
「松風（先生）の遊びの中に哲学を探そう」2005年3月号 
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（ごあいさつ）  
 こんにちはみなさん。松風です。3月はいかがお過ごしですか。雪の多
かった年ですが、どんどん溶かしていきましょう。3月といえば卒業、新
年度の準備、サッカーや野球といったスポーツの開幕。いろいろな区切
りの時期ですね。 4月からは将棋名人戦がスタートします。森内名人対
羽生４冠王。これも目が離せません。  
 是非とも公開したいと思っている私の拡張版「意味と認識」ですが、
ホームページに新刊案内を出しました。これは内容予告といくつかのサ
ンプルファイルから成っています。どうでしょうか。目次だけでも99年
版より、ずっと増えています。拡張された部門では、99年版よりもずっ
と面白いものをお見せできるものと思っています。  

（１）囲碁の本から考えるヒント～囲碁・将棋グループとチェス 

 
「基本の手筋を学ぶ」（知念かおり、日本棋院）という本を読みまし
た。松風にも大分囲碁の手というものが見えてきました。といってもこ
の本では、コスミの手筋とかトビの手筋という形で解説されているの
で、候補手も自ずと数手に絞られます。よって、初級から中級向きとい
うところでしょう。  
 囲碁と将棋は似ても似つかないボードゲームのように松風は思ってい
たのですが、わずかながら共通点も見つけました。囲碁では、一度石を
置いた場所が空けば、反則手でない限りそこにまた打っても構わないで
す。囲碁というゲームは石が自分の力で動きませんので、同色石を2度目
に置く場合は、将棋における駒の再利用に近いものがあるのではないか
と思います。  
 この観点から、囲碁、将棋、チェスの特徴を書いてみます。  
a) 駒可動。開始時点の使用駒一定でかつ、再利用不可能なチェス。  
b) 駒不可動。同じく、使用駒不定でかつ、置き場所の再利用が可能な囲
碁。  
c) 駒可動。同じく、使用駒数一定でかつ、再利用可能な将棋。  
 囲碁の捨て石の感覚は、将棋に近いものがあって松風にとっては比較
的読みやすかったです。他方捨て石は、チェスのサクリファイスアタッ
クとはかなり違います。一度犠牲にした駒は、決して再利用できません
から、チェスのサクリファイスは後戻りできない性質のものです。これ
に対して囲碁にしても将棋にしても、地を挽回すること（囲碁）、駒を
取り返すこと（将棋）がそれぞれ可能であるため、それだけで決定打に
するというよりは、含みを多くするという効果が大きいように思いま
す。  
 「基本の手筋を学ぶ」を読んで感じたのは、盤の広さや位置（座標）
と石の関係の面白さでした。もし、2度石を置いてはいけないというルー
ルがあったら捨て石は今よりもリスクの高い作戦になるのではないかな
と思います。 

棋戦情報  
・羽生4冠王に復帰 現役棋士で「復帰」できるのは谷川さんと羽生さん
くらい。すごいことです。  
・名人戦は森内名人対羽生4冠になりました。  
・囲碁十段戦、棋聖戦、女流名人戦進行中(10日時点）。  

（２）野球；駒大苫小牧優勝を振りかえる 第3回  
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・信じられないことが起きた年「平成16年」（前前号まで）  
・物語の始まり「平成6年」～史上最強の北海道勢の敗退（前号まで）  

・北海道にはなかった野球で全国を制す「九州勢の戦い方」  

 前号まで、駒大苫小牧の驚きの優勝と、佐賀県との意外な縁について
書きました。こういう縁に気づくと何となく嬉しいですよね。北海道勢
で史上最も強いと言われた北海高校を、準々決勝で破って優勝した佐賀
商で選手・コーチだった人が、駒大苫小牧を指導して全国優勝に導いた
のでした。  
 今月号は松風の見る九州の野球について書いていきましょう。北海道
にはなかなか見られない特徴がありました。  

