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Greetings from us
ご挨拶

『全力で甘える主義』が
コンピュータ将棋の 

世界に与える 
新たなインパクト！

今まさに、コンピュータ将棋の世界で 
新しいページが創られようとしていま 
す。  
!
90年代前半においてはコンピュータ将棋 
は「おっさんの不思議な遊び」でした。 
持ち駒を取られすぎたら相手の持ち駒バッ
ファが溢れてしまい勝ったとか、むしろ
コンピュータ将棋のプレイは失笑を買う
ような珍プレイのオンパレードでした。 
!
ところが2000年代に入り2010年を超え
る頃には、コンピュータ将棋は急激に進
化をして、人間のトッププレイヤーに追
い付こうとしています。 
!まさに、今、コンピュータ将棋の新しい
ページが創られようとしているのです。 
!
!
!

そんな中、メカ女子将棋（旧メカウー
サー、メカウーサー将棋）は将棋の強さ
において優れるのではない、新たなる将
棋エンターテイメントの可能性を追求し
続けてきました。 
!私達はコンピュータ将棋の持つ新たな一
面、すなわち「プログラムが将棋におい
て棋風を形成する」ことに着眼し、コン
ピュータ将棋を強さ比べのコンペティショ
ンから「アート表現」の領域へと変容さ
せたのです。 
!
第20回世界コンピュータ将棋選手権にお
いて、先のメカウーサー（後のメカ女子
将棋）は対無明戦において伝説の「棒玉」
により鮮やかに敗退しました。コンピュー
タ将棋の世界においてそれは単なる敗着
の一手でしたが、その一手はエンターテ
イメントとしてのコンピュータ将棋の可
能性を示唆する大きな一手だったのです。
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Greetings from us
第2回将棋電王トーナメント出場に際して

確かに、強い将棋ソフトはその存在自体
が正義でもあります。それは確かなこと
です。ただ、私達は失敗やバグが実現す
るある種の「愛らしさ、人間らしさ」を
大切にしたいのです。ゲーテはその著作
の中でこんな言葉を残しています。 
!
!
!
!　人間のあやまちこそ人間をほんとう 
　に愛すべきものにする 
!

全てにおいて失敗すればいい訳ではもち
ろんないのですが、複雑なコンピュータ
システムとそのソフトウェアが織りなす
バグ＝不具合は、時として私達に大きな
気づきを与えてくれます。それは、愛す
べき性質は人物やプログラムの完璧な側
面だけでなく、寧ろ欠けているもの、備
わっていないもの、あるいは著しく苦手
なものに宿っている可能性があるのでは
ないか、ということです。 
!メカ女子将棋はバグを推奨するわけでは
ありませんが、バグと共に日々歩んで行
きたいと思う所存です。

人間のあやまちこそ人間をほんとうに愛す
べきものにする。　　― (ゲーテ)
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Project Landscape
We Deliver Dream

昨今のTwitterの状況などにおいて重要視されて
いるのが「ユルい」感覚です。メカ女子将棋は
この感覚を「明後日の方向への進化」と位置づ
け、日々更なる逸脱と拡散を続けてきました。
最先端のCUDAを使いながら棒玉で負けたり、
最先端のJulia言語を使いながらファンシーな棋
風を実現したりなど、最先端の技術の正方向へ
の進化と同時に人間らしさを伴うような、虚数
軸方向への進化を推し進めてきました。

戦況は刻々と変化しています。
しかし我々は常に明後日の方向
にコンピュータ将棋界をリード
してきました

21% 40% 39%

先進的テクノロジー 
CUDA, Julia

様々なプラット
フォームへの挑戦 
Windows/Linux/
MacOSX

明後日の方向への 
指向 
棒玉、ファンシー流
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Project Landscape
We Deliver Dream

21% 40% 39%

先進的テクノロジー 私達は最新のテクノロジーを吸収し、
それを常にコンピュータ将棋に応用
してきました。

様々なプラット
フォームへの挑戦

初期のLinuxにおけるGUI開発や
Pythonを使った通信部実現などのほ
か、最近ではJuliaを使ったマルチプ
ラットフォームを実現しています。

明後日の方向への 
指向

正直なところ狙った訳ではないので
すが(^^;)　私達の将棋システムは時
として愛すべき特性を伴う素質があ
ります。
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メカジョ　さん

