
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「松風（先生）の遊びの中に哲学を探そう」2006年 1月号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

目次（ごあいさつ）

  （１）囲碁・将棋

  （２）アメフト用語を使ってみよう！

    （３）哲学～「自由について」の公開
  （４）紫陽花通信

-----------------------------------------------------------------------
（ごあいさつ）

 明けましておめでとうございます松風です。和服もタキシードも着るこ

とはなくても、正月らしい気分になっていました。そして 3月までに 4本
分のファイル公開を目指して作業していました。

 今月の「遊びの中に哲学を探そう」のメニューは、囲碁・将棋、アメフ

ト用語、哲学、紫陽花通信です。ごゆっくりお楽しみください。（2006年
1月 10日 高山大祐）

-----------------------------------------------------------------------
（１）囲碁・将棋

・ 将棋の攻め方いろいろ「その２・盤面制圧」

 さて第 2回です。当初はいっぺんに書くつもりでしたが、諸般の事情で
止めました。将棋の攻めには、相手の陣形を崩すだけでなく盤面を自分の

駒で制圧するという方法もあります。将棋というゲームは、81マスを用い
ますが、そのうちの 27マスが自陣、27マスが敵陣、27マスが中間地帯で
す。してみると、中間の 27 マスの過半数を勢力下におけば、盤面制圧と
なるんではないか？と予想することができます。実際はそれほど簡単では

ないですが、手や対局の流れが読めないときなど、こうした基本的な事実

関係を頼りにせざるを得ないこともあります。

 基本方針～「地の利を確保して駒得へつなげる」

 まず中間地帯の勢力図式についておさらいです。馬鹿にするな、という

方もおられるかもしれないですが、歩兵について説明します。歩兵は自分

の前にある 1マスが「利き」で、ここに相手の駒があると取ることができ
ます。そして駒の現在位置がありますね。歩兵が自陣から一歩中間地帯へ



踏み出すと、「利き」が一つまえへ出て、自分の駒が中間地帯を占有する

ことになります。

 駒は重ねておくことができませんが、「利き」は重複を許容しています。

相手の歩兵も一歩前へ出ると、5 段目で歩兵の「利き」が重なります。こ
の瞬間の中間地帯での「利き」の優劣はありません。しかし、片方の歩兵

の後ろに飛車や角がいて、「利き」の場所や歩兵を支えていることがあり

ます。地の利は、こうして「利き」を強めたり、中間地帯の駒を味方の駒

の利きで支えることから形成されていきます。

 「利き」の強化には、一点集中方式もあれば、平均的に強い形をつくる

方法もあります。どちらかというと一点集中は攻撃的な構え、平均的に利

きを重ねていくほうが、今回取り上げている盤面制圧には適していると思

われます。

 「利き」の強化に密接な歩兵の性質～歩兵の性質は自分の 1歩前にしか
進めないというものです。盤面制圧にあたっては、ずらりと向かいあった

歩兵の性質を理解することが大切です。相手が歩兵を突いていないところ

には、2 歩自分の歩兵を前に進めることができますよね。もう一歩進むと
取られてしまいます。2 歩進んだところでは、相手の歩兵が一歩でも動く
と取られてしまいます。2歩進むことを「位を取る」と将棋では呼びます。
 こうして位を取ったところでは、相手を陣地の中に押し込めることがで

