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「松風（先生）の遊びの中に哲学を探そう」2006 年 11 月号
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-----------------------------------------------------------------------
（ごあいさつ）

 いかがお過ごしですか？ 11 月になりまして札幌では時折雪が
降っています。くれぐれも病気には気をつけてください。今月は、

囲碁と将棋、アメリカンフットボールの楽しさ、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 11
月 16 日 高山大祐）

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

・竜王戦第 2 局、激戦の末佐藤棋聖 2 連勝
 竜王戦第 2 局は、後手番佐藤棋聖のごきげん中飛車でした。封じ
手の直前の後手 59 角に驚きの声が挙がりました。しかしながら、
このあたり先手陣の模様は悪くなく、馬をつくらせても形勢は互角

ではないかと思いました。

 2日目は中央での激しい攻め合いで見ごたえがありました。先手 5
五銀は果たして好手なのか、緩手なのか、何か他に手があったよう

にも思われましたが、いずれにせよ拠点の歩を払うこの手は悪手と

は考えられないです。このあたり先手の攻勢が強く、後手陣はもと

より手薄なこともあり、先手が勝ちきる順がありそうなものですが、

後手の飛車と馬、それに桂が反撃をうかがっていて容易でない形勢

だったようです。

 先手優勢で迎えた終盤、渡辺竜王が詰めろの連続で押し切るかと

思われたところ、後手が巧みに詰めろを外しながら、ついに逆転と

なりました。これで挑戦者の佐藤棋聖が 2 連勝。

・竜王戦第 3 局～渡辺竜王、1 勝目



 第 3 局は相矢倉の混戦になり、後手の渡辺竜王が際どくしのぎシ
リーズ初勝利を挙げました。鋭く踏み込んだ佐藤棋聖に対して、渡

辺竜王が苦しそうに見えた局面で、たくみに手を稼いで反撃をきめ

ました。第 2 局に戦型は違いますが展開は似たものになりました。

・矢倉戦 後手番の戦い方

 現代将棋で矢倉戦になるのは、76 歩 84 歩が大半です。76 歩 34
歩からもありますが、数は少ないです。どちらにしても先手は矢倉

が不利だと思えば矢倉を指さない権利があります。対して後手は 84
歩と突いたら、相手が何を指してきてもそれを防ぐことはできませ

ん。先手が矢倉を選んできたら、後手はこれを避けられません。

 先手を選ぶ人の中には単に矢倉が好きでたとえ不利でも指すとい

う人もいるでしょうが、一般的には先手で矢倉を自ら選ぶ以上はあ

る程度成算があるとおさえておくべきでしょう。典型的なのが「矢

倉３七銀」という強力な定跡です。この形にしておけば、急に先手

が劣勢になることはありません。

 後手としてはこうした先手の強力な定跡に対して、何とか 5 分に
戦えれば、84 歩と指した手が悪い手ではなかったということになり
ます。３七銀対策には大きく分けて 1）急戦 2）6 四角 3）8 五歩が
あります。

 最近私が好んで指すのが 8 五歩戦法です。35 歩と仕掛けさせて反
撃するという戦法なのですが、どうにも後手苦労の多い展開のよう

に思えてきています。決して悪くはないにせよ、攻め味も少なく、

守備でもこれだけ神経を使うのではねぇ、という将棋になり、なん

となく後手好き好んで選択したくはないという気持ちになりました。

しかし、互角の対策を 1 つでも持っておくというのは、矢倉を楽し
む上で欠かせないことなので、時折 8 五歩を試そうと思っています。
 6 四角は現代の主流です。指した感触もかなりいいです。角で先
手攻撃陣を牽制して局面のバランスを保ちます。攻めを切らす楽し

みもあり、この対策がポピュラーであることが実感できます。

 急戦には米長流、中原流、矢倉中飛車などがあります。急戦は 37
銀に限ったことではなく、先手矢倉全般への対策と言えます。指し

こなすのは難しいという印象ですが、先手の矢倉にじりじり押さえ

込まれてばかりいると、たまに薄い玉で攻勢に出るのも面白いです

し、薄い玉での守り方を知ることもできますので、指してみるとい

い経験になるかと思います。



 矢倉 3 七銀は、先手で最も完成された定跡の１つです。後手で 84
歩と指すなら、この定跡への対策を練っておくと、将棋が楽しくな

るでしょう。まだまだ互角なのです。（2006 年 11 月 7 日 高山大

祐）

【WEB 版付録 このような局面に遭遇したら？】

まず図 1 を見ていただきましょう。居飛車急戦対後手四間飛車。後
手の手番です。後手はやや不利です。

 ここで後手はどう指すべきでしょう。後手玉は 61 角とされると
危ないですね。しかし 52 のと金が大きく急がないとなりません。
 何か思い浮かびましたか？次の図を見ていただきましょう（次項）。



