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北浅川沿いの桜の木の根元に咲いた 彼岸花（９月１９日） 

http://yasu1120.coocan.jp/hatigoren.html 

 

  ＡＩとの対戦は面白い？      中野囲碁同好会 会長 森本 康男             
 いわゆる世界の代表的な知的ゲーム（囲碁・将棋・チェス）では、ＡＩ（人工知能）の話が話題になって

いる。人間が知恵を絞ってやるから「知的ゲーム」という立派な呼び方が許されているわけなのに、機械（コ

ンピュータ）に勝ったの負けたのには何となくしっくりいかないし興を殺がれる気がする。 

 日中韓の囲碁界では、それぞれの国のトップ棋士がＡＩ（人口頭脳：囲碁ソフト）と対戦結果が話題にな

っている。日本（Ｄe e p Ｚｅｎ／井山裕太・超治勲）、韓国（アルファー碁/イセドル）・中国（絶芸/柯潔）

などの錚々たる棋士が苦戦して、結局はＡＩに負けているようです。マジックアームを持ったロボットと挨

拶（？）を交わし、そのマジックアームが伸びて盤面に碁石を打つらしい。識者の解説によれば“この囲碁

ソフト（ＡＩ棋士）は強いが「何故そこに打つのか」という肝心要の思考過程は教えてくれない”という。 

だから、どう打ったらよいか分からない時に囲碁ソフト（ＡＩ）に聴いてみてもダメらしい。皮肉にも言葉

の上では「アームも手」だから「手談」には違いないが残念ながら「談」がない。 

 コンピュータの世界のことは全く不案内だが、囲碁ソフト（ＡＩ）の開発（？）は、“１秒間に一局をこな

し、そして、プロの碁を毎日一万局を学習する”といういわゆるdeep learning(深層学習)の成果だという。 

いってみればプロの打った棋譜の事後解説の集大成なのだろうか。 

先日、毎日新聞に井山本因坊（現在六冠）と山中伸弥教授（１０１２年ノーベル医学生理学賞受賞）の対

局と対談が特集されていた。井山裕太本因坊は「棋士は失敗や予期せぬことには慣れている。自分で学び、

時には失敗しては反省しながら、少しずつでも自分自身を成長させてこられた。ＡＩは打つ手は示してもそ

の経過や中身までは考えてくれない」と。山中伸弥教授は「ＡＩ棋士の対局は“別の種目ですね”。例えば、

暗算能力がどんなに優れている人でもコンピュータにはかなわない。ＡＩと棋士の争いが注目されるのは今

だけの話ではないか。数年したら“そんな時代もありましたね”となり、結局は人間で一番強いのは誰とい
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うことしか話題になりませんよ」と話されていた。 

 “唯一の趣味を奪うな”とＡＩ（囲碁）を嘆く碁打には納得のいくうれしい両氏のコメントのように思う。 

私も「勝手読みもまた楽し」に専念したいと思っている。 

  

     ２7回 活きいき囲碁大会の結果 

  南大沢    ９月３日(日)  於：由木中央市民センター 

参加者 ６９名     

浅川 恩方 元八 中野 大和田 石川 台町 北野 長房 川口 南大沢 非会員 初心者教室 合計 

３ ５ １ １ ５ １ １ ９ １０ ３ １８ ９ ３ ６９ 

Ａ組  ２５名（４段～９段）                    

優勝：吉田 旭 浅川/七段   準優勝：桜井 紀義  一般 /四段  ３位：上野 純親  浅川/六段   

Ｂ組  ２４名（初段～四段） 

優勝：舛石 真一 南大沢/初段→二段  準優勝：白石 好伸 台町/二段 ３位：中谷 勝信 川口/四段 

Ｃ組  ２０名（１級 以下） 

優勝：峯尾 孝年 長房/５級→４級 準優勝：小林 安雄 南大沢/２級 ３位：相川 真佐子 長房 /５級 

   北野    ９月１７日(日)   於：北野市民センター  

参加者 ９４名         

浅川 恩方 元八 中野 大和田 石川 台町 北野 長房 川口 南大沢 非会員 初心者教室 合計 

８ １１ ４ ５ ９ ３ ０ １８ １７ ４ １２ １ ２ ９４ 

  

