
  
 



 
 



 

 
 



 

目次 

 

まえがき             Ｐ４ 

 

第一章 序盤構想             Ｐ５ 

 

第二章 中盤の展開とゲームセット     Ｐ３３ 

 

第三章 アタリ              Ｐ４７ 

 

あとがき             Ｐ５７ 

 

 

 

                



4 

 

まえがき 

 

 囲碁にハマった人にその理由を尋ねると、「始めるま 

ではその魅力がわからなかったけれど、始めてみたら、 

こんなに面白いゲームだったなんて！」と返ってくるこ 

とが実に多いです。私もその一人で、小学生のときファ 

ミコンで囲碁に触れて以来、１８年経って福島県のアマ

チュア名人になってなお、新しい手段や考え方が次々に

生まれてくるこのゲームに、飽きを感じたことは一度も

ありません。 

 囲碁以外にもゲームが好きで、とくに『シムシティ』

や『シヴィライゼーション』といった経営ゲームが好き

でした。私は全く、経営の専門家ではありません。しか

し、遊んできた経営ゲームに共通する面白さが、囲碁に

も全く同じように当てはまります。「囲碁ってこういう

ゲームなんだよ」という捉え方の一つとして、本書では

囲碁の魅力を店舗経営ゲームに例えて解説していきたい

と思います。 

 本書は入門書ではなく、囲碁の紹介のための読み物と

して執筆したものなので、詳しいルール解説はしていま

せん。囲碁用語もほんの一部しか用いていません。囲碁

を知らない方々に、囲碁の奥深さにほんの少し触れてい

ただくことが、本書の最大の役目であります。 

 内田 知見 
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囲碁十訣 

１ 不得貪勝 

     小利を貪れば勝ちを得ず。 

２ 入界宜緩 

     急激な手を避けて慎重に進めよ。 

３ 攻彼顧我 

     敵を攻めるにはまず味方の安全を確保せよ。 

４ 棄子争先 

     小さな石を捨てて先を急げ。 

５ 捨小就大 

     小さな土地を捨てて大きな土地に就け。 

６ 逢危須棄 

     危機にあっている石は損害が拡大する前に捨てよ。 

７ 慎勿軽速 

     軽率な手を慎め。 

８ 動須相応 

     敵の動きに合せて対応できる準備を心掛けよ。 

９ 彼強自保 

     敵が強固なら守りを堅くせよ。 

10 勢孤取和 

     孤立している石は戦いを避けて和をとれ。 

 

―王積薪 
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囲碁における一手は、「店舗を新規に開店する」「店舗の

集客力を上げるために投資する」「集客範囲を拡大する」

といった、展開のためにどのような投資をするかという 

行動と同じと捉えることができます。 

 碁盤は１９×１９の土地があり、その中で「独占的に集 

客できる土地」を多く確保したほうが勝ちとなります。 
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碁盤は、このように「地域」を大別することができます。 

どの地域に店舗を出店してもいいのですが、中央は集客 

にかかるコストが大きいので、序盤ではあまり展開しな

いことが多いです。 

 たとえば右上の地域は約２５～３５ほどの土地で構成 

されています。地域の境界は厳密ではなく、また境界に 

特に意味はありません。 
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さて、ある対局がこのように進行したとします。 

いま白が１０手目を左側の地域に打った場面。黒番と 

白番は交互に着手するため、次は黒番となります。 

 

 次の黒の手をどのように決めるかを、解説します。 



10 

                

手順の数字を消してわかりやすくします。 

 まず、「黒と白は互いに敵対勢力である」ということを 

覚えてください。この図を「原図」とします。 
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さて、前のページの配置を「会社の店舗」として捉え 

ると、このようになります。黒も白も、４つずつ店舗を 

経営していることになります。 

 左上と左下に、２階建ての店舗がありますね？「周囲 

３マス以内に入った味方は、同じ店舗」と捉えます。つ 

まり、手（投資）をかければかけるほど、大型の店舗に 

なっていきます。 



12 

                

黒の立場を見てみます。店舗は、大型になればなるほ 

ど「集客力」が上がっていきます。左上の２階建ての店 

舗は、他の店舗と比べて集客力が高いといえます。 

そして、円で囲った範囲は、おおよその「集客範囲」 

です。店舗と店舗の間にだいたい４マス以上間があると、

別の集客範囲として捉えます。 
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次に、白の立場を見てみます。左下の地域にある集客 

