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司会（小栗泉・日本記者クラブ企画委員、日

本テレビ政治部長） ただいまから羽生善治永

世七冠の会見を始めたいと思います。私は当ク

ラブ企画委員の日本テレビの小栗と申します。

進行と質問役を務めさせていただきます。 

皆さんに申しあげる必要もないかと思いま

すけれども、先週行われました第 30 期竜王戦

で竜王を奪取して、永世竜王の称号獲得条件の

通算 7期をクリアされました。残りの 6つのタ

イトル戦、名人、王将、王位、王座、棋王、棋

聖の永世称号と合わせて永世七冠の誕生とい

うことになりました。このすばらしい偉業を達

成された興奮も冷めやらぬ中、きょうお迎えす

ることができて、大変うれしく思っております。 

実は、羽生さんには 2006 年に、日本記者ク

ラブにお越しいただいています。それは王座戦

でご自身の持っていた同一タイトルの連覇記

録を 15に伸ばしたときでした。今回が 11年ぶ

り、2回目のご登場となります。 

きょうの記者会見の進め方ですけれども、ま

ずは羽生さんからご挨拶をいただきます。その

後、質疑応答を二部構成で行いたいと思います。

まず私のほうから、皆さんの関心があるであろ

うと思われる事項を対談形式でお聞きして、そ

の後、会場から挙手による質問というのをお受

けするという形で進めたいと思います。 

本日は、当クラブの会員ではない東京将棋記

者会所属の専門誌などの記者の方々も出席さ

れています。会場からの質問をお受けする際に

は、非会員の方々の質問もお受けいたしますの

で、ご了承ください。 

それでは、まず初めに羽生さんからお願いい

たします。 

羽生 どうも皆さん、おはようございます。 

本日は日本記者クラブにお招きをいただき

まして、まことにありがとうございます。 

第 30 期の竜王戦が終わって、しばらく時間

がたちました。終わった直後はあまり実感とい

うか、リアリティーがなかったんですけれども、

たくさんのファンの方からお祝いや激励のメ

ッセージをいただいて、獲得することができた

んだなあというところを、日々少しずつ実感を

しているというところです。 

30 年以上にわたって棋士の生活を続けてい

く中で、一つの大きな地点にたどり着くことが

できたというのは、自分自身にとっても非常に

感慨深く思っております。 

きょうはどうぞよろしくお願いいたします。 

司会 ありがとうございます。 

それでは、私のほうから幾つか質問させてい

ただきたいと思います。まず、けさ大きなニュ

ースが入ってきました。政府が将棋界で初めて

の国民栄誉賞を羽生さんに授与する方針であ

るということが明らかになりました。このニュ

ースをお聞きになって、まずいかがでしょうか。 

羽生 やはり検討していただけるだけでも

大変名誉なことだと考えていますし、引き続き

棋士としてきちんと邁進していきたいという

気持ちで、いまはいます。 

司会 すでに政府のほうから連絡が羽生さ

んの方にあったんでしょうか。 

羽生 現時点では、特にそういった連絡はあ

りません。 

司会 現段階では、囲碁の井山棋聖とともに

検討ということです。「井山棋聖とともに」と

いうところはどういうふうにお受けとめにな

りますか。 

羽生 井山さんは全冠制覇を今年 2 回もさ

れて、まさに現在も新しい記録を塗りかえ続け

ていっている。隣の世界ですけれども、非常に

すばらしい棋士であると思っています。 

司会 いま「隣の世界」とおっしゃいました

けれども、囲碁と将棋、世界は違うとは思うん

ですが、時代を切り開いていく、まさに国民栄

誉賞の基準というのが、「広く国民に敬愛され、

社会に明るい希望を与えることに顕著な業績

があったもの」ということなんですが、そうい

う社会に希望を与える人が囲碁の世界でもい

て、そしてご自身もそういう立場であるという、

その点についてはどういうお気持ちでしょう

か。 

羽生 将棋の世界も囲碁の世界も、江戸時代

は家元制度で、世襲で代々継いできた、そうい
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う歴史的な背景もあります。共通点として、小

