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統合ネットワーク将棋支援システム SAKURA における
感想戦機能の評価
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PC やスマートフォンを用いて，ネットワーク上で将棋の対局が活発に行われている．また，将棋プログラムが急速
に強くなり，将棋プログラムとプロ棋士が対局を行う電王戦も複数回開催されている．しかし，対局後の感想戦の支
援が不十分であり，また将棋プログラム（人工知能）を感想戦に活かしきれていない．そこで我々はコンピュータに
よる感想戦や将棋研究の発展を狙い，ネットワーク将棋における感想戦を支援するシステムの開発を行っている．本
研究では感想戦支援システムにおけるクライアントの感想戦支援インタフェースについて改善を行い，昨年度に引続
き評価実験を実施した．大学将棋部員による本システムの評価により，本システムの有効性を確認し，今後の課題を
抽出した．

Improvement and Evaluation of Kansousen functions for network
shogi support system SAKURA
TOSHIKI KINUHATA1 RYO MIURA1 SHINJI OHARA1
HIROYUKI TARUMI 1 TOSHIHIRO HAYASHI 2 JUNKO ICHINO 1
Shogi, a chess-variant game popular in Japan, is recently played on the Internet. Players enjoy the game on some major game
service sites. The technology of AI players have rapidly improved; they are now almost as strong as the top-level professional
players. However, groupware and AI technologies are not used for post-game discussions on Shogi games – Kansousen –. We
have been developing an integrated environment, SAKURA, for networked shogi games and discussions. In this paper, we
describe the design and evaluation of discussion support functions and user interfaces. After the evaluation by seven amateur
players, we confirmed the basic design for the discussion support is acceptable, but still we need improvements.

1. はじめに
1.1 研究背景
ネットワーク上で将棋の対局が盛んに行われている．ま
たコンピュータプログラムが急速に強くなり，プロ棋士と
対局し，善戦することが増えてきた．将棋では，対局後に

「81dojo.com」[2]では，対局盤面上に矢印をグラフィカル
に表示することによって，指し手を遠方の対局相手にもわ
かりやすく示すことができるようになっているが，指し手
の変化や議論内容を保存する機能はなく，感想戦支援機能
が十分であるとは言えない．
ネットワーク対局用のソフトではないが，指し手の変化

行う感想戦と呼ばれる対局を振り返っての議論が盛んに行

を扱えるものとして，将棋ぶらうざＱ[3]がある．これは，

われている．しかし，次に述べるように，定跡や棋譜など

棋譜の変化をツリー構造で表す変化ツリーを搭載したイン

を将棋愛好家・研究者に対して提供しつつ，議論を支援す

タフェースを持つ棋譜閲覧ソフトである（図 1）．将棋ぶら

る方法に関する研究は，あまり行われていない．

うざ Q には同一局面の検索機能はあるが，局面一つ一つを

1.2 感想戦支援

データとして管理しているわけではない．そのため局面の

将棋の感想戦とは，対局終了後に，対局者同士，また時

検索をするには，目視確認しながら棋譜をたどるしかなく，

には観戦者を含めて行われる議論で，対局で指された手の

複数の（手順の異なる）棋譜から同一局面を探すことは困

良し悪しを検討してするものである．これは，将棋学習者

難である．

などが将棋能力を向上させる方法の一つとなっている．
ネットワーク上で対局を行うサイトも活発となってお

またこれらのソフトでは，将棋用の思考プログラム（以
下，人工知能と呼ぶ）との連携がなく，強くなったコンピ

り，たとえば「将棋倶楽部 24」[1]（会員数 30 万人／2013

ュータ将棋を感想戦の支援に活かせない．

年 12 月時）では，深夜まで盛況に対局が行われているが，

1.3 本稿の主旨

感想戦機能としてはチャット機能程度しか提供されていな

我々は，対局後の感想戦，対局記録のデータベース，将

い．また，多言語に対応しており海外の人も多く利用する

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
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ある．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．
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本稿では，SAKURA の感想戦支援の機能と評価について
述べ，感想戦支援機能の有用性を示す．

