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-----------------------------------------------------------------------

（ごあいさつ）

 みなさんこんにちは。8月ですね。夏休みはいかがでしたか。松風は墓参りに行

ってまいりました。暑いから夏なんだと虚勢を張って張り倒されている全国のみ

なさんにも残暑お見舞いを申し上げます。

 夏は高校野球の季節です。

 夏の高校野球は暑苦しいという声が多多あるのはわたしも承知しています。で

も暑いから夏なんです！。

 失礼しました。

 さっそく今月のメニューですが、将棋と囲碁、昔の遊び第 4回、哲学、紫陽花通

信です。最後までごゆっくりとお楽しみください。 （8月 17日高山大祐）

-----------------------------------------------------------------------

（１）将棋と囲碁

 前月号では対局囲碁ソフト小次郎くんとの三番勝負をお届しました。結果はお

となげなくも松風の三連勝。いやあ囲碁は楽しい。

・将棋棋聖戦、佐藤棋聖 4連覇

 佐藤康光棋聖対羽生 4冠の棋聖戦五番勝負は、フルセットまで持ちこまれました

。佐藤棋聖が勝ち、4連覇を達成しました。相性の悪さから羽生有利と思っていた

のですが、さすがは棋界有数の豪腕を誇る棋聖、対戦すること自体がピンチと言

われた（※私が言ってました）難しいシリーズを制しました。

・王位戦、王座戦、棋聖戦で 17番勝負～羽生対佐藤

 既にご存知の方も多いと思いますが王座戦挑戦者決定戦で佐藤棋聖が羽生王座

挑戦を決め、なんと合計 17番勝負が実現しました。暑い暑い将棋界の夏になりそ

うです。

・ 今月の読書



「星の布石徹底探究」（小林覚、河出書房新社）

 松風は小次郎くんとの三番勝負で、先番三手までについて思うところがありま

した。この形で三手打てれば中盤がやりやすいな、という布石があったのです。

お互いに星に打つ形を解説したこの本は、囲碁の序盤の奥深さを伝えています。

感覚的には小目（コモク）と星の違いは、どうやら星のほうがほんの少し手広い

のかな、というところなのですが、この本では星への着点からの展開が具体的に

分かりやすく解説されていました。

 松風も初手を星に打つ味の良さを何となしに感じています。小次郎くんとの第 3

局ではコモクに打っていたのですが、コモクに打てばどっちかというと相手の出

方によってこちらの姿勢も変化しなければなりませんが、星だと相手も手広いし

こちらも手広いので、序盤から中盤にかけてのびやかに指すことができると思い

ます。

 ある理由から同じコモクを打つのなら、初手ではなくて、3手目のほうがよいと

松風大胆にも結論しました。

 他方、白番で星に打つのは自然な感じがするから不思議です。そうすると少し

変化してみたくなるのが人情。今度は白番でコモクに打つ変化をやってみたいな

、と思っています。

 今月はやや短めで失礼。それではまた次号でお会いしましょう。（8月 9日）

-----------------------------------------------------------------------

（２）昔の遊び～第 4回

・高校野球のシーズン到来 一人でできる練習

 8月となると高校総体や高校野球など学生たちの競技会が行われるシーズンです

。昔の遊びシリーズ第 4回は、松風が子供時代にやっていた一人できる練習「ボー

ル壁ぶつけ」について書きましょう。

 野球で一人でできる練習といえばバットの素振り、シャドーピッチング、あと

は体力づくりなどたくさんありますが、松風が小学生の時住んでいたアパートは 4

階建てで、松風の目の前には絶好の壁がそそり立っていました。考える野球の原

点がこの壁にあるのです。

 住民から文句を言われない限り（わたしはたまに注意されていました）におい

て壁ボールぶつけは野球のインテリジェンスを高めるのに好都合です。

【壁ボールぶつけの効能】

各階に正確に投げる（コントロールの練習）

