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

 こんにちは 2006年 2月の「遊びの中に哲学を探そう」のお届けです。
みなさんいかがお過ごしですか。私はいいといえるほどにはよくないとい

う状態で、ありていに言うと体の調子はあんまりよくありません。でもい

ろいろと書き続けております。

 2 月といえばトリノオリンピックが開幕しますね。今回のオリンピック
放送は真夜中、くれぐれも寝不足には注意してくださいね。

 私はボランティア先の方から、真偽は確かめていないのですが、スキー

ジャンプは昔は囚人の刑罰だったという話を聞きました。なるほどね～、

ところで。

 ソリに乗って頭から突っ込んでいるスケルトンの人も、実は自分が罰ゲ

ームをやらされていると気づかないで真摯に練習を重ねているみたいで

すね。なんでもすごく怖いけど、練習するうちにわずかに首をもたげて客

席を眺めることもできるようになるそうです。「まずは罰ゲームに気づけ

よ！」と思って、失礼だとは承知しつつ大笑いしてしまいました。

 いや、とにかく選手のみなさま結果に関わらず頑張っていただけたのな

ら、私は拍手を送りたいと思います。今年も世界の平和と喜びのあふれる

ことを願っております。

 今月のメニューは、囲碁将棋、アメフト用語、哲学、紫陽花通信です。

ごゆっくりとお楽しみください。（2月 15日 高山大祐）

-----------------------------------------------------------------------
（１）囲碁・将棋など

・いまさらハーツ～性格ワルすぎなカードゲーム

 去年買い換えたパソコンにくっついた「ハーツ」というゲームをやって

みました。一言で言えば、「相手に札を持たせて勝つゲーム」です。とは



いえ、はじめたばかりで技もよく分かりません。そんなときは落ち着いて

自分のいる状況を明らかにしなければなりません！

 「今のところ理解しているゲームの概要」

1. 4人でやるらしい。
2. 場に札を出す前に謎の儀式がある。（隣の人に 3枚カードを渡すのだが、
別隣から 3枚渡されるので、差し引きはたいして変わらないことが多い。）
3. 上がったとき、ハートの札は１点、スペードのクイーンは１３点。点
数が多いと負ける。得点が 100点に達した敗者によってゲームが幕引きさ
れる。

