
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「松風（先生）の遊びの中に哲学を探そう」2006 年 6 月号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

目次（ごあいさつ）

  （１）囲碁と将棋

  （２）アメフト用語を使ってみよう！

    （３）哲学
  （４）紫陽花通信

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

 みなさんこんにちは。6月はいかがお過ごしですか？ 北海道の 6
月は過ごしやすくていい季節です。しかし昨今の気候変動は、やは

り 20 年前とは違っているように感じます。今は、変動が激しく、
急になっているのではないかな～と思います。天候がこのように急

変しても、体のほうはそれほど急には慣れてくれません。

 種の適応能力というのは、1 世代では現れなくて、漸次的で数世
代に渡っての変化をもたらすものなのでしょうか。一方人間は 1 世
代で環境を破壊することもできれば、それに対策を講じることもで

きます。この知的構成力とでも呼べるものは、種としてのあり方を

土台として成り立っているのでしょう。種の能力や、人為的な撹乱

に対して強くない生態系と上手に付き合うには人間の数世代の視野

を必要とします。速効性が大きな利点である知的な構成力を数世代

の視野で発揮することが必要な時なのかもしれませんね。

 さて今月は、囲碁と将棋、アメフト用語、哲学、紫陽花通信とい

う構成です。どうぞ最後までお楽しみください。（2006 年 6 月 12
日 高山大祐）

-----------------------------------------------------------------------
（１）囲碁と将棋

・将棋名人戦

 将棋名人戦の第 5 局は 6 月 1 日、2 日に行われました。戦型は矢
倉戦です。この将棋の立ち上がりは、76 歩 34 歩、66 歩と進みまし
た。このとき後手は振り飛車と居飛車を選択できますので少し損に

見えますが、横歩取りや角換わりを選択させない意味があります。

対局のほうは先手谷川九段が攻めきり 2 勝目を挙げました。



【速報 森内名人防衛】

 名人戦第 6 局は森内名人が勝利して、通算 4 度目の防衛に成功し
ました。

戦型は後手谷川九段の一手損角換わりとなりました。この戦型で相

腰掛け銀になると後手は、先手升田定跡よりも桂一枚多く飛車先の

歩を切れないという実に微妙な攻めを仕掛けます。本局名人が受け

切りましたが、果たして後手の仕掛けは成立するのでしょうか？（速

報だけ 2006 年 6 月 19 日 高山大祐）

・将棋棋聖戦「石田流シリーズになるか」

 棋聖戦は佐藤棋聖に振り飛車党の鈴木八段。第 1 局は、鈴木八段
の先手早石田でした。この形は、最近プロで見直されている戦型だ

そうです。ホームページ情報によると鈴木八段、先手で早石田、後

手で中飛車を中心に考えているということ。なかなか激しい戦いが

起きそうなシリーズのようです。

・手の呼吸

 将棋も初心者の段階を過ぎてくると、自然と様々な小技を覚えて

きます。「突き捨て」「捨て駒」「中合い（ちゅうあい）」などなど。

今回はそんな小技の一つを紹介して、手の呼吸について考えてみた

いと思います。

 戦いが始まった中盤戦で、攻めと守りを両方考えながらお互いに

指し続けることになります。

そんな中盤戦の呼吸「守る前に持ち歩で打診」

 守備を固めるとは：王の周囲を金銀で固める、王を争点から遠ざ

けるなどを指します。

 守備を固めること自体はプラスの手であることが多いですが、相

手に働きかける手ではありませんから、単に守る手では相手がこち

らの動きを見極めて次の手を指してくるかもしれません。

 そんなとき持ち駒に歩があると、相手の陣形を決めさせてからこ

ちらの陣形を固めることができます。それが「歩で打診する」とい

うことです。相手に歩を渡すことになるので、どこで打診するのが

適切なのかは難しいのですが、そこはあまり気にしないでください。

大切なことは、金を一手玉に寄せたいなという場面で、その前に持

ち歩で何かできないかと考えてみることです。特に有効な使い道が

なければ、そのまま金を一つ寄せればいいのです。



 次回「先受けはたいてい好手」（あくまで予定）

・囲碁

 今月はお休みです。また来月をお楽しみに。（6月 6日 高山大祐）

-----------------------------------------------------------------------
（２）アメフト用語を使ってみよう！「ラン・アフター・キャッチ」

