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摩訶大将棋のネットワーク対局
飯田 聡†1

甲斐 誠也†2

高見 友幸†1†2

摩訶大将棋は鎌倉時代に創案された大将棋のひとつである．我々の研究グループでは，古文書の記述に基づいた摩訶
大将棋の復刻に取り組んでおり，駒の動きや成りのルールについては，ほぼ解明が終わっている．これまでの通説で
は，摩訶大将棋はその駒数の多さから考えて，実際には指されていなかっただろうとされていたが，そうではなく，
実際には非常に面白い対局が実現する．ただ，初心者にとっては，ルールの煩雑さが問題となるため，我々は，対局
支援ツールとしてのデジタル摩訶大将棋の開発にも取り組んできた．デジタル摩訶大将棋は，通常の対局モードの他，
ネットワーク対局モード，ゲームＡＩと対局するモードがある．発表では，デジタル摩訶大将棋が持つ対局支援機能，
棋譜の保存・再生機能，ゲームＡＩの機能について解説するとともに，対局を重ねてきたことで得られた摩訶大将棋
の戦略についても言及する．

Network Game Play of Maka Dai Shogi
IIDA SATOSHI †1

KAI SEIYA †2

TAKAMI TOMOYUKI †1†2

We have reproduced Maka Dai Shogi by reading and analyzing old documents and have almost finished to establish the rule of
Maka Dai Shogi. As the players have to handle 96 pieces, it is difficult for beginners to play Maka Dai Shogi. We developed
digital Maka Dai Shogi which makes easy for beginners to play. Digital Maka Dai Shogi has four game play modes including a
network play.

1. はじめに
摩訶大将棋は鎌倉時代に創案された古典将棋のひとつで
ある．縦横 19 マスの将棋盤と総数 192 枚の駒を使用する大
将棋で，現代将棋とは大きくルールが異なる．我々のグル

能が装備されたネットワーク対局モードは，この点におい
て，まさに待ち望まれていたアプリケーションと言える．

2. 摩訶大将棋のルール
摩訶大将棋のルールの詳細およびその根拠となる古文

ープでは，古典将棋に関する古文書[1][2][3][4]を読み解く

書の記述については他文献にゆずることとし[5][6][7][8]，

ことで，摩訶大将棋の復刻と取り組んできた．これまでの

ここでは，現代将棋とは大きく異なる摩訶大将棋に特有の

通説では，摩訶大将棋はその駒数の多さから，実際に指さ

ルールについて，その概要のみを列挙する．

れてはいなかっただろうとされていたが，そうではなく，

1）駒は取り捨てである．持ち駒としての使用はない．

実際に対局してみると，摩訶大将棋は非常によく洗練され

2）駒は相手陣地に入ったときに成るのではなく，原則

たボードゲームであり，十分に面白い対局が実現すること
がわかってきた．
我々のグループでは，摩訶大将棋の復刻と並行して，摩
訶大将棋をデジタル化し，初心者でも気軽に遊べるような
対局支援ツールの開発も行なってきた．本発表では，摩訶
大将棋のルールを概観した後，デジタル摩訶大将棋に実装
されている様々な対局支援ツールを解説する．さらに，こ
れまでの対局から得られた摩訶大将棋の戦略についても言
及したい．

として，相手駒を取ったときに成る．
3）盤上からなくならない駒（法性・教王）がある．
4）玉将に相当する駒が 2 つ存在する（玉将・王子）．
5）1 手で 2 回連続して動く駒（摩羯・鉤行），ほぼ自由
に動くことのできる駒（自在王）がある．
6）居喰い（駒を動かさずに相手の駒を取る）と呼ばれ
る駒の動作がある．
7）踊り（相手の駒を飛び越すことで駒を取る）と呼ば
れる駒の動作がある．