きますし、そこから何かしようとすれば、多くの場合駒を入手できる状態

になります。もちろん、歩兵だけで将棋を指しているわけじゃないので、

斜めから歩を取られてしまうことだってあるのですが、位取りの利点は今

挙げた点になるでしょう。もうひとつ、陣地が広くなって自分の駒の配置

の自由度が増すという利点もありました。

 適切な位取りを行うには、結構な棋力が必要です。相手の玉の上方で 2
つ並んだ位を取るのは将棋においてかなりの好条件とされていますが、当

然相手も実現を阻止しようと動いてきますので、それを防ぎつつ地の利を

確保しないとならないのです。

 ですから地の利の確保にあたっては、自分だけうますぎる形を望まない

ことも大切です。位取りや、さらに一歩進んだ「拠点」などは大変な好条

件ですが、通常は勝負のポイントは出来上がった拠点ではなくて「拠点の

構築中」になります。相手が強ければ要所の拠点を築かれる前に、「もっ

とましな劣勢の戦い」を選択してきます。

 ここで盤面制圧の第 2 の側面が現れます。地の利から駒得そして、「相
手の攻撃力を減少させる」ことです。駒得はただちに得したほうが有利に

なるわけでないですし、相手の攻めが弱まると決まったわけでもありませ



ん。地の利を生かすという一貫した方針を立てるには、相手の中心になる

攻め駒を見抜いてその動きを封じたり、場合によっては奪ってしまうとい

う見通しも必要になってきます。

 攻めは飛車角銀桂といわれますが、相手の 4枚の攻撃をいかにして封じ
こめるか、封じるにはどの駒を狙ったらよいか、そういうことを考えるわ

けです。もしもこの数を 3枚 2枚と減らすことができたら、将棋というゲ
ームの性質上、こちらの持ち駒は 2枚 3枚と増えていきます。自然勝負の
行方も見えたというものでしょう。

 駒を取らないまでも、攻めるためには使えないという状態に追い込むこ

とも、地の利を生かすという意味では大きな成果だといえるでしょう。

「玉飛接近すべからず」というように、玉のまわりに攻撃用の駒がたくさ

んあっても、かえって危険な意味があります。会議室で火器を持って歩く

ようなもので、「場違い」というやつです。

 地の利、駒得、攻め駒封じ、と挙げてきましたが、2番目と 3番目は順
番が逆のときもあります。盤面制圧にあたっては、位や拠点といった盤面

を広く制圧することと、相手の攻撃力を封殺するという方針を臨機応変に

切り替えるのが大切です。

 「激辛流」という言葉が、将棋界では以前に流行しましたが、盤面制圧

は、わずかの利点を逃さない辛い戦い方です。やられたほうは身動きがと

れずに相手がどんどん迫ってくるのを見ているという、かなりツライ思い

をするようです。

 ちょっと嫌われる指し方かもしれませんが、盤面を広く見渡すことにな

るので、棋力向上に繋がる指し方ではないかと思います。また、将棋の観

戦記などで、押さえ込み、位取り、入玉、（激辛）、といった単語が出てき

たら、盤面制圧に関係があるな、と思ってみてみると面白いと思います。

 （次回は、攻防のバランスに関係する攻め方について書きます。）

・ 横歩取り 23歩ブーム
 松風は最近やや古い定跡である横歩取り後手 23 歩を指しています。横
歩取りの主流は現在後手 33角戦法。23歩は、先手ややよしです。そして
結論のあらかた出揃った定跡形を指すのに便利なのが将棋ソフトです。松

風愛用の激指シリーズは次々に最新版が出て、今となっては私の使ってい

る激指 1は、ずいぶん昔のソフトになってしまいました。しかし 100万手
の定跡を蓄積し、先ごろパソコンのバージョンアップも為されたので、ま

だまだ使えます。

 やや先手良しとされる 23 歩戦法だけど、いうほど悪くもないんじゃな



いの？と思って集中的に指してみました。これは後手しんどいです。詳し

くは遊扉閣(play.lc-lih.com)に棋譜をアップしますが、先手は大別して 36
飛車からの飛車角交換と、32飛車成りからの飛車金交換を選択できます。
後手としては 36飛車ならなんとか互角、32飛車成りとされるとかなり苦
戦です。先手としては飛車成りでいいのだろうけど、36飛車でも十分やれ
るという感触です。

