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ユーザーズマニュアル
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2020.11.21 DB 定義の一部変更（4.2.2）
2020.12.14 フォント変更方法記載（4.2.3）
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Ⅰ

盤エディタのインストール

ⅰ）注意事項
OS が 32 ビット版か 64 ビットかで、インストールするフォルダを判別してインストールを行うので、64 ビット環境に 32 ビッ
ト版盤エディタは自動インストールできません。また、32 ビット環境で 64 ビット版盤エディタは動作しません。

ⅱ）ファイルの解凍
ダウンロードした zip ファイルを適切なフォルダ（多くの場合、ダウンロードしたフォルダ）に解凍します。
解凍方法は使っている Windows 環境によって異なるので、適宜環境に合った方法で解凍してください。
※圧縮ファイルをダブルクリックして開いた状態からインストールしても、正常にインストール出来ません。

ⅲ）インストール
解凍したフォルダの中の install.bat（環境によって拡張子 .bat は見えないか

図1

もしれません）をダブルクリックします。
注１：
「Windows によって PC が保護されました」と表示された場合は、
［詳
細情報］
［実行］でインストール作業を続行します。
注２：
「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか ?」と書か
れたダイアログが出ますので、
「はい」をクリックします。
コピーが終わると、図１のウィンドウが表示されるので、「インストール」を
クリックします。インストール作業はここまでです。

ⅳ）インストール先のフォルダについて
64 ビット版の場合。32 ビット版の場合、_64 を _32 と読み替えてください。
①「BanEditor4_64」フォルダを、
「C:\Program Files」へコピー
②「BanEditor4_64」中の「BnwConverter」フォルダを「C:\Program Files\BanEditor4_64」へコピー
③「BanEditor4_64」中の「BanEditor」フォルダを、「C:\Users\Public\Documents」へコピー
※「BanEditor」フォルダ中の「Font」
「sample_Tables」フォルダも一緒にコピー
手動でインストールするときは、管理者権限で上記操作の後、
④「C:\Users\Public\Documents\Fonts」フォルダ内の「BanFontThree.otf」を、ダブルクリック
図１のウインドウが出るので、左上の「インストール」ボタンをクリック
 ①とき、
「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか ?」と書かれたダイアログが出ますので、
「はい」をクリッ
クする

ⅴ）添付のフォントについて
添付の「盤フォント V3（ファイル名 BanFontThree.otf）」は、IPA 独立行政法人 情報処理推進機構が配布している「IPA P ゴシッ
ク（Ver.003.03）
」をベースに、盤面表示用の記号類を追加／変更して再構築したものです。
フォントに含まれるグリフ（字形）は、日本語フォントとして十分なものなので、このフォントを使って棋譜を含むドキュメン
トを Word などで作成することができます。フォント名「盤フォント V3」は、アプリケーションによっては「BanFontThree」
というフォント名で認識される場合もあります。
なお、フォントの取り扱いは https://ipafont.ipa.go.jp/old/ipafont/download.html の「IPA フォントライセンス」に拠ります。

ⅵ）技術資料
Ver.4 では、Ver.3 から DBMS（DataBase Management System）を変更しました。それに伴って、データ構造なども変更
しています。データ構造の詳細は、24 頁からの資料を参照してください。
Ver.4 で使用している DBMS は FireBird です。プログラムで使用しているのは、「Firebird-2.5.9.27139-0_x64_embed」に
なります。FireBird をインストールすることで、盤エディタに拠らずデータ内容を見ることができます。
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Ⅱ

棋譜を入力してみよう

図２
┏┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┓
┠┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┨
1. 盤面の入力
┠┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┨
┠┼┼┼┼┼┼┼┼┨
ⅰ）石を打つ
┠┼┼┼┼┼┼┼┼┨
┠┼┼┼┼┼┼┼┼┼┨
まず、右の棋譜（図２）を入力してみましょう。
┠┼┼┼┼┼┼┼┼┨
盤エディタ（Ver.4）を立ち上げると、図３のような画面が現れます。この状態で、
【①盤面】 ┠┼┼┼┼┼Ａ┼┼┼┼┨
┠┼┼┼┼┼┼Ｂ┼┼┼┼┨
の好きな場所をダブルクリックすると珠順のついた石が盤面に入力できます。何が入るかは、 ┠┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┨
┠┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┨
盤の右下右側、
【②次の手】の場所に表示されています。
┠┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┨
┠┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┨
石の位置を順番にダブルクリックしていけば、入力が完了します。入力した石の数が黒・白 ┠┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┨
┗┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┛
の所に表示されます。
①盤面

図３

②次の手

図４

③入力字種

ⅱ）記号の入力
記号を入力するときは、
まず【③入力字種】を選択します。今回は A と B なので、
［ＡＢＣ順］をクリックします。クリックすると、
現在盤面で使用されている次の記号が【②次の手】の場所に表示されます。このまま、盤面をダブルクリックすると、記号が入力
されます（図４）
。

図５

ⅲ）棋譜の修正
入力した図４をよく見ると、の位置が右にずれていることがわかります。これを修正してみましょ
う。
［入力した石を消去する］
間違えた箇所をクリックすると、小さな点線の四角（以後カーソルと表記します）がクリックし
た場所に移動します。カーソルの場所で右クリックすると、図５のポップアップメニューが現れるので、
［空白（Space）
］を選択します。すると、カーソル地点が盤面の初期状態（空路）になります。
他に、間違えた箇所をクリックし、スペースキーを押すことで消去することもできます。
［正しい珠順の入力］
次に、正しい位置（図４の右）をクリックし、テンキーで手順の数字「20」を入力します。
珠順の入力は、一桁の場合は最初に「0」を付けます。9 手目なら「09」と入力します。入力は常に 2 桁です。100 手を超える
場合は「ABC…」を使います。100 手目は「A0」
、110 手目は「B0」となります。
一度手順を入力すると次の手が準備されるので、連続する手順を入力する場合はダブルクリックしていくことで入力ができます。

ⅳ）キーボードを使った入力方法
マウスで既存の棋譜を入力するとき大変なのは、次の手がどこかを探すことです。そこで、盤エディタではテンキーを使って順
不同で入力する方法が用意されています。
［珠順の入力］
カーソルは矢印キーで動きます。入力したい場所で、
テンキーで手順を入力すればその石が入り、カーソルが一つ右に移動します。
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間違えた時は、修正箇所にカーソルを移動しスペースキーを押して空路に戻します。
この機能を利用して、テンキーとスペースで高速に入力することができます。
図２で説明してみましょう。まず、
「」の場所へカーソルを移動します（この最初の移動はマウスのほうが楽でしょう）
。
そこで「24」と入力し、↓←←と矢印キーでカーソルを「」の場所に移動します。続けて「151412」と入力すると「」
が表示されます。このように、いちいち次の手を探さなくて良いので、入力速度は格段に上がります。欠点は、入力ミスが発生し
やすい点です。
［記号の入力］
珠順だけでなく、記号類もテンキーで入力できます。
まず、入力字種を設定します。あとはテンキーで文字の順番を入力すれば、その順番の文字を入力できます。例えば、
［イロハ順］
を選択した状態で「15」と入力すれば、イロハの 15 番目の文字「ヨ」が入力されます。
アルファベットの大文字だけは特別で、Shift キーを押しながら希望する文字を押せば入力できます。例えば、Shift キーを押し
ながら「ｚ」キーを押せば、カーソル位置に「Z」が入力されます。

ⅴ）白黒譜の作成
詰連珠では、珠順を使用せずに白黒の石だけの譜をよく使用します。黒石を入力するには、入力したい場所で「,」
（カンマ）を
入力します。白石の場合は「.」
（ピリオド）を入力します。入力後、カーソルが右に 1 つ移動しますので、連続で入力することが
できます。

図６

ⅵ）ファイル作成と棋譜データの保存
棋譜の入力が終わったら、
［データチェック］
をクリックします。しかし、データベースファ
イルを開いていない状態ではチェック作業ができません。
ここで、データベースファイルを作成し、棋譜データを保存しましょう。
［新規データベースの作成］
まず、棋譜を入れる入れ物、新しいデータベースファイルを作ります。
［ファイル］
［新
規作成］
（図６）をクリックすると、
図７のダイアログが出るので、ファイル名を入力して［開
く］ボタンをクリックします。
図７
図８

