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

 2007 年 2 月、暖冬と言われていますが、みなさまどうお過ごし
でしょうか。札幌市では暖かい日と寒い日が交互に訪れています。

積もった雪が解けては凍るの繰り返しなので、路面の凍結には要注

意な日が例年より多い気がしています。

 今月の「遊びの中に哲学を探そう」は、囲碁・将棋、スポーツ、

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

しみください。（2007 年 2 月 19 日 高山大祐）

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

・将棋名人戦、森内対郷田に

 将棋順位戦は 2 月、残り 1 回戦を残して郷田九段が名人初挑戦を
決めました。郷田九段といえば鋭い攻めの棋風で有名、獲得タイト

ルも棋聖を初め 3 期になる強豪です。
 攻めの郷田、受けの名人というのが分かりやすい構図ですが、持

ち時間の長い将棋では、間合いを測るような時間が長くなります。

どこで仕掛けるのかにも注目です。

・戦型誘導その２

 76 歩 34 歩 26 歩で後手の手番～典型的な戦法確定の場面
 この場面で後手は 84 歩、44 歩、32 金という有力手段があります。
84 歩なら横歩取りまたは角換わり居飛車戦、44 歩なら振り飛車戦
かうそ矢倉のうち後手の好きな方、32 金なら現在流行している一手
損角換わりに進む公算が高くなります。公算というのは、必ず先手

がこのように進めるとは言い切れないからです。



 ともあれ、後手の可能性が意外に広いということが分かります。

一手損角換わりが指されるようになって、後手は横歩取りと角換わ

りという居飛車の有力戦法を使い分けることができるようになりま

した。

 反面先手の 3手目 26歩に疑問を感じる方もいるかもしれません。
手を選ばれては損ではないか？ こうした疑問は大切です。角換わ

り腰掛銀という戦法においても、先手が 25 歩を保留するのが有力
と分かってから、先手有力な戦法として認知されたことがあります。

将棋では、「ある手を指さないこと、駒を進めないこと」で戦いやす

くなることがあります。26 歩もそういう手の 1 つかもしれません。
 しかしながら、26 歩で居飛車戦法を明示することは、居飛車戦法
そのものが飛車と角を活用する理に適った戦法であるので、おそら

く疑問手ではないと思います。さらに言えば後手は 2 手目の指し手
で、居飛車の 26 歩を防ぐことはできません。居飛車を指すつもり
なら、指す前にそう宣言していても盤上で相手は防ぐことはできま

