（夜間の特別コース） 入学
平成 22 年の夏、連日の猛暑で、隅の老人

昭和 29 年

Ａ、Ｂのピントが完全に外れてしまいまし

同 卒

小学校時代、高校時代と学校以外で勉強

た。

をした記憶は無い。高校時代はテストの前

「風変わりな作品集」と前編で、お断りを

日に徹夜の丸暗記。記憶力抜群？でテスト

入れておいたが、この後編では、主人公の

は満点に近かった。早稲田大学は仕事との

作品たちは部屋の隅に追いやられて、解説

関連性が高く、3 年間、真面目に通う。

のカの字も見当たらないばかりか、ボケ老

卒業後も大学の設備を度々借用する。

人Ａ、Ｂの遊び場と化している。

（職歴）

「老い

先が短いから許してあげようや」と、作品

昭和 25 年 小川鉄工所（兄の経営会社）

たちのツブヤキも聴こえてくる。

入社

ただ一つの救いは、冬眠蛙さん、たくぼん

昭和 30 年 小池酸素工業（株） 入社

さん、その他、多くの人から作品への感想

昭和？年 同 退社

を頂戴できたのが幸運で、
「解説の部」の体

退社時役職 機器営業本部長

面をかろうじて保つ事が出来たと思います。
この「雨滴」を手にした方々が、ここに

子供達は成長して家を離れた。女房と二

載せた作品たちの総てを盤上に駒を並べて

人暮らしとなりサラリーマン稼業に飽き足

解いて欲しい。それが無理なら、次の作品

らず、３K（危険、汚い、キツイ）の現場仕

くらいは、です。苦労して産んだ我が子で

事に突入する。

みな可愛い。

小池酸素を退社後の職歴は 10 社以上に

みなさん、よろしく、お願いします。

なります。

自選の「マイ ベスト 10」

主な職業は、

第９、13、16、17、23、

１ BH マシンのオペレーター （BH＝ボー

27、31、49、50、51 番、以上です。
平成 22 年 8 月 記

リング ホールの略）

小川悦勇

２

土木建設

火薬類等保安管理責任者

（国家試験）の免許を取り、
「南アルプス
昭和 8 年 3 月 3 日 （生まれ）

スーパ林道」建設の責任者として従事。

出生地は、東京市江戸川区小岩町 3-1508

３

建築（大工として）

清水建設の下請

（学歴）

け作業で愛知県内の主要建築に携わる。

昭和 14 年 下小岩尋常小学校 入学

主な建造物は、愛工大体育館、能楽堂、

昭和 19 年 実科工業（現、都立墨田高校

中電変電所。

入学

４

昭和 19 年 長野県立 須坂工業（現、須坂

交通誘導員

63 歳～72 歳まで「関電

工」の専属誘導員として働く。

商業高校）に 転校
昭和 25 年 同校 卒

振り返れば、
「出鱈目な人生を送った」と

昭和 26 年 早稲田大学 精密工作技術

後悔している。
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第 1 番 初入選作

昭和 27 年 3 月の旧詰パラ誌の「ヨチヨチ
ルーム」に掲載された小川さんの初入選作
です。この初入選の嬉しさが後年幾多の傑
作を産みました。この拙い作品に、その後
の小川さんの活躍を予見し期待した選者に
感謝です。
暇な老人Ａ，Ｂの二人が今生の思い出に、
Ａの作品集を作ろう思い立つ。ところが二
人揃って不精者、加えて作品の解説等は、
やったことがない。最初に考えたのは、こ

発表誌 旧パラダイス

の作品集には詰手順、変化手順は一切載せ

昭和２７年２月

ない、この作品集を手にした人が、自力で

発表時の名 小川 悦男

解いて、作品の善し悪し、面白さは判断し
て下さい、です。まあ、
「将棋無双」の例も

詰手順
23 香成､14 王､13 成香､同王､24 飛成､迄

ある。その替わりには、この作品集を二人
の駄文で埋めましょう。ＡＢ共に多くの詰

５手詰

棋書は持ってはいるが、その詰手順は読ん
“貴稿掲載誌”のゴム印を押された「詰

だことがない、まして、その手順を並べた

将棋パラダイス」を手にした時の驚きと嬉

ことはありません。結論は載せる必要なし。

しさは、今も鮮明に残っている。
この、ゴミのような作品が、私を詰将棋創

作品集の表題は、「雨滴」
。これはＢが決め

作の魅力ある世界に導いてくれた。そして、

ました、
「一滴の雨、岩をも穿つ」
、Ａさん

全作品の中で、最高の位置にある。

の作品が詰棋界の一滴になれば、です。
こうして、前編の問題集が完成。

夢翔６0 有余年

前編が完成した、多くの詰棋愛好家に見て

初入選の想い出は、幼い日の初恋に似て

貰いたい、洛陽の紙価を貴かめるには？

いる。年老いた今、この作品を見返せば、

そうだ、後編が完成する前に宣伝しよう。

初入選の喜びで、掲載された旧パラのペー

そこで思いついたのは、ＨＰ上にブログを

ジを幾度も幾度も開いては、この作品を見

開いている冬眠蛙さんです。ここに前編を

つめていたことを思い出す。あれから６０

送れば、きっと蛙さんは、そのブログに何

有余年、どうして、こんな作品がとも思う

かを書いてくれる、これは前宣伝になるぞ、

が、それはそれ、これはこれで、Ａ老人お

です。

得意の「まあ良いか主義」発揮で、この作

思いついたら、すぐ実行。なにせ二人は老

品集の冒頭に載せることにしました。

人、先が短い、蛙さんへメールで前編を送
信。折り返し、蛙さんから返メールあり。

2

その返メールには、蛙さんが各題を解いて、

これが詰将棋との始めての出会いだった。

その各題への感想がビッシリと書いてあり

桂、金の中合いに深く感銘して詰将棋に興

ました。Ａさんより作品の解説を頼まれて

味を持ち始める。

いたＢは横着者で図々しい。このメールを

「１５歳、中３の頃」
、初形対象など、意味

読んで、これを作品の解説に頂戴です。

も無いのに嬉しがっていた。

蛙さん、よろしくお願いします。

手筋の軽作で、私の一面か？
大福帳を利用して「詰将棋創作メモ」を作

冬眠蛙さん、

り始め、学校ではノートに盤の升目をセッ

大作家にもこんな頃があったのか、と思

セと書いていた。

わせるカワイイ短編ですね。
そこそこ紛れもあるので、初級者向けには

冬眠蛙さん、

良い内容と思います。

序奏は多分こうだろう、と見当をつけ、
合駒も予想どおりの展開。飛を取った後で

第２番

習作１

32 飛、14 飛と追って詰まず、アレッ？
なるほど 11 飛がありましたか。最後角捨て
で満足です。
「十年一昔」で云うなら、この作品の創作
時は、おおよそ、六昔も前の作品ですが、
いま出題されても、古さは感じませんね。
良い作品は時代を超える、まあ、そういう
ことにしておきましょう。
ところで、昭和 28 年の世の中には、どん
な出来事があったのかな？

発表誌 風ぐるま

この文を書いている最中に、テレビのニュ

昭和 28 年９月

ースで、ＮＨＫの相撲実況放送が相撲協会

発表時の名 小川 悦勇

の不祥事で中止とのこと。この実況放送が
開始されたのが、この昭和 28 年です。ワン

詰手順

マン宰相吉田茂のバカヤロウ発言、株価の

22 歩打､11 王､21 飛打､12 王､１３歩打､同馬､

スターリン暴落等々と、いろいろあったら

11 飛成､同王､13 飛成､12 飛合､21 歩成､同王､

しいが、Ａ，Ｂともに若かった、世の中の

12 竜､同王､11 飛打､23 王､13 飛成､32 王､

ことにはお構いなしで、詰棋の世界にどっ

43 角打､同香､22 竜､41 王､42 角成､迄

ぷりと填っていた。

２３手詰

その頃の娯楽といえば、映画全盛時代で、
近所の高校生に大道棋の香歩問題を出題さ

「禁じられた遊び」
、
「シエーン」等、邦画

れ、3 日かかりで解明する。

では「東京物語」等が、封切られました。
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第３番

習作２

冬眠蛙さん
飛成から銀生は予想どおり。同玉の変化
で少し考えました。42 とが正しいのかな。
11 玉には銀成から 22 銀がこの一手。32 桂
合に対して考える。11 角から 33 龍、もっ
ともコレだ！という手順が作意でしたか。
24 銀合でやっと確信が持てました。
収束の変長が惜しいですけど、序を変えた
り、駒を足したりしてこれを消そう、とい
う気にはなりませんね。小キズのままでも
充分、と思います。

発表誌 風ぐるま
昭和 30 年２月

蛙さんから収束の小キズありのご指摘、

発表時の名 大平典子

加えて修正はせずとも良しとのアドバイス、
有り難く拝聴仕り候。もっとも、作者のＡ

詰手順

さんは、最初から修正する気は更々にない。

21 飛成､同王､32 銀生､11 王､21 銀成､同王､

昨今、皆さんの発表する作品は完全を期し

22 銀打､同王､42 飛成､32 桂合､11 角打､13 王､

て、コン君に検討をお願いするものもある

33 竜､14 王､34 竜､24 銀合､25 金打､13 王､

と聞く。作品集の作品に余詰、変長、小キ

24 金､同桂､22 角成､同王､24 竜､23 金合､

ズ等々が多少は有っても、その方が人間味

34 桂打､11 王､22 銀打､12 王､13 銀成､同金､

ありと、Ｂは思っている。

22 竜､迄 ３１手詰

多くの人が、加えてコン君も参加して、検
討したであろう、駒場さんの「ゆめまぼろ

駒余り、変長の“傷物”

し百番」にも余詰作はある。まして、
「まあ

「詰棋会」
「風ぐるま」時代、この頃の作

良いや主義」の老人の作品集、多少の不完

品は酷かった。何がって、作品の完全率

全作が混じっていても、それもご愛敬と笑

です。自作等は完全率 60％も有ったか？

ってください。

それを思うと本作はマシな方だ。

この作品が発表された昭和 30 年頃、

どだい、当時の作品が生き残っている事自

詰棋界に、いろいろな言葉をもじったペン

体が不思議でならない。 今ではとても見

ネームで作品を発表することが流行ってい

られない作品群、それでも、創作の面白さ

た。若かったＡさんも時代の波には逆らえ

に引き込まれて行った。

ぬ、流行っているなら、風邪でもひくよ。

旧パラ誌を知り、曲詰や趣向詰にも興味を

こうして、大平典子＝大ペテン師が誕生。

持つ一方、当時解答の横綱を張っていた北

喜寿を通り過ぎたＡさん、このペンネー

原義治氏と文通を始めたのもこの頃だった。

ムを思い出しての感慨や如何？
Ｂが思うには、
「あの頃、私も若かった。
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今なら、こんな人を食ったようなペンネー

初期の曲詰「ロ」の字

ームは付けません。もう一捻り考える。
」

どうして曲詰に手を付けたのか、さらさら

あれも夢、これも夢、青春時代も今では

記憶に無い。当時の曲詰は、
「詰上げると形

忘却の彼方へ。

が現れて、アッ、と言わせる」これで良し、
としていた。これを見て、幼いながら「こ

第４番

習作３ 詰上り

「ロ」

れじゃ、いけない」と思っていたのか？ 少
しばかり、詰手順に工夫を始めて行く。門
脇芳雄氏と交友を深めるまでは、幼稚な曲
詰を創っていた。
冬眠蛙さん
あぶり出しっぽい初形。56 飛～67 金はこ
うしてみるところ。46 玉に対して飛の引き
場所でだいぶ考える。29 飛がいかにもそれ
っぽく見えたのは詰棋人の性ですね。諦め
てじゃあ他の手は、ということで 56 金とし

発表誌 風ぐるま

てみる。邪魔駒消去みたいで気持ちいいけ

昭和 30 年 11 月

ど、37 玉で詰まなそう。ちなみに同玉と取

発表時の名 小川 悦勇

ってみたら…お、これは綺麗に詰むなあ。
惜しい…そうか、57 金といったん追えばい

詰手順

いのか。うまい手順ですね。これはポイン

56 飛打､同王､67 金左､46 王､57 金寄､55 王､

ト高いです。最後は予定調和の手順で「ロ」
。

56 金､同王､26 飛､55 王､56 飛､同王､

好きと暇潰しで、セッセと将棋雑誌やブ

57 金､55 王､56 角成､同歩､56 金､54 王､
45 馬､迄

ログに発表された詰棋の新題を解いては、

１９手詰

詰上り図

その解答や感想をその発表先に送っている
暇な老人がいます。ハイ、それはＢさん。
Ｂさんは、その問題に懸っている賞品が
別に欲しいわけじゃない。でも時には当た
って、
「ニコリ」もします。どうして送るの
？と問われたら、
「送った感想が、誌上やブ
ログに載って、それを眺めて、ニヤリ」
、で
す。おおかたのブログでは、解答者の送っ
た感想は総て載りますが、誌上では、紙数
に限りありで、載るのは解説担当者の感想
文の選別がある。これが意外と難関。
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捻り鉢巻、苦労の感想、少しは載せて欲し

た作品とは思っていない。そこで、Ａさん

いなぁ。載せて貰うには、多少のコツがあ

が付けた表題は「習作 3」
。

る。先ずは、その作品の良い、優れた処を
探しましょう。気に入らない処やその作品

第５番

習作４ 詰上り

「フ」

の欠点等は、あっても書くのは少しだけ。
なにせ、担当者が自信を持って選んだ作品、
褒めることが先ずは優先。
新人作であまり褒め文句が見付からない時
は、
「入選、おめでとう、君の次作を期待し
ている」
。下手な鉄砲も数で、多くの作品に
感想を送れば、解説担当者も人の子で、お
情けの採用も期待できます。
おまけの助言、感想文は簡潔に、25 文字以
内で纏めましょう。今は発刊されていない
が。
「詰棋めいと」誌にも、よく感想をメー

発表誌 風ぐるま

ルしました。その返メールで、主幹、故森

昭和 28 年８月

田銀杏先生曰く、
「長い感想は好ましくない、 発表時の名 小川 悦勇
15 文字以内が良い」
、この範囲で感想を書
くのは難しい、
で、
25 文字以内とした次第。

詰手順
63 桂成､同馬､56 桂打､同と､65 飛打､54 王､

4 番の蛙さんの感想へ。

63 飛成､同王､65 飛､54 王､63 飛成､同王､

パラ誌で、特別？な企画があると、蛙さ

36 馬､64 王､66 香打､同と､46 馬､65 王､

んはその解説を担当されることがある。

54 角打､同王､55 馬､63 王､73 香成､迄

さすがに蛙さん、上手く書くなぁ！です。

詰上り図

２３手詰

この作品の発表されたのは、昭和 30 年。
平成の今、詰め上げたら、
「ロ」の字が出現、
ただそれだけですが、それを上手に褒め
て？いる。貶すより褒めろ、陥すより煽て
ろ、褒め文句の殺し文句、６手目の変化の
解説も上手に書かれています、流石、流石。
平成に入ってからの曲詰は、合駒、不成り
等を取り入れた作品が多くなっています。
Ａさんが今、この「ロ」の字を創作するな
ら、たぶん、合駒入りで考える。江戸時代

初期の曲詰「フ」の字

の「秘曲集」の作品よりは、少しは良いか

初形対象を意識していたのか、価値も無い

もしれないが、Ａさん、この作品はたいし

のに笑ってしまう。初形と詰上りに関連性
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がなければ、全く無意味である。

その会合で、参加された人々はそれぞれ賑

★

やかに詰棋の談話。Ｂは話し下手で初対面

曲詰と言うだけで、評価点が高くなる

ことに疑問に感じませんか？

の人にはご挨拶さえままならず。それやこ

思うに

れやで、ただ一人、会場の片隅で出席され

① 捌いて詰上げる、昔からの易しいイメ

た皆さんの話を黙って聞いていました。閉

ージが残っている。

会後は酒豪の鶴田さんの音頭取りで二次会

② 詰上り、象形のハンデを見てくれる。

がある。不調法者のＢはお酒を一滴も飲め

③ 謎解きの難解度や、構想を期待しない。

ない、奈良漬けさえも避けている。で、閉

答えは

会後の二次会は御免、ハイ、さようなら。

① 昔と今は違う、昔風は通用しない。

これでは出席しても、誰もＢがいたとは思

② 詰上が 10 枚前後はハンデに感じない。

わない。これでは出席しても意味がない、

③ 逆算式創作故に、正算とは違って面白

以後の香竜会はこんな理由で不参加です。

い手順が考えられる。

ところがある日の香竜会。ある理由があ

以上の問答は、曲詰創作の指針です。

って、出かけようと思い立つ。この会合の

進歩が目覚しい曲詰を後退させないように

すこし前、看寿賞受賞作家の近藤眞一氏が

頑張りましょう。 （砂丘より）

突然、Ｂの荒ら家にご来駕、その時にお持
ちになった詰棋書「近代将棋図式精選」を

冬眠蛙さん
やっこ凧のような初形が印象的。桂取りか

お借りした。今度の香竜会には、近藤さん
も出席される、良い機会だ、久しぶりに会

ら始まって、65 飛打、54 玉までは第一感。

合に参加しよう、そして、読み終えた、詰

そこで思い切って角を取る手が第一関門。

棋書を返却しようです。

そして真打が 65 飛～63 飛成！角を打つ手

会場に到着したら、既に５，６人の人が

が当然に見えるので、これにはビックリで

集まって雑談？中。先ずは私の名前を告げ

した。香を取ってから、66 香、同ととそら

て、皆さんのお名前を訊く。この人も、こ

して、73 角と打ってアレ？じっと 46 馬と

の方も総て知っているお名前。詰パラ誌上

寄る手がちょっとした盲点になりました。

で大活躍の人ばかり、初対面でも見知らぬ

詰上り「フ」？ 43 と・44 銀・53 歩の非

人ような気はしません。この中に、その頃

効率的な組み合わせで、このようなアクロ

詰パラ誌の大道教室で出題と解説を担当し

バティックな手順を無理なく展開できたの

ていた「あっちゃん」こと鳥本敦史さんが

はお手柄と思います。

いました。このあっちゃんとは、幾度かメ

詰棋の世界にも各地に同好会があります。
Ｂの住んでいる名古屋にあるのが、香竜会。

ールのやり取りがありましたが、勿論、初
対面、彼が私に話しかけて来てくれました。
その話の中で、
「今、香竜会の大御所、服部

この香竜会の第一回の会合は、詰パラを創

彰夫さんの作品集を香竜会で作っている、

刊された故鶴田諸兄氏の提案で、名古屋の

Ｂさんも数題の解説を受け持ってくれませ

厚生年金会館で開催されました。出不精な

んか？」
、です。解説は今までにしたことが

Ｂですが、何故かこの会合に出席しました。
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ないけれど、数題なら何とかなるだろう、

と、隼は征く 雲の果て」
、たぶん、若い蛙

「ＯＫ、やります、やらせて下さい。
」

さんはこの歌は知らないな。でも、カラオ

数日後、私が頼まれて解説する服部さん

ケ上手でノド自慢のＡさんは、絶対に知っ

の作品が送られて来ました。ところが、数

ている、歌えるね。

題なら何とかなるさと思っていたのに、送
られて来た作品数は服部彰夫作品集、
「砂

第６番 簡素形

丘」の百番中の第 32 番から第 48 番で 17 題
もありました。数の多さに吃驚！出来なか
ったらどうしよう？ここで、Ｂさんは考え
た、そうだ、援軍を仰ごう、メールで友人
のＡさんに助け船をお願いしよう。
解説する 17 題は総てあぶり出しの曲詰。
Ａさん＝小川悦勇さんは、この詰棋界では
名前の知られた曲詰の大家で好都合、この
人物なら、秋生老もダメとは言わないな。
Ａさんにウナメール、返メールはＯＫ。
この 5 番の解説の冒頭部分に「砂丘」よ

発表誌 将棋春秋

りと書いてある。これはその時の「砂丘」

昭和 32 年５月

の 42 番にＡさんが書いた解説からの抜粋

発表時の名 小川 悦勇

です。ところで、この「雨滴」を読んでく
れている貴方は、この服部彰夫氏の「砂丘」

詰手順

を手にしたことは？未だないって、駄目で

62 角打､41 王､42 竜､同王､33 銀打､31 王､

すね。それでは貴方を詰棋愛好者とは云え

13 角打､41 王､53 桂生､同銀､31 角成､同王､

ません。是非、この作品集を購入して、難

53 角成､21 王､31 馬､同王､32 銀打､迄

解派、服部作品に挑戦してみて下さい。詰

１７手詰

将棋の面白さが一層増すと思いますよ。

詰上り図

話が脱線するのは、毎度のことで、何時の
間にかに、「砂丘」の宣伝。思いついたら、
忘れないうちに書いておこう、こうしない
と、歳のせい？か直ぐに物事を忘れる、ボ
ケ始めた老人のＢです、これまた御免。
蛙さんがこの作品の初形を奴凧のようだと
書いている。Ｂ老人は戦中派、戦闘機「隼」
の正面から見た図に見えるのですが、エン
ジン部分が大きすぎる、翼が小さい、些細
なことは気にしない。
「エンジンの音 轟々
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小学校から高校卒業までの長い疎開生活に

