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略　歴

昭和34年3月1日　兵庫県加古川市に生まれる

中学生の時に本格的に将棋を始め、17歳でアマ名人戦全国３

位になる。

19歳からプロを目指し、内藤國雄九段の門を叩く。

以降、20歳で初段（プロ）、24歳で四段、28歳で五段と順調に昇

段、現在に至る。

棋風は従来の形にとらわれない『神吉流』と呼ばれる将棋のスタ

イルを確立し、個性あふれる戦法で各棋戦活躍中。早見え早指

しでテレビ（NHK）将棋に滅法強く、パフォーマンスを交えながら

独特の勝負術を見せる。



はじめに

　みなさんおはようございます。日本将棋連盟棋士７段の神吉宏充でございます。

　私は尼崎に二十歳くらいから二十数年間住んでおりました。将棋のプロを目指し、こちらに出てきたと

きからのお世話になった街でございます。

　プロ棋士にさせていただいた街ということで感慨深く、こちらでお話しをさせていただくということを幸せ

に感じております。

　今日は、できるだけ面白くということですが、普通にしゃべっていたら面白くなると思いますので、期待

していただきたいと思います。

プロ棋士について

　将棋のプロ棋士という職業があることは、羽生名人や、谷川名人の名前で、みなさんほとんどの方が、

ご存じだとは思いますが、どのようにしてお金を稼いでいるのか、給料というものがあるのだろうか、という

ことをよく質問されます。

　将棋のプロ棋士は、どの辺りから職業になっているのか、ということもよく言われます。新聞などを見て

いただきますと、必ずスポーツ欄の下あたり、あるいは文化欄あたりに、「何々戦」というようなタイトルの

名前が書かれているようなところがあるのですが、ご存じでしょうか？

　例えば読売新聞だと竜王戦、毎日新聞、朝日新聞だと名人戦、神戸新聞だと王位戦というふうに名前

が付いています。

　新聞というのは報道記事を正確に書かなくてはならないという使命があります。昨日阪神が勝っている

のに負けたとは書けないわけです。そういう風に違いがなかなか出しにくいわけです。

　そこで昔の新聞は将棋とか囲碁に特化したものをつくって、「うちの新聞はこんな名人を抱えている」、

「うちの新聞はこんな棋士を抱えている」というような言い方をして、「文化の違いで新聞の違いを出した」

という事がありました。

　ですから、昔だと坂田三吉、関根金治郎の活躍辺りから新聞の報道によって、うちの新聞の独占だと

か、そういったものが最初の成り立ちです。

　そこで新聞社が契約金を出していました。その契約金で、この将棋連盟というのが成り立っています。

　ちなみに大体いくら位かというと、一番多いので読売新聞の竜王戦。これが３億４，５千万円。「ごっつう

ようけもうとんな」と思いますが、ほとんどは羽生さんとか、谷川さんとか渡辺さんにいってしまいまして、

私の所には微々たる、ほんの１万円くらい頂くものでして、ぜんぜん違います。

　将棋というのは勝たなくてはならない世界ですが、でも、見せなければならない世界でもあります。この

二面性を考えて私どもは将棋をやっているわけです。

将棋の成り立ちについて

　さて、将棋の成り立ちなのですが、将棋とは日本で生まれたゲームのように思われますが、実はインド

辺りが発祥です。
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　むかし戦争好きな王様がいまして、明けても暮れても戦争をしていました。その時、大臣が「国が疲弊