{ 最大の特徴「身体能力をアピールしてくる」 }  
 90年代に入って九州勢のレベルアップは著しく、福岡、鹿児島、沖縄
あたりではスケールの大きなチームが代表になり優勝をうかがっていま
すが、それ以前から九州勢の特色は、1つ1つのプレーで身体の動きが強
調されてくるところにありました。いわゆる積極性ということですが、
積極性というのはエンドラン攻撃を 3回やるとか4回やるという問題では
ありません。淡白と言われるチームにもヒットエンドランを多用すると
ころがあります。感覚的な表現になってしまいますが、1つ1つのプレー
で身体に力をしっかり入れてくるのが、積極性の印象につながるので
す。これが近畿、四国、中国といったところになると、なるほど基本が
できていて力を抜くことはないですが、より洗練されています。頭にも
気がいっているのですね。九州のチームが頭を使わないというわけでは
ないですが、比重でいくと、かなり身体的だというのが松風の印象で
す。  
 サッカーに比べて身体的なスタイルは野球では損です。身体能力はも
ちろん高ければそれだけいいですが、プレー様式の点ではある程度の緻
密さが必要だと思います。しかし、九州勢の良いところは、身体能力で
おしまくろうとするところ。それはある種のチームの集中力を生み出し
て、競り合いになったときの一点を取るための力に繋がります。この強
みは、技術的に不安を抱える北国のチームや、試合運びが大雑把な関東
のチームあたりと対戦するときに生かされます。  

{ 以前の弱点「近畿勢と四国勢の野球にはついていけない」}  
 身体的なスタイルは損。体格的にも技術的にも同等ないしそれ以上の
近畿四国勢は九州勢をあまり苦にしませんでした。はっきりいって野球
の精巧さが違ったのです。 90年以前の九州勢には、プロ級の素材がいな
いときには優勝は不可能だと松風の目には映りました。90年代、川崎投
手のいた津久見にしても優勝確率は限りなくゼロに近いと考えていまし
た。  
 緻密さや精巧さというのはバントのことでありません。プレーやフォ
ーメションや戦術の合理性のことです。これが90年代に入って、ホーク
スの九州移転の効果なのか改善され、優勝校準優勝校を何度も輩出する
ことになったのではないでしょうか。それも以前から持っていた身体的
なスタイルも残していたように思います。  

{ 北海道の野球の短所 }  

 「身体性を合理性の名のもとに敬遠しがちである」  
 といって、技術レベルでは、本州のチームがやや上をいっています
し、合理性を本当に追究しているのかも、ちょっと疑問でした。追究し
ていたら、身体性の必要を痛感していただろうからです。  
 つまり理想を言えば、どちらも十分に発揮してもらうのがよいので
す。良くないのが、敬遠というところです。例外は駒大岩見沢という学
校で、ここは体力勝ちを狙う北海道では異色の学校でした。  
 敬遠ということが起きると、１プレ１プレーにしっかり腰を入れて力
を込める意識が稀薄になります。   

 駒大苫小牧に九州の野球、特に佐賀商の野球が導入されたことは、身
体性を喚起する上で大きかったと思います。佐賀商というのは大型チー
ムで乗りこんでくることは稀で、大抵は小粒な印象を与えるにもかかわ
らず、大型チームに見劣りしない打撃を見せてくれます。体格に恵まれ
なくても攻撃的な野球はできる。タレントが乏しくても打線全体でプレ
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ッシャーをかけることができる。佐賀商の野球というのは、体格がない
から力で押せないなどということはないのだと教えてくれます。お互い
身体性を持っていて、劣勢になった側は自然に粘ることができます。自
分のやるべきことをやった結果が劣勢であるだけだからです。しかし、
身体的なスタイルを敬遠しているところは、あっさりと土俵を割ってし
まうことになります。相手の力が上、タレントの数が上となると、先を
見てあきらめてしまう傾向が出てしまうのです。しかし、練習で「全プ
レー腰を入れろ！」。というだけで苦しい試合も粘ることができるでし
ょう。  
 それゆえ、実戦練習の面で冬場の不利がある北海道の高校にこそ身体
的なスタイルは不可欠なのではないか、と私、松風は思うのです。技術
面で少しおされ気味ならますます身体を生かすしかないのではないか
と。  
 加えて苫小牧というのは、アイスホッケー、野球などスポーツが盛ん
な土地柄でした。欠けていた側面と、学校のある地域の特徴とがうまく
噛み合ったのかもしれません。  

