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黒19: …しかし彼がこの手とそうまたや
ることを控えるべきである利用でき
る源に続く。 

 [26ページの変化を見なさい] 

この秒の説明は放り込みの別の章で続く
。私達は黒のためにひどく終局の後
で順序をそこに見つけてなかった。 

[59ページの説明を見なさい] 

右側の2つの白のグループおよびそのの
間の黒の1つは一時的なセキの一部
分になる。大きく黒の右上のグルー
プは1つの眼だけを得ることができ
る。従って彼が右下隅の白の石を捕
獲することを可能にする何が黒は彼
の石と底に住むか、または少なくと
も一時的なセキを解決する十分なダ
メを、得ることを試みなければなら
ない。 

 
020譜 (白20〜黒23) 

黒21: 黒21および白22の交換はこの時点
で非常に重要である。他では白に21
で遊ぶべき選択彼女自身があり、22
で手で彼の上部のグループの1つの
ダメを記入するために黒を強制し、
この付加的で黒の石は時間将来捕獲
という危険があってあるかもしれ白
の領域の一部分になる。 

黒23: 黒は隅の2の1ポイントで遊ぶこと
ができない。 

 [26ページの変化を見なさい] 

 

主要な道 
 

 
001譜 (黒1〜白10) 

黒1: この問題の第一次トピックは右上
の大きく黒のグループの状態である
。しかし行為は右下隅で始まる。 

白4: 白は中心に脱出することを試みる
。 

黒9: 黒はこれを首尾よく防ぐ。 

 
011譜 (黒11〜黒19)     <1/0> 

("<x/y>"キャプションの右側で"xの黒の/yの
白の捕獲された石"を意味する。) 

黒17: 17で放り込むことはである黒に必
要、… 
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白36: 今では左への黒道は立寄られた白
である。上向き37の黒の操業の利か
しの後。 

 
038譜 (白38〜白42) 

白42: 白は決して石の黒の鎖が2つ以上
のダメがあるようにしてはならない
。ゲタはここに余りに遅い。 

 [33ページの変化を見なさい] 

 
043譜 (黒43〜白44) 

白44: 白は余りに黒道を首尾よく妨げる
ことができない。 

 [34ページの変化を見なさい] 

 
024譜 (白24〜黒27) 

白24: この手は白によって25でされるべ
きではない(黒は24で答えるために
強制される)。黒かったら彼を待っ
ているトラップのあたりで、彼得る
ここによりよい結果を航海する。 

 [27ページの変化を見なさい] 

黒27: 黒は彼のグループのための生命に
達するために逃げなければならない
。彼は3個の白の石を代りに捕獲し
てない。 

 [31ページの変化を見なさい] 

 
028譜 (白28〜黒37) 

白28: 白は29でアタリを与えることがで
きない。 

 [33ページの変化を見なさい] 
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061譜 (黒61〜白70) 

黒67: 今度は黒は締まっている。従って
彼は白の軍隊を切り、… 

黒69: …彼の切断の石を救わなければな
らない。 

白70: 白は上側面に住まなければならな
い。彼女は黒の右上のグループのた
めに行くことができない。 

 [38ページの変化を見なさい] 

 
071譜 (黒71) 

黒71: 黒の残っている選択だけ左の白の
グループを殺すことを試みることで
ある。黒は彼の囲まれた中心のグル
ープ3個の白の石の内部を捕獲でき
ない。 

 [39ページの変化を見なさい] 

 
045譜 (黒45〜白50) 

白46,48: これらの手を用いるゲタを(48
か50で)試みることは白42のための
変化で示されているように巧妙、で
はない。 

白50: ある手の後で白に黒道の妨害の成
功がない。 

 [36ページの変化を見なさい] 

 
051譜 (黒51〜白60) 

白60: 白は彼女が次のコウに勝たないの
でこの手との59の上で妨げてない。 

 [37ページの変化を見なさい] 
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078譜 (白78) 

白78: 第3線で接続する試みは失敗に非
難される。 

 [42ページの変化を見なさい] 

 
079譜 (黒79〜白82) 

黒81: 5月の一見はより有効な1目の下を
ダンゴの作成で好むが、それは本当
を検査しない。 

 [42ページの変化を見なさい] 

白82: 白は放り込むことから否定される
。 

 [43ページの変化を見なさい] 

 
072譜 (白72) 

白72: しかし反対側で白も黒の中心のグ
ループを捕獲できない。 

 [40ページの変化を見なさい] 

 
074譜 (白74〜黒77) 

黒77: 左下の意志の3個の白の石を守る
明らかな見る考えは左側の白の生命
に終わる。 

 [41ページの変化を見なさい] 
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086譜 (白86〜黒95) 

黒91: この手が92でされることができれ
ば私の質問は質問章で論議される。 

 [21ページの説明を見なさい] 

黒93,95: 黒はこれらの手のそれぞれの2
目右上の白の領域を減らす。 

 
096譜 (白96〜黒105) 

黒97: しかし彼は白の領域の2目を破壊
する何がまた彼の上部の右のグルー
プかのダメに影響を与えないでこの
サガリの後で促進することを行くこ
とができない。 

黒99: 右上隅のどのそれ以上の黒い手で
も不可能である。これは彼に彼の生
命出費のダメの1つを取る。 

 [44ページの変化を見なさい] 

 
083譜 (黒83〜白84)     <10/0> 

黒83: 黒は左の特大ナカデを造った。 

白84: 白は9個の黒の石を捕獲する。意
外にも、彼女は2つの眼を以後得て
ない。 

 
085譜 (黒85) 

黒85: 反対側で、黒はより小さい1に白
のスペースを減らしてない注目する
。 

 [43ページの変化を見なさい] 
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123譜 (黒123〜白130)     <20/0> 

 
131譜 (黒131) 

黒131: 黒は左で白の4目眼の中心に置き
をしなければならない。 

 [46ページの変化を見なさい] 

 
106譜 (白106〜黒115) 

(すべての手数が100つより大きい譜そして図
で現在の手数の最後の2ディジットだけ
表示される。) 

 
116譜 (白116〜白122)     <15/0> 
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134譜 (白134〜白138)     <43/4> 

白134: 非常に重要な置き。 

もし彼女が134の黒の右上のグループの
ダメを取り続ければ、黒99の(ペー
ジを参照しなさい44)、白のための
変化の終わりに述べられるように後
ろ1つの手がありなさい。ここに黒
は領域のある目を失う。 

 [51ページの変化を見なさい] 

 
139譜 (黒139〜黒141)     <44/4> 

白142: このツケは山田晋次4段プロによ
ってあった。それは右に白にアタリ
より左上の隅のよい結果を1目与え
る。 

 [53ページの変化を見なさい] 

 
132譜 (白132)     <40/0> 

白132: 全囲碁の世界の白(だれがドイツ
の級プレーヤーを注意深く聞いたか
)の驚きに今前の60の手のために首
尾よくされたにちがいない132のた
めの手を選ぶ。 

 

彼女は20個の黒の中心の石を捕獲する! 

 

今のところ仮定されてしまったものが白
のための最もよい手であると見るた
めお願いします: 

 [47ページの変化を見なさい] 

 
133譜 (黒133)     <40/4> 

黒133: 黒は右下隅の白のグループを捕
獲しなければならない。 
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154譜 (白154〜黒163)     <46/19> 

黒155: 手の順序はここに実際に重要で
ある。それは黒のために好ましくな
いアタリにある彼の1個の石を接続
するために。 

 [54ページの変化を見なさい] 

白160: 先手はあり、中心の黒の活動を
防ぐ。 

 [55ページの変化を見なさい] 

黒161: 黒は接続しなければならない。 

 [56ページの変化を見なさい] 

白162: 白に最後の貴重な目を取る先手
がある。 

 
164譜 (白164〜黒171)     <46/36> 

黒171: 最終的に黒は盤を離れて権利の
白の石を取らなければならない。 

 
143譜 (黒143) 

黒143: 黒は抵抗してない。 

 [54ページの変化を見なさい] 

以下の事項に注意して下さい:変化はセ
キを含んでいる。従って山田先生の
順序は左側の白のグループの後だけ
で可能しっかり住んでいるである(
平均盤を離れて黒の中心のグループ
を取った後その)。 

 
144譜 (白144〜黒153)     <45/4> 
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"終局" 

 
"スコア" 

 

白は2目勝つ! 
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勝つために黒番か。 
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しかし私達がボーダーを主要な道のコー
スに類似した置くことを試み、盤を
離れて権利の白の石を取るために黒
の割り当てたら映像が示すものを私
達を見る許可しなさい。 

今度は黒の鉛はの前により大いに小さい
、彼が前方のたった約14目である。 

覚えて現実には左の大きいナカデを満た
すために黒が3つ+5つ+4つ+1を投石
するすることを13人の囚人を白に与
える。白は彼女の好意の転変を回す
ことができる何が白のための15から
16目の合計をする中心の付加的な2
か3目を得られる。 

