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

 みなさんこんにちは。12 月、師走ですね。相撲甚句とか、落語な
どを聴いてますと、12 月といえば借金取りに追われるというお話が
よく出てきます。現代では、正月休みの分を、今余計に働いている

という方もいらっしゃるかもしれませんね。どうぞゆっくりとお休

みになってください。今月は、囲碁と将棋、大相撲、哲学、そして

名前が変わってマンスリー・りーこむという構成です。どうぞ最後

までお楽しみください。（2006 年 12 月 16 日 高山大祐）

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

 囲碁の話題が最近途絶えていますね～。どうもすみませんね。

・将棋竜王戦 第 7 局へ
 12 月 13、14 日に行われた第 6 局は、初手 76 歩に対して後手佐
藤棋聖が 32 金と指す趣向を見せました。これに対して居飛車を中
心とした戦略をとる渡辺竜王は 5 筋位取り中飛車を採用し、相穴熊
になりました。32 金は珍しい手ですが、ちらほらと見聞きした範囲
では、咎めるのが意外に難しいということのようです。居飛車党相

手に 32 金と指して、飛車を振るように促しているという意味もあ
るようです。

 つまり、飛車を振ると多少有利になりそうな手ということです。

しかし、振り飛車は相手に形を決めさせるというよりは、居飛車の

攻めに合わせた陣形を組むものですから、駒組みには迷うかもしれ

ません。ちなみに、プロ将棋で三間飛車と中飛車が 32 金に対して
指されているのを見たことがあります。2 手目 32 金の巧拙は分かり
ませんが、王手をかけられた状況で佐藤棋聖は大胆な手を指したも



のです。結果は佐藤棋聖が勝ち、第 7 局へと竜王位の行方は持ち越
されました。

・将棋竜王戦

 2 勝 2 敗でむかえた渡辺竜王対佐藤棋聖の竜王戦第 5 局は、12 月
6 日 7 日に行われました。先手佐藤棋聖が角換わり腰掛銀から、早々
に銀をぶつけるという仕掛けに出ました。このぶつけは、数年前の

佐藤丸山の名人戦でも類型がありますが、今回は違う形になりまし

た。

 初日は微妙なバランスのまま封じ手になり、先手の堅さと後手の

駒の働きという対照になりました。そして封じ手が先手 15 歩の仕
掛けでした。鋭いともいえるし、誘い込まれたとも言えそうな難し

い仕掛けから、先手が一時は優位を拡大、勝負は決まったかと思わ

れました。しかし、ここから渡辺竜王が攻め味を残しながら入玉含

みの粘りを見せ、逆転勝利を収め防衛に王手をかけました。

 角換わり腰掛銀の特徴は、駒組みが飽和したときには、たいてい

先手が主導権を握る展開になるということです。その意味では本局、

15 歩は鋭いけれども、飽和する少し前の仕掛けだったかもしれませ
ん。具体的には 15 歩にかえて 25 歩、或いは 17 香車にかえて何か
別の手を指しておく。後手は 33 桂を跳ねているため陣形があまり
堅くならず、総攻撃に出てくるのは難しいと思われるので、一手駒

組みに手をかけてどうだったかな～と思いました。

 とはいえ、本局先手の仕掛けは成立、優勢になったのですから、

勝敗の分岐店は仕掛けの時点ではないのでしょう。そして、45 銀の
ぶつけは有力という印象です。（2006 年 12 月 9 日 高山大祐）

【WEB版付録 こんなときどうする】

2004 年 11 月 20 日 先手激指 後手松風の相矢倉戦より。



図  1 先手はどう指しますか？

 先手は 2 枚換えの駒得をしていますが、陣形が乱れています。
 61 飛車成りの攻め合いか？それとも 87 銀打ちと守るか？

 どうですか？ 方針は決まりましたか？

図  2 



 実戦は、先手 61 飛車成りに 86 角と出て、後手の攻めが続く形と
なりました。この局面もまだ難しいと思いますが、61 飛車成りで
87 銀としていたらどうなったでしょうか。
 以下 59 角、61 飛車成り、39 角成りのような展開が予想されます。
先手玉は堅くなったものの、上部脱出は難しい。駒得は生きそうな

展開です。

 戻って図２です。ここでは 68 歩、57 歩、68 桂など指したい手が
先手にはいくつかあります。ここで先手受けの決め手が見えていれ

ばというところ。

 実戦の先手は、57 歩と指し、同角成り、同銀、同飛車成り（王手）
67 歩となり、以下先手玉が下段に落とされてしまい、後手の勝利と
なりました。

 私であれば 68 桂として勝負してみたかったところでした。58 飛
車成りでくれば、玉の上部への道が開けますし、後手の大駒 2 枚は
成り駒でないため、金銀や玉自らによる受けに弱い状態です。そう

はいっても、58 飛車成りは厳しいですかね。金があれば先手がむし
ろ指せるかもしれない局面なのですが。

 68 歩であれば、後手は 88 金というような遅い手を選んだかもし
れません。仮に 67 龍なんて指してしまうと 87 金以下、先手玉はと
ても危ない状態です。先手玉が狭いので案外こうした金も厳しいで