デジタル摩訶大将棋で最も重要な機能は，ネットワーク

上記 3，6，7 については，古文書に残されている他の大

対局を実現するモードであり，キーワードとして本発表の

型将棋，たとえば，中将棋，大将棋，大大将棋には存在せ

タイトルにも含ませた．上述したとおり，摩訶大将棋は，

ず，摩訶大将棋に特有のものでもあり，以下，多少の補足

見た目の駒数の多さから，対局を敬遠される場合が多く，

をしておきたい．これらのルールは，摩訶大将棋に明解な

対戦相手は身近にいないことが普通である．そのため，摩

世界観を付与し，魅力的なボードゲームに仕上げている源

訶大将棋の同好諸氏は，自分の対戦相手を広くインターネ

泉である．

ット上に求めざるを得ない状況にある．十分な対局支援機

2.1 法性と教王
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図 1 に示した摩訶大将棋の初期配置では，最下段，玉将
の左右を守っている駒が無明と提婆である．無明の成り駒
（＝無明の駒の裏に書かれている駒名）が法性であり，提
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婆の成り駒（＝提婆の駒の裏に書かれている駒名）が教王

他の記述からの類推である[6][8]．したがって，このルール

である．ただし，その成り方には次のような特別なルール

の正否は今後を待たねばならない．ただ，古文書では，狛

が存在する．

犬と師子の類似性を取り上げており，その上で師子とは異

1）無明／提婆が，相手の駒を取ったとき，無明／提婆

なる狛犬の動作が記述されていることから，狛犬の居喰い
は確からしく思われる．

は，法性／教王に成る（通常の成りのルール）．
2）相手の駒（ただし，玉将以外の駒）が無明／提婆を

2.3 踊り
踊りの動作は摩訶大将棋に特有である．踊ることのでき

取った場合，相手の駒が，法性／教王に成る．
3）上記 1）と同じく，法性／教王を取った場合も，相手

る駒は，猛牛，飛龍，羅刹，夜叉，金剛，力士，狛犬，師

の駒は，法性／教王に成る．これは，古文書に記載されて

子の 8 駒である．この他，桂馬，驢馬の 2 駒が踊り駒の可

いないルールであるが，いろいろな観点を考慮すれば，現

能性がある．踊り駒は相手の駒を飛び越すことで駒を取る

状では，妥当であろうという結論に至った[6]．

ことができる．たとえば，金剛と力士は，ともに 3 目の踊

ところで，上記 3）のルールに基づけば，法性と教王は，

り駒であり，現在の駒の位置から直線的に 3 目離れた場所

盤面から永久になくなることはない．つまり，法性／教王

に飛び越すことができる．もし，相手の 2 駒を飛び越し，3

が相手に取られたとしても，法性／教王は相手側の駒とし

目の着地位置にも相手の駒があったときには，1 回の指し

て存在し続けることになる．ここでは，深く触れることは

手で一気に 3 駒を取ることが可能である．

しないが，法性（＝仏）と教王（＝法華経）が盤面（＝世

2.4 駒の初期配置について

界）に存在し続けるというゲームデザインのもとに摩訶大

図 1 からもわかるとおり，現代将棋にあるすべての駒が

将棋は設計されたらしい，と見ることも大いに可能である．

摩訶大将棋にも存在する．左右対称に配置される駒が多い

2.2 居喰い

が，1 駒しかない駒もあり，玉将を除けば，20 種類の駒が

居喰いとは，自分の駒を動かさずに，自分の駒と隣接す

これに該当する．ゲーム AI の節で後述することになるが，

る相手の駒を取る，という動作のことを言う．居喰いの動

ゲーム AI の設計にあたっては，着手の優先順位を決める

作をすることができるのは，師子，狛犬，法性，教王の 4

ため，駒のランクを定めている．言うまでもなく，玉将が

駒である．具体的なルールは次のとおりである．

最高ランクだが，ランク高位の駒は，中央の 5 駒（玉将，

1）師子／法性は，2 駒同時の居喰いが可能である．2 駒
の居喰いが可能な場合に 1 駒だけを居喰いすることもでき
る．なお，2 駒同時の居喰いは，中世の古文書に記載され

