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玉の危険度と主戦場の可視化による
将棋初心者への局面把握支援
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概要：将棋観戦の際、プロ棋士の解説だけを基に局面を把握することは初心者には困難である。本稿では、
玉の危険度と主戦場の可視化を行うインタフェースを提案する。提案インタフェースでは、囲いに重要で
ある金銀の枚数や玉と他の駒の位置などから玉の危険度および、各升における駒の利き・配置された駒の
価値・升の重要度から主戦場を可視化する。提案インタフェースの有用性を、思考発話法に基づくユーザ
テストによって評価した。
キーワード：将棋，インタフェース，情報可視化，視聴支援

Understanding Support for Shogi Situation by
Visualization of “Seriousness for King” and “Battlefields”
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Abstract: It is diﬃcult for Shogi beginners to understand the game situation by only professional s instructions. This paper proposes an interface that visualizes “Seriousness for King” and “Battlefields.” The
seriousness for king can be visualized based on the number of Kin-sho and Gin-sho which are keys for defense
and and the position relation between the king and the opposite pieces. The battlefields are visualized by the
defence and oﬀence power of each type of pieces and moving range of pieces. The usability of the proposed
interface was confirmed through the user test with thinking aloud method.
Keywords: Shogi, Interface, Visualization, Viewing support

1. はじめに

ている [1]．人間対コンピュータの将棋対戦である電王戦
は，それまで将棋に興味を持たなかった人に対しても将棋

将棋はチェスや囲碁と同様に世界的にもポピュラーな

対局を観戦する機会を増やした．近年の人工知能の進化に

ボードゲームの一種であり，世界に誇る日本の知的ゲーム

伴って，ますます注目を集める知的エンターテイメントで

の代表と言える．日本におけるプロ棋士の歴史は 400 年以

ある．

上もある一方で，老若男女を問わず楽しまれており，文化

しかしながら，将棋は初心者・未経験者にとっては気軽

としても大衆娯楽としても魅力あるエンターテイメント

に楽しむには難しい側面も持ち合わせており，将棋初心者

と言える．また，人工知能研究の分野でもコンピュータ将

の学習支援の研究が存在するほどである [2]．将棋には駒

棋の研究は盛んに行われている．コンピュータ将棋の強さ

の動かし方や成りと呼ばれる駒の性質の変化，更には，取

は，トップクラスのプロ棋士のレベルに達したとも言われ

得した相手の駒を再利用可能など，他のボードゲームには
ないルールが存在する．これらは未経験者にとっては複雑
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なルールである．また，ルールを知っていたとしても，局
面を把握できなければ，観戦において「盤上でどのような
駆け引きが行われているのか」を理解することはさらに難
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しい問題である．昨今では，テレビやウェブ上の将棋観戦
番組でのプロ棋士の解説が当たり前になってきたが，先読
み*1 ができない初心者にはプロ棋士の読み筋を含む解説を
理解することは難しい．将棋人口の増加が伸び悩む問題の
一因として，以上のような複雑性があると考えられる．
将棋人口の増加を目指すためには，詳細なルールの周知
以前に，将棋がどのようなゲームであるかを直感的に理解
可能な形態での普及を図り，興味関心を創発することが重
要であると考える．このように考える理由を世界的にプレ
イ人口と観戦人口が多いサッカーを事例として挙げて説
明する．サッカーの観戦では，オフサイドのような複雑な
ルールを知らない観戦者であっても，
「ボールを相手ゴール
へ入れれば加点」「手を使ってボールを触れるプレイヤー
はゴールキーパーのみ」といった根本的なルールのみがわ
かれば，ボールを目で追うことでゲームの状況を理解可能
であり，観戦を楽しむことができる．将棋においても，
「二
歩」「千日手」などの特殊なルールを知らなかったとして
も，
「相手の玉が逃げられない状況に追い込めば勝ち（玉を

