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統合ネットワーク将棋支援システム SAKURA の評価
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コンピュータの性能の向上とともにコンピュータ将棋は急速に強くなり，対人間戦で善戦するようになった．また，
現在ネットワーク上で主に対局を目的とする将棋サービスは盛況となっているが，対局後の感想戦や対局を記録した
データベース，将棋の人工知能等，他のソフトウェアとのインタフェースを持ち，統合して利用できるようにしたも
のがなかった．そこで我々は統合的な将棋支援をネットワーク上で行うためのシステム SAKURA を開発している．
SAKURA の特徴は，大きく分けて３つの機能を有し，それらが連携して将棋支援を行っている点である．機能は，コ
メント付与機能・棋譜のツリー表示機能を持った感想戦支援インタフェース，局面データベースと棋譜データベース
を相互連携したデータベース，対局者からの要求によって候補手をアドバイスする人工知能である．本論文では将棋
部員によるこれらの機能の評価について述べ，SAKURA の機能の妥当性について示す．
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Shogi is a very popular board game in Japan, which is the most complex variant of chess-like games. Many strong AI programs
to play shogi have been developed. For players, several services are provided to play shogi on the Internet. However, they do
not provide any integrated environment, where post-game online discussions are supported, interfaces with other software
including AI programs are defined, and records of games and discussions are archived in well-organized databases. We are
developing SAKURA: a network shogi environment to provide such an integrated environment on the Internet. This paper
describes outline of the project and especially evaluation sessions to validate the system functions.

年 12 月時）では，深夜まで盛況に対局が行われているが，

1. はじめに
1.1

感想戦機能は，チャット機能程度しか提供されていない．

研究背景

また ， 多 言 語 に 対 応 し て お り 海 外 の 人 も 多 く 利 用す る

近年，コンピュータプログラムが急速に強くなり，プロ

「81dojo.com」[2]では，対局盤面上に矢印がグラフィカル

棋士と対局し，善戦することが増えてきた．また，プロ棋

に表示でき，感想戦の議論を支援できるようになっている

士とコンピュータプログラムがタッグを組んでの対戦など，

が，指し手の変化や議論内容を保存する機能はなく，感想

コンピュータプログラムの新しい使い方などにも興味が持

戦支援機能が十分ではない．

たれている．このようにコンピュータによる将棋を指すプ

1.1.2

将棋のデータベース

ログラム（本稿では，人工知能と呼ぶ）は発達してきてい

棋譜や局面のデータベースについて見てみると，局面数

るが，定跡や棋譜などを将棋愛好家・研究者に対して提供

が 10120 程度であるチェスでは， ChessliB[3]，ChesssBase[4]

する方法に関する研究は，あまり行われていない．

のような棋譜や局面のデータベースが構築されている．

1.1.1

感想戦支援

将棋においては，局面が終盤に向かっても，駒の再利用

将棋学習者などが，将棋能力を向上させる方法の一つに

性があるために局面が収束せず，終盤の局面データベース

感想戦がある．感想戦とは，対局後に対局者同士が一局を

を網羅的に作ることは困難である．対局に出現する局面数

振り返って，指し手の善し悪しについて議論を行うことで

は一局の平均手数 115 手として，各局面で着手可能な手が

ある．

約 80 通りとすると 80115 となり 10220 程度あるとされている．

インターネット上で将棋を指せるサイトも活発となっ
ており，たとえば「将棋倶楽部 24」[1]（会員数 30 万人

2013

ただし，篠田は初手から実現可能な有効局面数は，1060 以
上 1070 未満としている[5]．
棋譜のデータベースとしては，フランスで開発された
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WebアプリケーションであるSHOGI MAZE[6]や，プロ棋士
や棋戦等の報道関係者が使う非公開のデータベースがある
が，これらは，棋譜のみのデータベースとなっており，図
1 のように同一局面につけられたコメントなどの情報が共
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図 2

