
「遊びの中に哲学を探そう」編集版をお届けします。今回は将棋というゲームの性質につ

いて書いたものを選びました。（2006年 10月 高山大祐）

2004/12
(３）8四歩の危機は本当か？～5六歩の台頭（特別号一部収録したものの全文）

 特別号で、松風は「ごきげん中飛車」に触れました。この戦法はかつては後手で流行し

ていたのですが、最近は先手で指されることも多くなりました。その遠因となるのが、初

手７六歩以下、8四歩と進んだとき先手振り飛車側が、5六歩と突けるようになったという
ことです。かつては振り飛車は、この歩をこんな序盤では突きませんでした。次に８五歩、

7 七角、 5 四歩と進んで後手悪くないということでしたので、振り飛車としてはもっと味
良い形を目指したほうがよいということだったのでしょう。或いは 5 六歩と形を決めてし
まうのは、もったいないと思われたのかもしれません。

 しかし、5六歩が三手目で成立してしまうと、面白くないのは居飛車党です。二手目に 8
四歩と飛車の前の歩を突くのは、飛車の攻撃力をアピールして、先手に好き勝手やらせな

いためなのですが、最近ではそれで局面が収まらず、先手から仕掛ける展開が見られるよ

うになってきました。頭の痛いことです。

 7六歩に 8四歩と突くのには棋理の上でも重要なことです。二手目に 3四歩と角の道を開
ける手がありますが、この手は先手 2 二角成り以下の 1 歩損の定跡を甘受する手であり、
先手に駒を交換する権利を渡す手です（筋違い角定跡）。それよりは、私は 8四歩と突いて、
相手に簡単に駒交換の権利を渡さない指し方が好きです。

 ７六歩 8 四歩型の序盤の面白さは、後手側が先手のどんな作戦にも居飛車で応じるとい
う意志表示をするところです。「まあやってごらんなさい」というわけでゆとりのある指し

方です。ここから可能な先手の作戦は、

《全ての振り飛車戦法》

《相掛かり以外の居飛車戦法》

ということで、ほとんど全て先手は可能です。そんな権利を与えてどうする？。という人

も多いようで、現代では二手目 3四歩が主流ですが、8四歩から居飛車としての駒組みを追
究する指し方をなんとか続けていきたいと思っています。

 次ページの図を見てください。上で述べているのは序盤の要所 1 図に示した局面です。
後手 34歩には 5五歩と角交換を拒否することができます（序盤の要所 3図）。ついで 58飛
車とまわれば、位取り中飛車（ごきげん中飛車）です。序盤の要所 2 図は、従来先手つま
らない、もっといい駒組みがあるのだから敢えて指さないでもと考えられていた局面です。

四間飛車などと比べて先手玉が不安定な状態で戦うことになります。そうまでせずとも勝



てるというのが先手の気分だったのではないかと思います。（2006/10）





2005/3
（１）囲碁の本から考えるヒント～囲碁・将棋グループとチェス

「基本の手筋を学ぶ」（知念かおり、日本棋院）という本を読みました。松風にも大分囲碁

の手というものが見えてきました。といってもこの本では、コスミの手筋とかトビの手筋

という形で解説されているので、候補手も自ずと数手に絞られます。よって、初級から中

級向きというところでしょう。

 囲碁と将棋は似ても似つかないボードゲームのように松風は思っていたのですが、わず

かながら共通点も見つけました。囲碁では、一度石を置いた場所が空けば、反則手でない

限りそこにまた打っても構わないです。囲碁というゲームは石が自分の力で動きませんの

で、同色石を 2 度目に置く場合は、将棋における駒の再利用に近いものがあるのではない
かと思います。

 この観点から、囲碁、将棋、チェスの特徴を書いてみます。

a) 駒可動。開始時点の使用駒一定でかつ、再利用不可能なチェス。
b) 駒不可動。同じく、使用駒不定でかつ、置き場所の再利用が可能な囲碁。
c) 駒可動。同じく、使用駒数一定でかつ、再利用可能な将棋。
 囲碁の捨て石の感覚は、将棋に近いものがあって松風にとっては比較的読みやすかった