力の高い大型店舗があり、そこから左上のほうに向かっ 

て展開しています。  

さて、白の左上の店舗の集客範囲が、黒の大型店舗の 

集客範囲と被っていることがわかりますか？つまりこの 

地域は、黒と白で競合しているということになります。 

 これらを次のページにまとめます。 
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 まず左上に競合地域があります。白は小型店舗が１つ 

なのに対し、黒は大型店舗１つです。よって、左上の競 

合地域は黒のほうが集客力が高く有利となります。 

 右上の地域はおおむね黒の独占地域、左下の地域はお 

おむね白の独占地域、右下の地域は互いに小型店舗が１ 

店舗ずつしかないので、両者共に展開途上地域といえま 

す。そして、右の地域はどちらも手をつけていない、未開 

拓地域となります。 
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 改めて原図を見てみます。前ページのイメージから、 

「次にどんな展開をするか？」を構想してみてください。 

 

 候補は８つほどあり、どれも優劣はほぼ同じです。 
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①左上の競合地域を独占地域に変えてしまう構想 

 いま左上は黒が有利な状況です。有利なうちに店舗を 

さらに拡大してしまうという構想が、この黒１の着手と 

なります。 
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３マス以内の味方は同一店舗となるので、左上の地域 

にあった大型店舗と小型店舗は統合され、大型商業施設 

へと変わります。左上の黒の集客力と集客範囲はさらに 

拡大し、集客力の乏しい白の小型店舗を開店休業状態に 

追い込んでしまいます。 

 これで左上一帯はほぼ黒の独占地域になりますが、こ 

の状態になるまでに４手もかけたので、コストに対する 

集客率は相応といったところです。 
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②右の未開拓地域に先着する構想 

 左上は黒が有利な状況で、白が投資してきても互角に 

やり合えます。それよりも、白がまだ展開してきていな 

い右の地域に先着してしまおうという構想が、黒１の着 

手となります。 
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黒が右の地域に先着したことで、右上一帯が独占地域 

へと変わりました。また、右下の白の小型店舗も孤立化 

の傾向が出てきました。今後は右上を中心に集客を伸ば

していく方針となります。 

 ５店舗の経営となるので投資配分が難しくなるという 

デメリットもほんの少しあります。 
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③右上の独占地域を優先して投資する構想 

 店舗数を増やさず、右上の独占地域での集客に力を注

ぎ、堅実に足固めしていく構想が、黒１の着手となりま

す。 
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 左上の地域と右上の地域に、集客力のある店舗ができ 

ました。これにより、上の地域にある小型店舗にも相乗 

効果が期待できます。左上の白の小型店舗にも少なから 

ず影響が出るでしょう。 

 反面、右の地域や下の地域には投資していないので、 

白の先着を許すことになります。 



22 

                

④右下の展開途上地域を黒有利に運ぶ構想 

 下の地域から右下の地域にかけては、互いに小型店舗 

１つずつの展開途上地域でした。ここを先に投資して、 

黒有利な展開とし、不安要素をなくしておこうという構 

想が、黒１の着手となります。 
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下の地域で先に集客力のある店舗を作り、右下にある 

白の小型店舗に攻勢をかけようという狙いもあります。 

右下に攻勢をかければ、白は店舗に投資することを強要 

されるため、白が右の地域に展開するのを間接的に抑制 

する効果もあります。 
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⑤左下の白の大型店舗に攻勢をかける構想 

 ④と似ていますが、攻勢をかける対象が右下の小型店 

舗ではなく、左下の大型店舗というロマン溢れる構想が、 

黒１の着手となります。 
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右下の小型店舗にはあまり影響はありませんが、左下 

の大型店舗との競合地域となり、展開を抑制することが 

できます。これにより、左上の黒の大型店舗への支援に 

もわずかながら寄与しています。 
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⑥左上の大型店舗にさらに投資し左の地域を狙う構想 

 ①と少し似ていますが、大型店舗への投資を左の地域 

の白の独占地域へ攻勢をかけるために行うという構想と 

なるのが、黒１の着手です。 
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 ３階建ての大型店舗が完成し、左上の白の小型店舗に 

もかなり大きな影響が予想されます。左の白の小型店舗 

にじわじわと攻勢をかけ、左下の白の独占地域への進出 

を狙います。 
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⑦左下の地域の白の独占状態を解除する構想 

