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

 6 月になりましてみなさんいかがお過ごしでしょうか。この時期、
北海道の気候はさわやかですが、本州から来た人の中には、思った

より暑いという方もいるようでした。

 暑い夏には怪談や怪奇現象。うまくはまれば涼しい気分になれま

す。しかし私は、怖い話を好き好んで仕入れたくはありません。最

近の恐怖映画は特に怖いですよね。技術が向上したためか、以前の

何割り増しかで怖がらせる仕掛けが増えているように思います。こ

うもあちこちからパンチが飛んでくるのでは、涼しいを通り越して

倒れてしまいそうだ、などと思ったものでした。

 暑いと噂される今年は、そんな怖い映画が勢ぞろいするのでしょ

うか。元気になる音楽を振興する協会・STFA としては、怖すぎる
映画は「決して推奨しません」。みなさんも心臓に気をつけて映画を

見るようにして、命を大事にしましょう。刹那の冷気も命には代え

られないはずです。

 さて今月は、囲碁と将棋、ゲーム、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 6 月
17 日 高山大祐）

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

 ・将棋名人戦

 第５局は、相掛かり先手 28 飛車、後手 84 飛車の対抗となり、先
手の郷田九段が積極的に仕掛けました。後手としてはとても気にな

る仕掛けでしたが、攻める駒が少ないため先手としてもそれほど自

信はないという、将棋ではよくある局面だったと思います。結果は



森内名人の勝ち。

 第 6 局は相矢倉戦となり、後手の郷田九段が逆転勝利して、第 7
局へと名人位のゆくえは持ち越されました。

・将棋棋聖戦

 佐藤棋聖対渡辺竜王の５番勝負が始まりました。第 1 局は、佐藤
棋聖の先手で角換わり腰掛銀となりました。最近多くなった 26 飛
車型です。この戦型では、以前は飛車を 29 や 28 に引くことが多か
ったのです。35 銀で当たりになるところにわざわざ引くのが、いか
にもプロ将棋らしいところです。

 将棋の結果は、先手佐藤棋聖の勝ち。この戦型の先手勝率も今の

ところ高く、26 飛車型はしばらくテーマ局面となりそうな気配です。

・今月のテーマ 「駒の連結～その 1・角」
 美濃囲いの金銀の連結は美濃囲いの持つ強い守備力の象徴です。

銀と斜め下の金は、「互いに利く」関係にあるから、どちらが相手に

取られても、すぐに相手の駒を取り返すことができます。これはす

なわち、相手の攻撃の勢いを止めて、反撃する力を蓄積できるとい

うことです。これから数回にわたり、駒の連結について考えてみま

しょう。第１回は大駒・角です。

 いきなり難しいテーマです。

 その 1・角の連結
  

  角

 角

 角

  角

 距離の違いを除けば、角の連結はこの 2 種類しかありません。

詰み筋の角の連結：

 居飛車対振り飛車で 35 角が盤上にあるときに、71 角打ちと王手
する。82 玉は上部脱出ができません。71 がもしも銀だったら 93 玉
とかわせるところです。王手の局面で大駒を繋いで打てるのなら、

その局面は相当なチャンスがありそうです（あるいは、こちらの負

けが決まりきっているために打たせてくれているか）。なかなかこう



いう手は実現しません。相手が事前に気づいて対応するからです。

攻撃的な角の連結：両取りの狙いがあれば威力増

 定跡において有名な角の連結は、横歩取り 8 五飛車で現れていま
す。後手が松尾流の 5 五飛車とまわり、以下同角同角と進むと、44
角打ち（飛車取りと 2 枚換えの狙い）が含みとなって後手優勢とな
ります。

 格言に「角道は止めにくい」とありますが、2 枚となると相当強
力な攻撃力を持ちます。4 隅に利く角の特性は、敵の攻めを牽制し
ながら相手の守備陣を崩すことを可能にします。また、カウンター

攻撃として 2 枚目の角を繋いで打つことも、非常に効果的です。
 ただし、力づくの 2 枚角に対しては歩による受けが有効となりま
す。2 枚換えに成功したとしても、例えば「歩、銀」と角の交換で
は、2 枚も角をつかった成果としては少々物足りなく感じられます。

攻防の角の連結：中段の角と自陣の角

 居飛車対振り飛車戦で、先手の 35 角に後手が 38 飛車と当ててき
たときに、68 角打ちとする手があります。35 飛車成りは同角、先
ほどの局面からは持ち駒の飛車と角を入れ替えて、先手の 35 角は
依然として遠くから相手陣を見据えています。対して後手が（もう

一枚飛車を持っていたとして）再度の 38 飛車なら、31 飛車や 32
飛車と打ち返して、さてどうなることやらというところ。

 また振り飛車側には、対棒銀などで 62 角と守備的に角を使って
いるときに、もう一枚の角を敵陣から 84 に引き付けるというパタ
ーンもあります。84 馬は玉頭の攻防にも守備にも利く強力な存在と
なります。次回は角・守備的連結について書きます。（2007 年 6 月
17 日 高山大祐）

