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

 こんにちは。2007 年が始まりましたね。どのような一年にしたい
とお考えですか？ 私もまたそれなりに考えております。去年以上

に実用的な知識を習得しつつ、昨年は 7 本公開した研究ファイルの
作成もしたいと思っています。

 哲学の世界ですと、数式の計算なんて思考じゃないと強がりにも

似た言葉が発せられたり、不正確な情報源からですが、かの有名な

デカルトも「なぞなぞ」はお好きでなかったとか。私もなぞなぞの

たぐいも、力技だけで解決するような分野はあんまり好みません。

そうはいっても、ボランティアや地域活動、市民活動などに関わる

上で、初心者レベルの基礎から知っておきたいことも出てきたのが

昨年だったので、今年は 1 つ 1 から技を習おうと思っています。
 今月号は、囲碁と将棋、左手を鍛えると？、哲学、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に。（2007 年 1
月 7 日 高山大祐）

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

 久しぶりに新聞の詰め碁をやりましたが初手が分かっても後が結

構難しいですね。将棋では王将戦、棋王戦が相次いでスタートしま

す。ともに佐藤棋聖が挑戦者となりました。

・竜王戦 渡辺竜王防衛、3 連覇
 将棋竜王戦は昨年末に遂に７番勝負が終了、４勝３敗で渡辺竜王

が防衛に成功しました。

 将棋は角がにらみあう形の矢倉になりましたが、先手渡辺の封じ



手５７銀が評判がいい手だったようです。この周辺の数手で微妙に

先手が指しやすくなったようでした。この将棋でも前々局同様に、

中盤に千日手模様が出現、佐藤棋聖から打開しましたが、勝敗とい

う観点からは難しいところでした。勝敗を別にすれば佐藤棋聖らし

い打開でした。以降も難しい将棋でしたが、先手渡辺竜王は大崩れ

することのない差し回しで押し切り、見事３連覇を達成しました。

おめでとうでございます。（2007 年 1 月 10 日 高山大祐）

・戦型誘導について

 将棋の序盤を考える際には手の「含み」が考慮されます。含みと

いうのは、大雑把にいえばこの先どうなっても 8 割方損がない、と
いった手です。どのみち同じ形になるのだけれど、毎回考えるのは

将棋の序盤が含みの多いものであり、自分にとっても相手にとって

も幅広い選択肢があるためです。

 もしも相手ばかりたくさん手を選べる状況になってしまえば、考

える上では好ましいものではありません。そこで出てくるのが序盤

における指し手と戦型誘導との関係（必然性）です。

 戦型誘導は実に難しいですが、このメールマガジンの常として一

番簡単な例を挙げていきましょう。この手を指すと相手はどの手を

指せるか、そして指せなくなるかを考えます。

○初手 76 歩の戦型誘導効果
△後手が悪くならない手：ほとんど全部

△後手指しにくい手：84 歩も 34 歩もつけますが、奇抜な手は
指しにくくなります。62 玉、42 玉、12 香なども悪くなるわけ
でありませんが、初手 76 歩が角を活用する好手（！）であるた
めに、後手はのんびりと遊んではいられません。

