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

 8 月になりました。いかがお過ごしですか？松風です。私は親族
と墓参りなどに行ってきました。北海道の内陸部や太平洋沿岸を訪

れ、気分も新たに何か面白いことを考えようと思った小旅行でした。

暑い中物を考えるのは、果たしていいのか悪いのか？ 調子が出て

くると頭は冷気を感じ多少快適になりますが、普通の状態であれば、

やっぱり暑いですね。

 怪談で涼しくなるのもいいですが、私としては恐ろしい思いを夏

中するよりも、何でもいいから絶妙なことを考えることで涼風を感

じたいものだと思います。原因と結果という意味では、熟慮を原因

に涼しさを得るほうが、エアコンを原因として涼しさを感じるより

も、ずっと経済的です。理屈ではそうなるとはいえ、私も首都圏方

面で下宿暮らしをしていましたのでよく分かるのですが、首都圏の

あの暑さを冷房なしで済ますのはかなり困難です。集中するために

は少し涼しくしたい、という気分になっても仕方ないかな～と思い

ます。今年の北海道の夏もなかなか暑いものがありました。せめて

自分の頭だけでも涼しくしましょう。

 今月の「遊びの中に哲学を探そう」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 8 月 18 日 高山大祐）

 

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

・将棋の化学 「銀と桂の組み合わせ」

 将棋の形成判断の基準として、駒の損得を数値に換算する方法が



あります。龍が 15 点、馬が 13 点などなどと数字にして形勢を推し
量る、これは比較的分かりやすい判断方法です。今日述べるのは、

駒の配置形に含まれる将棋の法則についてです。簡単にいうと駒の

働きですが、実は駒が働いているかどうかに客観的な基準を設ける

のはとても難しいことのように思われます。将棋では角の利きをわ

ざと歩に隠して打ったりしますが、そこにはその歩を突いたときに

いっぺんに色々な駒が働くようにという狙いがあることがあり、そ

のときの形だけを見ても形勢を正確に判断する規準を構想するのは

困難です。そのとき劣勢で、次の手を指した時に改めて見て優勢だ

ったら嬉しいでしょうが、逆だったら目も当てられません。盤上に

現れる「化学式」の性質を掴まえようと日ごろから気をつけていな

いと、自らの不安定な形成判断に指し手が振り回されることになっ

てしまいます。

 例 1「後手 5 五桂対銀」
 とは言いながら、とても難しいのが将棋の化学。一番簡明な例と

して、5 五にいる後手の桂馬と持ち駒の銀の関係を列挙してみまし
ょう。

 5 五の桂は、4 七と 6 七の 2 箇所に利いています。持ち駒の銀を
ここに置くとタダで相手渡してしまいます。

 指し手その１「55 桂の斜め下から 4 六（6 六）銀打つ」
 5 五の桂取りです。後手の桂はどうさしますか？ もちろん 47
桂成り。逆に銀取りです。この勝負の結果は双方「成り金」となっ

て引き分けでしょう。6 六に打っても同じです。つまりここから打
つには、47 と 67 に守りが利いているという条件がいるということ
です。

 指し手その２「55 桂の真下から 5 六銀打つ」
 後手の桂は困りました。47 桂成り、67 桂成り、いずれも同銀ま
で。そこで格言は「桂先の銀定跡なり」と伝えています。後手はこ

の形では他の駒を動かすことを考えます。例えば、54 歩として桂を
守るなど。

 指し手 3・その１の派生形「斜め上から 44（64）銀打つ」
 指し手１の性質が理解できれば、敵陣に近い 44 や 64 に銀を打っ
て、なおかつ桂取りを狙う手も候補になります。他方指し手 1 に関
して言えば、桂を取りながら、別の守備の狙い或いは厚みを築く狙

いなどがなければ、好手とは言いがたいでしょう。

 指し手その 4「好位置を目指す 45（65）銀打つ」



 45 に銀を打っても桂取りではありません。しかし桂馬の横は、次
に 5 六銀と好位置に引くことができる位置です。これも指し手その
１の派生で、47 と 67 が安全であれば、有力になります。たとえば
相手の 34 飛車を追い払い、次に 56 銀と引くような手です。こうい
う狙いがあるのなら、いきなり 56 銀と打つのは後手にチャンスを
与える理屈になりますよね。

 指し手その５「桂の背後に 54 銀」
 54 銀自体は、55 の桂とは関係が薄い手ですので、こう指す場合
には、後手の 55 桂はほとんど自陣に影響はないという判断が先立
っていることでしょう。もうひとつ、後手に 54 歩を指させずに敵
陣近く駒を打つ狙いもあります。いずれにせよ、先手は自陣が後手

の攻撃に耐えうるということを確かめておかないとなりません。た

だしもしも後手の桂が 54 にあり、先手が 53 銀と打った場合には、
その４と似た効果があります。次に 44 銀成りと引いて桂に当てな
がら、銀を金に変えて手厚い形を築こうという狙いです。銀は金同

