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郎

日本電信電話株式会社元社長の和田紀夫氏が、

日本棋院理事長に就任して１年余りが経った。そ

して今年の６月 日、俳優の辰巳 郎さんが日本

郎（ 以 下・ 辰 巳 ） い

なりになられたのでしょうか。

はどういった経緯で評議員にお

小川 和田理事長、辰巳さん

お願いします。

え、いえ、こちらこそよろしく

辰巳

棋院として感謝しております。

評議員をお受けいただき、日本

下・ 和 田 ） ま ず、 辰 巳 さ ん に

和田紀夫日本棋院理事長（以

ただきます。

僭越ながら司会を務めさせてい

本日はよろしくお願いします。

小川誠子六段（以下・小川）

がある小川誠子六段にお願いした。

に語ってもらった。なお、司会は辰巳さんと親交

棋院はどう進むべきかを、和田理事長、辰巳さん

ンの減少などで課題が山積みである。今後、日本

棋院の評議員に選任された。日本の囲碁界はファ
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囲碁界に新風
辰巳 郎さんが
評議員に就任

和田 辰巳さんの経歴を拝見

させていただきますと、俳優・

プロデューサー・演出家などの

演劇部門だけではなく、名誉ソ

ムリエ、観光庁アドバイザー、

会津親善大使など幅広い分野で

活躍されております。趣味も多

彩なのですが、その中に囲碁が

ございました。こうした多様な

才能をお持ちの方の発信力に期

待して評議員になっていただき

たいと思い、お願いしました。

偶然にも私と同じ京都大学の同

窓ということもあり、お受けい

ハ ハ ハ、 先 輩 か ら の

ただいたのだと思っています。

辰巳

〝命令〟ですから受けないわけ

にはいきません（笑）
。真面目

な話、評議員を受ける、受けな

いに関係なく、囲碁を応援する

つもりでしたが、こうして評議

員と言う肩書がつくことで、発

言にお墨付きがつくので、あり

がたく思います。
（ 頁に続く）

４２

かった自分の経験があったから

なれたでしょうに。でも続かな

から始めていれば、もっと強く

は非常に良かったです。あの時

番組で丁寧に教えてもらえたの

かったのか、続きませんでした。

もらったのですが、教え方が悪

こどもの頃に叔父に手解きして

んと番組を御一緒した時です。

さん、小林泉美さん、穂坂繭さ

味悠々」で梅沢（吉原）由香里

年以上前にＮＨＫ教育番組「趣

辰巳 本格的に覚えたのは

か？

んはいつ囲碁を覚えたのです

メすることがあります。辰巳さ

ように見てください、とおスス

碁の対局を見る時、絵画を見る

小川 本当にそうですね。囲

術的で面白いと思います。

問題がありますよね。あれも芸

囲碁を通じて〝絆〟づくりを ――
（グラビア３ページからのつづき）

小川 辰巳さんには囲碁を全
然知らない方にも、辰巳さんを
通して、囲碁の魅力を発信して
いただきたいですね。
和田 我々の使う言葉ではな
く、今まで日本棋院と関係のな
かった方から自らの感性をもっ
て発信してもらうことが非常に
新鮮に映ると期待していたとこ
ろ、さっそく辰巳さんは６月

日のブログで「囲碁文化の再興
のために」と題し、「宇宙にも繋
がる、アートの側面も持つ、人
類が生み出した最高の発明の一
つ」と私たちでは思いつかない
表現で発信していただきました。
辰巳 実際、囲碁を題材にし
たコンセプチュアルアートなど
の芸術作品はあります。むかし
から詰碁でも碁盤全体を使った
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和田 日本棋院の個人会員は