し民が疲れ果てている」と困って、どうにかしたいと考えていました。

　そのような時、「そうだシミュレーションゲームを作ろう」。つまり、王がいて、戦車があって馬があって、

兵がいてと、そういうゲームを作ったのです。

　それを見た王様が、「これは面白い」ということで熱中してしまい、戦争を止めてしまったというのが、将

棋のはじまりなのです。

　ですから、皆さんはよく「将棋は戦争のゲームだ」と言われますが、実は戦争を止めさせるために始ま

った平和のゲームだったのです。

　昔インドの辺りで発祥した時は「チャトランガ」と言い、

当時は４つの国がありました。角々に４つの国があっ

て、それを闘わせていました。確かに、あの辺りは国

々が挟まれている様な戦いをしていましたから、それ

が文化だったのです。

　それが西洋に渡りますと、今度は女王様がいる文

化から、「チェス」になるわけです。

　チェスには強いクイーンがいて、それがまた文化で

もあります。造形の綺麗さを求めるのが外国の方の

感覚ですので、物質文明です。

　精神文明とは全く違うものです。

　きれいな形になった方が良い。しかし、それが中国

にいきますと、中国将棋という、今度は文字の文化になるのです。今でも文字が書いてある、「帥」だとか

「卒」だとかいう漢字になっています。

　中国の将棋になりますと、何が面白いかというと、真ん中に河があるのです。河を渡ることが戦いの定

石の様になります。昔から「背水の陣」とか言って、項羽と劉邦の時代から、やっぱり河を経ての戦いとい

うのが大事になっています。

日本の将棋について

　そして日本の将棋というのは、また、全く変わった文化の受け入れ方をしたのです。

何が違うか。チェス、チャトランガ、中国将棋があり、世界各地にはもっと色々な将棋がありますが、日本

の将棋だけ違うことがあります。

　唯一違うことは「取った駒が使える」ということです。取った駒が使えるという事は、他にはありません。

取った駒が使えるという事で何がいいのかと言いますと、いくらでも繰り返し利用が出来るということです。

日本の文化そのものなのです。日本は島国です。資源がございません。なんとか再生しようという考え方

が起こりまして、その取った駒が使える文化になったのです。それが日本の将棋です。
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　それから文字の美しさ。そして、取った駒が使えるが故に、相手と自分の駒の違いを見せる為に、将棋

