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

 こんにちは。4 月を迎えましてみなさんいかがお過ごしですか？
この時期は、新入学、新学期、就職の時期ということで、私も学生

時代をたまに思い出して、長いようで短いと言われる学生生活が充

実したものになるようにと、新大学生のために陰に日向に思い過ご

しておこうかなと思ったりしています。

 私が学生のころですと、様子を見てないでただちに何かしてなさ

いみたいなことを言われていたように思います。それはたしかにそ

うで、1 ヶ月もするともう人の流れも固まってくる感じで、なかな
か改めてその中に入っていくのも大変になります。同じ様子を見る

なら、早めにたくさんのことをしてみるというのが、大学ではいい

のかもしれません。私あたりはあまり多くのことはせず、先生のお

話を聞いていたように思いますが、それはそれで楽しいにしても、

学生生活充実という意味では、それほどいい方針ではなかったかな

と思います。

 さて今月は、囲碁・将棋、スポーツ、哲学、マンスリー・りーこ

むという構成でお届けします。どうぞ最後までお楽しみください。

（2007 年 4 月 19 日 高山大祐）

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

・将棋～朝日オープン選手権始まる

 羽生選手権者対若手の阿久津 5 段の 5 番勝負が始まりました。第
1 局は、相矢倉戦となり羽生選手権者が勝ちました。今シリーズは 3
つのタイトルを持ち、一日制の勝負に強いと言われている羽生選手



権者に対する阿久津 5 段の戦い方に注目です。
 そして第 2 局は 19 日に行われました。戦型は後手羽生選手権者
が横歩取りに誘導しました。タイトル戦では久しぶりに横歩取りを

見た機がしました。羽生選手権者が 41 玉から 52 玉に戻す工夫を見
せましたが、結果は先手阿久津 5 段の快勝でタイとなりました。

・将棋～名人戦

 第 1局は郷田九段の先手で始まり森内名人の中飛車から相穴熊に
なりました。相穴熊というのは陣形が堅いだけに、序盤中盤の微差

が、終盤には大差になるということがあります。双方薄い陣形です

と、終局も早いが 1 つの緩手で逆転することもあります。しかし相
穴熊戦の逆転というのは、いつのまにやらどちらが大きくリードし

て、緩手なのか確実なのか分からないような手が何手か優勢の側に

出て、いつのまにやら形勢がひっくり返るという具合に起こるよう

に思います。つまり人間にとっては勝敗の分岐点に気づきにくい将

棋だと言えます。

 将棋は、先手郷田九段が玉頭の厚みを生かしてリードを奪い、先

勝しました。

・コンピューター将棋

 先日衛星放送で放送されていた、渡辺竜王対ボナンザの特集を見

ることができました。勝負は既報の通り渡辺竜王が勝ちましたが、

ボナンザも善戦しました。いつも将棋ソフト「激指」をパートナー

にして将棋をしている私としても興味深く番組を見ました。ボナン

ザは私の持っている数年前の「激指」と比べてはるかに強いソフト

だと思われますが、形勢判断には激指と共通する特徴があるように

思いました。

 なんといえばいいのでしょうか、形勢の良し悪しと勝負において

勝ちに結びつけるための最善の手段を混同しているかのような形勢

判断をします。例えば中盤を過ぎた時点で「1000 点優勢」と判断し
て、次の手を指されたときには「-300 点劣勢」というふうに、大き
く形勢判断がぶれることがあります。これは、通常人間がコンピュ

ーターに抱くイメージ（解析能力の高さ・安定性）とは異なるので

戸惑わせるものですが、仮に+1000 点で 8 割の勝率を見込むという
形勢判断だっとすると、おおよそ勝敗に関わる確率の 40％（0 で



50％、以下省略）がほんの 2,3 手で揺れ動くことになります。人間
の場合これは明らかに見落としがあったときの形勢判断です。

 今の時点でもコンピューター将棋は非常に強いですが、中盤と詰

みは強い、また、形勢を悪くしない粘りもかなり強いですが、序盤

と終盤はいいときと悪いときのばらつきがあるという印象です。

（2007 年 4 月 21 日 高山大祐）

-----------------------------------------------------------------------
（２）常葉菊川優勝

 このような見出しで何があったか分かる方もいれば、分からない

方もいるでしょうね、これは選抜高校野球で常葉菊川が優勝したと

いう話です。

 静岡県代表というと強いなとは思っていましたが、今大会の常葉

菊川は投打のバランスが良く、仙台育英や大阪桐蔭といった強豪に

競り勝っての優勝は見事でした。

 また準優勝は希望枠出場の大垣日大でした。これも大方の予想に

はなかった結果だと思います。

 