さいお子さんから年配の方まで、幅広い人たち

が盤と駒または石があれば楽しむことができ

るというところがあります。 

やはり将棋を指す、あるいは（囲碁を）打つ、

あるいはみるとか、さまざまな形で日々の生活

の中に少しでも浸透して存在していてほしい

なあという気持ちを日々強く思っているとこ

ろです。 

司会 羽生さんというと、25 歳の若さで七

冠を達成されるなど、常に「史上初めて」とい

うような枕詞がつく立場でいらしたと思うん

ですけれども、そういうご自身がフロントラン

ナーであるというのは、どういうお気持ちなん

でしょうか。 

羽生 やはり将棋の世界あるいは一局の将

棋の中においても、必ず未知の場面、いままで

自分が経験したことがない場面に出会うわけ

なので、そういう状況、環境の中で、どれだけ

のことができるかということを問われ続けて

いるというふうには考えています。 

ただ、一方、そのプロセスの中でミスをして

しまったり、あるいは負けてしまったりという

ケースも多々あるんですけれども、そのことも

踏まえてといいますか、また反省をして前に進

んできたというつもりです。 

司会 常にそういう枕詞がつくというお立

場、プレッシャーが重くて嫌だなあとか、そう

いうふうにお感じになることはないですか。 

羽生 そうですね、もちろんその緊張感とい

いますか、緊迫感、プレッシャーみたいなもの

は、何年たっても、何十年たっても感じるとい

うことはやっぱりあります。 

ただ、一方で、そういうプレッシャーがかか

るような環境で対局ができるというのは、棋士

にとっては非常に充実して幸せなことなので

はないかなというふうにも思っていますし、そ

ういうものが逆になくなってしまう方が問題

があるというふうには思っていますので、ある

程度までだったら、そういうものがあったほう

がむしろプラスに作用するのではないかなと

考えています。 

司会 こういう羽生さんの謙虚で前向きな

ところというのが、みんながすごく憧れるとこ

ろだと思うんですけれども、ご自身に対して揺

るがない自信みたいなもの、自分は大丈夫だと

いうようなものというのが常におありなんで

しょうか。 

羽生 そうですね、ただ、何というか、何と

なくイメージとして、棋士は何十手も何百手も

読めるので、常に先のことを見通して考えてい

るようなイメージを持たれると思うんですけ

れども、実際はそんなことは全くなくて、10

手を読むことはできるんですけれども、現実に

起こる 10 手先の局面を想定することはほとん

どできないんです。 

ですから、常に予想外とか、想定外とか、考

えている範疇の外側のことが実際に起こると

いうケースがほとんどなので、やっていること

は、意外と暗中模索というか、五里霧中の中で、

ただ、目の前の一手は何がいいかなというよう

なことを繰り返しているという感じなので、あ

まり自信も見通しも持っていないままやって

いるというのが実情です。（笑） 

司会 私は本当に将棋は素人なんですけれ

ども、とはいえ、「羽生マジック」という言葉

はよく耳にして、誰もほかの棋士の方が思いも

つかないような手を打つというところに大き

な魅力があると感じてはいるところです。ご自

身が考えるご自身の将棋の強さ、長所、あるい

は、もしもあるとすれば短所、これはどういっ

たところでしょうか。 

羽生 「マジック」という表現は、人が思い

つかないような手を指しているというところ

なのかもしれないですが、自分の中では普通の

手というか、平凡な手を選んでいることが多い

つもりではいるんです。 

ただ、一方で、棋士の世界でやっていく中 

で、いかに人と違う発想とかアイデアとか、そ

ういうものを持つことができるか、考えること

ができるかというところが、だんだん比重とし

て重要に、高くなってくるという面もあるので、

そういうところを大切にしているというとこ

ろはあります。 
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長所と短所ということで言うと、そこで、例

