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「松風（先生）の遊びの中に哲学を探そう」2006年 9月号
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（ごあいさつ）

 こんにちは、9月になりました。さわやかな空気を吸っていますか？ 「天才と馬鹿は

紙一重」と世の中では言われますが、平凡と馬鹿の区別も容易につけられないと私は思

います。将棋でも平凡な好手もありますし、平凡で遅すぎる手もあります。要するに目

立つかどうかなんでしょうかね。まあとにかく、「天才と馬鹿は紙一重」というのはあ

る種やさしさを感じます。ミスにも大きな成功の素地があるよ、と言われているような

気がするでしょうしね。「平凡と馬鹿…」ではちょっと慰めになる要素がありません、

慣用句というのはなかなか上手くできているものです。

 さて今月は、いつもと同様に、囲碁・将棋（最近囲碁さぼり気味）、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。最後までお楽しみください。（2006年 9
月 16日 高山大祐）

【WEB版付録（１）】
「葉牡丹の写真」

 今月は、実家の葉牡丹の写真を。映っている階段はそろそろ修繕が必要です。前に直し



ているときには、突然親戚が婚約を伝えに訪れてきました。しゃがみこんで左官屋さんの

真似をしているときに声をかけられ、一瞬誰だか分からなかったことを覚えています。

（2006年 10月 23日 撮影、文章ともに会長）

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

・王位戦 佐藤棋聖追い上げるも羽生王位防衛

 王位戦は羽生王位が好調の佐藤棋聖を退けて防衛に成功。通算タイトル獲得期数を 64
としました。第 6局は後手番の位取り中飛車から持久戦模様となりました。先手が 5筋を
取り返したのですが、そこからの攻め方が難しかったという先手羽生王位の感想があり

ました。

 将棋は、厚いながらも不安定な先手陣と、安定しているが金が一枚離れている後手陣

の対抗になりました。佐藤棋聖によると先手が 66歩と陣形を整えるのを軽視していたと
いうことです。このあたりは、難しいところです。結果的には 35歩から 54歩の合わせと
いう後手の仕掛けはやや細かったようで、羽生王位が巧みに反撃しペースをつかみまし

た。そして 4勝 2敗での防衛となったのです。そして現在二人は王座戦でふたたびタイト
ル戦を戦っています。両者の健闘に期待しましょう。

（2006年 9月 16日 高山大祐）

・竜王戦 挑戦者決まる

 佐藤棋聖-丸山九段の挑戦者決定戦は、佐藤棋聖の 2連勝。見事に渡辺竜王への挑戦を
決めました。最近は後手番振り飛車も目立つ佐藤棋聖の後手番の作戦がどうなるか、そ

して渡辺竜王が 3連覇を目指してどういう戦略を立ててくるかが注目されます。どの戦型
になっても、定跡の行方を左右する対局になるかもしれませんので、その意味でも今回

の竜王戦は大いに注目されるところです。

（2006年 9月 16日 高山大祐）

・将棋の化学

 前回分かりやすい例として銀と桂の組み合わせについて書きました。銀桂交換は基本

的にやや銀を持った方が得ということもお分かりいただけたのではないかと思います。

 今回は類似の組み合わせを簡単に分析してみましょう。銀対香車です。これも銀を得

るのが得だと思われています。前回同様後手が 5五に銀を置いた、また香車を置いた状況
で、先手側の立場で考えてみましょう。

 「5五銀に持ち駒の香車で反撃」
 まず、銀が利いている場所、つまり 6六 5六 4六、6四 4四に置くと駒は取られます。
そし

て香車の性質としてまっすぐ前にしか進めませんので、5筋に打たないと銀を取りに行く



ことはできません。自然可能性は限られます。

  ○5七、5八、5九への香車打ち
  5七に打つと後手は次に 6（4）六銀とかわして 5七の香車に当ててくることができま
す。先手はここでずばっと 5三香成りなどとして、かわし返すことができます。が、しか
し実戦で全ての変化が読みきれていないときであれば、5八や 5九に打つのが銀へのアプ
ローチとしては無難でしょう。格言は「下段の香に力あり」といい、あまり相手の駒に