Ａ組 ２５名（五段～七段）                      

優勝：吉田  旭 浅川/七段   準優勝：坂内 秀三 浅川/六段  ３位：柳 豊太郎  大和田/七段   

Ｂ組 ２２名（三段～五段） 

優勝：水野 義嗣 石川/五段→六段  準優勝：森本 康男 中野/四段 ３位：矢島 良宏 大和田/四段 

Ｃ組 ２４名（１級～二段） 

優勝：鈴木 八十八 北野/二段→三段 準優勝：中村 士朗 北野/初段 ３位：高堂 和幸 南大沢/初段 
Ｄ組 ２３名（８級～１級） 

優勝：中村 勝嘉 長房/２級→１級 準優勝：井出 新太郎 長房/４級 ３位：藤森 功 恩方/５級 

第４８年度 前期研修部囲碁大会 ９月１６日(土)  於東浅川保健福祉センター 

 参加者 ４９名 

 Ａ組 ２８名（初段～五段）                                              

優勝：赤松 栄一郎  長房/初段→二段 準優勝：秋山 一雄 長房/初段 ３位：白石 好伸 台町/二段 

Ｂ組 ２１名（１級以下）  

優勝：栗城 幸吉 恩方/１級→初段 準優勝：藤田 昭 北野/２級 ３位：福永 啓一 台町/４級 
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   囲碁大会のお知らせ 

１．第６７回市民文化祭囲碁大会  

主 催   八王子市民文化祭実行委員会 八王子市 他  後援 日本棋院 

日 時   １１月３日（金 祝） 午前９：３０から受付開始  

会 場   東浅川保健福祉センター ４階 第５・６・７集会室 

      対 象   八王子市民 及び市内在勤、在学生  １５０名予定 

参加方法  八碁連の会員・一般市民の人共に、事前に申し込むこと 

参加費   １，０００円（昼食を含む） 高校生以下５００円 

申し込み  １０月２０日(金)までに 下記 ● 申込み先へ 

        

（注意）当日は駐車場が少ないので車での来場はご遠慮ください。 

       

２．第２８回八碁連囲碁大会 

主 催  八王子囲碁連盟   後援 日本棋院・八王子市  

会 場  東浅川保健福祉センター ４階 

競技方法 ４～５クラス別のハンデ戦  八碁連方式 

会 費  １０００円（昼食を含む） 

（１）３段以上、 

       日 時  １１月１２日（日）午前９：１０から受付  

申込期限 １０月２９日（日）まで下記 申込み先へ 

参加資格 ３段以上の八碁連会員 

（２） ２段以下  

       日 時  １２月２４日（日）午前９：１０から受付 

申込期限 １２月１０日（日）まで下記 申込み先へ  

参加資格 ２段以下の八碁連会員 

 

● 申込み先  理事 竹添 文彦  〒192-0814  泉町1911－81 

TEL.FAX  042-626-4245 Eメール bun-takezoe@jcom.zaq.ne,jp 

会長または代理の方がまとめて申し込んでください。 
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投 稿 

      碁と沖縄とウイスコンシン   大和田囲碁同好会 副会長 成田 滋 

 