若かったＡさんのやりそうなことだ。

幕を閉じて東京に戻ってきた。

それで、Ａさんは五百円は貰えたの？

メル友だった、北原義治氏も同じ江戸川区

Ｂの覚えている詰将棋募集の最高金額は１

内に引き上げて来る。

万円。それも完全作を創れば必ず貰えまし

詰将棋も第２期黄金時代？を迎えて活況を

た。遠い昔？未だ、煙詰が「図巧」の99番

呈していた。

と黒川さんの「落花」しかなかった時代、

関連雑誌も「詰パラ」を初めとして「風ぐ

詰パラ誌上で鶴田さんが、この金額で煙詰

るま」
「詰棋界」
「将棋春秋」
「近代将棋」
「将

を募集しました。ラーメン１杯＝35円、カ

棋世界」
「王将」と花盛り。

レーライス＝50円、外食券食堂もあった時

その中で「将棋春秋」は詰将棋が表紙に採

代の１万円です。もう、10年遅かったら、

用されると 500 円の賞金も貰えた。

詰パラ倒産、鶴田氏は夜逃げだったでしょ

この簡素形は賞金目当てに投稿、セコイ。

うね。結果は１題も応募作なし。良かった

（当時の 500 円は今の 5,000 円か？）

ような悲しいような結果でした。

尚、盛んに投稿を奨めた北原氏は共犯者。

この数年後に田中鵬看さんが近代将棋誌に

「小川、２０歳の頃」

煙詰４題を纏めて発表、詰棋界をアッと驚
かせました。惜しかったな、です。

冬眠蛙さん

現在、詰将棋の入選でお金が貰えるのは世

古図式のような印象的な初形。最初、62角

界将棋誌。入選作は二千円、その月の最優

は61玉で詰まないと即断し、73角と離す手

秀作は三千円。詰パラ誌は解答部門で賞金

を中心に読みましたが、どうも捕まりそう

がある、年間成績１位は二万円、２位は一

にない。61玉には72角から詰む、と気付い

万五千円、３位は一万円、４―５位は各五

てそこから先は一気呵成でした。この収束

千円。これは高額なのか、どうかはわかり

は気持ち良いですね。初形と詰上りの対比

ません。ここでＢの自慢話、これを書いて

が鮮やか、センスを感じます。

いる平成22年、Ｂは詰パラの解答部門で三
位入賞、一万円を頂戴しました。

セコイ話。

詰将棋パラダイスの皆様、ありがとうござ

詰将棋を解いて、感想を考えるのは好きだ

います。この一万円は何に使うのと問われ

が、平凡な短編への感想を書くのは難しい

たら、ハイ、もうすぐパラ誌の誌代が切れ

「一目で解けた」では、感想にならない。

る、その誌代に回します。

いつも、詰パラ誌の保育園、幼稚園への感

セコイ話を忘れていました。この頂戴し

想は難儀する。この6番では、銀2枚の清涼

た一万円を年末の確定申告に計上するか、

詰を褒めたら後がない。こんな時は、Ａさ

しないか、貴方ならどうする？たぶん貴方

んの話題の乗って、セコイ話でお茶を濁そ

はしないでしょうね。申告は国民の義務で

う。創った詰将棋が「将棋春秋」の表紙に

す、申告しないのは良くない。なら，Ｂさ

掲載されると五百円（今なら五千円？）貰

んは？ハイ、私もしません。申告してもお

えた、それを狙って作図に励んだ、だって。

国の益にはなりません。これを計上するな
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ら、これに要した経費も計上、詰パラの誌

詰手順

代、他の書籍購入費（これの課目は研究費）

92 歩成､同王､93 桂成､同王､85 桂左､92 王､

解答用紙にボルペン（事務費）、郵送料等々

93 桂成､同王､85 桂､92 王､84 桂､92 王､

を総て経費で計上します。これでたぶん赤

73 香成､同銀､92 桂成､同王､65 馬､同馬､

字です。少ないが今、年金を貰って生活し

99 竜､98 馬､同竜､同と､74 角打､同銀､

ていますが、この年金にも所得税がかかっ

93 歩打､82 王､83 歩打､同銀､81 銀成､迄

ている。こんな調子で毎年、少額ながら所

２９手詰

得税の還付金がある。脱税？いいえ節税。
セコイ話？いいえ、これも趣味です。

大平典子＝イヤミな筆名で今となっては

現在、願っているセコイ話を一つ。

好きではない。それでも98への馬の移動合

看寿賞の副賞に詰将棋のデータベースが付

がペテンに思えたので、苦心して考えた筆

いていると読んだことがある。このデータ

名だった。

ベースが欲しい、使用してみたい、Ｂは貧々

（私が詰将棋創作に係わった実働年数は、

窮々の年金生活、高額？なので、購入する

1955年前後の2年。空白時代は長く、ずっと

のはとてもムリ。無料で手に入れるには？

飛んで、2000年、森田銀杏さんの詰将棋研

Ｂに看寿賞を取れるほどの作品は創れない。

究会に入会した後の10年間。

こんな時はＡさんの出番。Ａさんなら取れ

合計して、およそ15年間です。人にはベテ

る、獲得して下さい、看寿賞。そして、そ

ランと言われるけれど、何故か抵抗があり

の副賞は私に頂戴。Ａさん、頑張って詰棋

ます。）

の創作に励んでね。
ベテラン作家
第７番 「ペテンシ」

隅の老人Ａ

僕は時々、ベテラン作家と呼ばれます。
これが僕にはピンと来ない。確かに、この
道 50 年、「古株」には違いないのだが。
普通に解釈するならば「ベテラン作家＝経
験が豊富で実績がある」でしょう。
僕がピンと来ない理由は実績が無いからで、
作品数は少ないし、何かの賞も貰った事が
ない。
ただ、一言言わせて貰えるならば、「創作
と名の付く分野では、ベテランも新人も評
価に差は無い」と言う事、強いて区分けを

発表誌 風ぐるま （改良図）

するならば「作家としての感性（センス）

昭和 29 年４月

が良いか、悪いか」で、このセンスは詰将

表題 ペテンシ

棋なら「どんな形がよい、とか、どんな手

発表時の名 大平典子

順や構想が面白い、とか」を判断する基準
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です。数多くの作品を見るうちに、一人一

実際には、この作品が発表されたのは、昭

人が違う感性を持ち、作風が生まれてきま

和29年９月の「風ぐるま」誌です。この将

す。 それでは、自己流の解釈を綴ります。

棋雑誌を知っている、覚えている人も少な

「ベテラン作家＝良い感性を持ち、作風が

いでしょう。この「風ぐるま」は高知県（当

定着している」になります。

時は辺地、失礼）で発行されていて、主幹

ですから、経験や実績があっても、センス

は島村俊雄氏でした。この頃は将棋関係の

が悪ければ、ベテランとは言えません。

雑誌は多かったのですが、詰将棋といえば、

（詰四会会報より）

「旧詰将棋パラダイス」とこの「風ぐるま」
の二誌が詰棋の世界を二分していました。

冬眠蛙さん

ところが、パラ誌は経済難で休刊続き、苦

固まった桂配置が龍馬の動きを邪魔してい

心の自信作をパラ誌へ投稿しても、いつ採

てややこしそう。初形打歩詰なので92歩成

用されるやら。で、送った先は「風ぐるま」。

から84桂と繰り替えしてみたくなる。
…が続かない。こっちだけでなくて85桂と

Ａさんからメールが来ました。前記の蛙さ

77桂もできそうだ。早速やって85桂右と跳

んの感想で、
「7 番のペテンシで 98 馬の移

ねるところでピンと気付く。きっと97の桂

動合に触れていない。まさか、見落とした

も跳ねるな、小川さんなら。

のではあるまいか？」

順番とかは後回し。とりあえず両方の桂を

Ｂの返メール。

捌く前提で。どれどれ、と整理してみると、

改めて蛙さんの感想を読み返す、移動合に

どうやら当たりました。なるほど、9筋のと

言及なし。この作品の最大のモチーフに触

金を取る手を狙うのですね。カンが当たる、

れてない、Ａさん、おかしいなぁ？ ごも

この瞬間は解答者冥利につきます。

っとも、Ｂ曰く、
「これは有り難い、この話

最後に順番を確認。歩二枚が必要なので、

題で 7 番を書こう」

84桂跳ね～73香成が最後。桂跳ねは左の桂

これは二人の内緒話、と言っても、二人は

を先に捨てるのが正解ですね。何も置かず

老人、耳が遠くて小さな声では話せない。

に限定できているのがオイシイです。

で、何時の間にか、蛙さんの耳へ。

どちらかというと趣向作的な雰囲気が楽し

蛙さんからの第２報あり。

かったです。

「7番の移動合→完璧に見落としました。
と金の入手で勝手に一息ついた自分の甘

苦労の末に、罠を仕掛けた作品完成。

さよ。これはいいネタになっちゃいまし

さあ、詰パラ誌に投稿しよう。手数は29手、

たね（笑）。」

短大、デパート、どちらにしよう？

好々爺のＡさん、これを読んで「してやつ

Ｂさんにメールで相談。Ｂさん曰く、「デ

たり。」と喜んだが、皮肉屋で裏読み専門

パートとはダメ、短大ですね。デパートで

のＢは「これは違うな」、です。

は手数が表示されている。これでは罠に填

だいたい、詰将棋に関しては千軍万馬の蛙

った人も、これはおかしいな、でしょう」

さん、こんな落とし穴に落ちる筈がない。
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一粒で二度美味しいの広告もある。一つの

「風ぐるま」に掲載されたのが、1953 年だ

作品で二度の感想。これで二度、Ａさんを

とすれば、習作の頃か？それにしては纏ま

喜ばせようの魂胆でしょう。感想文の最後

りが良いなぁ。今じゃ通用しないけれど、

は（笑）、“判るかな？”、裏の田圃の畦

昔はこれで充分まかり通っていました。

道で蛙さんの鳴く声が聞こえる。

なんでも、１の字の１号局らしい。
価値としては、それくらいかと思うけれど、

第８番

詰上り 「１」－１

（古今趣向名作選）に載っているところを
見ると、捨てたものじゃない？
★ 曲詰で「好ましい詰上り」とは
① 字形が鮮明で判り易い。
② 気になる大駒を残さない。
③ 中央部からズレない。
中央部から 1 段、1 列、離れる毎にマ
イナス点が加算され、これを補う手順
を作るのは容易ではない。隅に出来る
のは偶然性もあり、曲詰とは言い難い。
（例外も有る）

発表誌 風ぐるま

②の対策。

昭和 28 年 12 月

素材の段階では大駒の使用を最小限に

発表時の名 小川 悦勇

抑える、大駒は序、中盤に使うべし。
手順に厚みも増え、詰上りにも残らな

詰手順

い。

（砂丘より）

45 銀､同銀､23 飛成､同王､26 竜､34 王､
33 角成､同王､43 歩成､34 王､44 と､同王､

冬眠蛙さんの感想（7 番と同じメールで）

53 角成､55 王､54 金､同銀､56 竜､迄

こちらはあぶり出し的な雰囲気あり。

１７手詰

45銀と捨てた後、33角成でなんとかならな

詰上り図

いか、と思ったのですが、飛を成捨てる方
でしたか。でも後は比較的平易に詰ませら
れました。「１」の字はこういう収束もあ
るのですね。
佐々木の高綱、一番槍で名を残す。Ａさん、
「１」の字で名を残す？そんなに上手くゆ
くのかな。曲詰の大家、門脇芳桂さんは、
「曲詰は 17、19 手くらいで纏めるのが良
い」と書いていますが、Ｂは 25 手前後が
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良いと思っています。配置された駒を捌い

おまけの３番手。

て形を作る、これだけなら門脇さんのお説

続いて近代将棋誌の付録に付いたのは、今

はごもっともですが、平成時代の曲詰では、

も軽快な作品を発表されている、植田尚宏

これだけではよほどの妙手を入れないと平

さんの作品集「流玉」
、発行は昭和 38 年１

凡作で片付けられてしまいます。で、近年

月。

の作家は、合駒、伏線、趣向等々を、その

流玉 第 94 番 表題 「無防備都市」

作品に入れようとする。これで手順は長く
なる、せめて 25 手は欲しいな、です。
さて、ここで 2 番手？の例をあげて置き
ます。今、休刊？中の近代将棋誌、昭和 30
年代、この誌に詰棋を投稿して、その作品
の数が 100 回に達した作家の作品集を近代
将棋誌の付録として出していました。これ
は、今の詰パラ誌の入選 100 回記念作品展
よりは気が利いていると私は思いますが。
その第 1 号が、Ａさんのお友達、江東三人
男の北原義治さんで、その作品集「独楽の

ここでの趣向は無防備王、詰手数は 31 手詰。

うた」
、発行年は昭和 37 年７月です。

この作品が創られたころ、イタリア映画「無

独楽のうた 第 96 番

防備都市」が上映されていて大評判、そこ
で、この作品の表題にその題名を拝借？
両作品の詰手順は書きません。面倒？いい
え、自力で解いてこそ、この両作品の良さ、
面白さが判ります、ほんの老爺心です。
第９番

周辺巡り

ここで、北原さんは持駒趣向を取り入れて
います。詰手数は 33 手詰です。
ここでＢからのお願い。Ｂはこの作品集を
持ってはいるのですが、古い詰棋書なので
1～4 番が欠けています、この 4 作をご存じ
の方はお教えて下さい。
発表誌 詰棋界 （修正図）
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昭和 28 年１月

き詰まってしまう。おかしい。ああそうか、

発表時の名 小川 悦勇

最初に角成る手が入れられるのか。合駒は
とりあえず歩にしておいて、以下81飛…う

詰手順

～ん全然変わらない。しばしの逡巡の後、

46 角成､64 香､81 飛打､92 王､56 馬､同と､

ようやく56馬を発見。ああこれは素晴らし

93 香成､同王､94 歩打､同王､95 歩打､同王､

い手ですねえ。「角成に55歩合とか成立し

96 歩打､同王､97 香打､同王､98 金､同王､

ないのかな？」と考えましたが、なるほど、

87 飛成､99 王､88 銀打､89 王､77 銀､79 王､

この手順になる限り無駄合いになるわけだ。

88 竜､69 王､68 金､59 王､58 金､49 王､

以下左に追うところまではスイスイ。角合

48 金､39 王､38 金､29 王､28 金打､19 王､

を取った後がどうも詰みすぎる模様。変だ。

18 金､同王､27 金､同王､18 角打､16 王､

…なるほど、２手目は移動合なのか！ああ

17 香打､同王､26 銀､16 王､17 歩打､26 王､

よく成立しているものだなあ。以下の手順

28 竜､15 王､16 歩､同王､27 竜､15 王､

で「ああこの駒取り残されるのかあ、残念」

16 歩打､14 王､13 桂成､同王､24 竜､12 王､

と思っていた18角までちゃんと捌ききるの

11 桂成､同王､21 竜､同王､23 飛打､31 王､

は凄いの一言です。合駒は桂ですね。

22 銀成､41 王､43 飛成､42 角合､32 成銀､51 王､

最後意地悪すると還元玉にならないですが、

42 成銀､同銀､52 歩打､62 王､63 と､71 王､

これは気にする方が狭量といっていいくら

72 と､同王､35 歩､45 桂合､同角､同歩､

いの小キズ。今まで解いたり見たりした周

84 桂打､62 王､71 角打､同王､73 竜､81 王､

辺巡りの中でもかなりの秀作ではないでし

72 竜､91 王､92 桂成､迄

ょうか。見事でした。

９３手詰

習作の頃から徐々に脱皮を始めた長
編の１号作で、記念すべき作品。

Ｂ爺、解けて嬉しい作品です。

趣向作としては｢４隅を通過して元に

難さを乗り越えて解図できた時、その解後

戻る｣と言うだけで、61 で脱線してい

感が"ヤッタゾ！"と思うか、それとも"ヤレ

るのが、習作時代の名残である。

ヤレ"と感ずるかによって、その作品の評価

手順では初手から始まる伏線に「謎解きの

が決まります。作品の表題は「周辺巡り」。

構想」が感じられ、現在に至る「小川作品」

従来、多くの周辺巡りの趣向作が作られて

の主流を成している。

はいますが、どの作品も趣向のみで、解図

発表図は不完全作で、これは修正図です。

の難しさは少なくて、いたって簡易。この

61 の地点を通過しないのも修正は出るが、

考えでこの作品に向かうと、作者の設けた

欠点としてあえて残しておいた。

罠に填ります。大方の解図者は2手目の応手
は64歩合から考える。そして周辺を巡って

冬眠蛙さん

83手詰で詰上げる。"83手詰、易しいが巧み

序盤に難所が…というヒントを忘れていた

に巡る。61の地点を通過しないのが、少し

わけではないのですが、とりあえずすぐに

減点"、こんな感想が小川さんを喜ばせます。

飛を打って追ってしまう。どうも下辺で行

2手目に、61香を64への移動して合駒、遠大
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な伏線になる移動合がありました。

9 番を例に取るわけでは有りませんが、作

この妙手で収束の手数が10手も延び、18角

家は創作に当り「勝手な手」を読みまくり、

も捌けます。この64香出の妙手を発見した

不完全作を乱発します。最近は柿木君に注

解者は、"ヤッタぞ！解けたぞ！"と、感心

意されて、そういうことは、少なくなりま

します。詰将棋も謎解きと考える時、色々

した。特に昔はひどかった、
「小川さん、又

な手法で難解度は増やせますが、遠大な伏

そんな勝手手を考えて、ほら早詰が有りま

線を入れて、解者を悩ませるのも、ひとつ

すよ」
、何回指摘されたことか。とは言え、

の優れた作図の方向ではないでしょうか。

「勝手手」を妄想するのが作家の楽しみで

ここで参考までに、昭和 26 年５月に発表

あります。

された山田修司氏の「鳩」と題された周辺

☆

巡りの作品を載せておきます。

82 竜、迄の解答は誤答？に近いと、

勝手に考えていました。

山田修司著 「夢の華」 第 10 番
Ｂさん
Ｂ爺さんの持っている詰棋用語の辞典に
「希望限定」という言葉が載っている。
これでしょうね。のんびり、平和な江戸時
代に生まれた詰将棋です。そのルールなん
ぞは、おおらか曖昧、Ａさん得意の「まあ、
良いか」
、これが今でも、まかり通っていま
す。長編、曲詰等の収束で、
「こちらの方に
逃げてくれ、合駒しても 2 手？しか延びな
い、おまけに持駒が余ります」
、これはよく
発表誌 詰将棋パラダイス

ある話です。詰棋作家と解答者には、潤滑

昭和 26 年５月

油としての暗黙の約束、協定がある。

この作品は、当時の詰将棋の世界で、

柴又の寅さんなら、
「それを言っちゃお仕舞

たいそう評判が高かった作品です。

いよ」
、この一言で片付ける。
最近、Ａ爺さんはある程度、創っている

冬眠蛙さん

作品が完成に近づくと、柿木君に、
「これで

9 番の収束は（もしかしたら誤解かもしれ

良いか」とお伺いをする。これも近頃では

ません）が 84 桂桂以下、62 玉、71 角打、

詰棋作家にはよくある話。これまた、
「まあ、

同玉、73 竜、81 玉以下の収束だと思うので

良いか」です。でもね、柿木君もたまには

すが、最終 3 手を 72 桂成、92 玉、82 竜､

ミスをする。この９番を解かせごらん、そ

迄でも正解かな、と。すみません、ほんと

の「詰手順は？」
、Ｂ爺がこの９番の解説担

の小キズです。

当者なら、この解答は間違っている。

Ａさん

さて、柿木君はどこで間違えた？

なるほど還元玉にはなりませんね。
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第 10 番

詰上り 「市松」

門脇芳雄氏との交流で、曲詰にも力を入
れ始めている。発表図は「馬鋸入曲詰」の
１号作だったが、早詰、不完全作で解答者
に創意は伝わらなかった。
（この修正図は永
久に日の目を見ることは無い、筈であった
が。
）平成と時代も変り 2008 年、冬眠蛙（市
島啓樹）さんとの私信に修正図を添付した
のがご縁で、ＨＰの冬眠日記に「年末特別
出題」され晴れて表舞台に立たされた。
作者名は「隅の老人Ａ」
。嬉し、恥かし、の
気持ちだった。

発表誌 詰将棋パラダイス

（修正図）

昭和 30 年８月

参考図

発表時の名 小川 悦勇

岡田敏氏が昭和 41 年３月に、詰将棋パラ
ダイス誌に発表された馬鋸入り市松の作品

詰手順

です。この作品が、今では馬鋸入り市松の

75 銀上､85 王､86 銀､84 王､75 銀引､93 王､

１号局となっています。

85 桂打､同金､94 歩打､82 王､81 と､73 王､
62 銀生､同王､12 竜､同馬､52 香成､73 王､
64 銀､同王､54 と､74 王､64 と､同王､
44 飛成､73 王､74 竜､同王､85 銀､75 王､
74 金打､66 王､78 桂打､同馬､54 歩､67 王､
12 馬､66 王､22 馬､67 王､23 馬､66 王､
33 馬､67 王､34 馬､66 王､44 馬､67 王､
45 馬､66 王､55 馬､67 王､56 馬､迄

５３手詰

詰上り図

Ｂさん
本来なら「馬鋸入り市松」の第１号として
詰棋の歴史に残る筈だったが、早詰でこれ
がならずとは、口惜しいね。完全作で岡田
敏さんに先は越されたが、せめてこの世の
置き土産にと、Ａさんは修正図を考えた。
「これで、完全？ 爺さん一人では、心許な
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い、誰かに検討を頼みましょう」、選ばれた
のが、冬眠蛙さん。検討後、蛙さんは考え
た、
「修正作では、いまさら専門誌には投稿
は出来ない、それでもＡ爺さんは、この修
正図を多くの詰棋愛好者に見せたいだろう、
それなら、私のＨＰに懸賞詰将棋として載
せましょう、これでＡ爺さんも喜ぶだろう」
、
平成 19 年 12 月末、
「お正月のお休みに、お
考えください」とＨＰ［冬眠蛙の冬眠日記］
に作者名＝「隅の老人Ａ」で年末特別出題

ここで 74 銀として金を取りたくなります

として、掲載されました。その出題時の蛙

が、74 銀､同王､85 銀は 75 王､74 金打､66

さんのヒントは「作者のことをご存じな方

王で失敗します。ひとひねりして、74 銀､

はどんなテーマの作品かとわかってしまう

同王に 44 飛成､73 王､74 竜、同王､85 銀も

と思いますので、勝手ながらヒントを 2 個。

75 王､74 金打､66 王､78 桂打､67 王で失敗

○ あぶり出し曲詰です。

します。
（下図）

○ 手数は 53 手。ただし手数ほどには
難しくないと思います。
結果発表と蛙さんの解説がこのＨＰ「冬眠
蛙の冬眠日記」に載ったのが、歳も改まっ
た平成 20 年 2 月 5 日。冬眠蛙さんがこの作
品の名解説、解答者数は７名、全員正解で
その方々のお名前、解図後の感想等も、総
て載っています。この作品集「雨滴」を編
むのに、これを利用しないのは、いかにも

失敗図（67 王まで）
、ではどうやって詰ま

惜しい、だいぶ長いが総て載せておきます。

すのでしょう？ ＊＊途中図１から＊＊
62 銀生､同王､12 竜､同馬､52 香成､73 王､

年末特別出題 隅の老人Ａさん作 結果発表
今回は隅の老人Ａさんに見せていただいた
作品について無理やりお願いして出題させ
てもらいました。いい作品ですよー。
さてさて、参りましょう。
75 銀上､85 王､86 銀引､84 王､75 銀引､93 王､
85 桂打､同金､94 歩打､82 王､81 と､73 王､

さて、ここです。この局面ですね。
途中図１（73 王まで）
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途中図２（73 王まで）
ここで、意味の見えない竜捨てが出ます。
おおっ？という感じでしょう。でもよくわ
からないですよね。現にこの局面から同様
に、74 銀､同王､44 飛成､73 王､74 竜､同王､
85 銀としても、同じく 75 王､74 金打､66 王
で詰みません。どうすればよいのでしょ
う？ ＊＊途中図２から＊＊
64 銀､同王､54 と､74 王､64 と､同王､
44 飛成､73 王､74 竜､同王､85 銀､75 王､