す。

 すると 57 歩は、角銀交換の得になりますから、案外妥当な手な
のかもしれません。

 今回の付録では、どちらを持っても難しそうな局面を紹介してみ

ました。（2007 年 1 月 18 日 高山大祐）

-----------------------------------------------------------------------
（２）大相撲の面白さと不思議さ

「着用に時間がかかる割に皮膚を覆わない試合用の衣装」

 つまり「まわし」ですけど、一人で着られないにも関わらず、み

なさんご存知のあの状態で土俵に上っていますが、念入りに時間を

かけて防御力を下げてまで着用するあの「まわし」。

 宇宙から来た調査員というコマーシャルがありましたが、そうい

う人が、相撲を見たら不思議に思うことでしょう。際立って大柄で

屈強な人々が、時間をかけて髪を結いまわしを締める様子は、普通



の対人格闘技とは何か違ったものを受け取るかもしれません。

 ふんどしで相撲を取るということを想像すると、なんとなく納得

もできるのですが、レスリングや柔道などと比べてみるときには、

相撲における儀式や装飾の要素の色濃さに驚かされるものがありま

す。

 「勝負が早い」

 相撲の魅力の１つは勝負の早さです。これは私の祖母もいたく気

に入っていたところでした。

 「誰でもできる」

 ボクシングや柔道は学校の廊下でやるとケガの恐れがありますが、

土俵の外に押し出せばいい相撲は、誰でもどこでもできる手軽な遊

びです。とくに子供は体重も軽く、力任せに転んで大怪我というこ

とは多くないように思います。

 「誰でもできるから、見ていて分かる」

 これも結構ポイントですよね。右四つとか左四つ、腕の差し替え

の攻防が見ていて何となく分かるわけです。

 「だから面白い」

 しかし、誰でもできるものほど奥深いものです。ではまた来月お

会いしましょう。（2006 年 12 月 高山大祐）

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

（３）哲学

 ・方法論は補助用具

 方法論という言葉には人によって様々な意味を持たせられますが、

何かをするうえで必要不可欠な基礎と、特有の性質をもった対象に

接近する具体的な手段とに分けられるように思います。このほかに

も、発見のしやすさによっても方法論というのは意味づけが異なり

ます。発見困難なもののを見つけ出す方法論というのは、個人の資

質に依存するアート的なものになりますし、誰でも分かるようなこ



とをするのに必要な方法論とは、まず誰でもがそれと分かるような

基礎と呼ばれることになるわけです。こういうものに対するときに

は、「当たり前のことをするには根気が必要だ」という助言が一番大

事だったりします。

 方法論をそれ自体論ずるという誘惑は誰にもあると思いますが、

それはおよそ帰結や解答を持つ文章であれば、そこに方法に似たも

のを見出すことができるからでもあります。そこで優れた方法論が

何か近道を与えてくれないだろうか、或いは唯一無比の方法論を案

出すれば、発見的探索の苦しさをもう味合わないで済むのではない

か、あるいは方法論に囚われない境地に達したいという思いも出て

くるわけです。

 しかしながらそれは方法論が、肯定的にも否定的にもその人にと

って一番現実的な思考対象となってしまっているからであって、良

い徴候とは言えない状態です。このような状態で、よし方法論の呪

縛から脱却したとしても、元々いた場所に戻るということになりま

す。一番現実的なものが方法論であるうちは、肯定と否定の間を揺

れ動くことになりそうですよね。

（ お気づきの方もいるかもしれないですが、ここでの「方法論」

は「哲学」に置き換えることもできます。私は哲学は方法論の学と

は思っていません。哲学には扱いうる対象があります。）

 大切なことは、客観的に現実的な思考対象を設定するということ、

言ってみればこれが大事な方法だということになります。これは抽

象概念についてもあてはまります。抽象的なものを現実的にするの

はどうするのか？、そこから概念の定義づけ、他の概念との関連付

け、通用している日常的な言葉との関連づけなどの必要性が実感さ

れることになるのです。そして現実的とはどういうことかというと、

まず相手に通じるということです。

 私が思うに、真に方法論から脱却した哲学があるのなら、それは

方法論という言葉さえなく、読み手にとって意味をなす条件を整え

て直接的に考察を始めるものと思います。少なくとも、私はそのつ

もりで諸々の論文を書いております。

 現実的な思考対象に対するのに有効な方法は、一にも二にも基礎

的な勉強です。そしてある種のロイヤリティー（愛と書きたいので

すが何度も書いたので）、謙虚さ、リスペクトといったものです。若

さゆえの傲慢、老境ゆえの安逸さや傲慢、中年ゆえのがさつさや傲

慢、地位ゆえの傲慢、どれもこれもなるべく遠ざけたほうがいいよ



うな態度です。しかし野心はどうか？ まあ多少は必要かもしれな

いが、野心は芽生えてくるもので、意識的に持つというものではな

い気がします。勉強するには、意欲が必要ですね。（結局何度も何度

も書いてしまいますが）愛といったときには、強い意欲や高い目標

を目指す気持ちもカバーできるので、私は自身に関心を限定する感

のある野心よりも愛という言葉のほうがしっくりきます。

 それではまた次号でお会いしましょう。（2006 年 12 月 5 日 高

山大祐）

-----------------------------------------------------------------------
（４）マンスリー・りーこむ