図 1 通常表示図

詰ます）
」という根本的なルールを把握し，局面の状況が直

Fig. 1 Regular Figure

感的に理解可能になれば，将棋観戦はより身近に楽しめる
ものとなるのではないかと考える．そこで，プロ棋士が指
した手が「相手の玉の詰みにどれだけ貢献したのか」，現
在の盤面の状況が「どの程度相手の玉の詰みに近いのか」
といった局面の理解を可能にする仕組みが必要であると考
えた．
本稿では，局面を把握するときに盤面上のどこで争いが
起こりそうかを判断するための「主戦場」
，相手の玉に対し
てどの程度追い詰めている，あるいは，自分の玉がどの程
度追い詰められているかを判断するための「玉の危険度」
を可視化したインタフェースを提案する．これらの可視化
した情報の将棋観戦における局面把握への有用性につい
て，将棋の未経験者，初心者，経験者を対象にした思考発
話法に基づくユーザテストを通して検証した．

2. デザイン指針
将棋は盤上の駒の配置，および持ち駒の数という 2 つの
情報から局面の状況を判断し，次の行動を決定するゲーム
である．しかしながら，初心者にとってこれらの情報だけ
で局面の状況を把握することは困難である．著者のうち 1

図 2 提案インタフェースによる主戦場と玉の危険度の可視化図

Fig. 2 Visualization Figure of “Seriousness for King” and
“Battlefields” by Proposed Interface

名 (アマチュア五段) の知見に基づき，盤上から判断可能な
以下の情報を可視化することで，初心者の局面把握支援に
繋がると考えた．

( 1 ) お互いの玉の危険度

という疑問が発生する．

( 2 ) どこが争点になっているのか（戦場）
将棋において争点とは「自分の駒と相手の駒による取

玉の危険度がわからなければ，どちらが有利であるの

り合いが起こる場所」という意味で用いられる．争点

か，どの程度進行しているのかといった勝負の状況が

がどこであるのかを直感的に理解することは局面把握

わからず，決着がついた時になぜ勝負が終わったのか

において最も重要な指標の一つであると考える．

( 3 ) 評価値の根拠
*1

現在の局面から数手後の局面を予測すること
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ウェブ上での将棋中継では将棋ソフトが形成判断を行
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表 1 利きの色付け規則

Table 1 Coloring Rules of Moving Range
色

画像

表現の意味

る．利きとは駒が移動できる範囲のことを指し，利き数は

1 つのマスにいくつの駒の利きが存在するのかを指す．
利き数を可視化する研究としては，剣や盾などの「利き
アイコン」と動的なアニメーション表示によって初心者に

赤

先手の駒の利きが後手の駒の利きより少ないマス

青

先手の駒の利きが後手の駒の利きより多いマス

無色

先手の駒の利きと後手の駒の利きの数が同数のマス
(お互いの駒が 2 枚ずつ以下)

もわかりやすい利きの可視化を行っている三好らの研究 [3]
や，利き数の可視化が初心者の思考過程にどのような影響

表 2

争点アイコン

Table 2 Issue Icon
アイコン名

画像

ざわアイコン

Danger アイコン
Chance アイコン

表現の意味
お互いの駒が 2 枚ずつ以上
利いているマス
自分の駒が存在し, かつ
相手の利きが上回っているマス
相手の駒が存在し, かつ
自分の駒の利きが上回っているマス

があるのかを調査した浅田らの研究 [4] などがある．浅田
らの研究では先手の駒の利きの合計値と後手の駒の利きの
合計値が同数のマスについては紫，先手後手ともに駒の利
きがないマスについては無色で表現していたが，本稿では
どちらのマスも無色で統一した．これは，利き数が同じで
あるということと，先手後手ともに駒の利きがないという
状況は，先手後手の利き数に差がなく戦力分布においてど
ちらにも属さないからである．本稿では表 1 に示した色付
け条件によって戦力分布を可視化を行った．