投げる（投球）壁にぶつかる（相手の打撃と考える）捕球する（守備）送球する

、捕球する（ベースタッチでアウトを確保する）。



 キャッチャーの動き以外の全ての動きをそこで体験することが可能なのです。

そして野球のリズムを体得することもできます。

【なるべく多くの局面をイメージすると楽しい】

 わたしがこの練習をしているのを外から見ると、単調な遊びに見えますが、「

２アウト、ランナー一、三塁、七番の右バッター。初球外角ストレート、ボール

。２球目、内角高めボールにするストレート。サードゴロがライン際に弱く転が

る」。などといった、シミュレーションをしながらボールぶつけをしていたので

、飽きることはなかったです。投手の気分を味わうのは面白いですし。

 「4球目がセンター後方に打ち返される」ときはどうしたのかといいますと。ま

ず投球して、ボールをキャッチ。その後で「打球」をつくります。その軌道も高

く上がったフライをイメージすれば、アパートの高い階にふわっとぶつけ、低く

伸びる打球をイメージしたときは、やや壁に近づいて下から上に突き上げるよう

に投げます。

 これはアナログな遊びですし、実戦を再現するという意味では限界があります

。しかし、昔の遊びシリーズで述べてきたことですが、不十分な環境での遊びの

利点として、類似の動きで代用するということ、与えられた条件をなんとかして

活用しようという意欲みたいなものが生まれるということが挙げられると思いま

す。実戦で現れるだろう動作を、実戦に近いリズムで繰り返し行うことが、多少

とも役に立つ練習になります。局面と動作とリズムのイメージトレーニングは、

もちろん家の中でもできることですが、やはり適当な壁があればそれを使ったほ

うが練習になります。そして、筋書きのないドラマをいくつも頭の中で組みたて

る楽しみも得られるでしょう。実際に「投球」でボールを連発したり、「捕球」

でエラーが出たり、壁ぶつけもなかなか思ったようにはいきませんでした。打球

もまたわたしのコントロ－ルのぶれ具合によって、あらぬ方向に跳ねかえりわた

しを鍛えてくれたものでした。

 書き忘れていましたが、グラウンドは固い砂利混じりで、イレギュラーなゴロ

にも事欠かなかったです。野球の実戦とは違いますが、さまざまな偶発的な出来

事があったために、遊びの面白さが増したように思います。人間というのは応用

のできる生物ですから、野球場とまったく同じ条件を再現しなくても、必要な動

作を組みこんだいくつかのパターンを実践すれば、ある程度通用する技術を習得

することができます。

【閑話休題；哲学に関連すること】

 こうした「まったく同じ条件」というのは概念上のものでして、実際のところ

は、そうした環境が「それにしかない固有の条件」を備えていることで「同じで

はない他の全ての環境」と区別されるというケースはさして多くないと思います



。環境条件には必ずゆとりや幅があり、おおむね同じ種類のものだ、というのが

ふさわしい集団を形成します。「家族的類似性」なんていう哲学用語もありまし

たが、これは観念における差異の強調との対比によってよりその意義が明快にな

る概念です。差異がそれほどまでに敏感であるのは概念の世界においてであって

、それは現実の自然環境がわたしたちに投げ返してくる反応とは違うということ

です。わたしの哲学でも、環境は差異に敏感ではない、とわたしは述べています

。すなわち分かりやすくいいますと、概念上 1.0001mmは 1.0002mmとは明らかに違

うものですが、自然の営みにおいてその違いに固有の条件を発見することは困難

、言いかえると、どちらも似たようなものだということになります。

 「理論体系はしたがって差異に敏感」です。上述の違いも増幅すれば、無限に

大きくなります。

 「自然環境はそれに対して多様でスポンジのように振るまう」という特徴を持

っています。微細な差異がそのまま明確な固有の境界を形成することはありませ

んが、変化自体は多様です。

 このように、人間の理性の営みにしても、自然環境にしても多くの面から構成

されています。そしてこの多面性は出力された結果から分類したのではほとんど

