2011年2月10日

思考ゲームのベストブランド 「AI シ リーズ」最新作

『AI 囲碁 Version 19 for Windows』
『AI 将棋 Version 18 for Windows』
『AI 麻雀 Version 13 for Windows』
発売のお知らせ
株式会社イーフロンティア（本社：東京都新宿区、代表取締役：安藤 健一）は、20 年来常にトップ
クラスを維持し続ける思考ゲームブランド「AI シリーズ」の最新作、
『AI 囲碁 Version 19 for Windows』
『AI 将棋 Version 18 for Windows』『AI 麻雀 Version 13 for Windows』を、3 月 25 日（金）に発売
いたします。税込標準価格はそれぞれ 12,800 円です。

 最強を宿命付けられた思考ゲ ームブ ランド「AI」シリーズ
AI 囲碁・AI 将棋・AI 麻雀には、それぞれに「AI 思考ルーチン」と呼ばれる思考プログラムを搭載
しています。AI 思 考ルー チンの 特長は 、「 強い」 こと、その一言に尽きます。
AI 囲碁の思考ルーチン「Many Faces of Go」、AI 将棋の思考ルーチン「YSS」は、毎年開催される
世界の強豪ルーチンがしのぎを削る大会で、20 年もの間、常に優勝・上位入賞を果たし続けています。
一方、麻雀には思考ルーチンの大会や段位がありません。しかし、AI 麻雀とその思考ルーチン「Green」
は、発売当初から安易なイカサマ（見えない部分での裏操作）を排除した本格派として圧倒的な強さを
誇り、ここ数年でも高価格帯市場の 8 割前後を席巻※するほどの支持を頂いています。
そして今、AI シリーズが、進化して帰ってきました。

 四段の棋力を与えられた AI 囲碁 Version 19 for Windows
モンテカルロ法を取り入れてから飛躍的
な進歩を遂げた「Many Faces of Go」をさ
らにブラッシュアップ。約一段の棋力向上を
果たし、アマチ ュア四 段の実 力を獲得しま
した。もちろん強さの調整や「待った」も可
能です。本作では新たに 3 段階の思考時間調
整も可能になりましたので、自分の実力や空
き時間に合わせて楽しめます。なお、四段の
棋力を発揮させるためには、Intel Core 2
Duo など、マルチコアを持つ CPU を搭載し
たパソコンでお試しください。

そのほかの主な機能
・ 対局中の棋力レベル変更、「待った」に対応
・ リアルタイム地合表示機能、形勢グラフ機能
・ 定石・布石のヒント表示機能、次の一手ヒント表示機能
・ ネットワーク通信対局機能
・ 棋譜の読込み・保存、任意の局面を再現できる盤面編集機能
・ 複数の局面を打ち分けられるシミュレーション機能
・ Windows 7 のマルチタッチ操作に対応
・ 19 路盤・13 路盤・9 路盤の 3 モードを搭載
・ 置石やコミの細かい設定が可能
・ 初心者向け囲碁ガイド収録

 パソコンソフト初！ 社団法人日本 将棋連盟アマチュア五段認定 を受
けた AI 将棋 Version 18 for Windows
ついに将棋ソフトは五段まで来ました。
去る 2010 年 10 月 11 日、AI 将棋の思考
ルーチン「YSS」を含む複数の思考ルーチン
の合議制による思考ルーチン「あから 2010」
が、清水市代女流王将（当時）と対戦、勝利
しました。その勝利への YSS の貢献が認め
られ、社団法人日本将棋連盟からア マ チ ュ
ア 五 段 の 認 定 を受けることになったのです。
もちろん本作でも YSS はさらに進化して
おり、より強さを増しています。

獅子王将棋のプログラムを搭載
本作では、
「獅子王将棋」を指せる機能を搭載しました。獅
子王将棋は、先手が一度に 2 手まで指せる特別な王将「獅子
王」と歩兵のみの変則将棋です。後手は先手から落とした駒
を最大 10 枚まで持ち駒として持つよう設定できますが、それ
でも勝つのはかなり難しく、頭の体操にはもってこいです。