［データベースファイルの保存］
ここまでだと、データベースファイルを作っただけで、棋譜のデータは保存されていません。もう一度［ファイル］メニューを
見てみましょう
（図８）
。図６と図８を見比べると、
多くの項目が使用可能になっていることがわかります。
［保存］もその一つで、
デー
タベースファイルが開かれていない状況では、
［保存］もできません。ここで、
［保存］を選択することで、棋譜データが保存されます。

ⅶ）入力した棋譜のチェック
入力したデータに、論理的な誤りがないかをチェックするため、［データチェック］をクリックします。
データに不備がある場合は、図９のように、重複した石、欠落した石を右側に表示します。［重複］に表示した石をマウスでクリッ
クすると、盤上で該当する手の最初の場所へカーソルが動きます。もう一度クリックすると次の場所へカーソルが移動します。
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この情報を元に、棋譜と比較して正しく修正していきます。直

図９

し終わって良いと思ったら、もう一度［データチェック］ボタン
を押します。問題がなければ、メッセージ欄に「データに問題は
ありません。
」と表示されます。
稀に、石が重複していても良い場合がありますので、
その時は［強
制保存］をクリックしてください。
詰連珠データの場合は、白黒作品では同じ作品の時、珠順付き
問題では、別の問題に内包される場合に「データ重複

No. ○○」

というメッセージが表示されます。

ⅴ）盤面を編集する
入力した後で盤面を編集する方法を覚えましょう。

メッセージ欄

図 11 の位置（）にカーソルを置いて、右クリッ

石の移動

クしてポップアップメニュー（図 12）を出します。メニュー

図 10

図 12

から［左へ移動（←）
］を選択すると、図 13 のようにカーソ

図 11

ルから左側が一路左に移動します。他の移動系（→・↓・↑）
のメニューも同様の動作をします。
キーボードからは、Shift キーを押しながら矢印キーを操作
しても、同じ機能を実行できます。
ポップアップメニューの［削除］を選ぶと、カーソ

石の削除

ルの石以降右側が一路左に移動します。これは、ワープロ等
の削除と同じ動作です。
キーボードから Delete キーを押すことでも同じ動作をしま
⇨

す。
ポップアップメニューの［空白］を選ぶと、カーソルの場

空路にする

図 13

図 14

所を空路にします。既に説明したとおり、
カーソル箇所を空路にします。
キーボードから Space キーを押すことでも同じ動作をします。
編集のキャンセル

ここで、図 10 のキャンセルボタンを押してみましょ

う。先ほど移動した石が、保存した状態に戻ったと思います。このボ

図 15

タンは、編集中の状態を保存前に戻す働きをします。
回転・対称変換

図 16

盤面のどこかを右クリックしてポップアップメニュー

を出します。メニューから［回転］を選ぶと、図 14 のダイアログが出
るので、希望するものを選択します。例えば［180 度］をクリックす
ると、図 15 の盤面になります。
キーボードからは、盤面に入力ができる状態で「K」キーを押すこ
とでダイアログが表示されます。
手順の増減

書かれた棋譜を入力していると、手順が飛んでいたり重複しているケースがよくあります。せっかく入力したもの

をやり直すのではたまりません。こういう時、該当する手の場所で右クリックしてポップアップメニューを出します。例えば
図９で［手順 +2］を実行すると、
図 16 のように、以上が全て +2 されます。
挿入

カーソル以降を一路右に動かします。ワープロ等で一文字挿入する動作

に相当します。キーボードから Insert キーを押すことで実行できます。
石の移動を含め、移動系の動作を図 17 にまとめました。
白黒反転

ポップアップメニューの［白黒反転］は、白と黒を反転します。手

削除
空白
挿入

順の石も白黒の石も関係なく反転します。
白黒手順反転

初期状態：カーソルは 22 の上

ポップアップメニューの［白黒手順反転］は、手順の石だけを

反転します。

Ctrl+ ←
Ctrl+ →
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図 17

2. 棋譜に属する諸データを入力する
盤面以外の入力する情報は、実戦系と詰め連珠系で大きく異なります。
実戦系（図 18）では、いつ（日付）
、どういう大会で（棋戦）、誰が（対局者）、どう打って（５珠・消費時間）、どうなったか（結
果）という情報が必要です。
詰め連珠系（図 19）では、いつ（初出日）
、誰が（作者）、何を（タイトル・属性）作ったかという情報が必要です。
実戦系と詰め連珠系の切り替えになるのが、
［棋譜属性 ] で、ここで何を選ぶかで表示が変化します。
⑤レコード番号（レコード番号 / レコード総数）

ⅰ）実戦系の入力
［棋譜 ID］ 棋譜の ID は、
原則として自動で振られます。
棋譜は ID 順に表示されます。何らかの目的がない場

④時間

合、いじらない方が無難です。データベースに登録
してある情報を結びつけるのがこの ID です。
［掲載誌］ 棋譜が掲載された雑誌などの媒体を入力し
ます。ユーザーが自由に変更すると、他人の作った
データと齟齬をきたすので、雑誌データベースの登
録は作者（私）の方で行いますので、必要に応じて
連絡願います。登録されている雑誌名は決して変更
しないでください。
［仮］ 仮先を示します。黒番が仮先だったらチェック（
グレー（

⑥分岐情報

図 18
）を、白番が仮先だったら空白（

）に、不明あるいは不用の場合は

）のままとします。誤っていじっても、右クリックで元のグレーに戻ります。

［段級位］ 黒と白の欄が対局者情報です。段級位には数字を入力します。段位の場合は「1」～「9」を、級位の場合は「-1」～「-9」
を入力します。10 以上の数は自動的に級位と判定します。名人、王座、珠王はそれぞれ「m」「o」「s」で表現します。例えば
名人は単に「m」と入力します。永世名人は、数字 +「s」で表現します。例えば第 3 世名人は「3s」と入力し、
「三世」と表
示されます。○段格のように格付けの場合、
「k」を入力します。五段格の場合「5k」と入力し、「五格」と表示されます。
［氏名］ 氏名をそのまま入力します。競技者データベースに登録されている場合、Ctrl キーを押しながら↓キーを押すと、登録
してある情報を呼び出します。次に↓を押すと、登録情報の「現時点」から順に読みだします。つまり、苗字や苗字の最初の
読みを入力してから Ctrl+ ↓で登録中該当する最初を表示、そこから↓で順番に移動、という動作をします。戻るときは↑キー
で戻ります。これにより、入力の手間を減らすと同時に、入力ミスを軽減できます。
［消費時間］ 時計を使った場合に消費した時間を入力します。
フィッシャー方式のように消費時間を計算しなくてはならない場合は、
［フィッシャー設定］で持ち時間と加算時間を設定し
ておいてください。残り時間を入力した後 Ctrl キーを押しながら↓キーを押すことで、消費時間に変換されます。
［フィッシャー設定］ 一手打つと所定の時間が増加する消費時間方法をフィッシャー方式と呼びます。

図 20

フィッシャー方式で消費時間を求めるには、初期値として持ち時間・増加時間と、最終手数が必要です。
初期値の設定は、図 18 の【④時間】とマークされた「Time」の部分を右クリックします。図 20 のダ
イアログが出るので、持ち時間・増加時間を設定してます。解除するときは、どちらか（あるいは両方）
が空欄の状態でＯＫボタンをクリックしてください。
［五株］ 五株の他の着所を入力します。日本では一般的に手順で記入し、空路の場合はＡＢＣ…の記号で入力します。外国の場
合は座標値で記入することが多いようです。五株間の区切りには「,」を使ってください。題数指定の場合、1 珠というケース
がありますが、この時は「1」と入力します。
［着手者］ 四珠交替打ちやタラニコフルールの場合に使用します。最初の 5 手に関して、仮先側が着手すればチェックを、仮後
側が着手すれば空白にします。使用しない場合はグレーにしておいてください。四珠交替打ちでは［4］の欄だけ使用すれば
十分です。
［対局日］ 対局した日付を西暦表記で入力します。西暦の上 2 桁を省略した場合、今を基準に適宜判断します。± 40 年程度な
ら省略しても正しく判定します。
［棋戦／対局場所］ 棋戦名と対局場所を入力します。
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［結果］ 対局の結果です。盤面の入力が終わっているのなら、下記の方法で自動記入できます。レポート機能のキーワードを確
実に反映するためにも、利用をお勧めします。
投了の場合：Ctrl キーを押しながら↓キー

