予選はスイス式での対戦方式となってお
り、負ける事によって弱い相手と当たり、その後勝ち星を
重ねて上位を目指すという戦術も有効戦術であるため、意
図的に以後弱い相手と対局する事を目指し、本機能及び指
し手を採用する事といたしました。

本大会においてはもう一局、おもてなし詰めが成功した
ので、そちらもご紹介したいと思います。

図４は vs きふわらべ戦ですが、こちらも２六金の頭金
にて詰みですが、こちらも次手３八銀と指し、またしても
辱め詰みが起動いたします。
図５ 第３回電王トーナメント vs きふわらべ戦 94 手目
本大会においては将棋ソフトきふわらべが結果最下位と
なりましたが、そちらのソフト相手においてもおもてなし
詰めでは負ける事ができ、Labyrinthus＋は合法手を指し続
けられるソフト相手においては世界最弱のソフトたりうる
事が証明できたのではないかと自負しております。

1.2、裏コード改
Labyrinthus は、第２５回世界コンピュータ将棋選手権の
大会の直前に組み込んだ、意図的に筋違い角２八角戦法を
指す指し手を「裏コード」と名付けました。しかし即席の
コード作成であったため、第２５回コンピュータ将棋選手
権ではあまりうまい指し筋にはならなかったため、第３回
電王トーナメントに向けてさらに改良した筋違い角２八角
戦法を「裏コード改」と名付けました。その指し手を紹介
します。

図６は vs カツ丼将棋戦にて成功した筋違い角２八角戦
法です。図の局面のようにカツ丼将棋は８二角を指し、見
事角打ち誘導に成功しました。

図８ 戦術成功の甲斐もあり、無事 Labyrinthus＋の勝利
しかし、図９ vs ねこ将棋戦のように、誘導はできたも
のの、２八角を指してくれない将棋対局もありました。

図６ 第３回電王トーナメント vs カツ丼将棋戦 31 手目

図９ 第３回電王トーナメント vs ねこ将棋戦 34 手目
1.3、打ち歩詰め防止
Labyrinthus は第２回電王トーナメントから打ち歩詰め
防止ロジックを搭載しております。それが有効であった将
棋が本大会で現れたため、そちらも紹介いたします。
図１０は vs ねこ将棋戦ですが、打ち歩詰め防止ロジック
が搭載されていなければあわや６二歩にて反則負けしてし
まう局面でありました。
（実戦は次手５三歩と進んだ）
図７ できた馬も一応無事確保（次手９二香）

またネーミングの方も Labyrinthus＋からさらに進化し
たという事で「Labyrinthus＋＃」へと変更しました。
また諸事情により将棋ソフトのマスコットキャラを刷新
し、
「丈一らびゅリン娘」へと変更しました（ＣＶは変わら
ず）
。そちらのご紹介をしたいと思います。

2.1、マスコットキャラの変更、およびキャラソン、ＰＶの
作成
将棋の内容とは関係ありませんが、Labyrinthus プロジェ
クトの一つとして将棋ソフトのさらなるキャラクター付け
としての展開を新たに図りました。
今回新たに作成した将棋ソフトのマスコットキャラ「丈
一らびゅリン娘」をイラストレーターの佐倉弥美さん
（@e_sakurayayoi）にお願いし、また、キャラソン及び電
王トーナメントソングをそれぞれ Sou77 さん（@Sou77）
、コ
図１０ 第３回電王トーナメント vs ねこ将棋戦 110 手目

コロノビートエンターテインメントさん（@cocoronobeat）
に作成していただけました。

打ち歩詰め防止ロジックはコンピュータ将棋ソフトを作

また、そちらの曲の歌唱の方も丈一らびゅリン娘のＣＶ

る上で、結構面倒臭いロジックになりますが、搭載されて

の方である美少女ピアニストちゃぱさん（@blackchapa）に

いなかったが故に勝利局面にて負けてしまう事を防止する

歌っていただけました。

上でもぜひ面倒ですが搭載される事をお勧めいたします。
（参考）
第４回電王トーナメントＰＲ文書
いけイケ☆らびゅリン娘
denou war labyrinth

キャラソンまで作成した将棋ソフトはおそらく世界初の
事であると思われるため、新たな将棋ソフトとしての方向
性を見出す事ができ、制作を行えて善かったと思っており
ます。