えば新しいアイデアのことを「新手（シンテ）」

という表現があるんですけれども、その新手を

指すとか、そういうことをやっていくときに、

ある程度、失敗したりとか、負けることとか、

不利になることを承知のうえでやっていかな

いと、なかなか今の移り変わりの早い戦術の中

で対応するのが難しくなってきているという

面もやはりありますので、そういう姿勢でやっ

ていくというところは忘れてはいけないとい

うことなのかもしれないですが、それが具体的

な形になるかどうかはわからないというデメ

リット、短所もあるのではないかなと思ってい

ます。 

司会 これも素人の質問で恐縮ですけれど

も、羽生さんは、ご自分の勝ちがみえると手が

震えるというのがあって、今回も私、映像で確

認をさせていただき、竜王戦第 5 局の終盤も、

ちょっと手が震えているような場面がみられ

たんですけれども、あれはどういう瞬間、ご自

身の中では何が起きているのでしょうか。 

羽生 手が震えるときは、二つのケースがあ

って、無我夢中でやっていて、結果がみえた、

勝ち筋がはっきりみえて勝負がついたと感じ

たときに、我に返ってそこで手が震えるという

ことがあります。 

もう一つのときは、時間に追われていて、残

り 1分とかで、1分以内で一手指さなければい

けないというような状況において、何を指せば

いいかわからないときに、迷うというときに震

えるというケースもあります。 

この間の竜王戦の対局に関して言うと、前者

のほうです。ある程度、終局の 15 手ぐらい前

のところで何となく最後までの道筋がみえて

いたので、そこで我に返ったというところです。 

司会 「我に返った」というのは、ハッと、

将棋のいろんな世界から、ふと現実の世界、「こ

れは勝てるかもしれない」と、ご自身の中に電

流が走るような、そういうようなイメージなん

でしょうか。 

羽生 そうですね。ただ、おそらくスポーツ

とか、アスリートの世界と将棋の世界の気持ち

の面で違う点というのは、終わる前とか、終わ

った直後とかに、あまり大きな感情の起伏とい

うのは起こらないんです。終わった瞬間に、す

ごくうれしいとか、悲しいとかというのは、長

時間の対局で疲れているというところもある

んですけれども、その瞬間に、ものすごく気持

ちが変わるかというと、そうではなくて、少し

ずつ、少しずつにじみ出てくるような感覚で気

持ちが変わっていくというケースが非常に多

いです。 

司会 ただ、対局が終わった後、勝者と敗者

とがもう一度振り返りますよね、あのとき冷静

に振り返られるというのは、そういう徐々に

徐々に局面が移ってきて勝敗につながるから

でしょうか。 

羽生 そうですね。もちろん反省と検証とい

うところで、どこがよかった、悪かったという

ことを考える場でもあるんですけれども、お互

いに深く集中している中で、少しずつそこから

通常モードに戻っていくために、クールダウン

をしていっているというプロセスでもあると

思います。 

司会 羽生さんの強さとしては、連敗が少な

いというのも特徴と言われていますが、人って

負けてしまうと引きずってしまうことがあり

ますが、そういうことは羽生さんの場合はない

んでしょうか。 

羽生 そうですね、何というか、将棋は特に

個人競技でやっているので、あまり突き詰め過

ぎて考えないようにはしているんです。 

例えばスポーツだったら、ちょっと風向きが

悪かったとか、そういう偶然性みたいなものが

入ったりするんですけれども、将棋の場合は、

負けたらそれは自分のせいで、自分がミスをし

てしまって結果につながらなかったというこ

とになってしまうので、どんどんそれを突き詰

めてしまうと精神的にかなり厳しくなってし

まうというところがあるので、いい意味でのい

い加減さというか、ずぼらさみたいなものも大

事なんじゃないかなというふうには思ってい

ます。 

ただ、最近は、終わって一晩しっかり眠れれ
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ば、割合気持ちは切りかえられるというか、ま