メカ女子将棋プログラム本体
であると同時に、メカきむり
んの中の人（天才小六女子プ
ログラマー）で、私達のマス
コットです。

プログラム

渡辺　弥生 

メカみおたん。女流初段とし
て頭脳明晰な分析を通してメ
カ女子将棋に貢献しています。

酒井　美由紀 

メカみゅーん。コンピュータ
将棋を通してアートの可能性
を探っています。

アート担当

Meet The Executives
メンバーご紹介(1)
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辻　理絵子 

メカりえぽん。堪能な語学力
を駆使してメカ女子将棋の近
況を伝えます。

PR広報

木村　健

メカきむりん。メインプログ
ラマ。発散していくプロジェ
クトをさらに発散させていま
す。

Meet The Executives
メンバーご紹介(2)
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メカジョさん分析
その強さと弱点

メカジョさんは、ファンシーなのが長所です。ただ歴然たる人工知能であると同時に、
最先端技術を投入した最新鋭のJulia言語プログラムです。

JuliaLang 将棋所 Windows telnet

Bonanza keynote

Artificial intelegence

Fancy

Advanced Technologies

30

80

30

メカジョ さん 

理論家でありながら、時には
ファンシーな一面も見せてく
れるおちゃめさん♡

プログラム

BitBoard

女流棋士
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主な搭載技術について
やや専門的な解説

メカジョ　さん

様々なコンピュータ将棋技術
が詰まっているメカ女子将棋
の頭脳です

小六女子

可能手生成部分にBitBoardを一部使用しているほ
か、評価関数にはBonanza由来のfv.binを使っていま
す。探索はオリジナルです。 
!将棋所を使ったコンピュータ将棋思考エンジンは、大きく分けて三つの部分から成り
ます（細かいことを言うと、もっと多くの部分に分かれますが、主な部分は上記にな
ります）。可能手生成、評価関数、そして探索です。 
!まず可能手生成は、将棋のルールに則った「次の一手」を全て列挙する技術です。例
えば初手先手で30の可能手を正確に挙げなければなりません。また自殺手となる手
（王手放置）などを除いた可能手を列挙しなければなりません。初手では30だけの
可能手ですが、終盤では200を超えることもあります。これは持ち駒によるもので
す。飛車角香車、龍馬以外は全て128bit BitBoardにより計算を行っています。 
そして探索において末端での暫定的な数値評価を与えるのが評価関数です。メカ女子
将棋ではBonanzaさんのfv.binを利用しています（ただメカジョさん側にバグがある
かもしれません。。。） 
最後に探索ですが、基本的にはAlpha-Beta法と呼ばれる方法を改良しています。
NegaMaxです。あまり枝を刈っていなくて、探索木の理想的な状態であるoptimal-
treeには到底到達していないのが現状です。

10



メカ女子将棋　PR文書

Timeline
We Deliver Dream

2011
メカウーサー将棋 
第21回世界コン
ピュータ将棋選手
権

メカウーサー将棋  
第22回世界コン
ピュータ将棋選手
権

2012

2013
メカ女子将棋  
第23回世界コン
ピュータ将棋選手
権
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メカウーサー 
第20回世界コン
ピュータ将棋選手
権

2010 2014
メカ女子将棋 
第24回世界コン
ピュータ将棋選手
権



メカ女子将棋　PR文書

Timeline
We Deliver Dream

2012
2011

2013
2014

2015
メカ女子将棋  
第2回将棋電王トーナメント

メカ女子将棋  
将棋電王トーナメント
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技術側面
技術的側面について解説します

将棋ソフトとし
ての実装技術
様々なソフトを参考にしながら、独自
の改良を加え、独創的なソフトウェア
を実現しています

新しいプラット
フォーム
私達は新しいプラットフォームに挑戦
しています

採用してい
る技術
私達のソフトウェアを実
現するために、様々な最
新技術を導入しています

女流棋士の皆様
による棋譜 
チェック
女流棋士の皆様にご協力頂いて、変更
点などのチェックを行っています。

女子会としての 
メカ女子将棋部
（自称）を含むw　女子による女子会
活動を行っています

Julia言語によるマルチ 
プラットフォーム

プロによるチェック体制

dedicated
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採用している技術
最新技術について

採用してい
る技術
私達のソフトウェアを実
現するために、様々な最
新技術を導入しています

dedicated

メカ女子将棋がJulia言語を採用しているのには
幾つかの理由があります。一つはマルチプラッ
トフォームであるということ。二つ目はJITコン
パイレーションが終われば、C/C++やFortranに
迫る性能でコード実行が開始されること、さら
にはデバッグのし易さなどが挙げられます。た
だしそのためには幾つかの技術的課題を克服す
る必要がありました。一つは将棋所との密なる
連携です。将棋所は基本的に一つのExeファイ
ルをエンジンとして認識するため、スクリプト
言語であるJulia言語のプログラムを、例えば
Windowsプラットフォームでは実行できません
でした。