 以上述べたことで重要な点はスタイルという場合には、体力の数値や
バント、エンドランなど特定の戦術の採用回数ではなくて、その時点で
持っている能力を「どのようにして生かそうとして臨むか」が問題にな
るということです。高度な要求としてはイチローさんではないですが、
身体的にも精神的にも合理性の観点からも十分力が発揮されているとい
うのが望ましいのですが、どれも疎かにできないなかでは、身体性が
「足腰」にあたるものだということになるでしょう。技術精度や瞬間的
な状況把握能力については個人差がありますが、身体性は裏切ることが
ありません。   

  {全国制覇の要因は？}  

 なぜこんなことが可能であったのか。いまも不思議でなりません。も
ともと野球が盛んだったからとか、そこに九州の積極的な姿勢が導入さ
れたからとか、いくつか挙げました。決勝戦は1－5の劣勢を跳ね返すな
ど、勢いを生かして突っ走った感があります。済美、横浜、日大三など
強豪につぎつぎに勝ったのは見事というか、考えられないというか、と
にかくすごいことです。関東勢は大雑把な試合運びといいましたが、強
豪校の攻守のスケール自体は非常に大きく、帝京高校や横浜高校などが
代表になるときは、プロ級の選手が複数いることが多いのです。  
 強いていえば彼ら関東勢は競り合いには弱いかな…。  
 しかし以前の北海道勢といえば関東勢をさらに淡白にしたような試合
振りでしたから、やっぱり駒大苫小牧はたいしたものですよ。   
 地域性についても書きたいことはたくさんあるのですが、今月はここ
までです。  

※前号の訂正のお知らせ。正）北海10－1砂川北 北海14－5小松島西
誤）北海10－0砂川北  北海13－5小松島西  
それぞれお詫びして訂正します。  

次回予告「地方大会観戦の楽しみ。思い出に残る年」  

（３）哲学 ≪存在するものを言葉にするということ≫  

  

 松風の90年代半ばからの取り組みは、簡単に言えばこれまでの哲学で
はどうにも不都合なことが起きるのではないか、何かが足りないのでは
ないかという思いに動機づけられていました。言葉で表現し切れないと
いうことはたくさんあります。言葉でこの世界に存在する生命や物体を
表現する、ということもまた簡単ではありません。というのも、言葉自
身もこの世界に存在しているので、最終的には言葉は自分自身を定義し
なくてはならないことになります。そしてその段階で、言葉による探求
の旅は困難を迎えることになります。  

 松風が思ったことは、困難を困難と述べてももう何も起こらないだろ
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うということでした。この問題は、対象、言葉、世界（宇宙）、認識す
るもの（人間）、そして観測者（問題を書いて読者に伝えるもの）から
成り立っています。この構図を反映しなくては、状況把握が不十分なも
のになります。  
 拙著「意味と認識」の導入部を成すこの問題は、比較的難しいところ
なのですが今回は、対象と言語の取り扱い方について述べたいと思いま
す。  

人間にとって世界には限りなく多くの対象があるように見えます。そし
て人間が使う言葉や数字もまた、いかなる対象をも指示することができ
るように見えます。ですから、この世の中には、限りなく多くの対象と
限りなく多くの言葉が存在しているかのように私たち人間の前には現れ
てみえるかもしれません。  

 しかし重要なことは、そのようにして理解される限りなさは、人間的
な条件を超えて存在しているものではないということです。対象を対象
と見極めて数えること、それに名前をつけることなどはみな、人間が行
っていることです。人間が世界の中に存在するものであれば、それは存
在者の条件に予め含まれている「限りなさ」と考えることさえできるで
しょう。人間の寿命はせいぜい100年。人間にとって、世界が限りなく広
く、深いのはたしかに事実間違いないはずです。しかし、「限りない対
象」という形では、存在者の置かれた状況を上手く反映できていないの
です。  