SAKURA
2.1 構成

2. 統合ネットワーク将棋支援システム

図 2 は，統合ネットワーク将棋支援システム SAKURA
の構成を示している．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
読み込んで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．このうち人工知能は我々が開発する
のではなく外部で公開されているものを利用する．
クライアントソフトには対局用，観戦用，研究用を想定
している．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議論の場面であ
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，今回は対局と感想戦の場面に限定し
て評価している．
2.2 感想戦支援インタフェース
感想戦では，「議論する局面を決める」「本譜とは異なる
指し手の変化を提案する」
「提案された手について議論する」
の 3 つの活動が行なわれている．これらの活動に対して支
援する．
図 3 の「個人用盤面」と図 4 の「共有盤面」は，感想戦
支援機能のインタフェースである．
「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，WYSIWIS 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．

図1

将棋ぶらうざＱの画面と変化ツリー図

共有盤面に局面を表示させるには，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選択して共

図 2
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システム概要
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図3

個人用盤面

有する方法（局面再現機能）がある．感想戦参加者がある
局面を選択すると，他の参加者の共有盤面にも反映される．
さらに共有盤面上で対局した棋譜（本譜）とは異なった手
を指すように駒を動かすと，棋譜の変化を相手に提案でき
る．このとき棋譜の変化ツリー図（図 5）も自動的に更新

図 4

共有盤面

され，WYSIWIS 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は，カスタマイズし
た tpChat[4]によるチャット機能を有し，対局者や観戦者の
コミュニケーションツールとして用いられている．このチ
ャットは人工知能とのインタフェースも兼ねている．ユー
ザが感想戦の途中で人工知能に対してアドバイスを求めた
時には，人工知能がその判断をチャット画面に表示する．
（ただし人工知能へのアドバイス依頼はボタンによって行
われ，チャットによる自然言語インタフェースは今後の課
題である．）
感想戦で議論した内容は，保存しておくことによって整

図 5

変化ツリー図

理でき，またそれが共有されれば他の将棋学習者・研究者

図6
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コメント付加のインタフェース
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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．
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．また各クライアントソフトからも API を利用する．
図7

変化 ID

2015 年 2 月 15 日時点でデータベースには，229,397 棋譜，
20,855,750 局面が格納されている．これらは，テスト用に

にも役立つ．SAKURA では，コメントをつける対象を「棋

手入力した数棋譜を除き，floodgate[5]より取得した棋譜に

譜」と「局面」の二つのデータとしている．図 6 のように

よって構成されている．このデータから，一棋譜あたりの

棋譜コメント・局面コメントを棋譜及び局面データベース

局面データ数が平均して 91 程度であると言える．これらの

に保存するインタフェースを備えている（コメント付与機

局面データはユニークであるからである．また，これらの

能）．コメントは，チャットしたテキストをダブルクリック

棋譜の平均手数は 118 手であった．したがって，差の 27

するか，チャット時に行頭に特殊記号（#）をつけることに

手がこれらの棋譜にあった既存局面の平均的な数（定跡を

よって作成できる．コメントを棋譜または局面のどちらの

たどるなどして前例のある棋譜と同じように指し進められ

データに紐づけるかの判別は自動判定が難しいためユーザ

た手数）であることがわかる．

に選択してもらっている．
2.3 データベース
データベースは，棋譜データベースと局面データベース
の二つを持っている．

コメントや検討した変化の量にも依存するが，棋譜デー
タのレコードサイズは，20KB 程度，局面データのレコー
ドサイズは 10KB 程度と想定している．過去のプロ棋士の
対局データは，8 万棋譜程度存在しているが，前述のよう

棋譜データベースは，一連に付与されるゲーム ID を主

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

キーとしている．先手後手の氏名（またはソフトウェア名

を格納するのに必要な容量は棋譜が約 1.6GB，局面が約

称），指し手は必須のデータであり，その他に大会（棋戦）

73GB 程度になると考えられる．これらにプロ公式戦以外

名，対局場所，対局日，持ち時間，消費時間，勝敗，手数，

の棋譜をある程度格納するとしても，当面は 9TB の容量で

コメント，戦型などのデータを格納できる．

運用可能であると考えている．

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，本譜から枝分かれした木構造データであり，
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．一つの
局面データは，将棋盤上の 81 マスにある駒のデータ（成り
駒と先手後手の駒は区別する），先手と後手の持ち駒（種類