です。他方捨て石は、チェスのサクリファイスアタックとはかなり違います。一度犠牲に

した駒は、決して再利用できませんから、チェスのサクリファイスは後戻りできない性質

のものです。これに対して囲碁にしても将棋にしても、地を挽回すること（囲碁）、駒を取

り返すこと（将棋）がそれぞれ可能であるため、それだけで決定打にするというよりは、

含みを多くするという効果が大きいように思います。

 「基本の手筋を学ぶ」を読んで感じたのは、盤の広さや位置（座標）と石の関係の面白

さでした。もし、2度石を置いてはいけないというルールがあったら捨て石は今よりもリス
クの高い作戦になるのではないかなと思います。



2004/12
（２）将棋～駒得について

駒得の前に竜王戦です。渡辺六段が 11月 24、25日に行われた第 4局に勝って、 2勝 2敗
に追いつきました。96手、戦形は横歩取り 8五飛車でした。本局では、佐藤丸山の名人戦
の形が現れました。私自身は佐藤康光棋聖の出た名人戦はどれも内容が素晴らしいシリー

ズだと思っていたので、この形を見て思わず佐藤流の将棋を思い返してしまいました。と

くに対谷川二年連続の名人戦は私の好きな将棋です。肝心の竜王戦ですが、渡辺六段に 37
歩という妙手が出てのタイスコア。これでシリーズ全体の流れも互角になったという気が

します。

 さて駒得です。駒得というときは歩以外の駒を得しているということです。歩だけ得し

ているときも駒得なのですが、歩得と言うことが多いです。

 「駒得は裏切らない」というのは森下卓さんがよく使われる言葉ですが、その通りです。

得するのですからね（笑）。しかし初心のうちは、得を生かすことができずに、やられてし

まうということも多いと思います。

 そしてまた反対に、初心のうちは「角くらいなくなって俺の豪腕でなんとかしたるわい」

という人もいることでしょう。私がそのタイプでした。「角と桂馬の交換は損ではない」

「香損は損ではない」「桂損は損ではない」等のローカルな格言を私はたくさん所有してい

たものでした。それというのも中盤で不利になって駒を損する展開ばかり指しているから

です。しかしいくらなんでも指しなれてくるうちにそっくり反対の展開も体験することに

なります。そうすると現金なもので「私が指せば角桂交換の得で必勝」以下同文、という

ことになります。

 純粋な得は、当然一番分かりやすいものです。強い人同士では、純粋な損はほぼ負けと

いってよく、駒を渡すことによって 1.手番 2.理想的な攻撃形、3. 相手の歩切れ、などの
好条件を得るのでない限り、挽回は困難でしょう。

 しかもここが大事なところですが、手番は 2.と 3.に繋げない限り、一回でなくなってし
まいますし、2.と 3.もいつまでも維持していることができる保証はありません。というのも
相手は得した駒を好きなところへ打てるからです。必然的に攻めに繋がる駒損にしか、勝

つ見こみはほとんどないということになります。理想的な守備陣を敷いたにしても、相手

が駒一枚多いのでは受けきるという計算は立てにくいだろうからです。

 次に駒を交換する場合ですが、私は将棋の駒得で一番の醍醐味は、角の得を実感できる

かどうかではないかと個人的に思っています。角金交換は駒得なのですが、角の能力を生

かせないうちは、全然得だとは思えません。ですから私は角をばんばん金や銀と交換して

いました。角銀交換や角金交換が、実感として辛いと思えるようになったら、きっとアマ

初段くらいの実力はついていると思います。



 駒交換は、それぞれの機能を有した駒を交換すること、短く言えば駒の機能を交換する

ことです。桂馬の機能と角の機能を交換するとか、飛車と金の機能を交換するのです。使

い方や局面如何によっては、桂馬が飛車よりも大事だ、という場面も現れてきます。私で

すと、やりくりして何とか打開するつもりがあるので、駒交換であまり機能の損得をやか

ましく考えないほうですが、それでも最近飛車角の威力は以前よりも重視するようになり

ました。

 ちなみに一般的な駒の力の評価を書いておきましょう。

《飛車≧角＞金≧銀＞桂≧香車》となります。通常飛車角交換と金銀交換と桂香交換は、

損得なしと言われています。概して豪腕型の愛棋家は、イコールで多くの駒を結び、守備

型の人は、駒の損得を重視する傾向にあるようです。なかなか興味深いことですね。

 それでも前にいいましたように、純粋な駒損は避けてくださいね。私のホームページ（dai
のページ）には、駒損の勝局がいくつかあり最大で 3 枚損で勝ったことがありますが、そ
れは手番を握って攻めるためです。スリルはあるのですがおすすめはできません。12 月は
竜王戦がいよいよ佳境です。目が離せませんよ！。