酔象，師子，狛犬，奔王）と中央を挟んで並ぶ無明，提婆，
摩羯，鉤行，麒麟，鳳凰の 6 駒である．
なお，駒の初期配置は，駒の動きから見ると，非常に規

ているが，江戸時代の中将棋 (師子と同じ駒がある)には，

則的である．つまり，歩の段のひとつ下は全部が走り駒で

このルールが伝わっていない．

あり，歩の段のふたつ下は全部が踊り駒と越し駒となって

2）狛犬／教王は，3 駒同時の居喰いが可能である．狛犬

いる．下段の 3 段は，中央に並ぶ師子，麒麟，鳳凰の 3 駒，

が居喰いできること，3 駒同時の居喰いができることにつ

端にある反車，香車の 2 駒を除いて全部が歩き駒である

いては，いずれも古文書に明解な記載があるわけではなく，

[5][7]．

図 1．摩訶大将棋の初期配置
Figure 1

Initial Layout of Maka Dai Shogi
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3. デジタル摩訶大将棋

守っているということを表示している．
図 4 は摩羯を選択した時の盤面の表示である．摩羯は 1

前節で述べたとおり，摩訶大将棋は，現代将棋には見ら

手で 2 回動ける駒であり，現代将棋の角の動きを 2 回動く

れないルールをいくつも含むこと，駒数の多さに伴って駒

ことができて，途中で方向を変更することもできる．その

の動きも多彩であること，また，盤面が広く利き駒のチェ

ため曲がることのできるマスを緑で表示し，動ける場所を

ックに集中力を要すること等から，初心者にとっては，対

赤で表示している．摩羯が動いた後の盤面表示は図 3 のよ

局はある程度のむずかしさを持つ．初心者が摩訶大将棋の

うであり，摩羯が動いてきた道筋が表示される．

ルールを覚えながら気軽に遊べるよう，対局支援ツールと
してのデジタル摩訶大将棋を開発した．
一方，熟練者にとっては，棋譜を保存し指し手を再検討
したい，広く対戦相手を求めたい等の要求があり，こうし
た点に対しても，デジタル摩訶大将棋は応えることができ
る．
3.1 開発環境
本ソフトウェアは，Adobe FlashBuilder4.7 を用いて，

図 2. 仲人を選択

図 3. 移動後

AIR3.8/ActionScript3.0 を 使 用 し 開 発 を 行 っ た ．
ActionScript3.0 は，描画処理機能に優れ，ネットワーク機
能も簡単に組み込める言語である．また，同一のコードで，
モバイルアプリケーションにも書き出すことができ，iOS
版，Android 版の移植開発も容易である．
3.2 機能の概要
デジタル摩訶大将棋の機能は，対局支援機能と対局再生
機能に大別できる．以下にデジタル摩訶大将棋の主要な機
能を列挙する．
1）対局支援機能
・対局モードの選択
通常対局・ゲーム AI 対局・ネットワーク対局
・駒の行き先表示
動くことのできる場所・動いてきた道筋の表示
・駒の利きの表示
どの駒に狙われているか・どの駒に守られているか
・「待った」の機能

図 4. 摩羯の行き先表示
Figure 4

Destination of Capricorn

図 5 は居喰いのシステムについての操作手順である．狛
犬は居喰いができる駒なので居喰いボタンが表示される．
居喰いボタンを押すと居喰いでとれる駒が赤く表示される．
赤く表示された駒をクリックすると濃い赤で選択された状
態となり，その状態で確定ボタンを選択することで，濃い
赤で表示された駒を居喰いすることができる．

・経過時間・持ち時間の表示
・取った駒の表示
・棋譜の保存
2）対局再生機能
・棋譜の再生／巻き戻し
通常再生・10 手／50 手ごとに早送り
・盤面途中からの対局再開
3.2.1 対局支援機能
図 1 の初期配置の状態から，仲人を選択した場合（タッ
チ，またはマウスオーバー），図 2 のように行先候補のマス
が青で表示され，仲人の下，歩兵のいるマスが赤く表示さ
れる．青で表示されたマスは仲人が動くことのできるマス
である．赤で表示されたマスは，選択された駒（＝仲人）
の場所に動くことのできる駒のマスであるということを意

図 5. 居喰い

味する．この場合は，歩兵である．つまり，歩兵が仲人を

Figure 5

Igui
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図 6. デジタル摩訶大将棋の画面例
Figure 6