2.4 人工知能
人工知能は，Bonanza Feliz[6]を利用している．人工知能
に Bonanza Feliz を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

と枚数），手番によって定義される．我々はこれらを順に 6

・全幅検索[a]を用いており，局面探索が優れている

×81=486 ビット，24×2=48 ビット，1 ビット，即ち合計で

SAKURA で想定している人工知能の役割は，感想戦支援，

535 ビットのデータで表現している．これは，MySQL では，

観戦支援，学習･研究支援である．感想戦支援では，感想戦

blob 型のデータとして扱えるので，そのままキーとする．

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．

局面データには，以下の情報を付与できる．

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

・コメント（複数）

示す．学習･研究支援は，データベース内の棋譜を解析して，

・次の一手の候補（複数）

新しい次の一手（いわゆる，新手）の生成を試みる．本稿

・コメントや候補手を付与した人間やソフトの名称，レ

では感想戦支援機能のみ評価している．

ーティング，バージョン等
・コメントや候補手をつけた時刻
・ソフトによるその局面の評価値（複数）およびそのソ
フトのバージョン，評価した時刻

2.5 想定する対象ユーザ
対象ユーザについて，感想戦を行えるだけの実力を有し
た将棋の経験者を考えている．また，対局序盤の定跡研究
については，トップアマ，プロ棋士等の実力者を対象と考

・この局面が出現する棋譜のゲーム ID

えている．これは，実力者の研究成果の共有によって定跡

・詰みの有無などの研究用のデータ

研究が進み，新手の発見につながったり，各局面への上級

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

ⓒ 2015 Information Processing Society of Japan
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図 10

変化の印

ついて要求があることが明らかになっていた．
候補手検索機能は，感想戦参加者がデータベースに保存
されている他の棋譜での同一局面のコメントや次に指され
た手（次の一手）を知りたい時に利用する．表示された次
図8

局面保存・読み込み

の一手情報では，指し手と指した人，指した人のカテゴリ
ー（SAKURA では棋士，女流棋士，奨励会員，アマチュア，
ソフトの 5 通りにカテゴリー分類している）がわかるよう
になっている（図 9）．これにより，将棋学習者は，強い者
の指し手を容易に参照することができる．また，強い将棋
経験者は，ほかの候補手についても検討を行うことができ，
ある局面からの変化について幅広く議論ができるようにな
る．
感想戦中でたくさん変化を付けた場合など，検討してい
る変化がわかりづらくなることがあるため，棋譜の変化に
色を付けることでわかりやすくできるようにした（図 10）．

図9

候補手検索

これが，変化に印をつける機能である．これにより，検討

者のコメントの蓄積ができたりすれば有益であると考えて

中の局面と変化ツリーで見ている変化ツリーの枝が異なる

いるからである．また，逆にトップレベルの実力のない者

というミスを減らすことができる．（ただし現在一色のみ

では定跡について研究して意見を公表することは難しく，

（黄色）．）あまり有力でない変化，データベースより削除

主に学習活動が中心になる．

してほしい変化についても，色を付けて示すことができる

3. 感想戦インタフェースの改善と支援
3.1 構成
昨年の評価実験[7]で得られた課題，以前より把握してい
る課題から，感想戦インタフェースの改善方針を決定し，

ように検討している．

4. 評価実験
4.1 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．

改善を行っている．以下で改善した共有盤面，変化ツリー，

将棋部員は，感想戦をできる程度の実力がある上に「将棋

個人用盤面について述べる．

倶楽部 24」をよく利用しており，比較評価に適している．

3.2 クライアントソフトによる支援
クライアントソフトの支援機能として，局面保存・読み
込みと，候補手検索と，変化に印をつける機能を新しく実
装した．

評価は 2015 年 1 月 31 日，2 月 5 日，12 日に実施した．
（各 4 名，1 名，2 名による評価で合計 7 名）．
評価の流れは，以下の通りである．まず，評価者同士で
本システムの対局用クライアントソフトで対局を行った．

