
2004年 8月号

 （３）ボードゲーム歴（将棋歴）

 創刊早々にいきなりチェスのエンディングは難しいとかいうのも何ですか ら、影響を受

けた将棋のプロのことを書きましょう。私は、小学生のころか ら、将棋を指すことは好き

でした。しかし、本格的に学んだわけではありま せん。それでも新聞の将棋欄を好んで見

ていたことを覚えています。私の小 学生から中学生にかけて昭和 50年代後半から 60年代

にかけて、世を席巻して いたのはご存知谷川浩司さんです。現在谷川さんは将棋７大タイ

トルのうち の２つを持っています。40歳になってなお充実しているトップ棋士です。谷 川

さんと同じ時期に上昇気流に乗っていたのは田中寅彦さんです。実にかっ こいい名前だと

思います。田中さんの自信に溢れた態度と実力は、当時の最 新の戦法研究に裏打ちされた

ものでした。こんな強そうな人に谷川さんは勝 てるのだろうか、と思うと心配になったも

のでした。朝日オープン選手権の 前身、全日本プロトーナメントの将棋欄は、私にとって

は次回を見るのが怖 いくらい心配な連続ドラマでした。

 しかし、そういうのが要らぬ心配というもので、谷川さんは史上最年少名 人やら４冠王

やらになって大活躍をしていました。今では田中寅彦さんも谷 川浩司さんも好きな棋士で

す。これが私の将棋熱の第一期といえるでしょう。

 高校時代も将棋クラブとかにいましたが、週一回のクラブ活動です。楽し かったですけ

どのめりこんでいたわけではありません。第二期と言えるのは、 羽生善治さんの史上初の

７冠制覇の後でした。羽生さんの名前は、将棋を知 らない人でも知っているほどで、かつ

ての大山康晴、中原誠、といった偉大 な名人たちとも早くも 30 歳にして並び称されるほ

どの人です。最近、森内俊 之現名人に敗れたことで話題になりましたね。森内俊之さんも、

羽生さんに 劣らない実力者で、先の名人戦でついに子供のころからのライバルに勝った

のです。

 そのころは私は大学生、大学生というのはお金がありませんし、将棋欄を 読むだけの心

の余裕もあまりなかったのですが 7冠制覇の後には一気に将棋 に関心を持つようになりま

した。しかしそれは 7冠制覇のニュースのせいでは なくて、その翌年くらいの竜王戦での

衛星放送でのテレビ中継を見たからで す。それ以前にも少しずつテレビゲームソフトで将

棋を覚えていたこともあ って、将棋というゲームへ再び興味を強めつつあったのですが、

羽生善治竜 王（6冠？）と当時無冠の谷川浩司さんとの対局には、すっかり魅せられてし ま

いました。手の論評も素人らしく自分で加えてはいましたが、それよりも 対局や解説の人

たちの醸し出す緊張感には、本当にしびれました。

 初めて買った将棋の本は、第 9 期将棋竜王戦「羽生善治対谷川浩司」（読 売新聞社）で

す。



 将棋というゲームにおいていかなる法則が、勝ちを生むのだろうか？。子 供のころのは

らはらどきどきとは少し違った興奮を感じながら、私はこの本 を読んでいました。将棋へ

の関心という意味では、谷川浩司さんが私にきっ かけを与えてくれたと言えるでしょう。

ただ谷川さんの「光速の寄せ」、真 似ができるなら苦労はしませんよね。「羽生マジック」

もしかり、私の将棋 にどこまで反映されているものかは、分かりません。

さて続きは次号。こういうペースで進めながら、哲学への入り口を探してい きたいと思い

ます。それはどこにもあるんだよ、と哲学の人はおっしゃって いませんか。うまく掴まえ

れば哲学の扉が、遊びの中から開かれるかもしれ ません。 それではみなさん。次号をお

楽しみに。次号では、囲碁、将棋、チェスから 受けるイメージなどを書いていきます。

 遊び始めたばかりの囲碁とチェスについて書くことは、私にとっても、 わくわくさせる

ような体験になるでしょう。

2004年 9月号

（３）将棋ならこっちのもの？