で囲碁を打つ方が統計によると

動を行っています。おかげさま

た。それが印象深く、勇気づけ

の書いた感想文を先日読みまし

こそ、囲碁を薦める時、何をど
囲碁人口が減っている事もあり、

う説明するべきか、なんとなく

られたので３つほど紹介します。

えてきました。

たことがあります。それはテレ

「私は囲碁をしていて気づい

代の方は５パーセントまで増

それ以上に問題なのは、その個

今大変減少しています。しかも

す。ところで、先日理事長から
人会員の８割が 歳以上。あと

ですが、分かっているつもりで

お話を伺った時、これほど日本

がいなくなってしまいます。そ

中学校に囲碁を教えに行かれて、

和田 石倉昇九段が熊本県の

輝いています。囲碁は、お年寄

碁をしている時の方が、笑顔が

ビゲームをしている時より、囲

いるとは知らず、驚きました。
こでこどもから大学生まで囲碁

りも若い人も、男の人も女の人

囲碁の力

日本棋院の会員が随分と減って

その後授業を受けたこどもたち

Profile

小川誠子 六段

おがわ・ともこ

福井県出身。木谷實九段門下。
昭和45年入段、平成７年六段。
昭和54年女流選手権優勝（翌
年連覇）
。61年に女流本因坊
獲得。62年女流鶴聖優勝。長
年、ＮＨＫ杯囲碁トーナメン
トの司会を務め、63年にテレ
ビ囲碁番組制作者会賞受賞。
平成20年通算500勝達成。24
年から日本棋院理事。

ません。身体と碁石と碁盤さえ

係ありません。言葉も関係あり

も誰でも楽しめます。国籍も関

に親しんでもらいたいと言う活

年もしたら下手すると愛好家

10

いるんですね。

の囲碁界が大変な状況に陥って

60

棋士も一丸となってがんばります

あれば、誰でも楽しめます」

「わたしが囲碁を教わってと

ても心に刻まれたことがありま

す。それは相手にも与え、自分

も貰うと言うことです。将棋や

オセロは相手を殺しに行くバト

ルゲームなんだけれども、囲碁

は相手にも与えると言う平和な

ゲームだと感じました」

「囲碁と言うゲームは自分の

陣地を広げたり、相手の陣地を

減らしたりすることで、相手と

43
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和田紀夫 日本棋院理事長
わだ・のりお

昭 和15年 ８ 月16日 生、 山 口
県防府市出身。39年３月、京
都大学経済学部卒。同年４月、
日本電信電話公社入社。平成
14年６月、日本電信電話株式
会社代表取締役社長。19年６
月、同社取締役会長。24年６
月同社相談役、日本棋院理事
長に就任。

