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「松風（先生）の遊びの中に哲学を探そう」2006 年 10 月号
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（ごあいさつ）

 10 月はいかがお過ごしですか？ 10 月に入って方々から風邪を
引いたという残念な知らせが相次ぎました。医学や栄養学の発展に

伴い、健康法について書いた本も随分たくさん出てきたような気が

します。なのに健康維持は、まだまだ難しいようです。

 哲学者が健康について書くことは多くないと思われますが、カン

ト以来、杓子定規に習慣を守って暮らすのが定番になっている感が

あります。毎朝決まった時間に起きて決まった時間に仕事をして、

決まった時間に散歩をする。

 この行動パターンの哲学理論的裏づけを、私はよく知りません。

こうすると一生をかけてデータを集めることができるので、どこか

に学問気質みたいなものが働いているのかな、とか、或いは、一番

仕事しやすい時間を確保して、残りの時間をすべてそれに合わせて

いるのかもしれない、と考えてみるのですが、さてどういう理由な

のでしょうか？ ともあれみなさま、風邪には気をつけてお過ごし

ください。

 今月号は、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。最後までお楽しみください。（2006 年 10 月 21 日 高山

大祐）

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

・王座戦 羽生 3 連勝で防衛
 将棋王座戦は、羽生王座が 3 連勝で防衛。15 連覇を達成しました。
王座戦のサイトを見てみますと、前の王座は福崎文吾・元十段でし



た。15 年前といえば谷川・南・福崎といった関西棋士が活躍してい
たということが思い出されます。今もみんな強いですが、当時は関

西勢で 4 つほどのタイトルを分け合っていました。
 第 3 局は後手羽生王座の力戦振り飛車。角交換は通常居飛車に有
利とされますが、探り合いのような展開の中でいつの間にか羽生王

座が優勢になっていたという印象がありました。後半佐藤棋聖にも

チャンスがあったそうですが、「劣勢の時間が長いと逆転のチャン

スに気づくのが遅れる」という将棋界の通説の通り、惜しくも逆転

はなりませんでした。

 ・逆転将棋

 ということで今月は将棋と逆転について書いていきましょう。

 「逆転に論理は無い」というのは森内俊之名人の言葉です。名人

らしい実に論理的な言葉です。私が将棋ゲームソフト「激指」を相

手にするときも、逆転の条件はまず自分が元気でやる気があること

です。人間が指す場合には、こうした盤上論理以外のコンディショ

ンも大切だと思います。

 盤上に目を移すとそこに逆転の論理はないといいながら、逆転の

生じる環境や劣勢側が取るべき戦略は存在するような気がします。

「紛れを求める」という言い方がよく使われますが、不利ながらも

簡単に優勢を拡大されないような手を選ぶという方法があります。

「相対的な差をつめる」

 優勢を拡大されているときに直接玉の攻め合いを選択すると、い

わゆる「一手負け」コースに突入することになります。辛抱しつつ

相手に急がせるなどの手段を考えてみることが必要です。具体的に

は相手の攻めている駒を狙うことなどです。

「指し手の緩急をつける」

 素人将棋で起こる逆転劇に、喜んで駒得を重ねているうちに自分

の王将が詰まされてしまったということがあります。相手玉の詰み

形を見極めながら、時には味方の駒を取らせておいて急に反撃する

という指し方も考えておかないとなりません。上級者になればなる

ほど駒得がいかに大きいかということも分かってきますが、それだ

けに油断が起きる場面だとも言えるでしょう。

 

 プロ将棋では、「羽生マジック」という終盤の逆転が有名ですが、

藤井九段や丸山九段・森内名人は逆転を許さない「激辛流」が有名



です。逆転に繋がる差し回しや、逆転を許さないプロの技術は、解

説を通じてしか容易には分かりませんが、奥深いものを感じさせま

す。

・竜王戦開幕 渡辺竜王対佐藤棋聖

 今期竜王戦はサンフランシスコで開幕します。逆転ということで

いえばどちらが逆転が多いのでしょうか？ 佐藤棋聖は先行逃げ切

り、逃げ切りというよりは先行していきなりＫＯみたいな将棋です

ので、あまり逆転勝ちのイメージはありません。渡辺竜王は、序盤

中盤終盤とバランスが取れているので、逆転勝利が多いかもしれま

せん。

 第 1 局は角換わり腰掛銀先後同型になりました。後手渡辺竜王の
早めの 65 歩が飛び出して興味深い将棋となりましたが、結果は先
手佐藤棋聖の勝ち。もろもろの理由があって、後手がこの形にする