 32飛車成りだと、こっちの打った角がすかされて逆に目標にされるので
すから、たしかに良い流れとは思えず、現在敬遠されるのも分かるような

気がします。しかし松風、ただでは劣勢の定跡を離れません。冴えない 25
角を打って苦戦しているのに、さらに危ない定跡外の手を指して激指くん

を困らせて 1番勝っておきました。ＣＰＵが強化された激指くんは、ちょ
っとだけ強くなっているようです。

 ＷＥＢ版付録：新手の局面

 これが謎の新手７２銀の場面。駒割は金と香車の交換で後手の駒損です。

定跡では 52 金と上がって 63 の地点を守ります。72 銀では苦しいのです
が、当たりを避ける効果は多少あると思います。（付録作成２月１１日

高山大祐）

 ・囲碁やその他のゲーム～新年早々夢で囲碁対局

 ここのところ囲碁とご無沙汰になってしまいましたが、夢で再開です。



なかなか良い計らいをしてくれるもので、松風好手を連発していました。

結果までは分かりませんでしたが、幸先よく囲碁を楽しませてもらいまし

た。夢よ、ありがとう。指したい手も自然に生じてきましたので、今年も

囲碁をやっていこうと思います。またチェスは次の一手問題などたまに解

いています。こちらもまだまだやりたいと思うのですが、相当時間がある

ときじゃないと記事を書くところまでいかないかもしれません。

 その他のゲームですと、フリーセルやマインスイーパがパソコンを買い

換えたおかげで再びできるようになりました。シンプルで気分転換に適し

ていますが、そればっかりにならないように気をつけなければ、と思って

います。それではまた来月。（2006年 11月 10日 高山大祐）

-----------------------------------------------------------------------
（２）アメフト用語「セイフティ・ブリッツ」を使ってみる