3.2 争点
浅田らの研究 [4] では，初心者に利き数の可視化の意味

うことが増えている．その際に対局者のどちらがどの

を理解させることができたとしても，局面把握には至らな

程度勝っているのかを評価値という点数形式で観戦者

かったという問題点が挙げられている．本稿では，利き数

に提示する．しかしながら，その評価値の算出基準は，

の可視化に加えて，以下の 3 つのケースに該当するマスは

初心者には理解することが難しく，局面状況を理解す

争点になる可能性が高いと考え，表 2 に示す「争点アイ

る上では不十分である．

コン」を表示させることで，初心者への直感的な理解の創

( 4 ) 駒の価値
8 種類の駒にどのような違いあるのか，またそれぞれ
の駒にどのような特性があるのかを理解していない初

発を図った．以下，それぞれのアイコンについて詳細を述
べる．

• ざわアイコン

心者は駒の特性を考慮した指し手の意味がわからない

将棋の考え方として「敵陣を攻略するには駒の利きを

という問題点がある．

集中させる」というものがある．そのため，攻める側

このうち，本稿では（1）玉の危険度と（2）戦場に着目して

は相手の守りを突破するために，一方で守る側は自分

可視化を行った．通常の盤面（図 1）を，提案インタフェー

の守りを突破されないために 1 つあるいは複数のマス

スによって図 2 のような出力を目指す．提案インタフェー

に対して駒の利きを集中させる．つまり，複数の駒が

スでは通常の将棋中継と同様に，下部を先手，上部を後手

利いているマスは争点になりやすいと考えられる．

として表示する．

3. 戦場の可視化
将棋における戦場とは，
「戦いが起きている場所」あるい
は「戦いが起きる可能性のある場所」という意味である．
本稿では，戦場を「駒の取り合いが起こりうる場所」と定

• Danger アイコン
自分の駒に対して，相手の駒の利きが上回っていると
いうことは自分の駒が相手に容易に取られることを意
味する．これは攻めの争点にされる可能性が高いと考
えられる．

• Chance アイコン

義する．戦場がわかることで，初心者であっても，どこに

相手の駒に対して自分の駒の利きが上回っているとい

注目すれば良いか直感的に把握可能になると考えた．戦場

うことは相手の駒を容易に取ることができることを意

は，戦力分布と争点という二つの情報で表現することがで

味する．これは，攻めの争点にできる可能性が高いと

きる．

考えられる．

3.1 戦力分布

3.3 出力結果

将棋における戦力分布とは，自分と相手の駒の利き数が

3.1 節および 3.2 節についての可視化を組み合わせるこ

そのマスにおいてどちらが上回っているのかを示すもので

とで，図 3 のような可視化図が得られる．図 3 中では下部

あり，局面を把握する上で基本的な情報であると言える．

が先手，上部が後手で戦力分布が二分割されており，また

戦力分布の可視化において重要となる情報は利き数であ

A，B，C，D で表したマスの争点としての可能性を直感的
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N egativeness = Σ(Def ence × OK × V ).

(2)

以下，P ositiveness と N egativeness の算出に用いる変数
について説明する．表 5 に，玉を除いたそれぞれの駒が持
つ守りの評価点 Def ence と攻めの評価点 Attack を示す．
この評価点は，守りの金銀 10 点を基準にそれぞれの駒に
対して相対的に設けた．攻めの金銀と守りの金銀の評価点
が異なる理由として，守りとしての金銀の役割を果たせる
駒が他には存在せず，一方で攻めとしての金銀の役割は歩
桂香のように成ることで金の役割を果たせる駒が存在する
ことを根拠としている．守りの金と銀で差がある理由とし
ては，銀よりも金のほうが移動可能なコマ数が多く守りと
図 3 主戦場の可視化図

しての能力が高いためであり，逆に金と銀の攻め駒として

Fig. 3 Visualization Figure of “Battlefields”

の基本性能（つまり前方への移動可能範囲）に差はないた
め評価値にも差は設けなかった．次に，表 6 に守り駒が玉

なアイコンによって示している．

とどの程度距離が離れているかに応じて変化する値 SK ，

4. 玉の危険度の可視化

敵の玉とどの程度離れているかに応じて変化する値 OK に

将棋は，
「相手の玉を詰ます」ことが目的のゲームである
が，お互いの玉がどの程度危険であるのかがわからなけれ
ば勝負がどの程度進行しているのかがわからず，決着がつ
いた時に，なぜ勝負が終わったのかという疑問が発生する
ことが起こり得る．そこで，玉の危険度を可視化すること
で初心者にとっても，勝負がどの程度進行しているのかが
わかるようになると考えた.