A screen shot of digital Maka Dau Shogi

3.2.2 対局再生機能

が最善かはわかってはいない事から，色々な計算手順を持

デジタル摩訶大将棋では，対局後に棋譜を保存すること

った AI が複数搭載されている．また，AI 同士を対局させ

ができ，棋譜はアプリケーション内部，または，テキスト

ることもでき，どちらの AI の作り方が良いかの評価を行う

ファイルとして書き出すことが可能である．図 6 は保存し

こともできる．

た棋譜を再生しているときの画面全体である．先手の奔王

摩訶大将棋対局アプリケーションで AI を作成する際に

が左ななめ上に走り出た局面で，直前の指された駒の動き

はシステムに組み込んである，BaseAI を継承する必要があ

が青い線で表示されている．

る．BaseAI を継承することで，AI を作りやすくするために，

再生中の棋譜は左側のフレームに表示されており，棋譜

次の 4 つの関数，1）自分自身の有効手をすべて取得する；

のフォーマットは，

predictionListMe()，2）相手の有効手を取得する；

手数 先手後手の区別 起点座標,中継座標,終点座標

predictionListYou()，3）自分の駒の場所にいける自分の

となっている．たとえば，249 手目，Jo の位置から Ml の位

駒を取得する；predictionListRescueMe()，4）相手の駒の

置に奔王が動いたことがわかる．このように，棋譜はアル

場所にいける相手の駒を取得する；

ファベットで表現されており，左右を大文字 A，B，C...S

predictionListRescueYou()が登録されている．関数 3 と 4

で，上下を小文字 a，b，c...s で表している．

は，駒を安全に取るために必要となる．

摩訶大将棋には 1 手で 2 回動く駒があるという関係上，

AI はデジタル摩訶大将棋の対局アプリケーション起動

棋譜は，起点座標，中継座標，終点座標というように，3

時に initialize()がよばれ，一度リソースの読み込む時間

つの座標で表わす必要がある．たとえば，Ko,Im,Lj 摩羯と

が与えられる．そして，対局が始まった時には，1 手ごと

いうような表示になる．なお，1 回しか動けない駒の場合，

に first()，nextAction()，last()が呼ばれる．first()と

中継座標は記載しない．

last()ではメモリ確保とメモリ解放や複数の PC やネット

3.3 ゲーム AI

ワークを使用するときに使用する．具体的な指す手を

摩訶大将棋対局アプリケーションには現在，試作段階で
はあるが専用のゲーム AI（以下，AI）が 3 種類搭載されて

nextAction()で手を返却し，それがシステムに読み込まれ，
その手の整合性チェックを経て盤に適用される．

いる．摩訶大将棋の盤の大きさや駒の多さから完全な探索

AI のソースコードを図 7 に示す．list は自分が指せる有

はほぼできず，1 手 1 手の盤の状態のみ解析し最善と考え

効手の配列であり，自分の駒が進める座標等の情報を保持

られる手をさしている．今のところどの方法で計算した手

している．ある手番において有効手の終点座標の駒を取得
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し，相手の駒がどうか確認する．相手の駒ならばその駒が

た場合は，通常の対局画面のような将棋を指す画面に移行

王将か王子，自在王か調べ，いずれかならばその駒を取る

する．

手をシステムに返却する AI である．

このような，対局者，観戦者のいずれかがサーバーを立
て，クライアントが接続するようなシステムでは，IP を伝
えることなどの情報をスムーズに行うためにメールや掲示
板，インスタントメッセージシステムを併用することが望
ましい．

図 7. AI のソースコードの一部
Figure 7

A source code of AI

AI の別の事例を図 8 に示した．list は前回と同じく有
効手の配列である．ある手番において有効手の終点座標の
駒を取得し，相手の駒がどうか確認する．相手の駒ならば
その駒に設定された駒のランクを現在保持している手の先

図 9．サーバー作成画面
Figure 9

A display for server creation

にある駒のランクと比べる．その後，有効手の中から相手
の駒を取れる手を検索し，一番駒のランクが高いものを取
る手をシステムに返却するという AI である．

図 10. クライアント操作ボタン
Figure 10

図 8. AI のソースコードの一部
Figure 8

A source code of AI

3.4 ネットワーク対局
摩訶大将棋の対局アプリケーションにはサーバー作成
機能がある．対局者，観戦者のいずれかがサーバーになり，
残りがクライアントになることでネットワーク対局および
ネットワーク観戦をすることができる．
手順として，図 9 の画面でサーバーを開くためのポート
を設定し，サーバー作成ボタンを押し，図 10 の画面で自分