の駒は五角形になりました。これが全く文化の違いになったというわけです。

　私の師匠、内藤國雄をご存じでしょうか？年輩の方だと分かって頂けると思いますが、最近の若い人

に話しても分かってもらえないようです。「お雪」で有名な内藤國雄先生が、「取った駒が使える」という話

しで、先日あることを言われたのです。

　「朝青龍を相撲協会はすぐクビにしたけれども、あれはもったいない。将棋の感覚ではもったいない。」

「なぜ、もったいないのですか、先生」と聞きますと、「私の考え方なら朝青龍を１つか２つランクを落とし

てもう１回やらせてやろうとします。ランクを落としたことによって、朝青龍の気性ですから「なにくそ」と気

合いを入れ、相撲界を見返してやると力が出るのではないか。それを見て判官贔屓の日本人は「頑張

れ朝青龍」ということになって、相撲界がまた隆盛を極めるのではないか」と言われました。

　ちなみに朝青龍を切った頃から、非常に悪夢に取り憑かれたみたいに相撲界は大変になっています。

将棋の考え方ではもったいない。そういう考え方になったみたいです。

　皆さんに「将棋のプロ棋士は普段どんなことをしているのか」とよく聞かれるのですが、朝から晩まで研

究をしている棋士と、私のように朝から晩まで飲んでいる棋士と二通りありまして、だいたい研究している

棋士がほとんど勝つ時代になりました。嫌な時代です。

　昔は、この一番「あいつをやっつけてやるのだ」と、その相手ひとりを研究して、阪田三吉が盤に向かっ

て「関根さんを倒すにはこれしかない」ということで、阪田流「向かい飛車」という作戦をつくりました。そう

いうことが良かったのです。

　今は研究会になり、人が集まりまして、例えば「神吉７段の将棋はこんな将棋だ。みんなで潰してみよう

」と研究して潰します。私は気がつかずに朝まで飲んでいまして、ふらふらっと行きまして研究どおりに負

かされる。そんなことが続いておりまして、なんか嫌な時代だと思ったりします。

　昔の棋士はいいところがありました。将棋の駒を並べますが、だいたい２０枚づつ並べます。ある先生

は、朝並べたときに少しぼおっとしていまして、金と銀の並べ方を間違えました。そして対局が始まりまし

たが、どう見てもおかしい構えで、少しすると「んっ？ちょっとあんた、それ金と銀逆やで」と言いますと、

「あー、すまんすまん。あははっ」とそれで終わったものです。

　今は違います。対局が始まりますと「何々５段先手でお願いします」、「お願いします」で始まりまして、

金銀の並べ方が違ったり、飛車角の並べ方が違っていたりすると即反則負けになります。昔と全く違い

ます。ですからそういう意味で昔は大らかでした。そういうことを考えながら最近は将棋をやっています。

私のプロ棋士としての考え方－ウシの話し－

　ところで、紹介にも入っていますが、今日は私のプロ棋士としての考え方の中で、とても大事な事を少

しお話したいと思います。

　実はウシの話しです。これは古い例え話しなのですが、ある学者が、田舎町に行きまして、時計がなく

時間が分かりませんでした。「困ったな、時計がないな。時間が分からないな」と思いながら小高い丘に

辿り着くと、お嬢さんがウシを放牧していました。そして、ウシの横に座っているそのお嬢さんに「今何時
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ですか？」と聞きましたが、お嬢さんも時計を持っていませんでした。