近づけて打つことを勧めてはいません。この例でいけば、もし後手の持ち駒に歩が 1つあ
れば、5六歩と打って 5七香車は簡単に詰んでしまいます。仮にそれで不利にはならない
と読んでいたにせよ、これは「忙しい局面」と言えます。「5八や 5九に打ってはいけな
い理由」を見つけられないうちは、下段から打っておくのが優ると言えます。

 接近すれば香よりはるかに強力な銀将も、遠くから打たれるとよけるか持ち駒で守る

かしなければなりません。或いはもうとられてもいいから、香を取り返すかですが、55
にせっかく打った銀をすぐに取られてよいというのではどうして銀を打ったのか分かり

ません。もちろん 55銀が「詰めろ逃れの詰めろ」である可能性もあります。でもそうい
うことは「滅多にありません」。

 「後手 5五香車に銀で対抗する」
 次に反対のケースを見てみましょう。実は盤上に香と銀しかない場合にはお互いに確

実に駒を取る手段はありません。銀将は 6六、4六、6四、4四から香車を取りにいけます
が、いずれも後手は 5九香成りとできます。逃げ足がとても速いのが香車の特徴です。
 他の駒との連携がないと香車をつかまえることはできません。この仮定における香車

捕獲の最低条件は、57に歩があり、持ち駒に歩が 1つあることです。その状況であれば、
先手は勇躍 6（4）六銀と打ちます。後手は困ります。57香成りは堂々と同銀。そこで 54
歩と突いて香を守りますが、先手は 56歩同香 57歩として、香車をつかまえることができ
ます。

 谷川九段は「将棋新理論」の中で相手に歩がないときの香車の威力の大きさについて

述べていますが、裏を返せば歩を持っていれば香車はそれほど大きな脅威ではないとい

うことにもなると思います。

 「香車と銀はかみ合わないことが多い」

 銀は香車をつかまえるためには歩をつかって上の例では 3手使って香を詰ませています
が、いかにも遅い感は否めません。かたや香車で確実に銀を詰ませる方法、或いは銀を

得できる方法はありません。別の筋に行かれると香車は何もできなくなってしまいま

す。これは金と香の関係についても同様のことが言えます。

 してみると銀と桂は「かみあう関係」銀と香車は「疎遠な関係」ということができる

かもしれません。駒を損している思われる桂・香もこの性質を生かせば銀と渡り合うこ

とができます。桂は自分のふところに銀将を呼び寄せて釘付けにすることができます

し、香車は疎遠な組み合わせを利用して、取られるにしても相手に手数を費やさせた

り、遠くから狙いをつけて守りに手をかけさせたりすることができます。



 ですから銀を取って駒を得したといっても、その得を生かすにはよく盤面の化学式を

観察しないといけないということです（前回も同じことを書いてますが）。

 攻め好きの私などは、銀香や銀桂は全然損ではないと思っていたものですが、丁寧な

受けが身上の人はこうした得を重視します。

 そこにはひょっとしたら「金や銀の化学」にまつわる理由があるのかもしれません

ね。ではまた次号でお会いしましょう。（2006年 9月 1日 高山大祐）

-----------------------------------------------------------------------
（２）アメフト用語を使ってみよう～NFL開幕
 ついに NFL が開幕しました。数ヶ月に渡ってアメフト用語を使いこなそうとしていた
当

メルマガでも、そろそろ公式サイトをご紹介しようと思います。

http://www.nfljapan.co.jp/
http://www.nfl.com/
 今月号は開幕にふさわしく、昨年のスーパーボウルを制したピッツバーグ・スティー

