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コンビネーション３５4号 

 

序盤はルークを連結せよ！ 

 

函館チェスサークル・インターネット通信 

２０１７年５月 2５日発行 

 

函館ブリッツ・チェス大会の会場、左端が優勝の琉菜さん 

θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ 

金城琉菜さんが函館ブリッツで優勝！ 

θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ 

 5 月 19 日、函館ブリッツ・チェス大会６Ｒが花

園団地集会所で行われました。札幌から佐藤丈瑠

（たける）さんも参戦してくださり、大会は大いに

盛り上がりました。優勝したのは透弥君以外に全勝

の金城琉菜さん。渋谷快成君は準優勝、佐藤さんは

さすがの第 3 位。佐藤さんは最後に渋谷君との必勝

のゲームを勝っていれば優勝していました。 

金城琉菜さん、優勝おめでとう！ 

θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ 

函館ブリッツ・チェス大会入賞者 

θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ 

 ＜オープン：大会全体＞ 

優 勝：金城 琉菜 5.0  

準優勝：渋谷 快成 4.5 

第 3 位：佐藤 丈瑠 4.5 

 ＜Ａクラス＞ 

優 勝：肝付 凱帆 4.0 

準優勝：小林 由佳 4.0 

第 3 位：工藤 徳士 3.0 

 ＜Ｂクラス＞ 

優 勝：工藤漱之介 3.0 

準優勝：小林 橙太 3.0 

第 3 位：山田悠柾也 2.0 

 ＜Ｃクラス＞ 

優 勝：木村 明音 2.0 

準優勝：肝付 朝向 2.0 

第 3 位：工藤 瑛人 2.0 

θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ 

ぎりぎりのゲームが続出！ 

θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ 

 時間が切れる１秒前にメイト！ 時間切れだが、

相手がキング１つでドロー！・・・などなど、負け

ても勝ってもぎりぎりのゲームが続出でした。特に

最終ラウンドを前に上位４名が並び、誰が優勝して

もおかしくない大混戦。その中でのドキドキ感はブ

リッツの面白さのひとつです。 

また、凱帆君、漱之介君、明音ちゃんの３名は大

活躍でした。各クラスで優勝しているのは当然だと

思います。おめでとう！ 

θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ 

最初は全然勝てず３２敗しました 

θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ 

 「ぼくの師匠、ドラカキスさん（今年の北海道チ

ャンピオン）からチェスを教わりました。最初は全

然勝てず３２敗しましたが、局後に先生から負けた

原因を教わっているうちに強くなったのか、大会に

出る前には１勝することができました。」と佐藤さ

んが大会後に言われていました。負けた生徒たちす

べてに勇気を与える言葉だと思います。 

θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ 

大会運営に関するお詫び 

θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ 

 大会運営に関するお詫びです。準備不足とコンピ

ューターの不具合で参加者に迷惑をおかけしまし

た。紙面を借りてお詫びします。もし木村さん、肝

付さん、金城さんがいなければ大会は大失敗で終わ

ったことでしょう。 

敢闘賞の選出と表彰式は来週に行います。 

θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ 

７月１日、２日函館サマー・チェス大会！ 

θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ 

 日本全国から参加者を募集中。ギリシャ人とドイ

ツ人の方が参加予定です！ 

最後のページをご覧ください。 

  



2 

 

θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ 

全日本選手権特集（２） 

θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ 

右写真は黒番の山田弘平（ＡＩＮｅｔ所属）。全日本選

手権にて強豪の青嶋さんとのゲーム開始時です。この写

真のあと６時間近いデスマッチとなりましたが、結果ド

ローにしのぎ、入賞に望みをつなぎました。 

以下は山田弘平顧問の自戦記です。全国トップレベル

のチェスを中学生でも読めるように書き下ろしてくれま

した。同じ 16個の駒を同じように動かしていて、いった

い何がちがうのでしょう。ぜひ自分のチェスと比べなが

ら読んでみてください。 

θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ 

山田弘平：全日本選手権の棋譜解説 

θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ 

山田弘平 vs. 小林厚彦 

2017 年、東京、全日本選手権４Ｒ 

３Ｒ（３ラウンド）で野口さんに負けた後、４Ｒで小

林厚彦君との対戦です。彼はここ数年で頭角を現してき

たプレーヤーで、直前の百傑戦でも小島君を最終戦で破

り、自分と共に同時優勝しています。自分が連敗したく

ないのはもちろんですが、百傑戦で当たらなかった同時

優勝の相手でもあり、非常に重要な一戦でした。 

平凡に見える局面でも、相手のすきを見つけて切り込

んでいくプレーは参考になるかもしれません。 

1. e4 d5!? （図） 

 