　ところが、ウシの乳をギュっと持って「２時２０分です」と言うのです。不思議なことがあります。ウシの乳

で２時２０分。「ありがとうございました」と言って町に帰ると、確かに２時２０分頃でした。

　不思議です。学者ですから気になってしようがない。そして、今度は時計を隠し持って行きました。何

時何分まで分かるわけがないだろう。やはりお嬢さんは小高い丘でウシを放牧していました。「お嬢さん

何時ですか」というと、全く同じ場所だったのですが、お嬢さんがウシのお乳をまた持ってギュッ。「３時

１７分です」。時計を見るとぴったりなのです。

　これは不思議な事があるなぁ。ウシのお乳を持ち上げただけで、なんで時間が分かるのだろう？ウシの

お乳の重さなのか固さなのか、それとも暖かさなのか？ウシが３時１７分モーというのか？何か分かりませ

ん。

　悩んで悩んで研究室に帰りまして、ウシのお乳における時間との相対性理論のように色々調べました

が、どうしても分かりません。

　そして何をしたかと言いますと、学者はお嬢さんに聞きに行きました。「どうしてウシのお乳を持っただ

けで時間が解るのですか？」するとお嬢さんが頬を赤らめまして、「このウシを放牧している小高い丘の

向こうには教会がございます。教会には時計台があります。ここから見ますと、ウシのお乳が邪魔をして

その時計が見えません。クッと持ち上げて見ますと、時計が見えて時間が解ったのです」と。

　これで何が分かるかと言いますと、皆さんの人生にも絶対に役立つと思うのでが、同じ方向から見てし

まうと全て何も分からないということです。

　つまり、ウシのお乳を持ち上げて時間が分かるということはあまり深く考えない。考えすぎると絶対に分

からないことがあるということ、これが分かるのです。

　日本人の悪い癖で、あっちにしようかこっちにしようか悩んで困ってしまうということがあります。

私のプロ棋士としての考え方－ロバの話し－

　今度はロバの話しでございまして、これは心理学でも有名な「ビュリダンのロバ」という話しですが、腹を

減らして極限状態であるロバに、左右対称に全く同じ食べ物、干し草を置いた時にどっちを食べるか。

右を食べるか左を食べるか悩むのですが、結局ロバは何をするかといいますと、悩んでどっちを食べよう

かと思う間に死んでしまうらしいのです。

　皆さんもそういうことがございませんか？悩んで悩んで結局何も出来ずに終わってしまう。そういうこと

があるような気がして仕方ありません。これはロバの有名な話です。

私のプロ棋士としての考え方－ゾウの話し－

　もう一つはゾウの話しです。動物園行きますとゾウが大きな体を傾けながらのっしのっしと歩いていま

す。しかし、ゾウには必ず足に鎖が繋がれています。鎖の杭を見ていただいたら分かるのですが、これ

がすごく小さいのです。ゾウが本気になって引っ張ったら、パーンと取れそうな、そんな鎖があるのです

が、「どうしてゾウはあの鎖を外して自由に出ていかないのかな」といつも不思議に思っていたのですが、
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聞くところによりますと、ゾウは小さい頃に動物園に来ます。その時には、その鎖・杭が子ゾウにとって　