 今月から本格的に、スポーツを他人に説明するぞ、という課題に取り組

みたいと思います。先月号で説明したように、ルールを丸ごと覚えるより

は、よく出てくるフレーズを覚えるほうが、ゲームに早く慣れ親しむこと

ができるという面があります。

 そこで第 1 回はアメリカンフットボール用語「セイフティ・ブリッツ」
をいってみましょう。いきなり頻度最低レベルですが、かっこいいフレー

ズから覚えなくちゃあいけません。

 知っている人は別にしてみなさん、セイフティブリッツって何だと思い

ますか？ 何も分からなくても語感とか、セイフティの意味などを推測す

ることで、漠然としたイメージを形成してみてください。安全ねぇ、でも

ブリッツというのは、強襲するみたいなニュアンスの言葉です。安全に襲

い掛かるのですかぁ…。そうですね～、知らなくても推理できることもあ

りますが、やっぱり知らないと分からないこともありますよね～。

 セイフティというのは、ディフェンス・チームのポジションの名前です。

そして、セイフティブリッツとは、セイフティの選手が、相手攻撃のクォ

ーターバック（攻撃の基点の選手）を狙って敵陣に走りこむという「戦術

の名前」です。

 使い方は簡単、アメフトをテレビで見ていたら、応援したいチームが今

まさに守っていることを確認してください。そして、応援してください。

「セイフティブリッツを使え！」。

 これで完璧です。実況席が視聴者に逆らうこともままあります。「コー



ナーバックブリッツが有効ですね～」「ラインバッカーが二人ブリッツに

入るというプレーが得意なチームですね～」などと言うことがあります。

ブリッツとつく単語はみんなセイフティブリッツと同類の単語ですから、

「何を逆らってやがる、コーナーバックじゃ駄目だ、セイフティだ！、セ

イフティをブリッツに入れろ！」と反論します。

 いかがだったでしょうか？ ワンフレーズ万能主義。次回は「フォル

ス・スタート」を使ってみましょう。これは本当に頻出単語です。（変更

の場合あり）。（2005年 12月 28日 高山大祐）

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

（３）哲学

 12月末に「自由について」というファイルを公開しました。もうご覧い
ただけましたか？ 私の場合は、「意味と認識」という自分の著作に基づ

いて考察しています。自由を本格的に論じるには、ある種の世界観が必要

になります。今月はこのことに関連して書いていきましょう。

 「命題の論理は、第一義には自己の論述を証しするものであり、自分の

知らない対象に適用してもそれについて何かを証明できるわけではなく、

自分が何を新たに知らねばならないかだけが知られる」

 長々としていますが、最初に命題論理に触れたときには、その素晴らし

さに眼が眩むような思いがするのではないでしょうか。命題論理を私の本

では外部論理と呼んでいますが、それはなるほど論理自体としては客観的

であり主観には依存しないですが、その有効領域は「行為主体」とそれが

残す痕跡の間です。

 自分が何の知識も見解も持たないような対象について、「それがあると

いえないからないとせざるを得ない」或いは反対に「それはないとは言え

ない以上はあるとするしかない」と言っても、これは当の対象の解明には

寄与しません。はじめから知らないのですから、あるともないとも言いよ

うがないのです。これはよく言われるように、問題定立の仕方に問題があ

るということになります。

 自由とは何ですか？というときに、時間や宇宙についての見解がないま

まに命題を立てたとしても、「見解がない人は自由についてこのように振

舞う」という実例を提供するのみです。あると述べたい人は「ない」とい

う命題を論駁しようと思いますし、「ない」と言いたい人は「ある」とい

う命題を論駁しようとします。



 論駁のうちでもっとも簡単なものは、全称命題（すべての～は～である）

の論駁です。ただ一つの反証でよいのです。勢い、否定したい主張を全称

命題と解釈したくなるという誘惑が生じてきます。

 未知の対象に命題論理を用いて最も効果的なのは冒頭に書いたように、

これから調査するべきポイントを明確にするときです。「もしこれこれの

ことが分かったならば、私はこのような論述を書くことができるだろう」

という具合に、形はいろいろですが、命題論理の運用にあたっては、客観

的な論理に対しての主体的な運用姿勢が求められます。論理の素晴らしさ

や客観性に圧倒されて、その導くままでいますと、皮肉なことにまったく

自分の好みによる論理操作が始まってしまうことになります。ある事象に

ついて命題を立てるとは、命題にすべきものを事象の中から選び出す作業

です。何が必要で何が不要かは自分で決めないといけません。

 論理というのは、「自分の論述を証しするため」、つまり自分の知識や見

解をみなさんに対してこのようにして明らかにします、という目的に使用

されるときに、その客観性が最大限に生かされるのです。

 そのときに論理の客観性は、人々の知恵の協働を可能にするのです。

 「良い文章を書くには主張すべきものを所有することである」とはショ

ーペンハウアーの言葉ですが、けだし至言でしょう。他方、論理を用いれ

ば「事象の純粋な解釈」（或いは同じことですが「事象の不純な解釈」）が

できると思うのは大変に危険なことです。なぜなら論理は事象の解釈の段

階には不向きだからです。「論述で自分を明らかにするものだけが論理の

客観性の恩恵を被る」ということ、言い換えれば「論述で自分を隠そうと

すれば解釈の罠に落ちる」。行動派の人物はたいていは論理的なものです

が、それは行動の性質が論理的であることを要請するからです。一方で事

象の解釈というのは、地上初めて出されるものでさえも、ア・プリオリに

一つならぬ可能性のうちにあります。このことを自分に隠さずにいれば、

心の中であっても人は行動的であれることでしょう。率直であることはコ

ミュニケーションを促進する良薬ではないかと思います。

 それではまた来月。（2006年 1月 13日 高山大祐）

-----------------------------------------------------------------------
（４）紫陽花通信

・どうするどうする 2006年
 2006 年が始まりました。今年は、ファイルの公開を中心にしたいと思
っています。2005年 12月には「自由について」を公開しました。そして
作成中のものが 1つ。校正途中のものが１つ。主に哲学が中心ですが、紫



陽花で行う市民活動に関わるものも構想中です。必要は発明の母、努力は

発想の父。後半については本当かどうか知りませんが、とにかく新年に気

分も新たに書きたいと思っています。

 ところでちまたのブログでは、音楽や映画など仕事の模様を逐一書いて

いるものもあって、参考にもなりますし興味深くもありますが、自分では

あまりやろうとは思わないな、という気分にもなります。

 でもってちょっと練習してみようと思いました。

 「今日は年末に公開予定の「自由について」の校正をする。人はどうし

て分からないときには自由はないと結論したがるのだろうか？ そして

どうして強制されていることの証拠を求めるのだろうか？ おそらくそ

れは自由が希望だからだろう。あると述べて、それが否定されると、落胆

も大きくなる。そこには人々の価値がどこに置かれているかが、現れてい

る。しかし否定はせいぜい人間のこと。困窮のある世界を肯定することや

世界を更新することには人間を越えていく偉大さや崇高さが含まれてい

る。」

 こんな感じです。正確にこの通りに考えていたわけではないです。こう

いうことをブログに書けるのはタイムテーブルのしっかりした人かもし

れませんね。私のブログにこのような文章が出てきたら、時間割りが決ま

っている時期と思ってもらっていいのでしょう、たぶん。

（2006年 1月 15日 高山大祐）

 いかがでしたが？。今月の「遊びの中に哲学を探そう」。それではまた

来月お会いしましょう。
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