詰上り図 （56 馬まで）

74 金打､66 王､78 桂打､

45 のと金を消去するのが第２の伏線です。

美しい市松模様が出現しました。二重伏

大して変りがないように見えますが、下の

線が見事ですが、全体的にものすごく難し

図をご覧ください。

い、というわけでもないですし、特に詰上
がりがある程度見えるので、普通であれば
難しい伏線にもなんとか辿り着けるが嬉し
いですよね。
★ 作者の言葉
これの原図は昭和 29 年の詰パラに縦４列
の市松で発表しました。しかし簡単な早詰
があり解答者には創意までは伝わりません
でした。当時は、１発勝負、
「不完全は即作

途中図３ （78 桂打まで）

者の負け」の意識が強く、例え修正が出来

なんと、12 に馬を移動させて、45 とを消去

ても修正図の発表は出来ませんでした。

したことで、67 王が 12 馬までで詰まされ

（4 列での修正は難しく 5 列にして保存）

られるのです！・・・ということで後手は

その後、岡田敏さんが同じ構想で昭和 38 年

同馬の一手。以下の収束をご覧ください。

頃に発表し、それが第１号作になっていま

＊＊途中図３ から＊＊

す。
（昭和 29 年ころから、敏さんとは文通

同馬､54 歩 67 王､12 馬､66 王､22 馬､67 王､

していました、ですから、岡田さんの馬鋸

23 馬､66 王､33 馬､67 王､34 馬､66 王､

曲詰作品は私との隠れた共作という事にな

44 馬､67 王､45 馬､66 王､55 馬､67 王､

ります）

56 馬､迄

５３手詰。

最後は、馬ノコが登場。お待ちかねの

ということで修正図だったのですね。ワタ

詰上り図を。

シも何度も余詰に泣かされたので、気持ち
はよくわかります。
（あ、お前みたいなヘボ
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作家と一緒にするなって？ごもっとも）

入る詰上り市松の炙り出し。あぶり出しで

実はちゃんとそこにも触れたコメントも

これほどの内容を含んだ作品はそうそうは

あります。では全短評をどうぞ！

お目にかからない。一言「素晴らしい！」
オタマジャクシさん

◎ 解答者 ７名 全員正解

初形に市松模様がうっすら見えているの

護堂浩之さん

で、なんとか私でも解けました。市松模様

年末特別出題の解答です。明らかに、あ

に 55 歩や 45 とは邪魔と気づき、逆に、な

の作の改作と分かるので、私が知らぬふり

ぜその駒があるのかを考えたら解けました。

をするのもどうかと思いまして。一応解答

15 手目の竜捨ての場所は、収束までのお楽

しておきます。詰パラ昭和 30 年 8 月号に載

しみで先に進めます。詰め上がりの形を探

った作品（小川悦勇名義）の改作。その時

していたら、馬ノコがでてきてビックリ！

の図を１筋右にズラして９筋にスペ－スを

45 との配置は、ちょっと構想がぶつかり合

作り、その空間を利用して 10 手逆算した

った感じがしますが、入れたいですね。

（その代わりに、85 桂のタイミングがずれ

☆ 馬ノコが見えたときの嬉しさ、想像がつ

たので、実際には 8 手伸びている）ものと

きますね。

いえる。11 手目以降は前作と同じなのでそ

馬屋原剛さん

ちらには触れないものとして（本来は馬ノ

盤に並べてしばらく考えていると詰上り

コ＋竜捨ての伏線に触れるべきなのだが、

の予想がついたので 12 手目までは確信が

この場合、私はそれに触れない）、では前半

もてました。その後 12 竜の好手をみつけ馬

10 手の価値を考えると銀の 2 段活用の手触

ノコがでてきた時は手数からある程度予想

りは確かに悪くない、しかし、それ以上に、

はしていたものの気の利いた演出だと感じ

62 銀不成が純粋に伏線をするための手とな

ました、そして最後に綺麗な市松模様が出

ったことが、今回の改作の最大の効果では

てきて大満足でした。そのあと変化を確認

ないか、と思う（前作は、駒取りを兼ねた

したらと金を捨てる前に 12 竜としなけれ

ものになっていたので）。あるいは、ここの

ばならないことに気づき危うく引っかかる

修正が、今回の改作の理由だったのだろう

ところでした。正月から楽しませてもらい

か。50 数年前に、最初からこの図で発表さ

ました。

れていたら、というのはさすがに望蜀なん

☆ と金を消去する 12 竜とした場合は 22

でしょうが。

歩合で詰みません。この場合は 45 とが

☆ なんと、饗宴メンバーであの「馬子唄集」

相手の馬筋を塞ぐ必要駒であることがポ

の護堂さんからのコメント。驚きまし

イントなんです。本当にうまく出来てま

た。銀生が純粋な伏線になったのは確

すよね。

かに大きい。

隅の老人Ｂさん

たくぼんさん

傑作です。
「苦労して解きました」と云い

34 手目 67 王を詰ますための 12 竜捨て＆

たいが詰手順は知っていました。この作品

45 と消去の伏線があり、そして収束馬鋸も

の収束、馬鋸の処は、昭和 41 年 3 月発表の
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岡田敏氏の市松作品と類似していますが、

は、流石の修正図です。今から半世紀も前

実は、この作品の創作されたのは、それよ

の作品をこのような形で甦らせる。前の風

り 10 数年以前です。ただ、残念なのは、発

車をたくぼんさんのＨＰで復活させた時も

表時は不完全。このたび、Ａさんが、これ

感動しましたが、今回もまた感動を与えて

を修正、蛙さんのご厚意で、再度の出題と

いただきました。作家というこのは、かく

なりました。良い作品は、いつ並べても良

あるべしを体現してくれる、氏に乾杯。

い。古さを感じません。特に、12 竜の妙手

☆ 最後をしめていただきました。ありがと

には、感心、さすがＡさんです。不完全作

うございました。ワタシも仲間に入れさ

を修正して、後世に残すのも大切な事です

せてもらいます。乾杯！

ね。

短コンと違って好き放題書けるので目一

しろねこさん

杯に書いてしまいました。これを書いて

非常に難しく何も浮かびませんでした。

いるうちに日付も変わってしまいました。

まだ曲詰などの詰め将棋に目が慣れていま

見づらくてすみませんです。

せん。
☆ メールチェックが漏れてました。誠に申

解説の冬眠蛙さんを初めとして、解答者全

し訳ありません。う～んそうですね、

員からの賛辞の嵐。これでは、
「ベタ褒めの

解図はやはり慣れることが一番重要と思

健ちゃん（誰？）」の出番なしです。

います。あ、あと「曲がり詰め」となっ
てましたが、詰棋の業界用語では「きょ

第 11 番

詰上り 「市松」

くづめ」と読みます。
利波偉さん
作者名と配置から市松模様になるのは推
測できたが、左斜上半分の市松模様になる
と即断したために投了寸前に自らを追い込
んでしまいました。
（それはパラ 1955 年 4
月号の氏の発表作の右斜め下半分の市松模
様の傑作の対になる作品と思ったからで
す。
）12 竜の伏線と 45 とを捨てる伏線が 78
桂を捨てる手と複雑に絡んだギミックは氏
ならではの大型曲詰で、他のつい追随を許

発表誌 詰将棋パラダイス

さない作者の詰棋観を内包した傑作です。

昭和 37 年５月

解いた後、データベースで調べたら、1955

発表時の名 小川 悦勇

年 8 月号詰パラの修正図なのですね。9 筋
配置が若干重い理由が解りました。でもこ

詰手順

の作品を 1 筋寄せることによって修正をし、 69 馬､同銀成､79 桂打､同成銀､88 歩打､76 王､
しかも 9 筋も舞台づくりに一役かわせると

77 歩打､同王､68 金打､76 王､77 歩打､65 王､
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56 金､54 王､55 金､63 王､75 桂､同と､

ことに気づけば一瀉千里といったところ。

64 歩打､74 王､83 飛成､同王､72 角成､同王､

しかし収束はうまくできていますね。特に

81 銀打､同王､９１歩成､72 王､84 桂打､83 王､

61銀とも打てる局面での81銀捨てが良く入

93 香成､同王､92 桂成､83 王､93 成桂､同王､

ったと思います。10番よりだいぶ易しめな

84 銀打､迄 ３７手詰

ので入れ換えるのもアリかも？

詰上が図

（実は盤面に移すときに73歩を失念してし
まい、えらく苦労しました。ばかだなあ）
好々爺のＡさん
作品の狙いは「詰上りの美」にあります。
（小ゴマで対象になる）
勿論、蛙さんは気が付かない。
誰も気が付かないアイデアで創作に苦労し
ていた。
Ｂさんは作品のケチをつける材料が出来た
と、喜んでいた。

詰上り「小駒対象」に美しさを求めてい
るが、創作に苦心するほどの良いアイデア

☆ Ｂさんには「意地悪爺さん」らしい文

ではない。大体、気がつく人は少ないと思

章で異彩を放す事。

う。 （古今中篇名作選―2）

これで面白さは倍増する、と、お願いし

この作品は持駒が 5 枚で作品集中最も多い、

ておきます。

この他にも 1 局、5 枚を使っている。持駒 4
枚が 3 局。全 51 局の平均は２枚弱。

意地悪爺さん Ｂ

どうも、持駒の多いのを嫌っている様に見

つまらないことに拘るのは、愚かなこと

える。 「持駒が多い、少ない」と問題にす

だとＡさんは言いますが、私は一流作家、

る事ではないだろう。

または、これを目指す人は、この拘りが必

所謂、作家の感覚で、この作者（小川）は

要だと思います。ハイ、出来ました、ハイ、

持駒が少なければ「解図意欲が増す」と思

投稿。これで大衆作家、同人作家も良いで

っているのである。作家は独自のこだわり

しょうが、その作品は、解答者には一時の

に苦労する。時代も考えも変わって来た、

楽しみを与えはしますが、まあ半年後には

（馬鹿げた）こだわりは捨てたが良い。

誰もその作品を覚えてはいませんね。
せっかく拘って、盤上に配置されていた

冬眠蛙さん

大駒４枚を消して、詰め上がりを小駒図に

馬捨てはカンでいけちゃいますが、次が

したのに、解答者が気付いてくれない、よ

88金打の一手と決めつけて打歩詰の迷路に

くある話です。もっとも、これに気付いて

ハマる（私だけだな、きっと）。歩で良い

も、これを褒めるか否かは別問題。
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Ａさん得意の「まあ良いや」の出番です。

れなりに味がありますが、ちょっと中盤の

拘ってこそ、一流作家。でも、何に拘るか

駒取りが目立つかなあ。

は難しい。

…とここで序に戻り、最後に順番を確認。
先に飛を捨てると66金に87玉と逃げられて

第 12 番

詰上り 市松

詰まなそう。先に焦点に66金捨て？…いや
同とで駄目っぽいなあ。やはり79飛からか。
66金、87玉には…ああそうか龍を切るのか。
ちょっと気付き難い変化ですね。序奏の力
感が印象に残りました。
詰上り図

発表誌 詰将棋パラダイス

（修正図）

昭和 31 年１月
発表時の名 小川 悦勇
詰手順
89 飛打､88 歩合､86 と､同と､76 銀打､同王､
79 飛､同馬､77 歩打､同と寄､66 金､同歩､

小川悦勇

65 角打､同王､75 金打､56 王､45 銀､同王､

えらく密集した初形で私の好みからはずれ

46 歩､同と､37 桂､36 王､34 竜､26 王､

ている、持駒も多い。これは曲詰の宿命で

25 金打､16 王､28 桂打､同香成､26 金､同王､

仕方無しと、見逃そう。 「甘いなぁ」
（古今趣向名作選）

25 竜､37 王､26 銀打､27 王､35 銀､37 王､

スキー狂

26 竜､迄 ３７手詰

長野の高校時代はスキー部にも所属して、
冬眠蛙さん

暇さえあれば近くの冬山を走り回っていた。

いきなり手が付け難い。８段目に逃げられ

主に志賀高原や菅平高原。

てはオワ、とわかっていても89飛が打ちに

今でこそ高原までバスは登り楽が出来るが、

くかったです。その後もなかなか手がつか

当時は山麓の町から歩き登山で悠に 3 時間

ず、しばらく悩みましたが、79飛・66金の

は掛けていた。志賀高原にはリフトが 1 基

組み合わせが見えてなんとか左に追い出せ

稼動、然し、これは進駐軍専用リフトで日

ることに気がつき、ほっと一安心。あとは

本人は使用出来ない、ただ一人使用可能な

一気の手順で市松のできあがり。収束はそ

選手がいた。
「猪谷千春」コルチナダンベッ
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オの冬季オリンピックで、ただ一人の銀メ

玉横型の市松である。初手から合駒を強要

ダリストである。思えば凄い選手と滑って

しておいて 79 飛と捨てて同馬と寄せてお

いた。東京に帰ってきてからは、神田の「パ

くのが、後半への伏線。66 金寄のような好

ラレルスキークラブ」に入り、仲間達とス

手を織りまぜながらの追撃は、とても市松

キーを楽しんでいた。特に楽しみなのが、

詰とは思えない高級手筋が続く。34 竜と転

春スキー。毎年、5 月の連休には山形県の

回したところで、先程の馬筋をはずしてお

「月山」に入る。入山者はおよそ 20 人、鯨

いた効果が現れ、25 金打が可能となる。

の腹の様な大斜面にスキーヤーは 2、3 人で

最後まできれいに捌けて、見事な横型市松

見つけることは出来ない。今の賑わいから

が完成する。

は想像もつかないだろう。

入玉横型の市松は「玉図」に桑原君仲が二

薪ストーブが１つあるだけの山小屋もお気

局残したのが最初で、本作に続いて門脇芳

に入り、夜は長大の藁布団で勝手に高いび

雄、田中至、安達栄司の三氏が、いずれも

き。早朝、地元の高校生が前山で旗門を立

全駒使用で完成している。しかし、高度な

てて回転の練習をしている。飛び入り参加

伏線手筋を盛り込みながら、不自然成駒が

で大会の雰囲気も味合えた。

皆無の本図はこれなの中でも一段と光彩を

姥沢小屋から、登り 3 時間、下り 10 分の大

放つ快作である。昭和 31 年度の百人一局集

滑降も楽しかったなぁ。

に発表された。

冬季国体には神奈川県の代表で参加。

名作選記載の図

滑降、回転の種目で完走する。
入賞は？ 無理、無理。途中脱落者の多い
中での完走は立派と自画自賛。
古希を過ぎて、孫の恵里香と「ガーラ湯沢」
に滑りに行くも、若い頃の滑りのイメージ
との違いにガッカリして帰ってきた。
「年寄りの冷や水」とはこの事か。
「古今 趣向詰将棋名作選」
上記の名前の詰棋書がある。昭和 55 年 8
月の発行で編者は詰将棋研究会の森田正司
さん。この名作選には詰将棋 163 局が収録

Ａさんがスキーの自慢話を持ち出した。国

されていますが、その第 141 番が雨滴第 8

体の回転にも出場したって。今でも滑れる

番「１の字」、この雨滴 12 番は 123 番とし

のかな。可愛い孫、恵里香嬢の話がチョッ

て載っていています。ここに、その書での

ビリ登場。この愛嬢のことは、連作「セキ

森田正司さんの解説を載せておきます。

エリカ」で取り上げる積もりですが、誰で

双方不成の三角市松をはじめ、数々の曲

も孫は可愛いいもの、そこで、ここではＢ

詰や趣向手順の大作を世に出した作者の入

爺の孫、
「谷口翔太」の話をしよう。
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Ｂ爺さんには７人も孫がいますが、翔太

第 13 番

詰上り 市松

は初孫で特に可愛い。この翔太に、今は中
学生だが、小学３年生？の頃、爺さんが「将
棋が生涯の趣味になれよ」と将棋を教えま
した。ある日曜、その翔太が爺宅に遊びに
やって来た。「将棋は指してる？」、「うん、
友達とやっているよ」
、今度は詰将棋の面白
さを教えよう。先ずは、例の 52 角成の 3 手
詰。続いて 5ー6 題、面白そうに解きました。
もう帰るよと言うので、それなら爺ちゃん
が宿題を出そう、これが解けたら、お小遣
いをあげる、難しいからヒントも出そう。

発表誌 詰将棋パラダイス

詰めたら、面白い図柄が出るよ。

昭和 30 年４月

宿題として出したのは、この名作選の市松、

発表時の名 小川 悦勇

小川作。Ｂ爺さんは意地悪、この市松は難
しい、とても翔太には解けないだろう、小

詰手順

遣いは出さなくて済む、こんな魂胆です。

52 と､同王､72 飛成､53 王､42 角生､54 王､

次の日曜、また翔太がやって来た。

65 と､同王､76 銀､56 王､57 歩､同王､

「詰んだかい？」
、「うん、詰んだよ。でも

58 金､56 王､68 桂打､同飛生､65 銀､同王､

何にも出ないよ」
、爺は内心喜んだ、何処か

63 竜､56 王､46 と､同香､57 歩打､45 王､

で間違えている、これで小遣いは取られず

46 香､36 王､47 金､27 王､28 香打､同と､

に済む。
「それなら、爺ちゃんが逃げるから

37 金､16 王､15 馬､同王､33 角生､24 歩合､

詰めて頂戴」、初手に 86 竜とやって来た、

26 金打､14 王､13 桂成､同王､22 角生､14 王､

これは同王と取るしかない。続いて 83 飛打、 13 竜､同と､15 歩打､23 王､33 香成､12 王､
爺さん、ここで考えた。逃げるのは簡単に

11 角成､同王､22 金打､迄

詰む、合駒？持駒は飛と歩しかない。飛合

詰上り図

は詰む、歩合も詰んじゃう。あれ、どうし
よう。駒の配置を間違えていないか、再度
名作選を開いて確認。合っている。奇妙だ
けれども、詰んじゃった。かくて、けちん
坊爺さん、渋々、財布。可愛い翔太に小遣
いを進上。翔太が帰った後、この話をＡさ
んにメール。返メールは早詰です。発表し
てから半世紀以上も経た今、早詰が発見さ
れるとは、まさに晴天の霹靂！
さっそく修正しました、これで完全？
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５１手詰

冬眠蛙さん

んで下さったが、おそらく、身内の贔屓で、

素晴らしいの一語です。右→下→左に追

長年の交友関係がもたらした、と、推察し

うかと思いきや、いきなり下段に追う意外

ている。然し「双方不成」は当時としては

性、手順前後を許さない下段の精緻な捌き、

斬新的なアイデアであった。

そして何より角生！もちろん遡って"特大
待った"したのは言うまでもありません。13

その岡田さんにも、下図の作品があります。

桂成、同玉の後も普通に11角成としてしま

ご参考までに載せておきます。

って、また「アレ、おかしいな」。22角生
から13竜の収束は見えませんでした。解け
て嬉しくなる、これぞ詰将棋、これぞあぶ
りだしです。
24の合駒が希望限定なのがほんの少し惜し
いですが、制約が大きいので仕方ないです
ね。見事な作品、ありがとうございました。
Ａさん
24 合が希望限定と有りましたが、24 桂合
では以下、26 金、14 玉、13 桂成、同玉、11

発表誌 近代将棋

角成、23 歩合、同竜、同玉、33 香成、13

昭和 62 年９月

玉、
12 馬、
以下同手数で駒余りになるので、

詰上り図

24 歩合が正解では？
冬眠蛙さん
そうか、間違いなく詰んでいますね。恥
ずかしながら、12馬が見えませんでした。
キズひとつない名作！ですね。申し訳あり
ませんでした。
昭和から平成と詰将棋の進歩は著しい。
最大の立役者はコンピューターの進歩です。
それは構想型長編の創作に顕著に現れる。
1955 年創作の本図を見るに、何処と無く歯

探偵は、みなを集めて、
「さて」と言い。

がゆい。平成のレベルで修正すればどんな

いまじゃ推理小説というのだろうが、昔の

形に変身するか？試してみたい気がしてく

探偵小説の巻末には、よくこんな言葉が載

る。

っていた。その頃，Ｂ爺も若かったが、今

岡田敏さんが「古今曲詰ベスト 10」に選

と同じで不精者、読んだ？探偵小説の殆ど
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は、この「さて」の処からでした。ここか

まぼろし百番」の第 5 番、
「犯人は君か」で

ら読めば、作者の苦心して設けた伏線、ト

す。

リックの謎は総て簡単に判明します。クリ
スティの「アクロイド殺人事件」もこの手
で読みました。読み終わって、冒頭の部分
を改めて読んで、なるほどこれが伏線か、
でしたね。横溝正史もこの手法を「本陣殺
人事件」で踏襲しています。このように冒
頭、序にさりげなく伏線を設けるのは、詰
棋作家も同じでですね。また、探偵小説に
は「遅い毒薬」という言葉がある。毒薬の
効果、効き目は遅ければ遅いほど良いと云
うことです。詰将棋でも然りで、その効果

さて、伏線手は何手目に、その効果は何時

が現れるのは、遅ければ遅いほうが良い。

現れるか、これもお楽しみ下さい。

この 13 番では 5 手目の 42 角生の効果は、
なんと！40 手指し進めた 45 手目で判りま

第 14 番

詰上り 市松

す。ハイ、これが、Ａさんがこの市松に仕
掛けた大伏線でした。尤も、詰将棋は一人
で解くもの、
「待った」も出来る。これを解
いた冬眠蛙さんも「待った」をしたら直ぐ
に解けたと書いている。これが、伏線でも
謎解きとしては、弱い処かな。Ｂ爺さんは
前にも書いたが不精者、成っても、成らな
くても良い時は、駒を裏返えすのは面倒と
そのまま指し手を進めます。こんな輩もい
るのです。これじゃ、Ａさん立つ瀬がない。
発表誌 新 王将
伏線を主題とした作品を創るのは難しいと

昭和 29 年 10 月

思います。序に種を蒔いて、長手順を経た

発表時の名 小川 悦勇

後にその花を咲かせる、伏線とその効果の
現れる局面までの長手順を解者をして、飽

詰手順

きさせないように、創るのは、かなりの作

92 桂成､同王､82 と上､93 王､92 と､84 王､

図の技量が必要でしょうね。

85 歩打､同王､58 馬､84 王､76 桂右､85 王､

伏線の傑作作品を次に載せておきます。

84 桂､同王､96 桂､同歩､85 歩打､95 王､

作者は、この方もＡさんのお友達、難解派

86 角､同王､87 香打､97 王､98 歩打､87 王､

の巨匠、駒場和男さんで、その著書「ゆめ

76 馬､迄 ２５手詰
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詰上り図

桂を消去する。意味はわからない、ただと
りあえずやっておくのが詰棋人。角を切っ
て87香の時点で「ほら、やっぱり」。この
瞬間の嬉しさは、解いた人しかわからない
でしょう。形も手順も玩具的で楽しいあぶ
りだしでした。
「詰将棋パラダイス」掲載の詰将棋を解
いて、その解答をするときに、その「詰将
棋作品の評価もお願いします」と表示され
ている。評価点の付け方は、ほとんどのコ