 

 名前が変わりましたが、やることは同じです。

 ・ボランティアの重要な側面に、無償性というものがあります。

これはもっぱら仕事をただでするという側面が強調されますが、裏

を返すと、参加しても自分に対して営利性を求められることはない

ということです。「仕事するのに報酬をもらわないのは偽善だ」とも

言えるのですが、「自分のすることに外部から営利性を求められな

い」という意味では通常の仕事ほどの重圧はありません。

 報酬をいただかない代わりに、思い切ったことを考えることだっ

てできます。そして、思い切り手足を伸ばして考えるという経験は、

日常の仕事においても生かされるのではないかと思います。どんな

ときに一番良い状態にいるのかに関して、人間はなかなか言語的に

筋道を立てて答えることはできません。というのも、良い状態だと

か、仕事をする気にならない・乗らない状態であるとかは、たぶん

に生理学的な要素が影響しているからです。それが分かってくると、

人間自分のこと（或いは人間性そのもの）をくどくどと説明するこ

とは初めからしなくなります。

 ともかく、締め切りや人との約束、生活に関わるような仕事とい

った体験と、しがらみなく自由に考えるという体験がかみ合ってく

ることで、緊張の中にも余裕を持てるというような生活ができるか

もしれません。まあこればかりは人によって違いますが、私は初め

ての環境ですと緊張するのが当たり前だと思っていますし、仮にた

いして硬くならないとしても、特に職場環境ではそこを自分のやり

方でいきなり踏み荒らすようなことはしないように気をつけていま

す。



 規律や習慣しか体験していないとか、勝手気ままな振る舞いしか

したことがないというのは、結局体験の幅を狭めることになります。

そしてまたいろいろな体験というのは自分の中で混ぜ合わせないと

あまり役には立ちません。緊張した外皮の中に伸びやかな思考を、

のびのびとした振る舞いの中に秩序の感覚を、といった具合に自分

の様々な状態を少しでも応用が利くようにしていくことが自分の力

を生かすことになるんではないかと思います。

 少し話しが離れていきましたが、無償というのも捨てたものでは

ないということをお話しました。奉仕や自己犠牲といったイメージ

だけでなく、地域や社会の課題に対する自由な接近というのも、ボ

ランティアのイメージの中に加えていただければと思います。

（2006 年 12 月 15 日 高山大祐）

（次回「アイディアを次々に重ねていくマネージメントサイドの手

法」）（あくまで予定）

・年末といえば STFA
 STFA の標語「心の壁をなくすということは、進んで過剰に遠ざ
からないこと、過剰に近づかないこと」

 STFA が推奨する映画・音楽とは、まずしょぼくれていないもの
であるということが絶対の条件でありますが―、過剰な武装や過剰

や融和のメッセージから適度な距離を保っていると感じられるもの

が中心です。被差別意識からくる過剰な意識武装、その反作用とし

ての融和（例えばありとあらゆる人種を列挙して「仲良くすべきだ」

と叫ぶ）、こうしたものは人間が成長する１つの段階ではあるのでし

ょうが、一生持って歩くような態度ではありません。

 こうした態度に史的唯物論でも結びつこうものなら、人種差別段

階から人種差別撤廃段階への移行へ向けた「闘争」というものが行

われることになります。恐らく一度として上手くいかなかった、こ

の種の考え方がもたらすものは、まず制度のうえで何ら距離を取る

理由のない二人を歴史の段階の名のもとに遠く引き離して、しかる

後に、近づくように命ずるといった負荷になるでしょう。このよう

な負荷は貧困や社会不安と結びつくと、容易に暴力化・陰湿化する

ものです。

 しかしながら「よきサマリア人」は、人種差別撤廃段階と人種差

別段階というつくりものを意識していたわけではなく、心に壁をつ

くらずに旅をしていたに過ぎません。聖書においてイエスは、この



指があなたがたを癒すのなら、そのときに神の国はあなたがたに来

ているのだと述べています。

 まったくその通りであり、ファンクによって出会う二人はそのと

きに勝利しているのです。離婚や別れは愛そのものの反証ではあり

ません。

 心の武装を減らしていくと、知恵は増して周囲から或いは自分自

身から降りかかるドクマを振り払うことができます。聞くものを 1
人の人間に立ち戻らせるもの、それがファンク・ミュージックです。

（2006 年 12 月 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」。昨年は

STFA スペシャルと題してふざけたことを書いてましたが、今年は
少しだけ真面目なことを書きました。ではみなさま良いお年を！

（2006 年 12 月 15 日 高山大祐）
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