4. ハートの札全部を持って上がるとすごい大技らしいが、失敗するとみ
じめなので狙うのはまずい。

5. スペードのクイーンで大体勝負は決まる。
6. 「ヘルプ」によると序盤に強い札を出すほうがよい。

 とこのように私は理解しているのです。なんとも厳しいゲームじゃない

でしょうかね。今まではとりえあえずスペードのクイーンを避けるという

戦略だけでいってましたが、一位にこだわるのならば、逃げ切るために早

い段階で 100点達成する人をつくるとか、追い上げるために一番負けてい
る人間を狙わないなどの細かい観察と技術がいるのかもしれません。なん

とも朗らかじゃないですね～。しかし、なかなか面白いゲームでした。あ

まりスペードのクイーンを持たされると、「このソフトなんか仕組んでい

るのかな？」と思いたくなったりもしますが、一度なれると簡単なのでお

試しください。（2月 4日 高山大祐）

・将棋の攻め方その３～攻防のバランス

 「寄せを見た攻め」「押さえ込み、盤面制圧」と見てきましたが、今回

は第３回目「攻防のバランス」をお送りします。私が考える中では一番分

かりにくい攻め方ですが、難易度としては前の２つとそれほど変わりない

と思っています。より明らかに言えば、「陣形をコントロールする」とい

う攻め方です。

 ある局面での両陣営の形成する形態というものが必ずあろうかと思い

ます。その形態は具体的にどこのマスに「利き」がいくつあり等々という

ように、とどのつまりは見たままの事実を偽りなく（当然ですが！）表し

ています。

 私は以前、円という図形はそれ自身で機械として見ることができる、と

言ったことがあります。同様に進行中の将棋の一局面も、駒の定義等のい



くつかの前提のもとに機能する機械だと見ることができます。何の考えも

なく動かした結果であっても、前提を破らない限りこの機械の動作の一環

としてみることができます（※むろんそのように見ないで、木製の装飾品

と見ることだってできます）。

 このような機械の半面、つまり自陣と自駒に注目します。自陣と自駒に

おける利きや升目の占有、および定義しにくいような利便性や機能性など

をひっくるめて、「自陣のポテンシャル」と呼ぶことにしてみます。ポテ

ンシャルはある抽象的な量として仮定されることができますが、その定義

が明確でない場合にこのような量を読みに混入させても確実さはさして

上がりません。

 しかし、方針を立てる意味でこの考え方が効果的になる場合があります。

ある局面においてポテンシャルを勝利に近づくようにコントロールする

ということは、｛自玉の安定、自陣の機能性の向上、相手玉の不安定さの

増大、相手攻撃陣の機能性の減少｝といった指標のどれかを上げるような

一手を指すということになります。

 肝心なことは、相手の応手によって将棋という一つの機械が表している

ポテンシャルの分布が大きく変わるということです。そうするとそれに対

して、こちらもまたポテンシャル分布を最終的に自分の方がちょっとだけ

有利になるような手を指そうとすることでしょう。

 これが攻防の中で自陣のポテンシャルをコントールする＝冒頭に挙げ

た攻防のバランス、ということです。私の知る限り羽生四冠の将棋には、

自陣のポテンシャルへの優れた感覚があるような気がしています。また大

山、升田、中原、米長といった懐の深いタイプの棋士もやはり攻防の中で

相手を抜く味わい深い手を指すという印象があります。

 人間の力でこの将棋ポテンシャルという抽象的な量を厳密に定義でき

るかどうかは分かりませんが、それだけに将棋を指す人たちが何をポテン

シャルを表す指標と捉えているかに違いが出てくるのが面白いともいえ

るのではないでしょうか。

 攻防の中でわずかに相手をリードする手を指すというのは、手ごたえ十

分の強烈手とは違って目立たないですが、将棋という繊細な機械への理解

を示すものだと思います。

 さて将棋の攻め方シリーズはここで一度終わりです。

・将棋タイトル戦情報：王将戦羽生 4冠 3勝 佐藤棋聖 1勝。棋王戦羽生
４冠ゼロ勝、森内名人 2勝。
・今月の読書 「決断力」(羽生善治、角川文庫）



・今月の囲碁  ネット観戦が中心でした。プロ囲碁では、棋聖戦が行わ

れているらしいですね。

 （2月 15日 高山大祐）

-----------------------------------------------------------------------
（２）アメフト用語を使ってみよう！ 「ヘイルメアリー」

 ・応援している方が負けそうになっていたら使う言葉

 みなさんこんにちは第 2回アメフト用語を使ってみよう！のコーナーで
す。世間ではもうアメリカ最大のイベントであるスーパーボウルが終わっ

たというニュースが流れていますが、丁度良い機会です。来シーズンが始

まる 9月までに用語をちょろっと覚えてアメフトファンになりましょう。
今月号は「ヘイルメアリーパス」です。頻度は最近下がりぎみのように思

います。その理由は後半で大胆に決定しようと思います。

 少しばかり予習したところ、最近耳にしなくなった「ヘイルメアリー・

パス」或いは「ヘイルメアリー」は、試合終了間際あるいは前半終了間際

に、攻撃側が「成算はないが得点を求める試みる攻撃」のことを指すとい

うことです（米語由来を調べてないのですが、ヘイ！マリア様みたいなニ

ュアンスなのかもしれません。調べてないので受け売りして恥をかいても

知りませんが）。さて、なんと、見苦しいあがきであることよ！と長嘆息

された方、あなたは正しい。この言葉を使うときには、劣勢を承知で見栄

を張ってみせて、大いに楽しみましょう。好きなチームが、ヤケクソで投

げたパスで勝ちました。友人がそのことを聞きます。

質問「最後のパスはすごかったね、あれがヘイルメアリーってやつなの？」

待ってました、待ってました。答えてください！

「いや、違う。ヘイルメアリーではない。このようなシチュエーションを

想定したスペシャルプレイをこのチームはいくつも用意してある。天に祈

ってパスを投げるのはもっと厳しい状況のときだ！」。

 今回は、人間のもつ虚栄心が絡みますので難しいかもしれませんね。要
点は、「ヘイルメアリーだろ？」と突っ込まれたら、「いいや違う、ヘイル

メアリーではない」とボケることです。例文にも載せたのですが、今流行

しているらしいのは、スペシャルプレイなどと言われることのある、滅多

に出さない戦術です。たしかに計算された（デザインされた、といいます）

プレイでありますが、成功率はそれほど高くないため、たまにしか使われ

ません。スペシャルプレイとヘイルメアリーパスは間違いなく違うものな

のですが、概して人間はヘイルメアリーをもスペシャルプレイと言いたが



るようであります…。そうか、だからヘイルメアリーが減っているという

わけですね。理由が今、決定しました。

 今月はこのあたりで。前回予告したフォルススタートではありませんで

したね。来月の予定は、「ダブルタイトエンド」です（変更の場合あり）。

お楽しみに。（２月９日 高山大祐）

 

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

（３）哲学

・「ある」か「ない」かの話

 ウィトゲンシュタインは「論理哲学論考」において、矛盾した命題につ

いて面白い指摘をしていました。

 今回は似ているようで少し違うことを述べます。命題を否定して、もう

一回否定すると論理学的にはもとに戻る、言い換えれば二重否定は肯定に

なります。少し粗く整理しますと、論理学では命題の肯定と否定を対称関

係にあるものとして取り扱います。これは正しいことです。なぜかという

と 2値論理が使われているためです。
 私の哲学においては 2値論理が妥当である理由が現れています。そのこ
とに関連するのが今回のテーマである「ある」と「ない」です。