2005/12
・将棋の攻め方あれこれ～その１・寄せをみた攻め

 今回からミニシリーズです。将棋の攻め方の簡単なおさらいをしてみたいと思います。

一回目は、寄せを見た攻め。盤面を見渡して一目「寄り」があれば、受けが強い人であっ

ても寄せるわけですから、ここではそうなる前の組み立て方を考えていきます。寄せの強

さ・速さといえば、谷川さんや佐藤康光さんが好例です。

 寄せをみすえた組み立てをし戦いを仕掛けるためには、逆説的なようですが、自玉の堅

さの計算が不可欠です。居飛車対四間飛車の急戦の将棋において、一度戦いが始まるとむ

しろ四間飛車側が反撃から攻めに専念できるという面があり、居飛車側は急戦を仕掛けた

とはいうものの、自分の薄い玉形を常に気にすることになります。

 ということで、まずは玉の堅さを自分である程度分かっていることが条件です。私あた

りは構わず攻めることもありますが、囲いの強度については、ある程度のめどをつけてお

くことが必要だと思います。なぜ囲いの強度を知るのかというと、「相手の反撃を放置して

いい程度」を知るためです。松風会長格言「相手の攻撃は、全て手抜け」。

 相手の攻撃を放置する自信がついたらいよいよ攻撃です。よく攻めをつなぐとか攻めが

続く限り攻め側が有利（深浦八段の著書より）と言われます。寄せを見る攻めの第一の目

標は、攻撃の結果として相手の陣形を崩すということです。多少駒を損しても、例えば相

手の矢倉を元に戻せない状態にできれば、まずは成功です。

 そしてこのあとに効果的な手が見えるかどうかが勝敗の鍵となるわけです。

 というわけで、ある程度守備を固め、損してもいいから駒を多く交換して相手の陣形を

崩し、反撃を見越した手を用意する。これが将棋における攻め方の一つ目です。



2006/1
・ 将棋の攻め方いろいろ「その２・盤面制圧」

 さて第 2 回です。当初はいっぺんに書くつもりでしたが、諸般の事情で止めました。将
棋の攻めには、相手の陣形を崩すだけでなく盤面を自分の駒で制圧するという方法もあり

ます。将棋というゲームは、81マスを用いますが、そのうちの 27マスが自陣、27マスが
敵陣、27マスが中間地帯です。してみると、中間の 27マスの過半数を勢力下におけば、盤
面制圧となるんではないか？と予想することができます。実際はそれほど簡単ではないで

すが、手や対局の流れが読めないときなど、こうした基本的な事実関係を頼りにせざるを

得ないこともあります。

 基本方針～「地の利を確保して駒得へつなげる」

 まず中間地帯の勢力図式についておさらいです。馬鹿にするな、という方もおられるか

もしれないですが、歩兵について説明します。歩兵は自分の前にある 1マスが「利き」で、
ここに相手の駒があると取ることができます。そして駒の現在位置がありますね。歩兵が

自陣から一歩中間地帯へ踏み出すと、「利き」が一つまえへ出て、自分の駒が中間地帯を占

有することになります。

 駒は重ねておくことができませんが、「利き」は重複を許容しています。相手の歩兵も一

歩前へ出ると、5段目で歩兵の「利き」が重なります。この瞬間の中間地帯での「利き」の
優劣はありません。しかし、片方の歩兵の後ろに飛車や角がいて、「利き」の場所や歩兵を

支えていることがあります。地の利は、こうして「利き」を強めたり、中間地帯の駒を味

方の駒の利きで支えることから形成されていきます。

 「利き」の強化には、一点集中方式もあれば、平均的に強い形をつくる方法もあります。

どちらかというと一点集中は攻撃的な構え、平均的に利きを重ねていくほうが、今回取り

上げている盤面制圧には適していると思われます。

 「利き」の強化に密接な歩兵の性質～歩兵の性質は自分の 1 歩前にしか進めないという
ものです。盤面制圧にあたっては、ずらりと向かいあった歩兵の性質を理解することが大