 ところで大阪桐蔭の前評判が高かった今大会を見て思ったのです

が、最近 4 番ピッチャーで優勝するチームはどれくらいあるのでし
ょうか？ まず記憶を辿ってみました。

{私の記憶が正しければ}
 池田（畠山、水野投手）、横浜（松坂投手）ときて、ここで止まっ

てしまいました。そしてかろうじて思い出したのが、伊野商（渡辺

投手）、岩倉（山口投手）。あまり印象にはありません。果たして 4
番兼投手は、優勝に近いのでしょうか、遠いのでしょうか？

{ということで、調べられたら調べます}
ではまた来月。（2007 年 4 月 4 日 高山大祐）

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

 「3 月 31 日小ファイル公開」



 「外部論理と否定の性質」というファイルを公開しました。ご覧

ください。

http://www.lc-lih.com/
 今後は、一番書きたいな思っているのが、「内部論理」というもの

です。その他には、昨年から続く、読み物ファイルの作成。

 ただいずれも多少はまとまった時間が欲しいので、公開時期がい

つになるかはちょっと請合えません。早いことも十分ありますので、

お楽しみにお待ちください。（2007 年 4 月 19 日 高山大祐）

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

・教育とは

 哲学者で教育・学校について考えたことで有名なのはデューイで

しょう。哲学者の教育論というのは、いや哲学者に限らず一流の学

者が教育を語るときには、聞く人間にわずかだけ希望を抱かせるも

のがあります。日本でも昨今は教育が話題になることが増えてきま

した。私の率直な意見を言うならば、「20 世紀の左翼教育」は、も
はやあり得ないものだということです。

 その特徴は、解釈の鋳型を押し付けようとするということにあり

ます。例えば、綱領であったり、意味の分からない理論であったり、

特殊な生活様式であったり、「人々が従うべき被造物」があって、

人々はそれに従って発言しなければならない、という種類の教育が

それにあたります。その被造物は、人と場所により様々ですが、歴

史の法則と呼ばれたり、特定の人物の名前を冠した書物であったり

します。

 何か不都合な事態が生じたときには、「人々のほうが理論につい

ていっていない」「不満を持つグループがいないか」といった反応が

起きます。結果はみなさんがご存知のとおり、20 世紀中には上手く
いきませんでした。根元が変わらない限り、こうした傾向はなかな

かなくなることはありません。

 というのも、「正しいはずの歴史の法則」というものは、人間の頭

の中にだけあるものだからであり、「意識して従わなければ望まし

くない結果を出してしまう法則」という時点で、それは法則ではな

くて、単なる命令文なのです。世界をどうにかしたいという気持ち

には共感できますが、古い左翼教育がもたらすものは、特定の被造

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


物への服属を要求するという意味では、古代からある偶像崇拝だと

いえます。このようなものの前で人間が平等だと言ったところで、

そこにあるのは隷属に過ぎません。こうした偶像崇拝が、綱領を解

釈する僧侶階級の台頭を生むことも、相当高い公算でありうると思

います。

 私は市民グループの意欲的な活動を全般的に評価していますし、

世界には、特に欧米には参考になるような取り組みをしている左派

と呼ばれるような団体や研究者がたくさんいます。私の所見ではこ

うした取り組みをしている人々は、現実に対して謙虚であって、も

はや何かの綱領や特定の人物と結びついた主張を守ろうとしている

ようには見えません。

 

 「平等はどこから来るのか？」

 本当ならたくさんのことを書いたあとに述べるのですが、答えは

「自由な個人」からです。これは大切なことです。「平等のおまけに

自由がある」のではなくて、「自由な個人がいるから、平等が成り立

つ」のです。というのも、自由は個々の人間が達成できることです

が、平等というのは、ある人間の集団について、その内部の関係を

言い表したものだからです。自由以前に平等を持ち出すならば、個々

人のありようは手付かずとなり、結局先に述べたような「平等原則」

みたいなものが一人歩きしてしまうことになるでしょう 1。人は孤立

した個人としては、平等など必要としていません。自由な人間同士

が、平等であり対等であることができるし、またそれを望むのです。

教育もこの観点から考えなければなりません。

 

 自由な個人同士が、頼りにするもの、共通に保持できるものは何

でしょうか？ それは個人に属する「解釈」ではなくて、「客観的な

事実」です。

 この点で、私は「あるべき解釈」を先行させる従来の左翼教育は

今ではあり得ないものと考えています。

                                                  
1 母集団の確定、大人子どもの境界、平等の定義とは何か、いずれも解釈が要
求されるものばかりだが、私の考えでは自由な個人がそれを考える前提であ

る。というよりも、自由な個人には、そのような定義書がなくても対等な振

る舞いや公正さへの感覚が身についていく。



 事実にもいろいろありますが、信頼できる事実とは何でしょう

か？ それは少なくともいろいろな参照項の間で認定されているも

のであるほうが、信頼できそうな事実だということになります。そ

してその事実に基づいた解釈には個人差がありますが、あって当た

り前のものです。

 「人種理論はいけない」という解釈を押し付けようとするよりは、

人種理論は成り立たない、しかし人間の能力には個人差がある、と

いうことを科学的に説明するほうが、よほど効果的だと私には思わ

れます。能力の個人差は、まぎれもなく私たち誰もが目にする現実

なのであって、それを解釈の押し付けによって発言させまいとした

ところで、不信感を増大させるだけです。また文化的背景が違えば、

文化圏ごとに長所があることもまた否定しようのない現実です。そ

こに「文化圏は全て平等でなければならない」といった特殊な信念

を優先させれば、せいぜいのところ今の野党戦術のような騒動が頻

発するという結果が生まれることになるでしょう。

 「自由が平等を支える、平等は自由についてくる」私はそのよう

に思いますので、教育においても事実に基づきつつ、解釈を押し付

けない姿勢を期待しています。ですから当然に、20 世紀のたぶんに
左翼的影響の色濃い教育は、なんらかの変更・改正が不可欠だと考

えます。（2007 年 4 月 22 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。そろそろ 5
月ですが、みなさまには楽しいゴールデンウィークとなりますこと

を願います。（2007 年 4 月 22 日 高山大祐）
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