結果：「黒○にて白投了」「白○にて黒投了」

満局の場合：Ctrl キーを押しながら→キー

結果：「黒○にて満局」「白○にて満局」

五連になった場合：Ctrl キーを押しながら↑キー

結果：「黒○にて黒五連」「白○にて白五連」

禁手になった場合：Ctrl キーを押しながら←キー

結果：「黒○にて黒禁」「白○にて黒禁」

［コメント］
・［評価］ 適宜入力して下さい。
 コメント欄は、図 19「コメント」の文字をクリックすることで表示するフォントが変わります。通常は MS ゴシックなので、
珠順などは正しく表示できません。
「コメント」の文字をクリックすると、フォントが盤フォント V3 になり、正しく表示（図 9
参照）できます。
二つ目以降の棋譜の場合、
［棋戦名］と［対局日］は直前の棋譜と同じという場合がよくあります。レコードが保存されている（図
18【⑤レコード番号】が数字になっている）時に、当該入力ボックスにカーソルを置いて Ctrl キーを押しながら「D」を押すと、
直前のデータをコピーします。

図 19

「コメント」

図 20

ⅱ）詰め連珠系の入力
基本的な入力方法は実戦と同じです。
［開始］
（図 19）［棋譜属性］が「追詰（珠順）
」のとき、追詰を開始する手数を入れます。

図 21

［手数］
・
［付随情報］
（図 20）［棋譜属性］が「四追案」のとき、四追い回数と結果を入力します。［付
随情報］は、
「四三」
「棒四」
「乗切」といった情報になります。

［属性］［棋譜属性］に詰め連珠系を設定すると、
［属性］を設定する 3 つのプルダウンメニューが利用できるようになります。
プルダウンメニューは出題形式によって変化します。図 21 は四追いの場合の最初の部分です。用意された中から、適切なも
のを選択してください。
図 22

3. レコードの操作
データの入力が終わったら、
次の棋譜を入力することになります。データベースも次のレコー

最後のレコード

最初のレコード

保存

更新

ドを用意しなくてはなりません。図 22 がレコードを操作するボタン群です。
新しいレコードを作成：

レコードの削除：

次のレコードへ移動：

前のレコードへ移動：

最初のレコードへ移動：

最後のレコードへ移動：

レコードの保存：

編集をキャンセル：

前のレコード
次のレコード

キャンセル
レコード削除
新規レコード

レコードの更新（再読込）：

レコードの保存はレコードを移動するタイミングで自動的に行われます。手動で保存するときは、盤面に入力ができる状態で「S」
を押すか、
［ファイル］メニューの［保存］を選択します。
新しいレコードを作成は、盤面に入力ができる状態の時に「N」を押すことでもできます。また、
「Ctrl+D」を押すと、
「データ
チェック→問題がなければデータ保存→新しいレコードを作成→直前のレコードの盤面以外をコピー」という動きをします。
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Ⅲ

メニューの項目

図 24

図 23

1. ファイルメニュー
［画像書き出し］

棋譜の盤面を BMP 画像に書き出します。単に［画像書き出し］
を選択すると、保存ファイル名のダイアログが出るのでファイル
名を設定して保存してください。
Shift キーを押しながら［画像書き出し］を選択すると、その
ままクリップボードにコピーされます。ワードなど、ビットマップ画像を受け取れるアプリ

図 25

ケーションにペーストして利用します。
盤面の範囲を選択（図 23）してから［画像書き出し］を選択すると、選択範囲だけの部
分図（図 24）を作成できます。Shift キーを押しながら［画像書き出し］を選択すると、部
分図がクリップボードにコピーされます。

［インポート］
盤エディタ Ver.4 や他のアプリケーションのファイルから、必要な部分をインポートでき
ます。ファイル選択ダイアログが出るので、インポートしたいファイルを選択します。
図 25 は Renlib ファイルを読み込んだところです。

分岐移動

ボタンで分岐端に移動するので、

必要な場所の棋譜を［追加コピー］または［上書コピー］します。表示されている棋譜を一
つのレコードとしてコピーします。
［全部コピー］を行うと、最初の分岐を代表表示として表に出し、分
岐を分岐情報としてインポートします。
なお、

で最後へ、

で最初へ移動します。一手ごとの移動は

→で拡大、←で縮小

で行います。
図 26 は盤エディタ Ver.4 からのインポートで、拡大ボタンを押す
ことで、右側に棋譜に付属する情報を表示できます。縮小ボタンで元
のサイズに戻ります。

で前のレコードへ、

で後ろのレコード、

で最初のレコードへ、

で最後のレコードへ移動します。

［別ファイル］をクリックすると、改めてファイル選択ダイアログが
レコード移動

出て、異なるファイルをインポートすることができます。

図 26

［エクスポート］（図 27）
RenLib や、タブ区切りのテキストファイルに書き出します。

図 27

エキスポートの詳細は、 頁を参照してください。

［初期設定］（図 28）
［フォント選択］ 初期値は
「盤フォント V3」
。変更はできますが、
変更すると「印刷」
「記号の入力」ができなくなります。
［盤面表示］ 初期値は「グラフィック」
。「外字使用」にすると、
盤面の表示に「盤フォント V3」を使用します。図 29 が外字
使用の結果で、
図 24 と比較すると違いがよくわかります。
「グラフィック」
にすると、「MS ゴシック」を使用するので、一般の Windows 環境なら

図 29

同じ表示を行えます。
［BMP カラー］ 盤面を画像として書き出すとき、盤面に色を入れるかどう
かを設定します。初期値はチェックなし（無地）で、図 24 の盤面になり
ます。チェックを入れると図 29 の盤面になります。
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図 28

［作業フォルダ 1］ 初期値なし。Shift キーを押しならがら、
［ファイル］
［開く］や［ファイル］
［名前を付けて保存］を選択し
たときにている時に、ここに設定したフォルダが出てきます。
［作業フォルダ 2］ 初期値なし。Ctrl キーを押しならがら、［ファイル］［開く］や［ファイル］［名前を付けて保存］を選択し
たときにている時に、ここに設定したフォルダが出てきます。また、PDF 保存時のデフォルト保存先のフォルダになります。
［History］
［ファイル］メニューの［最近使ったファイル］に登録されているファイルです。最新の使用ファイルがリストの先頭に来ます。
不要なファイルは削除ボタンで削除できます。
［Pit］
［ファイル］メニューの［登録したファイル］に表示されるファイルで、よく使うファイルを登録するために使います。6 つま
で設定できます。ここに登録すると、History には入りません。
Pit にファイルを登録するには、History から登録するファイルをドラッグし、Pit にドロップします。また、Pit 内でドラッ
グ＆ドロップすることで表示する順番を変更することができます。不要なファイルは削除ボタンで削除できます。

［印刷］（図 30）
［全て印刷］
・
［範囲設定して印刷］ 印刷する部分を選択します。

図 30

［範囲指定して印刷］の場合、範囲の設定も必要です。ここでいう範囲は、レコードの順番（図
18 の【⑤レコード番号】
）になります。
［印刷書式］ 印刷するときのレイアウト設定です。
［標準］は左右 2 段上下 3 段で、A4 一ページに 6 レコードを印刷します。
［コメントつき］は、上下 2 段で棋譜の横一杯にコメント欄の内容が印刷されます。
［3 段］は、左右 3 段上下 3 段で、A4 一ページに 9 レコードを印刷します。
［オプション］ 出力情報や色の設定です。対局日・場所を省略するか、盤の色をどうするかの設定です。

［棋譜ファイルを開く］
［新規作成］ 新しいデータベースファイルを作成します。

図 31

［開く］ 既存のデータベースファイルを開きます。
［最近使ったファイル］ 直近の 10 ファイルまでが自動で登録さ
れています。どれかを選択すれば、それが開きます。
［登録したファイル］ よく使うファイルを 5 つまで登録できます。
登録は手で行います（このページの［初期設定］
［Pit］参照）。
ファイルの開き方は以上の 4 種類です。

［棋譜ファイルを保存する］
［上書き保存］ ファイルを保存します。
［名前をつけて保存］ 今の名前とは別のファイル名で保存します。

⑦コメントエリア

保存方法はこの 2 つです。
開いているファイルは、他のレコードへ移動したタイミングなどで自動で保存されます。

2. 編集メニュー

［コメント入力］ 図 31【⑦コメントエリア】が大きくなり、入力しやすくなります。
［記号パレット］ 盤面に特殊機能を入力する機能です（図 32）。入力したい記号をダブルクリックす
ることで、棋譜のカーソルの位置に記号が入力されます。
任意の文字を入力するときは、左下の挿入ボックスに入力する記号を入れ、
［挿入］ボタンをクリッ
クします。
右下の登録ボックスに記号を入れ、
［登録］ボタンをクリックすると、記号群の最後に追加されます。
但し、ここで登録した記号は保存されないので、次回起動したときは初期状態に戻ります。
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図 32