「王将」の詰将棋解説者、北原義治氏に請

ーナーが、Ａ，Ｂ，Ｃ点、の３段階ですが、

われて初心者向きの市松模様を投稿。

1，2，3，4，5 点の 5 段階方式の時もある。

少しは私らしい狙いも、入っている。

いつも冬眠蛙さんが解説を担当されている、

（中篇名作選）に載っていた気がする。

パラ誌の詰将棋順位戦での評価方式は、こ
の５段階ですね。

北原氏を「よったん」
、小川を「えっちゃん」

ここで、詰棋作家として、詰将棋順位戦

と、お互いに呼び合う。まだ、女子高校生

Ａ級、ランキングは１位、加えて名解説者

だった（よったんの）妹を映画に誘ったり

の冬眠蛙さんにお訊ねします。

もした。文字通り、家族全員との付き合い

この 14 番の評価点は？そして、その評価点

で、3 日に一度は北原家を訪ねていた。

はどのような考え、また何を基準にしたの

親父さんは繊維問屋で、今ではあまり見か

ですか？

けないが当時としては高級な「パイルのオ

ものはついでで、この質問をこの作品の

ーバー」を誂えてもらった。（記憶が曖昧）

作者のＡさんにもしてみよう。メールで質
問、便利、便利。返メールが来るのは、蛙

隅の老人Ａ、Ｂの会話

さんは多忙なので、早くても数日はかかる

Ａ「パイル生地のオーバーコートを見たこ

でしょう。Ａさんは暇に決まっている、こ

とがある？ パイルって、何？」

の返メールは直ぐに来る。

Ｂ「表面がタオル状になっている生地だよ」
Ａ「それなら、パイルのオーバーと言って

この 14 番の評価のことは、
次の 15 番で。
紙芝居屋の決まりの文句、
「この続きは、明

も可笑しくないかな？」

日のお楽しみ」よりは面白いかも。

冬眠蛙さん

これも先日、遊びに来た孫の翔太に、こ

少し実戦形っぽいので手がつけやすい。82

の 14 番を解かせてみた。これなら解けるだ

と引から精算ではなく、82と入～92とがチ

ろうの爺心。
「ヒントは」
、
「詰むと 7，8，9

ョットいい味。馬が覗いて84玉の瞬間、68

筋に市松模様が現れるよ」
、
「爺ちゃん、

27

市松模様って、どんな模様？」、翔太は中学

48 馬､29 王､39 馬､18 王､19 銀､27 王､

2 年生だが、市松模様が判らない。知った

18 銀､同王､28 馬､迄

２１手詰

かぶりの爺ちゃん、
「江戸時代に佐野川市松
という歌舞伎の人気役者がいた。この役者

「私の好きな詰将棋」こんな小文を北原氏

が着ていた袴の柄が将棋盤の升目をひとつ

が本図で取り上げていた。

おきに黒と白で染めたような格子模様だっ

成る程と、それ以来これを見直している。

た。今でいうなら、白黒のチエックかな。

（2010 年、パラ 1 月号「創作入門」で三角

人気タレントにあやかろうと、この模様が

さん。創作上達のコツは「仲間やライバル

その時代に大流行、以来、この模様を市松

の存在」をあげていました。
）

模様と言う」、「ところで爺ちゃん、袴の着
方を知ってる？」
、爺ちゃんは長い人生だが、 ★「よきパートナーを持ちましょう」
一度も袴を着たことがない、その着方はま

「詰将棋は１人で楽しめるからパートナー

ったく知りません。こんなことなら、
「風呂

は要らないよ」解図はこれで良いですが、

場のタイル模様」とでも、言っておけば良

創作で作品の完成度を高めたいなら、優秀

かった。この模様を現代っ子に説明するに

なパートナーを持ちましょう。
（中略）

は、どう言えば良いのでしょうね。ところ

会合に参加して、その会の出席者から刺激

で、翔太がこの 14 番は解けた？それは内緒。 を貰う事も良いことです。
「モテル詰将棋の作り方」の最大要素です。
第 15 番

詰将棋は１人では作れないと思います。
（砂丘＝服部彰夫作品集よりの抜粋）
小川 20 歳前後には良い仲間が居ました。
北原義治氏、門脇芳雄氏、黒川一郎氏。
メル友には、岡田敏氏、北海道の黒坂隆身
氏。ライバルは山田修司氏他、強力な連中。
これでは、凡作は創れない。
冬眠蛙さん
入玉形で銀がたくさん。どの手も同じ位有

発表誌 風ぐるま

力に見えるので苦手なタイプです。38銀は

昭和 29 年８月

すぐ切れるので18銀とこちらから。ここで

発表時の名 小川 悦勇

28の銀が邪魔なことに気付き、少し道筋が
見えてくる。27銀上とすれば29玉は18銀で

詰手順

原型消去されちゃうから、19玉…あれ、28

18 銀､同王､27 銀上､29 王､18 銀､19 王､

銀～38銀で詰むなあ。ああそうか、29玉と

28 銀､18 王､27 銀引､29 王､38 銀､同王､

して、18銀に19玉と粘る手があるのか。

28

でも、後は手も限られているから大丈夫。

注、次の図で、蛙さんはどうでも良い「香」

最後に初形の銀と違う銀が原型消去される

の位置を１段下げて修正。これが、
「美的感

のは少し面白い。こういった作品は作者に

覚あり」と言うものです。

は珍しいのでは。

発表誌 詰将棋パラダイス
平成 年 月

ここで再び､14 番、詰棋の評価。
朝の９時頃に、質問のメールを発信、Ａさ
んからの返メールはその日の夕方、５時過
ぎに到着。ＡさんもＢ爺と同じで、やっぱ
り暇なのでしょうね。
Ａさん、
何時もチャランポランな評価やコメントば
かりを書いている。あらためて「評価基準
は？」と聞かれると、
「ドキッ」とする。
先ずは、
☆ 「姿、形」でしょう。

数日後送られてきた蛙さんの返メール。こ

① 作者に美的感覚があるや否や。

れに要した日数もＢ爺の読み筋通りでした。

② 配置に推敲の後が見られるか。

「美的感覚」
、無粋で無知なＢには珍粉漢粉、

（短、中、長篇作全てに当て嵌まり

まるで山寺の和尚さんの禅問答。初めは 54

ます、作意を表すのに 最善の形

香だったのを 53 香に替えました、この方が

で無ければいけない。）

ベターと著名な詰棋作家、お二人のご意見。

③ 評価に占めるウエイトは４分の１

なら、52 香、51 香ではダメなのかな。Ｂな

（チョッと見では判断が難しい）

ら 65 飛とのバランスを考えて 52 香で 44 と

次に、

の当たりも外す。香が遠いと金打の迫力が

☆ 「手順」はどうか？

落ちる、いいえ、遠くにあれば、その利き

① 狙いとなる手が有るや？その手

を見落とす粗忽者、Ｂもいますよ。これで

を生かす演出は？

余詰があったら、ご免です。

② 手順の流れに、不自然さがないか？
バランスが取れているか？

冬眠蛙さん

③ 変化の複雑を嫌う。

14番の評価ですか、なかなか難しいですね。

（Ａ爺だけで、時代遅れ？）

冬眠蛙はどちらかというと謎解き主体で作

④ 評価に占めるウエイトは 4 分の 3

品を解きます。で、更にどちらか、という

☆ 第 14 番の評価

と作家的な視点で評点を決めます。

Ｂの 3 点、雑誌に載った事で平均点を

14番も桂消去の味をきちんと付けており、

進呈。

しかもあぶりだし。ただ、桂消去の意味が
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それほど間を置かずに判明するので、「お

たら、でしたが、短大の石黒教授に「先生

お！これは！」という感じではなくて、
「な

が選んで出題した作品です。作り直し、ダ

るほど、なるほど」という感じです。とは

メはないでしょ」と言われた。これ以来、

言うものの、もちろん作家的には無理・無

少し評価基準を変えました。

駄のない手順。低い評価も付けられません。

感心するのは寿司屋のメニュー、特上、上、
並。あるいは、松、竹、梅の３段階。上、

ＡＢＣ評価ならばＢ，5点満点であれば3

中、下と書かない処が憎い。客商売です、

点、というところですね。

お客に気を使っている、客も下とは注文し

あまり「あぶりだしなので点数オマケ」し

にくい、並なら言える。で、その内容は、

ないヒトです。ごめんなさい。

寿司屋の親爺が適当に決めている。

Ｂが思っていたように、14番の評価はＡさ

Ｂ爺が小学校に通っていた頃の通知表は、

ん、蛙さんも共に、詰棋作家の眼を通して

３段階。優、良、可で不可もあったらしい、

でした。この狙い、主題で俺が創るなら、

これなら4段階。可は「よし」とも読むらし

「ここはこうなる、あそこも少し変えたい

いが、これが通知表に記載されていると、

な」、一流作家の眼は恐い。冷静な判断で

これを見た母親は可が載っている、お前っ

二人揃って、Ｂの３、成る程ね。

てダメねぇ。もっと勉強をしなさい」でし
た。以来、Ｂ爺には、可＝ダメのイメージ

ところがＢ爺は違います、解図が専門、

です。Ａ、Ｂ、Ｃで評価せよ、これはＢ爺

詰棋の創作はしたことが無い。おまけに評

には難しい。いずれにしても、詰将棋の評

価をする時に、その作品の作者への感情ま

価は人それぞれでしょう。作家はそれぞれ

でが入ります。一流作家？には厳しく、初

の作図の技量が違っている。解答者は評価

入選者あたりは、かなり甘く、です。

するときに、過去に解いた、または並べた

ところで、ＡＢＣ方式の基準？はですが、

詰将棋との比較もするでしょう。幾題を解

詰パラでのＢ爺の基準は、そのコーナーに

いた、並べたの数も違っている。同じ評価

よって違っています。「ヤング」は、出題

が出る筈がない。例を挙げるなら、孫の

が4題。その4作でどの作品が、解答者の気

翔太は解図の初心者、どんな問題を解かせ

に入って首位になるかの投票です。ここで

ても、みんな新鮮、目新しい。古い手筋は

のＡ点は、これが首位かな、この判断も私

知りません。評価点はすべてＡになる。

の好み、そんなに深い意味はない。残りは

Ｂ爺、解いた、並べた詰将棋の数は、長い

Ｂ点です。Ｃ点は作者に気の毒、付けるＢ

人生、好きな道、自慢じゃないが、これは

爺も気が引ける。で、Ｃ点はなし。

大抵の人には負けません。ボケかかった頭

学校での評価基準は、最近では、Ａ＝半期

だが、いろいろな市松曲詰や炙り出し作品

賞候補、Ｂ＝まあ、気に入った。Ｃ＝普通。

が浮かんでくる。それと比べての評価もし

「最近では」と書いたのには、理由があり

ます。でも大方は爺の好みで決まる。この

ます。以前は、Ａ＝半期賞候補、Ｂは普通

14番のＢ爺の評価もＢ。Ｃ＝普通でも良い

の出来映え、Ｃ＝気に入らない、作り直し

のだが、これを読んだＡさん、Ｃ点＝良く
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ないと思うかも、Ｂなら、「Ｂ爺さんも同

ったのでしょう。あれもこれも創って作図

じ評価で良かったな」、こんな思惑、人情

力を養う、そして行く先を定める、若い時

論も絡んでいます。

には、誰もが通る道です。4枚の銀を巧みに

Ｂ爺の5段階の基準は、

操り、最後にはその銀の総てが盤上から消

5＝傑作、看寿賞候補、詰棋史に残る？

えている。これだけが取り柄の作品でしょ

4＝秀作、半期賞候補。順位戦なら昇級。

うね。Ａさんが、今、この作品を発表する

3＝好作、出題時の首位、順位戦は残留。

なら、作者名はペンネーム。この作品では

2＝良作、まあまあ評価に堪える。

小川悦勇の名が廃る。

順位戦は降格。

この15番の初めにＡさんの友達だった

1＝平凡作、月並み。

人々の名前がズラリと並んでいます。皆さ

まあ、こんな処ですね。以前の評価はも

ん凄い人ばかり。Ａさんは、この人たちに

っと厳しい意地悪な評価でしたが、最近は

も、この作品を見せたかな。その感想は？

歳のせいか、Ｂ爺さんもだいぶ人間が円く

友がみな われよりえらく 見ゆる日よ

なりました。皮肉屋は廃業、好々爺で余生

花を買い来て 妻としたしむ

を楽しもう、です。そうそう14番、5段階の

その頃，Ａさんは独身でしたよね。結婚し

評価はいろいろな意味を含んで、これも3

たのは何時ですか？その妻、奥さんも死に

点。実際には、このような基準で評価点を

ました。Ａさん、また独身貴族に逆戻り、

付けたいのだが、この評価基準は作家の方

詰棋の世界で老後の人生を楽しんでいる。

には伝わっていない。そこで、1，2点を付
けられた作者は2＝良くない、1＝ダメ作と

第 16 番

風車 Ⅰ

受けとり、「どうして、この作品が」と悪
感情を持つかもしれない。で、世渡り上手、
いい加減が専門のＢ爺の評価点は、これを
考えるのも面倒、まあ適当にＢ点、3点にし
ておこう、です。
どなたかが、詰パラ誌あたりで、評価基
準を事細かに書いてくれないかな。
長々と評価基準を書いて、危なく、15番
の感想を忘れるところでした。
発表は昭和29年８月とある。Ｂはその頃

発表誌 風ぐるま

は高校３年生だったのだから、これも古い

昭和 29 年１月

時代の作品ですね。今、私がこの作品を解

発表時の名 小川 悦勇

いても古さを感じません。でも、私が知っ
ているＡさんの作風とは大いに違っていま

詰手順

す。まだ、Ａさんの作風が固まっていなか

56 香打､55 香合､同香､同飛､63 馬､65 王､
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64 馬､同王､55 角､54 王､44 飛打､65 王､

棋の相手、黒川氏に輪を掛けたような“べ

64 飛､56 王､59 香打､58 香合､同香､同金､

らんめい”調で将棋もかなり強かった。

66 飛､45 王､46 香打､同桂､同飛､54 王､

現在の「マキヤ堂」は 3 階建てのビルにな

44 飛､65 王､64 飛､56 王､66 飛､45 王､

りご子息が後を継いでいる。写真は現在の

37 桂打､同と､46 飛､54 王､44 飛､65 王､

「マキヤ堂」 写、小川悦勇

64 飛､56 王､16 飛､26 桂合､同飛､同歩､
66 飛､45 王､57 桂打､同金､46 飛､54 王､
44 飛､65 王､64 飛､56 王､57 銀､同王､
68 金打､56 王､66 飛､45 王､46 飛､54 王､
44 飛､65 王､74 銀生､同銀､64 飛､56 王､
66 飛､45 王､46 飛､54 王､43 飛成､65 王､
76 金､同王､46 竜､65 王､66 竜､54 王､
64 竜､45 王､36 金､同王､34 竜､47 王､
37 竜､56 王､46 竜､65 王､66 竜､54 王､
64 竜､45 王､44 竜､36 王､46 竜､27 王､
37 竜､18 王､19 歩打､同王､17 竜､迄

冬眠蛙さん

１０１手詰

盤面広しと散らばる駒。玉の行動範囲の
趣向の大家、黒川氏に「生飛の追跡で、新

狭さからして、知恵の輪かな？と想像でき

作の価値がある」とお墨付きを頂き、勇躍、

ます。またどの駒も「俺こそがキーとなる

初形を盤の隅から中央に移して完成させた。

駒だ」といった顔をしており、見るからに

「八方美人」的な作品で誰からも好かれそ

期待できそうです。

う？

とりあえず香を打つしかないですが、56香、

東京、下町の「ＪＲ亀戸駅」を降り、網の

55香以下進めるといきなり袋小路に。一旦

目のように入り組んだ駅裏の路地を 5 分ほ

59香として金を移動させるのがうまい伏線。

ど歩けば、接骨院「マキヤ堂」が目に入る。

しかし、どうしてこう都合良い序が入るも

玄関を開けると、畳、4 畳半の待合室。診

のですかねえ。でまた、金を移動させると

療室とはガラス戸で仕切られてはいるが、

64馬に逃げる手が詰まなそうに見えるのが

開け放しの方が多い。奥には人懐っこいト

またオイシイ。

ンボ眼鏡の先生が診察中、ロマン派、黒川

無事に飛知恵の輪に辿り着きました。まず

一郎氏である。

は桂をはがし、次は57桂から金を取るのが

1953 年、話題のネタに「周辺巡り」を懐に

有力そう。しかし金を取って48金と打った

して黒川氏を訪ねた。氏は“ざっくばらん”

後、次のキーが見つからない（ここで無意

江戸っ子風の話し方で親しみやすく仕事帰

味に３回転くらいしています）。そうか、

りに度々お邪魔させていただいた。

逆に37桂と打って、もう一回転させて16飛。

先生の診察が終わるのを待合室で待ってい

きっとこっちだ。もう一回桂を手にして57

るのだが、その間は先生のお爺ちゃんが将

桂から金を取り…あれ、今度は48金と打て
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ない。いやそうか、68金と打てるのか。な

須川卓二さんの感想が加わります。ご存じ

るほど、これで37桂を先にしなくてはいけ

の方も多いと思いますが、たくぼんさんは、

ないわけか。…って、68金だと次に何が出

この詰棋界では、詰将棋創作は勿論のこと、

来る？なるほど、左に拠点ができたから、

特に解答者として著名な人物です。更に、

今度は74銀生と活用できるのか。いや素晴

フエアリーの世界でも創作、解図ともに抜

らしい構成だ。

群の力の持ち主、推理将棋の解答でも常に

今度は74銀生とした意味を探す。一見して

全解の解答者欄に名前が載っています。

76金とするっぽいのだが…。いやぁそうか、

お仕事は、四国は新井浜市で内装仕上げ工

飛成できるのか。これは間違いない。43飛

事の(有)「庄内内装」を経営。

成～76金！見事な舞台転換。今度は龍によ

四国にお住まいで、自宅の新築、改築を

る逆回転。次の鍵は…36金とする手が成立

計画されているお方は、ぜひ一度、上記の

するのか。この駒まで捌けるとは驚くしか

会社にご相談ください。

ないなあ。と金をはがして最後は両王手。

Tell (0897) 34-7101

あれ、何回転したかな？無駄に回っている
分（笑）を合わせると相当な数字になりそ

Ａ，Ｂ爺のメール交換の中で、たくぼんさ

うです。完璧としか言いようがない見事な

ん、これだけ、いろいろな事が出来るとは！

構成（キッチリと起承転結型になっている

ホントに、たくぼんさんは仕事をしている

のがまた素晴らしい）の知恵の輪。これぞ

の、奥さんからは文句はないの、この作品

後世に伝えるべき名局でしょう。

集の各題に感想をお頼みしたくせに、少し
は心配もしています。Ｂ爺曰く、八面六臂、

たくぼんさん

なんでもござれ、人呼んで「天才、たくぼ

そう言えば前に一度解いたはず・・・生

ん」、心配はしなくても大丈夫。

飛～龍で55角の周りを回り36金の一手が入
る事だけ記憶に残っている。序では押さえ

Ｂさん

駒としての役割を果たしている27金が最後

蛙さん、たくぼんさんの解説、感想を読ん

には自らが止めを刺す。それだけ収束に入

で、この作品は難しそう、Ｂ爺の手には負

る前の36金は印象的な一手だった。

えないだろう。解図はせずに詰手順です。

もちろんいろいろなキーのタイミングや

16 番の表題は「風車 Ⅰ」
。さて、この「風

43飛成から逆回転の龍追いになるところな

車」はどう読むの？です。
「ふうしゃ」
、
「か

ど起承転結がはっきりしている構成も見事。

ざぐるま」
、さて、どちらでしょうね。

変化紛れに煩雑なところがないのも作品

読み方によってはＢ爺のイメージが違って

の質を上げているし、詰将棋の本質である

くる。
「ふうしゃ」なら、あのドンキホーテ

謎解きを十分に堪能でき解いていて楽しく

がラ・マンチャの丘で突撃した風車が頭に

てしょうがない作品でした。

浮かんで来る、近頃では風力発電の風車も
現れる。
「かざぐるま」は昔に見た童謡集の

この16番、「風車 Ⅰ」から、たくぼん＝

赤トンボの挿し絵、負われて見たのは、い
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つの日か、子守の女の子が手にしていた可

巨掠さんがこの「風車 Ⅰ」を好きな一局

愛い小さな「かざぐるま」
。

に選んでくれました、これを知ってＡ爺さ

最近（平成 22 年）
、
「この詰将棋がすごい！」

んは、大喜び。そして、私も巨掠さんの作

という詰棋書が刊行されました。この詰棋

品を一つ選んで「雨滴」に載せよう、おな

書のなかで、近代詰棋の巨匠、巨掠鴻之介

じ選ぶなら、
「風車」と同じ趣向の作品と下

氏（作品集＝「禁じられた遊び」あり）が、

図を選びました。

この「風車 Ⅰ」を、私の好きな詰将棋 8 局
の１つとして取り上げられ、2 局ある小川

巨掠鴻之介著 「禁じられた遊び」

悦勇さんの「風ぐるま」という生飛追い回

第 62 番「輪転機」

し作品の最初の 1 局、55 角の周りを回る作
品として紹介されています。
「詰将棋を始め
てすぐだったけれど感動しましたね。自作
以外で解説してみたい作品です。」と、これ
また過分なお褒めのお言葉を頂戴していま
す。そして、この詰棋書での、読み方は「風
ぐるま」
。
どうも「かざぐるま」の方が、風向きが
良いらしい。そこで、解けなかったＢ爺の
感想の代弁は国民作家の吉川英治さんにし
てもらいます。