 例えば、先手 68 銀、後手 42 銀に先手 79 銀と戻る、これはおよ
そ将棋というゲームではありえないですが、先手がこのような繰り

返しをする限り、後手も歩を全然突かないでも悪くはなりません。

しかし、後手が同様な繰り返しをして、先手が飛車と角を活用して

攻めれば、実力が同じ程度なら先手が良くなるでしょう。

 初手 76 歩は、確実な戦型誘導こそできないものの、相手の玉を
狙うという将棋の本質にかなった手です。後手が将棋に勝ちたいな

ら、同じように将棋の本質にかなった何かを指すようにと促す効果

があります。いかがですか？ あなたの指し手の戦型誘導効果はど

れくらいありますか？ 考えると楽しいテーマです。続きは次号で。



・穴熊戦

 道場二段のわたくし松風、振り飛車に対しては居飛車の急戦ばか

りになっていて、気がつくと穴熊戦のこつをあんまり覚えていませ

んでした。今回は穴熊戦について述べてみたいと思います。

 穴熊は、初めは振り飛車で用いられ、次に居飛車でも使われて流

行した王将の囲い方をいいます。19、91、11、99 の４箇所が穴熊
玉の位置です。

 穴熊は、逃げ場のないかわりに王手がかからないという利点があ

り、最近ではこの利点が、逃げ場がないという不利益よりも優ると

いう見方も出てきました。

 しかし、穴熊は囲っている間は弱いとか、振り飛車穴熊はやや薄

く相穴熊戦ではあんまりはっきりと優位を主張できないとか、居飛

車穴熊は手数がかかるといった弱点もあります。穴熊を理論的な観

点から見ると、まず上手くいきそうもない戦法です。手数をかけて

隅っこに行っている間に相手は好きなようにできるじゃないか、自

陣の駒を隅に偏らせたら、相手の侵入を防ぐことはできないから有

利にはとてもなりそうにない、と思えるのです。

 ○やってみて分かる将棋の再生力、穴熊で爆発

 これが、チェス型のゲームなら穴熊は絶対有利にはならないと思

いますが、駒の再利用ができる将棋では、穴熊の外壁を次々に修復

しながら、手番を握って攻撃するという戦術を可能にするため、相

手からすると大変に厄介な陣形になっています。例えば、振り飛車

穴熊に対して、71 角成り、同銀、同飛車成り、82 銀打つなどがよ
くあるパターンです。ここで龍が逃げれば手番は穴熊、外壁補修も

できれば、反撃することもできます。終盤での手番は大きく、相手

はうかつに攻め込めない状態になります。

 ○穴熊は強いが望ましくない（？）、穴熊対策

 穴熊は確かに将棋では強いですが、ゲーム自体の境界（縦と横の

外枠）を２つ利用する囲いですので、ゲームの醍醐味という点では

少し下がってしまうと思います。そして、望ましくないだけでなく

実際に組むのは大変だと示したのが、浮き飛車や藤井システム、向

かい飛車急戦、といった戦法です。

 特に藤井システムは、居飛車穴熊への直観的な疑問に答えるよう

な駒組みで、居飛車が簡単に穴熊にできないようにしています。



 振り飛車穴熊を防ぐ手段は居飛車には特にないように思いますが、

銀冠でも相穴熊でも十分に戦えるので、組ませてもさして支障はあ

りません。対振り飛車穴熊の場合は居飛車の 25 歩や 85 歩が大きい
のです。

 これが居飛車穴熊になると、25 歩の利点はそのままで穴熊の強み
を併せ持つため、振り飛車穴熊にとっても容易な相手ではなくなり

ます。そのため、振り飛車穴熊側は急戦含みの作戦を用いて工夫し

ているようです。

 急戦調の振り飛車穴熊にせよ藤井システムにせよ、穴熊玉に感じ

る違和感を具体的な手順で示したことには大きな意味があると思い

ます。

 「そうそう、香車のラインにわざわざ玉を囲うなんておかしいと

思っていたんだよ」という方もいたのではないでしょうか？

 かくいう私も居飛車穴熊をよく使っていましたが、それは矢倉な

んかと同じで、よく目にする形だったからです。

 次回は穴熊理想の勝ち方、対穴熊戦についてなどを書きたいと思

います（あくまで予定）。（2007 年 1 月 10 日 高山大祐）

【WEB 版付録】こんなときどうする？
 1999 年の対局から題材をとってきました。戦型は角換わり先手棒
銀の升田流 38 角戦法です。

手番は後手です。みなさんはどう指しますか？



 ここで後手の指し手は 72 玉。16 歩で駒損になりますが大丈夫な
のでしょうか？ ちなみに後手は私。今見てみると同玉、31 角 42
飛車のような展開を嫌ったのでしょうが、本譜銀損も痛いので、自

分の棋譜ながら心配になります。ただしこの 72 玉は安定した場所
です。

 続いてしばらく進んで第 2 図です。

 ここまで来てみると、後手も有望に思えますね。一気に決めるか、

それとも受けに回るか？ 方針は決まりましたか？

 後手はここで 62 玉と指しました。63 成り銀が回るとうるさいと
みたのでしょうか。しかしここでは、58 竜同玉に 69 角ならどうで
しょうか？ 68 玉に、49 竜なら、ここで 81 馬が怖い手です。
 後手の合駒は銀だけですから、84 香 71 玉、おそらく大丈夫です
が、時間が短いので駒を渡すと何か危ないと感じていたのかもしれ

ません。62 玉で後手は負けにくくなりました。2 枚の竜も強力です。
 先手としてみれば、62 玉に 81 馬（本譜）ではなく、68 金もある
かもしれないところです。もっとも後手はそれなら 19 竜上がる。
ここで先手は 81 馬とすると 59 桂成りなので 78 玉。やはり局面は
後手が良しなのかもしれません。