た次があるというか、きょうは負けてしまった

けれども、次、またあしたから頑張っていこう

という気持ちにはなれます。 

司会 今回、私が驚いたのは、対局後にお話

しされていた中で、「最後のチャンスかもしれ

ないという気持ちで臨んだ」とおっしゃってい

ました。これはどういうお気持ちなんでしょう

か。 

羽生 竜王戦という棋戦は、30 期の中で、

20 代の若い棋士の人たちが基本的に活躍をし

てきた棋戦なんです。私も年齢的には 40 代の

後半ということですので、なかなか、例えば挑

戦者になるためのトーナメントを勝ち上がれ

るかという保証は全くないというのが実情な

んですね。 

今回、ことし、幸運にもそういうチャンスを

つかむことができました。これが 10 代のとき

でしたら、また次の機会があるというふうに感

じられるのかもしれないですけれども、今回は

この一回といいますか、このチャンスをそうい

う気持ちで臨まなくてはいけないな、というと

ころでした。 

司会 いま、ご自身から年齢のお話がありま

した。いま 47 歳ということで、誰もが体力は

落ちてきますし、例えば人の名前がちょっとな

かなか出なくなるとか、そういったようなこと

はあると思うんですが、昔と比べて羽生さんも、

ちょっとうまくいかないな、と思うようなこと

というのはあるんでしょうか。 

羽生 例えば対局をしていくということに

関して言うと、一試合を行うという点では、昔

もいまもほとんど変わりはないです。 

ただ、例えば 1 年間の中で、60 試合とか 70

試合とか、たくさん試合をして、そして、その

パフォーマンスが常に高いという、高い質で量

をたくさんこなせるか、と言われると、ちょっ

とそこは難しくなってきているというような

感覚も持っています。 

司会 棋士にとって、年齢を重ねるというこ

とのメリット、デメリットについてお話しいた

だけますか。 

羽生 メリットは、いわゆる感覚的なところ

での経験知が上がるというところがあるので、

無駄なことを考えなくて済むとか、大ざっぱに

局面を捉えるというような、そういうところは

あると思います。 

一方で、デメリットのほうで言うと、記憶力

のところであるとか、あるいは反射的にパッと

対応するとか、そういうところはやはり年齢が

上がってくると難しくなってくるという面が

あるので、いかにそのあたりでバランスをとる

かということが課題になっています。 

司会 大ざっぱにとおっしゃったのは、俯瞰

して物がみられるようになってくるという意

味では、年齢を重ねることのメリットがあると

いうふうに捉えてよろしいでしょうか。 

羽生 そうですね、はい。いわゆる方向性を

見定めるとか、戦略を決めるとか、具体的なこ

とではなくて、大ざっぱに考える、抽象的に考

えるというところですとか、あるいは、たくさ

ん読むのではなくて、効率よく、急所だけ押さ

えて読んでいく、そういうスキルは非常に経験

によるところが大きいのではないかなと思い

ます。 

司会 先ほど、若手の方たちが台頭してきて

いるというようなお話がありました。若手の勢

いを感じられたときに、ご自身の中で、ちょっ

と焦るというようなお気持ちというのはある

ものなんでしょうか。 

羽生 そうですね、非常に最近は 20 代で強

い棋士の人たちがたくさんいて、非常に研究熱

心ですし、自分が知らなかったような作戦とか

戦術を編み出してきているので、そこに苦慮し

ているという面もあります。 

そういうことが起こっていることに対して、

新しい感性を持った棋士たちの発想とか一手

みたいなものを自分なりに勉強して、吸収して、

取り入れていかなくてはいけないなというこ

とは常に思っています。 

司会 確かに最近、将棋ソフトと言われるよ

うなものを参考にした戦術というのが取り入

れられたり、あるいはいろんな情報戦のような

ことになっていますが、将棋の質というか、世
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界観、これは変わったんでしょうか。 

羽生 いままで何回か分岐点みたいなもの

があって、データベースができて、例えばその

データを重視して戦うようになったとか、イン

ターネットができて、地方に住んでいても強く

なれるような環境が整った。 

ソフトが出てきて何が変わったかというと、

実は過去に人間が指した指し方が結構見直さ

れてきているという傾向があって、温故知新で

はないですけれども、コンピュータにとっては

そんなものはないんですが（笑）、ただ人間の

目からみると、非常にクラシックな形みたいな

ものが再び復活してきているというのが、こと

し 1年の一番トレンドなんですね。 

なので、そういう意味では、新たな可能性を

今みているというところです。 

司会 もう一つお伺いしたかったのが、今回、

永世七冠になられてから、「将棋そのものの本

質をどこまでわかっているかと言われれば、ま

だまだだ」とお話しになりました。羽生さんが

将棋の本質がまだわからないと言ったら、どん

な世界なのかと思ってしまうんですが、これは

どういうことなんでしょうか。 

羽生 そうですね、もともと将棋そのものの

可能性って、10 の 220 乗ぐらいあると言われ

ているので、その途方もない数なんです。もち

ろん子どものころからずうっとやってきてい

ますけれども、自分がやってきたことって、ほ

んの一かけらのかけらにもなっているか、なっ

ていないかということしかやっていないわけ

なので、それを考えると、根本的なことはわか

っていないという面はあるとは思っています。 

司会 いまここまで成し遂げられて、いまご

自身でお考えになる将棋の本質って、どういう

ものだと思われますか。 

羽生 そうですね、誰がつくったかどうかは

わからないんですけれども、ただ、先人の人た

ちの知恵というか、英知みたいなものは、ずう

っとやっていく中で感じることが多いです。 

つまり、ルールが 400年前に現在のルールに

定着するまで、何十回も変わっているんですけ

れども、その微妙な均衡がとれるように設計さ

れているので、そこは非常に何というか、精巧

に、緻密にできているというような印象を持っ

ています。 

司会 それは先人の方が意図してつくられ

たものなんでしょうか。それとも、たまたまそ

ういうルールでつくってみたら、ここまで続い

てしまったというようなものなんでしょうか。 

羽生 まあ娯楽であったとしても、歴史の淘

汰というのは間違いなくあると思うんです。お

もしろいものが残って、つまらないものは廃れ

てしまうというところがあると思うので、さま

ざまな人たちの創意工夫の結晶みたいなもの

なのではないかなというふうには思っていま

す。 

司会 この先ですけれども、次に目標とされ

ること、これはどういったことでしょうか。 

羽生 そうですね、具体的なことで言うと、

公式戦での 1,400 勝というのが近づいてきて

いるので、近い目標としては、そこを目指して

頑張っていきたいと思っています。 

司会 大山康晴十五世名人が持つ歴代最多

の 1,433勝まで、あと 42勝と。あと 42勝とい

っても本当に大変なことだと思うんですけれ

ども、ここを達成される自信はいかがでしょう

か。 

羽生 もちろん大山先生の記録については

大変な記録だと思っていますので、まあ、追い

ついて追い抜いていけるように頑張っていき

たいなと思っています。 

司会 それでは、私ばかりで独り占めしては、

大変申しわけないので、会場の皆さんからも質

問をお受けしたいと思います。質問のある方は

挙手でお願いいたします。恐縮ですけれども、

こちらで指名をさせていただきます。スタンド

マイクがありますので、そちらを使ってお名前、

それから所属を明らかにしたうえで、簡潔に質

問をしていただければと思います。 

きょう、これだけの方がおみえですので、お

一人 1問でお願いしたいと思います。 

質問  国民栄誉賞が検討されているとい

うことです。受賞となると、棋士としては初め

てになります。羽生さんの活躍で、非常に将棋
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を身近に感じていらっしゃる皆さんも多いと