後手激指君は 49 銀と指しました。やや遅い手でした。そして銀を
先手に渡す可能性があります。ここでは単に 29 馬として 86 桂を狙
ってどうでしたか？ 局面は先手優勢には違いないでしょうが、76
銀を生かす手なので普通に 29 馬は有力だったと思います。
この後将棋は数手進みます。

 先手は飛車と銀では詰まず、後手は 61 銀で詰めろ。打った銀で
詰めろがかかってしまいました。29 馬なら勝ちだったとは思いませ
んが、49 銀としてくれれば少し助かったように思います。一例を挙



げれば、29 馬、61 角、63 銀。本譜よりも桂一枚得です。対局日は
2005 年 5 月 30 日、先手松風後手激指 1 でした。（2006 年 12 月 15
日 高山大祐）

-----------------------------------------------------------------------
（２）アメリカンフットボールの楽しさ

 しばらく続けてきたアメフト用語の使い方ですが、このあたりで

小休止にしたいと思います。今回は、私が感じるアメリカンフット

ボールの面白さについて書いていきましょう。

 特徴的なのは、１つのプレーが完了するごとに時計が止まること

です。そして次のプレーが始まるときに、再び時計が動き始めます。

そして時計が止まっている間に、攻撃側守備側、それぞれがプレー

ブックというたくさんのフォーメーションのパターンが書かれてい

る戦術本から 1 つを選びます。
 選ばれたプレーにはフィールド上の全ての選手の役割があります。

役割に応じた最高の能力を持つ選手をチームは配置します。そして

その最高の選手のうちの誰かが手を抜くと、大きなケガを招きかね

ないほどアメリカンフットボールは激しいスポーツです。つまり最

高の 10 人の選手がいても、他の 1 人が手を抜くと事故が起きるか
もしれないということです（大丈夫なこともありますけどね）。一瞬

といっていいほどわずかな時間でプレーの成否は決まります。

 一度時計が止まっていることによって、一流選手たちの最高の機

能的能力が集約された姿を垣間見ることができることが、私が感じ

るアメリカンフットボールの魅力です。そしてまた、プレーが止ま

ったときの光景も印象深いものがあります。まさに「ちりぢりばら

ばら」です。最高度に機能に特化した集団プレーを継続することが

いかに難しいかが分かるちょっと微笑ましい光景でもあります。

 次回は同じ観点から別のスポーツについても述べていく予定です。

まあしかし決定ではないです。（2006 年 10 月 19 日 高山大祐）

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

（３）哲学～ファイル公開しました

 2006 年の 10 月 30 日に、「数について」というファイルを公開し



ました。3 つに分けて公開するうちの 2 つ目までを公開しました。3
つ目はこれから仕上げますが、おおむね必要なことは、今回公開し

たファイルで分かります。

 公開したファイルの序論でも書いていますが、数だとか、抽象概

念そのものだとかを、準備作業から漸次書いて公表しようとすると、

その準備作業だけで一生を終えるという可能性が大きいでしょう。

それだけ気難しい分野ということなのですが。

 仮説を立てたり、命題として何かを述べるということは、自分の

思考をオープンにする第一歩です。これは能動的な行為であると同

時に、その後のことを自然に委ねなければならないという受動的な

態度を要請するものでもあります。「私は逆立ちしているのではな

くて、私は地球を持ち上げているのだ」といった主張を為したとし

ても、自然はそれへの回答を実地に与えることになるでしょう。自

然はその性質からして即答をしないものです。無理やりな健康法や

その場限りの禁酒宣言といったことを、人はしばしば勢いに任せて

口走りますが、自然現象としての自分の体は、時間をかけて応答し

てきます。自然の声に自ら耳を傾けることは、処世訓の寄せ集めよ

りもずっと価値あることで、そこに心と自然の対話が生まれてきま

す。そして自然と対話するには、人は語りかけることができなけれ

ばなりません。自然に対して語るのは愚かしいとお考えかもしれま

せんが、自然の方がいつか自分から語りかけてくるということも、

同じようにありそうにないことです。私の感覚からしても、最初に

自然の側からというのは稀なことだと思います。多くの場合は自然

の側の応答に気づくということではないかと思います。

 自然のうちに聞くことを知るのは、語るよりも一段と難しいこと

です。しかし、能動的なだけの態度では、つまり命題を立てておい

て、上手くいかないのは周りのせいだ、というのでは論述を洗練さ

せることはできません。問題はあるにせよ科学というものは、自然

との対話に他なりません。人の心もまた人体という自然の中で生ま

れてくる以上は、自然と対話しなければなりません。「どうすれば逆