3. オプションメニュー
［メンテナンス］

［オプション］－［メンテナンス］を選ぶと、図 33 が表示されます。ここで編集できるのは、対局者（あるいは詰連珠作者）の
名前を扱うデータベース、
「Players」テーブルだけです。
［編集］ボタンをクリックすると、図 34 のようになり、「Players」テーブルの情報を表示します。対局者を追加するには、【⑧
追加内容設定】に［氏名］
［よみ］
［段位］を入力し、
【⑨追加実行】ボタンをクリックします。［よみ］はひらがなで入力します。
［段
位］は 7 ページの［段級位］入力と同じ方法で入力します。
既存のデータを修正するときは、
図 35「Ⓐ編集するセルを選択

Ⓑ選択したセルをクリック

Ⓒ編集するか場所をクリック」し、

編集カーソルを表示します。あとは、ワープロなどの編集と同じ作業になります。
盤エディタでユーザが自由に変更できるのは、
「Players」テーブルだけで、雑誌コードや詰連珠分類のテーブルは作者側で管理
しています。
図 35
図 31

セルが選択
されている
状態

Ⓐ
⬇

⑨追加実行

⑧追加内容設定

Ⓑ
⬇

図 33

Ⓒ

図 34

［インデック作成］・
［全インデックス再作成］
インデックスに齟齬が生じた場合などに使用します。ちょっと時間がかかります。
［変化検討］ →分岐モード

12 ページ

［RIF 棋譜］ → RIF モード

16 ページ
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Ⓐの状態で
クリック。
セル内全選
択の状態
Ⓑの状態で
クリック。
編集カーソ
ルを表示

4. エキスポート詳細

図 27

［Msioi］［TRM］

この二つのソフトは、一般に入手できないので割愛します。

［VCF Solver］
かなり古い（笑）中国のソフトです。今や入手できない？

［RenLib］（図 27 再掲）
RenLib は、多分最もメジャーな棋譜ソフトです。https://www.renju.se/renlib/
オプションとして、［全データ］と［コメント］があり、［全データ］のチェック状態で書
き出す対象が変わります。デフォルトではともにチェックが外れています。
［全データ］をチェックしないと、図１の【①盤面】に
表示しているデータを書き出します。チェックしないと、

図 27-a

図 27-b

分岐モードで記録されたデータ（図 36、実体は図 48 で見
える分岐の状態）を書き出します。
書き出す際に、盤面上の記号は、アルファベットの場合
に限り、書き出します。RenLib が日本語に対応していな
いため、文字化けするからです。
［コメント］は［全データ］をチェックしていない時、

図 27-c

図 27-d

盤エディタのコメント欄を使用します。チェックしている
時、分岐モードのコメントを使用します。但し、RenLib
の comment 欄は日本語に対応していないので、しっかり
文字化けします。図 27-a が IME 未確定時。確定すると図
27-b のように化けてしまいます。

［タブ区切りテキスト］
データベースのデータをそのままタブ区切りで書き出し
ます。書き出すのは、
「GameInfo」テーブル。テーブル
の構造は 24 ページの記述を参考にしてください。

図 27-e

オプションとして、
［全データ］と［タブ区切］があり、
［全
データ］にチェックを入れると全てのレコードを書き出し
ます。
［タブ区切］は、デフォルトでチェックが入ってい
ます。チェックが入っている場合、タブ区切りのテキスト
を書き出し、外れているとカンマ区切りのテキスト（CSV）
を書き出します。五珠とコメント欄はダブルクォーテー
図 27-f

ションで囲まれます。図 27-e は、
Excel で見たところです。

［テキスト（実戦）］
［テキスト（詰め）
］
人が見てわかるように、整形した形でテキストに書き出
します。データが実戦のものなら［テキスト（実戦）
］を、
詰連珠なら［テキスト（詰め）］を使います。書き出した
結果は、実戦が図 27-f、詰連珠が図 27-g となります。
オプションとして、
［全データ］と［改行区切］があ
ります。
［全データ］にチェックを入れると全てのレコー
ドを書き出します。［改行区切］はデフォルトでチェック
が入っています。チェックが入っている場合、改行区切り
のテキストを書き出します。外れているとタブ区切りのテ
キストを書き出します。
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図 27-g

Ⅳ

分岐モード

分岐モードは、実戦の研究や詰め連珠の解答で使うと非常に便利です。sample フォルダにある「2013_WCATX.bnf」を使っ

て動作を見てみましょう。
図 37

図 36

図 38

⑪削除 ⑫入力字種

⑩分岐移動

1. 基本動作
図 36 が分岐モードの初期画面で、実戦ならデータベースに登録されている局面、詰め連珠

図 39

なら問題図が初期表示となります。
【⑩分岐移動】のボタン類を使って、手を前後に移動します。
まず、図 36 の局面で一手戻るには

ボタンをクリックします。図 37 が一手戻った状態で

すが、赤い点が表示されています。そこが図 36 の最終手のあった場所、つまり、次に打つ
場所になります。

ボタンを押すと、前の分岐点に行きます。現状は分岐がないので、天元に

黒石があるだけになります。
ンと同じ動作になります。

ボタンは初手に戻ります。実戦譜の場合、分岐がないと
ボタンは次の手へ移動します。

ボタ

ボタンは次の分岐点へ移動しま

す。 ボタンは最後へ移動します。分岐がない場合は と同じ動きになります。
図 37 で、の左の場所（f-2）をクリックすると、図 38 のように図 36 とは別のが打て
ました。ここで

ボタンをクリックし１手戻ると、
図 39 のように赤い点が２つになっています。

次に打った手が 2 か所あることを示しています。
また別の所に打って数手進めてみましょう。これで

をクリックして前の分岐に戻ることを繰り返すことができます。どうい

う風に動くか理解できたことと思います。
一旦、

ボタンをクリックして最後の分岐に進んでください。そこで盤面を右クリックすると一手戻ります。既に石がある場所

を左クリックすると一手進みます。 ボタンや ボタンを押さなくても、マウスだけで操作できます。

2. 記号入力
盤面にちょっとした記号を入れたい場合は、メインの画面と同じ要領で入力ができます。例

図 40

えば、図 36 のどこかの空路をクリックすると…おっと、次の手が入ってしまいました。気を
取り直して、まず間違った手は消去しましょう。図 36【⑪削除】をクリックすると、その手
以降の一連の手が削除できます。
記号の入力は、
先に【⑫入力字種】を選択します。空路をクリックしたとき次の手が入るのは、
入力字種が［珠順入力］の場合だけです。入力字種を他にすれば、カーソルだけが移動します。
カーソルだけを移動する方法があと二つあります。マウスを使う場合は、Ctrl キーを押しな
がら盤面をクリックします。キーボードから矢印キーを使っても、カーソルが移動します。
というわけで、基本はまず入力したい字種を【⑫入力字種】で選択します。【⑫入力字種】
を選択したとき、その字種で使用されてない最初の文字が選択されまので、入力したい場所を
ダブルクリックすれば選択された記号が入力されます。また、メインの画面と同じ要領で、Shift キーを押しながら英字キー（例え
ば A）を押すと盤面にその文字（Ａ）が入ります（図 40）。
ABC…以外の記号は、入力字種を変更してからマウスで入力することになります。記号の入力は、キーボードからテンキーを使っ
て入力する方法もあります（
「ⅳ）キーボードを使った入力方法」［記号の入力］☞ 5 ページ参照）。
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9 ページに説明した［記号入力］も（一部制限を掛けていますが）使用することができます。

3. コメントの入力
次に、どこかの局面でコメントを入れる場合です。先ほど記号を入力した局面で、
【⑬コメント欄】をマウスでクリックして自由
に記入してください（図 41）
。記入が終わったら局面を一手戻してみましょう（図 42）。【⑭コメントリスト欄】に一行入り、コメ
ント欄が空になったと思います。消えてしまったとあわてないでください。コメントリスト欄の先ほど増えた行をダブルクリック
すると、先ほどの盤面になり、コメントも復活しています。コメントリスト欄には、数文字しか見えません。わかりやすい見出し
を付けておくとよいでしょう。
図 42