思いますが、メッセージを一言お願いできます

でしょうか。 

羽生 将棋の世界は、古くからある世界では

ありますし、また幅広い人たちに楽しんでもら

えるものであり続けられるように、これからも

頑張っていかなくてはいけないのかなと思っ

ています。 

質問 すごく身近に感じていらっしゃる皆

さんに対して、より知っていただきたいとか、

知ってもらいたいとか、そういうお気持ちとい

うのはどうですか。 

羽生 そうですね、最近は、中継みたいなも

のがあったりとか、あるいはニュースでもよく

取り上げていただいて、大変ありがたいと思っ

ているんですけれども、日々生活をしていく中

の片隅に将棋というものがあるということが

一番いい形なのではないかなと思っています。 

質問 七冠、おめでとうございます。 

中原名人は、名人戦に特化して、いろんな研

究の成果やひらめきなどを名人戦用にとって

おいて、それを名人戦にぶつけて、それで名人

の地位を確保していたというような経験がお

ありなわけなんですね。中原名人が以前、森内

さんに、「羽生さんはどうしてやらないんだろ

うね」と、こういうことをおっしゃっていた。

渡辺さんも竜王戦についてはそういう集中を

していたと私は見ていました。 

それに対して羽生さんは各 7 つのタイトル

をどんどん真剣に闘ってお取りになり、1つの

タイトルに特化していなかったように私には

思えました。 

ただ今回は「最後のチャンス」と思われたと

いうことは、相当特化して、今までの研究の成

果をほかで使わないでとっておき竜王戦にぶ

つけたというか、そういう対策をおとりになっ

たのでしょうか。 

羽生 まあ、何と言えばいいんでしょうかね。

ここ最近は特にそうなんですけれども、結構流

行の移り変わりみたいなものが早いんですね。

だから、例えば新しいアイデアで「次の大きな

対局のときにとっておこう」と思っても、その

とっておく期間の間に戦術が変わってしまっ

ているというケースが非常に多いです。 

また、もう一つは、いま本当に情報化の時代

で、どんどん情報が流れていくので、もし自分

がある一つのアイデアとか発想を思いついた

ら、それはすでにほかの誰かが思いついている

というふうに考えるようにしているんです。実

際そういうことも多いので。 

ですから、出し惜しみしていても、ただ機会

を逃してしまうだけなので、一番近いそういう

機会、タイミングが合ったときにその手を指す

というケースが多かったです。 

今期の竜王戦に関して言うと、それほど前か

ら温めていた作戦というか、新手みたいなもの

を指したというわけではないですけれども、一

応自分なりに最近のトレンドみたいなものを

取り入れて、アレンジして、一局一局迎えてい

ったという背景はあります。 

司会 流行の移り変わりが早いとおっしゃ

いましたけれども、それにキャッチアップして

いくというのは厄介なことですか。それともお

もしろいことですか。 

羽生 厄介といえば厄介なことです。かなり

それだけでも時間と労力を費やさないといけ

なくなってしまうので。 

ただ、何というんでしょうか、決まった形と

いうか、過去にあった「定石」というんですけ

れども、定石系の中でやってしまうと、なかな

か自分の発想とかアイデアとかを使いにくい

という面があるので、やっぱりそういう局面と

かを目指すときには、最先端の形を知っておく

というのは非常に大事なんじゃないかなと思

っています。 

司会 そんなところが強さなのかもしれま

せんけれども。 

質問 先ほど、将棋ソフトの中で「温故知新」

の話が出てきましたが、なぜ将棋ソフトの手が

「温故知新」になるのかというところを、羽生

さんはどう考えていらっしゃるのでしょうか。 

羽生 コンピューターは膨大な情報を生み

出してくれます。それを受け入れるか、受け入

れないかというのは人間の美意識によるとこ
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ろが非常に大きいと思うんです。 