スカンジナビアン・ディフェンス！ 

小林君はオープニングの得意なプレーヤーで 1...g6, 

1...c5, 1...d6 とさまざまな得意戦法を持っています。

自分の予想は彼が指しなれた 1...g6だと思っていたので

初手から意外な一手でした。 

この 1...d5はアマチュアに固定ファンが多い定跡です

が、序盤から手損をするため、どちらかと言えば上級者

向けだと思います。 

 

2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Qd6 4. d4 Nf6 5. 

Nge2 

自然な手は 5. Nf3と展開する手だと思いますが、Bf4

をねらい Qd6をとがめにいきます。 

 

5... Bg4 

e2のナイトをピンにして間接的に Bf4を防ぎにきまし

たが、一方でキングサイドのスペースを白に取らせるこ

とになり、損得は微妙です。 

 

6. h3 Bh5 7. g4 Bg6 8. Bg2 c6 9. Bf4 

Qd8 （図） 

 

白は黒の駒を追いかけながら自然に展開し、スペース

を手に入れます。まず序盤は白の満足な展開になりまし

た。しかしここからどうしていくかは難しいところで

す。ゆっくりしていると黒もピースの展開を終えて互角

に戻されてしまうため、白としては早めに方針を決めた

いところです。 

 

10. Bg3 

自分はキングサイドのポーンを活かして攻撃態勢を整

えることにしました。ビショップを引いて次に Nf4と飛

び、Nxg6 と黒のビショップ・ペアを消す手をねらってい

ます。あわよくば、h4-h5や f4-f5等で、黒のピース

（駒。この場合は特にビショップ）をポーンで攻撃する
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手もねらいます。 

展開差を活かすのであれば、ここは 10.d5!? と指すの

も面白かったでしょう。以下、10...cxd5 11.g5! Nh5 

12.Nxd5 Nxf4 13.Nexf4 Nc6 14.Qe2 Qa5+ 15.b4!! Nxb4 

16.0-0となれば、一気に白の攻めが決まりそうです。 

 

10... e6 11. Nf4 Bd6 12. Qd2 Na6 13. 

a3 Nc7 （図） 

 

本譜は白が攻撃態勢を整える作戦を選択し、おだやか

な展開になりました。次の手は悩みどころで、キャスリ

ングをしたいのですが、どちらにキャスリングすればい

いでしょうか？ 難しいところです。 

基本的に攻めたい方と逆方向にキャスリングしたいた

め、クイーンサイドにキャスリングするのが普通です。

しかし、次に Ncd5と跳ねられて d5でピースを交換した

際、たとえば 14.O-O-O Ncd5 15.Ncxd5 cxd5 という変化

によって cファイルが開くのが気になります。 

cファイルの黒ポーンがなくなると Rc8と Bg6の組み

合わせで攻撃されそうですが、それを恐れて Nxg6とビシ

ョップを取るようでは白のキングサイド・ポーンが攻撃

目標のビースを失います。 

一方、キングサイドにキャスリングする手も十分考え

られますが、その際キングサイドから逆襲される手を気

にする必要があります。 

ここは 20分近く読みを入れて、次の手を決めました。 

 

14. O-O-O Ncd5 

熟考の末クイーンサイドにキャスリングし、キングサ

イドの攻撃にかけることにします。当然黒はナイトをは

ねてきますが、この手に対しては、なるべくカウンター

を許さずに攻めの態勢を作ることができる手順を用意し

ていました。 

 

15. Nfxd5!? Nxd5 

あえて、g6のビショップをねらっていたナイトで d5

を取るのが用意の一手です。 

15... cxd5 と cファイルを空ける手には、16.Be5!? 