分かりません。入力の形態を考えることで推測することができるようになります

。上述の違いは、外部論理と第 3極・環境の違いで、前にも書いたかもしれません

。それはともかく、出力自体を切り離して見ると、それはどの面を表にして出て

きたとは語ってくれません。

 上に挙げた相違で有名なのは、ラッセルとホワイトヘッドの相違です。ホワイ

トヘッドと共著の仕事もしたことがあるラッセルによると自分は前者の理論体系

を重視していたが、ホワイトヘッドの思考にはどこか後者の自然環境のような特

色があったそうです。

（この二人は 20世紀前半に活躍した数学、哲学、論理学の専門家です。）

-----------------------------------------------------------------------

（３）哲学～ニーチェにおける国家と公理系

 今月も F・ニーチェについて書いていきましょう。参照するのは岩波文庫、氷上

訳の「ツァラトゥストラ（上）」第 2部、「大いなる事件」の章です。

 この章で、ニーチェは主人公ツァラトストラに、火の犬との対話をさせていま

す。火の犬というのは大地の病とされ、爆発と転覆の象徴とされています。お前

たちはしきりに自由といって唸り声を挙げるが、しかしおまえたち火の犬が、歓

呼して打ち倒し廃墟にする都市とそのシンボルの後に何が残ったという？。何も

変わらなかったではないか。本当に重要なときは、火の犬が騒ぐときではなく、



静かなときである。だが、老衰した教会や国家は、おまえたちのような煽動屋に

倒されるのがいいのだ。

 ニーチェにおいては国家批判が盛んに見受けられますが、ここではそれだけで

なく、革命とか労働者の権利要求など当時盛んになりつつあった社会運動にも厳

しい視線をおくっています。つまりは、国家とその転覆、どちらもニーチェの目

には好ましいものとは映っていないのですね。

 そこで国家と精神との距離をいかに考えるかが、今回のテーマです。（２）で

も述べましたが、類似のものを使って適切な距離感とリズム感をつかむことはで

きないでしょうか？。

 その 1つの方法が、国家を１つの公理系と同一視することです（「意味と認識」

における公理とは違い、あくまでも論理学でいう公理です、拡張版ではわたしは

公理という表現はやめるつもりです）。ここでは、学生時代に読んだ教科書の説

明を用います。公理系というのは、公理、定義、定理から成ります。法律に喩え

ると定理が実際に何かを定めている法、定義が体系内の用語を体系外の言葉と結

合させ、公理が定理の基礎が何かを述べます。（その他にメタ公理などもあるよ

うですが、省略します）。定義と公理は、仮定の部分に相当し、定理が帰結に相

当します。そして、公理は任意に選ぶことができます。たしかに仮定なんですか

ら、どのような仮定をしてもよさそうですね。

 ですから、わたし自身はやったことはありませんが次のようなことも可能だと

思われます。それは、適当に作成した定理（法）について、それを基礎づけうる

公理を作成することです。理論体系というのは、体系内の各要素は同時的に存在

しています。ですから、内的整合性が結果的に得られるのであれば、どこから体

系構築を始めてもよいと考えられます。（別のいいかたをすると、どんな状態で

あれ「運用状態であると申し立てられた体系」においては、体系内の各要素は体

系全体に対して同時であるということになります）。

 少々まどろっこしいことをしていますが、そろそろポイントです。

 このようにして理論的には、適当に拾い集めた法律についてそれを満たす公理

を造ることができるでしょう。理論によくあるいいかたでいえば、無限の時間が

与えられるのであればです。こうして、公理では、「なんびとも侵すことのでき

ない基本的人権が存在する」等々のシンプルでそれ以上理由を遡ることのできな

いいくつかの仮定が見出されることでしょう。

 このような法と公理からなる集合を国家であるとします。

 もしもこのような公理系国家が次のような公理やメタ言語を用いていたら、あ

なたならどうしますか？。

 「この公理は決して変更されてはならない」