過去にあったものというのは、過去にあった

ので、人間にとっては受け入れやすいものなの

で、そういう「温故知新」のような状態が起こ

ったんではないかなと思っています。 

質問 きょう国民栄誉賞検討というニュー

スが入ってまいりました。それを聞いたときの

羽生さんのまず率直な思い、そして、国民栄誉

賞というものに対するイメージを教えていた

だきたいのと、あとそのニュースを聞いたとき、

奥様はどんなふうにおっしゃっていたか、教え

ていただけますか。 

羽生 まず、その話を聞いたときというのは、

驚きましたし、大変名誉なことだと思いました。 

いままで国民栄誉賞を受賞された方は、本当

に各界で大変な活躍をされた方ばかりですの

で、そういう意味で、非常に驚いたというとこ

ろです。 

家内の反応も同じだったと思います。 

質問 何か言葉は交わされたんですか。 

羽生 いや、特には……。ニュースでこうい

うのが出ているよということは言われました

が。 

質問 「そうなるといいわね」というような

……。 

羽生 そういうことは特には言っていなか

ったですけれども、そういうものが出ていると

いうことは言っていました。 

司会 今回、永世七冠ということになられて

から、奥様も素敵なメッセージを出されていら

っしゃいましたけれども、おうちの中での羽生

さんというのは、どうなんでしょうか。将棋界

の神様がおうちにいたら、なかなか気も遣って

大変なんじゃないかなと思うんですけれども、

おうちの中で……。 

羽生 結構ぼんやりしていることが多いで

すが、ただ、棋士の場合はぼんやりしていても

将棋のことを考えていても、傍目からはわから

ないので、考えているようにみえているのかも

しれません。（笑） 

質問 ことしの将棋界で、もう一つ大きな話

題になったのが、「Ponanza」に佐藤名人が負け

たということです。将棋界には衝撃だったと思

います。そのとき、コンピューターは初手が 3

八金という思いもかけない手を出して来まし

た。ソフト制作者は、「もはや人間の指す手が

邪魔になるほど進歩している」と言っています。

羽生さんは「大局観」が非常に重要だとおっし

ゃっています。われわれ将棋ファンとしては、

羽生さんが来年あたりコンピューターソフト

と対戦して打ち負かす姿をぜひともみたいな

と思っています。コンピューターソフトと対抗

するためには、どういうことに一番注目してや

る必要があるのか、そのあたりはいかがでしょ

うか。 

羽生 なるほど。そうですね、将棋のソフト

はまさに日進月歩の世界で、1年たつとかなり

のスピードで強くなって上達しているという

のが現状です。人間が考えていくというところ

に、どうしても盲点というか、死角というか、

考えない場所・箇所――先ほど、経験の中で手

を狭めて読むという話が出ましたけれども、そ

れは言葉を変えると、発想の幅が狭くなるとい

うことでもあるので、これから先、棋士が、あ

るいは人間が将棋を上達していくときに、コン

ピューターが持っている、人間が持っていない

発想とかアイデアを勉強して、吸収して、上達

していくという時代に入っているのではない

かなと私は思っています。 

それが、ずっと並行して同じように進化する

かどうかというのはまだちょっと未知数で、も

う数年たってみないとわからないのではない

かなと思っています。 

司会 ご自身は、コンピューターソフトと戦

いたいと思われますか。 

羽生 これは、実はもうすでにフリーソフト

といって、かなり強いものは常に公開されてい

るので、いつでもできるんです。なので、そこ

がたぶん、将棋の世界の特殊ケースというふう

に私は思っています。 

司会 どうしてもＡＩということが出てく

ると、人間かコンピューターか、人間はコンピ

ューターに負けるのか、というような形で捉え
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てしまいますけれども、そういうことより、む