従って黒はより大きいのに彼の導く伸び
る失う、より近く私達は終局に来る
。この事実は手72および132の間で
忘却に落ちるようであることそれで
ある。そしてそれはアマチュアが唯
一の時、それの20個の黒の中心の石
が首尾よく実行できること捕獲の可
能性を明らかにすることを必要とし
た。 

 

そして私達はすべて 

 

最も困難な問題 
 
の解決を待たなければならないなお。 

 

 

 

未解決最も困難な問題永久にか。 
 
アマチュアの盲点についての多くの本が

ある。しかし何がこの問題のプロの
盲点の理由である場合もあるか。 

20個の黒の中心の石を取ることが白のた
めの役に立たない終えること白72 
(40ページを見なさい)、どこでのた
めのそれ代わりのコメントを示され
た覚えているか。 

 
"早く黒い中心を取った後" 

ここに再度生じる盤位置は示されている
。黒は大きい差益によって勝つ。白
の領域のボーダーはまだ解決しない
し、白は左側の5個の黒の石を捕獲
できない。 

 
"主要な道でように解決するボーダー" 



28.06.2008 20 

最終結果は行為が始まる前に1つが盤を
離れてこの黒の石および近隣の白の
石を取れば、影響を受けていない。 

彼の天才では、井上道節因碩この石との
何かを、私である絶対に確実想像し
てしまう。しかし何か。 

 
"またはこれのようにか。" 

答えが私のランクの上で遠い第2質問は
右上隅で最初の列のその1番の白の
石をそこだけ取除くために考えられ
たらである。 

始めで白黒石の同一の数がある。これは
問題の組み立てのこの問題に関する
小さい傷を修理する。黒番にある覚
えなさい。 

 

隠された意味の1線の黒の石か。 

 
"余分で黒の石か。" 

私がこの問題についてのドイツ囲碁ジャ
ーナルの最初の記事を書いたので、
1つの質問は私の心を時々交差させ
た: 

右上隅の最初の列の孤独で黒の石の隠さ
れた意味は何であるか。 

問題の設定からの石のどれものここにこ
とを示されている順序もたらさない
で取除くことができないとアマチュ
アが私考えるので。1つの例外を除
いて:右上隅のその黒の石。 

 
"問題はなぜないこれのようにセットアップ

したか。" 
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行為の規模を残すことについて

の何か。 

 
"行為の規模を残すこと" (黒91) 

右上隅の別の黒の手は91にこの1である
かもしれない(主要な道の黒でこの
手によって左側および彼女の92と白
の演劇のアタリをこの時点で接続す
る)。この手は黒のダメを傷つけな
いで白の領域の3つの三角印の目を
破壊する。白は5つの手が1つこの区
域の黒のダメを取ることを必要とす
るが、(3つの手の代りに前に;しか
しそれを左側の開いたアタリを接続
することが黒に1手に要することを)
覚えなさい。 

 
"両方の生きている" (白92〜黒97)  <12/1> 

右上隅についての何か。 
 
右上隅は白の領域を減らすために去る唯

一の場所のようである。 

しかし心に留めておきなさい:彼女が20
個の黒の中心の石を捕獲した後白に
右上隅で置きの継続の選択が常にあ
る。この攻め合いを示して、彼女が
主要な道で使用する置きは3つの移
動を失う。 

 
"等量" 

その置きの他の手がすべて右上隅のそれ
らを除いて行われれば、結果は上で
示されている図と同等である。白黒
は両方とも5つのダメに残る。黒番
。 

 
"主要な道の後" 

黒のためであり主要な道に続くより順序
2か3目よくか。私は見つけなかった
。1つの試みは68ページで見つける
ことができる。 
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そう遅かれ早かれに黒は主要な道の後に
記入するものがに、1つの決定的な
例外を…左側に戻り、93で接続しな
ければなり戻る: 

94で手によってここに示されているよう
に、白は三角印の目の2目利点に終
って右上隅の黒の先手の演劇の1つ
を、防げる。 

しかし私の考えでは持っている彼に勝つ
別の選択をゲーム、黒のしなさい。 

[85ページの変化を見なさい] 

従って白は黒91のその愚形の手を防がな
ければならない。 

[94ページの変化を見なさい] 

そして黒にまたの機会が先にあるかどう
か質問残物。 

[99ページの変化を見なさい] 

 

次の質問をわき置くことは多分可能かも
しれない。白は上で示されている生
命生命状態の後でゲームに勝てるか
。盤の全体の右下の四分の一はセキ
に残る。私はゲームが非常に近いこ
とを仮定する。 

私は決定的な質問が黒が97でヒキとの左
上の白のヨセを防ぐことは可能であ
るかどうかであることを考える。以
下の事項に注意して下さい:この手
は白の中心のグループに対して先手
である。このグループはゲームを失
う1つの眼だけ、減るべき危険に白
を強制する20個の黒の中心の石を捕
獲するために何がに今ある。しかし
白が97で黒の手を可能にすれば、彼
女もゲームを失う。 

[92ページの変化を見なさい] 

私は96のコウを解決するために白が強制
されないことを仮定する。その代り
、彼女は左上のヨセを始められる。 

[94ページの変化を見なさい] 

 
"失われる3目の2" (白92〜黒97) 

白がより簡単な道に続けば、彼女は92で
答え、1つの黒のダメを取る。この
手は黒が眼をここに得ることを不可
能にまたする。 
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変化 

 

勝つために黒番 
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概要 
 

  変化 結果 (…勝ち) ページを見なさい 

      

黒19 19 第2放り込みで。 次としてすべて 26 / 60

黒21  右下隅。 白132を見なさい 

黒23  右下隅の2の1ポイント。 白中押し  26

白24  右下隅の2の1ポイントおよび…   27

 黒27 …動く。 白中押し  

 黒27 …3個の石を捕獲する。 黒2目 黒4目 28 / 63

黒27 27 3個の石の捕獲。 白中押し  31

白28  外側からのアタリ 黒中押し  33

白42  ゲタ。 黒中押し  33

白44  妨げる試みおよび…   34

 黒45 …3個の石を捕獲する。 白中押し  

 黒45 …ダメを減らす。 黒中押し  35

白50  妨げる試みおよびダメを減らす。 黒中押し  36

白60  妨げる試みおよびコウをする。 黒中押し  37

白70  ダメの減少。 黒中押し 黒中押し 38 / 67

黒71  3個の石の捕獲。 白中押し  39

白72  20個の石の捕獲。 黒中押し  40

黒77  左下の石の捕獲。 白中押し  41

白78  第3線で接続する試み。 黒中押し  42

黒81  ダンゴの試み。 白中押し  42

白82  放り込む。 黒中押し  43

黒85  下の放り込むか中の置〱。 白中押し  43

黒99  右上隅への押し。 白中押し  44

黒131  3個の石の捕獲。 白中押し  46

白132  左側のヨセ。 黒3目 黒5目 47 / 78

  黒21と白22なし。 黒1目  49

白134  ダメの減少。 黒2目 黒3目 51 / 80

白142  左上のアタリ。 ジゴ  53

黒143  切る試み。 白中押し  54

黒155  左下の1個の石を除けば。 白3目  54

白160  中心の別の先手。 白1目  55

黒161  即時の答え無し。 白4目  56

 

 

 

 

  主要な道 白2目 白1目 7 / 60
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黒23のための変化 

 
23.1図 (黒22〜白26)     <4/0> 

黒23: 黒は2の1ポイントで隅で遊ぶこと
ができない。 

白24: 白のための単純な方法は黒によっ
てはねつけるポイントを取ることで
ある。彼女は彼女の石の1個を接続
する。 

 
23.2図 (黒27)     <4/1> 

黒27: 黒がAかBでこの石をしても、彼は
最終結果で何もここに変わらない。 

 

 

 

 

黒19のための変化 

 
19.1図 (黒19〜白20)     <2/0> 

黒19: これで二回黒の放り込み。これは
よい考えではないと言われない。 

 
19.2図 (黒21〜白22) 

黒21: 従って黒は白の眼を防がなければ
なり(現在の意見で攻め会いで後の
方で必要である)で非常に重要なダ
メ満ちる。 

[59ページの説明を見なさい] 
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白24のための変化 

 
24.1図 (白24)     <3/0> 

白24: 源のこの変化についての声明は私
の処分にない。ここの論評はメイン
ハート•ジョアキムとともに解決さ
れた。 

 
24.2図 (白25〜白26) 

黒25: この黒の答えは強制である。 

白26: そこのこの手がトラップ主要な道
のコースに不正確に続くことで成っ
ている待ち時間のあった後。 

 
23.3図 (白28〜黒31) 