発表誌 近代将棋

「・・・？」風車が廻りだしたのである。

昭和 49 年１月

元々、廻るように出来ている風車が廻り出

平成１８年の修正図です。

したのだ。なんの不思議もないはずである

Ａさん、最後に載っている、
「輪転機」が印

が、武蔵はギクとしたように、夜具の中か

象に残っています。この作品は「風車１」

ら身を起しかけ「・・・はてな？」耳を澄

の原点に似ています。創作に向った方向が

ました。どこかでそーと戸の辷る音がする、

右、左でこんなにも違うとは・・・、です。

戸が閉じると廻っていた風車は、翼をしず
めて、またぴたと止まる。急に風車が烈し

Ｂ爺、達人は達人を知る。お互いに創った

く旋回し出した。明滅する炉の光をうけて、

作品を見せあって、
「おぬし、やるな」でし

クルクルと魔法の花みたいに廻った。

ょうね。いづれにしても、この「輪転機」

名人上手、Ａ爺さんの心の内、その読み

は難解で詰手順も長くて、Ｂ爺には解けま

方は、いづれにしても、Ｂ爺には判らない。

せん。Ａさんに教えを乞うて、並べました。

吉川先生も次のように締め括っています。

感想は、よく廻るが「輪転機」の印象は

波にまかせて、泳ぎ上手に、雑魚は歌い

ありませでした。浮かんだのは、子供のこ

雑魚は躍る。けれど、誰か知ろう百尺下の

ろに、手に「かざぐるま」を持って、あち

水の心を。水のふかさを。

らこちらを走り廻った思い出です。
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第 17 番

風車 Ⅱ

しているのも、その凡例だろう。
（旧詰パラ）
1

大学院担当、土屋 健氏の解説を読むの

が楽しみだった。作品は山田修司氏の趣向
詰。これには、憧れを抱いていた。土屋氏
との文通も偲ばれる。
2

鶴田主幹の大道棋四方山話も面白かっ

た。主幹と名古屋の飲み屋で一杯、席上、
大学院の解説を頼まれる。酔った勢でＯＫ、
これは今でも暴走だったと後悔している。
解説では、正解者無しの高木氏作に「千早
発表誌 風ぐるま

城」と命名したのが、唯一のヒット。今で

昭和 30 年５月

も著書名に残っている。

発表時の名 小川 悦勇

高木秀次 作品集「千早城」第 71 番
千早城

詰手順
58 角､78 王､88 金打､同と､67 角､87 王､
76 角､86 王､65 角､75 王､76 馬､64 王､
56 角､55 王､65 馬､46 王､67 角､57 王､
56 馬､68 王､76 角､77 王､67 馬､86 王､
65 角､75 王､76 銀､64 王､75 銀､同王､
76 馬､64 王､56 角､55 王､65 馬､46 王､
67 角､57 王､56 馬､68 王､94 角､77 王､
67 馬､87 王､76 角､86 王､65 角､75 王､
76 馬､64 王､56 角､55 王､65 馬､46 王､

発表誌 詰将棋パラダイス 大学院

67 角､57 王､56 馬､68 王､27 歩､18 と､

昭和 38 年２月

76 角､77 王､67 馬､86 王､65 角､75 王､
76 馬､64 王､47 角､55 王､65 馬､45 王､

（風ぐるま）

46 飛､34 王､25 角､同王､26 飛､14 王､

第 16 番、第 17 番は、この雑誌の為に創作

13 金､同王､23 香成､同桂､24 銀打､14 王､

した。門脇さんが曲詰「風車」を２局創る。

15 歩打､同桂､23 銀生､13 王､14 歩打､同桂､

曲詰では敵わないので、趣向で対抗してみ

25 桂打､24 王､34 銀成､同王､56 馬､24 王､

た。趣向の面白さなら 16 番より上、然し、

23 馬､同王､33 桂成､13 王､23 成桂､迄

速成で推敲不足が惜しまれる。

101 手詰

（名局リバイバル）
誰しも、70 歳を過ぎる年齢になれば昔を懐

次の２局が、その門脇さんの作品です。

かしむ。今、旧作を並べ創作当時を思い出
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門脇芳雄 作品集「曲詰百歌仙」第 75 番

詰上り図

発表誌 風ぐるま 昭和 28 年８月
詰上り図

冬眠蛙さん
おお、全駒配置ですね。導入部でまずあ
ぶり出しっぽくないので「おや？」また７
手目 76 角に 77 玉とする手と 86 玉もよくわ
からない。67 馬型だと早く詰むかな？とと
りあえず 86 玉として 65 角～76 馬。右に追
い出せそうだ。ところが 46 玉に貧乏性が顔
を出し、29 のと金を取ってしまって苦戦。
左下に引くことにやっと気付くも、当然飛
の下の効きを遮りたくないので 78 や 89 に
引いてしまう。67 角でようやく見当がつき
ました。回転趣向なのですね。初めて見る

門脇芳雄 作品集「曲詰百歌仙」第 76 番

趣向ですが、大駒 3 枚、よく構造的に成立
するものですね。余詰防止だけでもかなり
苦労しそうな感じですが。
盤面を良く見まわすと銀を消去して桂を取
ることができそうなことに気付きます。銀
を消すタイミングを考える。75 玉の瞬間に
消せそうだ。ああそうか、67 馬にしなくて
はいけないから、８手目は 86 玉で、これで
一回転稼げているんですね。成程。
銀を消去して次に桂を取る。知恵の輪的に
はこの桂を使って別の駒をハガす展開か

発表誌 風ぐるま 昭和 28 年８月

な？と色々試しましたが、どれも駄目っぽ
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い。かといって想定の収束である 47 角～46

ると思ったＢ爺が急遽、Ａさんに「略歴と

飛～25 角も、桂一枚増えただけでは足りな

今までに使用したペンネームを書いて下さ

い。じっと眺めて、ようやく 27 歩とついて

い、同じ書くのですから、面白、おかしく」

26 飛と回る手が見えました。

とメール、これで、この空白部分を埋めよ

68 玉の瞬間に 27 歩とし、もう一回転して

うの魂胆です。返メール来る、吃驚！

収束へ。銀歩送りから最後は馬捨てが出て

学歴はともかく、職歴、Ａさんの携わった

大団円。やっと解けたようですが、もう一

職種の多さと、それに関して赴任した地の

回並べ直す。27 歩のタイミングは 77 玉の

多さに吃驚です。Ｂ爺なら、詰将棋を創る

変化がキーになって限定されていることを

ことなんぞは放り出して、自分の一代記を

確認し、作者の立場になって？安心しまし

書きますね。うまくいったら、ベストセラ

た。

ー、印税がカッポリ、これで余生は悠々自

先ほども書きましたが、趣向が大がかりか

適。Ａさん、こちらの方が先ですね。

つ豪快で、余詰の危険性と隣り合わせの中、

学歴と職歴だけで見返しの空白部分はいっ

よく 4 回転させたものです。キー自体は難

ぱい、完了。そんなわけで、Ａさんのペン

しくはないですが、充分に楽しみ（苦しみ

ネームは、ここでご披露です。

？）ました。この趣向手順は他に見たこと
がないのですが、やはり創作難度が高いか

8 月 5 日、今日も猛暑日か？

らなのでしょうね。力作です。

朝からへばっていたら、
「Ａの略歴を書け」
とのメールがＢ爺から入る。
「雨滴」のネタ

たくぼんさん （解図に約１時間半）

にするらしい。
（いつもの迷惑メールであ

趣向手順に入るまでに一苦労。66飛の周

る）
、片足を棺桶に入れた今、昔の事など記

りを角と馬を駆使して玉を追う手順は不思

憶が朦朧としている。まぁ、多少の間違い

議かつ華麗な順。角を短く開くのがポイン

など気にする事は有るまい。ボチボチと思

トでした。16番に比べるとキーの部分がや

い出してみる。

や弱い感じですが、この回転趣向はオリジ

1 大平典子－7 番投稿に使う。
（他には使

ナリティがあり見事な表現。16番と同じ101

った記憶無し）

手というのもいい。

2 向笠昭二－幼馴染を訪ねる為に使う。
（１回だけ）

17 番「風車 Ⅱ」の詰手順の解説と感想

3 ボケ老人Ａ－読者サロンにＢさんと会話

は、蛙、たくぼんの両氏にお任せして、Ｂ

形式で投稿

さんは、小川さんの今までに使用したペン

4 隅の老人Ａ－ボケ老人のボケにクレーム

ネームについて書いておきます。

が付き、Ｂさんが改名（ネ

表紙の裏、見返しのところに、小川さん

ット上では、Ａ、Ｂコンビ

の学歴、職歴が載っていますが、この作品

で通る）

集を編みかけた時は、この項目は在りませ

5 遊星人－パラ誌の解答用に使う。

んでした。このページの空白部分が多すぎ

（2，3 の作品投稿にも使う）
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6 関恵里香－孫娘の名前で連作に使う。

人Ｂでは詰まらない。凡爺さんが覚えてい

（他にはハの字）

てくたのだから、このブロクへの解答は「河

Ｂ爺から

童Ｂ」の名前で解答しよう、です。

4 のボケ老人のペンネームは、最初は

こんな話をＡさんにメールしたら、Ａさん

Ｂ爺がネット上で使用していましたが、Ａ

も凡爺さんとはお知り合い、私も解答しよ

さんが悪巫山戯で、これに“Ａ”を加えて

う、使った名前は「河童Ａ」
。

使用、で、Ｂ爺さんも一字“Ｂ”を足しま

詰将棋パラダイスの昭和 52 年７月号に

した。ところが、このペンネームにクレー

川崎弘さんの「ペンネーム分類学」という

ムが付きました。
「ボケ」は良くない、何と

記事が載っている。
（川崎弘さんの作品集、

かしたら。ボケた頭でハッキリとは覚えて

「北斗」にもこの「ペンネーム分類学」は

いないが、これを咎めたのは、たくぼんさ

載っています。
）

ん。なら、止めるか、で考えた。間違いな

このなかで、川崎さんは「大平典子（大ペ

くＢは老人、ボケは止めて、最初の文字を

テン師）には、しばらく気付かなかった」

替えましょう。そこで思い出したのが、む

と書いています。この「分類学」のなかで

かし、読んだ探偵小説、バロネス・オルツ

川崎さんの間違いがあります。それは「怪

ィ作の主人公、安楽椅子探偵の「隅の老人」

物については日本の方では、多作家だった

です。Ｂ爺はほとんど、仲間内の会合があ

庄内川の河童が飄逸」と書いていますが、

っても出席はしません、まれに出席しても、

この名前が飄逸かどうかは判りませんが、

その会合で隅に座っているだけ。ぴったり、

Ｂ爺さんは詰将棋をたくさん創ったことは

これで行こうと決めました。また、この「隅

ない。多作家、これは間違っています。

の老人」をもじって、推理作家、高木彬光
に墨野隴人シーリズがありますが、この墨

第 18 番

ピンポン球

野探偵ほどＢ爺は何でも屋ではない、無論、
ピアノは弾けません。
Ａさんから送られてきたペンネームは上
記の六つだが、Ｂ爺はもう一つ知っている。
「河童Ａ」のペンネームを凡爺さんのブロ
グで使っています。実はＢ爺は、若いとき
に、悪戯心で「庄内川の河童」というペン
ネームを使用したことがある。遠い遠い
昔のことで、こんなペンネームを覚えてい
る人はいないと思っていたら、覚えていて
くれた人が一人いました。凡爺さんです。

発表誌 詰将棋パラダイス

その凡爺さんがブログで、自作の大道棋を

昭和 53 年１月

出題して解答募集です。暇なＢ爺は、これ

発表時の名 小川 悦勇

にも解答を出そう、同じ出すなら、隅の老
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詰手順

は“よったん”
（北原）が作りなよ」

85 金打､同王､86 歩､同王､96 金打､同王､

かくして数日後ラケットと球の二局を岡田

78 角､85 王､84 金打､95 王､96 歩打､同飛､

敏さんに送り届けました。勿論、遊びで創

85 金､同王､96 角､同王､97 飛打､85 王､

ったピンポン球、人目に触れるとは思いも

76 銀､同王､77 馬､85 王､87 飛､74 王､

よらなかった。それがいつの間にか、小川

83 飛成､75 王､86 竜､74 王､64 銀成､同王､

初期の曲詰で代表的な存在になるとはねぇ。

55 馬､同王､65 飛打､54 王､56 竜､迄

“よったん“の「球の形はこれしかない」

３５手詰

詰上り図

のアイデアが良かった。まさか、これが世
にはばかるとは！
「お釈迦様でも気が付くめぇ」
よったんのラケット （修正図）

政治家の「記憶にございません」は、知っ
ていても知らん振り。小川の「記憶にござ
いません」は、ボケで昔の事を忘れている。
岡田敏さんとメールを交換し始めたのは、

発表誌 詰将棋パラダイス

私が小岩に住んでいた頃だから 20 歳前後

昭和 53 年１月

か？ 動機は？ 趣味の曲詰作りが似てい

発表時の名 北原 義治

たから？ これもほとんど、覚えていない。

詰上り図

卓球の専門雑誌を沢山頂いたが、岡田さん
の記事が雑誌に載っていたか？、これも覚
えていない。この辺り、全く「記憶にござ
いません」
。
（然し、肝心な会話は覚えているぞ。
）
ある日の北原宅にて、
小川、「敏さんにピンポンの曲詰を贈ろう、
ラケットの形はこんなだよ」、
北原、
「ラケットは良いけれど、そのラケッ
トで打てる球はこれしかないよ」
小川、
「よし、球は俺が作るから、ラケット

実は、この図は発表された時の図ではない。
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王方 76 金は 87 金、詰め方 94 角は 96 角に

詰棋史に残る？作品数では、遜色なし。

配置されていたが、この書に載せるにあた

いいえ、Ａさんが少しは優っているかも。

って、９手目に余詰のあるのを発見。

（本音七分でお世辞が三分？）

昔馴染みのえったんが、かくてならじと修

この最終図より全駒使用の煙詰を創る勇士

正しました。地下でよったん、苦笑い？

はいませんか？

煙大好きのＢ爺。

お線香がわりの修正図、よったん、以て瞑
せよ。

「雨滴」は詰将棋の作品集？
17 番の中で，Ｂ爺が「私なら一代記を書

冬眠蛙さん

く」と書いたら、すぐにＡさんから、こん

これは図面をまだ覚えていました。

な職種にも就いたことがあるよと、メール

改めて解きなおし。85金はこの一手。86金・

が来信。人生、平々凡々のＢ爺からみると，

76銀等も有力に見える中、86歩と手がかり

Ａさんの人生、職歴は、奇妙奇天烈、風変

を捨てる手が少し見えにくい。84金～96歩

わり？こんなのもありか、です。

～85金の手触りは、金をすべて手放す不利

先ずはＡさんの自慢話から始めましょう。

感と相まってなかなかの味となっているよ

「火薬類等保安管理責任者」
、資格試験。こ

うに思います。

の免許は通常「保安」の一言で片付けらて

右に追いだしてからは流石に易しいですが、

いる。わが人生で 1 番苦労した試験でした。

それにしてもよく余詰がないもの。見事な

1

「球」捌きでした。

受験申し込みに「戸籍抄本」が必要で、
この為、女房に伊那まで届けさせる。

2
たくぼんさん （解図20分

85金以下35手）

火薬取り扱いに関する法律の多い事。
分厚い法律の暗記に丸 1 ヶ月（この間

序の85歩というのも味のある一手。しか

禁酒で 1 日に 2 時間以上は勉強）

し何と言っても光るのはその詰上り！まさ

その他、工業火薬に対する知識が必要。

に○。

3

試験場は長野工業高校で、真冬にバイク
で飛ばす（伊那ー長野間、寒くて、参

Ｂさん

った）

Ｂ爺は煙詰が大好き。詰め上げて、ピン

会社では、週に一度「夕令」があり、その

ポン球よりは、ミニ煙の方が先に立つ。深

時社長から「今年も保安のテスト申し込み

く考えたわけではないが、中央でのこの詰

が来ました、この試験を受けたい人は手を

上がり図は、この駒配置しかない、唯一無

上げて」と来た。保安の試験？大した事は

二の図でしょう。 この最終図を考えたのは

無いだろう、で「私が受ける」と答えた、

北原さんとか。この図から 35 手の長い手順

他には、誰も手を上げない。オカシイな？

を捻り出したＡさんも凄いが、北原さんも

と思っていたら、その後で内容を知りビッ

凄いや、です。持つべきは良友、好敵手？

クリ。現場の人間では、
「とてもじゃないけ

ですね。Ａさんが創った詰棋の数では、北

ど、お呼びじゃない」
。現場に従事する作業

原さんの十分の一以下かもしれませんが、

員は多かったが、誰一人として資格のある
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作業員は居ません。
「発破士」という資格を

ん。最後にこれを読んでくれた人へのク

持った人は 5 人ばかりいました。これは 3

イズ、
「善知鳥峠」
、これの読み方は？そ

日間の講習を受ければ誰でも貰えます。

して、その謂われは？ヒント、あなたが

試験の結果には自信がありました。

謡曲通なら簡単な筈。これが読めたら、
漢字能力検定の２級の資格は貰えます。

そして、１ヵ月後、社長がビックリして会
社の寮に「小川さん、ＴＯＰ10 で合格した」
と大声で飛び込んできた。この免許は、事

第 19 番

詰上り 「中央市松」

務職に一人だけしかいない。これで、この
会社の保安資格取得者が２人になる、会社
で取り扱うダイナマイトの量も倍増可。発
破作業に事務員が立ち会う必要も無くなる、
会社としては、メリットが大きい。
（免許賞状は額に入れて、事務所に飾る）
これでスーパー林道の仕事が可能になった。
自慢にもならないが、小川
Ｂ爺
昨今、大学は卒業しても就職難らしい。

発表誌 風ぐるま

Ａ爺さん曰く、
「何の資格も取らずに、ノホ

昭和 30 年１月

ホンと遊んでばかりで大学卒業、それで就

表題 ダイヤ

職先がない、挙げ句の果ては『政治が悪い、

発表時の名 小川 悦勇

世の中が間違っている』なんてよく言うよ、
優秀な人材、特殊な技量（資格）の持ち主

詰手順

なら、どんな時代でも就職難はありません」
。 55 竜､同と､54 角打､56 王､57 銀､同王､
お説、ご尤も、有り難く拝聴です。

58 金､56 王､47 金､同王､36 角､56 王､

ところで、Ａさん。受験には「戸籍謄本」

57 歩打､65 王､66 歩､同と､54 角､同王､

が必要なので、東京に別居中の奥さんにわ

27 馬､65 王､54 馬､同王､64 と､45 王､

ざわざ、持ってこさせた、郵便で済むのに

55 飛打､同王､46 銀上､迄

２７手詰

なぁ。伊那谷も温泉は多いが、これにかこ
つけての旧婚旅行？この話も聴きたいな。

記憶にはないけれど、大平典子名で投稿し

資格を取った、会社のメリットが大は良い

たらしい？ 古今中篇名作選に載る位だか

が、それで給料は昇ったの？

ら、変名を使うほど悪くは無い。

真冬に単車で伊那－松本－長野、さぞ寒か

創作意欲が旺盛な頃で、投稿数が多かった

ったでしょね。三州街道、善知鳥峠を越え

のか？ 疑問は残るが、どうでも良い。

て塩尻→松本→長野市まで、ずいぶんの

巻頭の言葉で、今川さんは「小川悦勇の作

距離ですね。ホントにホントにご苦労さ

品数は 100 を越える」と書いているが、私
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の発表作はその半分の 70 作位かな？

特に一旦捨駒で打った角を再度捨て直すの

創作数＝発表作とは限らない、創作した完

は気持ちいいの一語です。

成図がそのまま、消去してしまったのも入

飛捨てで締めるのも当然とはいえ良く、作

れれば 100 作は越えているだろう、今川さ

者のセンスの光るダイヤモンドです。

んの巻頭の言葉に戸惑ったが、世の中、ハ
ッタリも良いものだと、クレームは付けて

たくぼんさん （解図30分）

いない。今でこそ、パソコン内にファイル

泣いているのか朧月でしたっけ。54角（馬）

として残せるが、学習ノートに盤の桝目を

の捨駒が３回も入るなど充実した手順。初

書いていた時代、作品をどんなに扱ってい

手の駒取りを嫌がる人もいるかもしれない

たかは思い出すすべも無い。ゴチャゴチャ

が、いきなり54角では興ざめといった感じ

した言い訳は抜きにして、今回の作品集に

でしょう。ラスト飛捨てで締めて小駒だけ

載せた図面が、私の全作品として残してお

の詰上りはこれも見事。

きたい。
Ｂ爺
詰上り図

たくぼんさんが「泣いているのか朧月」と
謎めいたお言葉。たぶん、下図を知ってい
ますか？の謎でしょう。ハイ、知っていま
したよ。浪漫派、趣向作の大家で、Ａさん
のお友達だった黒川一郎さんの作品、表題
は「朧」ですね。詰手順は？ここは元詰パ
ラの大学院教授、Ａさんの出番です。黒川
さんを偲んでの名解説をよろしくお願いし
ます。
黒川一郎 作品集 「将棋浪漫集」
第37番「朧」

冬眠蛙さん
初手いきなりの駒取りに少し驚きますが、
66歩の誘い手もあり、また取った駒をすぐ
打ちこむ手とのコンビネーションを考える
と、悪くない序奏と思います。下辺の銀・
金の置き換えから歩を取って角を引くとこ
ろまで見えましたが、57歩に同玉とする変
化で36銀の一手詰が見えず、「あれ、36角
ではないのかな？」と少しはまりました。
発表誌 近代将棋 昭和 30 年９月

65玉となってからの大立ち回りは爽快。
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詰上り図

は、このような人を言うのでしょうね。こ
の作品は、若き小川の良き青春時代、そし
て黒川一郎さんを思い出させてくれました。
第 20 番

詰上り 「ニ」

Ａさん
黒川先生は器用です。趣向と曲詰を上手
に合体させました。
「1 粒で 2 度美味しい」
、
こんな広告がありましたが、この作品ほど、
この文句にピッタリの詰将棋は、そんなに

発表誌 風ぐるま

多くは、お目に掛かかれません。手順は 33

昭和 29 年５月

と以下、と金のすり上げと、４桂連続捨て

発表時の名 向笠 昭二

による呼び戻しの趣向で収束に向う。ここ
までは、易しい趣向で実力解答者の中には、

詰手順

不満を漏らす人いるでしょうが、驚くのは

53 桂成､同王､64 銀打､同桂､44 銀打､同歩､

これからです。この作品に寄せられ解答者

64 角､54 王､45 銀､同王､36 銀打､54 王､

の感想が、どのように書かれていたかを知

46 桂打､65 王､43 角成､64 王､54 馬､迄

りたいのですが、昭和 30 年の発表では、今

１７手詰

となっては知る由もない。
「将棋浪漫集」の

詰上り図

百番には、それぞれ趣向を凝らした題名が
付けられていますが、この作品の題名は、
「朧」
。これも上手な名付けだと思っていま
す。また、この作品は遠い昔の創作過程で
共に取り組んだ事を思い出します。黒川先
生は何をやらせても器用な人でした。変わ
った面を挙げるなら、図面を転記するのが
早い。後手の駒を逆向きの侭スラスラと書
ける。不完全作を修正するのも早くて驚く。
その上、
「将棋浪漫集」には、黒川さんの書
いた時代小説も載っています。博学多才と

東京市江戸川区小岩町 3-1908 番地。
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僕はこの地で生まれました。国鉄小岩駅か