そのほかの主な機能
・ 定跡学習モードを強化し、主要な定跡を網羅（全 35 定跡）
・ コンピュータの戦型を指定できる「戦型指定対局」
・ AI 奨励会モード、国盗り戦モード
・ 詰将棋問題「AI 詰将棋 朱雀の巻」200 問、問題を刷新した「今日の詰将棋」365 問を収録
・ 対局の有利・不利をグラフ表示する棋譜解析機能
・ 悪手ヒント機能、次の一手候補表示機能、詰めろ/詰みあり表示機能
・ ネットワーク通信対局機能
・ 分岐棋譜の読込み・再生・編集、任意の局面を再現できる盤面編集機能、棋譜コメント編集機能
・ 複数の局面を指し分けられるシミュレーション機能
・ Windows 7 のマルチタッチ操作に対応
・ 持ち時間、秒読み、考慮時間を自由に設定
・ 豊島龍山・星野一香ら名匠の駒を画面上に再現、プロ棋士が実際に榧五寸盤で指した駒音を収録
・ 初心者向け将棋ガイド収録

 さらに強く、楽しくなった AI 麻雀 Version 13 for Windows
高価格帯麻雀ソフト市 場 の 8 割 前 後 を席
巻 ※する AI 麻雀。その秘密はやはり思考ルー
チン「Green」にあります。本作では従来より
もさらに個性的な AI 雀士を採用することで、
勝負の幅がいっそう大きく広がりました。本当
の雀荘にいるかのような打ち手のリアルさ、そ
して各雀士の強さが真剣勝負を演出してくれ
ます。
また、雀卓のデザインも倍増させ、50 数種
から選択可能になりました。強いだけでない、
楽しみの幅も広い一本に仕上がっています。

「新カップ戦」搭載
本作には、条件によってヒントが増減する「新カップ戦」を搭載しまし
た。単純に打つだけでない達成感が得られるため、飽きることなく楽しむ
ことができます。

好評の「国盗り戦」「段位戦」も引き続き搭載しています。

そのほかの主な機能

7 大ヒント機能

・ 詳細表示付き符計算機能

聴牌看破ヒント

牌の切出しや捨て牌から相手の待ちを看破

・ 充実の 7 大ヒント機能

打牌ヒント

どの牌を捨てるべきか表示

・ 手牌の並び順指定

リアルタイム狙い役ヒント

狙い役別の最適な捨て牌を表示

・ 自動捨て牌選択機能、
鳴き制御機能

聴牌時ヒント

聴牌時の各種ヒント

・ 相手の「来ている」度合いが分かる

鳴きヒント

鳴ける場合に最良の鳴き方を表示

オーラスヒント

オーラスに何点あがればトップか表示

危険牌ヒント

牌を捨てる際の危険度を表示

エキサイト・メーター
・ ネットワーク通信対局機能
・ プロ・アマの大会ルールを複数用意
・ 初心者向け麻雀ガイド収録

 ハンゲームとのコラボレーシ ョンで 、思考ゲーム界を活性化
イーフロンティアは、インターネットゲームポータルサイト「ハンゲーム」内で「囲碁」
「将棋弐」
「麻
雀４」を展開する NHN Japan 株式会社とともに、思考ゲームの世界を活性化させるために協力するこ
とで合意しました。相互にプロモーションを行ってユーザーの利便性を図っていくほか、イベント等も
企画しています。今後の AI シリーズとハンゲームにご期待ください。

NHN Japan 株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：森川亮、URL：http://www.nhncorp.jp/）
NHN Japan は、韓国のグローバルインターネット企業 NHN Corporation の日本法人として 2000
年 9 月に設立されました。現在、オンラインゲーム＆コミュニティサービス「ハンゲーム」をパソコン、
携帯電話、スマートフォンの 3 つのプラットフォーム向けに展開しています。特にパソコン向け「ハン
ゲーム」では、現在 3,860 万の登録 ID、最大同時接続者数 20 万 3,000 人の規模となっています。

