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

 7 月になってここ北海道も暑さを感じるようになってきました。
長かったワールドカップサッカーが終わり、残念と思う方、やれや

れとほっとしている方、いろいろおられることと思います。

 日本代表の結果を残念に思った方もいるでしょうが、STFA 運動
の会長をつとめる私に言わせれば、なるほど結果は残念ですが周囲

の予想が楽観的であったことは別に大きな問題ではありません（私

は実は楽観的予想なるものを見たことがありません、本当でしょう

か？）。たとえ事前に今度の結果を予測したからといって、出場辞退

するわけにもいかないのですから、まあよく頑張ってくれましたと

いうことじゃないでしょうかね。出る以上は、地区代表として好成

績を目指すのは、必要な心構えです。問題は、試合と直接関係ない

観戦筋の予想の適否ではなくて、同じく試合とは直接関係ない観戦

する側のハートなのです。

 夏の高校野球には北海道からも代表が出ますが、まず勝てないだ

ろうというチームも相当あります。だからといって出場辞退する学

校はありません。この続きは真夏の STFA 特集で！
 今月は「遊びの中に哲学を探そう」は、囲碁・将棋、アメフト用

語、哲学、紫陽花通信という構成でお届けします。どうぞ最後まで

お楽しみください。（2006 年 7 月 12 日 高山大祐）

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

・将棋竜王戦決勝トーナメント～全局ネット中継

 名人戦が終わると竜王戦の季節。いよいよ挑戦者決定トーナメン

トが始まりました。今年は全局インターネットで中継されます。



http://www.iijnet.or.jp/shogi/
（中継サイト）

http://www.shogi.or.jp/kisenhyo/ryuuou/19/hon/index.html
（トーナメント表）

 今期はトーナメントの組み合わせが少し変わりました。上位クラ

スでの予選突破の価値を上げるように手直ししたようです。左右対

称でなかったり、優勝までの道のりに 3 試合以上の試合数の差があ
ったり、少々驚きのトーナメント表でした。しかし、優勝できない

（線が頂点に繋がってない）山がないので安心しました。コントで

ならそういうこともあるかもしれないですが。

 森内名人、佐藤棋聖、丸山九段、森下九段など充実した顔ぶれの

決勝トーナメント、みなさんはどう予想しますか？

 （7 月 2 日 高山大祐）

・将棋棋聖戦 佐藤永世棋聖誕生

 石田流シリーズになるかと期待された今期棋聖戦は、佐藤棋聖が

3 連勝で鈴木八段を退け防衛。通算 5 期防衛で見事永世棋聖を名乗
る資格を得ました。先手早石田が 2 局、後手急戦調の中飛車が 1 局
と鈴木八段の予告通りの戦型となり、佐藤棋聖もそれに呼応するよ

うに石田対策の新手を披露し、熱戦が続きました。鈴木八段による

新早石田は、佐藤棋聖が得意としていた横歩取り 23 歩～先手 36 飛
車に似た展開になるようです。じりじりと押さえ込みを狙い合うよ

うな展開は棋聖の強さが発揮されるところ、早石田側としては軽快

な急戦に持ち込みたかったかもしれません。

（2006 年 7 月 9 日 高山大祐）

・次回予告 将棋の化学～「先受けはたいてい好手」の前に

 

・囲碁 碁聖戦

http://www.chugoku-np.co.jp/Igo/31gosei/index.html
 依田碁聖と張栩王座の碁聖戦が開幕しました。第 1 局は上のリン
クからご覧になれます。

 ご覧になった方はどうお感じになるでしょうか、白が 2 手目、4
手目、6 手目と連続して黒の小目に対してケイマに働きかけていま
す。或いは定石なのでしょうか、しかし珍しいなと思いました。

 囲碁というのは、終局すると必ず一面石だらけになりますが、順

序によって対局の流れがかなり変わってきます。今回白の連続ケイ

http://www.iijnet.or.jp/shogi/
http://www.shogi.or.jp/kisenhyo/ryuuou/19/hon/index.html
http://www.chugoku-np.co.jp/Igo/31gosei/index.html


マに対面したのは黒番の張栩王座でしたが、序盤はあまりうまくい

かなかったと感想を述べています。理屈の上では先手が一手先んじ

ているわけで、何か上手い方法があると思われます。みなさま一つ

考えてみてはいかがでしょうか？

（2006 年 7 月 9 日 高山大祐）

-----------------------------------------------------------------------
（２）アメフト用語を使ってみよう！～「スイープ」