0-0 17.f4 とあくまでも g6のビショップに向かってポー

ンを伸ばしていきます。こう進めば、黒の展開の遅れを

突けると考えていました。 

 

16. Bxd5! 

本譜の Nxd5に対しては、ビショップで取り返す手が好

手です。cファイルが開くことにはなりますが、c3にナ

イトが残っているため、しばらく攻められることはあり

ません。そして、最終的に g6に黒ビショップが残るた

め、白ポーンに攻めのチャンスが続きます。 

 

16...cxd5 17. Bxd6 Qxd6 18. Rde1! 

 （図） 

 

14.0-0-0を指したときに思い描いていた局面が実現し

ました。黒はキャスリングを終えておらず、明確なカウ

ンターが無いのに対して、白からは h4-h5が明確なねら

いになっています。最後の Rde1がポイントで、先に Be4

のような手を消しておきます。また、間接的にキングを

ねらう f4-f5が強力な手になります。 

 

18...h5?! 

黒にとってこの局面が重要でした。 

ターゲットになっているビショップを働かせるべく、

キングサイドから動いてきましたが、これは白のワナで

す。ここで優先すべきは、ルークを連結させて働かせる

ことでした。 

一例は、18...0-0-0 19. f4 f6 20. Kb1 Rde8 など

で、白が良いですが黒もまだこれから戦える形でした。

おそらく、小林君は 18...0-0-0 に対して 19.Nb5を警戒

したのだと思いますが、19...Qb6 20.Qc3+ Kd7! (20... 

Kb8 21. Qg3+) で、次の Rc8が厳しく白の攻めは上手く
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行きません。 

本譜の黒の手は一見上手い反撃に見えますが、ルーク

が連結していないことが意外な形で効いてきます。 

 

19. f4! hxg4?  （図） 

 

何気なく通りすぎてしまいそうな局面ですが、この瞬間

黒には大きなすきができています。どのような局面でも

チャンスを探すのが、上達への道です。もちろん単に

20.hxg4と取り返す手では面白くありません。 

 

小島慎也さん（右）とのゲームを局後の検討 

 

20. f5! 

 

ポーンを取り返す前にもう一つ突き捨てる手が絶妙

で、これで黒は困っています。 

20...Bxf5と取り返す手が自然に見えますが、21.hxg4 

Rxh1 22.Rxh1 Bxg4 に対しては、23.Rh8+があり a8のル

ークが取られてしまいます（ルークが連結していればこ

の手順はありませんでした！）。かと言って、20...Bxf5 

21.hxg4 Bh7 には、22.Rh5! があります。次の Reh1から

Rxh7がどうやっても受かりません。 

このポーン突きに対して黒はどうすることもできない

ため、形勢は大きく白に傾きました。後はどうやって勝

つか、です。 

 

20...Bh7 21. fxe6 fxe6 22. Nb5 

 

単にビショップを引く手にはシンプルにポーンを交換

してナイトを跳ねます。今度は 22...Qb6?に対して 

23.Rxe6! Qxe6 24. Nc7+があるため次の手は絶対です。 

 

22...Qd7 23. Qb4?  （図） 

 

ここはしばらく考えましたが、正しい勝ち筋を見つけ

ることができませんでした。23.Qd2-b4 の代わりに、正

解は 23.Rxe6+!  

以下 23...Kf7 （黒がルークを取れば Nc7+ のナイ

ト・フォーク） 24.Qf4+ Kxe6 25.Re1+ Be4 26. Qxg4+! 