はものすごく大きな物だと思われるのです。

　何度引っ張っても動かない、取れない。結局ゾウは諦めてしまって、もう何もしなくなる。もうここからは

出られないのだと思ってしまって、大きくなってもそれを引き抜こうとしない。

勝負師の考え方

　これまでお話ししているのは、勝負師の考え方の原点みたいな所がありまして、この形、この戦法、こ

れで負けたらもうダメだ、この仕事が出来なかったらもうダメだ、と諦めてしまうのがゾウの感覚なのです。

　鮫もそうです。鮫が一回透明のアクリル盤にガーンと当たりますと、もう二度とそこに近づこうとしませ

ん。

　結局一回ダメだったらそれ以上やりたくなくなる。どうしようかと悩んだらロバの様に死んでいく。そこに

ウシの話になります。そこまで考えないあまり深く考えないで、自分の直感を信じて動かしていく。

　将棋というのは、ぱっと見たときにやりたい手があります。その手をぱっと指してしまうのがアマチュア。

待て待て、罠があるではないかと悩むのがプロなのです。ただプロの大事なところは、悩んで結局見い

だせないときは前に進むという考え方です。マイナス思考に陥らない事はとても大事なことだと思いま

す。

　将棋はほんとうに難しいゲームでございまして、１０の３００数十乗の確立の手の可能性があるのです

が、チェスだと１０の３０何乗とまったく桁が違います。

　それは取った駒が使える事と、チェスは８×８、将棋は９×９という升目の違いもかなり大きいようです。

そういったことで、チェスより日本の将棋の方が難しい様で、その分だけ皆さん「入りにくい」、「将棋を覚

えようと思ってもなかなか覚えられない」とよく言われます。　

女流棋士との勝負について

　ここで少しだけ宣伝しますと、近く近松門左衛門さんの尼崎で将棋大会、地域交流の大会が８月８日

にございます。私の弟弟子の藤内さんが、ちょっと一生懸命頑張ってくれまして、色々な人とご一緒させ

ていただいていると思うのですが、

そこでもし興味があれば、６０分、

たった１時間で将棋が指せるよう

になる私の講座がございます。

　１時間で必ず将棋が指せる。今

まで子供たちや、幼稚園・保育園

の園児達にも教えに行っています

が、１時間あればだいたい覚えら

れるようになれます。

　ただ、覚えたからといって勝てる

- 5 -



というわけではないのですが、それを是非聞きに来ていただければ楽しいと思うのです。よろしくお願い

したいと思います。

　当日は水津４段、室谷 由紀女流１級も参ります。

　女性も最近強くなっております。女流棋士は誕生してかなり長いのでございますが、今５０人くらいの女

流棋士がいます。

　女流棋士と男性の棋士とは、実は違う土俵で闘っています。女相撲と一緒です。ところが、たまに交流

戦があり、女性と闘うことがあります。例えば、私と清水市代棋士とが闘います。私は若手の棋士には必

ず言います。女流棋士と命がけで闘うのは止めなさい。「なんでですか先生。僕らもやっぱり生活掛かっ

てますから」

　女流棋士を育てて、女流棋士が沢山増えていく。女流棋士が勝ったことによって自信が出てきたら、

女流が強くなっていく。

　強くなって初めて同じ土俵に立てるのに、今だと女流棋士を育てるどころか、女流棋士を刈っているよ

うな感じで、「俺の方が強いんだ」って威張りながらやっています。

　そして、「勝つのでも、ぎりぎりやりなさい」と私が言いまして、実践しました。２回ほど女流棋士と当たり

まして、清水市代棋士とやるときは、「清水さん、今日はよろしくお願いいたします」、「よろしくお願いい

たします」と対局が始まりまして、途中で面白いことを一生懸命言いました。

　でも、ぜんぜんしゃべってくれません。「いっちゃん、今日は僕ね、穴熊するからね」とか言っても、クス

ッと笑ってそれから全然しゃべってくれないのです。

　それで、こんなに一生懸命やっているのだと思って、実際やってみましたら、ぼろぼろに負けまして、

「えらいこっちゃな」と、新聞社は大喜びでした。「負けよった」てね。

　「神吉負けた」とかなり喜ばれまして、「はぁ、よかったな」て。

今度はＮＨＫのアナウンサーと結婚した岩根 忍棋士ですが、この彼女かわいい娘（こ）でございます。こ

の娘と対局しました時も、中盤まであまりに優勢になったので、ちょっと駒を引きました。その瞬間に攻め