 「すべての法はこの公理に基礎付けられていなくてはならない」

 「新たな法はすべてこの体系と連続的につくられなくてはならない」

 これらのメタ的命令は、公理選択の任意性とまったく相容れません。また、そ

もそも雑多に拾い集めた定理群から公理系を構築することが理論的には可能だと

いう見通しとも相容れません。公理選択が任意である以上は、公理系の種類が 1つ

しかないということはあり得ないことになります。議席の寡占状態や始めからの

一党独裁状態が政治的に不健全であるのは、公理系が独存しはじめるところにあ

ります。（ちなみに硬性憲法も決して好ましいものではありません）。独存の形

態には、体系内的なものと、現実における事実上の独存とがあります。後者は、

特別にメタ的な自己神格化はないが、運用者が１つの公理系を崇めてしまって、

結果的には公理系が「わたしはすべてであり、わたしは支配者である、わたしの

ほかに依るべきものはない」と宣言しているのと同じことになります。

 人につくられたものが、わたしを神々の列に加えよ、などと言っているのを想

像したら、どうでしょうか？。みなさんはきっと失笑するでしょう。

もちろんいい加減な体系がよいというのではありません。法体系は可能な限り整

合的であるべきですし、内部で矛盾を生じないように気を使う必要があります。

だらしのない法体系は法体系としての力を発揮しません。

 大事なことは、法というものは、必ず公理から形成されなくてはならないわけ

でもなく、既存の法からつくられなければならないわけでもないということです

。法自体は、何らの前提もなしにつくることができます。それが必要かどうかを

決めるのは、公理系の内部の都合ではなくではなく法が用いられるべきフィール

ド、つまり人々の生活の場なのです。

 基本的人権のような仮定は、そうそう変更することはできないものですが、民

主主義の基礎となるべき認識は、国家と公理系を同一視したときには明らかと思

われます。どのような公理系における公理も任意の選択の結果であるということ

。定理が適用されるべき公理系の外部のフィールドは「自然環境（第 3極）」の性

質をもっていて、この外部フィールドはそれ自身で変化すること、それゆえに定

理の形成は体系内的なものと、外部的な要因のものと２つに分かれるということ

。このようなフィールドに接する公理系は、フィールドの性質によって自己完結

はしないということ。

 これらの理由で、公理系国家を独存したものと見なさない運用者が必要になり

ます。運用者は人間自身であり、運用の専門家が法律家です。

 以上見てきたように、人間の生活している場所は公理系の外側にあり、そこか

ら運用者としてわたしたちは公理系を通じて生活の秩序を形成してきます。この

ようにして考えると、比較的穏健でなおかつ自由な立場で国家に対することがで

きるとわたしは思っています。公理系そのものを自然を模した曖昧なものにしよ



うとしたり、既存の国家観をばらばらにするというのは、かなり観念的な態度と

わたしには感じられますし、公理系自体を矛盾だらけのものに改変したりすると

いう考えにも賛成できません。でたらめな公理系を 1つつくったとか、公理系をひ

とつ投げ捨てたという行動に、それほど重大な意味は見出せないと思います。国

家と公理系を同一視するならば、むしろわたしたち人間自身がしっかりそれを支

えないと、公理系国家はすぐに衰弱してしまうのだ、わたしたちがしっかりしな

くちゃいけないと考えることができます。

 ニーチェが国家とその打倒への熱狂を評価できなかった理由が、ここまで来る

となんとなく窺い知れるのではないでしょうか。国家というのは、人間の豊かな

生活の表現手段の１つであり、人間が文化を表現する手段の１つに過ぎないとい

うことです。人間は地方自治を通して、或いは国政選挙を通じて、或いは日々の

活動を通じて自分を表現します。そのようにして現れる色彩こそ、目的とするの

に相応しいことである、とニーチェの卓越した文化観と国家批判からは感じられ

ます。目的と手段を取り違えないことはもちろん必要ですし、他方で手段を強い

て遠ざけることもないのです。

 