「スイープ」～根性試し或いは気合入れ

 スイープとは：ラン攻撃の一つ。左右どちらかのサイドに走るＲ

Ｂにボールをトスし、他の人間は相手の守備陣をブロックする。ト

スするところが見えるので守備陣の狙いがつけやすく、誰がやって

もゲインがあまりないことで有名なプレー。

 さて今月も始まりましたアメフト用語講座。9 月開幕を前に、み
なさんも相当アメリカンフットボールに精通してきたことと思いま

す。今回のテーマは「スイープ」です。ゲインもないのにどうして

使うのか？ おそらく全然意味がないわけじゃないのですね。パス

プレーを成功させるためには、ときにみえみえの、ごつごつとした

パワープレーを織り込んでおこなかればなりません。

 しかしよりにもよってどうして、パワープレーの中でも一番実り

のないプレーを使うのか？ 使うほうもゲインを期待してはいない

のです。この古典的なプレーは、戦術面ではリバースプレーの含み

を持たせるためや、相手守備陣の戦意を見るために選択されると思

われますが、別の意味として、趣味の高尚さやフットボール愛を披

露するために使われる、と私は見ています。

 互角の展開でスイープを出すのは相手の心のスタミナを計り、味

方にはこれから先の厳しい展開を覚悟するよう促すことができます。

スイープは、待ち構えている相手にぶつかっていくプレーだからで

す。しかし、本当に勝敗を決する場面でゲインのないランを仕掛け

たらどうでしょう？「いくらなんでもそれじゃあ勝てないよ」とな

りますよね。

用例 「時期はずれのスイープのように、いたずらに反撃の時間を

浪費するばかりであった」

   「時期はずれのスイープのように、何の慰めにもならない駄

洒落が飛び交う株主総会が終わったのはようやくＸ時のことで、同



僚たちの疲弊は明らかだった」

 このように、「スイープ」を使うのであれば、先を見てゲインの少

ないプレーを選ぶのでない限りは、単に時間を無駄にするだけだ、

ということを織り交ぜたいところです。

（2006 年 7 月 4 日 高山大祐）

【WEB 版付録；スイープをディフェンス側から見たイラスト画像】

  
 QB はよくボールを渡したふりをする「フェイク」を用いますが、
スイープではボールを「ピッチ（投げ渡し）」しますので、このプレ

ーを偽装することはできません。もしやるとすれば、画像左側の

WR が引き返し反対側へ大回りする「リバース」の可能性がありま
す。「リバース」はしばしば用いられるトリックプレーですが、攻

撃を始めるライン（スクリメッジライン）の後方で行われることな

ので、あまり確率の高いプレーではありません。長距離を走ったも

ののゲインはそれほどない、ということも多々あるように思います。

 こうしてみてくると、何が面白くてスイープを選択するのかと思

われるかもしれませんが、そこのところをこの 7 月号の記事で書い
ているわけです。（2006 年 8 月 18 日 イラスト・写真ともに会長）

-----------------------------------------------------------------------
（３）哲学～「図解」を公開

 今月は私の著書に関連するファイル公開のお知らせです。前回の

公開が 3 月でしたのでおおよそ 4 ヶ月ぶりになります。「図解」で
は哲学理論の導入部に焦点を当てました。導入部はとても重要であ



り一見簡単でありながら、相当な広がりを有しています。

 今までの論述では、導入部に至る道筋を重視していましたが、「図

解」では、導入部の構造を 4 つに分けて視覚化することに主眼を置
きました。それぞれについて詳細な論述が必要ですが、今回公開す

るファイルは喩えて言うと、円の中心に近い部分だけをくりぬいた

ものです。理論の内容はそこから外側に向けて広がっています。

 ぜひ一度ご覧ください。（2006 年 7 月 高山大祐）

 

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

 今月は世界に愛と気合をお届け、STFA 特集です。

・ 【夏季限定】夏の恐怖「STFA プログラム」
 ミッション・インポッシブル「世界的に現代人は勝負弱いので、

会長がそれを克服せしむる」

 STFA 会長であります。みなさんお気づきと思いますが、仮に地
球上の人間がみんな勝負弱かったら、一体どうして勝者がいるの

か？ これはこれで真面目に考えると面白いかもしれませんが、書

く時間も限られていますので本題へと進みたいと思います。

 「縁故も人気もない弱小チームを応援」

 サッカーを見ていますとどこの国のムードもだいたい似たような

もので、負けるんではないかとびくついて、このびくつきが極度の

悲観論や楽観論となって駆け巡り、そして大会中の注目株や安定株

への慌てふためいた乗り換えという形で現れてきます。

 そこで出てきた対策が「会長から見て見込みの乏しいチームを応

援せしむる」です。それも進行中の大会ではなく、過去の弱小チー

ムを気絶寸前まで見ていただく。

 「綿密なプログラムにて勝負にかける心構えを注入」

 1.用意したビデオから、プログラム参加者は抽選で１つ選ぶ
 2.参加者は、試合前の資料で指定のチームの勝敗予想をする。
 3.指定のチーム（全て弱い方）が勝つと予想し、なおかつ実際に
勝利したら合格。負けると予想し、実際に負けたら再度トライ。勝

つと予想したのに負けたらドボン。負けると予想し、勝ったら反省



文、後ドボン。

 なぜ、試合に負けたら（場合によっては勝っているのに）観てい

る人間が水に落ちるのでしょうか？ 立案者とはいえ会長もこんな

恐ろしいプログラムには参加したくないものです。ともあれ、この

プログラムでは正確な予想だけでなく、試合と関係ないはずの観戦

者の運まで要求されるのです。こうすることで、観戦者にありがち

な試合後の無慈悲な選手攻撃の気分が減少するのです。このプログ

ラムにおいては、選手を責めても無意味です。なんせ、そのビデオ

を選んだ自分の運が悪いのですから。そうです、負け試合に出会っ

た自分の運が悪かった、と思えるようになるのです。

 もちろん、こんなことは実際にはやりませんが、強靭な観戦ハー

トを持ちたかったら、自分とは無関係な弱いチーム（選手）に勝ち

を探すのが、STFA 会長のおすすめです。安定した心に包まれてい
ると選手は力を発揮してくれるものです。ではまたいつかお会いし

ましょう！（2006 年 ７月 12 日、24 日 松風会長）

 

■■■■■■■

（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」。最後はお

ふざけで締めくくりましたが、私の新しいファイルをぜひ見てくだ

さいね。それではまた来月お会いしましょう。（2006 年 7 月 12 日
高山大祐）
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メールマガジンのバックナンバー・登録・解除はこちら。（自社版、
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