ラーズにちなんで「スティール・カーテン」を使ってみましょう。

 「鋼鉄のカーテン」とは一体何でしょうか。練習場への取材拒否でもするのでしょう

か。そうではなくて、スティーラーズの強力な守備、とりわけラン・ディフェンスやブ

リッツによる攻撃的な守備のことを指します。もともとは 70年代に強かったときについ
たニックネームでしたが、今でも健在です。今はピッツバーグにちなんだ「ブリッツバ

ーグ」というニックネームもつきました。

 スティーラーズというのは、なかなかかっこいい名門チームです。というのもたまに

やられっぱなしのチームもあるのです。たしかにここは強く、面白いチームです。

 普通は「スティール・カーテンは今年も健在だ」のように使われます。「健在です

か？」と質問するのも有効ですね。次は応用編。

 「2006年型のスティール・カーテンとは何か」という問題提起などはいかがでしょう
か。今まで取り上げてきた「ブリッツ」「4-3、3-4」などと組み合わせて刺激的な会話
が 1分ほどできるかもしれませんよ。 （2006年 9月 10日 高山大祐 ）

 

-----------------------------------------------------------------------
（３）哲学～図解を解説

 

 2006 年 7 月に公開した「図解～意味と認識の概要」というファイルについて書いてい
き

ましょう。

 《正当な取り違えの起こりやすい領域》

 人間は自分の使う伝達手段の群れを考察して、そこに概念を見つけることができまし

た。そしてしばしば概念を終極的な存在と見做してきました。たしかに「人間の使う伝

達手段においては」概念というのは最も基礎的な要素です。

http://www.nfljapan.co.jp/
http://www.nfl.com/


 「世界は人間の使う伝達手段から成り立っているのですか？」と聞かれればそうだと

答える人はおそらく少ないでしょう。そしてまた人間存在は人間の使う伝達手段から成

り立っているのかと聞かれてそうだと答える人も恐らくそれほどたくさんはいないでし

ょう。

 経験の上からも、論理的思考の上からも、概念を生存そのものと見做すことに対して

は、肯定的な返事は得られないと思われます。しかしながら生存ほど「どえらい存在」

もなく、それを概念で説明しようとすると、「概念は概念であって生存ではない」とい

った素っ気ない答えが返されてくることでしょう。

 実はこうした思考の過程は知らず知らずのうちに、概念は生存の次に手を出しがたい

「どえらい存在」だという考えを思考の中に浸透させていきます。概念と生存の間には

何も無い、あるとしたら断絶だ、とそのような物の見方が生じてくるのです。

 しかしながら、この伝達手段であったり、伝達されるものについて、これまではさし

て注意が払われていませんでした。人から人に伝達されるものは概念と同じではありま

せん。そしてまた伝達されるもののうちには、伝達者の意図を意味する概念が埋め込ま

れているわけではありません。これらのことについては、意図が伝わるのは「言語圏が

一緒だから」といった説明が加えられました。

 説明が加わったらそれがどうかするのか？ もちろん概念が魔法の遺伝子かのように

述べる見解に対してはそれなりの効力を持っているのは確かです。しかし、相変わらず

人間が組み立てるものは偶然的な音素の集積ではなくて、概念です。概念の形成や扱い

もまた「言語圏の一致」に含まれており、さらに言えば無国籍です。言語慣習という概

念以外のものの比重が高いということがこうした説明からは読み取ることができます

が、概念それ自体は言語慣習から生じたものではありません。

 言語圏にまつわる説明から概念を排除すれば、およそコミュニケーションは成り立た

ないでしょうし、他方概念を再び「どえらい存在」として君臨させることもまた、せっ

かくの言語圏の発見を生かしているとは言いがたいことです。

 そこで、「意味と認識」では改めて「伝達されるもの」を中心に据えて考察を始めま

した。すると、概念の適切な位置というものも判明しました。

 2006 年 7 月に公開されたファイルは、そのようにして為された考察の結果が簡単に記
さ

れています。述べていることを要約すると、世界のうちに存在するものの生きた姿を理

解することは可能だということです。