しろ将棋の世界を一緒に極めていくというよ

うな形で位置づけたほうがいいのでしょうか。 

羽生 私はこう思っているんです。例えば、

ＡＩ、コンピューターは非常に強くなっていま

す。でも、完璧な存在ではなくて、ミスをして

いるケースもあるんですね。もちろん、人間も

ミスをすることもあります。で、考えている内

容とか中身は全く違うので、それを照らし合わ

せて分析して前に進んでいくというのが一番

理想な形なのではないかなと思っています。 

質問 羽生さんに憧れて将棋をやっている

子どもたちが、たくさんいます。その子どもた

ちへのメッセージをお願いします。それから、

どうも将棋がいま一つ伸び悩んでいるような

子どもたちに対し、羽生さんはどんな声をかけ

られるでしょうか。 

羽生 最初のほうは、もちろんどんな物事で

もそうだと思うんですけれども、基本とか基礎

みたいなものがあるので、それはしっかり学ん

で取り入れて、そこから先は自分自身のアイデ

アとか発想みたいなものを大切にして指して

ほしいなと思っています。それが結果に結びつ

かなくても、失敗したとしても、そういうこと

を伸ばしていくということがとても大事なん

じゃないかなと思っています。 

将棋が上達するというのは、右肩上がりで必

ず上達するということではなくて、あるところ

まで急に伸びて、そこから平行線で停滞する時

期があって、また伸びていくという繰り返しで

あるので、ちょっと伸び悩んでしまったなとい

うことを感じたのであれば、いままでとは違う

練習方法をやってみるということをお勧めし

ます。 

例えば、実践ばかりやっていたとしたら、ち

ょっとやり方を変えてみて、詰め将棋を取り入

れてみるとか、あるいは対局が終わった後に、

感想戦といって分析とか検証みたいなものを

する時間をちょっとふやしてみるとか、少しや

り方を工夫することによって次のステップに

進んでいってほしいなと思っています。 

質問 今は高齢化社会と言われています。60

代、70 代になってもさらに強くなる方法はあ

りますか。また年配世代にもっと将棋を広げて

いくためには、何が一番大切でしょうか。 

羽生 一つは、例えば何か得意な形とかを決

めて、戦法とか作戦とかを決めてやるというの

がいいのではないかなと思うのと、あと難しい

のはよくないんですけれども、簡単な 3手詰め

とか 5手詰めとか、3手必至とか、簡単なパズ

ルみたいなものをやるというのは頭の体操に

もなりますし、実際に上達するという面でも非

常に有効だと思っていますので、そういうもの

をやることをお勧めします。 

質問 将棋界の頂点を極められて、今後、将

棋を続けていかれるに当たってのモチベーシ

ョンをお聞かせ願いたい。後輩の育成について

はどういうお考えをお持ちなのでしょうか。 

羽生 そうですね、モチベーションに関して

いうと、なかなかやっぱり何十年やっても安定

しないというのが実情です。ちょっと天気みた

いなところもあるので、その日になってみない

とわからないというところはあります。 

ただ、例えば、ちょうど今年、残念ながら引

退をされてしまいましたけれども、加藤一二三

先生のように 60 年以上にもわたって現役生活

を続けられた先生もいらっしゃいますので、そ

ういう情熱を持って可能な限り前に進んでい

けたらいいなという気持ちは持っています。 

二つ目の育成ということに関していうと、も

うすでに育成しなくても非常に強い人たちが

どんどん出てきているというのが、まあ実情な

んじゃないかな、というふうには思っています

し、そういう機会というかチャンスがあれば、

そういうこともやってみたいなとは思ってい

ます。 

司会 後輩ということでは、今年、中学生棋

士の藤井聡太四段が大変注目されました。永世

七冠を達成された羽生さんだからこそみえる

景色というのがあって、そこから藤井聡太四段

に何かメッセージをかけるとすれば、どういう

ことでしょう。 

羽生 これは、実はすごくよく聞かれる質問

なんですけれども、彼はもちろん将棋の内容と
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か中身もすばらしいんですが、さまざまな対応