白28: 黒が大きい接近の難しさによって
そこに署名するように白が隅で遊ぶ
ことは必要ではない。彼女は外のダ
メを代りに取る。 

黒31: この隅の生じるセキは実際に黒を
助けない。 

 

 白はゲームに勝つ。  
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24.5図 (白72〜白76)     <24/4> 

白72: 白は置きを、いつものようにする
。 

黒75: この隅の特定の特徴により白の石
の接近で黒の難しさを引き起こす。 

 
24.6図 (黒77〜白78) 

白78: ここの主要な道の白とより速く異
なっている断固たる措置は。 

 

 白はゲームに勝つ。  

 

 

 

 
24.3図 (黒27〜白70)     <23/0> 

黒27: 黒はこのトラップに彼が主要な道
のように27の左に走るとき下る。そ
れ以上の飛行は主要な道に今のとこ
ろ続く。 

白70: しかしここに白は上部終局で着い
た後20個の黒の石を捕獲できる。 

 
24.4図 (黒71)     <23/4> 

黒71: 黒は取り戻す。 
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24.9図 (白72〜白86)     <12/3> 

 
24.10図 (黒87〜白100) 

 
24.11図 (黒101〜白124)     <17/3> 

 
24.7図 (黒27)     <3/3> 

黒27: 黒のための第2可能性として3個の
白の石の捕獲は残る。正しい今回何
が主要な道への反対で。 

この手の上で黒29と黒69間でいつでも可
能がある、しかしこれらの変化は手
の順序で変更としてここに属するた
めにが本当らしい。 

 
24.8図 (白28〜黒71) 

白28: 白は2つの黒の眼を防がなければ
ならない。主要な道で詳しく説明さ
れる後その手旅行の開始。 
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24.15図 (黒171)     <58/16> 

黒171: 主要な道でように、再度得る右
下隅の白の石を黒のしなさい。 

 
24.16図 "ここの終局" 

 

 

 
24.12図 (黒125〜白132)     <22/3> 

 
24.13図 (黒133〜白158)     <27/3> 

 
24.14図 (黒159〜白170)     <58/3> 
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黒27のための変化 

 
27.1図 (黒27)     <1/3> 

黒27: 黒は3個の白い石を取る。 

 
27.2図 (白28〜白46) 

白46: 黒を妨げた後そこにある2つの変
化が脱出しなさい。どれも黒のため
によくない。 

 
24.17図 "スコア" 

 

 黒は2目勝つ。  
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27.5図 (黒47〜白56)     <4/3> 

黒47: 黒は左側の未来を過さない。 

黒51: 黒が白のグループの2つの眼を防
いでも、… 

 
27.6図 (黒57〜白58) 

白58: …彼は1つのステップ、いつもの
ように余りに遅れて来る。 

 

 白はゲームに勝つ。  

 

 

 

 

 
27.3図 (黒47〜白50)     <4/3> 

黒47: 黒は隅の白い石を得ることを試み
る。 

 
27.4図 (黒51〜白52) 

白52: しかし彼は1つのダメの不足分で
ある。 

 

 白はゲームに勝つ。  
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白42のための変化 

 
42.1図 (白42〜黒43)     <1/3> 

白42: ゲタはここに大いに余りに遅い。 

黒43: 黒のための最も簡単な測定は今3
個の白の石を捕獲することである。 

 
42.2図 (白44〜白48)     <4/3> 

白28のための変化 

 
28.1図 (白28〜黒29)     <1/3> 

白28: 白はアタリをここに与えることが
できない… 

黒29: …黒として彼の腹の中の3個の白
の石を捕獲する。 

 
28.2図 (白30〜黒31) 

白30: 白が底で彼女の2個の石を救えば
、黒は31の2つの眼をまたその逆に
もしっかり止める。これら二つの目
はのセキを今解決できる黒の生命の
見合いである。 

 

 黒はゲームに勝つ。  

 



28.06.2008 34 

白44のための変化 

 
44.1図 (白44〜黒45)     <1/3> 

白44: 白が黒を制限することを試みれば
45との捕獲は(私達が)前に見たある
ことがので間違いである。 

 
44.2図 (白46〜白56)     <4/3> 

黒51: 底の白いグループは1つの目だけ
、… 

白56: …たくさんの残っているダメ持っ
ている。 

 
42.3図 (黒49〜黒51) 

黒51: 黒は1つの手によって隅の攻め会
いに勝つ。 

 

 黒はゲームに勝つ。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 28.06.2008 

 
44.4図 (黒45〜白60)     <10/0> 

黒45: 従って黒は手の発注を逆転させな
ければならない。 

黒49: 以後、底の白のグループは前にと
して1つの眼に減る。 

白60: 囲まれた10個の黒の石を捕獲する
ためにしかしここに白は結局強制さ
れる、後… 

 
44.5図 (黒61)     <10/4> 

 
44.3図 (黒57〜白58) 

白58: 白は隅の捕獲の競争に勝つ。 

 

 白はゲームに勝つ。  
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白50のための変化 

 
50.1図 (白50〜白74)     <14/0> 

白50: 白50との妨害はもたらし白44と妨
げるように同じような結果を。 

 
50.2図 (黒75)     <14/4> 

 
44.6図 (白62〜白66)     <13/4> 

 
44.7図 (黒67〜黒69)     <14/4> 

黒69: …隅の捕獲の競争に今勝つそれは
黒の。 

 

 黒はゲームに勝つ。  
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白60のための変化 

 
60.1図 (白60〜黒63)     <1/4> 

白60: 白は黒道を妨げる。 

黒61: 黒は単一の白の石を捕獲し、彼が
63の3個の白の石を捕獲することを
可能にする付加的なダメを得る。中
心の黒の石の鎖の2つのダメのそれ
ぞれをすぐに占めるために白が妨げ
られるのでこれは白42のための変化
のよう少しであることをようである
(33ページを参照しなさい)。 

 

60.2図 (白64〜白68)     <4/4> 

 
50.3図 (白76〜白80)     <17/4> 

 
50.4図 (黒81〜黒83)     <18/4> 

黒83: 白は遅い1つの手余りにである。 

 

 黒はゲームに勝つ。  
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白70のための変化 

 
70.1図 (白70〜黒99)     <1/3> 

白70: 白は黒の右上のグループのダメを
減らし始める。 

黒71: 底で白のための2つの眼を防ぐ。 

黒73,75: 両方手を減らす領域はここに
省くことができる。それらはこの変
化で攻め合いに対する原則的にはゲ
ームの結果もに対する効果ももたら
さない。 

 
70.2図 (白100〜白110)     <4/3> 

 
60.3図 (黒69〜黒71)     <5/6> 

白70: 諺によって導かれて、白は最も最
近の可能な時に取るコウを、… 

黒71: …しかし黒2つのダメを残しても
らう。 

 
60.4図 (白72〜黒73)     <5/7> 

黒73: 最後に、黒はコウを取り戻す。全
体的に見るとそこの盤は白のための
十分なコウ脅威ではない。従って黒
は彼女が好むところはどこでも白に
2つの手を続けて与えるAの右下隅の
白の石を捕獲できる。 

 

 黒はゲームに勝つ。  
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黒71のための変化 

 
71.1図 (黒71)     <1/3> 

黒71: 黒は3個の白の石を捕獲する。 

 
71.2図 (白72〜白78)     <4/3> 

白72: この白の置きは前に二度示されて
いるように黒の困っている、残す。
76の黒の手は白74によって答えられ
る。で彼女が望む度に、白は盤を離
れて黒の石を取ることができる。 

 
70.3図 (黒111〜黒115)     <4/17> 

 
70.4図 (白116〜黒121)     <5/34> 

黒121: 黒は1つの手によって捕獲の競争
に勝つ。 

 

 黒はゲームに勝つ。  
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白72のための変化 

 
72.1図 (白72)     <21/0> 

白72: 白は20個の黒の中心の石を捕獲す
る。 

 
72.2図 (黒73)     <21/4> 

黒73: 黒は取り戻す。 

 
71.3図 (黒79〜白80) 

白80: これは権利のセキを解決する;白
は全体の右側を捕獲し、大きい差益
によって勝つ。 

 

 白はゲームに勝つ。  
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黒77のための変化 

 
77.1図 (黒79〜黒81)     <1/3> 

黒81: 黒に左下の3個の白の石を捕獲す
る彼の意思である成功が… 

 
77.2図 (白82〜白86) 

白82: …しかし白この手との彼女自身の
ための先手の1つの眼をしっかり止
める。第2眼はある手後で起こる。 

 

 白はゲームに勝つ。  

 

 
72.3図 (白74〜白78)     <24/4> 

白74: 白は作る通常の置き、今回を… 

 
72.4図 (黒79〜黒81)     <25/4> 

黒81: …黒は非常に快適な差益によって
隅およびゲームの攻め会いに勝つ。 

後でのための2つの事実に留意しなさい: 