 つまりは自分の心を必然として、偶然を外に感じることです。そのときにニーチェ的

な「世界が様々な仕方で行う遊戯」が見えてくるのではないでしょうか？ ではまた次

号でお会いしましょう。（2006年 9月 4日 高山大祐）

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

・「歩け歩け運動 INライジングサンロックフェスティバル」



 8月 18日~20日までの日程で、ライジングサンロックフェスティバルというのが開催さ
れました。こうしたロックフェスで NPO・NGOなどが出展するというのは海外では恒例
な

のだそうです。そこで、このライジングサンでも数年前からこうしたエリアが設けられ

ているのだそうです。完全に又聞きの知識ですみませんが、まあそういうことなので

す。

 会長のボランティア先が、この「オルタナ・エリア」に出展を決めたため、なかなか

ない機会ということもあるし、ボランティア参加することにしました。

 といってもこの暑さと、年齢的な問題、普段の仕事のことなど、様々な要因が複合的

に絡み合った結果として、コミットメントはさほど高くはなく、できれば力をセーブし

ながら手伝いたいと思っていたのでした。本当は「松風会長、志願の居残り、小道具づ

くりはまかせろ」といった見出しがつくくらいやりたかったのですが…。

 結局、搬入搬出プラス出展ブースの見張りみたいなことをしていました。

 「重すぎて何分歩いたか分からん！」

 搬出のために 19日からオールナイトで出展ブースの手伝いをすることになっていまし
た私ですが、フリーペーパー250部もついでに持っていく約束をしてしまったために、苦
難の道のりを行くことになりました。

 関係者駐車場から会場までの距離は、見た目すぐそこなのですが道のりにすると 1キロ
近くあったのではないでしょうか。荷物が何キロあったかは思い出せませんが、疲れ方

から推測すると 7キロ～10キログラムはあったのではないでしょうか。学生時代には巨大
なワープロを持って東京と北海道を往来したことがある私ですが、今回はかなりの上位

にランクされる手荷物だったと思います。

 20分歩いたか 30分歩いたかさえしばらく思い出せない状態でした。後から推測する
と、1キロ近い道のりを 30分くらいかけて歩いたのではないかと思います。肝心のブース
手伝いの前に思わぬところで全力投球を強いられてしまい、先行きが心配されました。

「ブースの手伝いは楽しい」

 手伝いといっても夜間のコンビニエンスストアのようなもので、忙しさもほどほど、

来店の方から寄せられたメッセージカードを読みながらリラックスして過ごすことがで

きました。私が到着したときには、用意していたおみやげが在庫切れとなっていて、み

なさんで作っている最中だったので、ミサンガづくりをやってみましたが、作っている

間に夜が明けてしまいそうだったので自分用に１つ作っただけでやめました。

 イベントというとハプニングがつきものですが、大きなトラブルもなく終了して万事

めでたしというところでした。以下にわたくしのイベント決算を載せます。

 ｛イベント対策として用意したもの｝：文庫本 1冊、飲み物ペットボトル 2本、食料現



地調達

 以上であります。みなさまのご協力があれば、なんとかなるものですね。今年の疲労

を忘れてしまえば、きっとみんな来年も参加するのではないかと思います。（2006年 9月
1日 高山大祐）

【WEB版付録その 2】
「RSR会場近くの風景（石狩市）」

石狩湾中央水路の写真。見た目爽やかですが、8月はまだまだ暑かったです。（2006/10/23
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」。先月号に記したとおり、公開

ファイルの簡単な解説を載せることができました。そしてライジングサンロックフェス

ティバル。楽しかったです。ボランティア活動で思わぬ縁ができるものだと思いまし

た。（2006年 9月 21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、まぐまぐ、めろん

ぱん、カプライト、メルマ版の登録と解除が下記リンクのページでできます。）
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