様に強い駒だけに、実戦では「不成り」も多用されますが、それだ

けに引いて銀成りのような手は相手の意表を突く効果も（時には）

期待できます。

 46 銀などは筋は悪いながら、やや劣勢のときなどは検討しなけれ
ばならない手です。優勢のときなど 45 銀と軽く打って相手の駒組
みを圧迫してからがっちり 56 銀と引き付けるのが、いかにも落ち
着いた手順ということになるでしょう。そして互角のときには手堅

く 56 銀…。強気の手 44 銀、或いは「あなたの桂なんか気にしてな
いよ」と言わんばかりにとりすまして 54 銀…、将棋の化学から形
勢までなんとなく想像できませんか？ みなさんも、55 銀対桂馬と
か、金対銀など、化学的な分析をしてみてはいかがでしょうか。棋

力向上には直結しなくても、ちょっとした楽しみになること請け合

いです。（2006 年 8 月 2 日 高山大祐）

・将棋 王位戦開幕 羽生王位対佐藤棋聖

 「羽生王位連勝スタート」 将棋王位戦第 2 局は、北海道で行わ
れ、羽生王位が相穴熊戦を制して 2 勝目を挙げました。本局は後手
佐藤棋聖の趣向で、角交換振り飛車となりました。佐藤棋聖の角交

換の意志表示にあっさりと羽生王位が応じたかと思うと、棋聖の強

気の 65 歩には一転して堅実に 57 銀と構えるなど、羽生王位の自在
な指し回しが印象に残りました。



 角交換振り飛車穴熊というのは、後手ではなかなかの戦法と思わ

れています。振り飛車は多くの場合、守勢から転じての攻勢を狙い

にします。この戦法には、近年の居飛車穴熊に代表される居飛車の

堅さ志向に対して、角を持って反撃しようという意図があります。

反面自分からの攻撃が難しいとか、居飛車の飛車先突破を気にしな

ければならないなどの不安要素もあります。居飛車としても角を持

つと攻めに幅が出るので、決定的に振り飛車が有利になるという感

じはありません。

 タイトル戦に戻って、藤井システム、角交換相穴熊と振り飛車が

続いた今シリーズ、勝敗とともに戦法にも注目したいシリーズにな

りました。（2006 年 8 月 3 日 高山大祐）

-----------------------------------------------------------------------
（２）アメフト用語を使ってみよう～｛4-3,3-4｝
 とにかく選べ！「フォー・スリー」「スリー・フォー」

 いよいよ来月あたりに NFL 開幕が迫りました。今回のアメフト
用語は、｛4-3、3-4｝です。これは引き算ではなくて、ディフェンス
隊形の名前です。アメリカンフットボールのディフェンスは、11 人
を 3 列に編成します。
1 列目；体が大きな選手。3 人から 4 人。
2 列目；中ぐらいの体格の「タックラー」が中心。3,4 人。
3 列目；俊敏な選手二人とタックル能力と俊敏性を兼ね備えた選手、
パスプレー防止が主な役割の選手合計 4 人。
 4-3、或いは 3-4 はこのうち前から 2 列までの隊形を指しています。
 この２つの隊形は、状況に応じて選ぶのではなくて、各チームが

いずれかを主たるディフェンス隊形として選び、熱心に練習すると

いうことになります。

 こうして各列の身体的特徴を述べた後では、それぞれの隊形がど

んな隊形か想像できるのではないでしょうか。つまり、「3-4 は、ス
ピーディなイメージ、4-3 は強力に相手を押し返すようなイメージ
で捉えることができないか」と。

 まさにその通り、なのですが、とかく欲張り（或いは高い理想を

他人に求める）なのが首脳陣ですので、4-3 にスピードを、3-4 に圧
倒的パワーを求め、3 列目にもタックル能力を要求するなどなど、
尽きることのない願望があふれ出している様子です。

 やや多いと思われるのが 4-3 です。そして 3-4 ではブリッツと呼



ばれる攻撃的仕掛けを多用するチームが採用することが多いようで

す。望みは限りなく高いとはいえ、一般的には前者の狙いはライン

の安定感、後者は機動性を生かすと考えてよいでしょう。

 それでは使い方ですが、こういう場合は結構楽ですよね～。

 「私は 4-3 を推奨します」という新聞広告でも打ってみましょ
う！

 ではまた来月。（2006 年 8 月 7 日 高山大祐）

●ＷＥＢ版付録 4-3 3-4 とは。

画像 1 4-3
 4-3 では、両サイドのＤＬ（ディフェンスエンド）が強力なパス
ラッシュを行うことが多いです。ＬＢの真ん中はランプレーを止め

る中心選手の場合が多いです。



画像 2 3-4
 パスラッシュは両サイドのＬＢのどちらか。ランを止めるのは真

ん中のＤＬ（ノーズタックル）と二人のＬＢが中心になります。

 コーチの得意なディフェンス戦術やそのときの選手の適性を見な

がら中心となるファーメーションが採用されます。アメフトのプレ

ーは一瞬で勝負がつくので、アサインメントと呼ばれる役割分担が

重要になります。4-3 は、アサインメントが分かりやすいという印
象があります。

 リスクは感じさせるものの、3-4 のスピード感のある攻撃的な守
備は魅力があります。最後は 1 対 1 という面もあるので、どちらが
明らかに優れているというわけではありません。ただ 3-4 に関して
は熟成が必要なシステムという感じもします。（2006 年 9 月 18 日
高山大祐）