せん（対策は立てられるでしょうから苦戦はするでしょうが）。

 戦型誘導について考えると、時折堂々とした指し手を避けたくな

る気持ちが出てきますが、「飛車と角を使う」ことに関しては、大き

な原則くらいに大切なことと思って指したほうがいいと思います。

 26 歩の場面、96 歩や 16 歩といった手もないわけではありません。
しかし、そう指す以上は、目先のごまかしではなくて、飛車角の使

い方や玉の囲いなどについて自分なりに構想を立てることが大事で

す。構想の実現のためにそこからどう指すかと考えます。すると相

手がどう指してきたら困るな、この手は指して欲しくないな、とい

う手が見えてきます。こういう読みの過程が、戦型誘導の感覚を養

ってくれます。次回は、位について考えてみる予定です。（2007 年
2 月 5 日 高山大祐）

・穴熊戦その２

 穴熊戦では相手の守備陣の堅さが、戦略に影響を与えます。例え

ば振り飛車穴熊に相手は居飛車の舟囲い急戦という場合、玉の堅さ

では振り飛車が優るので、居飛車の仕掛けに対して互角に捌ければ

大いに有望な勝負になります。無条件の駒損さえしなければ、すな

わち銀桂交換や、角金交換くらいの損であれば、形勢はそれほど不

利ではありません。そして舟囲いは玉頭に弱点を抱えているので、

振り飛車からの 35 歩（75 歩）という手が厳しくなります。この歩



突きは、振り飛車が美濃囲いだと桂や香を打たれる危険があってや

りにくいのですが、一路遠い囲いの穴熊だと桂や香はすぐには脅威

にはなりません。こちらは王手がかからず相手にはすぐ王手がかか

るので、この組み合わせは穴熊が勝ちやすいと一般には思われてい

るようです。

 相手が穴熊以外の持久戦だったときはどうでしょうか。振り飛車

穴熊に対して、左美濃、銀冠、玉頭位取り、ミレニアム、5 筋位取
りだったらどうでしょうか。私の指した実感としては、確実に穴熊

が有利とは言えず、細かい読みが要求されるように思います。穴熊

戦で留意すべきこととして、押さえ込みを決められてしまっては、

いかに玉が堅くても苦しくなるということがあります。

 急戦相手の場合とは違い、直接相手玉への反撃を狙わず、押さえ

込みの狙いを阻止するようなバランスの取れた駒組をしなければな

りません。これは「模様を張る」という表現を使うこともあります。

 今回は振り飛車穴熊の戦い方を簡単に述べてみました。急戦が怖

くない代わりに、相手が好きな陣形を選んで持久戦に来た場合には、

穴熊側は押さえ込みの阻止が重要だということです。この場合、や

や薄い囲いと一路の遠さを生かした戦いが要求されますが、遠い玉

はやはり相手にとってはやりずらいものです。（2007 年 2 月 5 日
高山大祐）

-----------------------------------------------------------------------
（２）スーパーボウル、コルツ優勝

 2/5 に、ＮＦＬアメリンカンフットボールの頂点を争うスーパー
ボウルがありました。ご覧になりましたか？ 雨の降るコンディシ

ョンの中、試合はやや前評判で劣勢のシカゴが先行する展開になり

ました。しかし、ペイトリオッツとの AFC チャンピオンシップで
も 10 点以上の差を挽回したコルツは着実に追い上げ、ハーフタイ
ムでは 16-14 とリードして折り返しました。
 しかしハーフタイムは流れが変わりやすい時なので、勝負の行方