上がりができるようになる？」から「人を愉快にさせる物腰とはど

のようなものなのか？」などなどいろいろあるでしょうが、自然と

の対話において重要なことは、実行するということです。それで初

めて応答が時間をかけてやってくるのです。

 人と語るのも自然と語るのも究極的には自然との対話になります

が、実際的には事象の探究に際して人と語り合うのは、いいことば



かりではなく、関与する人々が全然ばらばらな言葉の指示対象を持

ちながら話すという事態を防ぐのが難しい場合があります。人は自

然の中でもちょっと変わっているので、対話のためには多くの意識

的な準備や努力が必要になります。場の設定やテーマを設定する /
しないなど、苦労された経験をお持ちの方もいらっしゃることと思

います。

 「人という自然」には、自然としての意識的活動も含まれ、全て

を物質的に解釈するということではありません。それは一側面に過

ぎないものです。自分の意識は意識として捉え・受け入れるしかな

く、あれこれの解釈によって置き換えても仕方のない対象です。実

にここから本項の前半の叙述へ至るということができます。自分の

意識をそれと受け入れるなら、人は自然に語り問いかけることを知

る、ということです。

 

「数について」は、以上のこととはほとんど関係がありません。内

容的には 3 月公開の「複数内存在と外部論理」に近いものです。
http://www.lc-lih.com/
 3 月のときは期限を設けておきましたが、次に何を公開するかは
特に定めていません。準備ができたときには、公開していきたいと

思います。（2006 年 10 月 22 日 高山大祐）

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

・ボランティア

 私は去年あたりから札幌市の NPO でボランティアコーディネー
トを手伝ってきて、ボランティアや市民活動に参加する側のイメー

ジや長所・課題などを実感できるようになってきました。

 個人の側では、当然なのですが、24/7/365 の大きなライフサイク
ルから一部を振り分けてボランティアをすることになります。その

動機も、意気に感じて全人格を注ぎ込むような情熱を傾ける人もあ

れば、異なる出会いや異なる仕事の分野を経験したい人、異なる人

間関係を求める人など多岐に渡ります。そして、ボランティア団体

の種類がたくさんあると、簡単に言って多くの人にとって自分のほ

んのわずかな時間を、外部の様々な環境で試す機会を提供できるこ

とになります。自分の可能性というものは、個人の資質もあります

http://www.lc-lih.com/


が、出会いの中から触発されて開花するものもあります。

 ボランティア先での団体の使命はもちろん重要な要素です。それ

に共感できないというときは、参加しないほうがいいでしょう。し

かし、それだけではなくて目を向けたいなと思うのは、可能性を試

す機会としてのボランティアです。実のところ 1 回くらい荷物の搬
入をしても、さして大きな貢献をしているとは言えないでしょうし、

荷物の搬入を通じて具体的に何かを学ぶということもないでしょう

が、ひとつ今までは違う経験を重ねることにはなります。そしてそ

の経験というのも確実に、人間的なものであることでしょう。

 開放的な社会では、人との付き合いは希薄になりがちだと言われ

ます。そうでありながら、仕事の人間関係は固定されたものになり

がちです。気がつくと心の“勤続”疲労が、ということもあるので

はないかと思います。ボランティアの機会というのは、自分をリフ

レッシュすることにも繋がることがあると思います。

 一方でこの側面での課題といえば、新鮮な気分を持っている段階

から活動内容についての理解や習熟という段階までには多少時間が

かかりそうだということでしょうか。私なども経験しているのです

が、自分のしていることが、一体どういうサービスと関わっている

のかがなかなか掴めないということがあります。そのうちに多忙な

どの理由で活動を継続できなくなると、参加した団体の姿がよく分

からないままということになります。遊び感覚の参加は不可避なも

のですが、団体運営側がボランティアと話す機会を持つということ

は、以上のような状況を少なくするのには欠かせないように思いま

す。（2006 年 11 月 12 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」。長らく続け

ていたアメリカンフットボールものを今回でいったんやめます。し

かし、私が好きなスポーツの 1 つなので、また書くことがあるかも
しれません。それでは、また来月お会いしましょう。（2006 年 11
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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