として苦戦。44銀捨ての必要性にやっと気

ら歩いて 15 分、家の裏には大きな池が浮か

付きます。桂を質にしたこのタイミングだ

び、その先は田んぼが広がり、隣町の新小

けなのですね。当然とはいえやはり巧いで

岩まで続いています。下小岩尋常小学校が

す。後は桂の使い道を考えれば易しいです

僕の通っていた小学校。作者名の、向笠昭

が、銀の打ち換えは私好み。初形と手順の

二ちゃんは幼馴染の同級生、家は凄いお屋

バランスが良く、純粋に解図を楽しみまし

敷でプールも有り、築山には沢山の木が植

た。詰上り「ヒ」を予想して大ハズレだっ

えて有りました。僕の家の隣は、相撲の「熊

たのはナイショです（笑）。

が谷部屋」
、ちょっと奥まった所は豪農の
「池田屋本家」
、子供が遊びまわるのには最

たくぼんさん （解図 15 分）

高な環境です。学校の帰り道では、蜻蛉、

68～76の逃げ道を意識して進めれば詰む

蟷螂、蜥蜴取りと道草に不便なし。道路は

はずだが、11手目36銀を46銀と打って長い

牛車、馬車しか通りませんから交通事故は

間、首をひねる。ちょっと変わった雰囲気

起こりません。時々、牛糞を踏んだから背

の作品。

が伸びない、馬糞を踏んだから背が伸びる
と騒ぐ。水道？そんなものは有りません、

Ｂ爺

各家庭の井戸と広場の井戸だけです。

Ａさんは「本図、子供の頃の思い出に」

夜空には満天の星と燦然と輝く天の川。

と、この20番の最後に書いています。Ａさ

（暫く、詰将棋の手を休め、グーグルの航

んにとって、この作品には「思い出」はあ

空写真で遊んでみませんか。向笠皮革を検

っても、自分では、たいした作品とは思っ

索して、小岩の地図を開く。隣の小川荘は

ていません。ただ、子供の頃の話を持ち出

我が家の跡地で姪が管理している。池田屋

すための枕なのです。それにも拘わらず、

は分家のみで本家の表示なし、熊が谷部屋

蛙さん、たくぼんさんはこの作品のどこを

は移転、近くに下小岩小学校ある。江戸川

褒めようかと苦心しました。「初形と手順

を挟んで市川市、東京の外れの下町です。
）

のバランスが良い」、「ちょっと変わった

本図、第 20 番は子供の頃の思い出に。

雰囲気」、巧みな表現力ですね。Ａさん、
これを読んで、大喜び。Ｂ爺もこれからは

冬眠蛙さん

解図の感想を書くときは、これを見習おう

金が置かれて無いせいか、清潔感を感じ

と思った次第です。Ｂ爺が「私なら一代記

る初形です。よく整理すると、65に逃げら

を書く」と言ったら、真面目？人間のＡさ

れたときの対策がポイントであることがわ

ん、これを真に受けて、「人生双六」と題

かります。43に角が成れるためには…→34

したＡさんの職業？遍歴を書きました。さ

銀を65に逃がさずに消すためには…→なる

て、ここでこれを読んでくれている貴方へ

ほど、45桂を最初に捨てるのか。理論的に

のクイズ。Ａさんは、もうすぐ80歳になり

手を絞れて、数独のような感触です。が、

ますが、今までに幾つの職業に従事、そし

53桂成、同玉とした後、64銀、同桂、同角

て幾つの会社に勤務したでしょうか？
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これから始まるＡさんの「人生双六」を

なり儲かるようだった。小岩の親戚には大

読んで、その数をお答え下さい。

病院の理事長や公益質屋の主など名士が居

Ａさんの「人生双六」１

て、就職先を得るにはもってコネだ。

苦しいけれど、楽しかった高校生活を終わ

母「小池酸素と小岩信用金庫があるけれど、

ると、泥臭い田舎から、花の都東京に「い

どっちが良い」、俺「小池が良い」、入社

ざ、出陣」と相成った。「びっくりしたな

試験の後、小池酸素小岩工場に入社する。

ぁ、もう」東京の第一印象は人の多さだっ

住まいは母のタバコ屋に転がり込む。まだ、

た、秋葉原駅のホームで正しく呆然自失で

１本立ちするのは無理、無理、とても無理。

立ち竦む。人波を掻き分けながら、小川鉄
工所（軍需工場で財を成した父の後を継い

第 21 番

詰上り「イ」

で長兄が設立）従業員は10人程の町工場で、
所在地は墨田区菊川町３－１、最寄りの駅
は錦糸町。
東京の第一歩は旋盤の見習工で始まった。
ちなみに給料は0円。お小使いは必要に応じ
てその都度頂く（特に不自由を感じない、
何しろ、あだ名が、ブルジュアであった）
ここで、当時の世相を少し記しておく。
焼け野原が完全に復活していない、各所に
草ぼうぼうの広場が点在している。家庭に
送られてくる電気は配給制で常時流れて来

発表誌 風ぐるま

ない、1日の内、2～3時間は停電、従って工

昭和 30 年 10 月

場はその間、STOP。

発表時の名 小川 悦勇

停電が毎日で暇をもてあます。そんな時、
早稲田大学で夜間の研修（精密工作技術）

詰手順

コース入学の案内を見つけた。何かの役に

76 金､67 王､56 銀､同王､47 馬､67 王､

立つと考えて入学、向学心は旺盛である。

58 馬､56 王､66 金､同と､46 飛､同王､

仕事は3時で切り上げてサッサと通学、高田

64 角成､56 王､55 馬､迄

１５手詰

馬場で古本の立ち読み、キャンパス内も面
白い。それに門脇さんの実家が神田川沿い

曲詰を創るには、何らかの理由があります。

にあるので、度々遊びに寄る。3年間は優等

1、イロハ 48 文字を作ろう。2、年賀詰。

生で過ごした。（本当だよ）

3、記念、祝賀の為。4、好奇心。5、人名。

給料0円の見習工も3年間で熟練工のレベ

6、奇、美形を求めて。7、その他。

ルに成長、いよいよ1本立ちのチャンスを狙

私は、曲詰作家と見られているけれど、好

う。先ず母親に相談、母は地元の小岩でタ

き好んで曲詰を創っているのでは有りませ

バコ屋と和菓子の店を開き、バス亭前でか

ん。皆さんのように、構想や手順、アイデ
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アが浮かんでこない。ボンクラな私には、

たくぼんさん （解図7分）

単に形を決めれば創作開始がＯＫとなる、

すっきりした形から簡単に行くと思いき

曲詰が１番楽だからです。この「イの字」

やさにあらず66金～46飛が巧手順でした。

が良い例で、4、好奇心、だけの作図です。
しかも創作技術が伴わないから、下の図の

多くの作家が初めて曲詰を創ろうとする

ように、１段下にずれています。

ときに、先ず頭に浮かぶのが、
「イ」の字で

詰上り図

しょう。で、今までに創られた「イ」の字
の曲詰の数は多いと思います。その作品群
のなかで、この小川作の占める位置は？
まあ、普通、並の出来映えで、今更、これ
は小川作品ですと、あえて取り上げるほど
の作品ではありませんね。でもね、創った
Ａさんには、この作品を通してのいろいろ
な思い出である。あの頃、私も若かった、
あんなこともありました。老人の昔話の種、
そんな意味での掲載でした。
Ａさんの「人生双六」２

冬眠蛙さん

小池酸素工業（株）小岩工場検査室 を

持駒なしの簡素形で、しかもあぶり出し

振出しに30年弱、超真面目なサラリーマン

っぽいので解図欲が湧きます。

時代を過ごす。その間の出来事や経験を書

55銀にも少し誘われますが、まず76金とし

き出したら限が無いけれど、そのうちの一

たいところ。角が遠く97まで睨んでいるの

つ二つを書いておきます。

が効いてきそう。57玉の変化がまたちょっ

① 検査室から2年間「通産省工業技術院中

とした味ですね。先ほどの97への効きを意

央度量衡研究所」に出向する。仕事の内容

識して、67玉に58銀としてその銀をうまく

は、圧力計の目盛りが正しいかを検査、正

処理できずに困る。ああ、最初から捨てて

しい製品に「正印」を打つ、詰まらない仕

しまえばいいのか。こういうところに貧乏

事だが勤務場所が良かった。東銀座5丁目

性が出ますね。同玉にいったん馬を58に移

（歌舞伎座、新橋演舞場の隣）で通勤がメ

動させる準備工作が良く、66金から46飛の

チャ楽しい。有楽町―銀座4丁目―松坂屋、

決め手が映えます。程よい変化・紛れ、作

経由。この2年間ですっかり「銀座の雀」に

意手順のバランス等、イの字でもかなり上

変身した。路地から路地を巡り、「銀巴里」

の部類ではないでしょうか。

で丸山明宏の「ヨイトマケの歌」を聴き、

（実はイの字になるとは思いませんでした。

お馴染みの飲み屋も出来た。東急観光、東

読みが甘いですね）。

京會舘、松坂屋の女の子とも知り合う、デ
ートは銀座、青春時代真っ盛りか？
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② 本社営業本部時代には業界紙に「詰将

3

棋のコラム」を持つ。易しい詰将棋を出題

1 位になった作品の詰上りの形が次の
問題の初形になり作品を創る。

して下らない戯言を書く。原稿料は部員と

北原氏に勧められたゲームで参加者は 10

の飲み代に消えた、2年間で50万円は下らな

人位？ 毎回、ざら紙に印刷されて会員に

い？ こんな話は下らない、下らない。

配られる。会費など無し。
本図はこの初形で 1 位。
“風ぐるま”に発表

第 22 番

「綾取り」

されたらしいが記憶には無い。
こんな昔を回想していたら、
（伝説の巨
人）七條兼三氏にお会いした日の事が浮か
んできた。上野公園内のお宅に新年の挨拶
に出向く。同行者は、黒川一郎氏、門脇芳
雄氏。皆で、和やかに新年の挨拶を交わし、
お酒が少し回ったところで、七條氏と将棋
で遊ぶ。手合いは七條氏の 2 枚落で 2 番。
当時、私は飯野プロから指導を受けていた
ので、2 枚落ちは得意中の得意、負ける事

発表誌 風ぐるま

が出来なかった。何で 1 勝１敗の５分にし

昭和 29 年５月

なかったのか、今でも悔やんでいる。
（礼儀、

発表時の名 小川 悦勇

知らずが）
、とにも角にも、和やかな雰囲気
でお開きになりました。

詰手順
冬眠蛙さん

93 金打､同銀､81 飛成､同王､71 歩成､91 王､

これもまた簡素。ぱっと並べて54歩にお

92 歩打､同王､83 銀打､91 王､81 と､同王､
72 馬､91 王､73 馬､81 王､63 馬､91 王､

や？と思ったところで、あ、なるほど、と

64 馬､81 王､54 馬､91 王､64 馬､81 王､

ニヤリ。収束で少し悩みましたが、82歩か

63 馬､91 王､73 馬､81 王､72 銀生､92 王､

ら92銀生で解決。

74 馬､82 王､83 銀生､71 王､72 歩打､81 王､

序奏も見えやすいし、あまり作者らしくな

82 歩打､同銀､92 銀生､72 王､63 馬､71 王､

い…と思ったのですが、なるほど、条件作

81 銀成､迄 ４３手詰

だったのですね。なかなか面白そうな催し、
でも創るのは大変そうです。

聞いた事も無い「綾取り」ゲームに 1 度だ
け参加しました。
1

駒の配置（初形）が決まっている。

2

その形で出来た詰将棋は参加者の投票

たくぼんさん（解図5分）
手を進めると見慣れた馬鋸の出る･･･へ
まさかの長手数でびっくり。歩を遠くへ置

で、1 位を決める。

かないのも納得出来ます。
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Ｂ爺

のかい」の仕事は商品の店頭販売員。普段

この作品の表題は「綾取り」、これでは

より高値の納豆を売り込む。これが、何と

この詰将棋を解いても、その意図するとこ

も面白い仕事だった。コツは叔母ちゃん相

ろは判らない。Ｂ爺のボケかかった記憶に

手に試食をさせる。「偶には、高い納豆も

よれば、昭和30年？の少し前に、清水孝晏

良いよ」と自尊心をくすぐる。口から出任

さんという人物が「詰棋界」？という名の

せで売り上げは、普段の10倍になり供給が

詰将棋専門の小冊子を月刊で出していまし

間に合わないで、STOP。スーパーからはご

た。この小冊子の企画で催されたのが、
「綾

指名がかかる。よい気分だね。

取り」。ある詰将棋の詰上り図を、次の作

「人は見かけによらない」、「叔母ちゃん

品の初形（駒の種類は違っても可）とする、

は騙されやすい」、納豆屋で得た教訓？が

これを毎月次々に行う。たぶん、Ａさんも

これ。ここで一年。

北原さんに勧められて、この企画への参加

次なるステップ「テキヤ稼業」に移る。

だったのでしょうね。
この作品の馬鋸の手筋は、今では詰棋人

第 23 番

「迷路」
（修正図）

の常識手筋で、時には煙詰にまで使われて
います。この作品を解いて、「なーんだ」
と思わないでくださいね。昭和３０年以前
の作品で当時としては、この手筋の馬鋸は
初めてだったかもしれないのですから。
Ａさんの「人生双六」３
子供達は家を離れ、女房と2人暮らし。
生活は安定しているが、変化の少ないサラ
リーマンから脱皮、更なる冒険の人生に向
けてスタート。

発表誌 詰将棋パラダイス

「むちゃくちや、やなぁ、生活は大丈夫

昭和 38 年５月

か？」、心配ご無用。女房も上野公園内「い

発表時の名 小川 悦勇

んしょう亭」の仲居さんで結構な稼ぎだし、
退職金２,000万弱？も渡してある、男1匹、

詰手順

何とかなるさ。

84 飛成､74 香合､45 と､同王､75 竜､同香､

失業保険の申請で「職安」を訪ねる。つ

56 金打､54 王､55 金､53 王､64 金打､43 王､

いでに紹介されたのが、「下総食品株」早

34 と､32 王､23 と､同王､67 角打､22 王､

い話、納豆屋である。仕事の内容は、包装

56 金､66 歩合､同角､23 王､55 金､22 王､

自動機の保守点検と営業、早い話、何でも

45 金､23 王､44 金､22 王､34 桂打､23 王､

屋、新製品の開発には熱心で、スーパーの

42 桂成､22 王､45 金､23 王､46 金､13 王､

売り込みに立ち会う。「そんな事が出来る

12 角成､同王､13 歩打､同王､14 歩打､12 王､
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24 桂打､同金､13 歩成､同王､24 銀､同王､

「ベンハー」

33 角成､14 王､15 金打､13 王､24 金､12 王､
34 馬､22 王､44 馬､12 王､45 馬､22 王､
55 馬､12 王､56 馬､22 王､33 香成､同飛成､
同金､同王､43 飛打､24 王､35 金､15 王､
13 飛成､14 飛合､同竜､同王､47 馬､13 王､
14 馬､22 王､23 歩打､同桂､同馬､同王､
15 桂打､14 王､24 飛打､15 王､17 香打､16 歩合､
同香､同王､27 銀､17 王､18 歩打､同と､
26 銀､16 王､17 歩打､同と､25 銀､26 王､
36 金､15 王､14 飛､迄

１０５手詰

詰パラ、大学院担当の頃の作品

発表誌 近代将棋

初形に拘る私としては、
（原図を少し手直し

平成 13 年 10 月

をしたけれど）最悪の奇形児。難解さが売
りは良いけれど、もう少しスマートに出来
ないものか？

冬眠蛙さん

完全作なのが不思議に思う。

この作品は以前に詰工房で作者ご本人に
お会いしたとき、利波さんに、「小川さん

もうろく爺が又、昔の事を思い出している。 にはこんなスゴイ作品があるんだよ」と紹
千葉県市川市、此処にある「松田道場」に

介してもらった図です。そこでちゃんと図

は度々、将棋を指しに出かけていた。

面のファイルが出てくるあたりが詰工房の

そんなある日、詰パラ持参の２人組に出会

恐ろしいところ（笑）。

う。
「面白い本をお持ちですね」と声を掛け

そのときにちゃんと手順を見せてもら

た。暫く会話が弾む内に、駒場和男氏に連

い、本当だ、これは素晴らしい狙い、と感

絡が取れる、と言う。そして間もなく、駒

動した割に、その記憶が断片的で今回の解

場氏が登場です。駒場氏、真夏でも、ネク

図では苦労しました。竜で合駒発生～竜捨

タイにスーツを着用して身だしなみはキッ

てまでは覚えていたので助かりました。逆

チリと決めている。だからと言って、話ま

に言うと、ここだけでも解図では他の方よ

で堅苦しくは無い。記憶力、抜群。話題の

りだいぶズルした形です。

長編ならサラサラと盤面に再現して解説を

よく整理すると45とと取って金を据え

してくれる。

るしかない形。一手一手丹念に追って、や

最近では、内藤先生の「ベンハー」を解説

っと金鋸に辿り着きます。そこで竜捨てで

してくれた。 流石に評価は厳しくて、中々、 香の質を作る伏線も思い出しました。いざ
優のマークは貰えない。

並べ替えしてみると、香合に同竜だと詰ま

駒場氏とも随分古い付き合いになりました。

ず、75地点で質駒にする以外は詰まない、
というのは本当によく成立させたものです。
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はて、でも香取れちゃうとだいぶ早いな、

よくできたアリバイトリックのミステリ

と思ってよく見ると、56金に66歩の捨て合

ーを読んだ気分になれます。馬鋸がまたど

が効きます。そうだった、「一連の手筋は

んでん返しっぽくて良いですね。貴重な一

一歩多く手にするため」だったのですね。

歩にモノを言わせる展開に拍手です。

これは本当に真面目に解いていたら発狂レ
ベルです（笑）。絶対に気付かなかったで

Ｂ爺、難解作で、とても爺の手には負えま

しょう。

せん。そこで特別講師として、詰パラ大学

そのあとの展開は本当に記憶から飛んで

教授の利波偉先生に解説をお願いしました。

いました（それはそうです、これだけイン
パクトのある伏線見せられればねえ）。

利波偉 先生

ＨＰ「将棋雑記」より。

金鋸からの局面打開は12角成くらいしかな

詰将棋は推理小説に似ていると言ったの

さそう。以下積み崩しで金を取るのもちょ

は、吉田健氏だったかと思う。面白い古典

うど良い感じで、ここで、ああ成程、46金

推理小説は、今読んでも面白い。同じよう

と据える訳だ、と調子よく解図が進みます

に詰将棋も名作と言われるレベルになれば、

…が、33角成、14玉で持駒金桂の局面が詰

古かろうが新かろうが、関係無く面白い。

まない。どこかおかしい…。

私がこの「迷路」に出会ったのは、昭和

ここでまた手を叩きます。一旦金を近づけ

56 年 2 月詰将棋パラダイス発行の「三百人

て、34桂～42桂成で一歩手にしておくか！

一局集」であった。小川悦勇氏の名前は、

良く考えれば、せっかくの金鋸、簡単に終

江東三人男（黒川一郎・北原義治・小川悦

わらせる訳ないですよね。

勇）の一人として存じ上げていましたが、

やっと局面が展開します。ああ、なんと、

活躍時機が私の生れる前で、有名な曲詰は

今度は馬鋸が出てくるのか。しかし、質駒

知っていましたが、他の作品は余りよく知

がどこにもありません。はて。

らなかった。

最初は45馬かと思いましたが、どうもス

その中でこの作品は川崎弘氏が解説され

ッキリしない。47の香を狙いに56馬まで引

ていた。素晴らしいということは、解った

くのか、と漠然とは思ったものの、その後

が当時の私には、この作品の凄さが理解出

の合駒読みが難しかったです。やりにくい

来ていなかったが、この「三百人一局集」

23歩からの精算から15桂に気付いてやっと

の中で一番記憶に残る作品として、記憶に

どうやら辿り着いた模様。最後、歩合が早

刻み込まれた。

く詰むように勘違いして桂合にし、駒余り

時はそれから、27 年経った平成 21 年 2

になってまた考えてしまいました。

月 22 日の詰工房の会場でのこと。冬眠蛙さ

これだけヒントをもらっていながら大苦

んから「今日は小川悦勇さんが来られる。
」

戦。しかし、今見返しても本当にこの一歩

というお話を伺い、真っ先に思ったことは、

を得るための手順は素晴らしい。なんとい

この「迷路」を作者自ら語っていただきた

っても、飛成・龍捨てのどちらを省略して

い、ということだった。そして小川氏が会

も、途中まで同様に進められるのが見事。

場に来られた。
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小川氏は私にとって既に伝説の人物であ

同香､56 金､54 王､55 王､53 王､64 金打､

る。また最近ＨＰで過去の名作に更に手を

43 王､32 王､67 角､22 王､56 金､同香、
56 金、

入れて公開される等、作家として斯く有り

75 龍を同香と取らせ、暫く舞台作りが続

たいと思う方でもあった。

く。67 角と据え金鋸の形が見えてきたとこ

では、拙い解説ではあるが、小川氏本人

ろで、56 金と金を引く手が出る。これは何

からお聞きしたことも交えて解説したいと

か？本来なら 56 金では 45 金以下金鋸に入

思う。本当は私如きが解説出来る作品では

れるはずである。でも、そもそも何のため

無いが（誤った解説をする可能性もある）、

に金鋸をするのかもこの時点では全く解ら

この名作を詰工房の他のそうそうたる方々

ないが、金鋸の舞台が出来ている以上、金

が全く知らなかったことに驚いた私として

鋸に入るのが通常のはずであるが、そこが

は、図自体を紹介することに意義があると

この「迷路」の「迷路」たる由縁の構想が

思い、あえて筆を執った次第である。
（最後

隠されているのだ。

の手順の整理部分は作者の当時の解説から
引用）

66 歩
56 金とした局面を冷静に見てみると、23
昭和 38 年五月号詰将棋パラダイス大学院

王と逃げると、66 金､22 王､75 金と香が取

発表「迷路」

れて詰むのである。その為の 5 手目の 75 竜

84 竜､74 香､45 と､同王､78 竜､

だったわけである。そこで、66 金 6～75 金

初手は竜で王手すると、香合しかないの

とさせない為に、中合いの 66 歩が発生する。

で手順である。以下 5 手目に全く意味の解

つまり、66 歩の中合いを発生させ一歩補

らない 75 竜捨てである。この手の意味は後

充する為の 75 竜捨てだったのであり、56

程判明する伏線手であるが,今は流してお

金だったのである。

く。

同角、23 王､55 金、22 王､45 金、23 王､
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44 金、22 王､34 桂､
66 歩の中合いを取り金鋸をするが、この
時点では金を近づけて収束に入るのか？位
にしか思えない。
以下金を 44 迄持って行けば、34 桂は打
ってみるところだ。
34 馬､22 王､44 馬､12 王､45 馬､22 王､
55 馬､12 王､56 馬､22 王､33 香成､同飛成､
同金､同王､43 飛､24 王､35 金､15 王､13 飛成､
14 飛､同竜､同王､47 馬
では、馬鋸は何のためにするかというと、
47 香の質駒を取るためである。
23 王､42 桂成、22 王､45 金、23 王､46 金、
13 王､12 角成、同王､13 歩、同王､14 歩、
12 王､24 桂､同金､13 歩成､同王､24 銀、
同王､
33 角成､14 王､15 金､13 王､24 金､12 王､
34 桂は 32 王と逃げると、42 桂成､同玉､
33 金､41 王､42 歩以下詰む。この変化の為
に金を 44 迄動かす必要があった、というこ
とである。だから 23 王と逃げるのであるが、 13 王､14 馬､22 王､23 歩､同桂､同馬､同王､
42 桂成､22 王､の局面で、再び手が止まる。