図 41

⑭コメントリスト

⑬コメント欄

4. 詰め連珠での動作

図 43

分岐の元図面が詰め連珠であった場合、実戦とは異なる動作を
します。sample の「詰連珠サンプル .bnf」でみてみましょう。
初期状態は問題図になります。

ボタンで戻る先は問題図にな

ります。珠順付き追い詰め案のときも同様ですが、

ボタンや

ボタンでまで戻ることは可能です。
珠順付き追い詰め案のとき、
【⑮追詰表示】という選択肢が出て
⑮追詰表示

きます。［珠順］は図 43 の表示です。［白黒］は図 44 のように、
全て白黒で表示されます。［○より］の○には追詰め開始の手数（☞
8 頁「ⅱ）詰め連珠系の入力」参照）が入ります。出題図の手数
までを白黒で、以下を珠順付きで表示するモードです（図 45）。
図 44

図 45

⑰ツリー表示

図 46

⑯四追表示

四追い案のときは図 46 の【⑯四追表示】になります。［白黒］
［珠
順付］
［手順］の 3 種類の選択肢が表示されます。四追い案の場合、
分岐データとして保存するのは攻め手の手順だけなので、
［手順］で表示されるのが保存されている状態です。では、
［白黒］や［珠
順付］で出てくるの白石は…ソフト側が発生させています。つまり、四追い案設定の場合に［白黒］あるいは［珠順付］表示の状態で、
四を打てば、ソフトが防いでくれるということです。戻る時も右クリックで戻りますから、四追いを解くときは重宝します。
詰連珠の場合、実戦の時にあった「次の手」の表示がありません。表示したいときは、メニューの［オプション］
［ガイド表示］
をクリックしてください。
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5. ツリー表示

図 47

さて、今まで盤面として見てきましたが、分岐は裏で「ツ

図 48

リー」として保持しています。図 43 の【⑰ツリー表示】を
右クリックすることで、ツリー構造を見ることができます。
図 43 をツリー表示したものが図 47 です。このままでは
よくわからないので、
【⑱ツリー展開】をクリックし、ツリー
の右下を見てみましょう（図 48）
。
【⑱ツリー展開】ボタンは、表示が「Exp」の時にクリッ
クすると、ツリーが展開表示され、
「Col」の時にクリック

⑲ツリー整理

するとツリーが畳まれます。
数字とアルファベットの組み合わせが座標を示し、/ の後

ターゲット

⑱ツリー展開

の数字がコメントの順番を示しています。

図 49

ⅰ）ツリーの入れ替え
このツリーを直接編集することで、ツリーの順番を変更できます。例えば図 48 のターゲット、「f8」

結果
順番が入れ替
わる

を右クリックしたまま「f12」の上にドラッグすると、図 49 のように順番が入れ替わります。
同じレベルにドラッグした場合は、このように順番が変わります（直前に入る）。違うレベルにドラッ
グすると、その子供になります。
従って、自分より下のレベルにはドラッグできませんし、親にドラッグしても（既に子なので）意味
が無く、動作しません。
ツリーで順番を入れ替えると、盤面表示で分岐移動したときに表示される順番が変更されます。

ⅱ）ツリーの整理
［ツリー整理］【⑲ツリー整理】ボタンは、コメントを持たない分岐を
刈り込み（削除し）ます。詰め連珠の解答を作っていると、不用な部分

図 50

図 51

図 52

図 53

が大量に発生しますが、これを使うと一気に刈り込むことができます。

6. コメントリストの編集
［コメントの削除］

図 50 のコメントリストで Delete キーを押すと、その項目が削除され、
後の項目が 1 つずつ繰り上がります（図 51）
。同時に、ツリーに記録さ
れたコメント番号がひとつずつ減ります。

［コメントの移動］
次に、図 52 で選択されているコメントを、二つ下へドラッグ＆ドロッ
プすると、図 53 になります。

7. 分岐の印刷 （図 54）
分岐モードでの印刷対象はコメントリストに対応する分岐点になります。分岐点の印刷の順序は、
コメントリストの順番になります。意図通りの順に印刷するには、前項［コメントの移動］で正しい
順序に並び替えておく必要があります。
基本操作はデータベースモードの印刷（10 ページ）と同じですが、相違点を挙げておきましょう。
・［全て印刷］
、
［範囲指定して印刷］は無効です。印刷対象は、今表示しているレコードだけです。
・［問題図を含む］をチェックすると、詰連珠を印刷する時、分岐の前に出題図を印刷します。
・［印刷書式］印刷するときのレイアウト設定です。データベースモードとは異なります。
［2 段］
：上下二段で左に棋譜、右にコメントを印刷します。
［3 段］
：上下三段で左に棋譜、右にコメントを印刷します。
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図 54

Ⅴ

検索モード

図 55

1. 棋譜の検索
メニューから検索を選ぶか、キーボードで Ctrl+F を押すと検索
モード（図 55）になります。検索したい条件を設定し、
【⑳［検索］】
ボタンをクリックします。
では、サンプルとして同梱されている 2013 年の世界選手権Ａ
Ｔのデータ、
「2013_WCATX.BNF」を使用して実際の動作を見
てみましょう。
図 55 に下記を設定します（→図 56）
。
⒜対局者欄に「大角」
「蘭」
「曹」
⑳検索ボタン

図 56

図 57

➡

㉑レコード移動

㉒分岐移動

「1/2」は、検索の結果
2 レコードあり、その
1 つ目を表示、の意味

⒝［and］のチェックを外す
⒞盤面にまでの局面を入力する。入力は分岐モードと同じで、クリック 1 回で石が入力できます。
以上の設定で［検索］ボタンをクリックすると、図 57 の結果が返ってきます。
この設定の意味は、⒜で対局者を指定し、⒝で「and」を外して「or」検索にします。すなわち⒜⒝の設定から、
『対局者が「大角」
または「蘭」または「曹」である』であるという条件を示します。そして、⒞で『盤面までの形である』という条件を示します。
この条件に合致するのが、検索された 2 件のレコードという事になります。
図 57 で、左の水色の【㉑レコード移動】のボタン類でレコード移動を行い、右の黒の【㉒分岐移動】が分岐の移動をコントロー
ル（☞ 12 ページ「分岐モード」参照）します。

ⅰ）［検索条件］タブ
まず、検索条件を入力する［検索条件］タブを説明しましょう。
［ID欄］
：検索する範囲を入力します。ここで 1 つだけ検索すると、レコード番号はユニークなので、

検索方法

図 58
対局者１

他の項目は意味をなしません。指定した ID のレコードを一つだけ表示します。
［対局者欄］：対局者、あるいは詰連珠作者を検索します。
［検索方法］の設定によって、検索する

A

Ｂ

C

Ｄ

意味が変わります（図 58 参照）
。
 対局者の入力欄は［対局者１］と［対局者２］に分かれていて、それぞれ 2 名を入力できます。［対
局者１］と［対局者２］は常に「or」で検索されます。入力した文字列を含むレコードを検索し、
［Ａ］
［Ｂ］を逆に入力しても同じ結果となります。

対局者 2

［検索方法］は、［対局者１］
の
［Ａ］
と
［Ｂ］
、
［対局者 2］
の
［Ｃ］
と
［Ｄ］の検索方法を示します。
［検索方法］がチェックされてい
るとき（「and」表示時）は、
「
［Ａ］
対
［Ｂ］
の棋譜か［Ｃ］
対
［Ｄ］の棋譜」を検索します。［検索方法］がチェックされていないとき（
「or」
表示時）は、
「
［Ａ］
［Ｂ］
［Ｃ］
［Ｄ］の誰かが打った棋譜」を検索します。
［日付欄］：特定の年月日を検索するときは、年月日をそのまま（例えば、
「1999/1/1」
）入力します。ある範囲の日付で検索す
るときは、その範囲を指定します。例えば 1999 年 1 月 1 日より前という場合は「<1999/1/1 」、1999 年 1 月 1 日から
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2005 年 1 月 1 日より前までの場合は「＞＝ 1999/1/1,<2005/1/1」と入力します。