切です。相手が歩兵を突いていないところには、2歩自分の歩兵を前に進めることができま
すよね。もう一歩進むと取られてしまいます。2歩進んだところでは、相手の歩兵が一歩で
も動くと取られてしまいます。2歩進むことを「位を取る」と将棋では呼びます。
 こうして位を取ったところでは、相手を陣地の中に押し込めることができますし、そこ

から何かしようとすれば、多くの場合駒を入手できる状態になります。もちろん、歩兵だ

けで将棋を指しているわけじゃないので、斜めから歩を取られてしまうことだってあるの

ですが、位取りの利点は今挙げた点になるでしょう。もうひとつ、陣地が広くなって自分

の駒の配置の自由度が増すという利点もありました。

 適切な位取りを行うには、結構な棋力が必要です。相手の玉の上方で 2 つ並んだ位を取



るのは将棋においてかなりの好条件とされていますが、当然相手も実現を阻止しようと動

いてきますので、それを防ぎつつ地の利を確保しないとならないのです。

 ですから地の利の確保にあたっては、自分だけうますぎる形を望まないことも大切です。

位取りや、さらに一歩進んだ「拠点」などは大変な好条件ですが、通常は勝負のポイント

は出来上がった拠点ではなくて「拠点の構築中」になります。相手が強ければ要所の拠点

を築かれる前に、「もっとましな劣勢の戦い」を選択してきます。

 ここで盤面制圧の第 2の側面が現れます。地の利から駒得そして、「相手の攻撃力を減少
させる」ことです。駒得はただちに得したほうが有利になるわけでないですし、相手の攻

めが弱まると決まったわけでもありません。地の利を生かすという一貫した方針を立てる

には、相手の中心になる攻め駒を見抜いてその動きを封じたり、場合によっては奪ってし

まうという見通しも必要になってきます。

 攻めは飛車角銀桂といわれますが、相手の 4 枚の攻撃をいかにして封じこめるか、封じ
るにはどの駒を狙ったらよいか、そういうことを考えるわけです。もしもこの数を 3 枚 2
枚と減らすことができたら、将棋というゲームの性質上、こちらの持ち駒は 2 枚 3 枚と増
えていきます。自然勝負の行方も見えたというものでしょう。

 駒を取らないまでも、攻めるためには使えないという状態に追い込むことも、地の利を

生かすという意味では大きな成果だといえるでしょう。「玉飛接近すべからず」というよう

に、玉のまわりに攻撃用の駒がたくさんあっても、かえって危険な意味があります。会議

室で火器を持って歩くようなもので、「場違い」というやつです。

 地の利、駒得、攻め駒封じ、と挙げてきましたが、2番目と 3番目は順番が逆のときもあ
ります。盤面制圧にあたっては、位や拠点といった盤面を広く制圧することと、相手の攻