ついて示す．自分の玉に遠い味方の駒は守りとしての機能
が弱く，敵の玉に遠い味方の駒は攻めとしての機能が弱い
という評価を与えるため，このような変数を設けた．OK
ついては距離 0 が王手と等しくなるため，通常よりも高い
評価点を与えた. 表 7 に，N egativeness の算出時のみに
用いられる V の算出ルールを示す．V は，攻め駒が利い
ているマスの利き数に応じて変化する．攻めている場所が
相手の守りの堅い箇所であるか，薄い箇所であるかに応じ
て，攻めの効果は変化する．自分の駒の利き数に比べて敵

4.1 攻守アイコン
自分の玉の周囲 2 マス以内に存在あるいは利きが存在す
る駒は守り駒，敵の玉の周囲 2 マス以内に存在，あるいは
利きが存在する駒は攻め駒と定義した．飛車や角のような
遠方まで利きが存在する駒についてはその利きが玉の周囲

2 マス以内に利いていればその飛車・角も攻め駒，あるい
は守り駒と定義した．本稿では，攻め駒あるいは守り駒と
して機能している駒に表 3 に示す攻守アイコン*1 を表示さ
せた．

の駒の利きが上回っているマスを攻める手は，相手の守り
の硬いところを攻めているため攻撃としての効果が低い．
一方で，自分の駒の利きが敵の駒の利きを上回っているマ
スを攻める手は守りが薄いところを攻めているため，攻撃
としての効果が高いという評価になる．
また，駒に評価点を与えるだけでなく，その駒の利いて
いるマスに対しても駒の評価点を与えた．これは，駒の価
値は利いているマスの数やその場所によって変化するた
めである．上記の計算をすべての攻め駒，守り駒，駒の利
いているマスについて行う．自分の玉の危険度と相手の

4.2 侵攻ゲージ
相手の玉をどの程度追い詰めているか，また自分の玉がど
の程度追い詰められているかを表 4 に示すアイコン*2 *3 *4 を
用いた侵攻ゲージとして表示させた．侵攻ゲージは，玉の
安全度を高める P ositiveness，また玉の安全度を下げる

N egativeness の 2 つの指標から算出する．P ositiveness，
および，N egativeness は下式から算出される；

玉の危険度を 0 で初期化し，それぞれに P ositiveness と

N egativeness を加減算すると，初期状態の値が 237 とな
る．この状態を最大値とし，値の変量に従ってゲージの可
視化が変化するようにした．
可視化の方法については，ゲームの問題表示を変えるこ
とで初心者に与える心的影響を研究したものとして宮田ら
の研究 [5] がある．宮田らは，囲碁に似た「石取ゲーム」を
例に挙げ，問題構造は同じだがデザインの異なる「火災鎮

P ositiveness = Σ(Attack × SK),
*1
*2
*3
*4

iconDecotter(https://icondecotter.jp)
ニコニ・コモンズ (http://commons.nicovideo.jp)
icooon-mono(http://icooon-mono.com)
トロッコ (http://www.trocko.jp)
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(1)

火ゲーム」を提案しており，具体的なイメージを喚起させ
るルールや問題表示を採用することで、ユーザーが直感的
にルールを理解を促している．本稿では，
「玉を詰ます」と
いう目的を「城を崩す」に置き換えて玉の危険度を表現し
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表 3 攻守アイコン