 左下一帯は白の独占地域でしたが、これを許さずいき 

なり黒の店舗を進出する構想が、黒１の着手になります。 
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 左下に進出した店舗もいきなり競合状態になるので集 

客はしばらく望めず非常にハイリスクな構想ですが、成 

功すれば左の地域の白の小型店舗を孤立化させることも 

可能です。非常に攻撃的な構想です。 
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⑧下の店舗を囮にして右上を徹底拡大する構想 

 これはなかなか高度な構想です。黒１から着手し、下 

の地域の店舗を囮にして、白にわざと下の地域方面に増 

資させます。そして右上一帯をほぼ完全な独占地域に変 

えてしまいます。 

 



31 

                
 

右下の地域から左の地域にかけては白の独占地域とな 

りますが、黒の小型店舗が下の地域で妨害をしている点 

がポイントです。下の地域は最低限の維持ができればよ 

いという構想です。もちろんこれから右上の独占地域に 

白が店舗を進出してくることも大いに考えられますが、 

これだけ大きく先に展開しているので、大きな損害は出 

にくいと考えられます。 
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 以上、この原図からは少なくとも８つの優劣の付け難 

い構想が存在します。もちろん他にも違う構想や展開も 

考えられます。自分の価値観や展開力への自信、相手の 

力量の判断などから、次の展開を決めていくのが、囲碁 

というゲームの序盤構想となります。 
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無限の世界だからわかるわけがない、 

ただ美しさがあるかどうかだ。 

 

             ―藤沢秀行 
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 第一章の原図から、黒は の構想を選択し、白の３６手

目まで進行したところです。 

 次に黒がどう展開するかを考えてみます。 
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手順の数字を消してわかりやすくします。 

 それでもややこしいので、また店舗のイメージを作っ 

てみます。 
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 このような状態です。 

黒は店舗の統合などを行って、４店舗の状態です。 

白は左上の小型店舗は集客力不足でついに閉店してし 

まいましたが、他はどれも大型店舗であり、５店舗を堅 

実に経営できているといえます。 

 黒と白のそれぞれの立場を詳細に見てみましょう。 
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まずは黒の立場です。 

 左上の地域に６手を投資した大型商業施設があり、圧 

倒的な集客力と集客範囲で白の小型店舗を閉店に追い込 

みました。この地域はもはや白が進出することは不可能 

であると言え、完全独占地域となりました。 

 右の地域は上下に大型商業施設を持っていますが、ま 

だ店舗間に距離があり白の進出の余地が少しだけ残って 

いるので、完全独占の状態にはなっていません。 
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次に白の立場です。 

 左上は閉店しましたが、上の地域と右下の地域に大型 

商業施設を展開して完全独占地域ができています。 

 左下は大型店舗が３店もありますが、やはり店舗間に 

距離があるため黒の進出の余地が少しだけ残っているの 

で、完全独占の状態にはなっていません。 
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 つまり黒の立場に立って考えると、この中盤では 

Ａ案・・・右の黒の地域を完全独占地域にする 

Ｂ案・・・左下の白の独占地域に進出する 

 この２つの選択肢しか残されていないのです。 

 囲碁は、中盤になると意外と展開が限られてくるので 

す。 
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ここで黒が採用した手順は、Ａ案でした。 

 その理由は、Ｂ案は進出した店舗が経営難に陥るリス 

クが高すぎると判断したことと、仮にＢ案が成功しても、 

白に右の地域に進出されたときの損害が大きいと判断し 

たからです。 
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 Ａ案採用後のイメージはこうなります。 

 黒は、右上の大型商業施設と右下の大型商業施設を統 

合して、超大型商業施設へと変貌を遂げました。こうな 

ってしまうと白は右の地域への進出が不可能となり、右 

の地域一帯がすべて黒の完全独占地域となりました。 

 一方、白の上の地域から中央の地域に延びた超大型商 

業施設は、左の大型店舗との統合ができていないため、 

白の中盤展開は失敗したと言うことができます。 
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 さて、最終的にこのような手順でゲームセットしまし 

た。完全独占地域の多いほうが勝ちとなりますが、どちら 

が勝ったでしょうか。 
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 まず、黒の完全独占地域です。 

 右の地域全体で６９の土地、左上の地域全体で５０の 

土地が完全独占地域となりました。また、左上では白の 

店舗を土地１つぶん閉店させていますので、さらに＋１ 

だけボーナスされます。 

 よって、黒のスコアは合計で「１２０」となります。 
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 次に、白の完全独占地域です。 