図 59

［レベル欄］
：入力方法は日付欄と同様です。
［棋戦 / タイトル欄］：入力した文字列を含むものを検索します。
［掲載誌欄］
：プルダウンの中からの選択してください。
［棋譜属性欄］：検索したいものをチェックします。複数のチェックができますが、複数を選択した
場合、分類での検索は使えません。
［分類欄］
：プルダウンから選択です。詰連珠系の場合に詳細な検索を可能にします。勿論、きちん
と入力されていることが前提です。

ⅱ）再設定・クリア・再表示 （図 60）
再度検索を行う時、前の検索条件をベースにする時は、［再設定］ボタンをクリックすると、直前

再設定

再表示

図 60

の検索条件がセットされます。完全に新しくする場合は、［クリア］ボタンをクリックします。以前
の設定条件がクリアされ、新しく入力できます。

ⅲ）検索終了

クリア

検索モードを終わる方法は 2 つあります。
①［ファイル］
－
［終了］
（あるいは、
ウインドウ右上の×部分クリック）だと、メイン画面に戻った時、
検索の前に表示していた状態になります。
②［検索］－［戻る］（あるいはショートカット Ctrl+F）だと、メイン画面に戻った時、検索結果で
表示しているレコードを表示します。

ⅳ）再表示
一旦検索モードを終了した後、再び同じ検索をする場合、
［再表示］ボタンをクリックすると、直前の検索結果がもう一度表示さ
れます。

ⅴ）［メニュー］－［更新］
検索したデータを変更したとき、元のデータベースに反映するときに使います。一レコードごとに更新する必要があります。

ⅵ）［メニュー］－［分離保存］
検索結果を別のデータベースファイルとして保存します。
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2.［置換設定］タブ

㉓置換ボタン ㉔一括置換ボタン

検索を行うと、
［置換設定］タブを使えるようになります。

図 61

㉕クリアボタン

置換では盤面の変更など、変更できないことが幾つかあります。

ⅰ）置換設定
置換の項目設定は、変更したい項目に変更したい内容をそのま
ま記述します。空欄の場合は変更対象として扱いません。空白に
置換したい場合は、半角スペース一つ入れてください。
［段級］の入力は、
通常の表記と同じです。初段ならそのまま「初
段」と入力します。但し、入力した表記に問題があるときは、修
正する必要があります。標準とは異なる程度の時は、
「段級位の入
力を修正しました」とメッセージを表示して、入力した表記を変
更します。
図 62

ⅱ）置換操作
検索結果を一レコードずつ見ながら置換する場合は、

ボ

タンでレコードを移動しながら、必要なところで【㉓置換ボタン】
をクリックします。一括で変更する場合は【㉔一括置換ボタン】
ボタンをクリックします。置換結果は即座に元データベースに反
映されます。間違えて置換し過ぎないようにしましょう。
置換操作の例を見てみましょう。図 62 が最初の状態です。図
63 の置換設定を行い、図 64 の結果となります。

ⅲ）置換条件のクリア
置換条件をクリアするときは、
【㉖クリアボタン】
を押します。図 60 の検索条件クリアボタンとは違うので間違えないでください。
図 63

図 64

➡

ⅳ）［棋譜情報］タブでの修正と［置換設定］タブでの置換

［棋譜情報］
タブ上でも、
棋譜情報を修正してメニューから［更新］を選択すれば、データベース上の情報を修正できます。そのうえ、
［棋譜情報］タブでの修正なら、棋譜の修正など、すべての情報を修正できます。これでは、
［置換設定］タブでの修正は意味がな
いのでは…と思ってしまいます。
［置換設定］タブで修正を行う利点は、
同じ修正を行う場合に現れます。例えば、棋戦名で検索し、まとめて棋戦名を変更するとか、
日付を変更する場合、
［棋譜情報］タブ上では 1 レコード毎に同じ修正を行わなくてはなりませんが、
［置換設定］タブでは置換の
設定を一度行なえばよいというわけです。
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Ⅵ

RIF データベースビュワー

図 62

１. 棋譜を見る

㉖国名リスト

メニューから［オプション］
－
［RIF データベース］を選択すると、
RIF モード（図 62）になります。
棋譜はトーナメントごとにまとまっています。まず、【㉖国名リ
スト】から、トーナメント実施の国を選択します。図 62 で一番
上の Estonia（エストニア）をダブルクリックすると、図 63 に
なります。【㉗棋戦リスト】に棋戦名が年月の新しい順に並んでい
ます。そこで五番目の Estonian Championship of Renju and
Gomoku をダブルクリックすると、図 64 になり、盤面と棋譜情
報が標示されます。

図 63

表示内容は、RIF のデータと同じですが、対局者の情報に関し
て日本語表示が（登録されていれば）入ります。

㉗棋戦リスト

棋譜の基本的な操作方法は、検索モードと同じです。ﾃ

2. タブの内容
RIF モードは、5 つのタブで成り立っています。それぞれの内
容を説明します。
［Tournament］
（図 63） ここは棋戦を選択するためのタブに
なります。使い方は上記のとおりです。
［Game Info］
（図 64） 棋譜情報を表示するタブです。
［Search］
（図 65）［Search］タブを押すと、盤面が初期化さ

図 64

れます。検索条件は、盤面とタブ内の項目になります。棋戦が選
択されている場合は、【㉘棋戦情報を含む】のチェックボックスが
出てきます。チェックしたままだと、現在の棋戦のに対して検索
を行います。データベース全体を対象とする場合は、チェックを
外してください。設定が終わったら、
【㉙検索実行】をクリックし
ます。
盤面が表示された状態で誤って［Search］タブを押してしまっ
ても、盤面は初期化されています。その時は、
【㉚再表示】ボタン
をクリックしてください。元に戻ります。
［Comment］
（図 66） 分岐モード（☞ 10 ページ）と同じです。

［Audience］
（図 67）【㉛次手情報表示】をチェックした状態で盤面をクリックすると、データベース全体を集計し、次の手で
多いものを順番に表示します。盤面をクリックせず分岐移動ボタンを使用した場合は、表示されません。

図 65

図 66

図 67
着手ごとの勝敗

㉙検索実行

㉛次手情報表示

㉚再表示

㉘棋戦情報を含む

㉟表示開始

対局リスト

対局リスト表示

図 67 の場合、青字の A ～ J がデータベース中にある次の手で、
【㉜着手ごとの勝敗】に結果を集計します。A の着手は黒の 80 勝
100 敗 22 分だということがわかります。
図 69

図 68

図 70

［Audience］タブは何らかの棋譜を開いていなくても使用でき
ます。図 62 の状態で［Audience］タブを選択し、盤面にまで
入力したのが図 68 です。を下側に打ったのが図 69 で、図 68
とは対称形になりますが、大きく盤端関係が異なります。図 68 と
図 69 で、次の手のデータが異なることから、この二つの局面が別
の局面として扱われていうことがわかります。盤端関係が異なれば、
選択される手も違ってくるからです。では、図 68 でを左右対称
の位置に打ってみたのが図 70 です。図 68 と次の手を見ると、（ア
ルファベットは同じではありませんが）左右対称で同一であること
がわかります。
しかし、これらの局面は［検索モード］で検索した時は、同じ局

図 71

面として検索対象となります。
単に勝敗だけでなく、誰が打った譜かを知りたい場合は、
【㉝対
局リスト表示】をクリックしておきます。
【㉞対局リスト】に対局

再表示

者名と結果が表示されます。図 70 の対局リストで最初に表示され
ている Ilu 対 Topkin 戦をダブルクリックしたのが図 71 になりま
す。図 71 から図 70 に戻るときは、
【㊱再表示】ボタンを押します。
初期設定では、3 手目までは次の手の表示を行いません。手が多
すぎて意味を成さないからです。どうしても表示したいときは、図
67【㉟表示開始】の値を下げてください。

3.［オプション］メニュー

図 72

ⅰ）［メンテナンス］（図 51）

RIF データベースに含まれるテーブルを編集しま
す。メニューを選択すると、
右側が広がり、
各種テー

テーブル選択

ブルを直接編集できるようになります。
まず【㊳テーブル選択】で編集するテーブルを
選択し、テーブルの内容を表示します。テーブル

フィルター設定

の編集方法は、3. オプションメニューの［メンテ
ナンス］（11 頁）の記述を参考にしてください。

入力欄

【㊴入力欄】に検索語を入れて、
【㊵フィルター
設定】をクリックすると、表示する内容を制限で
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クリア