システム概要
1.2 本稿の主旨
我々は，対局後の感想戦，対局記録のデータベース，将
棋思考プログラムのアドバイス介入などを統合的に備えた
統合ネットワーク将棋支援システム SAKURA を構築中で
あるが，その中でネットワーク感想戦支援機能や人工知能
とのインタフェースを提供している．
本稿の目的は，感想戦支援のシステムとユーザインタフ
ェース，棋譜データベースと局面データベース，人工知能
における感想戦支援の評価について述べ，その機能の妥当
性を示すことである．

図1

棋譜データベースの欠点

有されないため，局面について深く研究するためのデータ
としては不十分である．
1.1.3

人工知能

1990 年代に入って，コンピュータ選手権と呼ばれる人工
知能同士が対局する大会が毎年開催されるようになった．
強くなった人工知能は，プロ棋士とも対局を行うようにな
り，最近ではプロ棋士 5 名との将棋電王戦が開催されるよ
うになった．現在までに，第 2 回，第 3 回と行われ，人工
知能対プロ棋士の勝敗は，コンピュータ側から見て 3 勝 1
敗 1 分け，4 勝 1 敗である．
このように，人工知能は強くなってきているが，将棋学
習や感想戦への応用があまり行われていない．そこで我々
は，人工知能を感想戦支援や，データベースの充実，指し
手の解説などに活用することを目指している．

ⓒ2014 Information Processing Society of Japan

2. 統合ネットワーク将棋支援システム
SAKURA
2.1 構成
統合ネットワーク将棋支援システム SAKURA の構成に
ついて，図 2 に示す．システムは，大きく分けて 3 つの機
能を有している．コメント付与機能・棋譜のツリー表示機
能を持った感想戦支援インタフェース，局面データベース
と棋譜データベースを相互連携したデータベース，棋譜を
初手より読み込み対局者からの要求によって候補手をアド
バイスする人工知能である．
クライアントソフトウェアには対局用，観戦用，研究用
を想定しているが，本稿で示しているのは対局用クライア
ントを用いて対局者が対局後に実施する感想戦の場面であ
る．これらのクライアントの機能分化・整理統合について
はまだ課題があるが，今回は感想戦の場面に限定して評価
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している．
2.2 感想戦支援インタフェース
感想戦支援機能のインタフェースは，図 3 の「個人用
盤面」と図 4 の「共有盤面」を有する．
「個人用盤面」は
感想戦相手と共有されず，感想戦参加者が個人で駒を動
かして検討するためにある．
「共有盤面」は，WISIWIS 機
能を有しているため感想戦参加者の間で常に同じものが
表示される．共有盤面には，棋譜を前後にたどる方法の
他，個人用盤面や変化ツリー図から局面を呼び出して共
有する局面再現機能がある．感想戦参加者がある局面を
呼び出すと，他の参加者の共有盤面にも波及する．さら
に共有盤面で駒を動かすと棋譜の変化を提案でき，棋譜
の変化ツリー図（図 5）も WISIWIS で共有できる（変化
提案機能）．
さらに，感想戦支援インタフェースには，対局者や観
戦者のコミュニケーションツールとして，カスタマイズ
したtpChat[7]によるチャット機能を有している．このチ

図 4

図3

共有盤面

個人用盤面
図 5

図6
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変化ツリー図

コメント付加のインタフェース
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変化ID：2
1：▲6六歩

本譜 ゲームID：123 変化ID：0
1：▲7六歩

2：△8四歩

スに MySQL Ver. 14.14 となっている．データベースは，現
在のところ 9TB のハードディスクドライブに実装してい
る．

3：▲6八銀

4：△3四歩

1：▲2六歩

2：△3四歩

5：▲7七銀

変化ID：1
1：△8五歩
変化ID：3

図7

変化 ID

データベースの操作用には API （Application Program
Interface）を提供している．API を利用することにより，人
工知能等の外部のソフトウェアからのアクセスが可能であ
る他，感想戦中や研究中にユーザによって利用できる．
2014 年 2 月 21 日時点でデータベースには，92,441 棋譜，
8,416,550 局面格納されている．これらは，テスト用に手入