の魅力を感じます」

げることができる。そこに囲碁

ーションを取ることで視野を広

とができる。そしてコミュニケ

のコミュニケーションを取るこ

力を発揮します。今年の９月１

おこし・コミュニティー作りに

ールしています。町おこし・村

を持っていると言うことをアピ

が、囲碁は絆づくりに大きな力

日は関東大震災から 年目と言

のものですね。笑顔になれると

和的です。これは囲碁ならでは

自分にも陣地をくださいと。平

ですね。相手に与える代わりに

同じで折り合いをつけるゲーム

が日本的。囲碁は外交の世界と

ム。将棋は相手の駒を使えるの

ェスは相手を完全に制するゲー

ルの高い中学ですね。確かにチ

まいました。それが阪神大震災

分からない無縁社会になってし

ともに隣に誰が住んでいるかも

があったのですが、高度成長と

い頃は、普通にコミュニティー

和田 戦前・戦後の豊かでな

辰巳 どういうことですか？

立つことを訴えるつもりです。

ベントで囲碁が防災・減災に役

う節目です。そこで墨田区のイ

辰巳 この中学はかなりレベ

言うのも大切なポイントですね。

辰巳 墨田区と言えばスカイ

打ちを行うことになりました。

霊祭と併せて墨田区で６３４面

育むことができます。それで慰

碁はコミュニティーを生み出し、

と言うことが分かりました。囲

るのにコミュニティーが大切だ

の時の経験で、被害を少なくす

日本の囲碁界の
存在感を高めなければ

和田 それと関連するのです

90
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たつみ・たくろう

面白い話もありまして、グロー

バルゼーションでビジネスマン

が世界に出た時、言葉がそれほ

ど通じなくても、囲碁を通じて

友人になったと言う例も多いそ

辰巳 まさに手談ですね。

囲碁は最高の発明の
一つです
ツリー。そのスカイツリーの高

和田 絆づくりにも役立つと

うです。

さ６３４メートルにかけたわけ

辰巳 なるほど。学校などで

言うことで、企業の研修などで

ませんね。そう言えば、僕も囲

の普及はいかがですか？ こど

ですね。なるほど、そうしたニ

碁を覚えてから男性ファンが増

もの時に覚えれば集中力も養わ

も囲碁が採用されるようになり

えまして、ロケ先などでも男性

れますし、負けることも経験し

ュースや情報はもっともっと世

から声をかけられることが多く

ます。対人関係も養われます。

ました。

なりました。
「囲碁はどのくら

算数も覚えられるので、教育の

の中に配信していかないといけ

い の 棋 力 で 打 ち ま す か？」 と。

現場にふさわしいはずです。

和田 こどもたちへの普及の

囲碁を通じてはじめて会う方で
も親しくなることができます。

取り組みは色々進めております。

て認められているのは少ないの

囲碁にはそうした力があります

和田 先ほど日本の囲碁人口

で、その拡大に向けて、行政に

ただ、学校では正規の授業とし

は減少していると述べましたが、

働きかけています。

ね。

逆に海外では増加しています。

45

郎

辰巳

昭和33年８月６日生、大阪
府大阪市出身。京都大学文学
部卒。高校２年のころ、つか
こうへいの舞台に感銘を受け、
芝居をはじめる。大学卒業と
ともにＮＨＫ朝の連続テレビ
小説「ロマンス」俳優デビュ
ー。数々のテレビ、映画での
活躍のかたわら、趣味で囲碁
や俳句をたしなむ。

和田紀夫

日本復活を目指し、ナショナルチームを結成

く、敬う対象として、真正面か

本は囲碁を単なるゲームではな

るのですか？

それで、準々決勝はいつ行われ

月に行われます。し

かし、その前に、うれしいニュ

和田

の囲碁は復活するのではない

ら対峙している。これから日本
尾紳路九段がベスト８に残って

山九段がテレビアジア選手権で、

ースがありました。６月末に井

辰巳 日本の囲碁に対する姿

８年ぶりに日本に優勝をもたら

か」と報道してくれました。

スコミが、
「日本はこれだけ長

勢を評価してくれたんですね。

くれました。すると、中国のマ

辰巳 日本は国際戦で低迷し
い間負け続けたのにすごい。日

国際戦に向け て

11

て い る そ う で す ね。 近 年 は 中
国・韓国に圧倒され、ベスト

ね。
和田

戦・ＬＧ杯で井山裕太九段と高

結 成 後、 最 初 の 世 界

小川 本当にありがたいです

をいただきました。

ことに多くのファンから寄附金

お願いしたところ、ありがたい

財政が厳しいので、応援募金を

しました。しかし、日本棋院は

「ＧＯ・碁・ジャパン」を結成

し て、 囲 碁 ナ シ ョ ナ ル チ ー ム

考え、サッカーや野球を参考に

るようにならないといけないと

和田 はい。世界棋戦に勝て

伺いました。

に残れないことも珍しくないと

16
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過密スケジュールのため、中々

皆非常に期待しているのですが、

してくれました。井山九段には、

ミュニティー活性化のための役

に若い人たちへの普及、地域コ

そのためには先ほど話したよう

ればならないと思っています。

割など、いろんなことをアピー

国際戦に出られません。
辰巳 その辺は中国・韓国と

ルし、囲碁人口・愛好家を増や

すことをしなければなりません。

の交渉力が求められますね。
和田 そのためには、国際戦

辰巳 愛好家を増やすことは

小川 わたしたち棋士たちも

てくださいます。

業も注目してスポンサーになっ

大切ですね。数が増えれば、企

で実績を残して、日本の存在感
を示さなければいけません。
小川 お話は尽きないところ
ですが、時間になりましたので、
最後に和田理事長に一言お願い

和田 就任したばかりのとき

んに囲碁の底辺を増やすため、

和田 そういうわけで辰巳さ

力を合わせて頑張ります。

は、日本棋院が４年間赤字続き

是非ご尽力いただきたいと思っ

します。

なので、この赤字解消が私の役

ていますので、よろしくお願い

辰巳 こちらこそ、よろしく

目だと思っていました。しかし、

在そのものが危機に瀕している

おねがいします。囲碁もせめて

します。

事に気付きました。それを解決

初段ぐらいはとらないと…。頑

もっとひどいことに、囲碁の存

しないと、いくら日本棋院を黒

張ります。

構成・碁ワールド編集室
撮影・丸山剛史

字にしても話にならない。だか
ら黒字体質にすることと同時に、
日本の囲碁界の存在を高めなけ
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