 先月は「プレーブック」をお伝えしました。今月は「ラン・アフ

ター・キャッチ」です。今回は順番を変えて、用語解説をしてから、

うまい使い方を考えてみましょう。

★ラン・アフター・キャッチ

 攻撃側の選手、主としてワイドレシーバーが、パスを受けてから

さらに守備陣をかわして前進を図ること。パスを受けるだけでなく、

さらに走る！なんと立派なことでしょう。しかし、パスレシーブし

てすぐに「ダウンする」のも、状況判断の賜物です。ボールをダウ

ンするとプレーは止まり、守備陣にボールを奪われる可能性はなく

なります。

 「ファーストダウンの更新」との関係

 ボールを持ってダウンするようなパスを投げるか、ランアフター

キャッチを織り込んだプレーとするかは、「オフェンスの目的」と関

係することです。アメフトでは 4 回の攻撃で 10 ヤード進めばさら
に４回の攻撃権が与えられます。ですから、場合によっては危険を

冒して 15 ヤード進もうとするより、10 ヤードぎりぎりでボールを
受けてすぐにダウンするほうが賢明だったりするのです。

 「布石、或いはラン攻撃の代替プレー」

 ラン・アフター・キャッチは、このような名前のフォーメーショ

ンこそありませんが、着実な前進やボールコントロール（攻撃権の

維持）といった近年の戦略から多用されるようになってきました。

 例えば 0 ヤードのパス（防ぐ手段ほとんどなし）に手足の長いワ
イドレシーバーが手を伸ばして、2 ヤードのランをプラス、しめて 2
ヤードのゲインという攻撃もあります。いかにもしみったれた攻撃

ですが、20 ヤードのパスが失敗、しめて 0 ヤードになるよりはまし
という考え方もできるということなのです。



 イメージが掴めてきましたか？ 「リアリズム」転じて「けちん

坊」な雰囲気がしませんか？

 