 哲学におけるきっかけはさまざまですが、どんなきっかけであったにせ

よ、まず自分の置かれた状況を知ること、言い換えれば自分の置かれた状

況を客体として見ることが大切なことです。

 第一の段階は自己と対象を知ること。そして第二の段階は、自己が対象

の中で特別なものでないと知ることですね。これらはこれまでの哲学が説

いてきたことでもあるはずです。しかしながら特別でないことを知る自己

とは「不肖わたくしめは」と言うだけの特別な自己ではなくて、対象のう

ちには自分と同じだけの権能を持った自己が多数あると知る自己のこと

です。私の哲学ではそれゆえに、こうしたもろもろの主体の間にあるもの、

すなわち「ある情報（対象）」が、考察の端緒となっていました。

 この光景で判明すること：それは前回に書いたことですが、否定はせい

ぜい人間のことであるということです。

 ある自己にとって「ない」ということ、それは彼にとってないに過ぎな

いことです。他人にとってはあるかもしれない。しかしながら、ある自己



にとって「ある」ことは、その形で真実を現しています。空想の所産とい

えど、なんらかの形であると述べることは正しいことであって、問題はそ

の正しいものが不適切に運用されるときに起きる。

 こうして興味深い光景が見えてくるのです。論理学的に扱われない場合

に、この世界における事象の「ある」と「ない」には微妙なずれがあると

いうことです。「ある」ということは、それだけで世界的な真ですが、「な

い」ことは、まずは個人的な真に留まっています。

 しかしながら、私は 2値論理が妥当であり、それには理由があると述べ
ています。もちろんこれはクイズではないので、読者の方はこのことでは

頭を悩まさないで下さい。

 この哲学によって映し出される世界は「ある」から成り「あれ」で造ら

れます。なんと深遠な世界でしょう！ それではまた次号をお楽しみに。

（2月 16日 高山大祐）

 

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

・公開ファイル情報

 次に公開するファイルは何になるのでしょう？ 何がなんでも 3つ公開
しなければならない理由もないわけですが、せっかくたてた目標です。現

状をちょっとお伝えしておきましょう。「全体」2本、「悪について」2005
年作成版、「複数内存在と外部論理」は中身はできているが校正前、あと

一本精神史ものの本編はできています。これは、真剣に書いてはいますが

やや軽いタッチを目指しました。私の願いが叶うのなら、間接的に私の書

いてきたものを補強してくれるでしょう。ということで、「自由について」

を含めて 2005年 12月から 2006年 3月までに 4本という目標はまずまず
達成できそうです。

 先月号でちょっと触れたはずの市民活動ものはどうか？ こちらは草

稿段階です。

・ミニ精神史 作・会長

 精神史研究会では、私は結構な量の草稿を持っています。率直に言うと

出来上がりのよい他人の本を読んで書くということは、とても気分的に楽

ですし、疲れ方もそれほどでもありません。私はただの食通に過ぎないよ

うな人間たちが独創性のあるものを書いているとは全く信じませんが、私

は自分の書くものについて意識的に参照したものについてはほとんど書



いているつもりでいます。自分と比べてはいけませんが、良い本というの

は意識的参照項目が明快であることが多いと思います。

 一般に「これはオリジナリティがあるね」と言う場合、それは作品の中

に独自の色調が混じっており、そしてそれが効果的であるということを指

します。作品の中のいかなる断片もまったく過去のいかなる作品にも遡る

ことができないということはほとんどないでしょう。しかしながら、それ

は現代において類似品しかないという極端な主張には繋がりません。独創

性は程度の問題であって、誰の作品にもあります。

 私の精神史草稿は、かなり独創的なものだと思います。ゆえあって、ま

とまって発表することができないことも考えられるので、紫陽花通信でた

まに触れていこうかと考えています。

 ミニなんで、せいぜいのところ面白い逸話くらいです。自分としては一

番載せたいものが多いのが精神史なのですが、少数の声が本編の「意味と

認識」を読みたいとささやきます。たしかに他人の書いたもんにそんな長

い時間とっても仕方ない。そんなわけで、しばらくはミニでご辛抱を。不

定期に書いていきますのでどうぞお楽しみに。（2月 15日 高山大祐）

今月の WEB版付録「精神史ミニ画像」

（3月 14日）



 しばらくの間はミニに移行するので、精神史研究用のノートの画像など

を載せてみました。そのままあらすじをなぞったり、コメントをしたり、

別の本と関連づけて考察したりしています。来月号からのミニ精神史は硬

軟織り交ぜた内容になればいいなと思っていますのでお楽しみに。

（後記）

いかがでしたか、今月の遊びの中に哲学を探そう。また来月もお楽しみに。
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