 さて曲がりなりにも一番得意なゲームについて語る番がやってきました。 将棋を遊んで

いて楽しいのは、囲碁ほどの広さはないものの、ある程度自陣の 構想を描きながら指せる

ことです。将棋には矢倉、美濃囲い、穴熊、金無双と いった視覚的にも楽しめる守備陣形

が数多くあります。

・将棋の最大の特徴「駒の再利用」と現実性を考える～（不定期連載その１）

 私は、駒の再利用と将棋の現実性との間の関係は強いと見ています。 駒の再利用とは、

例えば相手の銀将を取って自分の駒台におきます。この銀将を 次の一手として指せるとい

うことです、まあたいていの人にはすでにお分かりですね。 このルールがあるために、将

棋では使用可能な駒の数が対局開始から終局まで 40 の ままで変わりません。実に面白い

特徴です。チェスであれば、32であった使える駒の数は 終局に向かって確実に減少します。

 使用可能な駒の数がずっと一定であるということは、読みの作業にとっては 一種のノイ

ズです。歩を相手に与えて攻めを計画する場合、チェスにおいては 与えた駒も相手から取

った駒も計算に入れる必要はありませんが、将棋では それらが盤上に復帰してくることが

あります。これによって、盤上だけの駒の 働きを計算しているだけでは、ゲームの計画を

立てられなくなります。チェスの 純粋さは、したがって、盤上の駒の働きだけを追究でき

るところにあります。

 ですからイメージ的には純粋な実験空間＝チェス、ノイズのかかった空間＝将棋 となり

ます。こう書くと将棋がゲームとしては、純粋でなくて価値が低いかのように 見えてしま



うかもしれませんが、そんなことはありません。現実の世界を 考えてみましょう。排出さ

れたダイオキシンの影響は簡単には消えません。 そしてお金は天下の回りものです。自分

の目の前からなくなった お金も、どこかで活躍しているかもしれません。現実世界では盤

上だけの論理が通用する ほうが稀だとさえ言えるかもしれません。もっともだからこそチ

ェスのようなゲームに たまらない魅力があるとも言えますが・・。

 将棋の「使用可能な駒数一定の法則」（笑）は、質量保存の法則とも対応しています。 も

っともこれだけでは、将棋の現実性について十分語り尽くしたことにはなりません。 そこ

は次回以降のお楽しみです。

最後に将棋の対局を何度かしたことがある初心者の人におすすめの本を紹介します。

「将棋新理論」（谷川浩司著、河出書房新社）（松風所持）です。この本は、歩、香車、 桂

馬、飛車、角など駒の特性を解説しています。駒の働きを知ることは、対局するとき に、

自分の読みにより豊かなイメージを与えてくれます。この本では駒それぞれにキャ ッチフ

レーズがついていますので、その点でもおすすめです。

2004年 11月号

 (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。

2004 年 12月号

（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！。

メールマガジンのバックナンバー・登録・解除は

http://www.lc-lih.com/mailmagazine.html

高山大祐（dai）の哲学のページ

http://sapporo.cool.ne.jp/daitakayama//index.html

紫陽花クラブのページ

http://www.lc-lih.com/

http://ajisaiclub.k-free.net/（以前のページ）

紫陽花クラブ・遊扉閣

http://play.lc-lih.com/

拙著のご注文、原稿執筆を含むお問い合わせ

info@lc-lih.com
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2004年 8月号（創刊号）