図１１ Labyrinthus の打ち歩詰め防止ロジックのデバッ
グ画面（黄色い枠で歩の打てる範囲が表示されている）

２．第４回電王トーナメントにおける Labyrinthus
第３回電王トーナメントから第４回電王トーナメントで
の Labyrinthus の変更点としては、第４の詰めロジック
「Labyrinth 詰め」の搭載、そして穴熊囲いを指す指し筋の
搭載を行いました。

図１２

ＰＶのために作成したコンピュータ将棋ソフト開
発者及びマスコットキャラのＳＤ画像
（制作：ぼーぶらさん（@bohbra_rising）
）

2.2、Labyrinth 詰め
第４回電王トーナメントに向けて作成した第４の詰めロ
ジック（１．通常詰め、２．辱め詰め、３．おもてなし詰
め、４．Labyrinth 詰め）は、当初の方向性としては第２６
回世界コンピュータ将棋選手権にて現れた、２５６手目に
て詰ませるという事を意図的に指させるようにしたいとい
う想いで開発を始めました。しかし、開発を行い対応後の
動作確認を行うも、ちょうど２５６手（２５５手）にて詰
ませるというのはなかなか思うようにはいかず、結果、長
手数におよび辱めた後に詰ませるという詰めロジックとし
て完遂に至りました。自分の作業に取り掛かれる時間と技
術力の限度上、こちらを本詰めロジックの仕様とさせてい
ただきました。そちらの実戦棋譜を紹介いたします。

本大会においては、vs Shilver Vallet 戦にて Labyrinth
図１４ 第４回電王トーナメント vs Shilver Vallet 戦 92

詰めは発動いたしました。

手目

Shilver Vallet 戦においては序盤から早々と馬を作りか
つ角を頂ける事ができて、非常に優位に進める事ができた
のが勝因だと思います。
（図１３）

図１５ 第４回電王トーナメント vs Shilver Vallet 戦指
了図
図１３ 第４回電王トーナメント vs Shilver Vallet 戦 27
手目

（通常の辱め詰めは１３回辱める手を指すと詰ませるの
ですが、Labyrinth 詰めは２５５手以内の指し手であれば玉

９２手目、図１４において、３六金にて詰みとなります
が、ここで Labyrinthus＋＃は Labyrinth 詰めが発動し、以

を追い回す手を指し続けてソフトの気まぐれなタイミング
にて玉を詰ませます）

下４四金打から図１５の６六金まで、長手数に及び玉を追
い回す指し手となりました。

2.3、穴熊囲い
Labyrinthus は将棋を指すソフトとしてやり残していた
事であった、穴熊に囲うという事を今回は対応させました。
本大会においても、計４局しっかり穴熊に組む事ができ、
将棋ソフト開発者としては満足な結果を得られたと思って

おります。
（図１６）

３．さいごに
Labyrinthus は古いシリーズを含め、ネット上に長らく公
開しておこうと思っております。
（公開先）
また、少しではありますが級位者向けの弱いソフトに関
わらず遊ばれた感想などをいくつか頂いており、本ソフト
を開発した製作者としては嬉しい限りとなります。

第４回電王トーナメントが終わってからも私自身忙しく、
またこの先も同じように忙しい日々が続く見込みであるた
め、第４回電王トーナメントをもって将棋ソフトの大会へ
の出場は引退する志としております。しかし、コンピュー
タ将棋への愛は変わらず、様々なコンピュータ将棋の開発
者によって開発される将棋ソフトへの愛着および各種コン
ピュータ将棋大会への興味関心は尽きないものと思ってお
ります。

興味関心そして憧れの的であった将棋ソフト開発に自身
としても参加し、そして実際に大会等で起きた・感じた出
図１６ 第４回電王トーナメント、Labyrinthus 穴熊

来事は善き思い出として自分の中で残っております。
そして今後、将棋という歴史あるゲームに完全解析とい

（但し、Labyrinthus の穴熊は金にて玉の蓋をするように対

う終止符が打たれるその日まで、コンピュータ将棋および

応しています。
）

その開発者に最後までエールを送り続けたいと思います。

しかし、優秀な将棋ソフト勢相手にはその穴熊の堅い囲
いにも関わらず、短手数にて敗れてしまったのはやはり中
上位ソフト相手には、完全なる敗北を認めざるを得ない結
果となりました。
（図１７）

図１７ 第４回電王トーナメント、Labyrinthus 穴熊戦指
了図
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