15 桂､14 玉､24 飛､15 王､17 香､16 歩､同香､

42 に成桂は出来たが収束に入ることが全く

同王､27 銀､17 王､18 歩､同と､26 銀､16 王､

出来ない。持駒の桂が歩に変わっただけで

17 歩､同と､25 銀､14 飛､26 王､36 金､迄

ある。

105 手。

実は、この持駒が桂から歩に変わったこ

香を取ってからも 14 馬捨ての好手が入

とが重要なポイントである。

り、36 金まで 105 手で遂に大団円を迎える

金鋸はこの局面になっても出来るのもポ

のである。

イントである。
結論から言ってしまおう。この局面では、
3 歩あると馬鋸に入れるのである。
その馬鋸を行う為に、金を 45～46 と引い
ておく、そして 12 角成以下図の局面になる
と、持駒桂だと、馬鋸は出来ないが、歩だ
と例のパターンで馬鋸に入れるのである。
最後に手順をもう一度整理しておこう。
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① 初手で香合いをさせ、75 龍、同香で後

こういう、今は知られていない名作を今

でこの香を狙う。

後もこのブログで取り上げて行きたいと思

② その方法が 67 角、56 金で 23 王なら

っています。

66 金から明王手で香を取る。
③ 王方これを防ぐ 66 歩中合だが、攻方か

このＨＰ「将棋雑記」の解説に、
「安武利

らは一歩補充の伏線となる。

太」という人からのコメントも載っている。

④ 金ノコを押し上げ 34 桂から、持駒の桂
を歩に。これで馬鋸が成立。

安武利太さん

⑤ 47 香を狙う馬鋸

私も小川氏の全盛期をしりません。これ

「古典的で古い」と小川さんは謙遜して

までの発表作をどこかでまとめて公開され

おられますが、この作品は今では見られな

ることを期待します。
「私のベストテン」形

くなった、多重伏線入りの構想で本当に傑

式でもいいし、とにかく作者の本領を、な

作だと思う。

るべく多くの人に知ってもらいたいもので

一つ一つの鍵を組み合わせている、壮大

す。

なからくりは、必然的に鍵を一つ一つ解き

「迷路」･･･深いですね。

明かさねばならず、そのもどかしさとも言

私はその真髄に触れることはできませんが、

える、究極の不効率さがこれ程までの美を

古臭くなんかありません。理知的な楽しさ、

感じさせる。今の美意識とは違う方向性の

美しさに満ちた作品だと思います。

この作品は、それでも今でも光り輝いてい

作者の生解説、私も聞きたかった･･･。

ると思う。
この作品は当時小川さんが大学院を担当

Ｂ爺

していて、期末試験のつもりで出題した作

これまた、お褒めのお言葉、ありがとう

品で、正解者は７人だったそうです。

ございます。Ａ爺さん、欣喜雀躍、大喜び。

「三百人一局集」には、当時史上初の玉
鋸を狙ったが、うまく行かず、この金ノコ

たくぼんさん（解図時間、数日）

になった。という逸話も載っています。

23番もなんとかいけた？正解の自信はあ

小川さんによると、この作品の改作案も

りませんが。「合駒で出した香を竜捨てで

あるとのことで、どこかで発表してもらい

移動させ質駒化し、局面を打開しようとす

たいものです。

るが受方も66歩で粘る。表面に出ない好防

この記事を読んだ方にお願いしたいのは、

が実に見事。それ以降も金鋸、馬鋸と全く

このブログは恐らく小川氏も読んでおられ

緩みない。解くのに数日かかったが解けて

るでしょうから、率直な感想を書き込んで

感動をもらえるそんな作品です」

いただきたいということだ。
私は長年（27 年間）の懸案であった、作

Ａさんの「人生双六」４

者本人に解説を目の前でしていただいて、

船橋、「源勢田」なるテキヤ組織の一員に

本当に良かったと思っております。

なった経緯は省略させて頂く。稼業（仕事）

53

は「男はつらいよ」の寅さんと同じで、扱

発表誌 詰将棋パラダイス

う品物が違うだけである。寅さんは全国を

昭和 52 年８月

飛び回っていたが、テキヤカー（ワンボッ

発表時の名 小川 悦勇

クス）で動き回る私達では行動半径は限ら
れていた。浅草寺境内、成田山新勝寺、船

詰手順

橋駅前、新小岩が主。三社祭、羽子板市、

54 と､同王､53 桂成､同王､54 歩打､同王､

朝顔市、銚子港祭りなどのご祭礼の売り上

55 歩打､53 王､42 銀生､52 王､64 桂打､同桂､

げは倍増する。ゴミ銭（場所代）は常設で

41 銀生､53 王､54 歩､同王､45 金､43 王､

2,000円、祭りで5,000円。面白い（ヤバイ）

55 金､44 歩合､同金､42 王､43 金､31 王､

話は山ほどあるけれど、これも省略させて

21 歩成､同王､32 銀生､11 王､12 歩打､同王､

もらい、１つだけ書いておこう。

23 金打､11 王､21 銀成､同王､32 金左､11 王､

京成船橋駅前の大通りで、「えんどう豆

22 金上､迄 ３７手詰

塩茹」の商売を一時期だけ続けた。2人組で
忙しくは無い。そこで、趣味を兼ねた「大

お気に入りの構想や手順が浮かぶと、作家

道棋」を並べる。一回、500円。景品はタバ

の頭の片隅に”インプット“されます。

コ2個。（将棋雑誌を並べて形をつくる）自

そして、それが作品化されるまで、何十年

作の将棋板で大きめ。サクラは居ないけれ

も消えることはありません。

ど、かなりの賑わいを得た。何しろ良心的

38 番の「小駒一式図」は私のお気に入りの

で、無料の解説が丁寧である。「いらない」

手順で、20 歳代に浮かびました。しかし、

と言うのに、教授料を払う人が５人はいた。

投稿するには未熟で、エッセイのツマにし

テキヤ稼業も程々にして、いよいよ「仮枠

か使えません、何とか投稿作まで進化させ

解体業」に突入。家から離れての飯場暮ら

たのが本図です。（骨子が 38 番に似ている

し、並みの人間では勤まらない３Kの世界が

理由）
。持駒の桂を歩に変換、単純な構想で

始まる。

すが更に、序盤で桂合か歩合を問いかける
長打を入れる。構想は広がるが、同時に盤

第 24 番

「小駒図式」

面の配置も広がる。どちらを、取ろう？で、
配置の広がりはここが限界と判断して本図
を取りました。
（判断は難しいが判定に悔い
はない）これで、頭の片隅にインプットさ
れた構想は消す事が出来た。
冬眠蛙さん
54と～53桂成は手が伸びるままに。続い
て42銀生としてうまくゆかず、少し考えて
54歩～55歩と先に足場を作れば41銀生の形
を強制できることに気付きます。

54

以下気持ちよく捌いて…あれ、詰まない。

74 馬､同王､75 金打､迄

１５手詰

きっとどこかに桂と歩を交換できるマジッ
クがあるな、と気付きます。

中篇の素材をひねくり回していたら、手数

ここで42玉のときに34桂、同歩、同金とす

がドンドン短くなっていく。大体、
「私の短

る筋でちょっと考えるのが凡人の悲しさ。

編は中、長編の成れの果て」が多い。

そんな簡単な手段で満足するわけないです

本図も中篇で投稿したのですが、銀杏さん

ね。64桂～55金がうまい手段でした。首尾

や山田修司さんから、
「短編にしたら」とア

よく歩を手に入れて収束へ。駒繰りを楽し

ドバイスを受けた。そして、山田さんから

む小駒図式と思ってちょっと汗をかきまし

「短編なら、こんな図になるよ」と、示さ

た。この程度だと心地よい汗、といった感

れたのが本図です。

じですね。ある意味夏向きかも（笑）。

「世の中を生きるには、要領（良し）を本
分とすべし」を信条としている私です。

たくぼんさん（解図約 20 分）

そっくり、そのままを拝借して、
「詰棋めい

5手目からの54歩～55歩と形を決めるの

と」に発表しました。

が予想外だし、持駒の桂を左から打つのも

Ｂ爺さんからは「29 馬が離れすぎ」と、何

意表を突く。21金を取る順を考えれば直に

時ものダメ出しを頂く、
29 馬を近づけると、

右に追いたくなるだけに・・・」

1 枚置き駒が増える、どちらを選ぶかは、
その時の気分によるのだが、選択を間違っ

第 25 番

「めいと－１」

ても「まぁ、良いか」が顔を出す。
（第 26 番、めいと－2 に続く）
冬眠蛙さん
重複感の強い初形。一方で76の脱出路が
目立ちます。
85玉～95馬の形がぱっと浮かんで、「この
筋かな？」と進めてみる。よく見ると95に
捨てる駒は銀でも良いことに気付いて、頭
の中にメモ。しかし、馬を捨てた後、75に
金を据える形が94玉で凝り固まってしまう。

発表誌 詰棋めいと

ここまで行ったところで、飛を捨てておく

平成 12 年 10 月

筋にやっと気付きました。成程、これが狙

発表時の名 小川 悦勇

いだったのですね。
82香成とすることで収束がカッコよく決ま

詰手順

るのは快感。短めではありますが、狙いが

83 飛成､95 王､94 竜､同王､95 銀､同王､

くっきりと浮かびあがった好作です。

82 香成､85 王､95 馬､同王､84 銀､同王､
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たくぼんさん（解図約10分）

である。3番までは、99％、3食付の寮生活

作者の思惑通り、初手95銀以下、首を捻

で、渡り職人は「職安」などに足を向けな

る・・・そして、82飛が居なければと手を

い。

打つ。これぞ、「詰将棋の醍醐味」だ。

最近は建築方法もかなり進歩して、仮枠
を組んでのビル、マンション建設も少なく

この作品は「詰棋めいと」初入選作です。

なった、が、求人内容は変わらないだろう？
職安通いの皆さん、始めはこの求人から挑

そこで、今川健一さん

戦したら如何かな。かく言う私も鳶土工の

76から逃げられないのが不思議。

求人案内からのスタートでした。

仕方がないが、29馬は遠すぎる。

会社名、瀧島建設。所在地、板橋区。職

昭和30年前後に活躍したベテラン勢の復活

種、鳶（建設に必要な足場組み立て）及び

は嬉しい。詰将棋を生涯の趣味としてきて

土工。所持金２,000円。入社したその日か

良かったと思うこの頃です。

ら寮生活が始まる。（寮は埼玉県戸田市）
１年も鳶職を続けたか？次はひょんなきっ

森田銀杏先生は

かけで、BHマシンのオペレーターに転職す

★ 久々の登場ですが、昔の冴えはその

るのだが。それは次回に置いといて、戸田

まま、さすがです。

市の寮生活は近所のスナックでカラオケ三
昧。時々は鳶の頭と板橋、池袋で遊び放題、

野口賢治さん

給料は全部消えてしまった。女房から文句

初手の竜が王の逃げ方で要駒にも邪魔駒

は出てこない、煩いのが居なくなり清々し

にも変身する落差が面白い。

ていたのだろう。

★ 83飛成から94竜捨ては意味不明のま

第 26 番

「めいと－２」

ま指してしまうかも知れませんね。でも、
大抵は95銀･･･83香成･･･で困ってから82
香成に気付く筈。狙いは明快です。
Ａさんの「人生双六」 5
世の中の景気の良し悪しを判断する手っ取
り早い方法をご存知でしょうか？
それはスポーツ新聞（特にスポニチ）の求
人広告を見ることです。
この欄が賑やかならば、景気はヨロシイ。
日当が高ければ尚ヨロシイ。求人内容は

発表誌 詰棋めいと

1、 仮枠大工。2、鳶、土工。3、仮枠解体。
4、警備員。５、運転手他。大よそ、この順

平成 12 年 10 月
発表時の名 小川 悦勇
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記憶を掘り起こしてみた。こんなのが５局
詰手順

は消えている。

11 馬､33 金､53 馬､34 王､33 馬､同王､

作家は独自の“こだわり“を持っている。

32 銀成､34 王､43 銀生､同歩､24 金打､同王､
42 馬､33 角合､同馬､14 王､69 角打､同竜､

1 手順前後を許さない。

15 馬､同王､25 金打､16 王､26 金､17 王､

2 と金以外の小駒成駒を配置しない。

27 金､18 王､19 歩打､同王､28 銀､18 王､

（門脇さんは装飾品と見ているが）

19 歩打､29 王､69 竜､同香成､39 飛打､迄

3 長編趣向作でも手順は限定する。

３５手詰

4 底歩を嫌う。
（元水さん）
創作途中で「素材をひねくり回す」、よく言

5 変長は駒余りでもダメ。

えば、推敲、推敲、又推敲、なのだが、創

6 合駒制限だけの置き駒は、無駄駒とみす。

作中では一番楽しい時間帯でもあります。

7 その他、小さな傷も認めない。

浮かんでは消えていく作品群、最後にはど

一流作家ほど、おのれには厳しいこだわ

んな作品が選ばれるのだろう？ 考えただ

りを押しつけて、どれだけ苦労をしている

けでもワクワクします。丁度、女の子が着

か？ 想像に難くない。

せ替え人形で遊んでいるのに似ていますね。

「小川さんはこだわりで苦労しているのか

「お出かけ（投稿）には、この洋服が良い

い？」 ハイ、昔は人並みに苦労していま

なぁ」とはしゃいでいます。本図、詰研会

した。今はこだわりを捨てていますが、
「と

合に初参加時の話題作りに創りました。

金以外の小駒成駒は配置しない」
、これが私

遠角の発想は曲詰創作時に浮かんだもので、

のこだわりの 1 つです。全作品を見て、お

「ひねくり回す」のが大好きな私には、良

気付きでしょうか？ 自慢にはなりません

くあるパターンです。

が、最近のこだわりを捨てた 3 作を入れて

次の図は本図を創作中に消えた中の１つ、 も、成桂、成香の使用は４枚だけです。 こ
番外２番

の原図は不完全作で、修正図は「詰四会会
報」で紹介して頂きました。

（第 27 番

に続く）
冬眠蛙さん
先に番外編２を解いていたので、筋はす
ぐ気付きました。が、そこに至るまでの形
は少し考えました。23玉とされないよう気
を配りながら手を進め、角捨て合を取り、
69角！ 以下は金を取って…とここで、4筋
に歩が効くことに気付きます。ということ
（橋本孝治さんが角生を入れたい、と短評

は…と調べてみると、案の定ギリギリで詰

を書いていたのを思い出して）ちょっと、

まない。58歩成～47歩とは凄い逃れ順。
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それに対する手段として、4筋の歩を取ら

打歩詰解消のためとは！

れない位置まで進めれば、47歩合は二歩禁
で打てず！というわけで、43銀と捨てるタ

高津義則さん

イミングを探します。32銀成に34玉とした

33角合で打歩詰に誘い、69角で解消する

瞬間だけ成立。当然とはいえ、限定は見事

スト－リ－性が楽しい。

です。
多重の伏線で楽しめました。個人的には

新田道雄さん

番外2の方が好みですが、先に解いた方がよ

遠角が二度も出るだけでなく、43歩を取

く見える、ということもあるのかもしれま

ったばかりに58歩成･･･で四苦八苦！ しか

せん。

し収束は呆気ない。

たくぼんさん

今川健一さん

43銀生～69角の目の覚めるストーリー。

作者の狙いは69角に47歩合の逃れ。でも

詰将棋は謎解きということを改めて感じる

二歩にすれば私の勝ち！

ことができます。傑作。
Ａさんの「人生双六」 6
この第26番は「詰棋めいと」の第28号に

BH（ボーリングホールの略）の説明は難

発表した図とは違っています。発表図は、

しい、BH工法で検索してください。ひょん

この第26番の図から、攻方21馬と王方11歩

なきっかけとは、王子建設（BH専門）の社

を除いて、持駒角歩を加えた図でした。

長から瀧島建設にBHに必要な穴掘り（直径

★ 作意に比べて配置駒の多いのが気に

１M、深さ１M）の依頼、それに出向いたの

なりますが、打歩詰回避に遠角と二歩禁を

が私で期間は約３週間。この３週間で貴重

絡めた本格的な構想手順はさすがで、好評

な経験をする。社長がオペレーターで私と

でした。ところが次の解をみてビックリ。

２人で仕事を完成させたのだが、依頼され

この図には、中出慶一さんがご指摘の初

た穴掘りばかりが仕事じゃない。社長不在

手に余詰がありました。で、今回の図は訂

の時は、私がオペに変身する。免許皆伝と

正図です。この余詰に対しての森田銀杏先

までは行かないが、BHオペの基礎だけは叩

生の見解は、

き込まれた。私の仕事振りに感心したの

★ 確かに詰んでいます。※33金引なら

か？引き抜き工作が始まる。アパートも借

作意に入り、初手の角打ち場所が非限定だ

りてくれた、よし、転職しよう。

ったということですが、これをこの作者が

BHのオペは都内でも50人とは居ないだろ

キズで済まされるはずはないので、不完全

う、貴重な職業である。時には社長自ら現

としておきます。

場に出なければならない。３Kの内、汚い仕
事の最たるもので、汚れて何ぼ、時には泥

凡骨生さん

水の味を確かめる事もある。基礎の杭打ち

二回の角合の遠打ち登場するが、69角は

が主だが、地滑り防止で静岡、地下工事で
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広島、御殿場、長野市、地下鉄工事で名古

詰上り図

屋へと長期出張が続く、給料も格段にヨロ
シイ。そんな美味しい職業ともお別れしな
ければならないとは、世の中の義理は辛い
ものである。
次に岡谷市の関野組に転職する経緯は、
第27番の終わりに。
第 27 番

詰上り 「１」－２

本図、
「詰研会報」で募集中の年賀詰に参加
しようと創り始めたが、構想がドンドン膨
らんで長手順になり普通作に回す。会報
（298 号）に載せたら好評で大満足、その
まま、お蔵入り。
（安易に配置した成香を消
したかった）
、翌年 5 月、会報 300 回記念大
会にて、大学院担当の故首猛夫氏と歓談、
請われるままにパラ誌に投稿。
発表誌 詰将棋パラダイス
平成 13 年７月

☆ 200１年には、有名な内藤先生の「ベ

発表時の名 小川 悦勇

ンハー」を抜き、看寿賞、特別部門にノミ
ネートされ 1 位。わが生涯で 1 つだけ「賞」

詰手順

に近づいた作品となる。
2010 年、詰将棋おもちゃ箱であぶり出し

56 金､同香､65 竜､55 歩合､54 竜､35 王､
25 と､同銀､44 竜､24 王､25 銀､13 王､

「１」 の最長手数で浮上。一人歩きの「１」

24 銀､同角､14 銀打､12 王､21 銀打､同王､

の字だが、中々、頑張っているではないか。

32 歩成､12 王､11 桂成､同王､21 と､同王､

私にとっては、拾いものの作品なのだが。
（第 28 番、に続く）

32 香成､11 王､23 桂打､12 王､22 成香､同飛､

冬眠蛙さん

13 銀成､同角､11 桂成､同王､22 香成､同角､

私が最も熱心にパラを読んでいた（解い

21 飛打､同王､32 成香､同王､65 角打､23 王､
56 角､同歩､25 香打､12 王､22 香成､同王､

ていた、ではないところが悲しい）頃に、

33 角打､12 王､42 竜､23 王､22 竜､34 王､

強烈な印象を残した作品。創作が詰上り

24 竜､45 王､55 角成､同王､54 竜､迄

「１」の字。それを構成する歩を伏線で発

５９手詰

生させたことに本当に感動しました。
今回解くのは初めてですが、56金～65竜の
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伏線部を覚えていたので、当時の解答者の