力というか、受け答えみたいなものを、私が知

らないような表現をよく使われるぐらいなの

で、何かアドバイスと言われても、本当に何も

ないというのが実情なんですね。 

ただ、中学生で棋士になって連勝記録を塗り

かえたということだけでも大変なことなんで

すけれども、棋士になる基準というのは時代に

よって少しずつ変わっていて、いまは過去の中

でも一番厳しい時代、棋士になるのが難しい時

代なんです。そのときに最年少の記録を塗りか

えたというところに大きな価値があるのでは

ないかなとは思っていますし、まさにこれから

成長期というか、また伸びていく時期だと思う

ので、どういうふうに成長していくのか、実際

対戦することもあるかもしれませんし、非常に

関心を持っています。 

司会 対局をされることがあったら、それは

楽しみですか。 

羽生 そうですね。やはり……。どう言えば

いいんでしょうかね。世代が違うと、言葉を話

しているのと同じように、意味はわかるんだけ

れどもニュアンスとか使い方が違うというこ

とがあるのと同じように、将棋というのはルー

ルは同じなんだけれども、自分の目からみると

ちょっと意外な手を指されるとか、そういうこ

とがあるので、そういう意味では非常に対戦す

るのを楽しみにしています。 

質問 国民栄誉賞に関して、羽生先生、96

年に七冠制覇をされたときにも、史上最年少で

の受賞が取り沙汰されました。いま 47 歳とい

うご年齢で、検討というようなお話が入ったこ

とに対しての思いというか、考えといいますか、

そのあたりを伺えますでしょうか。 

羽生 そうですね、そういった話が出ていて、

検討していただけるというのは、個人としても

将棋界にとっても大変光栄で名誉なことだと

考えています。 

現状は、そういう中で、自分なりに変わらず

一生懸命やって前に進んでいくということな

のかなと思っています。 

司会 ご自身の中では、世の中のそういう評

価が「ようやく」という感じなのか、それとも

通過点といったような感じなのでしょうか。 

羽生 何て言えばいいんでしょうか、今回、

永世竜王の資格を取れるかどうかというのは、

本当に対局の終わりの直前ぐらいになるまで

は半信半疑というか、まだまだわからないとい

う気持ちでいましたので、いま突然状況が変わ

っているという中で、日々いろんなことが変わ

っているという感覚でいるので、ちょっとその

状況に戸惑っているとまでは言わないですけ

ど、……というところでしょうか（笑）。 

質問 碁と将棋を比べると、囲碁は国際化が

進み外国にも普及されています。碁は白と黒の

2種類の石で、ルールも非常に明確です。将棋

の場合は、チェスに似ているかもしれませんが、

大きな違いもあります。その一つが文字です。

「王将」とか「金将」とか、こういうものは国

際化の障害になってはいないんでしょうか。 

それから、将棋を国際化する場合、チェスと

の折り合いをどのようにつけるのか。国際化の

面について、どのようなお考えをお持ちでしょ

うか。 

羽生 もともと将棋の発祥というのは古代

のインドから始まっていて、特にアジアは一国

に一つ、その国の将棋があるというのが実情で

す。将棋を普及していくというときに、日本の

将棋だけを広めていくということだけではな

くて、その交流するツールの一つとして将棋と

いうものがあるというのが非常にいいのでは

ないかなと思っています。 

囲碁ほど国際化はなかなか進んでいない現

状ではあるんですけれども、実際かなりの国で

将棋を指す人が出てきていますので、少しずつ

国際化は始まっているのかなと思っています。 

漢字をどうするかというテーマは、時に海外

とかで普及をしている人とか、あるいは海外で

将棋を楽しんでいる人などで、時々出る話でも

あるんですが、いまのところは、将棋を始めて

いる外国人の人たちは、将棋だけに興味を持っ

ているというよりも、日本の文化ですとか、歴

史とか伝統みたいなものもあわせて関心を持

っているという人たちが多いので、いまのとこ
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ろは現状のままいくようなところかなとは考

えています。 

ただ、これがもし本当に幅広く国際化という

形になったときには、いま出たようなお話は、

きっと必ず議論になるんじゃないかなと思っ

ています。 

司会 そろそろ時間になってきましたので、

最後の 1問としたいと思います。 

質問 ＡＩが将棋なり囲碁なりで、人間を上

回るような力をつけてきたという時代になっ

て、将棋の理論、棋理を極めるということとは

別に、人間と人間が勝負をするということの魅

力をより伝える、そういったことを意識してお

られるのか。盤上、それから、こういったイベ

ントなどの盤外の活動も含め、将棋のファンや

一般の人への伝え方の力点が変わってくるの

かどうかということについて、お聞かせくださ

い。 

羽生 それは本当に、ある種とても深刻な話

だと思っているんですけれども、例えば、棋士

同士が対局をして棋譜をつくります。これがコ

ンピューター同士であれば、24 時間 365 日大

量の対局をして棋譜をつくることが実際にで

きてしまうので、じゃ、そこで棋士の存在価値

というのが何なのかということを問われてい

るということだと思っています。 

それはまさに、対局をする姿ですとか、背景

ですとか、あるいはその周りにある環境とか、

そういうものを含めた全てのところにおいて、

やっぱりたくさんの人たちに魅力を感じても

らえる世界にしなくてはならないんだなとい

うようなことを痛感しています。 

そういう意味では、これから先、何て言うん

でしょうか、非常に工夫が必要というか、伝え

ていく面での工夫が求められているときに来

ているんだなということを実感しています。 

司会 ここまでいろいろな質問にお答えい

ただきましたけれども、小学校 2年生で将棋ク

ラブに入って、そのときには、当初はあまりす

ごく強いというわけではないというところか

ら始められたということを伺っていますけれ

ども、そこからここまでの道のりを振り返られ

て、ご自身の人生、どんな人生だったと思われ

ますか。 

羽生 非常に巡り合いに恵まれたと思って

います。うちはそんなに将棋を指すという家庭

ではなかったですし、たまたま将棋を教えてく

れる友達がいて、たまたま住んでいる町に将棋

のクラブがあってという、さまざまな幸運が積

み重なってここまで来ることができたので、そ

ういう縁といいますか、巡り合わせみたいなも

のが非常に大きかったと思っています。 

司会 ありがとうございます。予定の時間と

なりましたので、これで記者会見を終わりにし

たいと思います。 

先ほど、控え室でクラブのサイン帳にサイン

をいただきました。こちらなんですけれども

「玲瓏」とお書きいただきました。 

これは山の頂から眺める澄んだ景色と聞い

ておりますけれども、これをお書きになった理

由というのだけ教えていただけますか。 

羽生 そういう景色とか心境みたいなもの

を理想としている、まっさらな気持ちというの

は、なかなか実際難しいんですけど、でも、そ

ういうのを目指してやっていきたいなと思っ

ています。 

司会 ありがとうございました。 

それでは、記者クラブからのお礼の品という

ことで、クラブ特製のネクタイを記念品として、

お渡ししたいと思います。 

羽生 ありがとうございます。（拍手） 

司会 それでは、これで記者会見を終了させ

ていただきます。 

会場の皆さんは、恐縮ですけれども、ゲスト

が退席されるまでお席のほうでお待ちいただ

ければと思います。 

ご協力どうもありがとうございました。 

（文責・編集部） 

 

 


