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

 5 月になりました、みなさまいかがお過ごしでしょうか。私はつ
いに、将棋フリーソフト「ボナンザ」との対局を始めました。アマ

五段くらいの実力を持つと言われるソフトです。全幅検索と聞いた

だけで何となく手厚い個性が見えてくるような気がしますが、実際

には、強烈な攻めの棋風だということです。テレビの特集を見たと

ころ、チェスの手法をベースにしているということでした。最近は

なかなか対局時間がとれませんが、おいおい対戦記も書きたいと思

います。

 今月は 囲碁と将棋、近況から、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 5 月 20 日 高山大祐）

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

・名人戦～郷田九段好調、2 勝 1 敗（18 日で 2 勝 2 敗）

 将棋名人戦、森内名人対郷田九段は、1 局目が振り飛車、2 局目
が相居飛車の展開となり、郷田九段が 2 連勝しました。後手番の第
2 局を勝ったのは大きそうです。
 後手番では、一手損角換わりや振り飛車を併用することが増えて

きた昨今ですが、今シリーズは郷田九段が後手で相居飛車を採用し

そうな雰囲気です。後手番の相居飛車とは一体どのような作戦なの

でしょうか？ 今月はそのことを考えてみましょう。



・後手で相居飛車を望むとき

 後手番は居飛車にすることはできますが、相居飛車に誘導する権

利まではありません。これは先手も同様です。しかし、76 歩 84 歩
なら、先手は矢倉にはできる権利があります。後手は陽動振り飛車

以外は、先手の注文を外すことはできません。

 前置きが長くなりましたが、相居飛車が後手ややつらいのであれ

ば、先手の居飛車党は 2 手目 84 歩に対して、68 銀の矢倉や 26 歩
で角換わりや横歩取りを狙えます。

 後手という意味では、振り飛車も居飛車も同じなのに、どうして

相居飛車の一手の遅れがそれほど大きいと思われているのでしょう

か。

 次の攻防の組み合わせをご覧ください。

相居飛車の場合：

防御 攻撃

攻撃 防御

先手居飛車対後手振り飛車の場合：

防御 攻撃

防御 攻撃

となります。

 将棋で一番強い駒は飛車です。これは縦まっすぐと横まっすぐに

利く駒。攻撃陣の中心です。相居飛車で飛車に面した防御陣は、飛

車に備える態勢を取る必要があります。後手が先手の飛車に備えれ

ば、先手も後手の飛車に備える。かくして、形は似たものになりが

ちです。

 これに対して、居飛車対振り飛車では、飛車と飛車が向かい合っ

ています。つまり、飛車のいない側では相対的に力の弱い駒が向き

合っていることになります。言い換えると「互いの防御陣は飛車の

制約を受けない」。つまり、自由度があり、なおかつ安全なのです。

飛車と飛車の対抗により、攻撃側の形が早く定まるのに対して、防

御態勢は何段階かの発展を望めます。振り飛車は一般に駒組がしや

すく、防御陣の発展も円滑なので、受けの形を素早くつくっておい

て、少しずつ防御陣を強化し、攻め合いに応じるという作戦が可能

となります。つまり、仮に先手に先行されても、態勢を整えながら

戦うことができます。

 守備陣形の発展性は将棋では重視されるところです。しかし相居



飛車の場合には、矢倉から穴熊への発展、或いは矢倉から菊水矢倉

への変形などがあるものの、居飛車対振り飛車ほどの守備陣形の発

展性はないようです。振り飛車戦では、守備陣形の発展を見せて相

手の攻めを誘うという手段も使えますが、相居飛車ではこの手法は

なかなか使えません。

 相居飛車では概して、手の遅れは攻めあいでの遅れとなり、陣形

に差がない以上はその遅れは大きいと感じられても不思議ではあり

ません。上級者はミスも少ないですから、余計にその差を意識する

のかもしれません。

 しかしながら、相居飛車が後手大きく不利というわけでもないと

思います。将棋は持ち駒が再利用できるので、先手が駒を渡して攻

めればそれだけ後手の反撃も強烈になります。

 将棋の魅力の 1 つは、攻防一体の展開です。自分の攻撃が相手の
反撃をどれだけ強めるかを考えながらの難解な中盤戦から、一気に

速度を争う終盤に入る呼吸は相居飛車戦ならではないかと思います

ので、今シリーズ名人戦には大いに期待できそうです。（2007 年 5
月 4 日 高山大祐）

・朝日オープン選手権

 羽生選手権者と阿久津五段の 5 番勝負は、3 勝 1 敗で羽生選手権
者の防衛となりました。第 4 局は角換わりから先手阿久津五段が珍
しい中飛車を採用。後手に手順に銀矢倉に組まれるなど手損の感も