ャットでは，ユーザがアドバイスを求めた時には人工知能

力した数棋譜を除き，floodgate[8]より取得した棋譜によっ

も発話する．

て構成されている．このデータから，一棋譜あたりの局面

また，図 6 のように棋譜や局面データベースに棋譜コメ

データ数が平均して 91 程度であると言える．これらの局面

ントや局面コメントを保存するインタフェースを備える

データはユニークであるからである．また，これらの棋譜

（コメント付与機能）．コメントは，チャットした内容をダ

の平均手数は 117 手であった．したがって，差の 26 手がこ

ブルクリックするか，チャット時に行頭に特殊記号（#）を

れらの棋譜にあった既存局面の平均的な数となることがわ

つけることによって作成できる．棋譜のコメントとするか

かる．

局面のコメントとするかは自動判定が難しいためユーザに

コメントや検討した変化の量にも依存するが，棋譜デー

選択してもらっている．

タのレコードサイズは，20KB 程度，局面データのレコー

2.3 データベース

ドサイズは 10KB 程度と想定している．過去のプロ棋士の

データベースは，棋譜データベースと局面データベース
の二つのテーブルを持っている．

対局データは，8 万棋譜程度存在しているが，前述のよう
に各棋譜の新規局面が平均 91 局面だと仮定すると，これら

棋譜データベースは，一連に付与されるゲーム ID を主

を格納するのに必要な容量は棋譜が約 1.6GB，局面が約

キーとしている．先手後手の氏名（またはソフトウェア名

73GB 程度になると考えられる．これらにプロ公式戦以外

称），指し手は必須のデータであり，その他に大会（棋戦）

の棋譜を格納するとしても，当面は 9TB の容量で運用可能

名，対局場所，対局日，持ち時間，消費時間，勝敗，手数，

であると考えている．

コメント，戦型などのデータを格納できる．

2.4 人工知能

棋譜データベースには感想戦で生じた変化も記録でき
る．変化は，図 7 のようにそれぞれに ID を付けて格納し
ている．
局面データベースは，局面を主キーとしている．局面は，

人工知能は，Bonanza Feliz[9]を利用している．人工知能
にBonanza Felizに使用しているのは以下の理由からである．
・思考ルーチンのソースプログラムがフリーで公開され
ている