1.白の領域のボーダーはまだ解決してい
ない。 

2.左側の5個の黒の石は白によって捕獲
することができない。 

 

 黒はゲームに勝つ。  
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黒81のための変化 

 
81.1図 (黒81〜白86)     <10/0> 

黒81: ナカデはより密集している見るか
もしれない。 

 
81.2図 (黒87〜白92) 

黒87: しかしそれは白がそこの黒の石を
である彼女の形の中の余りにも多く
の重大な目捕獲した後それをひっく
り返す。黒はすべてを占めることが
できない従って白は最終的にセキを
得る。 

 

 白はゲームに勝つ。  

白78のための変化 

 
78.1図 (白78〜白84)     <2/0> 

白78: 白は第3線で接続するように試み
る。 

黒79: しかし持っている反対側のある先
手の手を黒しなさい。彼はこの手か
ら始める。 

白84: 盤を離れて1個の黒の石を取るこ
とは白のグループに多くの助けを提
供しない。 

 
78.2図 (黒85) 

黒85: 彼女は黒の封じ込めを脱出できな
い。 

 

 黒はゲームに勝つ。  
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黒85のための変化 

 
85.1図 (黒85〜白90) 

黒85: 黒の投球、しかし白は90の2つの
眼を得、住んでいる。黒は右側およ
び中心を失う。 

 

 白はゲームに勝つ。  

 

 
85.2図 (黒85〜白90) 

黒85: 白の中の重大なポイントの黒の手
が形づけば、彼女はセキを得る。こ
れはまた白のグループがもう捕獲す
ることができないことを意味する。 

 

 白はゲームに勝つ。  

白82のための変化 

 
82.1図 (白82〜白86)     <2/1> 

黒83,85: 手は両方とも先手である。白
は単一の黒の石を取るために強制さ
れる。 

 
82.2図 (黒87) 

黒87: 白は彼女の2個の石を接続してな
い。 

 

 黒はゲームに勝つ。  

 

 



28.06.2008 44 

 

 

 
99.3〜.5図(黒105〜白138)     <41/0> 

白138: 白は今黒の中心のグループを捕
獲する。 

黒99のための変化 

 
99.1図 (黒99〜白100) 

黒99: この手は黒が白の隅の領域をいか
に減らすことができるか、1つの例
である。 

 
99.2図 (黒101〜白104)     <11/0> 

黒103: それによってはこの手をしない
ために黒が利益を得る。そして白に
黒のグループのことを接近の問題が
あることを望むため。白はこのグル
ープの他のダメをすべて占めるか、
またはそれらの1つを一人で取るた
めに黒を強制できる。 

白104: 黒は先手の3目白の隅の領域を減

らした。しかし彼は白100に対して99の

交換によって1つのダメを失った。 
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99.8図 (黒147〜白152)     <44/18> 

白152: ついに、白は攻め会いの1つの手
前方にである。 

しかし黒が主要な道のように右上隅に触
れなければ、白はここに示されてい
る彼女の選択と巧妙ではない。 

 

 白はゲームに勝つ。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
99.6図 (黒139)     <41/4> 

黒139: 黒は取り戻す。 

 
99.7図 (白140〜白146)     <44/4> 

白140: そして今白は黒のダメを満たし
続けるのに彼女の選択を使用する。 
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黒131のための変化 

 
131.1図 (黒131)     <20/3> 

黒131: 今黒は彼の腹の中の3個の白の石
を捕獲した後巧妙ではない。 

 
131.2図 (白132〜白138)     <23/3> 

白134: 白は巧妙であるために黒の中心
のグループをここに苦しめなければ
ならない。彼女が他では上部の権利
の黒のグループのダメを取り続けた
ら勝つ3目(変更白132のための変化
を用いる手の順序で生じる)と黒し
なさい。 

 
131.3図 (黒139〜白140)     <26/3> 

 
131.4図 (黒141〜白142) 

黒141: 黒が左の白の石を捕獲すれば、
白は142の権利の2つの眼を得、ゲー
ムに容易に勝つ。 

 

 白はゲームに勝つ。  
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白132のための変化 

 
132.1図 (白132〜黒140)     <21/0> 

これは今のところ確認されてしまったも
のが正しい解決としてである。 

白132: この手は133で彼自身の上部の右
のグループにダメを取るために黒を
強制する。この黒の石は白の右上隅
の黒のグループが捕獲されるこの石
が付加的な囚人に似合うので、追加
目を提供し。 

白134: 白は次の理由で静め、左側のヨ
セを始めることができる: 

1.彼女は彼女が先手を有しても右下隅の
損失を防いでない。 

2.彼女は彼女に後手があっても右上隅の
黒の石を殺してもいい。 

 

 

 
131.5図 (黒141〜白142) 

黒141: 黒が右側彼自身で遊ぶことによ
ってこれを防げば、白は黒の中心の
グループにアタリを与える。 

黒は遅いここに1つの手余りにである。
それは彼が権利の3個の白の石を自
信をもって捕獲してもいい前に彼が
左の白の4目ナカデの中心に既に石
をしてしまったこと黒に必要である
。しかし主要な道で見ることができ
るように白は従って黒にそうする機
会を与える種類ない。 

 

 白はゲームに勝つ。  
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132.4図 (黒159〜白166)     <28/3> 

 
132.5図 (黒167〜黒171)     <59/3> 

黒171: 再度黒は右下隅の白の石を捕獲
できる。 

 
132.2図 (黒141〜黒153)     <22/3> 

黒153: 左の白の眼の中心のこの単一の
黒の石の存在は黒がの3個の白の石
を今捕獲するようにする。 

 
132.3図 (白154〜白158)     <25/3> 
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132.8図 "スコア" 

 

 黒は3目勝つ。  

 

 

 

今度は私達は原則的には手の黒21および
主要な道の白22を交換することはと
ても重要なぜであるか説明する。 

 
132.9図 (白130〜黒133) 

この交換なしで白130で遊べる(ここに)
彼女自身は、131で石を加えるため
に黒を強制する。白132および黒133
の交換は主要な道にようにある。 

 
132.6図 (白172)     <59/17> 

白172: 従って彼は彼女がゲームに勝た
ないので白が盤を離れて右上隅の黒
のグループを取ることに得てもいい
。 

 
132.7図 "ここの終局" 
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132.13図 (黒167〜黒171)    <28/17> 

 
132.14図 (白172)    <60/17> 

 

 

 

 

 
132.10図 (白134〜黒153)    <22/3> 

 
132.11図 (白154〜白158)    <25/3> 

 
132.12図 (黒159〜白166)    <28/3> 
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白134のための変化 

 
134.1図 (白134〜白138)     <43/4> 

白134: 白が黒のダメを取り続ければ… 

 
134.2図 (黒139〜黒143)     <43/18> 

 
132.15図 "ここの終局" 

131の黒の石は2つの追加目を(ここの三

角形と印が付いている目)白に与えるこ

と。 

 
132.16図 "スコア" 

 

 黒は1目勝つ。  
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134.5図 "ここの終局" 

今度はそれははっきり眼に見える、その
白失った右下隅の4目を。マーク付
きの黒の石はもう白人の囚人ではな
いし、3つの印を付けられた目は今
黒の領域である。 

 
134.6図 "スコア" 

 

 黒は2目勝つ。  

 

 
134.3図 (白144〜黒151)     <43/35> 

白150: …彼女は最終的に遅い1つのステ
ップ余りにである。 

 
134.4図 (白152〜黒173)     <45/36> 

白152: 左側のヨセは"普段どおり"であ
る。 

白172: 白は右下隅の残りのギャップを
閉める。 
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142.3図 "ここの終局" 

 
142.4図 "スコア" 

 

 ジゴ !  