局面保存・読み込み機能は，棋譜や局面コメントを共有

ただし評価者が 1 名の日は対局相手を本論文著者のうち 1

のデータベースに保存するのではなく，ローカルの PC に

名（将棋部員）が務めた．その棋譜をデータベースに保存

保存し参照する機能である（図 8）．これは，プロや大会に

し，それに感想戦支援機能を持つ対局用クライアントでア

出ているトップアマなどが次に自分の対局で使いたい手で，

クセスした．評価者に対して局面再現機能，変化提案機能

研究成果が公表されると対策されてしまうから秘密にして

について説明した後，感想戦支援インタフェースを利用し

おきたい場合や，自分のコメントに自信がなく公表したく

て感想戦を行ってもらった．

ない場合等に利用する．昨年の評価では特に後者の場合に

評価実験は，実験運用の都合により，遠隔地ではなく同
じ室内で本支援ツールを用いた．また 2 月 5 日の実験にお

ⓒ 2015 Information Processing Society of Japan
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いては顔を見えなくした上で音声チャット（スカイプ）を

10. 人工知能からのアドバイスは，有益だと感じた［L］

用いた．それ以外の日は．実験環境の都合によりスカイプ

11. 人工知能からこんなアドバイスが欲しいなどあれば，

は用いず，同じ室内での口頭でのコミュニケーションとし

自由に書いてください［自由］

た（うち，2 月 12 日のうち実験では互いに顔が見えないよ

12. 棋譜を図（棋譜変化ツリーのウインドウ）で確認でき

うにした上で行った）．このため，ネットワークによる音声

ることは，感想戦の議論に有益だ［L］

遅延にかかわる要素については評価できていない．

13. 棋譜を図（棋譜変化ツリーのウインドウ）で棋譜の表

評価方法としては，質問紙法と，インタビューを用いた．
4.2 評価の目的
評価の目的は，我々が開発している統合ネットワーク将

示は，見やすいと感じた［L］
14. 棋譜の表示のウインドウで，他に表示してほしい情報
はありますか？［自由］

棋支援システム SAKURA の感想戦支援の機能の有用性を

15. 個人用盤面ウインドウで局面を確認できることは，感

総合的に確認することである．
（3 章で述べた改善事項につ

想戦の議論に有益だ［L］

いてのみの評価ではない．）

16. 個人用盤面ウインドウで局面を指定する機能は，感想

評価目的について，それぞれ以下で述べる．
・クライアントソフト
1)
2)
3)

17. 個人用盤面で局面検索を行うことは，感想戦を行う上

本ツールは感想戦を行うことに対して十分な機

で有用だ［L］

能を備えていることを確認する

18. 棋譜変化ツリーのウインドウで変化に印をつける機能

対面の感想戦と比べ，感想戦の議論がより深く，

は，感想戦を行う上で有用だ［L］

幅広く検討することができることを確認する

19. 個人用盤面で確認出来る情報は，十分な情報だ［L］

検討したい局面をすぐに再現できることを確認

20. （上の問いに対して１または２を答えた方） 何か欲し

する

しい情報はありますか？［自由］

・人工知能
4)