 私は樺太生まれです。１９４５年の終戦直前北海道の美幌に引き揚げました。国鉄にいた父の異動で道内

を転々としました。旭川西高校から北海道大学へ、そして１９６５年に卒業し、しばらくして沖縄で幼児教

育を始めるために１９７１年にパスポートと予防注射を受けて琉球政府統治の沖縄に行きました。本土復帰

の前年のことです。琉球政府文教局の人が沖縄の幼児教育の振興のためにと設置基準をゆるめて幼稚園を認

可してくれました。 

 沖縄は昔から囲碁が盛んです。江戸の中期、琉球が朝貢のとき同行していた親雲上浜比嘉（ペーチンハマ

ヒガ）が四世本因坊道策と三田にあった島津藩邸にて四子局で打ったという記録があるくらいです。 

１９７０年代、沖縄の囲碁界は、下地玄忠五段とゆう地元紙沖縄タイムスの囲碁欄を４０年余りも執筆して

いたという伝説的な棋士がおられました。現在日本棋院に所属する下地玄昭七段はそのご子息です。沖縄か

らは時本壱九段、その弟子に新垣武九段、新垣朱武九段、知念かおり四段がいます。残念ながら私は仕事に

かまけて、囲碁を楽しむ余裕がありませんでした。これが私と囲碁のつながりでの第一の悔やまれるできご

とです。 

 時代を経て１９７７年に那覇東ロータリークラブから推薦を受け国際ロータリークラブから奨学資金を頂

戴しました。家族を連れてアメリカは中西部にあるウイスコンシン大学へ行くことになりました。ウイスコ

ンシン州は酪農が盛んなところです。大学構内に湖を背景とした堂々たる学生会館があります。劇場、宿泊

施設、会議場、宴会場、三つのレストラン、アイスクリーム・スタンド、談話室などが完備されています。 

その一角で中国人か韓国人と見受けられる留学生グループが対局していました。私は研究とアルバイトで家

族を支える不如意な暮らしをする留学生でしたので、この人々に加わることはできませんでした。対局した

いという気持ちが疼いたのはもちろんです。これが第二の悔やまれることです。 

 幸い１９８３年に学位を貰い、それから横須賀にある文科省関連の研究所で１０年、その後兵庫にある小

さな教育大学で１０年働くことができました。ですがこの二つの職場で囲碁をする機会はほとんどありませ

んでした。これが第三の悔やまれることです。「塞翁が馬」のように運不運は予測するのが難しいです。 

 思えば棋力を伸ばす大事な時期を逃したのが、３０代から４０代にかけての沖縄とウイスコンシンでの生

活です。今毎日数時間は」碁の本と碁盤の上を徘徊しているのですが、かって語学やさまざまな知識をパタ

ンとしてすいすい獲得できたときのような興奮は体験できません。棋力も学力も小さいときからの絶え間な

い刺激がないと伸びないのです。「発達や進歩には時がある」ということでしょう。 

 

          腰痛とネガエリとの深い関係        赤石五郎 

 

 ７０歳を過ぎたころから、脚がひどく痛むようになった。一歩あるくごとに腰から下が痛む。突き上げるよ

うに痛むのである。足先もかなりしびれている。だが、我慢して１０分も歩いていると、痛むことは変わり

ないが、何とか我慢できる程度の痛みに変化してくる。毎日この繰り返しではたまらない。いつも親切に相

談に乗ってくれる内科医に相談してみた。彼は「狭窄症かな」とつぶやくように言って、「整形外科に行って
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みますか」と訊いてから、永生クリニックを勧めてくれた。 