白142のための変化 

 
142.1図 (白142〜黒163)     <46/18> 

白142: このアタリは左上の隅で今のと
ころ使用される組合せを始める。 

黒にここに主要な道と比較される領域の
1つのより多くの目があることを確
認する。 

白152: 順序は主要な道のそれに類似し
た続ける。 

白160: しかし後手の白、… 

黒161: …黒は最後の貴重な手に今回を
される。しかしこれら二つは勝たれ
た目テーブルを回すために黒を助け
ない。 

 
142.2図 (白162〜黒171)     <46/35> 
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黒155のための変化 

 
155.1図 (黒155〜白162)     <45/5> 

黒155: 手の発注は囲碁發陽論の中国語
版で識別される正しい解決に反対で
、ここに変えることができない。1
つは石の平均を勝たれた2目救った
。 

白156, 158: 両方先手。 

白160: この目はもう黒の領域ではない
し、今では三角印の目は黒のための
2目損失に結合する白の領域である
。 

 
155.2図 (黒163〜黒165)     <45/19> 

黒163: これは第3目黒ここに失うである
。 

白164: の前にように、白は盤の最後の
貴重な目を得る。 

黒143のための変化 

 
143.1図 (黒143〜黒157)     <45/5> 

黒143: 黒は単一の白の石を捕獲するこ
とを試みる。 

 
143.2図 (白158〜白164)     <45/5> 

白164: ついに、すべての黒の努力はゲ
ームの隅そして損失の領域のゼロ目
を意味するセキで起因する。 

 

 白はゲームに勝つ。  
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白160のための変化 

 
160.1図 (白160〜黒167) 

白160: また先手。しかし1方向でだけ働
く。 

黒163: 黒は今中心の追加目を得ること
ができる。 

 

 白は1目勝つ。  

 

 

 

 
160.2図 (黒163〜白168) 

白168: どんな白が防ぐことができるか
三角印の石が主要な道でように正し
くされれば。 

 
155.3図 (黒165〜黒173)     <45/36> 

 
155.4図 "ここの終局" 

2目勝利は3目損失と与える主要な道によ
って比較された黒のための1目損失
を結合した。 

 

 白は3目勝つ。  
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黒161のための変化 

 
161.1図 (黒161〜白164) 

黒161: 黒は白が領域の1目をここに作る
ことを防ぐ。 

白162: しかし白は黒の領域の3目を(2つ
および163は三角印の)代わりに破壊
する。従ってこの組合せは主要な道
と比較される2目白を支持する。 

 

 白は4目勝つ。  
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囲碁發陽論第120問題 
 

第2放り込み 

 

黒19 
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概要 
 

  補助的な変化 結果 (…勝ち) ページを見なさい

      

白26  右下隅の2個の石の取得。 黒4目  63

白72  上右の攻め会い。 黒中押し  67

黒97 23 上右隅のハサミツケおよび…   

 黒129 …左のダメを減らす 白1目  68

 黒129 …アタリの石を接続する。 白中押し  71

黒127 27 右下隅で遊ぶことおよび…   

 白138 …攻め会いを続ける。 白中押し  72

  黒139 …3個の白の石を捕獲する。 白中押し  76

 白138 …黒の中心のグループを捕獲する。 ジゴ  74

  黒159 …左で答える。 白1目  77

白134  左上のヨセの開始。 黒5目  78

白136  攻め会いの継続。 黒3目  80

 

 

 

 

  主要な道の変化 白1目  60
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私の考えでは、黒のために終局1か2目放

り込みで二番目に外によりよく黒の

する後すべての可算変化。従ってそ

れはこの手がなぜ禁止されるべきで

あるか神秘的に残る。 

 

黒19のための変化の説明 
 

さまざまな源は一致する:黒は彼の手19

を搭載する二回目に投げてはならない。

これは彼に後の方で必要とされたダメを

緊急に取る。 

 
19e.1図:  19.2図の結果 

ここに再度示され黒が21の白の眼を防が
なければならないことが彼自身に前
述のダメを取る。しかし彼は白が22
で接続しなければならないので、先
手に残る。 

主要な道とは違ってそこに2つの結果今
生じる: 

1.一周された白の石は盤で加えられた。
上記の黒のグループだけ、しかし白
のグループは下のまた彼らのダメの
1つを失った。 

2.三角印の目の白の手はもう先手ではな
い。ここの白の手は彼自身のによっ
て彼自身にダメを取るために主要な
道の黒を強制する。 

利用できる源で順序が見つけたその証拠
を前述の声明ない。従って私は自分
自身によって答えを見つけることを
試みた。結果を後で説明されて見つ
ける。 
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19e.4図(白72〜白86)     <11/0> 

白72: セービングの代りに彼女の中心の
グループの白は右上の黒のグループ
との攻め会いを始めることができる
。 

 [67ページの変化を見なさい] 

 
19e.5図(黒87〜白100) 

黒97: 右上隅は白が領域のある追加目を
失うことができる盤の唯一の場所と
して残るようである。従って98の手
についての何代りにか。 

 [68ページの変化を見なさい] 

主要な道のための変化 
 

 
19e.2図(黒23〜白26) 

白26: 攻め会いへの1本の道は右下隅の
他の2の1ポイントでこの手から始ま
る。 

 [63ページの変化を見なさい] 

 
19e.3図(黒27〜黒71) 
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19e.8図(黒133〜白134)     <41/0> 

白134: 白は左上のアタリと囲碁發陽論
の中国語版の順序に続くことができ
る。 

 [78ページの変化を見なさい] 

 
19e.9図(黒135)     <41/4> 

 
19e.6図(黒101〜白124)     <16/0> 

 
19e.7図(黒125〜白132)     <21/0> 

黒127: 黒が左側の順序を中断し、この
手を搭載する右下隅で続くことは可
能ではない。付加的な1目利点のた
めの彼の希望は実質にならない。 

 [72ページの変化を見なさい] 
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19e.12図(黒163〜黒171)     <47/37> 

 
19e.13図"ここの終局" 

黒は多くがより第2放り込みのためのそ
の1の黒の石の損失が補う何、マー
ク付き目の1個の付加的で白の石を
捕獲した。 

 
19e.10図(白136〜白142)     <44/4> 

白136: これは右上の攻め会いを始める
最後の可能な時である。 

 [80ページの変化を見なさい] 

 
19e.11図(黒143〜黒167)    <47/19> 
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白26のための補助的な変化 

 
19e26.1図 (白26〜黒29)     <4/3> 

白26: 白は隅の2個の黒の石の取得から
始まる変化を試みる。 

黒29: それが主要な道にここに続き、左
にこの手を1目することは正しくな
いことを覚えなさい。 

 
19e26.2図 (白30〜黒73) 

 
19e.14図"スコア" 

従って黒はギャップを少し狭くできた。 

 

 白は1目勝つ。  

 

この変化が黒のため主要な道より1目よ
くであるので、私は源で述べられた
黒敗北で終わる攻め会いの知識を得
ることに非常に興味がある。 
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19e26.5図 (白118〜白120)     <34/16> 

白120: 白は巧妙、1つの手によって攻め
会いに勝つ。 

 
19e26.6図 (黒121) 

黒121: しかし閉める左上の隅を黒のし
なさい。左側のすべての白の石は死
んでいる。従って黒はゲームに勝つ
。 

 

 黒はゲームに勝つ。  

 

私に思えるにはこの手は今のところ確認
されてしまわなかった。白が主要な
道の白70のための変化で巧妙で、も
上部の権利の攻め会いに勝つ、彼女
はこの手によってゲームを、余りに
失う。その変化は黒19との投げの第 

 

 
19e26.3図 (白74〜白100) 

白74: 右上隅のこの手は(81の代りに、
次のページを見なさい)攻め会いの
変化をここに始める。 

 
19e26.4図 (黒101〜黒117)     <4/16> 
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19e26.9図 (黒101〜白126)     <18/3> 

 
19e26.10図 (黒127〜白134)     <23/3> 

 
19e26.11図 (黒135〜白158)     <28/3> 

2なしにある(38ページを参照しなさ
い)。 

 

 

 

 

 
19e26.7図 (白74〜白88)     <13/3> 

白74: 救うことによって彼女の中心の石
の白は"平和な"変化を選ぶ。彼女は
第2放り込みの黒なしで最終的に黒
の上部の右のグループを得た。黒は
代わりに左下の白のグループを捕獲
した。結果がであるここに何私達を
見ることを許可しなさい。 

 
19e26.8図 (黒89〜白100) 
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19e26.14図 "ここの終局" 

結果は原則的にはここに同じである。両
側は前にとして盤の右側のグループ
を捕獲した。一周された白の石は他
では黒の1(=黒135)であり、白は次
黒のグループのダメを取る三角印の
目の手134をしよう。 

 
19e26.15図 "スコア" 

 

 黒は4目勝つ。  

 

 
19e26.12図 (黒159〜白172)     <58/3> 

 
19e26.13図 (黒173)     <58/16> 
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19e72.3図 (黒113〜黒117)     <5/17> 

 
 

19e72.4図 (白118〜黒123)     <5/35> 

黒123: 黒は右側の白の石を捕獲する。
再度、白は遅い1つの手余りにであ
る。 

白72のための補助的な変化 

 
19e72.1図 (白72〜黒101)     <2/3> 

白72: 白は今上側面の彼女のグループを
前にしっかり止めないで右上の黒の
グループのダメを減らし始める。 

黒73: 攻め会いは有名な道に続く。 

 
19e72.2図 (白102〜白112)     <5/3> 
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黒97のための補助的な変化 

 
19e97.1図 (黒97〜白100) 

黒97: このハサミツケは白の右上隅を減
らす明らかな代わりのこの時点でよ
うである。私の考えではそれが出版
された源でなぜ述べられないか理由
がなければならない。メインハート
•ジョアキムはとても親切次の順序
および論評との私を助けるためにだ
った。 

白100: この区域のそれ以上の黒の行為
を防ぐ。 

 
19e97.2図 (白98〜白124)     <17/0> 

 
19e72.5図 "ここの終局" 