Table 3 Oﬀense and Defense Icon
名前

画像

表現の意味

剣アイコン

攻め駒であることを表すアイコン.
相手の玉の周囲 2 マス以内に存在, あるいは利きが存在する場合に攻め駒とみなす

盾アイコン

守り駒であることを表すアイコン.
自分の玉の周囲 2 マス以内に存在, あるいは利きが存在する場合に攻め駒とみなす
表 4 玉の危険度アイコン

Table 4 “Seriousness for King” Icon
名前

画像

表現の意味

城アイコン

自分の玉を表すアイコン.
ある一定の玉の危険度に達すると赤く表示される

砦アイコン

自分の玉の危険度が増減によって表示される数が変化する

崩壊アイコン

砦アイコンがなくなった場所に表示される

敵アイコン

敵の玉を表すアイコン. ある一定の玉の危険度に達すると赤く表示される

兵隊 (弱) アイコン

相手の玉の危険度の増減によって兵隊アイコンの数や種類が変化する

兵隊 (中) アイコン 2

相手の玉の危険度の増減によって兵隊アイコンの数や種類が変化する

兵隊 (強) アイコン 3

相手の玉の危険度の増減によって兵隊アイコンの数や種類が変化する

兵隊 (最強) アイコン 4

相手の玉の危険度の増減によって兵隊アイコンの数や種類が変化する

足跡アイコン

兵隊アイコンがない場所に表示される

表 5 駒の評価点

するのが困難な評価基準で算出されており，初心者がその

Table 5 Evaluation Points of Pieces

評価値の意味を理解するのは困難であると考えたためであ

駒の種類

攻めの評価点：Attack

守りの評価点：Def ence

る．本研究で算出した玉の危険度は静的な評価値であるた

歩

1

1

め，先読みが難しい初心者でも剣アイコンや盾アイコンの

桂馬

3

3

有無などで静的な判断ができる要素で構成されている．

香車

3

3

銀

7

7

金

7

10

飛車

10

10

4.1 節および 4.2 節 についての可視化を組み合わせるこ

角

10

10

とで，図 4 のような可視化図が得られる. このような可視

龍

12

12

化を行うことで初心者でも自分の玉がどの程度安全なの

馬

12

12

か，あるいは相手の玉に対してどの程度迫っているのかが

4.3 出力結果

直感的に把握可能になると考えた. 図 4 であれば，A と B
た．また，本インタフェースは先手視点での可視化を行い，

で表した金と飛車は相手の玉の付近にいるので剣アイコン

「相手の玉の危険度」を「自分の攻撃度」という問題表示に

が表示されている．また，下部の侵攻ゲージを見れば自分

変えた．自分の玉が危険になると砦が崩壊していき，ある

の玉は砦が半分残っているのに対して，相手の玉に対して

一定の危険度を超えると城が赤くなる．敵の玉を追い詰め

兵隊が迫っている．これらの情報により，自分の玉はまだ

ると味方の兵隊が相手に近づいていき，ある一定の攻撃度

安全かつ，相手の玉を危険な状態に追い込んでいるという

を超えると敵武将のアイコンが赤くなるという表現を行っ

ことがわかる．

た．ここで，コンピュター将棋の評価値を使用しなかった
理由としては，コンピュータ将棋の評価値は先読みや理解
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表 6

玉との距離に応じて変化する値 SK と OK

Table 6 ”The Values of SK and OK” Depending on the Distance Piece and Each King
自分の玉との距離
自分の駒
相手の駒

相手の玉との距離

0 マス分

1 マス分

2 マス分

0 マス分

1 マス分

2 マス分

SK=1

SK=1

SK=0.5

OK=2

OK=1

OK=0.5

OK=2
OK=1
OK=0.5
SK=1
SK=1
SK=0.5
表 7 攻め駒が利いているマスの利き数に応じて変化する値 V

Table 7 V that shows the Valance of Self and Opposite Power
自分の利きー敵の利き＜ 0

自分の利きー敵の利き＞ 0

自分の利き=敵の利き

0.5

2

1

V の値

• 発話が 10 秒以上なかった場合, こちらから「今何を考
えていますか」といった声掛けを行った.

• 時間制限は設けず，被験者のペースで観戦させた．
• 実験中，インタフェースの操作方法についての質問は
受け付けるものの，可視化や機能の意味が直感的にわ
かるかを検証するため，それらに関する質問には答え
ることが出来ないということを伝えた．

• 通常表示の対局を観戦させた後，同じ対局を提案イン
タフェースを用いて観戦させた．

• 表 8 に示したプロ棋士の対局 2 局を観戦用の棋譜とし
て用いた．

5.1 結果
全被験者の発話回数，平均発話間隔，観戦時間を表 9 に

図 4 玉の危険度の可視化図

Fig. 4 Visualization Figure of “Seriousness for King”

示す．全体を通した考察を以下に示す．

• 発話回数
表 8 実験に用いた対局情報

発話回数が未経験者と経験者については大きく変化し

Table 8 Opposite Station Information Used in the Experiment

ていることがわかる．発話回数の変化が影響を及ぼす

対局番号

棋戦名

対局者 (先手)

対局者 (後手)

日付

のは局面把握のための情報量にあると考えられる．本

1

棋聖戦

永瀬拓矢 六段

羽生善治 棋聖

2016/7/12

インタフェースを利用することで，被験者の局面を把

2

竜王戦

久保利明 九段

三浦弘行 九段

2016/7/26

握するための情報量が増えたということが伺える．な
お，初心者についても観戦時間が短くなっていること
を考慮すれば単純に発話が減ったとは言い難いと考

5. ユーザテスト
将棋初心者が提案インタフェースを用いて将棋の対局を
観戦した場合，局面把握にどのような影響を及ぼすのかを
思考発話法に基づくユーザテストによって検証した．実験