はこの時点ではなんとも言えない雰囲気でした。後半になって、シ

カゴの攻撃にミスが出て、コルツディフェンスがインターセプトリ

ターン TD を決めたところで、大勢は決したようでした。悪天候は
シカゴに有利に作用すると思われましたが、コルツは前半を冷静に

凌ぎ、後半に入ると持ち前の攻撃で相手の守備を疲労させるという、

安定した試合運びで勝利をものにしました。



 この試合で、シカゴは最初のキックオフリターンで TD を決めま
した。こうした「思わぬ得点」はスポーツではよくありますが、与

えた側ももらった側も、予想外な展開に対してどう対応していくか

が問われる場面でもあります。野球の試合でも、相手の投手がいい

と思っていたら、予想外に初回に 3 点取れたなんていうことがあり
ます。

 こうしたとき、勢いにのって攻めるか、チームを一段引き締める

か、これはコーチが彼我の力量をどう捉えるかによっても変わりま

すが、「漫然と試合を進めない」という姿勢だけは共通して必要だと

思います。漫然ともらいものの得点を喜んでいると、どうしてもそ

の後の試合展開を雑に考えてしまいます。

 今年のスーパーボウルでは、コルツの地力が後半に生きる展開に

なったところを見ると、両チームとも開始早々の得点にも浮き足立

つことなく、試合を戦ったように思えます。大舞台にもかかわらず、

慌てずに試合をするところは見事だと思いました。（2007 年 2 月 7
日 高山大祐）

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

 2007 年の予定
 ・  RES
・ 内部論理

・ 因果関係

 全部とはいかなくてもどれか１つは公開したいと思っています。

その他必要だと思えば、ファイルを作成して公開してきます。

 内部論理や因果関係は、理論的な内容のもので、比較的難しい箇

所です。今年はこれだけやるわけにはいかないのですが、なんとか

なればなと思っています。出来上がれば面白いものになると思いま

す。

 RES では、知性から不可避に生じる問題を知性によって克服する
ことに主眼を置いています。十分に分かりやすくするのが目標です。

問題を明らかにすることは解明的な理論であればこそできることで

す。なんとかしようと思って行動することはとても素晴らしいこと



です、そして誰にでもできます。こうした行動の多くは問題を明ら

かにするのに役に立ち、場合によっては正しい方向へと導いている

ことがあります。しかしながら、実践それ自身には伝達が容易では

ないという欠点があります。成功が蓄積されていかないと、現代で

は多くの問題は自然に解消されていく範囲を超えているようなので、

物事が好転していきません。

 それゆえ、私の記した経済哲学的な理論と、哲学的な理論を用い

て、問題構造と取り組み方を平明に示したいと思っています。序論

を完全に新しく書き直して、当初とは別のバージョンを準備してい

ます。なかなか大変でありますが、基本的にはこれまで書いたこと

から組み立てるので、きっとなんとかなるでしょう。

 今月は特にテーマも設けませんでした。ではまた来月お会いしま

しょう。（2007 年 2 月 11 日 高山大祐）

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

 今月は、地域活動が自由主義経済において持っている可能性など

を述べてみます。

・地域活動と自由主義の経済

 私がボランティア活動や市民活動、地域活動などに関心を持つの

は、活動自身の魅力もありますが、自由主義経済におけるセーフテ

ィネットのあり方を示唆するものとしてです。自由主義経済と、政

治的な過程における民主主義とは、現在は受け入れなければならな

い原則だと私は考えています。自由主義経済と民主主義政治という

前提の上で、地域活動、市民活動などは存在意義と発言力を持ちう

るものだと思います。

 日本においては、自由主義経済が本格的に強調されたのは前政権

の時だと思われます。このときの、経済における不良債権処理（竹

中さん）や政治における国連安保理の一連の決議（安部さん）、そし

て郵政民営化などは、たしかに政策主導型或いはプロジェクト型の

政治への転換を示すものだったと思います。それまではよきにつけ

あしきにつけ、現状維持の中の人気争いであったのです。

 私は率直に言って、会社倒産を良いシグナルと言い放つ当初の改



革路線には非常に懸念を持っておりました。それを喜んでいたのは、

昔ながらの暴力革命を願う人たちだったからです。最悪のシナリオ

としては、企業倒産件数が伸び、企業買収件数が伸び、景気は回復

せず、失業率は改善せず、群集は暴徒化して、それを利用しようと

する古い組合的な組織が再び勢力を拡大する、そんなケースもある

かもしれないと思っていました。

 しかし、そうはなりませんでした。竹中さんや安部さんの功績は

とても大きいと思います。これから政治を目指す人たちには、竹中

さんや安部さんのような業績を挙げるためにはどうすればよいかを

模索し、プロジェクトの運営や多数ある業務の中で何を基軸にする

か、いかに選んでいくかといったことへの感覚を研ぎ澄ましていた

だきたいと思います。

 現在言われているのは、構造改革のケアですが、これも自由主義

経済の考え方で遂行していくのが現政権の責務です。

 また、かつての左派にしても、自由主義経済を前提としていない

主張はほとんど真面目に受け取ってはもらえないでしょう。なぜな

ら、自由主義経済や民主主義の政治から離れた場合に、左派という

のは危険な種類の存在になるからです。今の野党が人々の不満が一

定値になるのを待つ限り、私はそのような集団を支持することはで

きません。私は格闘家でも喧嘩屋でもないので、自分の周りを暴徒

で一杯にするような真似はしたくありません。

 自由主義経済にあっては、生産的な活動だけが発言力を持ちます。

構造改革で生じた格差は、確固たる方針に基づいた投資と持続力の

ある経営、散発な投資ではなくて、経営体として成り立つ投資によ

って解消されていきます。

 地域活動もまた、自由主義経済で不可避に生じるであろう格差を

和らげる働きを期待されています。経団連や首相が期待するとおり、

NPO や地域活動は自由主義経済下でセイフティネットとしての重

要な役割を担う可能性を秘めていると思います。言葉通りに現政権

が地域活動であるとか NPO 法人の活発化に力を注ぐなら、それは
将来的に政治的なライバルとなりうる存在を支援することになりま

す。しかし、そのようなライバリーこそが、望ましい競争関係とい

うものだと私は思っています。（2007 年 2 月 9 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。今年も面白い

研究ファイルを公開できればと思いながらも、しなければならない

事もありますのでお約束はできませんが、テーマ自体に考えるだけ

の価値もあり、惹きつける魅力もあるので、楽しみにしていてくだ

さい。ではまた来月お会いしましょう。（2007 年 2 月 19 日 高山

大祐）
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