戦の議論に十分だ［L］

21. ウインドウのデザイン，ボタンの配置は，適切に感じ

人工知能からのアドバイスが感想戦に有益と評

た［L］

価者が評価することを確認する

22. 本システムを触ってみてマウス操作などは，将棋倶楽

4.3 質問紙内容と考察

部 24 などのほかのネットで行う将棋システムと比べて，

4.3.1 質問紙内容

使いやすかった［L］

評価実験では，質問紙による問いは，全部で 28 題用意

23. 本システムなどの感想戦支援システムで参照したい将

した．質問紙の形式は，5 段階の Likert 法と自由記述で，

棋の情報は，どのようなものですか？［自由］

前者が 19 題，後者が 9 題となっている．

24. 本システムで，こんな機能が欲しい，あんなことがし

質問紙の内容を以下に示す．

たい，などがあれば書いてください［自由］

1. 現在の対面での感想戦について，満足している（※ 対

25. 感想戦や特定の局面について検討したいと思ったとき，

面は，インターネットを介さない，従来行われていた対局

その局面をすぐに再現することができた［L］

の方法のこと）［Likert 法（以下”L”とする）］

26. 対面の.感想戦と比べて，より深く（手数を先まで）検

2. 対面での感想戦に不足している点があれば，書いてくだ

討することができた［L］

さい［自由記述（以下”自由”とする）］

27. 対面の感想戦と比べて，より幅広く（多様な変化を）

3. 対面の感想戦と比べて，本システムの感想戦の機能は充

検討することができた［L］

実している［L］

28. その他，対面の感想戦と違うなと思ったことがあれば

4. 具体的に優れていると感じた部分はどこですか．複数回

書いてください［自由］

答可（局面再現， 人工知能の支援， 変化手を付ける機能，
その他）［選択］

質問紙で各評価の目的に対応する Likert 法の設問番号は
以下の通りである．

5. 対面よりも本システムを使って感想戦をしたいと思う

1) … No. 3, 8, 12, 16, 17, 18

［L］

2) … No. 26, 27

6. （上の問いに対して）それは，なぜですか？［自由］

3) … No. 25

7. 感想戦をするにあたり，本システムが提示する対局情報

4) … No. 10

（対局者名，局面）は十分だと思う［L］

これ以外の問いは，評価者の本システムに対する期待や

8. 本システムの感想戦において変化手を付ける方法はよ

考え方，3 章で述べた最近の改善成果に関する評価を確認

いと思う［L］

するもの，および自由記述となっている．

9. さらに，感想戦をする上で，欲しい情報があれば，記述

4.3.2 評価者のプロフィール

してください［自由］

ⓒ 2015 Information Processing Society of Japan

評価者の将棋経験を表 1 にまとめた．評価者は，おお
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むね 2 年以上の経験があり，また全員に感想戦の経験があ

や良い程度であった．
評価者 F は，設問 No. 11 で「変化手でのアドバイスが欲

り，4 名は将棋倶楽部 24 での対局経験がある．他のネット
を使った対局サービスを利用したことがある評価者もいる．
表1

評価者の将棋経験
（－は無回答）

棋力

経験年数

評価者A
評価者B
評価者C

2段
5段
－

3年
7年
5年

評価者D

－

7年

評価者E

3段

6年

評価者F
評価者G

－
－

2年
2年

24利用年 24レーティ 24での対
感想戦頻 一回の感
対局頻度
数
ング
局頻度
度
想戦時間
－
－
－
毎日
－
－
4年
2400
月2回
－
－
20～30分
8ヶ月
600
－
週3回
週1回
－
対面はす
－
－
－
週10回
－
べて
週25～35
4年
2000
週3，4回
月1.2回
30分
回
－
－
－
週6回
週1回 15～30分
半年
450
週1回
週20回
週1回
15分

しい」と回答し，人工知能による指し手のアドバイスにつ
いて期待している．Likert 法の評価は高い傾向にあった．
評価者 G は，設問 No. 6 で「実際の対局だとあやふやに
覚えていたりするが，本システムを使うとコンピュータが
記憶してくれる」と回答し，感想戦の記録を管理できるこ
とに期待している．設問 No. 23 で「最善手や定跡等が欲し
い」と回答し，人工知能から最善手や定跡について支援し
てほしいと考えている．Likert 法の評価は全般に高い傾向
にあった．
以上まとめると，評価者 A と B は対面での感想戦を好み，