がきついこときついこと。

　それで、これも負けまして、私は女流棋士には勝てない男ということで有名になってしまいました。

実力・自信・自惚れ

　将棋には段位がございます。私の弟弟子の藤内さんは今４段、私は７段。将棋の最高段位は９段にな

っています。

　皆さん名人とか、王将とか、竜王とかの方が最高じゃあないのかと思っておられるようですが、これはタ

イトルの名前でございます。

　各新聞社がもっているタイトルの名前が王将とか名人とかいうことになるのですが、私の師匠の内藤先

生は９段です。９段というのが「将棋の芸を極めた」、そういうように言われております。

　先日、内藤先生を飲みにお誘いしました。すると、内藤先生が「神吉くん、遠慮する」と言うのです。「ど

うしてですか先生、昔はブイブイ言わせていたじゃないですか」と言いますと、「いや、将棋もそうなのだ

- 6 -



が、三つ事を失ったら、もう何もしたくなくなるんだ。」

　それで「三つの事とは何ですか」って聞きますと、「実力・自信・自惚れ、この３つがなくなったら、もう気

力がなくなるんだよ」って言われました。

　昔は飲みに行っても、実力で女の子にもてました。ところがちょっとくたびれてくると実力がなくなりま

す。しかし、自信があります。俺はまだまだやれるんだという自信があれば、まだまだ闘えます。

　最後に自惚れですが、相手がなんと思おうが俺はもててしょうがないのだ。ということも、これは大事な

ことなのだとよく言われています。

　ところが、今３つとも失われたそうでございまして、内藤先生、なぜ失われたかというと、「お雪」を歌って

も誰も分かってくれへん。そんなこと言われます。昔はよく売れたんですよ、８０万枚くらい売れました。大

ヒットした「お雪」なのですが、「持って生まれた運命（さだめ）まで変えることなどできないと」という出だし

です。かっこいいんです。しかし、今の若い子に歌っても分かりません。話しても、誰も聞いてくれないら

しいのですね。そうなると寂しい話でございます。

エピソード１　－個性的な棋士－

　棋士は今たくさんいらっしゃいます。現在１００数十人のプロ棋士がおります。その１００数十人の棋士

が、気難しそうだとか、なんかいつもカリカリ・イライラしてそうだとよく言われますが、棋士をよくみてみま

すと、大変面白い方が多いのです。

　例えば加藤一二三九段。「神武以来の天才」と言われた人ですが、この人はとにかく集中する方です。

この前対局しまして、タイトル戦をやっているときに、横でちょろちょろ水の音がします。うるさいと精神集

中できません。「仲居さん、すいませんあの滝止めてくれ」と言うのです。そういうことを言っても止まる訳

ないです。

　もう亡くなりましたが、森安秀光九段。この先生はよくお酒を飲みまして、よく荒れてました。あるタイトル

戦の後、旅館で立会人に「森安君、君はちょっと飲み過ぎてるから、露天風呂にでも入って頭冷やして

こい」。「すみませんでした」といって露天風呂に入りました。すると、やけに冷たいのです。「頭冷やせい

言うたからかなぁ？もうえらい寒いなぁ」と思っていましたら、前を女将さんが通るので、「女将さんこの露

天風呂えらい冷たいな」と言いますと、女将さんに「お客さん、それ池ですよ」と言われまして、藻を付け

て出てきたらしいです。これは本当の話しです。そんな棋士ばかりでございました。

　昔でいえば、もうお亡くなりになられているので話しますが、ある九段の棋士は麻雀がお好きでした。

明けても暮れてもされてました。

　私が対局場に参りましても、朝まで麻雀の音がするジャラジャラジャラジャラ・・。対局当日も同じことや

っておられました。その棋士は徹夜で麻雀をしてから対局されました。駒をきれいに並べて、こうやって

「ん」っと腕を組んで対局１０分前くらいにはみんなはもう待っているのです。うとうとしてしまいました。「○

○先生、時間になりました。よろしくお願いいたします」という声が聞こえて、その棋士は何をしたか。前

の駒をみるなり、ジャラジャラジャラジャラ・・

　いろんな事がありまして、将棋の棋士は皆さん難しいような事を言いますが、実は将棋を完璧に指して
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いるように思って、実は違うのです。悪い手をやった方が