 

 黒はゲームに勝つ。  
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19e97.5図 (黒137)     <42/4> 

 
19e97.6図 (白138〜白144)     <45/4> 

 
19e97.7図 (黒145〜黒169)     <48/19> 

 
19e97.3図 (黒125〜白134)     <22/0> 

白128: 白は彼女の監視であるなる。彼
女が盤を離れて中心の黒い石の鎖を
取る前に、彼女は質問に答えるため
に黒を強制しなければならない:"接
続するか、または接続しないためか
。" 

黒129: 黒が130で手によってアタリの彼
の石を接続することは可能ではない
。 

 [71ページの変化を見なさい] 

黒131: 次の順序は主要な道のそれと同
等である。 

 
19e97.4図 (黒135〜白136)     <42/0> 
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19e97.10図 "スコア" 

 

 白は1目勝つ。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19e97.8図 (白170〜黒173)   <48/37> 

 
19e97.9図 "ここの終局" 

右上隅のすべての黒の努力は最終結果に
対する効果をもたらさなかった。の
前にように、白に捕獲された黒の石
を含むマーク付き区域で7目が、あ
る。 
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97n129.3図 (黒139)     <41/4> 

 
97n129.4図 (白140〜白144)     <44/4> 

 
97n129.5図 (黒145〜黒149)   <44/18> 

黒129のための補助的な²の変

化 

 
97n129.1図 (黒129〜白136)     <21/0> 

黒129: 黒は右上の彼の危険にさらされ
た石を接続する。 

白は黒がテーブルを回すことができるよ
うに十分である何が、4目を(3つお
よび1は130で三角印の)失う。しか
し黒のグループがこの操縦を存続さ
せなければならない黒にもかかわら
ずことをここに失った手を覚えなさ
い。 

 
97n129.2図 (黒137〜白138)     <41/0> 
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黒127のための補助的な変化 

 
19e127.1図 (黒125〜黒127)     <17/0> 

黒127: いつでも後白の左側の中の4石形
成を完了して(で93)、黒で右下隅の
3の2ポイントで遊ぶ考えを持つこと
ができる注目しなさい。125のよう
な手をここに盗むそのような目は除
かれる。 

あらゆる変化で今のところ分析された黒
は白の後でこの時点で捕獲した中心
の20個の黒の手を打って。 

 
19e127.2図 (白128〜白136)    <21/0> 

白128: 白は主要な道に今のところ続く
。 

 

 
97n129.6図 (白150〜白152)     <76/18> 

白152: 黒が始めの手を失ったので、彼
はついに遅い1つの手余りにである
。白はゲームに容易に勝つ。 

 
97n129.7図 "ここの終局" 

 

 白はゲームに勝つ。  

 

 



73 28.06.2008 

 
19e127.4図 (黒141〜白144)     <44/4> 

白142: 白は置きを今しないが、右上の
黒のグループのダメを占め続ける。 

 
19e127.5図 (黒145〜黒149)     <44/18> 

 

 

 

彼女は右下隅のセキの中で黒はそれを解
決することをこれが可能にするので
答えることができない。 

20個の黒の中心の石を捕獲することもこ
の時点でゲームを失う。 

 
19e127.3図 (黒137〜白140)     <41/0> 

白138: 白は右上の黒いダメを取り単に
続ける。中心の黒い石を捕獲するこ
とは("通常として"140で)ここに正
しくない。 

 [74ページの変化を見なさい] 

黒139: 黒は彼の先にマーク付きの石を
取った彼の中心のグループにダメを
したので3個の白の石を捕獲できな
い。 

 [76ページの変化を見なさい] 

白140: 今度はそれは黒の中心のグルー
プを捕獲する右の時である。 
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白138のための補助的な²変化 

 
127n138.1図 (白138)     <41/0> 

白138: 20個の黒の中心の石を捕獲する
ことは少し余りに急である。 

 
127n138.2図 (黒139)     <41/4> 

 
19e127.6図 (白150〜白152)     <74/18> 

白152: 黒は始めで右下隅で遊ぶことに
よって左側で"通常"順序を続けるか
わりに余りに遅くその1つの手、彼
失ったである。 

 
19e127.7図 "ここの終局" 

 

 白はゲームに勝つ。  
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127n138.5図 (黒161〜黒169)     <46/19> 

 
127n138.6図 (白170〜黒173)     <46/37> 

 
127n138.7図 "ここの終局" 

 
127n138.3図 (白140〜白150)     <42/4> 

白140: 白が右上の山田晋次のツケから
始まることが最善である。 

今回彼女は139と捕獲される4番の石の黒
の中の置きをしないが予備で保つ。
黒に既にマーク付きの石が(=127)あ
るので、白の置きは後手である。 

 
127n138.4図 (黒151〜白160)     <46/5> 

黒159: 黒はここに注意深くなければな
らない。それは左側の"通常の"ヨセ
の知られていた道に続くことは正し
くない。 

[77ページの変化を見なさい] 
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黒139のための補助的な²変化 

 
127n139.1図 (黒139)     <21/3> 

黒139: 知られているものがと対照をな
して囲碁發陽論の中国語版の"正し
い"順序として、それは3個の白い石
を捕獲することは正しくない。 

 
127n139.2図 (白140〜白144)     <24/3> 

白142: 内部のダメを最初に取る主手。 

 
127n138.8図 "スコア" 

白は失った彼女をゲーム誤解するが、黒
は勝たない。1目利点はテーブルを
ではない(第2の後で主要な変化と投
げの比較される)回す十分。 

 

 ジゴ !  
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黒159のための補助的な³変化 

 
127n159.1図 (黒159〜白162)     <46/5> 

黒159: それは知られていた道にここに
続く間違いである。この手は救う領
域の3目だけ、… 

白160: …しかし白より右下隅のこの置
きによって有名な4目利点を得る。 

 
127n159.2図 (黒163〜黒167)     <47/19> 

 
127n139.3図 (黒145〜白146)     <27/3> 

 
127n139.4図 (黒147〜白148) 

白148: 黒は遅い1つの手余りにである。
隅の白の生命は、全体の右側を得、
容易に勝つ。黒が148で147をすれば
、第3黒のグループAそして捕獲の白
の答え。 

 

 白はゲームに勝つ。  
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白134のための補助的な変化 

 
19e134.1図 (白134〜黒153)   <23/3> 

白134: 囲碁發陽論の中国語版の黒で正
しい解決として得る白の右下隅を示
されている順序では、白は黒の上部
の右のグループを捕獲し、それにも
かかわらずゲームを失う。見るので
、この結果はここに賭けてみない。 

 
19e134.2図 (白154〜白158)   <26/3> 

 

 

 

 
127n159.3図 (白168〜黒171)     <47/37> 

 
127n159.4図 "スコア" 

 

 白は1目勝つ。  
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19e134.6図 "スコア" 

 

 黒は5目勝つ。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19e134.3図 (黒159〜白168)   <29/3> 

 
19e134.4図 (黒169〜白174)   <59/17> 

 
19e134.5図 "ここの終局" 
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19e136.3図 (白146〜黒151)   <44/36> 

黒151: 再度ここに本当に残る何が、黒
がこの手を搭載する盤を離れて白の
石を取るので。 

 
19e136.4図 (白152〜黒171)   <46/37> 

白152: 白は今左側のヨセを始め、(前に
として失う)。 

白136のための補助的な変化 

 
19e136.1図 (白136〜白140)   <44/4> 

白136: 白134のための主要な道の変化で
は(136はここにある)、白は上部の
右の黒のグループのダメを占め続け
、それにもかかわらず遅い1つのス
テップ余りにである。 

 
19e136.2図 (黒141〜黒145)   <44/18> 
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19e136.5図 "ここの終局" 

 
19e136.6図 "スコア" 

 

 黒は3目勝つ。  
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囲碁發陽論第120問題 
 

戦場を去ること(I) 

 

黒93 
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概要 
 

  補助的な変化 結果 (…勝ち) ページを見なさい

     

白94  左側のコウを取るおよび…   

 白98 …左のコウを解決する。 黒1目  92

 白98 …左上のヨセを始める。 白中押し  94

白102  上部側面の切断。 黒3目  88

白102  上部側面の接続。 黒2目  90

 

 

 

 

  主要な道の変化 黒1目  85

 

 

 

この章の内容がアマチュア級のレベルだけの私達の理解に基づいているが、こと留意

しなさい。 
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19e93.2図 (黒99〜白100) 

黒99: 黒は左で接続する。100の手は後
手である。 

白100: 今度は質問は白が領域として2つ
の印を付けられた目を保てれば、起
こり黒の手の利点を93から1目で減
らす。黒が遊ぶようにすることは白
のための2目損失でこの時点で起因
する。 

 
19e93.3図 (黒101) 