4.3.3 評価者によるコメントの概要
ここでは，各評価者による自由記述を中心に，個々の評
価者の感想戦支援に対する大ざっぱな考え方を把握する．

本ツールへの評価は高くなかったが，他の評価者は一定の
評価をした．しかしながら人工知能からのアドバイスにつ
いては，A，B を含め全員が期待していた．

評価者 A は，設問 No. 6 で「実際の盤がある方が慣れて

一方，5 名がクライアントソフトのインタフェース，操

いるのでやりやすい」と回答しており，インターネットを

作性について一層の改善・改良の希望を持っていることが

介した感想戦より，対面での感想戦を望んでいると思われ

分かった．これには残存バグの修正に対する要求が含まれ

る．Likert 法の回答も全般に低評価であった．しかし，設

ていた他，画面のエフェクト効果や駒のデザイン，マスコ

問 No. 9，14 で「それぞれの局面での形勢判断を表示して

ットキャラクターの導入，
（感想戦ではなく）対局時の時間

どこで局面が良くもしくは悪くなったかが知りたい」と，

管理機能強化など，本研究の目的とは直接関係のないとこ

人工知能による指し手のアドバイスについては期待してい

ろへの要求が高かった．既存の商用将棋ソフトと比較され

る．

ることによりツール全体の印象が悪くなっていた可能性が

評価者 B は，設問 No. 6，9 で「対面で感想戦をする時の

あり，今後もトータルな改善をしながら評価を続けて行く

会話の方が楽しい」と回答し，評価者 A と同様，ネットワ

必要がある．

ーク上の感想戦よりも対面での感想戦を望んでいると思わ

4.3.4 人工知能の利用に関する評価

れる．Likert 法の回答も評価者 A と同様に全般に低評価で

今回の評価実験では評価者によって，人工知能を利用し

あった．一方，設問 No. 20 では「自分の指し手に評価値が

た人と利用しなかった人がいる．このうち利用した評価者

欲しい」と回答し，評価者 A と同様に人工知能の介入を期

では，人工知能が提示するアドバイス（図 11）については，

待している．

好評であった．これは，昨年の実験でも同様の評価であっ

評価者 C は，設問 No. 2，24 で「他の人の意見も欲しい
時がある」と回答し，また棋力が高くないこともあってか，

た．利用しなかった評価者は，評価時の対局の棋譜の優劣
が明快であったため利用しなかったそうである．
しかし，今回利用した Bonanza Feliz では，ソフトの制限

他者や人工知能から積極的に支援してほしいとの意思が読
み取れた．Likert 法の回答は全般に高い傾向にあった．

により，対局中に指した本譜にしか評価値とアドバイスを

評価者 D は，設問 No. 2 で「（感想戦が）最後まで検討さ

付けることができず，検討した変化の評価ができない．そ

れず，
『ここまでで大体先手優勢』くらいで検討が打ち切ら

こで現在，局面データの受け取りに対応した GPSfish[8]を

れるのがやや不満」と回答し，対面での感想戦に物足りな

利用できるよう開発中である．これにより，変化の局面に

いと感じ，感想戦の変化について幅広く検討したいと思っ

対する評価値と最善手を伝えることができる予定である．

ている．設問 No. 11 で「棋風にあったオススメの手を紹介

4.4 評価のまとめ

して欲しい」と人工知能による指し手のアドバイスについ

4.2 節で述べた実験の目的が達成できたかについて検討

てより高度な機能を期待している．設問 No. 28 で議論の範

する．評価者が 7 名であるため統計的な処理は行わない．

囲について「検討できる量が違う．いつも使いたいとまで

クライアント

は思わないけれど，本当に詳しく知りたいときは使いたい

1)

対応する設問 No.3, 8, 12, 16, 17, 18 でそれぞれ 7 人中 4

と思うレベル．」とコメントしており高く評価している．

人，7 人中 7 人，7 人中 6 人，7 人中 6 人，7 人中 4 人，

Likert 法の評価は全般に高い傾向にあった．

7 人中 6 人が，やや当てはまる(4)以上の選択肢を選ん

評価者 E は，設問 No. 2，6 で「形勢判断機能が欲しい」
と回答し，人工知能による指し手のアドバイスや棋譜の形
勢判断について期待している．Likert 法の評価は全般にや
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でいたことから，目的は達成できたと考えている．
2)