きます。元に戻すには【㊶クリア】をクリックしてください。

図 73

図 74

図 75

図 76

では、具体的にいくつかのテーブルの中を見てみましょう。
a)「Country」テーブル（図 73）
ID、国名及びその略称が RIF のテーブル定義です。それに
日本語表記を加えています。日本語表記があると、図 64 のよ
うに英語表記の下に日本語を併記します。全件でも 50 件程度
なので、フィルターを掛ける必要ないでしょう。
b)「Rouls」テーブル（図 74）
実に様々なルールが存在します。登録されているだけで 26
種。五目用も混在するという事もあると思いますが、もう少
し整理してほしかったと思います。
なお、下記の RIF からダウンロードした棋譜情報ファイル
には、各ルールの概要が英語で書かれています。興味のある
方は読んでみてはいかがでしょう。
c）「Players」テーブル（図 75）
一番使う可能性の高いのが、
Players テーブルだと思います。
ここで、フィルターを使ってみましょう。SurName（苗字）
の 欄 に「Maruyama」 と 入 れ て［Filter］ ボ タ ン を 押 す と、
図 76 になります。解除するには［Clear］ボタンを押します。
RIF のホームページを日本で見ていると、対局者名で文字
化けがかなり発生しています。ここで修正することで、正し
い表示を得られます。

ⅱ）［RIF データ更新］
、
［RIF データ上書］
図 77

図 78

➡

⬇
図 79
了解

実行

① RIF のホームページから、データベースのデータをダウンロードします。
○図 77［RECENTLY PUBLISHED GAMES］をクリック➡図 53
○図 78［Download All GAMES］をクリック➡図 54
○図 79【㊷了解】で、
［I Agree］をクリック➡【㊸実行】［DOWNLOAD］をクリック
以上の操作で、RIF のデータベース上に登録されているデータが、
「renjunet_v10_《日付》.rif（《日付》には、年 4 桁、月 2 桁、
日 2 桁の 8 文字の数字が入ります）
」というファイル
に保存されます。
図 80
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②データ更新をします。
メニューの［オプション］から［RIF データ更新］を選びます。
［RIF データ上書］は時間がかかるし、ゼロから作る時以外必要ありません。
ファイル選択ダイアログが出るので、先ほどダウンロードしたファイル（図 80）を指定してください。

― 22 ―

Ⅶ

Ver.3 から Ver.4 へのデータコンバーター

Ver.3 のデータは、そのまま Ver.4 で利用できません。根本的なデータベースエンジンが変わってい
るためです。そこで、Ver.3 から Ver.4 へのコンバーターを用意しました。
コンバーターを起動すると、図 81 のダイアログが出るので、［ファイル選択］ボタンをクリックしま
す。ファイルを選択するダイアログが出るので、コンバートしたいファイルを選んでください。同じフォ

図 81

ルダに Ver.4 形式のファイルが生成されます。
元ファイルの ID を生かすには、
［ID を振り直す］のチェックボックスを外してください。

［ファイル選択］ではなく、
［フォルダ選択］ボタンを使うと、該当フォルダに入っている全部のファイルを一括変換します。
※ 64 ビット版では、盤エディタと同時起動はできません。これは、コンバーターが 32 ビット版しか作れないため、使用する
Firebird が異なるためです。
※ Ver.3 が正しく動く環境ならコンバーターも動くはずなのですが…

設定してある作業フォルダを認識できないことがあるよ

うです。これを回避するため、管理者権限で起動することをお勧めします。
図 82

BDE の設定について
コンバーターを正しく動かすためには、BDE（Boland Dataase Engine）を正しく設定し
てあることが必要です。以下、設定手順を記述します。

1.BDE の起動
C:\Program Files (x86)\Common Files\Borland Shared\BDE
C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE

あるいは、

にある、

「bdeadmin」を右クリックし、
［管理者として実行］
（図 82）を実行します。→図 83
図 84

図 83

図 85

2.BDE の設定
図 83 の［環境設定］タブをクリックし、
［Drivers］
［Native］［Paradox］と選択していきます。→図 84
 ［NET

DIR］の初期値である「C:\」を「C:\BDE\」に変更し（変更するフォルダ名は任意。ここに書いた BDE は一例）
、メ
ニューの［オブジェクト］から［更新］
（図 85）を実行します。

3. フォルダの作成
図 84 で設定したフォルダを実際に作成します（すなわち、C ドライブに「BDE」という名前のフォルダを作ります）
。
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Ⅷ

フォントの入れ替え

Ver.4.2.2 までは、OTF のフォントを添付していました。それはそれで良いのですが、唯一 PDF のサイズが大きくなりすぎる
という問題がありました。そこで、
Ver.4.2.3 以降は TTF のフォントを添付しています。以前のバージョンのユーザであっても、
フォ
ントを入れ替えることで PDF サイズの圧縮が出来るようになります。
新しいフォントは、フォント名は同じでありながらフォントが形式が異なるため、単純に追加でインストールすると競合してし
まいます。一旦、下記手順で削除してから改めてインストール
してください。

図 87

図 86

フォントの削除手順
1. スタートメニューを右クリックする
2.「設定」を選択→図 86
3.「個人用設定」をクリック→図 87
4.「フォント」をクリック→図 88
図 88

5.「盤フォント V3」を探す（ほとんど一番下）→図 89
6.「盤フォント V3」をクリック→図 90
7.「アンインスト―ル」をクリック

フォントのインストール手順
1. フォントファイルをダブルクリックする
2. 3 ページの図 1 が表示される
3.「インストール」をクリック

図 89

― 24 ―

図 90

Ⅸ

データベース構造

CREATE TABLE WhoseMove (
    ID DECIMAL(14,2) not null,

盤エディタで使用しているテーブルの詳細を SQL 文で記し

    Move1 varchar(5) character set utf8,

ます。

    Move2 varchar(5) character set utf8 ,

メインデータベース

    Move3 varchar(5) character set utf8 ,

メインの DB ファイル：GameInfo

    Move4 varchar(5) character set utf8 ,

開局時の着手者を記録する DB ファイル：WhoseMove

    Move5 varchar(5) character set utf8 ,

分岐用の DB ファイル：BranchMemo

    constraint WHO primary key(ID)

検索用のインデックス DB ファイル：Index ○○

);

（○○には、0 ～ 160 の数字が入る）
CREATE TABLE BranchMemo (
CREATE TABLE GameInfo (

ID DECIMAL(14, 2) NOT NULL,

    ID DECIMAL(14,2) not null,

Branch blob,

    MagazineCode smallint ,

Comment

    Line1 varchar(40) character set utf8,

BLOB SUB_TYPE 0,

    Line2 varchar(40) character set utf8 ,

constraint IDX_mem primary key(ID)

    Line3 varchar(40) character set utf8 ,

);

blob,

    Line4 varchar(40) character set utf8 ,
    Line5 varchar(40) character set utf8 ,

CREATE TABLE Index0 (

    Line6 varchar(40) character set utf8 ,

ID   DECIMAL(14,2) not null,

    Line7 varchar(40) character set utf8 ,

Anchor integer,

    Line8 varchar(40) character set utf8 ,

NowPos

varchar(5) character set utf8,

    Line9 varchar(40) character set utf8 ,

NextPos

varchar(5) character set utf8,

    Line10 varchar(40) character set utf8 ,

Rotate smallint,

    Line11 varchar(40) character set utf8 ,

Pattern varchar(40) character set utf8 not null,

    Line12 varchar(40) character set utf8 ,

        constraint IDX0 primary key(ID)

    Line13 varchar(40) character set utf8 ,

);

    Line14 varchar(40) character set utf8 ,
    Line15 varchar(40) character set utf8 ,
    Black varchar(30) character set utf8 ,
    BlackDan varchar(4) character set utf8 ,
    White varchar(30) character set utf8 ,
    WhiteDan varchar(4) character set utf8 ,
    TempBlack varchar(5) character set utf8 ,
    Another5 varchar(100) character set utf8 ,
    DataDate date ,
    Tournament varchar(200) character set utf8 ,
    RecordKind varchar(10) character set utf8 ,
    Memo varchar(8191) character set utf8 ,
    GroupX varchar(200) character set utf8 ,
    BlackTime smallint ,
    WhiteTime smallint ,
    Rank smallint,
    constraint IDX primary key(ID)
);
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サブデータベース