 左下から中央と上の地域全体で８４の土地、右下の地 

域全体で２１の土地が完全独占地域となりました。 

 よって、白のスコアは合計で「１０５」となります。 

 

 結果、「黒１２０」対「白１０５」なので、黒の勝利と 

なりました。 
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嗜（たしなみ）は かげにて絶（たえ）ずつとむれば 

面白き手を見分けうつなり  

 

―本因坊算砂 
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碁のゲ－ムとしての究極の目的は石を捨てることなんです。 

碁を覚えたらそこまで行き着いて欲しい。 

 

―加藤正夫 



49 

                

囲碁の専門用語のなかで、「アタリ」という言葉があり 

ます。どのような由来があってこのような用語になった 

のかは定かではありませんが、この「アタリ」こそが、 

囲碁をきわめて奥深いゲームにする最大の要因となって 

います。 

 

 図を見やすくするため、小さな碁盤にしました。まず、 

中央に白があります。この白について説明します。 
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 わかりやすくするために、余計な部分をすべて取り去 

ってみます。 

 白から、４本の線が出ていることがわかります。これ 

は、道路のようなものです。 
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つまり、このような状態です。 

この白の小型店舗には、４本の道路が隣接している状 

態となります。 

 

実は、この隣接した道路をすべて相手店舗にふさがれ 

ると、集客ができなくなるので強制的に取り壊しとなり

ます。 
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 黒石を３つ加えてみます。中央の白石から出ている線 

が、残り１本になりました。 
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つまりこのような状態です。４方向のうち、３方向を 

黒の店舗に寸断されている状態です。 

 もしここから白の下側に、黒があと１店舗建てると、 

白の小型店舗の集客は不可能となり、強制的に取り壊し 

となります。 

 このように、「集客できる隣接した道路が残り１本しか 

ない、取り壊し直前状態の店舗」の状態を、「アタリ」と 

呼びます。 
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 さて、さらに黒１と打たれたとします。 

 白石に隣接した道路はすべて黒石によって寸断されて 

しまいました。 
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 隣接した道路がすべて寸断されると、その店舗は強制

的に取り壊しとなります。 

 店舗が取り壊された白は、そのペナルティとして、ゲー

ムセット時に「取り壊された店舗にかけた手数」がスコ 

アから引かれることになります。 
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 手番を無視しますが、もし白が先に白１と打ったらど

うなるでしょうか。 

 この場合、白の店舗は大型店舗として統合されるため、 

隣接した道路は３本になります。 

 

 もしもこの後、黒がさらにこの３本の道路も寸断して 

しまえば、白の大型店舗を取り壊すことができるのです。 

このように過激な戦略も、囲碁では茶飯事となります。 
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あとがき 

 

 「囲碁は経営に似ている」「経営者で囲碁を打つ人は

かなり多い」といった話はよく耳にするのですが、囲碁

を経営ゲームとして捉えた本はいままで見たことがあり

ませんでした。私自身は経営のスペシャリストではない

ですし、経営学や経済学の専門家でもありませんが、経

営ゲームは人一倍遊んできました。本書は実社会の経営

理論とは一切関係なく、経営ゲームとして楽しめるよう

に囲碁を解説することを試みたものです。 

 たった６０Ｐほどの小冊子にまとめたのは、囲碁があ

まりにも奥が深すぎることから、余計な説明が増えすぎ

るとかえって辻褄が合わなくなるのを避けたことと、こ

の先は多くのわかりやすい入門書が出ているので、囲碁

のすべてを無理やり経営ゲームに当てはめて解説し尽く

す意味も無いと判断したからです。囲碁にまったく触れ

たことのない方でも１０分程度でさらさらと読みきれる

よう、図を多くし文が少なくなるよう配慮しました。 

 本書によって、一人でも多くの方が囲碁に触れる機会

を得られることを望みます。 

 

平成２９年７月１２日 

内田 知見 
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内田 知見（うちだ ともみ） 

昭和 63年 10月 3日生 福島県郡山市在住 

 

「郡山囲碁スクール」代表・講師 

「栃木県囲碁学校」特別講師 

朝日アマ名人戦 福島県代表（平成 29年） 

他 各種アマチュア棋戦 郡山・県中地区代表 

元日本棋院院生 高林拓二プロ門下生 

アマチュア八段格 

郡山囲碁スクール 
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