対応する設問 No. 26, 27 でそれぞれ 7 人中 3 人，7 人中
5 人がやや当てはまる(4)の選択肢を選んでいる．これ
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戦に参加し，またプロでは棋譜の検討を行う研究会など多
数で感想戦や棋譜の検討を行うことがある．本システムで
も観戦者用のクライアントソフトが存在し，機能上は観戦
者でも共有された局面を動かす局面再現や変化手の提案を
することができる．しかし，昨年の評価実験では「勝手に
局面を変えられるのは嫌だ」といった意見があった．一方，
遠隔で指導するような場面では指導者（観戦者）が駒を動
かすことも必要である．この点を考慮し，観戦者の参加方
法については幾つかのオプションを設定していくことが考
えられる．
評価者Ｇのコメントにもあるように，人工知能およびデ
ータベースから定跡情報や棋譜前例情報，それらに対する
図 11

人工知能のアドバイス

コメントや評価を閲覧できる機能が要望されている．これ
についてはデータの蓄積をしながら機能強化を進めていく．

については，各評価者とも 1 局だけの感想戦であった
ため，棋譜の内容に左右される要素もあり，引続き長
期的な評価が必要であると考えている．
3)

対応する設問 No. 25 で 7 人中 4 人が，やや当てはまる
(4)以上の選択肢を選んでいる．一定の評価は得られて
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いるが良好とは言えない．原因として，実験時に利用
したノート型 PC は画面が大きくなく，複数のウイン

参考文献

ドウを利用するのがあまり容易でなかったことなどが

1) 将棋倶楽部 24 （online） 入手先 〈http://www.shogidojo.com/〉
（2015.02.17）
2) 81dojo.com （online） 入手先 〈http://81dojo.com/〉
（2015.02.17）
3) 将棋ぶらうざＱ （online） 入手先
〈http://park.geocities.jp/sbrowser_q/〉（2015.02.17）
4) Yokoyama,T. tpChat （online） 入手先
〈http://www.tenchi.ne.jp/~yoko/tpChat/〉（2015.02.17）
5) Floodgate （online） 入手先 〈http://wdoor.c.u-tokyo.ac.jp/shogi/〉
（2015.02.17）
6) 保木邦仁: Bonanza Feliz （online） 入手先
〈http://www.geocities.jp/bonanza_shogi/〉（2015.02.17）
7) 衣畑 俊希 , 三浦 龍 , 大原 紳司 , 田頭 佳和 , 豊嶋 真司 ,
垂水 浩幸 , 林 敏浩：統合ネットワーク将棋支援システム
SAKURA の評価，情報処理学会第 32 回ゲーム情報学研究会，
2014-GI-32(2), (2014)
8) GPSfish
（online） 入手先
〈http://gps.tanaka.ecc.u-tokyo.ac.jp/gpsshogi/〉（2015.02.17）

考えられる．今後，異なった利用環境でも評価を継続
したい．
人工知能
4)

対応する設問 No. 10 でそれぞれ 7 人中 5 人が，やや当
てはまる(4)以上の選択肢を選んでいることから，目的
は達成できたと考えている．
以上より，感想戦支援機能については，対面感想戦を特

に好む一部評価者以外からは基本的には利用価値が認めら
れたと考えている．ただし今後も引続き改善および継続評
価が必要である．

5. おわりに
本論文では，統合ネットワーク将棋支援システム
SAKURA のシステムの感想戦支援機能の評価について述
べた．感想戦支援の機能について，香川大学将棋部員を評
価者として感想戦支援に対する評価を行った．
評価のまとめより，インタフェースは感想戦を行うこと
に対して十分な機能を備えていると考えている．また，特
に人工知能からのアドバイスに対する期待が高いこともわ
かった．
5.1 今後の課題
SAKURA のシステムの課題について述べる．今回の評価
でもいくつかの機能改善要望が得られているが，その他に
以下の課題がある．
本システムでの感想戦支援では，観戦者の議論参加につ
いて課題がある．実際の対面での感想戦でも観戦者が感想
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