 わたしの哲学においては、以上のことは外部論理と第３極・環境についてから

説明されます。論理学における公理よりずっと大きい範囲を射程にする理論であ

ればこそ、公理系を内に含む形での説明が可能になっています。わたしは、しか

るべき理由を考えようともせずに雰囲気だけで民主主義であるとか人権であると

か言う人たちが好きではないのですが、公理系の性質について考えることで、「

やむをえないから」「それ以外の選択肢がないから」といった意気消沈しながら

の独善的な言いまわし（独善的怠惰とわたしは名づけていますが）を使わずに、

民主的ということを説明できたのではないかと思います。消極的装いは必要あり

ません。

 今月は長くなりました。しかし人権についてはまだ説明していません。同じよ

うな説明ができればよいですが、日程はまだ決めていません。

それではまた来月。（8月 17日 高山大祐）

-----------------------------------------------------------------------（

４）紫陽花通信 １）新ホームページから ２）週報より転載

・新ホームページではじめたこと～第 2回「WELCOME古物」

 前月号では Lihについて説明しましたね。新しいホームページではショッピング

カートを借りることができたので、これを生かしてなんかやろうと思い立ちまし



た。新刊書籍の販売だけでは、地域通貨対応の面で少し物足りないと思ったので

、古物商の許可をとって、古本を売ろうと考えました。まあ本だけでなく古物全

般扱っていますが、中心は本だろうなと思ってます。買取は円で行って、量次第

でポイント還元をします。

 松風は古物に関してはさして目利きではないので、とにかく最初は読んでほし

い本を集めてこようと思っています。ホームページにも既に書きましたが、流通

コードをつけていない NPOの刊行物なども歓迎です。あとは自費出版をした人の本

。仕入れも古物買取もどちらも可です。書物が真に生きるのは、販売総額も大事

ですが意欲ある読み手に触れたときです。あなたの書いた本を、ユリウス・カエ

サルの報告の隣に置いてみませんか？。

（週報 7月 28日より転載、ちょっと直しあり）

・地域力向上フォーラムをみてくる

 7月 11日に、地域力向上全道フォーラムというのを見てきました。

NHKの「難問解決！ご近所の底力」の司会 堀尾アナ、大阪大学大学院教授 山内

直人さんら 4人が参加した三時間のフォーラムは賑やかでした。

 山内さんのソーシャルキャピタル（物財だけでなくネットワークなど目に見え

ない要素を含めた資本力）の解説は、説得力がありました。

 地域の力は、BONDINGと BRIDGINGに分類されるそうです。前者は、共益的で閉鎖

的（町内会など特定集団のための活動）、後者は公益的で包含的（NPO、市民活動

）だそうです。

 後者のほうが響きがいいのですが、まあどちらも大事なのでしょう。ソーシャ

ルキャピタルは、政策評価にも導入されており、犯罪防止や教育、政治への市民

参加などを測る指標となっているということです。

 次に堀尾アナが出てきて、40分では時間が足りないと威勢のいい発言で講演を

開始しました。「難問解決！ご近所の底力」から地域力解決のヒントを探るとい

うお話。五歳まで長屋に住んでいたというお話など、なかなか楽しかったです。

 しかし聞いていると若者というのも大変で、難問として「若者のタムロ」

「若者が祭りに参加しない」などが挙げられていました。

 たむろすんな、祭りをやれ、と要求のあめあられですから日本の若者たちもご

苦労様なことです。ですが彼らにはすべての要求に応えて日本を高々と持ち上げ

てもらいたいものです。

 パネルディスカッションでは、地域力向上の具体的な方策などが話し合われま



した。キーパーソンの必要性、外部招聘、地域の特性を知り強みを伸ばす（山内

さん）、成功にも失敗にも人の問題が大きい（堀尾さん）、ニーズに柔軟に対応

した情報発信（森田さん）など、面白いお話を聞くことができました。

（転載終了）

いかがでしたか？。今月の遊びの中に哲学を探そう。哲学は、2ヶ月続けてニーチ

ェでしたが、ニーチェを読むのであれば初めに「反時代的考察（特に 3と 4）」「

ツァラトゥストラ」「悲劇の誕生」などを読むことをおすすめします。また初期

から中期の古代ギリシア文化研究や、書簡集がおすすめです。現代では生産的な

精神への本能的拒絶がありますが、「そんな自分が嫌い」なら、文献学者時代の

ニーチェを読むと非生産的環境からいかにして脱却してゆくか、という実例に触

れることができると思います。それではまた来月お会いしましょう。（8月 18日

高山大祐）
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