 動作環境
製品
OS

AI 囲碁 Version 19

AI 将棋 Version 18

for Windows

for Windows

AI 麻雀 Version 13
for Windows

Windows 7/Vista/XP（各日本語版、いずれも 32 ビット版のみ対応）
※ご使用には OS の管理者権限が必要です。

CPU

本製品を使用する OS が快適に動作するために必要な CPU

メモリ

本製品を使用する OS が快適に
動作するために必要なメモリ
に加え 256MB 以上を推奨

本製品を使用する OS が快適に動作するために必要なメモリ

ハードディスク

100MB 以上の空き容量

500MB 以上の空き容量

モニタ

640

その他

・インターネット環境（ユーザー登録・インターネット通信対局に必要。ブロードバンド推奨）

400MB 以上の空き容量

480 ドット、High Color（16 ビット、65,536 色）以上

・日本語キーボード、マウス（または互換デバイス）
※インストール時に CD-ROM を読めるドライブが必要です。
※AI 囲碁、AI 将棋で Windows 7 のマルチタッチ操作を可能にするには、対応したモニタおよ
びドライバの組込みが必要です。
インターネット通信対局についてのご注意
・サーバは本製品専用です。社内 LAN など、専用サーバを介さない通信対局は行えません。
・サーバやネットワークの状態によっては、対局が行えない場合があります。

・ファイアウォールをご利用の場合、設定を変更しないと対局を行えない場合があります。
・McAfee Privacy Service、ソースネクスト社ウイルスセキュリティシリーズをご利用の場
合、インターネット通信対局は行えません。

 製品概要
名称

AI 囲碁 Version 19
for Windows

AI 将棋 Version 18
for Windows

AI 麻雀 Version 13
for Windows

発売日

2011 年 3 月 25 日（金）

税込標準価格

各 12,800 円

JAN コード

4528992070703

4528992070727

4528992070710

商品コード

IFAIJ0W111

IFASI0W111

IFAMD0W111

メディア

CD-ROM 1 枚

コピーライト
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AI 囲碁、AI 将棋、AI 麻雀は、株式会社イーフロンティアの登録商標です。
その他、記載されている会社名、製品名、サービス名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。
この資料に掲載している製品パッケージ、画面は制作中のものであり、変更される場合があります。
※BCN ランキングをもとに自社集計。5,000 円以上の麻雀 PC ゲームソフト 2008 年 1 月〜2010 年 12 月。

 現行バージョンからの無償バ ージョ ンアップキャンペーンを実施
本発表以降に現行バージョンをお買い求めいただいたお客様を対象に、新バージョンを無償でプレゼ
ントするキャンペーンを実施します。
【キャンペーン対象商品 → プレゼント商品】
・AI 囲碁 Version 18（DVD 版/USB 版とも）→ AI 囲碁 Version 19
・AI 将棋 Version 17（DVD 版/USB 版とも）→ AI 将棋 Version 18
・AI 麻雀 Version 12（DVD 版/USB 版とも）→ AI 麻雀 Version 13
【対象商品購入期間・応募締切】
2011 年 2 月 10 日〜2011 年 3 月 31 日（当日消印有効）
応募方法、プレゼントの受取方法等の詳細は、製品付属の応募はがき、または製品ウェブページをご覧
ください。

AI シリーズ製品情報 URL
http://game.e-frontier.co.jp/ai/

＜掲載用連絡先＞
株式会社イーフロンティア http://www.e-frontier.co.jp/

＜プレスからのお問い合わせ ＞
株式会社イーフロンティア
〒162-0806 東京都新宿区榎町 43-1 神楽坂ビル
広報担当：中村

広報用メール：pr@e-frontier.co.jp