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

（３）哲学

 「速さ・行為・方角についての覚書」

 人は生きている限り、非常に多くのレベルで行為をしています。

特に意識しなくても、人は行為の多層的な重なりの中に生きていて、

意識はそのどこか一つの層を司ります。何度か触れたと思いますが、

同時に 2 つ行為を行うということは、内存在にはできません。また
行為の多層的な重なりというのは、それぞれが意識をもっていると

いう意味ではありません。一つの意識に対して、身体はそのように

現れるということです。そしてこの多層的様相は、本来的に第 3 極
同様の性格であって、人間はその様子を直観的に理解することはで

きません。それゆえ、こうした諸々の層をぐるぐると辿っても、意

識にたどり着くということはありません。第 3 極の認識は、意識を
条件としているからです。別の見方をすれば、意識と結び付けない

限りにおいて、自分の身体を客観的に捉えることは間違いではあり

ません。

 意識が生じる理由は、おそらくはそうした「生じた意識に対する

現れ」のうちにではなくて、生命が誕生した条件のうちにあるので

しょう。意識のうちに多数の人間を擬人化して保有するのは、まさ

に空想や便宜の世界であって、実際には意識や生命の特徴を反映し

たものではないと私は思います。

 本題に戻りますと、行為が問題になるや、意識は、場所的に或い



は階層的に 1 つの対象に滑り込みます。意識は自らに方向性を与え
ます。行為の速度を上げるためには、行為すべき地点に意識を集中

的に投入することです。しかしそうすると、その間の意識は可動域

の一部に集中し、広い展望は得られません。

 人間は記憶する力があり、行動する前に予習をするという習慣を

見つけ出しました。十分な予習と、広い視野を一時的に放棄する勇

気とが行為の速度を上げる 1 つの方法です。方法というよりは心構
えでしょうか。例えば車を高速でかつ安全に運転するには、より狭

まる視野への慣れが必要です。

 人は行為を放棄することは不可能なのですから、時には自らが矢

となって飛ぶようなつもりがなくてはなりません。そして十分な予

見とともに的を射抜く。これが少し大げさに聞こえるようなら、俗

に“馬鹿になる”という言い回しがありますが、恐らくここで述べ

ていることに近い意味合いがあるでしょう。

 以上が行為にまつわる速さについてです。意識は別の速さも持っ

ています。求心的な速さと放射性の速さです。行為では、もっぱら

線のイメージの方向性が現れます。そして、術語を使いますが「読

み」も基本的には方向性を与える動作状態です。中立的な状態とや

や難しいですが私が内的活性と呼ぶ状態（；対象を求心的な仕方で

明瞭化すること・或いは動作状態を一巡させながら対象を内部論理

に沿って明瞭化すること）、この２つが求心的・そして放射的な速度

に関わるということになります。こういう状態では、言語的に秩序

だって情報を整理することは難しいので、その流れを感じるままに

しておくことです。

 私たち人間にとっては、そう容易ではないかもしれませんが、こ

ような 2 種類の速さの向きを感じることで、状況に応じてある時に
は何も考えずに体を動かし、ある時には心を静かにして言葉を発す

ることもなく考えることができるようになります。（2006年 7月 31
日 高山大祐）

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

・【夏休み特別企画】STFA アワード
 先月の STF 協会、恐怖の連続ビデオ鑑賞プログラムいかがだった
でしょうか？ 「おかげでタフになりました」といった声がなくて

安心しております。



 STF 協会会長として、私は地元 CD 店を訪れ STF 風土の萌芽を
視察する機会を持ちました。するとまことに残念な結果が判明しま

した。STF 指定銘柄である「ワシントン DC」のコーナーも「GOGO」
のコーナーもありません。いまやそんな意識の高い CD 店はなくな
ってしまったのでしょうか…。もっとも以前にもありはしなかった

のですから特段不思議なことではないのですが。

 STFA が目指すものは「アンファンキーであること」を遠ざける
ことであります。このままこの星がアンファンキー・プラネットに

なってしまえば一大事。私は、出来うる限りの努力で、STFA アワ
ードの密やかな授与に努めたいと思います。”Bustin’ Loose” “Hey
Fellas”などが一日中鳴り響くような素晴らしい環境が増えるよう、
ぜひともみなさんも心の中で適当に呟いていてください！ ではま

た来月（2006 年 8 月 18 日）

 【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」。今月の哲

学では、公開したファイルの解説ではなくて、覚書になりました。

文字で説明してなかなか簡単になりにくいという面もあったためで

すが、9 月号に向けては簡単な解説を試みようかと思っています。
それでは来月号をお楽しみに。（2006 年 8 月 18 日 高山大祐）
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