場合は、ある程度成算があってのことと言われています（一番大き

な理由は後手には角換わりにしない権利があるということです）。そ

れだけに、先後同型の流行の予感がしてきました。この戦法が好き

な私としても楽しみです。（2006 年 10 月 16 日 高山大祐）

【WEB 版付録・自戦棋譜から次の一手】

 この場面は後手の棒銀が決まってすでに優勢です。後手はどう指

しましょう。42 角も考えられます。



 私が指したのは 75 同角。以下同歩 98 銀、78 角、31 玉と進みま
した。角香交換の駒得ながら先手は右側の壁が痛い展開です。

（対局は 2006 年 4 月、先手激指、後手松風です。）

-----------------------------------------------------------------------
（２）アメフト用語を使ってみよう 「フォルス・スタート」

 この時期 NFL はシーズンたけなわ、激戦が続いています。夢を
見るドラフトの時期、可能性を信じる開幕当初、ワイルドカードへ

向けて檄を入れる中盤戦、そして FA と来年のドラフトを語り合う
終盤戦とファンもめまぐるしく表情を変えていきます。

 今回は真面目に「フォルススタート」を取り上げてみましょう。

最もよく出てくる言葉の一つです。その名の通り不正なプレーの開

始ですが、これはオフェンス側の反則です。アメリカンフットボー

ルでは、オフェンスがプレーを始めるとき「ボールを押さえている

選手がボールを動かすより先にＱＢ以外の他の選手が動いてはいけ

ない」というルールがあります。厳密にはルールブックかなんかを

見ていただくとして、こういうところにもプレーで試合を区切るア

メリカンフットボールの性格がよく現れています。ちなみにディフ

ェンス側は、プレー開始前にスクリメッジラインを越えてオフェン

ス陣に侵入してはいけないことになっています。

 フォルススタートは、もうお分かりでしょうが、プレーを始める

前に誰かが動いてしまったのです。普通は５ヤード下がって攻撃再



開ということになります。

 ディフェンスは様々なフェイントをかけてオフェンスを動かそう

とします。しかし経験を積んだ選手たちはそう簡単にはつられませ

ん。反対にＱＢもプレーを始めるぞ、と見せてＤＦの反則を誘う動

きをしたりすることがあります。

 さて「フォルススタート」をどうやって使うかですが、反則があ

ったことを伝えるイエローフラッグが飛んだときに「フォルススタ

ートだ」というのはよくある反則だけに少々面白みがないですよね。

 「これって、あれ（フォルススタート）じゃないよね？」みたい

な使い方はいかがでしょうか。もし友人に聞き返されたら、渋々答

えてください。

 「（基本でしょ、言わせないでよ）フォルス・スタート」

 それではまた次号でお会いしましょう。（2006年 10月 16日 高

山大祐）

-----------------------------------------------------------------------
（３）哲学

 