 用例「（RAC を多用するのは賢明であるともいえるが、言い換え
れば）他にできることがないということの裏返しなのだろう。」

 これは勝ちはするが面白くない攻撃をする強豪チームに対して用

いると冗談で済みますが、本当にオフェンスが弱いチームには使わ

ないでくださいね。みんな努力はしているのです！

 （2006 年 6 月 2 日 高山大祐）

 【WEB 版付録・ランアフターキャッチの真髄】
 「たとえとめられても１ヤードは取って慰めの材料にする」

NFL の WR（ワイドレシーバー）ともなれば、守備陣が１人で止め
ることは困難です。ということは、守備側は当然独走させまいと二

重、三重に警戒します。最近はパスを受けた瞬間にみんなで飛び掛

かるという守り方もあり、パスを受けてから走るというのは口で言

うほどやさしくはありません。しかし、もっとも確実・かつライン

が肉体的にきつくない「水平０ヤードパス+あとは WR に丸投げ」
が発見されてからというもの、多用されるようになってきました。

「最低限こうはしてくれるだろう」の画像（オフェンス責任者）

 あまりハードなプレーでないので、水平パスが戦略の中心に来る

気配はありません。双方が同じ条件・似たような戦力で対峙する場

合、こちらが楽な攻撃は、おおむね相手にとってもそれほど厳しい

攻撃ではないからでしょう。（イラスト・撮影ともに会長 2006 年
7 月 19 日）



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

（３）哲学～前月号からの続き

「2. 必然」
 前月号では「1.謙虚さ」について述べました。『できないことが山
のようにあるからこそ、自分にできることをする、ということは大

切なことになります。』とこのようなことを書いていました。

 勝敗は既成のルールから生じ、課題は人生そのものから生じる。

したがって、日々の生活において自分の取り組むべき課題を探すと

いうことは実に大切なことです。

 課題を探し、できることのうちに生きるのなら、人は謙虚さとと

もに必然の中に生きることになります。必然のうちに生きるとき人

は偶然というものの本質を知るようになります。

 少しわき道にそれますが、既成の問題というのは既に解答と一体

のものです。哲学の世界では演習用につくりものの問題がたくさん

ありますが、あれなどは準備体操のためのものです。解答がまだ出

てない既成の問題というのもあるにはありますが、そのような既成

の問題は完成度を疑ってよい理由があります。言い換えればその問

題のアプローチに拘らないでいい理由があります。

 実際もし問題のアプローチが最適であれば、それだけで解答はぐ

んと近づくのではないでしょうか。しばしばむやみやたらと問題だ

けを世間に投げかける方もいますが、良い問題とはそもそも「有用

性か、理論的観点からか、芸術的観点からか、いずれかの見地から

見てとても優れた描写」を前提としてつくられます。ですから生産

的な問いかけというのは、展望を伴った問いです。展望は、今への

問いかけを生み出すことができます。

 よく人生そのものを謎に喩えることがありますが、私などは人生

そのものを対象として問いを立てることは随分と大胆に思いますし、

また直感的に困難を感じます。私たちの意識は現在にあり、人生は

それよりはるかに大きな広がりを持っていませんか？

 生産的な問いかけというもの、生活における課題を探るというこ

と、これらは目に映るものにやみくもに疑問符をつけることではな

くて、むしろ謙虚さを持って、自分が生活するということ、世の中

に対して自分にできることをしたいという思いを抱くということを、

当然のこととして受け入れることから自然に浮かび上がってくるよ



うになります。

 そこに、つまり心のうちに必然があり、行為には偶然が伴います。

心が必然と共にあれば、偶然は結果のうちに現れ、それを感じるこ

とができるようになります。心を偶然に任せるなら、偶然の所在を

感じることはできなくなります。

 ショーペンハウアー以来、こうした必然性は「永遠に燃える太陽」

といった比喩で語られています。星と違って人間は夜眠る生物です

ので、あまり力んでも仕方ありません。ただ、生活における喜び、

共感などを当然のこととして受け入れて目指すこと、これは哲学的

にも大いに意味のあることだということは言えると思います。そし

てそれは謙虚さと必然と偶然とに関わっています。いかがでした

か？ 来月の哲学もお楽しみに！

（2006 年 6 月 23 日 高山大祐）

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

今月もミニ精神史シリーズ。私は今月に入って 10 年前に買った「日
本の城◎古代～戦国編」（世界文化社、1996）を眺めてみました。

・お城の本を読んでみて（作・会長）

 平城、平山城、山城、都城、方形館が主だった城の種類。都城の

性格は中央集権的であり、日本でいえば大和朝廷が東北や九州へ進

出する場合を考えるとよい。中国であれば辺境の異民族と対峙する

ものとしての大きな体制である。進出した先には大規模な政庁が置

かれるが、それはその地域の人口や経済規模と必ずしも比例してい

るようには見えない。辺境の人々の反乱にしばらくの間持ちこたえ

ることができれば、中央政府からの遠征軍が到着する。

 これに対して曲輪を多数備えた戦国の城は、独立した豪族によっ

て築城され、そのような性格を持たない。本城は、多数の支城との

ネットワークにより、自力で戦い抜けるような性格のものになって

いる。どの支城も曲輪をたくさん備えて、できるだけ時間を稼ぎな

がら、できるだけ相手から攻めにくいように造られている。

 戦国時代に再び大規模な城ができたのは織田信長の頃である。言

うまでもなく、信長以降の強力な指導者たちは、日本の各地へ遠征

軍を派遣するようになったのである。

（2006 年 6 月 16 日 高山大祐）



■■■■■■■■

 【編集後記】

 いかがでしたか？ 「今月の遊びの中に哲学を探そう」。小学生の

ころは私もお城というと天守閣を連想していましたが、後になって

ようやく天守閣は飾りみたいなもんだと分かりました。ですから、

本来緊急時の詰め所で住み心地の良くないお城よりは、館（やかた）

に住みたいと思う今現在であります。お城については別荘というこ

とで手を打たせていただきましょう。ではまた来月もお楽しみに！

（2006 年 6 月 16 日 高山大祐）
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