負けるのです。

　そんなゲームなのです。みなさん「いい手をやった方が

勝つゲームだろう」とよく言われますが、これが難しいので

す。いい手をやっても、相手がとにかく堪えて堪えて、堪

え忍んでいれば、なかなか負けないものなのです。

　ところが、相手が悪い手を指しますと一気に差が広がり

ます。大山十五世名人が言いました。とにかく悪い手を

二回続けてやらないということ、これが大事なのです。

皆さんも同じです。「あー、悪い手やな」と思ったら「しまっ

た」と思った瞬間、もう一回「しまった」を重ねてしまうと、そ

のひとつの夢とか、やっている仕事が終わってしまうのです。一回のミスで終わればなんとか堪えられる

モンなのだと、そう言う風に大山先生は言いました。

　その大山先生が私に言って下さったことに、「神吉君、棋士は何手先まで読めると思う？」と。私が読み

ますと最高で９０分読んで約２０００手読みました。自分で数えたのです。どう考えても一時間なら２０００

手くらい読めるのです。ひと目でパッと見た瞬間２００手くらい読めます。

　将棋の手というのは一局の将棋で相手と交互に指してだいたい１００手くらいで終わるものなのです。

ところが「いっぺんにぱっと見て２００手読むって、それはちょっとおかしいんちゃうか」と言われますが、

枝分かれを全部読んでいくと、あっというまに手が増えていきます。相手が金を捨てるか銀を捨てるか、

これで２つ別れます。そこから銀だとここからどんどん枝分かれしていきまして、結局２００手、３００手、私

の場合２０００手くらいはだいたい読みましたが、森??二九段は、ひと目３０００手などといわれます。

　大山先生が言いました。「神吉君、そんな先の手を読んでどうするんだ」と、「将棋の手は、次の相手の

一手が解ればいいんだ」と、それはそうなのです。それが分からないから苦労するのですが、「次の手が

解ればいいんでしょう」と言われた大山先生のその言葉が今でも残って仕方ありません。

　相手の動かす手を読む。相手が何を考えているか、相手のちょっとした所作、仕草ですね。例えば、

扇子を二回叩く。それだけで何を考えているのか読み切らないとだめです。ここが勝負師の先の読み方

の大事な所だと思います。

　その大山名人が生涯スランプにならなかったと豪語されました。スランプというのは皆さん誰しも経験さ

れることなのですが、スランプになると何をやっても良くないように思います。何をやってもネガティブな

考え方になるのですが、大山名人にスランプにならない理由を伺ったことがあります。

　大山先生が連敗しました。一敗しただけでもいいのですが、その時は、ごはんを食べるとき、「昨日は

味噌汁から手を付けたのが悪かった。ご飯からに変えよう」。

　そして、これで負けますと、今度はネクタイが悪い、ネクタイを変えよう。扇子が悪い、扇子を変えよう。

バス停が悪い、バス停の場所を変えよう。靴を変えよう。

　とにかく負けたのを何かのせいにして、自分のせいじゃないと一生懸命スランプにならないように努力
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をされたそうです。なるほど、こういう考え方もあるのだなと、スランプの考え方というのはスランプになっ

たと思ったときがスランプなのだと。

　ですからスランプになったのじゃなくて、何かのせいだ、何かをしたが為にリズムを崩したのだという考

え方をしたので、スランプにならなかったのです。

　大山名人が生涯連敗したのは五連敗だったと思います。五連敗ぐらい普通の棋士はあたり前なので

すが、大山名人にとっては大変な試練だったようです。そういう時にその様な理由を考えられたそうで

す。

将棋を普及させるための活動

　将棋界には、今は羽生名人、渡辺竜王という最強の二人がいます。渡辺さんは「勝負の鬼」。羽生名

人は「将棋の神様」でございます。羽生名人の顔を見ていますと幸せになります。羽生名人とこの間少し

話しをしました。「羽生名人、今将棋界はどうなのでしょうか」、「ずばりいいまして、今子供たちの間で、も

のすごいブームなのです」、子供の大会をやりますと、将棋連盟入れません。ＪＴ杯で名古屋の大会を先

日見に行くと何千人も押し寄せて入れません。それくらい今の子供たちは将棋をやっています。

理由はたったひとつ。公文式や小学館の塾で将棋を始めたそうなのです。公文式で将棋を始めたきっ

かけは、羽生名人が公文式に通っていたというところから公文式もやっていただいたと思うのですが、将

棋をやってから子供たちの記憶力・想像力を試すと飛躍的に延びています。これはすごいということで、

学習塾が子供に良いよといって始められたことは素晴らしいことです。

　それで、いま子供たちの間ではものすごいブームになっています。ただ、羽生さんと話したときに、子

供たちはいま活字を見なくなりました。本を見ないそうです。休憩時間、あるいは一時間の授業で、将棋

の本を読みながら勉強してということをなかなかしないらしいです。

　今度羽生さんと私とで、教育のために「子供のための将棋」のビデオDVDを作ると思います。これを流

しておけば自然に覚えるだろう。これもやっぱり６０分でやろうかなと思っていますが、そんなことを考え

たりしています。

　それから、新聞社の方々がいらっしゃればお分かりだと思いますが、今新聞は売れません。新聞を読

みません。今新聞では収入が大激減です。

　そこで、なんとか新聞の活字、あるいは新聞でやっていることが元気なんだということを見せるために、

ディナーショーをやることになりました。

　将棋のディナーショーって「なんじゃこりゃっ」と思うのですが、将棋のディナーショーを、ついこの８月

１２日にリッツカールトンでやります。

　これは「対決」というテーマで東西の対決をテーマとしたディナーショーです。ご飯を食べながら将棋を

見るなんて夢のような話で、普通タイトル戦ですから、大体皆さん入れないのですが、目の前で、羽生名

人と久保二冠王が闘います。また、若手Ｎｏ１対決山崎七段と阿久津七段が闘います。橋本七段と糸谷

五段が闘います。木村八段と私がトーク対決をしたりもいたします。歌って踊って、笑って楽しい将棋界

を目指しておりますので、是非よろしくお願いしたいと思います。
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　はっきり言って赤字なのですが、将棋ファンを増やさないといけないので、その意気で一生懸命やりま