 存在者の有限性までも反映する言葉は何かないものだろうか。そして
松風がいきついたところは、観測者は「ある対象」という情報を読者に
伝える、と記すことでした。  
 「ある対象」は単数・複数、有機的・無機的、言葉（観念）的・物質
的、どんな言葉も、そして言葉で指示されるどんな対象も、そしてそれ
ゆえにそれを用いる存在者自身もまた対象として包含することができま
す。「あるもの」がそこにある。  

 存在するものの有限性を考慮に入れるためには、観測者（伝達係）を
使うことです。存在するものが、どこにも伝わらず何ものとも関係を持
たないということはありません。  
 一方で、いきなり混沌とした状態の出来事に突き進んでも、あまりい
い成果が出ないのではないかと思います。量子力学という分野から「観
測者」が有名になりましたが、量子力学よりももっともっと質朴な意味
でも、存在するものの有限性を言葉にするために、観測者という考え方
は必要です。仮に初期状態に不特定多数の情報を想定します。それを情
報がない場所に流すというとき、全部一遍に流さないとならないでしょ
うか。全部でもいいが、そのうちの「あるもの」だけを流しても構いま
せん。多数の情報を想定するよりも、「あるもの」のほうが幅が広いの
です。  

 観測者について考えることは、情報の動態について考えさせることに
なります。情報の動的な側面が、記号の力学という名前に繋がりまし
た。今回述べたのは、対象と言葉の関係。観測者を導入することで、
「あるもの」が存在者を言葉で表現するのに相応しいということです。
英語だと"Something"になるんでしょうか。  

それはまあいいです。では今月はこのあたりで。（2005年3月5日）  

（紫陽花通信） 

 
 今月号はＭＬに投稿している週報紫陽花クラブから転載です。  
（週報は転載までの間、ＭＬだけの掲載です。） 

『転載開始』  

1. 貝谷嘉洋氏講演会に参加して 
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 松風は2月8日札幌での講演会「障がいを持ちながらクールに行きよ
う」に参加しました。運営のお手伝いということで、話しをじっくり聞
くというわけにはいきませんでしたが、それでも障がい学生の問題につ
いて、面白い話しをいくつか心に留めることができたと思います。  
 日本の大学がどのように障がい学生支援という問題に取り組んでいる
のか？。貝谷さんが当日のために用意した資料から引用しますと「要望
に応じて個別的かつ非継続的に対応」している。つまり、何か言われた
ら、そのときに対応するということで、障がい学生支援について総合的
な取り組みをしている大学はそれほど多くないというのが現状です。そ
れでも、昨年は障がい学生の数が最高を記録するなど、改善の徴候は見
られるようです。  
 適宜対応したほうがよい場合というのももちろんあるのですが、それ
はまさに貝谷さんが資料に書かれたように、重要性が低く非継続的で単
発に現れる問題への対処方法としてはまずまず無難なものです。では障
がい学生支援はそうした問題なのか？、というのがここでは問われるこ
とになるように松風は思いました。それが偶発的な問題に過ぎないと大
学側が考えるなら、なるほど上述のような対処は大学内部的には妥当な
処置なのですが、果たしてそれでよいのですか？ということです。  
 この国にもためになる諺や故事がたくさんありますが、受け身の取り
組みや組織内部のみみっちい整合性ばかりにとらわれてしまう大組織病
に対しては「蒙古という名は国書には見えず」という一節を喚起したい
と思います。  
※元寇における当時の日本の対応として記録されているさる高官？の発
言。  

『攻めてくるというがその国の名前は国書にないので分からない、した
がって対策は取れない』  

「…え…？。じゃあその国書ってのは誰がどうやってつくったの？」  

というわけです。  

『転載終わり』  

2. 後記   

 いかがでしたか、「今月の遊びの中に哲学を探そう」。先月よりも項
目が減りました。でもＭＬ週報には結構書いています。紫陽花クラブＭ
Ｌへのご参加もお待ちしておりますよ。  
 来月も、ゲーム、運動、哲学という構成でいきたいと思っています。
それでは次号をお楽しみに。  
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