A display for client connection

ネットワークの通信には，単純な JSON 文字列を送
受信することで実現している．ウェブブラウザで対
戦アプリケェーションや閲覧アプリケェーションを
作ることを想定した場合，この形式は好都合な点が
多い．
送信しているデーターは以下のとおりである．
{"type":"type_client_piece_move","id":5,"tetyp
e":"te_run","pieceId":11,"count":2,"direction"
:true,"fromX":8,"fromY":14,"relayX":10,"relayY
":12,"toX":7,"toY":9}
手数，駒の ID，動き方，起点座標，中継座標，終点
座標が格納されている．これらのほかに，サーバー
から送られる情報として，クライアントが接続され
た事や，プレイヤーが追加された，観戦者が追加さ
れた，ネットワーク接続が切断された，不正な通信
が行われた事などをサーバーに接続している全ユー
ザーに送信している．
現在のネットワーク対局システムではサーバーを
ユーザーが作成する必要があるため，設定などの操
作が必要で敷居が高いと考えられる．今後，ロビー
サーバーのような外部のサーバーにすべてのユーザ
ーが接続するような一極集中型のサーバーを作成す
る予定である．

が対局するか，対局を観戦するか選択．対局を選択した場
合，対局相手の接続を待つ表示がでる．対局相手が接続し
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図 11．摩訶大将棋の中盤の盤面例
Figure 11

A screenshot of Maka Dai Shogi play

4. 対局事例

5. おわりに

デジタル摩訶大将棋を用いた対局の事例を図 11 に示し

摩訶大将棋を知らない人が，初めて摩訶大将棋を見たと

た．先手▲Ki 金剛と前方に跳び，後手の奔王と悪狼に当て

きの第一印象の多くは，将棋盤の大きさと駒数の多さに対

たところである（図 11 の左図）．ここまで 497 手，途中 5

する驚きである．しかし，実際に摩訶大将棋を指してみる

分ほどの休憩をはさんで約 1 時間半が経過している．以下，

とわかるのだが，実は，最初の驚きよりももっと大きな驚

△Hh 師子，▲Kf 金剛成り（奔王と悪狼を取る），△同龍馬，

きが隠されている．それは，摩訶大将棋の中に，成仏とい

▲Ik 師子，△Gj 歩兵成り（歩兵が取られる），

う仏教観が織り込まれていて，それが絶妙なゲームバラン

▲同無明・法性に成ると進んだのが，図 11 の右図である．

スを演出し，非常に面白いボードゲームとして仕上がって

先手が無事，法性に成って，ほぼ勝ちかと思ったところ，

いたという事実である．

そうではなかったという盤面である．この勝負，最終的に
は後手が法性を持つことになる．以下，

対局支援ツールとしてのデジタル摩訶大将棋も完成し，
ネットワーク対局も実現した今，次は，摩訶大将棋の対局

△同羅刹・法性に成る，▲同羅刹・法性に成る，

機会が徐々に増えていくことを期待したい．棋譜再生サー

△同左車・法性に成る，▲同鳳凰・法性に成る，

バーも試験稼動中で，摩訶大将棋の指し手研究も進むもの

△同龍馬・法性に成る，▲同師子・法性に成る，

と思われる．

△同師子・法性に成る，▲Fi 夜叉・法性に成る，
△同鉤行・法性に成る，と進む．
先手の無明がはじめに法性に成る手（上記▲Gj 無明成り）
は，もちろん，最終的に法性が先手側に来ると読んだから
であるが，この読みは，後手の鉤行の利きを見落としてい
たためである．遠くの鉤行の利きを見落とすのはよくある
ケースで，特に駒がまだ多い中盤は気づきにくい．
なお，本節の事例としては，摩訶大将棋の特徴が非常に
よく現れたものを選んだ．第 2 節で述べたとおり，無明が
法性に成ったあと，法性を取った駒が次々とまた法性に成
っていく．言うなれば，
「成仏」を摩訶大将棋の盤面の世界
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