Ke7 27.Qxg7 Ke6 28.Qe5+ Kf7 29.Rf1+ Kg8 30.Rg1+ ま

で。手順は長いですが、そこからメイトがありました。

途中で gポーンを取っているため 白 Rg1がチェックにな

ることをうっかりしており、この順を指せなかったのが

残念です。 

本譜は少し難しくなりましたが、なんとか勝ちを逃さ

ない順を発見することができました。 

 

23...Be4 24. Rhf1 

 

最初に 24.Nd6+を入れておいた方が明快だったかもし

れませんが、こうして fファイルさえ抑えれば白の攻撃

は止まりません。 

 

24...Qc6 25. Nd6+ Kd8 26. Nxb7+ Kc8 

27. Nd6+ Kd8 28. Nxe4 dxe4 29. Rf8+! 

 

たくさんポーンが取れたので、ピースを交換して簡単

なエンドゲームに持ち込みます。 

 

29...Rxf8 30. Qxf8+ Qe8 31. Qxe8+ Kxe8 

32. hxg4 Kd7 33. Rxe4 Kd6 34. Re5 Rf8 

35. Rg5 （図） 



5 

 

 

後は bと cのポーンを伸ばしていけば簡単な勝ちにな

るため、小林君はここでリザインしました。強敵相手で

したが、連敗することなく二日目を乗り切れたため、勢

いのつくゲームになったと思います。 

1-0 

 

全日本選手権、会場内の様子 

 

θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ 

全日本選手権チャレンジ 

θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ 

今回は全日本で指したゲームから、いくつか問題を出

題してみます。どれも難しいと思いますが、自分なりに

考えてみてください。 

θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ 

第 1問 

黒番 次の一手 （難易度★） 

 

１Ｒ アーケネッテ vs. 山田弘平 

白が Nf3 と跳ねて次に Ne5のナイトフォークをね

らってきたところです。白が見落とした黒のカウン

ターを発見してください。 

 

 

θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ 

第２問 

白番 次の一手 （難易度★★） 

 

３Ｒ 野口恒治 vs. 山田弘平 

今年の全日本チャンピオン、野口さんとの一局で

す。白はナイトを捨てて b7 のポーンを残しました

が、このポーンはクイーンになれるでしょうか。 

 

θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ 

第３問 

黒番 次の一手 （難易度★★★★） 

 

５Ｒ 佐野富 vs. 山田弘平 

序盤では早めにキャスリングすることが大事です

が、上級者同士の対戦ではタイミングを間違えると

大変なことになります。白キングへの攻めを考えて

みましょう。 

θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ 
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第４問 

黒番 次の一手 （難易度★★★） 

 

８Ｒ 塩見亮 vs. 山田弘平 

黒は戦力の多いキングサイドで戦いたいところで

す。２手先まで読んでみましょう。 

θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ 

第５問 

白番 次の一手 （難易度★★） 

 

９Ｒ山田弘平 vs. 中村尚広 

今大会好調の相手に当たり、勝った方が入賞に大

きく近づく一局でした。勝つチャンスを作り出して

ください。 

θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ 

第６問は第５問のつづきから出題します。 

 

左の図は白が 43. 

b5 とパスポーンを一

つ進めたところ。一

見タダのようです

が、43...Kxb5 

44.Re5+で gと hの黒

ポーンを取ってしま

うねらいです。では、43...Kxb5 44.Re5+ Rc5 

45.Rxc5+ Kxc5 （下の問題図）の後、白は勝てる

でしょうか。ヒントは「キー・スクエア」です。 

 

第６問 

白番 次の一手 （難易度★★★★） 

 

９Ｒ山田弘平 vs.中村尚広（変化図） 

 

 解答はすべて次号にて。 （FM 山田弘平） 

 

※キー・スクエアとは 

（右図はコンビネー

ション 344号より。星

印がキー・スクエア。

その号を読めば、学び

直すことができます） 

 

θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ 

函館サマー・チェス大会について 

θθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθθ 

日 時 2017 年 7 月 1 日(土) 13:00～17:00 

2017 年 7 月 2 日(日) 9:00～18:00 

場 所 函館市総合福祉センター(JR 駅そば) 

形 式 JCA 公式戦、スイス 5Ｒクラシカル 

40 分＋1 手 30 秒累加 

1Ｒのみラピッド（早指し）25 分 

日 程 1 日：1Ｒ13:30、2Ｒ14:30 

2 日：3Ｒ9:15，4Ｒ12:30，5Ｒ15:00 

その他 参加費 1,000 円以下、詳細は次号 

参 加 kamiyakumo@gmail.com 山田まで！ 

 

mailto:kamiyakumo@gmail.com