撃力を封殺するという方針を臨機応変に切り替えるのが大切です。

 「激辛流」という言葉が、将棋界では以前に流行しましたが、盤面制圧は、わずかの利

点を逃さない辛い戦い方です。やられたほうは身動きがとれずに相手がどんどん迫ってく

るのを見ているという、かなりツライ思いをするようです。

 ちょっと嫌われる指し方かもしれませんが、盤面を広く見渡すことになるので、棋力向

上に繋がる指し方ではないかと思います。また、将棋の観戦記などで、押さえ込み、位取

り、入玉、（激辛）、といった単語が出てきたら、盤面制圧に関係があるな、と思ってみて

みると面白いと思います。

 （次回は、攻防のバランスに関係する攻め方について書きます。）



2006/2
・将棋の攻め方その３～攻防のバランス

 「寄せを見た攻め」「押さえ込み、盤面制圧」と見てきましたが、今回は第３回目「攻防

のバランス」をお送りします。私が考える中では一番分かりにくい攻め方ですが、難易度

としては前の２つとそれほど変わりないと思っています。より明らかに言えば、「陣形をコ

ントロールする」という攻め方です。

 ある局面での両陣営の形成する形態というものが必ずあろうかと思います。その形態は

具体的にどこのマスに「利き」がいくつあり等々というように、とどのつまりは見たまま

の事実を偽りなく（当然ですが！）表しています。

 私は以前、円という図形はそれ自身で機械として見ることができる、と言ったことがあ

ります。同様に進行中の将棋の一局面も、駒の定義等のいくつかの前提のもとに機能する

機械だと見ることができます。何の考えもなく動かした結果であっても、前提を破らない

限りこの機械の動作の一環としてみることができます（※むろんそのように見ないで、木

製の装飾品と見ることだってできます）。

 このような機械の半面、つまり自陣と自駒に注目します。自陣と自駒における利きや升

目の占有、および定義しにくいような利便性や機能性などをひっくるめて、「自陣のポテン

シャル」と呼ぶことにしてみます。ポテンシャルはある抽象的な量として仮定されること

ができますが、その定義が明確でない場合にこのような量を読みに混入させても確実さは

さして上がりません。

 しかし、方針を立てる意味でこの考え方が効果的になる場合があります。ある局面にお

いてポテンシャルを勝利に近づくようにコントロールするということは、｛自玉の安定、自

陣の機能性の向上、相手玉の不安定さの増大、相手攻撃陣の機能性の減少｝といった指標

のどれかを上げるような一手を指すということになります。

 肝心なことは、相手の応手によって将棋という一つの機械が表しているポテンシャルの

分布が大きく変わるということです。そうするとそれに対して、こちらもまたポテンシャ

ル分布を最終的に自分の方がちょっとだけ有利になるような手を指そうとすることでしょ

う。

 これが攻防の中で自陣のポテンシャルをコントールする＝冒頭に挙げた攻防のバランス、

ということです。私の知る限り羽生四冠の将棋には、自陣のポテンシャルへの優れた感覚

があるような気がしています。また大山、升田、中原、米長といった懐の深いタイプの棋

士もやはり攻防の中で相手を抜く味わい深い手を指すという印象があります。

 人間の力でこの将棋ポテンシャルという抽象的な量を厳密に定義できるかどうかは分か

りませんが、それだけに将棋を指す人たちが何をポテンシャルを表す指標と捉えているか

に違いが出てくるのが面白いともいえるのではないでしょうか。

 攻防の中でわずかに相手をリードする手を指すというのは、手ごたえ十分の強烈手とは

違って目立たないですが、将棋という繊細な機械への理解を示すものだと思います。



 さて将棋の攻め方シリーズはここで一度終わりです。
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・手の呼吸

 将棋も初心者の段階を過ぎてくると、自然と様々な小技を覚えてきます。「突き捨て」

「捨て駒」「中合い（ちゅうあい）」などなど。今回はそんな小技の一つを紹介して、手の

呼吸について考えてみたいと思います。

 戦いが始まった中盤戦で、攻めと守りを両方考えながらお互いに指し続けることになり

ます。

そんな中盤戦の呼吸「守る前に持ち歩で打診」

 守備を固めるとは：王の周囲を金銀で固める、王を争点から遠ざけるなどを指します。

 守備を固めること自体はプラスの手であることが多いですが、相手に働きかける手では

ありませんから、単に守る手では相手がこちらの動きを見極めて次の手を指してくるかも

しれません。

 そんなとき持ち駒に歩があると、相手の陣形を決めさせてからこちらの陣形を固めるこ

とができます。それが「歩で打診する」ということです。相手に歩を渡すことになるので、

どこで打診するのが適切なのかは難しいのですが、そこはあまり気にしないでください。

大切なことは、金を一手玉に寄せたいなという場面で、その前に持ち歩で何かできないか

と考えてみることです。特に有効な使い道がなければ、そのまま金を一つ寄せればいいの

です。
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・将棋の化学 「銀と桂の組み合わせ」

 将棋の形成判断の基準として、駒の損得を数値に換算する方法があります。龍が 15点、
馬が 13点などなどと数字にして形勢を推し量る、これは比較的分かりやすい判断方法です。
今日述べるのは、駒の配置形に含まれる将棋の法則についてです。簡単にいうと駒の働き