 （３）ボードゲーム歴（将棋歴）

 創刊早々にいきなりチェスのエンディングは難しいとかいうのも何ですか ら、影響を受

けた将棋のプロのことを書きましょう。私は、小学生のころから、将棋を指すことは好き

でした。しかし、本格的に学んだわけではありま せん。それでも新聞の将棋欄を好んで見

ていたことを覚えています。私の小 学生から中学生にかけて昭和 50年代後半から 60年代

にかけて、世を席巻していたのはご存知谷川浩司さんです。現在（2004年 8月時点）谷川

さんは将棋７大タイトルのうちの２つを持っています。40 歳になってなお充実しているト

ップ棋士です。谷川さんと同じ時期に上昇気流に乗っていたのは田中寅彦さんです。実に

かっ こいい名前だと思います。田中さんの自信に溢れた態度と実力は、当時の最新の戦法

研究に裏打ちされたものでした。こんな強そうな人に谷川さんは勝てるのだろうか、と思

うと心配になったものでした。朝日オープン選手権の 前身、全日本プロトーナメントの将

棋欄は、私にとっては次回を見るのが怖いくらい心配な連続ドラマでした。

 しかし、そういうのが要らぬ心配というもので、谷川さんは史上最年少名 人やら４冠王

やらになって大活躍をしていました。今では田中寅彦さんも谷 川浩司さんも好きな棋士で

す。これが私の将棋熱の第一期といえるでしょう。

 高校時代も将棋クラブとかにいましたが、週一回のクラブ活動です。楽しかったですけ

どのめりこんでいたわけではありません。第二期と言えるのは、羽生善治さんの史上初の

７冠制覇の後でした。羽生さんの名前は、将棋を知らない人でも知っているほどで、かつ

ての大山康晴、中原誠、といった偉大な名人たちとも早くも 30歳にして並び称されるほど

の人です。最近、森内俊之現名人に敗れたことで話題になりましたね。森内俊之さんも、

羽生さんに劣らない実力者で、先の名人戦でついに子供のころからのライバルに勝ったの

です。

 そのころは私は大学生、大学生というのはお金がありませんし、将棋欄を読むだけの心

の余裕もあまりなかったのですが 7 冠制覇の後には一気に将棋に関心を持つようになりま

した。しかしそれは 7 冠制覇のニュースのせいではなくて、その翌年くらいの竜王戦での

衛星放送でのテレビ中継を見たからです。それ以前にも少しずつテレビゲームソフトで将

棋を覚えていたこともあって、将棋というゲームへ再び興味を強めつつあったのですが、

羽生善治竜 王（6 冠？）と当時無冠の谷川浩司さんとの対局には、すっかり魅せられてし

まいました。手の論評も素人らしく自分で加えてはいましたが、それよりも対局や解説の

人たちの醸し出す緊張感には、本当にしびれました。

 初めて買った将棋の本は、第 9期将棋竜王戦「羽生善治対谷川浩司」（読売新聞社）です。

 将棋というゲームにおいていかなる法則が、勝ちを生むのだろうか？。子供のころのは



らはらどきどきとは少し違った興奮を感じながら、私はこの本を読んでいました。将棋へ

の関心という意味では、谷川浩司さんが私にきっかけを与えてくれたと言えるでしょう。

ただ谷川さんの「光速の寄せ」、真似ができるなら苦労はしませんよね。「羽生マジック」

もしかり、私の将棋 にどこまで反映されているものかは、分かりません。

さて続きは次号。こういうペースで進めながら、哲学への入り口を探してい きたいと思い

ます。それはどこにもあるんだよ、と哲学の人はおっしゃっていませんか。うまく掴まえ

れば哲学の扉が、遊びの中から開かれるかもしれ ません。 それではみなさん。次号をお

楽しみに。次号では、囲碁、将棋、チェスから受けるイメージなどを書いていきます。

 遊び始めたばかりの囲碁とチェスについて書くことは、私にとっても、 わくわくさせる

ような体験になるでしょう。

2004年 9月号

（３）将棋ならこっちのもの？

 さて曲がりなりにも一番得意なゲームについて語る番がやってきました。 将棋を遊んで

いて楽しいのは、囲碁ほどの広さはないものの、ある程度自陣の 構想を描きながら指せる

ことです。将棋には矢倉、美濃囲い、穴熊、金無双といった視覚的にも楽しめる守備陣形

が数多くあります。

・将棋の最大の特徴「駒の再利用」と現実性を考える～（不定期連載その１）

 私は、駒の再利用と将棋の現実性との間の関係は強いと見ています。 駒の再利用とは、

例えば相手の銀将を取って自分の駒台におきます。この銀将を次の一手として指せるとい

うことです、まあたいていの人にはすでにお分かりですね。 このルールがあるために、将

棋では使用可能な駒の数が対局開始から終局まで 40のままで変わりません。実に面白い特

徴です。チェスであれば、32であった使える駒の数は 終局に向かって確実に減少します。

 使用可能な駒の数がずっと一定であるということは、読みの作業にとっては一種のノイ

ズです。歩を相手に与えて攻めを計画する場合、チェスにおいては与えた駒も相手から取

った駒も計算に入れる必要はありませんが、将棋ではそれらが盤上に復帰してくることが

あります。これによって、盤上だけの駒の働きを計算しているだけでは、ゲームの計画を

立てられなくなります。チェスの純粋さは、したがって、盤上の駒の働きだけを追究でき

るところにあります。

 ですからイメージ的には純粋な実験空間＝チェス、ノイズのかかった空間＝将棋 となり

ます。こう書くと将棋がゲームとしては、純粋でなくて価値が低いかのように見えてしま

うかもしれませんが、そんなことはありません。現実の世界を考えてみましょう。排出さ



れたダイオキシンの影響は簡単には消えません。 そしてお金は天下の回りものです。自分

の目の前からなくなったお金も、どこかで活躍しているかもしれません。現実世界では盤

上だけの論理が通用する ほうが稀だとさえ言えるかもしれません。もっともだからこそチ

ェスのようなゲームにたまらない魅力があるとも言えますが・・。

 将棋の「使用可能な駒数一定の法則」（笑）は、質量保存の法則とも対応しています。 も

っともこれだけでは、将棋の現実性について十分語り尽くしたことにはなりません。 そこ

は次回以降のお楽しみです。

最後に将棋の対局を何度かしたことがある初心者の人におすすめの本を紹介します。

「将棋新理論」（谷川浩司著、河出書房新社）（松風所持）です。この本は、歩、香車、桂

馬、飛車、角など駒の特性を解説しています。駒の働きを知ることは、対局するときに、

自分の読みにより豊かなイメージを与えてくれます。この本では駒それぞれにキャッチフ

レーズがついていますので、その点でもおすすめです。

2004年 11月号

 (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。

2004 年 12月号

（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！。
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