 「原因を探る努力、意識、存在」

 8 月号において「速さ・行為・方角についての覚書」を書いたと
思います。とかく人は事象の理由を知りたがるものです。事象とそ

の理由とにはどんな違いがあるでしょうか？ それはたいていの場

合、理由を説明する文章は構造的に細かいという特徴があります。

簡単にいえば多くの場合、事象は分析されたときに理由が与えられ

ていると人は感じるということになります。もちろんそうは感じな

い人もいるかもしれませんが。そして、分析された情報同士の関係

を明確にし、分析された概念から事象が再現できると思われたら、

その事象は日常的な意味では十分に理由付けを与えられていると思

っていいでしょう。

 よく問題になるのが、分析はどこまで進めるべきであり、どこか

ら事象の再現をするべきであるかということに答える必然的な法則

みたいなものがあるか、ということです。任意の事象はどの程度ま

で深い階層まで分析すべきか？ 直観的には「夜眠れない系統の問

題」に思えますね。

 別の角度から見ると、そのような問いに対して現実的に対処する

には、「その事象における最小の構成単位を探究すること」或いは



「選んだ単位たちが、その事象を特徴づける有意な構成単位である

ことを説明すること」を目標にすること、これが大切になります。

 物質は素粒子に還元できると言われます。一頃は数学は論理学に

還元できるとも言われました（今はどうなのか分かりませんが）。実

にこの世は不思議なもので、ここまで階層を掘り下げると、事象を

簡単に区別することができないケースが現れることにお気づきでし

ょうか。ばからしい例を挙げますと、ミカンの種とリンゴの種を、

素粒子レベルから区別する場合などです。目で見れば分かるのに、

ですよね。それに（あれば一発で見分けがつくであろう）ミカン素

粒子の発見の知らせはわたくし寡聞にしてまだ聞いておりません。

しかしここまで階層を下らずに遺伝子を選んだり、より広い生物学

的分類の中にミカンやリンゴを位置づければ、両者を互いに区別す

る説明を手にすることができるものと思われます。

 あまり深入りせずに述べますが、以上のように「観察された事象

の意識的再現」にとって適切な階層分類というものがあり、さらに

厳密な意味での最小構成単位というものがあります。広義にはどち

らも最小構成単位に含んでよいと私は思っています。それは、再現

性が確認されている 10 概念からなる設計図面の中の、その 10 概念
は当該事象再現の最小構成単位として「受け取ってよい」という意

味で、或いはそれを 3 つの概念でやってのけることができるのかも
しれません。

 以上述べた簡単かつ大まかな例で目を向けたいのは、意識的に事

象を再現する局面です。これが最小構成単位を素材的・実用的にも、

また理論的にも影響を与えます。もちろん自然のほうは何も変わり

はしませんが、私たちが理論を表明したり、現実に対処する方法を

提案したりするときには、考えなければいけないことです。

 日常的な課題だと、（みかんを素粒子レベルから説明するといっ

た）現実的に再現不能な提案は不便というより、もう時間の無駄と

いっていいものです。そして素材もまた大切ですよね。あまりに高

価で、自分では買えないようなもので何かすごいものをつくります

といっても、資金という課題以外のところでの問題のほうを先に考

えないとならないことになります。純理論的な課題であっても、数

学や論理学だけでなく、既存の知識の水準なども少なからず再現局

面では考慮に入ってきます。

 私は自分で何か書く場合には、なるべく自分の書いたものだけで



完結したものを書きたいと考えています。実際「意味と認識」とい

う 99 年発行の本では、相当そのことを意識した書き方をしました。
しかし、信頼されている知識を援用することも必要なことだと思い

ます。ただし、自分がそれを十分知っていないと、結局は自分の主

たる主張の輪郭がぼやけてしまいかねません。

 さて原因探究の努力を自らの意識に向けるとどうなるか？ もう

何度も書いてるような気がします。多くの事象の探究の場合には、

それを何度も分析することで道が開けてきます。ところが意識とい

うのは、存在者を条件として存在者と環境の相互作用によって出現

するものではないかと思われるものです。存在者はいつかの私の表

現を使うと「最小かつ最大の対象」です。分析されたいくつかの概

念はすでに最大の対象ではなくなっているので、正しい知見に基づ

くものであっても、意識の再現という観点からは不十分なものにな

ると思います。

 私の言い方では、意識というのは「動作状態の複合体」ですが、

これは「１つの情報」という広い対象から導きだしたものです。稀

にこうした、分析をかけて再現しては正確に捉えきれない対象があ

ります。階層を余計に下ってしまう場合もそうですね。実用的な見

地からは、過剰な分析ということもわりとよくあるのかもしれませ

ん。

 今月は再び、言葉にまつわる話でした。階層を下ることが無意味

になるところはどこなのか？なんて考えると「秋の夜長」ですね。

私の言い方でどうなるかについてはまた、いずれ書くかもしれませ

ん。それではまた次号でお会いしましょう。（2006年 10月 9日 高

山大祐）

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

 今回の通信は、週報からの転載です。

 ・アンケートづく年

〔転載開始〕

 こんばんは松風です。先週アンケートづくりに少し関わっている

ことを仄めかすようなことを書きましたが、今年は 6 月に 1 回集計、
別のボランティア先でも集計担当、そして今回はアンケート案づく

りから多分集計ということで、なぜだがアンケートと関係が深くな



ってしまいました。

 思えば大学の一般教養で統計学なんていうのがありました。一般

教養も無駄にはならないものです。自然科学論なんていうのもあり、

よくいう楽勝科目で聴講者はほとんどいませんでしたが、なかなか

面白い講義でした。講義する先生には、やはり独特の知見が随所に

現れます。時間に見合うだけのものを得られるかといった観点から

見ると、楽勝講義はいい面だけではないのですが、今では思い出の

1 つです。
〔転載終了〕

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

【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」。論文づくり

の面では、9 月から 10 月にかけて少々作業を進めました。報告でき
る日が来ればいいなと思っています。次号もお楽しみに。（2006 年
10 月 19 日 高山大祐）
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