ですが、実は駒が働いているかどうかに客観的な基準を設けるのはとても難しいことのよ

うに思われます。将棋では角の利きをわざと歩に隠して打ったりしますが、そこにはその

歩を突いたときにいっぺんに色々な駒が働くようにという狙いがあることがあり、そのと

きの形だけを見ても形勢を正確に判断する規準を構想するのは困難です。そのとき劣勢で、

次の手を指した時に改めて見て優勢だったら嬉しいでしょうが、逆だったら目も当てられ

ません。盤上に現れる「化学式」の性質を掴まえようと日ごろから気をつけていないと、

自らの不安定な形成判断に指し手が振り回されることになってしまいます。

 例 1「後手 5五桂対銀」
 とは言いながら、とても難しいのが将棋の化学。一番簡明な例として、5五にいる後手の
桂馬と持ち駒の銀の関係を列挙してみましょう。

 5五の桂は、4七と 6七の 2箇所に利いています。持ち駒の銀をここに置くとタダで相手
渡してしまいます。

 指し手その１「55桂の斜め下から 4六（6六）銀打つ」
 5五の桂取りです。後手の桂はどうさしますか？ もちろん 47桂成り。逆に銀取りです。
この勝負の結果は双方「成り金」となって引き分けでしょう。6六に打っても同じです。つ
まりここから打つには、47と 67に守りが利いているという条件がいるということです。
 指し手その２「55桂の真下から 5六銀打つ」
 後手の桂は困りました。47桂成り、67桂成り、いずれも同銀まで。そこで格言は「桂先
の銀定跡なり」と伝えています。後手はこの形では他の駒を動かすことを考えます。例え

ば、54歩として桂を守るなど。
 指し手 3・その１の派生形「斜め上から 44（64）銀打つ」
 指し手１の性質が理解できれば、敵陣に近い 44 や 64 に銀を打って、なおかつ桂取りを
狙う手も候補になります。他方指し手 1 に関して言えば、桂を取りながら、別の守備の狙
い或いは厚みを築く狙いなどがなければ、好手とは言いがたいでしょう。

 指し手その 4「好位置を目指す 45（65）銀打つ」
 45に銀を打っても桂取りではありません。しかし桂馬の横は、次に 5六銀と好位置に引
くことができる位置です。これも指し手その１の派生で、47と 67が安全であれば、有力に
なります。たとえば相手の 34 飛車を追い払い、次に 56 銀と引くような手です。こういう
狙いがあるのなら、いきなり 56銀と打つのは後手にチャンスを与える理屈になりますよね。
 指し手その５「桂の背後に 54銀」
 54銀自体は、55の桂とは関係が薄い手ですので、こう指す場合には、後手の 55桂はほ



とんど自陣に影響はないという判断が先立っていることでしょう。もうひとつ、後手に 54
歩を指させずに敵陣近く駒を打つ狙いもあります。いずれにせよ、先手は自陣が後手の攻

撃に耐えうるということを確かめておかないとなりません。ただしもしも後手の桂が 54に
あり、先手が 53 銀と打った場合には、その４と似た効果があります。次に 44 銀成りと引
いて桂に当てながら、銀を金に変えて手厚い形を築こうという狙いです。銀は金同様に強

い駒だけに、実戦では「不成り」も多用されますが、それだけに引いて銀成りのような手

は相手の意表を突く効果も（時には）期待できます。

 46 銀などは筋は悪いながら、やや劣勢のときなどは検討しなければならない手です。優
勢のときなど 45 銀と軽く打って相手の駒組みを圧迫してからがっちり 56 銀と引き付ける
のが、いかにも落ち着いた手順ということになるでしょう。そして互角のときには手堅く

56銀…。強気の手 44銀、或いは「あなたの桂なんか気にしてないよ」と言わんばかりにと
りすまして 54銀…、将棋の化学から形勢までなんとなく想像できませんか？ みなさんも、

55 銀対桂馬とか、金対銀など、化学的な分析をしてみてはいかがでしょうか。棋力向上に
は直結しなくても、ちょっとした楽しみになること請け合いです。（2006 年 8 月 2 日 高