 整形外科では、検査を行い、「腰部脊柱管狭窄症」との診断結果だった。今までの生活習慣からして、毎日

歩くのは欠かせない。歩くたびにこの痛みに襲われるのではたまらない。手術を受けることにした。名医に

担当してもらって、手術は成功。痛みは９０パーセント無くなった。リハビリを経て、山歩きも再開。 

 脚の痛みは無くなったものの、腰の痛みが顕著になってきた。胡坐をかいて３０分もしてから立とうとす

ると、腰は痛み足がしびれ、膝が伸ばせない。庭で草取りなど１０分もすると、腰が痛む。縁先に座って腰

を伸ばしてやると、痛みは薄らぐ。山道を歩いているときでも、上り坂が１０分も続くと、やはり腰が痛く

なる。マッサージを受けている八王子盲学校の臨床実習の際、指導教官に尋ねると、「腰椎のまわりの筋肉が

異常に硬いですね」といってくれる。硬い部分があると、血流が悪くなり、痛みがあるとゆうことらしい。 

 だから、腰痛はこれから先、永く付き合うことになる持病となりそうである。あきらめかけていたら、山

口正貴さん（東京大学付属病院リハビリテーション部）が、ＮＨＫ番組【ためしてガッテン】で、腰痛に効

果的なストレッチを紹介してくれた。 

 山口さんは、起床時に腰痛を訴えるケースが多いのに着目したという。また、朝の腰痛のある人は寝返り

が少ない可能性が高いのではないかと気づいたそうだ。正常な人なら一晩で、寝返りは２４～２５回、寝返

りの少ない人で４～５回という実験結果のデータがある。また姿勢が良い人は、筋肉が収縮し、血管が圧迫

を受け、疲労による痛みから、腰痛も地である場合がある。柔らかすぎる寝床を使用すると睡眠中にお尻が

沈み、腰椎は曲がり、靭帯が伸びてしまい、寝返りは打ちにくくなる。結論としては、「やわらかい体を作る

ことが大事」とゆうことになる。 そこで先生が考慮したストレッチ 

 ① 腰をねじる 

 仰向けに寝て右足を左にひねるようにゆっくりたおす。右脚の膝は軽く曲げる程度に出来れば床につくく

らいまで力を抜いてみる。右脚は重力で伸びに任せられると良い。左腕は上にまっすぐにのばしたままに。

この姿勢のまま、１ポーズにつき、６回深呼吸。同じことを左右交互に行い、１セット。３セットが目安。 

 ② ひじ立て＆ひざ曲げ 

 うつぶせに寝て、ひじを立てて体を起こす。膝を曲げて足を上げる。１ポーズにつき６回深呼吸。 

３セットが目安。 

 ③ ひざ抱え 

 仰向けの姿勢で、片足ずつ曲げて手で支え、両膝を抱え込む。目標はひざが胸につくようになること。こ

の姿勢で、６回深呼吸。 

 ④ タオルを使って足を上げる 

 仰向けに寝て、両膝をたてる。片方の足のつま先に長めのタオルを使って掛ける。ひざを伸ばしたまま、

タオルを持った手の力で足を上げる。６回深呼吸。足の裏が天井を向いていますか。別の方の足で同じこと

をして、１セット。３セットが目安。 

 注意点は、立った姿勢で、前屈、後屈をして、痛みの範囲が広がるようなら、整形外科を受診。ストレッ

チの指導をうけること。  

 ８０％の人に治療効果があったというから、たいていの人の腰痛はなおりそうである。１か月は続けるこ

とが必要であるとゆう。 
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 強くなる！！ シリーズ 『要石を取るダメズマリ』     （囲碁研究６月号より） 

 

問題１（左）黒番です 

 周囲の配石の違いで手筋は 

  異なります 

問題２（右）黒番です 

  △三子を取る仕掛けは 

  手順が大切  

 

 

  

  

 

            

 

                       

                       

                                             

   問題１の解答                  問題２の解答 

                       

 

 

編集後記  １０月になり、一雨ごとに秋の足音が感じられる今日この頃です。 

 秋といえば、食欲の秋・読書の秋と云われますが、若い頃は行楽シーズン到来でカメラ片手に 

紅葉前線を追いかけたものでした。しかし最近は囲碁に出掛けているか、家の中で囲碁のことばか 

り、身体のためにも、近くでいいから、高尾山・昭和記念公園等に出掛けようと家内に催促されま 

す、たまには行楽を楽しんだほうが、頭もすっきりして、棋力が上がるかも、と思うようになりま 

した。皆さんはいかがお過ごしですか？ 食欲の秋、食べ過ぎないように・・・。 

 

 

 

 

 