 対局は、平成 11 年 10 月 22 日、先手東大将棋、後手わたくしで



した。（2007 年 2 月 18 日 高山大祐）

-----------------------------------------------------------------------
（２）左手を鍛えると？

 体を動かすことは、言うまでもなく鍛錬でもあれば遊びでもある

し、無意識でもあります。また、思考の分野ではいつのころからか

世の中は右脳ブームが到来し、一発で閃く直感的な能力を求めるよ

うになりました。

 私のいた学校も例外ではなく、左手を鍛えると右脳が活性化し頭

が良くなるなどという噂が絶えず流れていました。つまり 20 年前
から右脳ブームはあったのです。

 噂を信じるかどうかは別にして、現代社会における生活は全身運

動の必要性に乏しいので、利き手に頼り体のバランスが悪くなって

も不便を感じない、或いは感じることができません。体のバランス

が悪くなると、頭にもいい影響はないと思います。

 ともあれ、私も利き手である右手だけでなく、左手もむしろより

多めに鍛え続けて何十年になります。しかし不思議なもので、今で

も右手のほうが強いです。

 利き手の反対側を意識する効能は、私自身に関しては実感として

あります。利き手・利き足に頼る限りは「これが自然な動きだ」と

信じていたものが、逆側を使うことでそうではないことが分かった

りします。私の経験では走り幅跳びがそうで、私は当初利き足踏み

切りを繰り返していたのですが、たいした記録も出ないので、保健

体育の教科書などを読み、逆足で踏み切って、利き足で思い切り足

を振り上げてみようと思い立ったのでした。

 はじめは非常に違和感があり、まったく不自然な動きのように思

われました。しかし、数回試すとこのほうが記録が出ることがはっ

きりしました。正確な原因は実のところこうした経験だけでは分か

らないのですが、理科や物理の授業だけでなく実際の運動において

も物理法則を考慮した理論が存在するときは、それを自分の体に当

てはめてみて、いろいろと模索してみるということの大切さを知っ

たのでした。

 こうしたエピソードは、常識を疑うというような言葉でくくられ

ることが多いですが、仮説をたてて試してみるということに面白み

を感じていただければな、と思います。先の例にしても結果が出な

ければ、ともかくもわたくしは根本的にもっと練習が必要である、

という一言で終わる話です。



 しかしながら、たしかに人間というものは、思う以上の可能性を

秘めていることがあり、それを引き出せないだろうかと考えてみる

ことは必要だと思います。

 老化防止の指回し体操にしても、続けていくと何か発見があるか

もしれません。ではまた来月号でお会いしましょう。来月の予定は

未定です。（2007 年 1 月 15 日 高山大祐）

-----------------------------------------------------------------------
（３）哲学 「数についてその 3」を公開