メカ女子将棋の
秘密
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このためメカ女子将棋では.NET technologyに
よって実装されたTELNETコマンドを改良して、
Juliaで実行されているエンジン本体から将棋所
へ入出力をバイパスさせています。Julia側はソ
ケットをlistenしていて一種のサーバーとなって
いて、サーバーに対して接続があると、思考部
がUSIプロトコルのデータを受信して、思考を
開始します。Windows以外のLinux/MacOSXで
は、スクリプトを直接実行できるため、ちょっ
と工夫をしてスクリプト自体をエンジンとして
直接将棋所に登録しています。 
また、MacOSXではエンジンをMacOSXで、将
棋所をParallels内のWindowsで動かすことも可
能です。
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可能手生成 評価関数 探索

128bit BitBoard  
（飛び効きの駒を除く/下位

81bitだけ使用）

Bonanzaさんのfv.binを使用し
ています

Alpha-Beta(NegaMax)

（Magic BitBoardは目下新し
いソフトで開発中です）

3駒の関係
静けさ探索、NULL Move、

NegaScout

飛び効きはMailBoxを 
使っています

評価値の算出はJulia言語で行
っています

Aspiration Search, 反復深化

bsr, popcnt命令を使って高速
にBitBoardを算出しています

持ち駒のあるときにバグって
いるかもしれません。。。 18秒思考します

実装技術

実装技術
各種技法を表にしてみました

将棋ソフトとし
ての実装技術
他のソフトと同じく、私達のソフトウェ
アも、数々のテクニックを実装してい
ます

各種技法を表にしてみました 
!
可能手生成、評価関数、探索の三つの分野において、
どのような技法を採用しているか、表にしてみました。
個々の技法の具体的説明については割愛させていただ
きます。ごめんなさい。
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順位
世界コンピュータ将棋選手権及び将棋電王トーナメント　順位

0

6.25

12.5

18.75

25

2010 2011 2012 2013 2014

選手権（一次予選順位） トーナメント（順位） データは如実に真実を語ってい
ます
世界コンピュータ将棋選手権での順位は相対差であるため安定して
いないものの、下位ソフトとして定着しつつあります。一方将棋電
王トーナメントにおいてはまだポテンシャルは未知数です。

グラフが低いほど、順位が上です

例年の順位に大きな差異は認められませんが、 
実感として強くなっています

順位は相対差ですが、下位ソフトのレベルは年々向上しています
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Leaves Diagram
私達の成長日誌

Phase 01 
!
2010年の、まだ反復深化もなかった
CUDA将棋システム

Phase 02 
!
C/C++で書き始めた第二期のソフト
ウェア

Phase 03 
!
Julia言語で書き始めた第三期のソフ
トウェア

コンピュータ将棋 
ソフト作成開始！ 
最初はほんの出来心でした

Top growth area

Mid growth area

Startup growth area
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ゴール
私達の行く先

私達のゴールは、 
テクノロジーと将棋 
との調和の実現です 
!
Technologyとしてのコンピュータサイエンス
の技法と、400年続いてきた将棋という技芸
との融合がもたらす新たな可能性を提示する
のが、メカ女子将棋の使命と考えています。
もちろん棋力が高まることも重要なミッショ
ンの一つですが、最終的な目標は、テクノロ
ジーと将棋の調和の実現です。

将棋Technology

Fancy 
  Art
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Fancy Art
＝私達の目指すもの

将棋Technology

Fancy 
  Art

将棋 
将棋という400年続く完全情報ゼ
ロ和ゲームとその技芸

Technology 
!

人工知能を実現する 
最新のテクノロジーと、最先端の 
コンピュータサイエンスの技術が

織りなすアート
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What We Do
We Deliver Dream

最先端の技術から、私達は皆様に新
しい将棋の可能性をお届けします。
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What We Do
We Deliver Dream

私達のソフトウェアが織りなす名局（迷局？）にご期待くだ
さい 
―（メカ女子将棋一同）

Windows/Linux/Mac 
!
そして、このスライド全てがパロディでした＼(^o^)／

メカ女子将棋をお手元で楽しめます
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