黒101: しかしもちろんほしいと思う多
くが黒のしなさい。 

黒93のための補助的な変化 

 
19e93.1図 (黒93〜白98) 

黒93: メインハート•ジョアチムとの議
論の間に私の心に入って来る私の物
の考え。"質問"セクションで主張の
通りに(21ページを参照しなさい)、
黒は彼のグループのダメの数を傷つ
けないで領域の3目をここに得るこ
とからの白を否定する。 

白94,96,98: 左側のコウを捕獲すること
が"生命生命"状態で左側の白いグル
ープおよび生きている右上隅の黒い
グループ両方起因できる。 

私達が確信を持って知らない何をある、 

1.コウのこの捕獲がゲームに勝つ白のた
めの選択。 

2.さらに、白がそこの秒針を搭載する左
のコウを解決しないことをできるこ
とができれば。 

私は答えを見つけることが余りに級のア
マチュアレベルの誰かのために進ん
だビットであるという恐れにである
。 

私達の研究のある結果のため: 

 [92ページの変化を見なさい] 
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19e93.6図 (黒137〜白138)     <42/1> 

 
19e93.7図 (黒139)     <42/5> 

 

 

 

 
19e93.4図 (白102〜白128)     <17/1> 

白102: 頑丈に妨害は102で白のために最
もよいようである。他の選択は104
で切れていた 

 [88ページの変化を見なさい] 

 または103で接続する。 

 [90ページの変化を見なさい]. 

 
19e93.5図 (黒129〜白136)     <22/1> 



87 28.06.2008 

 
19e93.10図 (白172〜黒175)     <49/38> 

 
19e93.11図 "ここの終局" 

 

 

 

 
19e93.8図 (白140〜白146)     <45/5> 

白140: 右上隅の黒のグループに7つのダ
メがある、従ってそこの攻め会いを
始めることを試みることは無駄であ
る。 

 
19e93.9図 (黒147〜黒171)     <49/20> 
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白102のための補助的な²変化#

1 

 
93n102.1図 (白102〜白128)     <17/0> 

黒103: もう一度白の隅に押すことは黒
のために十分ようである。 

黒105: 黒は108でこれが彼に彼のダメの
1つを要するので手を搭載する2個の
白の石を捕獲できない。 

 
93n102.2図 (黒129〜白136)     <21/0> 

 
19e93.12図 "スコア" 

 

 黒は1目勝つ。  
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93n102.6図 (黒147〜黒173)     <48/19> 

 
93n102.7図 (白174〜黒177)     <48/37> 

 
93n102.8図 "ここの終局" 

 
93n102.3図 (黒137〜白138)     <41/0> 

 
93n102.4図 (黒139)     <41/4> 

 
93n102.5図 (白140〜白147)     <44/4> 
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白102のための補助的な²変化#

2 

 
93o102.1図 (白102〜白124)     <16/0> 

白102: 白にアタリの石を接続するが、
非常に悪い形がここにある。 

黒103: 再度、もう一度白の隅に押すこ
とは黒のために十分ようである。 

 
93o102.2図 (黒125〜白132)     <21/0> 

 
93n102.9図 "スコア" 

 

 黒は3目勝つ。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 28.06.2008 

 
93o102.6図 (黒143〜黒167)     <47/19> 

 
93o102.7図 (白168〜黒171)     <47/37> 

 
93o102.8図 "ここの終局" 

 
93o102.3図 (黒133〜白134)     <41/0> 

 
93o102.4図 (黒135)     <41/4> 

 
93o102.5図 (白136〜白142)     <44/4> 
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白94のための補助的な²変化 

 
93n094.1図 (白94〜白100)     <13/1> 

白94: 左側のコウを捕獲することは上で
示されている両方の生きている"平
和な"変化で起因できる。 

白98: しかし白は黒がおそらくゲームに
勝つので、以後示されているように
コウを解決するそう種類であること
をできることができない。 

[94ページの変化を見なさい] 

黒99: 盤および先手の最も大きい目。従
ってこの手は1つの眼に中心の白の
グループを脅し、黒の石の一連を減
らすことを捕獲し、上右のセキを解
決し、ゲームを失うために白を強制
する。 

 
93n094.2図 (黒101〜白110) 

 
93o102.9図 "スコア" 

 

 黒は2目勝つ。  
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93n094.6図 (黒141〜白148) 

私は上でヨセの素人らしな考えを謝るが
、黒をゲーム失った順序を見つけな
かった。 

 
93n094.7図 "スコア" 

 

 

 黒は1目勝つ。  

 

 

 

 

 
93n094.3図 (黒111〜白120) 

 
93n094.4図 (黒121〜白130)     <13/2> 

 
93n094.5図 (黒131〜白140) 
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従って黒は初めから後ろおよそ25目ここ
にである。黒がこの不利な点のため
の補償を取ることができる盤の唯一
の場所は左上の隅である。それはそ
の白のヨセをそこに防ぐ黒のための
絶対必要である。 

白が第1そこにしたら、黒に勝利のチャ
ンスがない。 

 
93n094.9図 (白98) 

白98: 従って白は左側のコウを解決しな
いが、左上のヨセをする。 

このコウは私の考えでは非常に非対称的
な1である。黒はそれに勝つことを
できる見込みない。 

黒はその25目不利な点を補うにはコウの
脅威を十分に大きい見つけなければ
ならない。白は約5つの追加目だけ
ゲームに勝つことを必要とする。そ
れはあり最もよい黒がことができる
のでコウを得るである主要な道の順
序へのリターン接続する。そこに中
心の石の黒の一連を取る。 

 

 

 白はゲームに勝つ。  

今度はこの補助的な²の変化の始めに帰
り私達を許可しなさい。 

 
93n094.8図 "右上の黒の生命" 

黒97: この問題の非常に驚くほどの面が
ある:解決される右下の象限儀のセ
キを持っていることなしの右上のグ
ループとの生存によっては黒が利益
を得ない。主要な道と比較される: 

1.黒は白によって捕獲される左のナカデ
に付加的な2個+4個+1個=7個の石を
しない。 

2.白は中心の20個の黒の石の一連を捕獲
しなかったりし、領域の18目をそこ
に得ない(三角形と印を付けられて)
。黒は4個の白の石を代わりに捕獲
しなかったりし、1個の石を取り戻
されて得ない。 

3.白は右下隅の3線の黒の石を捕獲しな
い。黒は14個の白の石をそこに捕獲
しない(ダイヤモンドと印を付けら
れて)。 

4.中間の権利の17個の白の石は黒の囚人
ではないし、これらの石の4つのダ
メは黒の領域ではない(十字と印が
付いている)。 

5.白は中心の約5目を(正方形と印が付い
ている)得られない。 

白によって得られない7の+20の+18の+1
の+3の+5の=54目そして黒によって
得られない4の+14の+14の+17の+17
の+4の=70目の結果こと。 
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白92のための補助的な²変化 

 
93n094.10図 (白92〜白98) 

とりわけ、白は手の発注の変更によって
93のその黒の"愚形の"手についての
すべての議論を終えることができる
。 

彼女は彼女の移動92との彼女の専有物に
よってこの目を単に取り、98の左の
アタリに戻るかもしれない。 

 

 

 

 

従って質問は黒がその"愚形の"形手をよ
り早くさせることは可能であるかど
うか起こる。 
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囲碁發陽論第120問題 
 

戦場を去ること(II) 

 

黒67 
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概要 
 

  補助的な変化 結果 (…勝ち) ページを見なさい

    

  黒19の犠牲なし  *       

黒73 23 主要な道へ戻ること。 白5目 白4目 101

黒73 23 左側でグループを救うこと。 白中押し 白中押し 103

白76  左上のヨセの開始。 黒1目 黒2目 104

 W 86 中心の手への手抜き。 黒はおよそ6目よりよくである 107

 W 88 中心の手への手抜き。 黒は4目よりよくである 107

 W 90 中心の手への手抜き。 相違無し 107

 W 92 中心の手への手抜き。 相違無し 107

 W 94 中心の手への手抜き。 相違無し 107

 B 121 主要な道へ戻ること。 ジゴ 黒1目 109

 

 

 

 

 

  主要な道の変化 黒6目 黒7目 99

 

 
*)ここの可算変化の終わりに盤の上右の象限儀のセキは未解決に残る。この場合黒19

の第2放り込みの1目の不必要な犠牲として多分なるかもしれない。 

 

 

 

 

この章白76のための補助的な²の変化の内容がアマチュア級のレベルだけの私達の理解

に基づいているが、こと留意しなさい。 
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19e67.3図 (黒73〜黒75)     <2/1> 

黒73: 黒は今右上に住む機会を取る。 

黒は彼が主要な道にここに戻れば巧妙で
はない。 

[101ページの変化を見なさい] 

左で石を救うことは大きく見るかもしれ
ないが黒のためのゲームを失う。 

[103ページの変化を見なさい] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒67のための補助的な変化 