将棋盤上の 81 マスにある駒のデータ（成り駒と先手後手の

・全幅検索[ a]を用いており，局面探索が優れている

駒は区別する），先手と後手の持ち駒（種類と枚数），手番

SAKURA で想定している人工知能の役割は，感想戦支援，

とする．我々はこれらを順に 6×81=486 ビット，24×2=48

観戦支援，学習･研究支援である．感想戦支援では，感想戦

ビット，1 ビット，即ち合計で 535 ビットのデータで表現

において対局者がアドバイスを求めた時に候補手を示す．

している．これは，MySQL では，blob 型のデータとして

観戦支援は，その局面から数手先の読み筋を観戦者向けに

扱えるので，そのままキーとする．

示す．学習･研究支援は，データベース内の棋譜を解析して，

局面データには，以下の情報を付与できる．

新しい次の一手（いわゆる，新手）の生成を試みる．本稿

・コメント（複数）

では感想戦支援機能のみ評価している．

・次の一手の候補（複数）

2.5 想定する対象ユーザ

・コメントや候補手を付与した人間やソフトの名称，レ
ーティング，バージョン等

対象ユーザについて，感想戦を行えるだけの実力を有し
た有段者を考えている．また，対局序盤の定跡研究につい

・コメントや候補手をつけた時刻

ては，トップアマ，プロ棋士等の実力者を対象としている．

・ソフトによるその局面の評価値（複数）およびそのソ

これは，実力者の研究成果の共有によって，定跡研究が進

フトのバージョン，評価した時刻

み新手の発見や，定跡やプロらしい手に関する上級者のコ

・この局面が出現する棋譜のゲーム ID

メントの蓄積ができれば有益であると考えているからであ

・詰みの有無などの研究用のデータ

る．

実装構成は，クライアントに Java，サーバに Ruby 1.9.3，
サーバの Web インタフェースに PHP Ver.5.4.7，データベー

ⓒ2014 Information Processing Society of Japan

a 局面で可能なすべての指し手を評価する
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図9
図8

人工知能のアドバイス

3. 評価実験
3.1 評価の概要
本研究の評価を，著者らの大学の将棋部員に依頼した．

コメント付与のプロトコル

ェースに関する評価が特に良好であった．具体的には，
本譜の変化手を付けた変化にさらに変化手を付けた場合
などにわかりやすいとの評価を得た．
しかし，ユーザインタフェースに対する改善要望や指摘
は多くあった．その理由として，現在開発中のクライアン
トが，商用ソフトウェアと比べ，インタフェース部分の作

将棋部員は，「将棋倶楽部 24」をよく利用しており，チャ

りが甘いからだと考えられる．本研究では，これまでユー

ットによる感想戦も行っている．評価は 2014 年 1 月 14 日，

ザインタフェースの向上にあまり労力を割けられなかった

2 月 1 日に実施した．
（各 2 名，3 名による評価で合計 5 名）．

ため，この部分に関しては，今後の研究開発で順次改良し

評価の流れは，以下の通りである．評価者があらかじめ
用意した棋譜をデータベースに入力し，それに感想戦支援

ていく予定である．
また，局面再現機能に対して，以下のような課題を得た．

機能を持つ対局用クライアントでアクセスした．局面再現

局面再現のプロトコルでは，参加者全員の承諾がなけれ

機能，変化提案機能，コメント付与機能について説明した

ば局面が変更されない仕様になっている．しかし事前に行

後，感想戦支援インタフェースを利用して感想戦を行って

った予備評価において，
「局面再現の承諾がいちいち求めら

もらった．データベースについては，機能を説明した上で，

れるのは繁雑」とコメントがあったため，本評価実験では，

感想戦中に局面検索など実際にデータベースにアクセスし

承諾をクライアントソフト側で自動的に行うようにし，利

てもらうことによって評価した．

用者には承諾作業をさせなかった．結果，
「勝手に局面を進

評価方法としては，評価者が少数（延べ 5 名）のため，

められてしまい自分の意見を出すタイミングを過ぎてしま

質問紙による回答よりも，インタビュー形式を用いた．よ

う」との評価となった．よって，局面再現では，承諾確認

り詳細な結果が得られると判断したからである．

の要求を求める場合はユーザが繁雑と感じ，省略すると感

評価実験は，実際に遠隔地ではなく，同じ室内で本支援

想戦議論に支障が出る結果となった．この問題の解決は，

ツールとチャットのみのコミュニケーションで（音声を使

今後の課題である．

わず）実施した．このため，ネットワークの遅延にかかわ

3.3.2 人工知能の利用に関する評価

る要素については評価できていない．
3.2 評価の目的

将棋部員は感想戦中に疑問を持った手に関して，人工知
能にアドバイスを求めた．図 8 は実際に人工知能がアドバ

評価の目的は，我々が開発している統合ネットワーク将

イスを行なったチャットの発話例で，
「+0.66:7 八金（6 九）

棋支援システム SAKURA の機能の妥当性を確認すること

が最善だと思います；w」と発話している．これに対して

である．今まで感想戦支援機能とデータベースを別々に開

評価者からは，
「気になる局面に対して人工知能のアドバイ

発してきて，それぞれの機能の実装を確認してきているが，

スが得られるのは良い」，「ただし評価値に基準があるほう

それらを統合して評価することによって，実際にユーザが

がよい」などの評価を得た．
「変化手についても人工知能の

機能の妥当性を評価できるためである．

アドバイスが得られるとなお良い」という要望があったが，

3.3 感想戦支援インタフェースの評価

今回使用した人工知能の Bonanza Feliz は，仕様により棋譜

インタビューによって得られた評価結果の概要を以下

を一手目から順に評価するようになっており，変化手が発

に述べる．

生した後の変化手順について評価が出来ないようになって

3.3.1 ユーザインタフェース評価

いた．そのため，局面を直接記述する SFEN 仕様に対応し

変化提案機能による，棋譜の変化ツリーの表示インタフ

ⓒ2014 Information Processing Society of Japan

た人工知能を用いることで，対応を考えている．
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3.5 評価の結論
将棋部員の評価の結果から，感想戦支援とデータベース
については妥当性があると考えている．評価のなかで要望

