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20 オセロゲーム2

20.1 パス

どこに置いても相手のコマを裏返すことができない場合は「パス」をして相手の手番になりま

す。2人が連続してパスをする（2人とも置けない状態）とゲーム終了です。
現在は，パスがないので，どちらかが置く場所がない状態になると次に進めません。パスができ

るようにします。正確に言うと，どこにも置けない状態になったら自動的にパスして手番を交代す

るようにします。

問 20.1 ファンクション DokonimoOkenai の実行部を完成させなさい。

end; {Hanten} // これより上は変更なし

function DokonimoOkenai : Boolean;

{ どこにも置けないか }

var

N : TMasuNo;

begin

// N=10番目から始めて
// 繰り返す
// 次のマスへ進む
// 置けるマスが見つかるか，すべて調べ尽くすまで
// 関数の戻り値，True ⇔ すべて調べつくした

end; {DokonimoOkenai}

procedure Game;

{ １ゲーム行う }

var

Pass : Integer; // 連続してパスした回数
begin

SyokiSettei;

WriteBan;

Pass := 0;

repeat

if DokonimoOkenai

then begin

WriteLn(’どこにも置けません’);

Inc(Pass);

end

else begin

OneMove;

Pass := 0; // パスした回数をリセット
end;

Hanten(Teban);

Hanten(Aite);

WriteBan;

until Pass >= 2; // ２人が連続してパスをしたら終り
if Kosuu[Kuro] = Kosuu[Siro]

then WriteLn(’引き分け’)

else if Kosuu[Kuro] > Kosuu[Siro]

then WriteLn(’●の勝ち’)

else WriteLn(’○の勝ち’);

end; {Game} // これより下は変更なし
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盤のマス全部にコマが置かれると当然 2人ともパスをして終わりますが，この場合パスをすると
いうのもおかしな気がします。

問 20.2 プロシージャ Game の repeat ～ until の終了条件を，“全部埋め尽くしても終り”に
なるように変更しなさい。

20.2 コンピュータと対戦する

現在は，人と人が対戦しますが，コンピュータと対戦するようにします。ただし，コンピュータ

は置ける場所をでたらめに選ぶだけです。

●と○それぞれ，人かコンピュータか誰がするかを記憶する変数と，コンピュータがするときに

コマを置ける場所をすべて探して記憶する変数が必要になります。プログラムの先頭にある，型定

義（type～）と変数宣言（var～）に追加します。

type

:

:

TMorC = array [TPlayer] of Char; // Ｍ (an)かＣ (omputer)

TMasus = array [1..64] of TMasuNo; // マスたち

var

:

:

MorC : TMorC; // プレイするのは誰か
OkeruMasu : TMasus; // コマを置けるマス全部
OkeruSuu : Integer; // その個数

対戦者が誰かを決めます。

end; {Game} // この上の変更は後述

procedure ReadPlayer;

{ 誰と誰が対戦するか，問い合わせて読む }

var

P : TPlayer;

begin

WriteLn(’プレイするのは人 (M)ですかコンピュータ (C)ですか’);

for P := Kuro to Siro do

begin

repeat

case P of

Kuro : Write(’●’);

Siro : Write(’○’);

end;

Write(’はどっち [M/C] ? ’);

ReadLn(MorC[P]);

MorC[P] := UpCase(MorC[P]); // 小文字だったら大文字にする
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until (MorC[P] = ’M’) or (MorC[P] = ’C’);

end;

end; {ReadPlayer}

var

YesNo : String;

begin {Main}

Randomize; // 乱数系を変更する
repeat

ReadPlayer; // 対戦者を決める
Game;

WriteLn;

Write(’もう１度しますか [y/n] ? ’);

ReadLn(YesNo);

until YesNo = ’n’;

end.

プロシージャ OneMove を変更して，コンピュータが置く場所を選ぶことができるようにします。

そのための，プロシージャとファンクションも追加します。

問 20.3 プロシージャ ListUpOkeruMasu を完成させなさい。

procedure ListUpOkeruMasu;

{ コマを置けるマスをリストアップする }

var

No : TMasuNo; // 調べるマスの番号
K : Integer; // OkeruMasu に入れたマスの個数

begin

// すべてのマスを調べて，コマを置けるマスを OkeruMasu に記憶する
// 記憶した個数を OkeruSuu に記憶する

end; {ListUpOkeruMasu}

function SelectMasuNo : TMasuNo;

{ コンピュータが置く場所を選ぶ　　　　　 }

{ コマを置けるますの中からランダムに選ぶ }

var

R : Integer;

No : TMasuNo;

begin

ListUpOkeruMasu; // コマを置けるマスをリストアップする
R := Random(OkeruSuu)+1; // １～OkeruSuu の乱数
No := OkeruMasu[R]; // 乱数で選んだマス
WriteLn(No, ’ に置きます’);

SelectMasuNo := No;

end; {SelectMasuNo}

procedure OneMove;

{ １手行う }

var

No : TMasuNo;

begin

repeat

if MorC[Teban] = ’M’

then No := ReadMasuNo
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else No := SelectMasuNo; // コンピュータが選ぶ
until Okeru(No);

Oku(No);

end; {OneMove}

これでオセロプログラムが完成しました。

ランダムにコマを置くコンピュータにあなたは勝てますか？

20.3 課題

コンピュータ同士が対戦したら，
せ ん て

先手（●）
ご て

後手（○）どちらが強いでしょうか。

1000回コンピュータ同士が対戦して，それぞれが勝った回数と引き分けた回数を表示するよう
に変更しなさい。盤を書くとスピードが遅いので書かないようにします。

(1) プログラム名は OthelloKadai.dpr とする。

(2) 不要部分を消す（対戦者を決める，盤を書く，選んだ場所を書く，置く場所を読む etc.）

(3) 提出期限：１２月１９日１８時

20.4 パズル

興味ある人は考えてください。

●と○が協力してできるだけ早くゲームを終わらせようとします。

(1) 最小何手ですべて●にすることができるでしょうか。

(2) 最小何手ですべて○にすることができるでしょうか。