す。ものすごく面白くやろうと、これは藤内さんとも話しをしています。

　これが成功したら是非アルカイックホテルでやってほしいと思います。こちらの尼崎で子供たちが喜ぶ

ような将棋ディナーショーを作ってほしい、皆さんとご一緒に語れるような将棋ディナーショーを作って欲

しいと、今藤内さんにお願いしているところです。

エピソード２　－個性的な棋士－

　もうひとつだけ、羽生名人が七冠王だった時代の話しがあります。

　七冠というと、名人・竜王・棋聖・棋王・王位・王将・王座の７つのタイトルで、この７つのタイトルを全部

独り占めしていた時代がありました。これはすごいことです。

　これで羽生時代は１０年続くであろうと言われていたのに、あっという間にひとつのタイトルを失いまし

た。棋聖戦で負けたのです。なぜ、こんなに強い羽生さんが負けたのだろう。そこで、思い浮かぶのが畠

田理恵さんとの結婚です。

　結婚しますとプロ棋士は一時弱くなります。弱くなるというのは自分の環境が変わる、自分の世界が変

わっていくので、一時弱くなるのですが、谷川九段も然りです。一回落ちてその環境に馴染んだときは

前より強くなります。結婚は素晴らしいです。

　一回キュンと沈んで、叩かれるのですが、前より強くなるということが分かってきたのじゃないかなと思っ

たりしています。

　勝負師の考え方というのは、シンプルかつ複雑なところです。言葉はちょっと難しいのですが、動かす

手は一手です。ですが、そこには複雑な読み、氷山の一角でしかないこの一手のためにどれだけの読

みを施すか、だから一手に一時間、二時間考えるのです。

　昔の対戦を見てますと、阪田三吉、木村義雄でしたか、対局に一手に８時間３２分考えています。「８

時間３２分」は新幹線で東京・大阪２往復できまして、そのくらいの時間が掛かっていました。その１手に

対して返す一手が６時間１５分。それだから終わらないのです。そういうことで時間制になりました。

あるいは２日制です。朝９時に始まりまして６時に終わります。一回終わった時には封じ手といいまして、

次はこう指すというのを書きます。明日の朝これ見るのですが、封じ手を書いて縁起の悪い棋士もいま

す。

　封じ手を書いた故にその手に悩んでしまって、自分で「しまった、やるんじゃなかった」と思った棋士は

だいたい負けてしまいます。それで、封じ手をするのが嫌いな人は、封じ手の時間になる前の直前に指

して、「さあ封じ手ください」と。これもひとつの手なのです。

　今までにかつてない封じ手があります。書きました。立会人が昼ぱっと開きます、ここで「投了」と書い

た人は今までいなかったのです、

　私がもしタイトル戦に出たら一回やってみたいなと思うのですが、なかなかタイトル戦に出る前に終わ

ってしまいそうです。
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最後に

　みなさん将棋を是非愛していただきたい。楽しんで頂きたい。将棋を通じて出来ることは沢山ありま

す。まず、麻雀と違って二人で出来ます。人との交流が出来ます。ケンカもあります。いろんな事がありま

すが、人間だからそれが当たり前です。

　インターネットの顔が見えない対局の将棋ばっかりしないで下さい。人の顔を見て将棋と勝負を楽し

む。それはイコール人生を楽しむ事になるのじゃないかと、私はずっと思っております。

色々あると思うのですが、将棋を皆さん覚えていただく、理解をしていただく事によって、私はまたこの壇

上に立てるような気がして仕方ありません。

　それを楽しみにして、今日は終わりたいと思います。

　どうもご静聴ありがとうございました。
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