山大祐）
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・将棋の化学

 前回分かりやすい例として銀と桂の組み合わせについて書きました。銀桂交換は基本

的にやや銀を持った方が得ということもお分かりいただけたのではないかと思います。

 今回は類似の組み合わせを簡単に分析してみましょう。銀対香車です。これも銀を得

るのが得だと思われています。前回同様後手が 5五に銀を置いた、また香車を置いた状況
で、先手側の立場で考えてみましょう。

 「5五銀に持ち駒の香車で反撃」
 まず、銀が利いている場所、つまり 6六 5六 4六、6四 4 四に置くと駒は取られます。
そし

て香車の性質としてまっすぐ前にしか進めませんので、5筋に打たないと銀を取りに行く
ことはできません。自然可能性は限られます。

  ○5七、5八、5九への香車打ち
  5七に打つと後手は次に 6（4）六銀とかわして 5七の香車に当ててくることができま
す。先手はここでずばっと 5三香成りなどとして、かわし返すことができます。が、しか
し実戦で全ての変化が読みきれていないときであれば、5八や 5九に打つのが銀へのアプ
ローチとしては無難でしょう。格言は「下段の香に力あり」といい、あまり相手の駒に

近づけて打つことを勧めてはいません。この例でいけば、もし後手の持ち駒に歩が 1つあ
れば、5六歩と打って 5七香車は簡単に詰んでしまいます。仮にそれで不利にはならない
と読んでいたにせよ、これは「忙しい局面」と言えます。「5八や 5九に打ってはいけな
い理由」を見つけられないうちは、下段から打っておくのが優ると言えます。

 接近すれば香よりはるかに強力な銀将も、遠くから打たれるとよけるか持ち駒で守る

かしなければなりません。或いはもうとられてもいいから、香を取り返すかですが、55
にせっかく打った銀をすぐに取られてよいというのではどうして銀を打ったのか分かり

ません。もちろん 55銀が「詰めろ逃れの詰めろ」である可能性もあります。でもそうい
うことは「滅多にありません」。

 「後手 5五香車に銀で対抗する」
 次に反対のケースを見てみましょう。実は盤上に香と銀しかない場合にはお互いに確

実に駒を取る手段はありません。銀将は 6六、4六、6四、4四から香車を取りにいけます
が、いずれも後手は 5九香成りとできます。逃げ足がとても速いのが香車の特徴です。
 他の駒との連携がないと香車をつかまえることはできません。この仮定における香車

捕獲の最低条件は、57に歩があり、持ち駒に歩が 1つあることです。その状況であれば、
先手は勇躍 6（4）六銀と打ちます。後手は困ります。57香成りは堂々と同銀。そこで 54
歩と突いて香を守りますが、先手は 56歩同香 57歩として、香車をつかまえることができ



ます。

 谷川九段は「将棋新理論」の中で相手に歩がないときの香車の威力の大きさについて

述べていますが、裏を返せば歩を持っていれば香車はそれほど大きな脅威ではないとい

うことにもなると思います。

 「香車と銀はかみ合わないことが多い」

 銀は香車をつかまえるためには歩をつかって上の例では 3手使って香を詰ませています
が、いかにも遅い感は否めません。かたや香車で確実に銀を詰ませる方法、或いは銀を

得できる方法はありません。別の筋に行かれると香車は何もできなくなってしまいま

す。これは金と香の関係についても同様のことが言えます。

 してみると銀と桂は「かみあう関係」銀と香車は「疎遠な関係」ということができる

かもしれません。駒を損している思われる桂・香もこの性質を生かせば銀と渡り合うこ

とができます。桂は自分のふところに銀将を呼び寄せて釘付けにすることができます

し、香車は疎遠な組み合わせを利用して、取られるにしても相手に手数を費やさせた

り、遠くから狙いをつけて守りに手をかけさせたりすることができます。

 ですから銀を取って駒を得したといっても、その得を生かすにはよく盤面の化学式を

観察しないといけないということです（前回も同じことを書いてますが）。

 攻め好きの私などは、銀香や銀桂は全然損ではないと思っていたものですが、丁寧な

受けが身上の人はこうした得を重視します。

 そこにはひょっとしたら「金や銀の化学」にまつわる理由があるのかもしれません

ね。ではまた次号でお会いしましょう。（2006年 9月 1日 高山大祐）