える．

• 平均発話間隔
平均発話間隔とは発話から次の発話までの間で沈黙し
ていた時間の平均を指す．通常表示で観戦した際に比
べて本インタフェース利用時には平均発話間隔がほと

は 20 代の男女 6 名を対象に行った. 被験者のプロファイ

んどの被験者が短くなっていることが伺える．これは

ルは未経験者 2 名，初心者 2 名，経験者 2 名の計 6 名であ

発話回数の増加と同様，可視化によって局面を把握す

る．集めた被験者のうち，アマチュア段級位を持っている
人を経験者とした．また，アマチュア段級位を持っていな
い人に対しては「ルールを知っているか」という質問を行
い，知らないと答えた人を未経験者，知っていると答えた
人を初心者とした．
実験設定は以下の通りである

• 実験中，インタフェースの使用時に思ったことや考え

るための情報量が増加したことが原因であると考えら
れる．

• 観戦時間
未経験者と経験者は通常表示で観戦した場合と比較し
て本インタフェース利用時には観戦時間が 2 倍に増加
していたのに対して，初心者は半分にまで減少してい
た．初心者のみ観戦時間が短くなった原因としては初

たことをすべて発話することを促した.
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表 9 全被験者の発話回数，平均発話間隔，観戦時間

Table 9 The Number of Utterance,The Average Utterance Interval
and Watching Time of All Subjects
発話回数

平均発話間隔

観戦時間

通常表示

可視化表示

通常表示

可視化表示

通常表示

可視化表示

未経験者 A

12 回

34 回

25 秒

18 秒

6分

10 分

未経験者 B

12 回

30 回

21 秒

20 秒

6分

10 分

初心者 A

20 回

15 回

30 秒

20 秒

10 分

5分

初心者 B

25 回

20 回

24 秒

18 秒

10 分

6分

経験者 A

13 回

20 回

14 秒

18 秒

3分

6分

経験者 B

12 回

24 回

20 秒

18 秒

4分

7分

表 10

表 11

未経験者の発話

通常表示時に出た

初心者の発話例

Table 11 Speech of Beginner

Table 10 Speech of Inexperienced Player
可視化表示時に出た発話

通常表示時に出た

可視化表示時に出た発話

発話内容

内容

発話内容

内容

銀が斜めに動いた

青くなっているのはどう

そう指すんや

盾が付いてるのは守りと

全然わからない

いう意味だろう

して, 剣が付いてるのは

自分の陣地が増えたって

攻めとして機能してるっ
てことか

ことかな？
歩が (持ち駒から盤上に)