CREATE TABLE DataKindH (

メインデータベースから参照する値を登録したデータベース

    ID   integer not null,

競技者名用 DB ファイル：Players

    DataKind

varchar(2) character set utf8 ,

棋譜属性用 DB ファイル：DataKind、DataKind ○

    Parent1

varchar(10) character set utf8 ,

    Parent2

varchar(10) character set utf8 ,

（○には、LMSH のいずれかが入る）
書誌名用 DB ファイル：MagazineCode

    Contents varchar(30) character set utf8,

初期設定用 DB ファイル：Config

    constraint DKHKEY primary key(ID)
);

CREATE TABLE Players (
ID   integer not null,

CREATE TABLE MagazineCode (

Name varchar(40) character set utf8,

    ID   integer not null,

Yomi varchar(40) character set utf8,

    MagazineName varchar(200) character set utf8 ,

Dan varchar(4) character set utf8,

    constraint MGKEY primary key(ID)

GName1 varchar(10) character set utf8,

);

GName2 varchar(10) character set utf8,
GName3 varchar(10) character set utf8,

CREATE TABLE Config (

constraint PLKEY primary key(ID)

    ID   integer not null,

);

    DisplayMethod varchar(2) character set utf8 ,
    GaijiFont varchar(100) character set utf8 ,

CREATE TABLE DataKind (

    BMPColor integer ,

    ID   integer not null,

    WorkFolder1 varchar(256) character set utf8 ,

    DataKind

    WorkFolder2 varchar(256) character set utf8 ,

varchar(10) character set utf8 ,

    Contents varchar(30) character set utf8,

    History1 varchar(256) character set utf8 ,

    OLD_ID varchar(5) character set utf8 ,

    History2 varchar(256) character set utf8 ,

    constraint DKKEY primary key(ID)

    History3 varchar(256) character set utf8 ,

);

    History4 varchar(256) character set utf8 ,

CREATE TABLE DataKindL (

    History5 varchar(256) character set utf8 ,

    ID   integer not null,

    History6 varchar(256) character set utf8 ,

    DataKind

    History7 varchar(256) character set utf8 ,

varchar(2) character set utf8 ,

    Contents varchar(30) character set utf8,

    History8 varchar(256) character set utf8 ,

    constraint DKLKEY primary key(ID)

    History9 varchar(256) character set utf8 ,

);

    History10 varchar(256) character set utf8,

CREATE TABLE DataKindM (

    Pin1 varchar(256) character set utf8 ,

    ID   integer not null,

    Pin2 varchar(256) character set utf8 ,

    DataKind

varchar(2) character set utf8 ,

    Pin3 varchar(256) character set utf8 ,

    Parent

varchar(10) character set utf8 ,

    Pin4 varchar(256) character set utf8 ,

    Contents varchar(30) character set utf8,

    Pin5 varchar(256) character set utf8

    constraint DKMKEY primary key(ID)

);

);
CREATE TABLE DataKindS (

他のサブデータベース

    ID   integer not null,

印刷用 DB ファイル：PrintData

    DataKind

varchar(2) character set utf8 ,

一時保存用 DB ファイル：TmpData

    Parent

varchar(10) character set utf8 ,

この 2 つは構造省略します。調べたい方は、firebird で直接

    Contents varchar(30) character set utf8,

ファイル構造を見てください。

    constraint DKSKEY primary key(ID)
);
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RIF データベース

CREATE TABLE Players (

RIF の棋譜データを受け取るためのデータベースファイル

ID   integer not null,
Name varchar(40) character set utf8,

国名の DB ファイル：Country

SurName varchar(40) character set utf8,

都市名の DB ファイル：City

Country integer,

（この 2 つは、Players から参照される）

City integer,

競技者名の DB ファイル： Players

J_Namae varchar(40) character set utf8,

開局規則用 DB ファイル：Rules

J_Myouji varchar(40) character set utf8,

珠型用 DB ファイル：Openings

J_Yomi varchar(150) character set utf8,

棋戦名の DB ファイル：Tournament

constraint IDX_PL primary key(ID)

棋譜を記述した DB ファイル：Games

);
CREATE TABLE Tournament (

CREATE TABLE Country (

ID   integer not null,

ID   integer not null,

Name varchar(100) character set utf8,

Name varchar(40) character set utf8,

Country integer,

abbr varchar(5) character set utf8,

City integer,

J_name 	

Year2 integer,

varchar(40) character set utf8,

constraint IDX_Co primary key(ID)

Month2 integer,

);

T_Start date,

CREATE TABLE City (

T_End date,

ID   integer not null,

Rule integer,

Country integer,

rated varchar(10) character set utf8,

Name varchar(40) character set utf8,

J_Namae varchar(100) character set utf8,

J_name 	

Time smallint, //time of game,per one person

varchar(40) character set utf8,

constraint IDX_Ci primary key(ID)

Method  varchar(30) character set utf8,

);

TPM smallint  //time per move

CREATE TABLE Rules (

constraint IDX_To primary key(ID)

ID   integer not null,
Name varchar(40) character set utf8,
J_name 	

);
CREATE TABLE Games (

varchar(40) character set utf8,

ID   integer not null,

constraint IDX_Ru primary key(ID)

Publisher integer,

);

Tournament integer,

CREATE TABLE Openings (

Round varchar(40) character set utf8,

ID   integer not null,

Rule integer,

abbr varchar(4) character set utf8,

Black integer,

Name varchar(15) character set utf8,

White integer,

J_name 	

varchar(6) character set utf8,

B_result varchar(4) character set utf8,

Keikenren 	

varchar(10) character set utf8,

B_Time smallint,

Old_name 	

varchar(6) character set utf8,

W_Time smallint,

constraint IDX_Op primary key(ID)

Opening

integer,

);

Alt varchar(80) character set utf8,
Swap  varchar(20) character set utf8,
Game varchar(640) character set utf8,
Info varchar(500) character set utf8,
constraint IDX_GA primary key(ID)
);
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RIF データベースのサブデータベース

CREATE TABLE Index0 (

RIF データベースを検索するための DB 群。

ID   integer not null ,

Index0 ～ 160 は、座標変換を記述したもの。

Anchor integer,

Matrix1 ～ 8 は、座標変換テーブル。

NowPos

varchar(5) character set utf8,

NextPos

varchar(5) character set utf8,

CREATE TABLE Q_Games (

Rotate smallint,

ID   integer not null,

Pattern varchar(40) character set utf8 not null,

Publisher integer,

constraint IDX0 primary key(ID)

Tournament integer,

);

Round varchar(40) character set utf8,

CREATE TABLE Matrix1 (

Rule integer,

Rotate integer not null,

Black integer,

RealPos

varchar(5) character set utf8,

White integer,

TransPos

varchar(5) character set utf8

B_result varchar(4) character set utf8,

);

B_Time smallint,

CREATE TABLE SetMark (

W_Time smallint,

Pos varchar(5) character set utf8,

Opening

Mark

integer,

Alt varchar(80) character set utf8,
Swap  varchar(20) character set utf8,

varchar(3) character set utf8

);
CREATE TABLE BranchMemo (

Game varchar(640) character set utf8,

ID   integer not null,

Info varchar(100) character set utf8,

Branch blob,

constraint IDX_QGA primary key(ID)

Comment

);

constraint IDX_Br primary key(ID)

CREATE TABLE Audience1 (
Pos  varchar(4) character set utf8,

blob

);
CREATE TABLE XWork (

Black varchar(40) character set utf8,

ID   integer not null,

White varchar(40) character set utf8,

Result varchar(4) character set utf8,

Res varchar(4) character set utf8,

NextPos varchar(4) character set utf8,

Rule varchar(2) character set utf8,

Rotate smallint

ID   integer not null,

constraint IDX_XW primary key(ID)

Rotate  smallint,

);

TransPos  varchar(4) character set utf8,

CREATE TABLE YWork (

Mark  varchar(2) character set utf8,

ID   integer not null,

constraint IDX_au1 primary key(ID)

Black varchar(40) character set utf8,

);

White varchar(40) character set utf8,

CREATE TABLE Audience2 (

Res varchar(4) character set utf8,

Mark varchar(2) character set utf8,

NextPos varchar(5) character set utf8

Pos  varchar(4) character set utf8,

constraint IDX_YW primary key(ID)

Won integer,

);

Lost integer,

CREATE TABLE ZWork (

Draw integer,

ID   integer not null,

Total integer

NextPos varchar(4) character set utf8,

);

Rotate smallint
constraint IDX_ZW primary key(ID)
);
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