 
19e67.2図 (白68〜白72) 

黒67: これは行為の前の右上隅の"愚形"
の手が盤の左側で始まること遊ぶべ
き最後の可能な時のようである。 

 
19e67.2図 (白68〜白72) 

白68: 白は私達が既に見てしまったよう
にすぐに右上の返事が白をゲーム失
うので、左側の"通常"順序を始める
、(85ページを参照しなさい)。 
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19e67.6図 (黒97〜白106) 

 
19e67.7図 (黒107〜白116) 

 
19e67.8図 (黒117〜白126) 

 
19e67.4図 (白76〜白86) 

白76: 白は黒のグループを捕獲する。 

しかし79で左上のヨセを代りに始めるこ
とはよい。 

[104ページの変化を見なさい] 

黒77,79: 左上の黒の答えは、得て白の
中心のグループの第2眼を脅してい
る間指す。 

黒81: 続くものがヨセの素人らしな考え
である。黒は前方の約5目のようで
ある。 

 
19e67.5図 (白76〜白96)     <9/1> 
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黒73のための補助的な²変化#1 

 
67o73.1図 (黒73〜黒83)     <2/0> 

黒73: 黒は主要な道に続く。 

黒79: 今度は黒が右側の1つの手を失っ
たことは明確である。 

黒81: 黒は左側で彼の上部の右のグルー
プのための2つの眼をので白の生命
作るために強制される。 

 
67o73.2図 (白84〜白100)     <3/1> 

白84: 続くものがヨセのための再度素人
らしな考えである。 

 
19e67.9図 "スコア" 

 

 

 黒は6目勝つ。  

 

黒は彼が黒19との第2放り込みのしなけ
れば多分1目よりよくかもしれない
。右下のセキは解決しない。従って
これはように無くなった手今証明す
る。 
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67o73.6図 (黒127〜白138)     <12/3> 

 
67o73.7図 "スコア" 

 

 

 白は5目勝つ。  

 

黒は彼が黒19との第2放り込みのしなけ
れば多分1目よりよくかもしれない
。右下のセキは解決しない。従って
これはように無くなった手今証明す
る。 

 

 

 
67o73.3図 (黒101〜白112)     <3/2> 

 
67o73.4図 (黒113〜白118)     <10/2> 

 
67o73.5図 (黒119〜白126)     <12/2> 
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67p73.3図 (黒73〜黒97)     <2/1> 

 
67p73.4図 (白98〜黒101)     <2/3> 

白98: 白は黒が勝つことができない両コ
ウを始める。 

黒73のための補助的な²変化#2 

 
67p73.1図 (黒73〜黒97) 

黒73: 黒は左側で彼の石を救う。 

白74: 白は右側の2つの眼の黒を奪い取
る。 

黒75: 従って黒は主要な道に再度戻らな
ければならない。 

黒81: 白の左側のグループのための2つ
の眼を防ぐのに必要。 

白82: 白は黒の弱い左上の隅を今書き入
れることができる。 

 
67p73.2図 (黒73〜黒97) 

黒83: 黒はアタリの彼の石をあきらめる
ことができない。 
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白76のための補助的な²変化 

 
67n76.1図 (白76〜黒85)     <3/1> 

白76: 白は84の左の黒のグループへ戻る
前に左上のヨセを始める。 

黒85: ここからの手は韓国から尹暎善5
段プロ(ユーン•ヨンゼン)提案に続
く。彼女はハンブルク、ドイツに今
住んでいる。ここの正しいヨセとの
私を助けるためにとても親切だった
尹先生のおかげで特別な。 

 
67n76.2図 (白86〜黒95) 

白86〜94: それによってはこれらの手の
1つの手抜きに中心で渡すために白
が利益を得ない。 

[107ページの変化を見なさい] 

 
67p73.5図 (白102〜黒103)     <3/4> 

黒103: 遅かれ早かれに黒は隅のその白
の石を捕獲しなければならない。 

 
67p73.6図 (白104〜黒109)     <6/5> 

白108: 従って左上の白の生命は大きい
差益によってゲームに勝ち。 

 

 

 白はゲームに勝つ。  
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67n76.5図 (白114 –黒121)     <10/2> 

白114,116: 手の正しい発注。 

黒119: 以後1目手だけ利用できる。 

黒121: それは主要な道に代りに続く間
違いである。捕獲された白の石は目
黒を次失った補う。 

[109ページの変化を見なさい] 

 
67n76.6図 (白122 –黒131) 

白130,黒131: コウの戦いは異なった色
の2つコウが開いているので、ここ
に始まらない。 

 
67n76.3図 (白96〜白102)     <10/1> 

 
67n76.4図 (黒103 –黒113) 

黒103: 盤に残る最も大きい目。 

白104: 先手。白107の手は黒のために堪
えがたい。 
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67n76.7図 "スコア" 

 

 

 黒は1目勝つ。  

 

黒は彼が黒19との第2放り込みのしなけ
れば多分1目よりよくかもしれない
。右下のセキは解決しない。従って
これはように無くなった手今証明す
る。 
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67n88.1図 (白88〜黒89) 

黒89: 右上隅のこのヨセは黒のための12
目についての価値である。従って白
は4目より悪い。 

 

 

 
67n90.1図 (白90〜黒99)     <4/1> 

黒91: 右上隅のこの黒のヨセに8目の価
値が、余りにある。従って結果は変
わらずに残る。 

 

 

白86,88,90,92,94のための 

補助的な³変化 

 
67n86.1図 (白86〜黒91)     <4/1> 

白86: 白かったら中心の手、彼女は尹先
生に従ってこの8目ヨセを、有する
。 

黒87: しかし得る右上隅の大いにより多
くの利益を黒しなさい。 

 

 

 
67n86.2図 (白88〜黒91) 

白88: 白は中心のある黒の石を捕獲して
ない。 
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67n92.1図 (白92〜黒99)     <4/1> 

黒93: 右上隅の黒のヨセに8目の価値が
ある。従って結果は変わらずに残る 

 

 

 
67n94.1図 (白94〜黒101)     <4/3> 

 

黒95: これで三回8目の価値の右上隅に
黒いヨセがある。従って結果は変わ
らずに残る。 
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67n121.3図 (黒141〜白170)     <21/8> 

 
67n121.4図 (黒171〜白188)     <26/11> 

 

 

 

 

 

黒121のための補助的な³変化 

 
67n121.1図 (黒121〜白130) 

黒121: 黒は主要な道に続く。 

白122: 白は接続する。この手は黒の領
域の1目をまた危険にさらすが、そ
こに後ろ開いたコウに残らない。 

白128: 先手。そして非常に重要なあと
でである何、コウの1つの黒の脅威
を取り去る。 

 
67n121.2図 (黒131〜白140)     <13/3> 

黒131: 黒は白の石を捕獲したり、コウ
の次の戦いに勝ってない。 

 

(ここの図で示されていない手はコウを取る。
) 
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67n121.5図 (黒189〜白190) 

黒189: 黒にこれ以上の手がない。どこ
でもコウの脅威がない。 

 
67n121.6図 "スコア" 

 

  ジゴ !   

 

黒は彼が黒19との第2放り込みのしなけ
れば多分1目よりよくかもしれない
。右下のセキは解決しない。従って
これはように無くなった手今証明す
る。 
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この問題はまた囲碁發陽論の中国語

版そして韓国語版の部分である。コメン

トはまたインターネットで見つけること

ができる。正しい解決はある細部の互い

と異なる。 

 

但し、すべてに共通次のとおりであ

る:非常に必要な時で彼らは最も強い抵

抗を考慮しない。これはメインハート•

ジョアチムによって覆いを取られた。彼

はドイツからの級プレーヤーである。従

って黒い勝利の問題の目的は達されない

。白は前方に最後にある。 

 

知られている何がこの問題について

この小冊子の前半に見つける。 

 

ジョアキムとの議論の間にある新し

い質問は見つけられた。最後の3章は源

で今のところ見つけられないある移動の

説明を含んでいる。これらはアマチュア

級のレベルに大抵ある。私達はこの小冊

子についてフィードバックを得て非常に

嬉しい。特にこれらの新しい質問に。 

 

それは目的に従って解決にこの問題

を今でも供給する援助をそれにより与え

る私達の希望である。 

 

 

実際に最も困難な 

囲碁の問題 
 

 

 
勝つために黒先 

 

 

 

このヘッディングの下で囲碁發陽論

(歴史的な日本問題のコレクション)から

の問題120はドイツ囲碁ジャーナルの3枚

のコピーで詳しく説明された(コピー4・

2005、6・2005、5・2007で)。 

 

西部の世界は雑誌の囲碁世界のコピ

ー29によってこの問題の知識を受け取っ

た。そこに記述されている解決道は藤沢

秀行九段プロおよび彼の調査グループに

よって見つけられた。それらは1000時間

を使用した。 

 

 