ありますが、後手の一手損角換わりがあるくらいですから、こうし

た戦法もやってみないと分からないところもあります。やや劣勢と

思われた中盤から終盤、阿久津五段も勝負手を放ち熱戦となりまし

たが、最後は羽生選手権者が追い上げをかわして防衛を果たしまし

た。

・将棋棋聖戦～佐藤棋聖対渡辺竜王に

 昨年末の竜王戦に続いて、棋聖戦でもこの 2 人の対戦となりまし
た。今度は佐藤棋聖が防衛する立場で竜王を迎え撃ちます。

（2007 年 5 月 14 日 高山大祐）

-----------------------------------------------------------------------
（２）近況から

 どうにも最近遊びに力を入れることができず困ったものだと感じ



ています。今月はクイズについて書いていこうと思います。

 クイズにはざっと分けてどのような種類があるでしょうか。

・知らなければ解答できない問題。

・考えれば分かる問題、言い換えれば素材が提供されていてその組

み合わせを問う問題。

・知能テストの迷路解きのように、反応速度を試す問題。

などなど、多分専門的にはすごく詳細な系統分類が為されているの

ではないかと思います。

 そのほか推理小説や映画のように、書いた本人や作り手しか解答

できないような種類の問題もあります、これは当てようがありませ

ん。

 おそらくみなさん、好きな分野のクイズ問題だと楽しめますね、

そして経験的に面白い問題というのもあります。なぞなぞのように

問題と解答の一見とっぴな結びつきが楽しいということもあります。

反対に、全く納得できない解答というのもあります。（3 に続く）

-----------------------------------------------------------------------
（３）哲学 「問題をいかにつくるか？」

 

 そこで視点を変え、問題を作る側に焦点を当ててみることにしま

す。すると、なかなか楽しい世界が見えてきます。

「クイズの解答は任意に決めてよいが、問題と解答の総体は少なく

とも 1 つ以上の観点から見て整合的でなくてはならない」
 対象というのは、どのような分類をも許すものである、とはよく

言われます。しかしながら、問題をつくるときには、A 分類による
5 つの要素、B 分類による 4 つの要素等々のうちで、何分類のどの
要素を尋ねるかを指定する必要があります。

 正答を B-4 として問題をつくるならば、「B によって知られるあ
るものの構成要素は次のうちどれか？」 答え 4.
といった具合になります。そして何かあてはめてみましょう。B（メ
ートル法） あるもの（長さの単位） 4（ミリ） その他の選択

肢（インチ、尺、マイル）

 人を馬鹿にするなという言葉が聞こてきそうですが、ここでいい

たいのは、問題は解くよりもつくるほうが心配りを必要とするとい

うことです。コミュニケーションの真に重要な側面が、そこには現

れています。



 これと似た性質の局面が、質問とその回答にもあります。これに

ついてはまた次号以降で述べることにしましょう。（ 2.3.とも
2007 年 5 月 9 日 高山大祐）

 

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

・STFA クイズ強化月間 「ポロロッカ」

 正解を何も思い浮かばないならポロロッカと答えるべし。STFA
が目指す、思い切りのよい姿勢です。一頃流行した「最強のクイズ

王決定戦」という趣向の番組では、聴衆を引かせるほどの博識と早

押しの嵐が吹き荒れていました。「ポロロッカ」や「エオラプトル」

「ヤンバルテナガコガネ」と人より早く解答したら一体何だという

のか？当然の疑問を誰もが押し隠しながら何となくすごいものを見

ている気分になっていたのではないでしょうか。

 STFA もまた、すごくあらねばなりません。しかし、クイズ番組
にむやみに精通して聴衆を引かせる必要もありません。ではどうす

るかのか？ 「すごい解答」を用意しておき、来るべきクイズ決戦

に備えましょう。このような日ごろの心構えが大切なのです。

 概してすごい正解というものは、それ自体不正解になっても何か

しら人々に強い印象を残すものです。

 例えば、「パンパ！ / アルファルファ！」：地理で勉強するアル
ゼンチンの地形の何かの名前。「アルゼンチン…」で答えてしまいま

しょう。この組み合わせでは、力強く不正解をかますことができる

のも魅力です。

 気風のいい不正解すなわちすごい正解です。クイズでは大きく賭

けて、何回かに 1 回かの「桁外れのすごい正解」を狙いましょう。
予め正解の決まっているクイズで瑣末な知識を誇っても仕方があり

ません！ でもわざとでなく楽しい不正解を答えるためにこそ、一

般常識が必要なのです。（2007 年 5 月 14 日 高山大祐）

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

（編集後記）



 １．読書

 最近、バナーをつくったり、このメルマガとは別のメールマガジ

ン構想を考えたりすることが多いのですが、元々好きな勉強もして

いないわけではありません。面白い考察とは、科学的であり次に考

察の及ぶ範囲をその目で見ているかのようなものです。科学的でな

く深いということは、結構誰にでもできます。というのも誰もが言

い知れない悩みの１つくらい持っているからです。人が書くものに

してエゴを越えているものが、目を引くのではないかと思いますね。

 2. 知の士農工商
 士は分かりませんが、農＝基礎部門の実験など、取材 工＝応用、

編集 商＝文献引用というたとえを考えてみました。私は商学部出

身なので分かりますが、商業において誠実であることは、とても大

切なことです。なぜなら、もっともごまかしやすい分野だからです。

 工・商は、誠実である限りにおいて人間社会に多くの便益をもた

らしてくれます。これから携わろうとするみなさんは、その可能性

を感じて大いに頑張って欲しいものだと思います（もっとも実際に

は、１つの論文や報告にも全部が何かしらの形で入っているものと

思いますが）。

 いかがでしたか？ 今月の遊びの中に哲学を探そう。来月もお楽

しみに！ （2007 年 5 月 20 日 高山大祐）
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