大学院教授 首猛夫さんのお目に留まり、請

何百倍もラクしています。すみません。…

われての同誌の大学院に出題されました。

にも関わらず、結合部で大汗をかきました。

折角ですので、その初出題時の解答者み

途中銀二枚を手にしたあたりでは、
「アレ、

なさんの感想を載せておきます。

こんなに持駒あって余詰大丈夫なのかな」

詰研会報 NO 299 H13 1 20

と思う位だったのですが、そこから先が全

先ずは作者。

く駄目。23の桂や33歩が邪魔をして、なか

3手目の65竜、55歩を描くと41手目65角に

なか局面が展開してくれません。銀二枚を

54歩合で逃れという狙いで、曲詰の手順と

手にしたところで、24銀、同角、14銀とす

して会心の出来です。43成香は安易な配置

る順に気付いて、やっと一歩前進。更に何

だが、気にしないことにしました。

度となく首を捻る。行きつ戻りつしながら
も、13銀成を発見して、やっと飛を手にす

高津義則さん

るところに辿り着いた嬉しさは格別でした。

56金で質駒を作り、65竜で歩合を誘うダ

リアルタイムでチャレンジした解答者は

ブル伏線の緻密な設定詰め上がりが素晴ら

ここから先が更に難関だったわけですね。

しい。香を売り切れにする43成香の配置も

56金を発見できなければ、22香成、同角の

違和感がない。

局面は攻めが切れているようにしか見えま
せん。香を狙う筋を見つけて、56金にやっ

凡骨生さん

と気付いたとしても、それで更に54歩の捨

手数表示がなければ、変化別詰にハマッ

合を防ぐために歩を発生させておかなくて

ていたかも知れないし、詰上り“1”の字を

はいけないとは！

見逃したやも？
★ 変別というのは42手目＊43歩合をし、

これらの難関を全て乗り越えて、33角から
のダイナミックで美しい収束。数多あるあ

同角+23王、34馬･･･の61手詰ですね。

ぶり出しの傑作の中でも、至高の名作と位

これは同と、21王、33と、11王、22

置付けられるでしょう。

と、同王、33角･･･（55手）の早詰が
あるので割り切れています。

たくぼんさん
（解図空いた時間に考えて半日）

近藤真一さん

中盤の誘手が多く一筋縄ではいかない。

55歩合を強制し、後の歩捨合を予防する

角をなかなか取らない手順が印象的で、ば

という高級な構想を盛り込んで素晴らしい。

らしてからは、65角の限定打からの収束で

作者の曲詰はレベルが一段と高い。

まさかの「１」、意表をつく詰上りであぶ
り出しはかくあるべし。

今川健一さん
41手目で43杏配置の意味が分る。珠玉の

本作品は最初は詰将棋研究会の会報誌

手順に秘められた遠大な伏線に感心するの

「詰研会報」に発表され、「詰パラ」誌の

み、傑作。
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★ 炙り出し曲詰は初形の王位置を詰上

字の最高傑作」と、私も同感。

りの辺りにまで逆算で戻せれば上々で

☆ 森田氏の慧眼にはいつも恐れ入る。

すが、それに伏線が入れば言うことな

私が今日ここにあるのは氏のおかげとい

しです。その上、本作は右上隅での細

っても過言ではない。

やかな駒繰りも素晴らしく、古今の「1」
の字の中でも最高傑作でしょう。

金子恒男さん
はるかに想像を越えた詰上り。拍手喝

★印は詰研会報の主幹、森田銀杏先生の

采！ 途中の駒の捌きもかなりの難問。

解説とお褒めの言葉です。
詰鬼人さん
続いては「詰パラ」誌、解説号は平成 13

昔の大学院教授の作品とは懐かしいです

年 10 月の大学院

ね。香を質駒にして 55 歩合を強要する二段

その頃の大学院の担当教授は首猛夫でし

構えの構想は流石で、これで見事な詰上り

た。その首先生がこの作品の解説に先立っ

ですから言う事ありません。

て、作者の紹介記事を書いて下さいました。

☆ え？小川氏も大学院の担当をなさっ

物静かな人だった。ひっそりと座ってい

ていたのですね。

るのに、なぜかそこだけが、深みのある空
気が漂っている。

足利太郎さん

本年 5/19 詰研の大会で伝説の人小川悦

初手の伏線が 40 手後に効いてくるとい

勇氏にお会いした。あまり多くを語らず、

う恐るべき構想を持った大型曲詰。右上の

こんなもので良かったらと後日送られてき

細やかな折衝もよい。大学院でこんな小さ

たのが本作。

な詰上りの曲詰というのは、かってなかっ

お若い頃、近所の棋友と自転車で行き来

たのではないでしょうか。

して、切磋琢磨したお話や地味溢れる話題、
ここでは書ききれないが、人物として格調

天津包子さん

も高い。

ためいきが出そうな曲詰「1」でした。3
手目 65 竜で歩合をさせて後の 54 歩合の中

市村道生さん

合逃れを防ぐ所と中盤の 24 銀捨ても旨い。

久し振りの作者の曲詰に堪能。右上隅の
の応接は見事。

☆ 特に難しい手があるわけではない。
しかし、読む方は好手妙手が適度の変

今川健一さん

化に支えられて楽しい時をすごす。

序盤に伏線を入れて終盤にその効果を発

何よりも恐ろしいのは頭 4 手の伏線の

揮させる、普通でも難しいのに曲詰で表現。

意味意味する所。およそ 40 数合のやり

これが名手小川さん、全手順に好手妙手が

とりの末、中合で逃れてしまう手を防

満ちている。銀杏先生曰く「古今の『1』の

ぐために序奏で歩合を発生させる。
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2 歩禁のため、王方は中合を打てず収

での仕事振りを綴る、第 28 番の末尾です。

束。しかもそれが、中央に浮かび上が
る 1 の字とは！

第 28 番

「詰研会報」

ともかく絶賛の嵐で、あわや満点と
はすばらしい。これだけの力量を持っ
た作者が冬眠していること自体が謎と
云うか、実にもったいない。
☆印の処は大学院での首教授。尚、大学院
での評価点は 3.00 満点で 2.93 点でした。
Ａさんの「人生双六」 7
高校時代の悪友、関野から突然電話が入
る。「おい小川、小池酸素を辞めたって本

発表誌 詰研会報 316 号

当か、本当なら俺の仕事を手伝ってくれよ、

平成 14 年９月

今、図面書きが居ないんだ」 （関野耕一）

発表時の名 小川 悦勇

高校時代は出来が悪かったが、努力が結ん
で、今では岡谷市で関野組（土木）の社長

詰手順

に納まっている。うーん、親友の頼みじゃ

52 角成､同王､61 飛成､43 王､41 竜､54 王､

イヤとも言えない。「よし、やったるか」

45 銀､同桂､55 歩打､53 王､64 銀成､同王､

で関野組に転がり込む。住まいは事務所脇

44 竜､迄 １３手詰

に用意をしてくれていた。昼間は現場を走
り回り、夜（５時～8時）に事務所で出来高

詰将棋研究会は森田銀杏さんを中心にし

の図面を引く。建設省の役人から、「綺麗

た愛好家のグループ。 銀杏さんの熱心さ

な図面だ」とお褒めの言葉を頂く、役所と

が最大の魅力で、毎月発行される会報が待

会社の連絡も1手に引き受け、今では悪者扱

ち遠しかった。将棋各誌の問題やニュース

いの談合の司会もこなす。

が満載ですが、メインは「詰将棋クリニッ

関野「小川、岡谷で基礎屋をやらないか？
何なら飲み屋も良いなぁ」

ク」
。会員の試作とも言える作品を掲載して、

岡谷市も悪く

感想を語り合う。楽しかったなぁ。

は無い、と思いながら2年目の夏、「光線過

ついつい、思い出して会報のファイルを

敏症」で入院、アジャー。

開いてみた。29 番「マクドナルド」
、51 番

標高 800M の岡谷市では紫外線が強く住

「大襷」が載っていたが（発表図とはまる

むには適さない、と、宣告される。仕方が

で姿、形が違う）ビックリの試作品でした。

あるまい、関野の紹介で伊那市南信重機

本図、
「こんな作品も創るの」と冷やかされ

（株）に転進。ここで、自慢にもならない

ましたが、
「こんな作品も投稿できる」で、

「保安」の免許を取得する。次、南信重機

近親感抜群の会報なのである。ちなみに、
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この 28 番のテーマは「ソッポ行き」です。
で、次の写真はＡ爺さんの撮影、苦心作？

長谷繁蔵さん
飛車を成にしたり生にしたり･･･。

（手賀沼のヨチヨチ歩きのアヒル君）
凡骨生さん
曲詰の期待は外れたが、61 飛成の打歩詰
回避手が美事。
久後生歩さん
持駒がないので考え易い。
各誌の詰棋解答で大活躍されていた、久
後生歩さん、近年、お名前が各誌で拝見し
ません、どうしていらっしゃるのかな？
冬眠蛙さん

Ｂ爺さんの感想も載っている。

52角成と捨てて飛を成りたい形。62飛成

「急がずば 濡れざらましを 旅人の あと

～42竜として作者の狙いどおりに打歩詰に

よりはるる 野路の村雨」の意かな？

はまり、苦笑い。そこで詰キストの悲しい

これに応じて森田主幹、何と風流な名解

性で、飛生の一手と思いこんでまた少しは

釈ですね、です。こう書かれて，Ｂ爺さん、

まるのもお約束です。なるほど、一歩踏み

ニヤリ、これも遠い思い出になりました。

込む61飛成がありましたか。ちょっと盲点
でした。最後、あぶり出しにならず「アレ

高津義則さん

っ？」。ちょっと有名税を払ってしまうタ

61 飛成が見えず、手こずる。

イプかもしれません。
野口賢治さん
たくぼんさん（解図 約15分）

3 手目小考も、殆ど絶対手。

3手目、無造作に62飛生としてあれ？73
銀→角か？？･･･単純ですが61飛成に拍手

さすが解答強豪、言う事が違います。

です。
佐藤次衛さん
齢を重ねると、いろいろなことが記憶か

作者名から曲詰を期待したが、易しい普

ら遠ざかって行きます。次のこの作品への

通作。こういうのも作るの？

感想は、これを読んで、
「ああ、こんな作品
も解いたことがあった。
」と思い出してくれ

小川悦勇＝曲詰、期待されるのも有名

る人がいることを願っての「詰研会報」に

税？それに応えて、第 29 番は曲詰です。

掲載された感想です。
最後に、こんな感想もありました。
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坂東仁市さん
62 飛生～42 飛生でまとめることも可能

第 29 番

「マクドナルド」

だが･･･。
★ そんなことを言われると作者は苦笑
するしかありませんね。･･･森田主幹
Ａさんの「人生双六」 8
「おいおい、転進転職は良いけれど、そん
な糸の切れた奴タコで奥さんから文句は無
いのかよ」、「そこだよなぁ、岡谷に来て
からは、給料日になると東京から出てきて
有り金を持っていかれちゃう」、「当り前
だろう、お前の生活が出鱈目過ぎるのだ」、

発表誌 詰将棋パラダイス

「飲み屋じゃ結構もてるのに、世の中、侭

平成 15 年 3 月

ならぬなぁ」、（伊那市は人口に占める飲

発表時の名 小川 悦勇

み屋の数が県内1とかで、スナック「若草」
が1番のお気に入りだった。）、
「こらこら、

詰手順

そんな話は止めんかい、仕事振りはどうな

54 飛､65 王､77 金､69 飛生､56 銀､64 王､

んだよ」、「保安の時に触れたから書かな

63 銀生､同飛生､44 と､64 王､65 歩打､同銀､

くてもいいじゃない」。

同銀､同王､66 銀打､64 王､75 と､同香､

南信重機は山の中の仕事が90％を占める。 同銀､55 王､57 香打､同と､73 馬､56 王､
所謂、山師である。道具も山を切り開くで

83 馬､55 王､82 馬､56 王､92 馬､55 王､

鋸と鉈（ナタ）が必需品。工事は１、砂防

82 馬､56 王､83 馬､55 王､73 王､56 王､

堰堤（小さなダム）２、林道。３、地滑り

74 馬､55 王､67 桂打､同と､同桂､同飛生､

処理。４、河川工事（石積、蛇籠など）。

66 金､同飛成､56 歩打､同竜､64 馬､迄

ここで、習得した事。１、重機の運転。

詰上り図

２、索道の運転。３、石屋（蛇籠の組み立
て、ブロック工事）４、発破作業（山を吹
き飛ばすので、超気持ちが良い）。
女房から、「一度、東京に帰ってきて」
とせがまれる。長旅だったから仕方が無い
か、仕事のキリを見て何年ぶりかで、東京
（市川）に帰る。それから、暫くは首都圏
内で働く、作業は「仮枠大工、解体」で、
相変わらずの３K。
次、市川市内の「木村工業」は第29番の後。

64

４７手詰

冬眠蛙さん

次の図は詰研会報 297 号に発表された図

これは当時リアルタイムで解きました。

で、どうして、それがパラ誌発表の図に変

PNで解答し、短評も載せてもらった記憶が

わったかの経緯です。

あります。解いたときの記憶まであるのは、
やはり印象が強かったせいでしょう。
大模様ではあるが、作者が作者だし、あぶ
り出しかな。とりあえず浮いている飛を守
って54飛は第一感で、次の77金もまあ妥当
なところ。ここで69飛生もできるのか、ま
あでもこの形なら成るんだろうね。
次の展開が少し悩ましい。攻駒が強力で、
どれも「次はオレの出番だ」みたいな顔を
している。色々試した後、56銀、54玉のと
きに63銀生とする手に気付いて、ああ成程

先ずは、詰研会報 298 号の解説と解答者

ねと少し感心。66銀から香を取って、なん

の感想からの抜粋です。

となくうまく行きそうな気配。

作者、単純な馬鋸なので類作が有りそう。

57香、同と、73馬の瞬間に、ぱっと筋が

収束で飛の成、生の非限定も有ります、没

閃く。「お～、こっから馬鋸なんだ、凄い

にすべき？

展開だなあ」と感心。でもまだこの辺りは

銀杏先生、曲詰という制約下では上々で

余裕あり。92桂は明らかに浮いている駒で

す。近将なら即採用でしょう。題名は「マ

したしね。最後、67桂打から精算して56歩、

クドナルド」がピッタリです。

同竜で、「あれ、あぶり出しにしては形が

と言う訳で、題名は「マクドナルド」に

…」と思った瞬間、やっと「おぉぉぉぉぉ

決まりました。

そうか、飛生だったのか！」。こういうの
が本当のサプライズですね。今まで解いた

長谷繁蔵さん

詰将棋の中でも、『解いて良かった！』と

４手目は同飛不成だったのか、うそ！ 私

強く感じた作品でした。

に小川さんの作品が解けた。今夜のアルコ

確か発表時は「マクドナルド」という作

－ルはメ－トルが上りそう。

品名があったはず。ボリューム的にはビッ
グマック級の作品でした。

久後生歩さん
ホンワカとして楽しい詰形

たくぼんさん（解図約2時間）
効果が現れるのがかなり先の飛生や馬鋸

凡骨生さん

も飛び出す贅沢なあぶり出し。ビックマッ

馬鋸入り“m”の美事な作。

クも食べたくなります。
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新田道雄さん

の位で我慢しなさい」と図面が添付されて

見事な曲詰。序の 63 銀は巧い。中盤も

きました。それが、詰パラの大学に発表し

57 香捨てを入れて馬鋸からの収束もいい。

た本図です。
流石に見る目が高い。看寿賞、中篇にノ

今川健一さん

ミネートされるまで、進展しました。

馬鋸で感心、飛車の不成に気付いてまた

陰の声「お前は、いつも他人の褌で相撲を

感心。初めから不成にした人はいるや？

取っているのか、ヤバイぞ」

傑作曲詰。

私「ハイ、そうです。友達との意見交換で
作品の完成度を高めるのも、愛好家の楽し

高津義則さん

みだと思っております」

飛車不成・馬鋸・曲詰と盛り沢山。手順
難度も良好。大家の本領発揮の一局。

この作品が発表された頃の詰パラの大
学の担当教授は平井康雄さんでした。その

坂東仁市さん

解説を載せておきます。

始終中段玉での攻防に感嘆あるのみ。

☆ 3 手目 77 金と要所に据えながら開き

曲詰の天才だ！

王手は当然ですが、対する 69 飛生が肝
要な応手。もちろんこの時点ではどう

以上のように、この発表作に寄せられた

して生なのかはわかりませんので、留

解答者の感想は好評でしたが、それでも、

保しておいてください。････中略

作者はこの作品に不満の処がありました。

☆

最後まで行って初めて王方が飛生を

続けた理由が判明します。つまり 67 竜
さて、好評は得たものの、1 点だけ改良

の形なら最後の 66 金捨てが省けると

したい箇所がありました。それは、
「47 と

いうわけでした。指し将棋なら一旦成

金を 58 と金に置き換えてみてください。す

った竜を表に戻すことはできませんが、

ると、玉方飛は成で応じ 57 香に同とではな

これは詰将棋。慌てて竜を生飛に裏返

く、56 飛合で詰みません。
」、これは面白い。

した人も多かったでしょうね。

「序盤で 58 と金を 47 の位置に移動させる」
これに費やした時間は凡そ 100 時間。

柿久桂古さん

（柿木君は不在、自力で 100 時間）

飛生にミニ馬ノコ、アブリ出し。内容も

我が棋力では不可能、ついにギブアップ。

良い。

陰の声、
「何故、そんなに固執するの？」
私、
「最初の投稿図は 58 と金で、不詰順は

五茂須光さん

自分でも気がつかなかったから」

92 桂をどうやって捌くのかと思ったら馬

この、嘆き節を山田修司さんに聞いても

ノコとはびっくり。飛生の往復もアピ－ル

らいました。山田さんからの返信「小川さ

度が高い。

んの気持ちは判るけれど、形を整理してこ
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Ａ爺さん

在地を聞く。「中川区服部だけど、どうや

特に変化紛れのない一本道の手順ですが、
都還元玉が取柄です。

って行くの」交番で判らない、頼りになら
ないなぁ。苦労して、名西工業のドアを開
ける。社長と面接して名古屋での寮生活が

大学での評価は解答者総数 43 名で

始まった。 この続きは第30番の後に。

Ａ＝32 人、Ｂ＝3 人、Ｃ＝0 人
誤解＝4 人、無解＝3 人

第 30 番

「ヘの字」－１

評価点は 3.00 満点で、2.91、でした。
Ａさんの「人生双六」 9
焼鳥屋の厨房が暑い、道路工事が暑い、
などキツイ商売を上げているが、暑いのは
局部的で逃げ場がある。コンクリート打設
後の密閉された室内での作業ほど苦しいも
のは無い、「長靴に汗が溜まる」こんな体
験が出来るのが、仮枠解体（通常、ばらし
や）の仕事である。ばらし屋は求人欄の3
位にランクされ、私の知っている（働いた

発表誌 詰将棋パラダイス

会社）だけでも5社、都内では50社はあだろ

平成 18 年 11 月

う？

発表時の名 遊星人

職人は商売道具の「長バール」を肩に全
国を渡り歩く。（日当の高い、大都市に集

詰手順

中するが）手持金等は交通費があれば充分、

24 金打､同飛､13 金打､同王､24 角､同王､

仕事にあぶれる心配はしていない。

25 飛打､33 王､32 角成､44 王､54 金打､34 王､

木村工業―ばらし屋、作業員、10人。所

43 馬､迄 １３手詰

在地、市川市。寮生活も可能だが、近いの

詰上り図

で、家から通う。仕事は、長谷工のマンシ
ョン専門。此処で一年、職人で通るほどに、
腕を上げた。後は職人同士の連携で日当や
待遇の良い会社を、転々と移動すればヨロ
シイ。
東京（市川）で３年、女房容認の元、第
3の故郷となった「名古屋市」に向う（手
持金は片道交通費＋10,000円）、名古屋駅
で下車、早速スポーツ新聞を買い、ばらし
屋を捜す。名西工業を見つけて、交番で所
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Ｂ爺さんから“ケチョンケチョン”にけ

ンセ－ルの会場もあります。さて、この作

なされながら、パラ誌の表紙向け作品を創

品はどのコ－ナ－に展示されたのやら？

っていた。Ｂ爺さん曰く、
「Ａ爺＝曲詰、だ

作者名は「遊星人」で初入選、これでは

から曲詰で創れ」だって。これ、表紙作で

ブランド商品として売るわけには行きませ

は見た事がない？ 無理だよね。

ん。これはＢ爺さんの想像ですが、たぶん

何作か創っている内に、第 37 番が表紙に

この作品はデパ－トの目玉商品で、広告チ

採用されました。テナ訳で、本図は表紙作

ラシの文句は、
「誰でも解ける、格安作品」
。

では没。それなりに苦心？していたので、
何処かのコーナーで拾ってくれないかと、

店長の濱川礼さんの解説。

あちこちと渡り歩く。ヤング（没）→デパ

持駒は協力だが 22 飛が利いていて中々

ートでやっと拾ってくれました、ヤレヤレ。
（没の理由は変同アリで仕方が無い）

攻め辛い。13 金、同王に 24 金と攻める筋
が浮かぶ。12 王なら詰む。しかし 13 金に

配置駒数最小のアブリダシ曲詰が狙いす。 は 15 王で 24 から逃げられて捕まらない。
少し、田舎の詰上がりですが、許してね。

そこで逆に最初は 24 金から攻める。同飛

（ＨＰ「詰将棋５０音図」にも載りました）

として退路を塞いでから 13 金と行くのだ。
ここで 24 角と飛を召し取る。この状態で

Ｂ爺さん、ただの一言、
「良かったね。
」

捕まるか若干不安になるが、25 飛から 32
角成と巧く捌き切って、最後に「ヘ」の字

冬眠蛙さん

が浮かび上がる。短編、そして曲詰でもあ

これはまたカワイイ作品。あまり迷うよ

りながら、変同があるのは惜しいが捌いて

うなところもなく、飛を入手してスラスラ

気持ちの良い小品。

と。作意は「ヘ」の字になる方かしら。
29番がビッグマックならば、これは食後

佐藤司さん

のコーヒーといった感じかな？

こんな小さな形の曲詰も珍しい。

もう少し逆算したくなる形ですが、あま
り有効なのがなさそうで、意味もなく難し

南石信雄さん

くすることもない、という気持ちもわかり

誰の作品かな～と思わせる巧作品･･･へ。

ます。
解説の最後に店長さん
たくぼんさん（解図 約 30 秒）

ところで遊星人様、そろそろ本名で大作

簡素な形に仕上げたところが作者の腕。

を投稿されませんか！

「へ」のような作品ではありません（笑）

お待ちしています！

この頃の詰パラのデパ－トの店長さんは

Ａさんの「人生双六」 10

濱川礼さん。広いデパ－トの店内、特選品

「よせばいいのに」歌の文句じゃないけれ

コ－ナ－もあれば、特価品売り場、バ－ゲ

ど、Ｂさんの口車に乗せられて、飛んだ恥
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さらしの半生記を書いてしまった。「書き

馬屋原剛さん作 詰上り 「1」

たくない」と言っていた意地を通せば良か
ったと、今更悔やんでも仕方があるまい。
真面目なサラリーマンで過ごしていれば、
今頃は大会社の役員で収まっていたかも知
れないが、人生何が起きるか判らない。今
のご時勢、路頭に迷う失業者の多い事でも
判る。世間の荒波に飛び込んで来た私に言
わせれば、「やる気が無い、根性が無い」
と言いたくなるのも無理は有るまい。転職
に当っては過去の実績、経験など「糞の役

発表「おもちゃ箱。 平成26年2月

にも立たない」と知るべきできである。
詰上り図
つい、愚痴を並べる悪い癖が出てしまっ
た。然し、名古屋に降り立って（有）名西
工業を探り当てたのは、ラッキーこの上も
ない。この会社は東京に持って行っても業
界ではＴＯＰクラスの組織であろう。これ
で、転職を書くのは止めよう。これから暫
らくは過去に興味の有りそうな仕事やら、
出来事を話してみる。
この続きは後編－②で。

Ｂ爺 記録は記録
この後編①の編集を終えて、再度校正の

詰上り「1」の作品として、第 27 番と馬屋

ために読み返していたある日（平成 26 年 2

原さんの作品のどちらが詰将棋として優れ

月）
、加藤徹さんのブログ「おもちゃ箱」で

ているかはＢ爺さんには判断できませんが、

馬屋原剛さんが次の図を発表しました。

詰手数の長さのことは、よく判ります。

Ｂ爺さん、暇に任せて解図に挑戦。悪戦苦

発表してから、約 13 年間、最長の座を維

闘の小半日。詰め終えて手数勘定、詰手数

持しましたが記録は破られるためにあると

は 69 手。
「雨滴」の第 27 番、詰上り「1」

か、後進のためにその座を譲ろう、ですね。

の字の詰手数は、確か 59 手。Ａ爺さんは、
この第 27 番をあぶり出し曲詰「1」の最長
手順作と自慢していましたが、この作品の

雨滴後編―①

出現で、残念ながら首位の座から転落です。
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終り
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