 何かファイルを公開するたびに、それについて概略を説明すると

いう展開にしていますが、今回もそのようにさせてもらいます。

 その 1とその２を使って数の無限性について説明してきましたが、
その３では数と論理式の共通点と相違点について述べました。数に

おいては同等性が、論理式においてはそれぞれの項の違いが前面に

出ているとその中で私は述べています。そしてまた、数の無限性、

論理式の有限性の対照についても述べました。

 詳しくはリーコムで読んでいただくとして、このテーマに付随し

たことを少し述べようと思います。それは「差異の無限適用が可能

か」？ということです。私は常々、概念化された差異（「等しからず」）

を無限に適用することで、差異化された無限の空間を形成するとい

うことには、賛成しかねるものを感じていました。無限性が痕跡情

報の同等性から来るものであり、有限な項群の関係や差異を記述を

するものが論理式だとすれば、概念化された差異を無限に適用する

ことで得られるものは、単調な 1 次関数のごときものということに
なるのではないでしょうか。

 そうした差異化された無限の空間というのは、記述の構造として

は決して多様ではありません。差異という点でのみ共通であるよう

な項の群れというのは、結局痕跡情報の基底には同等性があると述

べ、それぞれの項には何が入ってもいいということで十分に言い尽

くされていると思います。

 差異というものは、具体的に記述され違いが浮き彫りになって初

めて実証主義的な納得を得るものですから、無限に適用しては対象

の本質から遠ざかるのではないかと思います。例えば、哺乳類と爬

虫類の違いと同様な違いが、無限の彼方のいかなる２つの概念の間

にもあるに違いないと述べれば、随分荒っぽく、とても正しいとは



思えない主張になります。

 物事の違いや多様さを知ることは、事象をよく観察していくこと

でなされますが、違いがなぜ違いであるかといえば、簡単に他の事

例には適用できないから違いがあると言われるわけですから、同じ

違いがよそでも言えるかどうかについては、新たに考えてみないと

なりません。

 私のつくるファイルには、存在論的対象、痕跡情報（項）の相、

論理式の有効範囲、数の有効範囲などなどが出てきます。ややこし

く思われるかもしれませんが、最初の存在論的対象と私が呼ぶもの

から全て各々の配置を与えるができます。これらの違いをあまり深

刻には受け取らず、同じ根から育っているものだと思ってくだされ

ばと思います。それではまた次号でお会いしましょう（2007 年 1
月 10 日 高山大祐）

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

・一年の計は元旦に

 一年の計は元旦にといいますが、みなさまは何か壮大な計画は立

てられたでしょうか？ 今年こそマッチ棒で大八車を作ってやるぞ

といった目標を立てた方もいるかもしれませんね。頑張って作って

ください。今年の元旦は久しぶりに早く眼が覚めまして、気持ちも

新たにいろいろとやっていこうと思っています。

 先月号では、マネジメントの手法について言及していましたが、

世の中にはマネジメントの本はたくさんあります。私も若い時分に

は、そうした本や雑誌に目を通していたものでした。しかしながら、

ボランティアのマネジメントというのは意外に難しいというのが、

ボランティアコーディネーターをやってみての実感でした。

 ボランティアの作業は、報酬が前提でない分、回数や成果水準に

ついて過大な要求はできないものです（長く参加して欲しければで

すが）。

 作業フォーマットが同一であれば、たまにしか来ないボランティ

アの作業も積み重ねることができますが、パソコンの入力作業もま

だまだ個々の固有のガイドラインが大きな割合を占めるので、ボラ

ンティアの自発的連鎖で 1つの事業が完結するということはなかな
か起こりそうにありません。

 作業様式の洗練は大事なことではありますが、ソーシャル検索の



考え方のほうが、ボランティアマネジメントにおいては有効ではな

いかと私は思っています。つまり、個々別々のボランティアの声、

疑問、希望、知恵、技能などをコーディネーターのデータベース（要

するにノート）に蓄積し、出来るだけ無記名な状態で別の方の意見

と重ねていく、そんなことができないかと模索しているところです。

 むろんのこと、それぞれの意見には著作権がありますから、どな

たの意見であるとか、どなたの提案であるとかは、記しておかなく

てはなりませんが、各人の考えを円滑に引き出すためには、誰の考

えであるということをあまり強調してもいけません。基本的には、

大勢の賛同を得られるような場合には著作権者の名前をはっきりさ

せたほうがよいが、そうでないときにはそもそも関心を引くことで

はないのですから、触れる必要はないと思います。

 こうして書いてくると、クリエイティブコモンズ 1の著作権ライセ

ンスのことを想起します（私は一度「数について・その３」で使い

ました）。このライセンスは、自分の著作権を「非営利の活動なら自

由に使っていいが著作権者は明示してね」などと指定して表示させ

るのですが、ボランティアや非営利のプロジェクトには適合しそう

な気がします。

 参加時に、このライセンスによって参加します、と明記してくれ

れば、コーディネートもより容易になります。上述のライセンス自

体に法的強制力はないとされていますが、非営利活動や公益的な活

動にポジティブな波及効果をもたらすための試みとして注視したい

と思います。（2007 年 1 月 17 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」。本誌で長い

こと単語講座を連載していたアメリカンフットボールは、2 月上旬
にスーパーボウルというクライマックスを迎えます。今年は、イン

ディアナポリス・コルツ」と「シカゴ・ベアーズ」の対決です。シ

カゴといえば、80 年代に強力守備陣で頂点に上り詰めました。そし
てコルツは、しばらく低迷していた名門チームで、QB ペイトン・

                                                  
1 詳細は次の url を参照してください。http://www.creativecommons.jp/
なお私がこのライセンスを特に推薦しているということではないんで、使う

場合にはよく説明を見て使ってください。

http://www.creativecommons.jp/


マニングが加入してからプレーオフの常連になりました。守備のシ

カゴ、攻撃のインディアナ。さて結果はどうなるでしょうね。とて

も楽しみです。（2007 年 1 月 24 日 高山大祐）
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