兵隊が増えてる

そんなところに打つんか

(駒が) ひっくり返るの？

なんで飛車に盾が付いて
るんだろう, あーここま

戻ってきた

で利いてるからか

ここまで (兵隊が) 増え
たら勝ちってことかな

え、なんで取らないんだ

ざわざわしてるのは駒が

防壁が崩されてる

ろう

たくさん利いているから
かな

駒の動き方がわからない
からどう動いたのかを確

やばいとかそういうのも

青と赤でお互いの陣地

認したい

わからない

がどこまであるのかがわ
かって見やすい

ざわざわしてる・・・何
か起こるんかな

玉が王手された時に取る

なんであのマスが青く

(danger と chance を挿

のか逃げるのかの判断の

なってるんだろう．あ、

しながら) こいつがこい

仕方がわからない

角も利いているのか

つを倒せるのか

(終盤になって) なんか城

歩って銀倒せるん？

が赤くなってる

自分の玉の周りに dan-

(終盤) 今まで下の存在に

ger が増えたってことは

全く気付かなかったです

そろそろ終盤なのかな
玉の周りに (敵の) 剣が
増えてやばそう

の状況に関する発話が得られた．本インタフェースの利用
の有無で，発話の内容に大きな変化があったことから，提

心者のみ可視化によって局面状況を理解する速度が上

案インタフェースが提供した可視化情報が被験者の局面把

がったためであると考えられる．未経験者は可視化さ

握に影響を与えたことが伺える．

れた情報を一つ一つ理解することに時間がかかり，経

5.1.2 初心者の発話内容についての考察

験者は慣れ親しんだ将棋と外観が大きく違うため，普

初心者の発話例を表 11 に示す．通常表示で観戦した際

段より観戦に時間がかかったと考えられる．したがっ

には指し手の意味を理解しようとする発話が多くあったも

て本インタフェースで可視化された情報を最も直感的

のの，形勢など局面状況を把握するための発話はあまり得

に理解していたのは初心者であったと考えられる．

られなかった．本インタフェースを利用することで駒の利

5.1.1 未経験者の発話内容についての考察

きや攻め駒，守り駒など駒がどのような機能をしているの

未経験者の発話例を表 10 に示す．通常表示で観戦した

かを意識して局面を捉えていた．本インタフェースの利用

際には駒の動きや移動に関する発話が多く見受けられた

の有無で，発話の内容に大きな変化があったことから，未

が，提案インタフェースを用いて観戦した際には盤面の色

経験者と同様に本インタフェースが提供した可視化情報が

の変化や下部のアイコンの変化を踏まえての具体的な局面

被験者の局面把握に影響があることが確認できた．

c 2016 Information Processing Society of Japan
⃝

172

表 12

経験者の発話

[2]

Table 12 Speech of Expert
通常表示時に出た

可視化表示時に出た発話

発話内容

内容

あーこれは久保三浦戦で

青や赤はお互いの移動で

すね

きる範囲ですかね
後手を持って指

[3]

[4]

このざわざわってどうな

したいです

んだろう

自分ならこう指します

玉が動くと周囲の駒の役

[5]

割が変わるのは面白いで
す
たしかに、この駒はそう
ですね (剣や盾、主戦場

[6]

伊藤毅志．将棋初心者のための学習支援に関する認知的考
察．ゲームプログラミングワークショップ 2003 論文集，
2003 巻，110-113，(2003)
三好 竜志，高井 昌彰，高井 那美．駒の利きを盤面上で可
視化する将棋初心者支援システム．第 76 回全国大会講演
論文集，2014(1)，329-330，(2014)
浅田麻菜，伊藤毅志．駒の利き情報の視覚化が 初心者の
思考過程に与える影響について．研究報告ゲーム情報学
（GI）
，2011-GI-26(7)，1-7，(2011)
宮田渉，市村洋．思考ゲームのユーザー・インターフェー
ス影響度及び評価法について．第 3 回エンターテイメント
と認知科学シンポジウム，48-51，(2009)
伊藤毅志，古群延治．視覚情報支援による将棋問題解決過
程への影響．情報処理学会報告 (GI)，Vol.99，No.53，1-5，
(1999)

アイコンを見ながら)
下のアイコンはあまり見
なかったです

5.1.3 経験者の発話内容についての考察
経験者の発話例を表 12 に示す．通常表示で観戦した際
には局面の状況を捉えつつ自分の読み筋と比較する発話
が得られた．本インタフェース利用時は局面がどのように
可視化されているのかを確認する発話が多くあった．また
「ざわアイコン」についての可視化に違和感があるという
指摘を受けたものの，それ以外の可視化については経験者
が見ても妥当性の高い可視化であることがわかった．

6. おわりに
本稿では，初心者だけでなく，将棋のルールを把握して
いない未経験者でも提案インタフェースの主戦場の可視化
によって戦力分布及び争点を直感的に認識することができ
た. また，玉の危険度を表現している剣や盾アイコン, 主
戦場を表現している玉の周囲に存在する主戦場アイコンに
よって現在自分の玉がどの程度危険であるのかを認識する
ことができた. 実験終了後，経験者に本稿の玉の危険度の
算出方法の妥当性をインタビューした結果，2 名から妥当
性は高いという結果が得られた．しかしながら，玉の危険
度を表現している盤の下部にある玉の危険度アイコンにつ
いての発話が得られず，また実験終了後にインタビューを
行い，玉の危険度アイコンについて尋ねたが 6 人中 4 人が
実験中にあまり印象に残らなかったという結果であった．
今後は他の情報の可視化や，インタラクティブな可視化，
動きをもった表示などを検討していく．
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