感想戦中には図 6 で示したインタフェースにより，棋

されていたインタフェース等の操作性や，コメントを保存

譜・局面データベースにそれぞれ棋譜コメントと局面コメ

したユーザ情報などの管理に関して，今後，対応･改善して

ントを付与することができる．図 9 では，コメント付与の

いくことで，一般利用などに十分使えるものと考えている．

プロトコルを示す．

4. おわりに

しかしながら，評価実験中，評価者は，誰もコメント付
与機能を利用しなかった．その理由について問うてみると，
以下のような回答が得られた．

本論文では，統合ネットワーク将棋支援システム
SAKURA のシステムの機能の妥当性評価について述べた．

・コメントを残す操作が煩雑である

コメント付与機能，変化ツリー機能を持った感想戦支援イ

・アマチュアのコメントをデータベースに保存したくな

ンタフェースや，局面データベースと棋譜データベースを
相互連携したデータベース，棋譜を初手より読み込み候補

い
・ツリー図に変化手が残るので，あえてコメントを残す
必要がない

手をアドバイスする人工知能の感想戦への利用などの機能
が評価された．

この結果から，変化ツリー図によって感想戦の内容が残

SAKURA の提供する機能についてはおおむね妥当と考

せること，変化手が見られることはアマチュア棋士にとっ

えているが，ユーザインタフェースの改善，コメントの個

てありがたいが，間違っているかもしれない自らのコメン

人環境への保存機能の検討，変化局面にも対応してアドバ

トを他の人も閲覧できるデータベースに保存したくないと

イスできる人工知能の導入などが今後の課題として残って

考えているようだ．このため，評価者はコメント付与機能

いる．

を不要と考えていた．しかし，本機能（コメントを付与し
て公表する機能）の対象者は，アマチュアも含まれるが，
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本研究に有益なコメントをいただいた北尾まど

本質的にはプロ棋士や強豪アマを考えている．本システム

か氏（女流棋士）に感謝いたします．floodgate からのデー

に将棋上級者による定跡研究や，感想戦の検討内容を積極

タ提供を快諾していただいた金子知適氏（東京大学）に感

的に蓄積しようと考えている．よってコメント機能を廃止

謝いたします．

するのではなく，今回の評価者の意見はアマチュアの意見
として汲み取り，個人の PC 環境にコメントを保存できる

本研究は，科研費挑戦的萌芽研究「将棋局面のデジタルア
ーカイブ」（25540169）の助成を受けている．

ような機能を今後検討する．
3.4 データベースの評価
データベースの評価について，得られたコメントの例を
以下に示す．
・プロ棋戦等の感想戦コメントや解説コメントが見られ
るとありがたい．
・棋書を読んでも（棋譜が）途中で終わっていたりする
ので，あとは自分で考えながら指して勉強している．1 人
で行う場合もあるが，感想戦のように 2 人で指しながら勉
強もしている．1 人または 2 人で考えた指し方は覚えてい
るかと言われるとそうではない．データとして残せれば振
り返ることもできるし，思いつかなかった候補手も（後で）
見つかるかもしれないので大いに助かる．
・SAKURA のデータベースは局面検索を行うことによ
り，序盤から終盤まで関係なくどの局面でも候補手やコメ
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ントをまとめられており，見られるので勉強に役立つ．
このように，データベースを用いることで，将棋学習の
効率があがるように感じているようだった．
したがって，棋譜データベースと局面データベースの相
互連携の利点を確認することができた．
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