-----------------------------------------------------------------------
（２）マインスイーパ自己記録更新

 何の自慢にもならないことですが、ウィンドウズについているマ

インスイーパというゲームで自己記録を更新しました。数学のある

種の問題との関連性があるなんてことも読んだことがありますが、

やっているときはそんなことを考えてはおらず、自己最速を目指し

て地雷の場所を予測していました。このゲームは、区切られた多数

の升目に隠されている 99個の地雷を周囲の情報をもとに探し出し、



確定するものです。周囲の情報は同じ種類の升目に隠されています。

「1」はその升目の周囲 8 箇所のうち 1 箇所に地雷がある、「2」は 2
箇所以下同様です。

 その後、手元の本を読んで確かめたところ、地雷探しゲームは「NP
完全問題」と関連があるそうです。Nondeterministic Polynominal
な問題に私は取り組んでいたということなのでしょうか。たしかに、

このゲームの初期局面で必ずゴールに導く正しい手を選択する方法

はないように思われます。たまたま開いた升目が地雷だったらその

ゲームは終了になってしまいます。

 序盤は確率的、升目が開いてくると必然的な仕方で地雷を特定で

き、終盤になって再び運任せにせざるを得ないかのような局面に出

くわすことが多々あります。しかし、それも終盤だから出くわすの

か、序盤にそこを開いていなかっただけなのかは、容易なことでは

分かりません。

 言い換えると、終盤の難所も序盤にそのあたりのどこかを運良く

開けていれば、なんら難所ではないという可能性があり、地雷の配

置が必ずどこそこに終盤の難所を形成するとは呼べないのではない

かということです。

 運をどこに帰するのが正しいのかは、或いはもう数学の専門家が

解決しているのかもしれません。しかし、身近なゲームと数学の難

問に関連があるというのは、とても興味を引かれることでした。

（2007 年 6 月 10 日 高山大祐）

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

（３）哲学

 

 質問とその回答

 質問とその答えについて考える前に、問いと解答の関係について

考察してみましょう。

 問いとその解答の関係を、以前私は一枚の絵にたとえていました

が、今度は別のたとえを使いましょう。

 1. 任意に選ばれたあなたの問いは、それ自身で解答から独立し
たものであるか？



 2. 任意のあなたの解答は、それ自身で問いから独立したもので
あるか？

1. については、問いを独立したものとみなせるのは、仮説も含
めてどのような解答も頭から追い払い続けているその間だけ

だということができます。

 2. については、答えはイエスです。

 問いと解答の関係は、解答⊃問いとなります。そこには鶏と卵の

関係はありません。解の生産力が問いの生産力を生み、解を高める

のです。むろん解にもいろいろあり、検証に耐えることのできない

解もあれば、きわめて個人的なものもあります。

 一々説明はしませんが、とりあえずこのように「問いは解よりも

弱い」と仮に受け取っていただいて本題に進みましょう。

 

 「質問と回答の関係」

 問いとその解答という場合とは違い、質問と回答という場合は、

コミュニケーションの問題になります。しかし、ここでも基本的に

問いはそれ自体では弱いものだということには変わりありません。

 私は自分の運営していた掲示板、今はやることが増えて停止して

ますが、そこでは問いを発するときにはその時点の自分の見解を書

いてください、と要望していました。残念ながらこの要望を聞いて

もらったことがないですが、そういう質問は本来私が答えることは

なく、どこかで調べていただくよう要請したらよいのでしょう。見

解を持たないと称する人間の問いに答えても、その人間のためには

ならないのです。よしんばそういう人間の利己的精神を満足させた

にしても、成長させることはありません。

 見解を隠したり持とうとしないのは自我を守ろうとすることに過

ぎないのですが、20 世紀にはこうした振る舞いが高等であると考え
られていた節があります。或いは、似たような精神が、唐突に個人

的事柄を聞かせようという暴力的な言動に訴えることもあります。

 いずれも利己的で迷惑なものです。私に言わせれば、これはウィ

トゲンシュタイン流の哲学の悪しき遺産ですが、本人のせいにはで

きません。その流れを眺めていると実証主義にも独我論があるとい

うことがよく分かります。上に挙げた迷惑行為の主体がたくさんあ



れば、見解を隠して質問してくる相手の勝手な判断に振り回される

経験をした主体は、自分の見解を隠すようになり、やたらと質問ば

かりするようになり、それが有利だと考えるようになります。そし

て普段自ら抑圧している自己表現は、たまに起きる感情の爆発に紛

れてどさくさまぎれに行われるということになります。

 本来弱い質問者がなぜか権力者のように振る舞い始めたことが、

そうした迷惑行為の増大の遠因になっているのです。思うに、人が

哲学の権威まで持ち出してまで質問者たらんとするのは、「解を生

産する力がない」という自分の姿から逃れたいと思っているからで

しょう。

 思弁のまずいところは、多弁のうちに自分をごまかすことが可能

になってしまうところです。「無知の知を知っている自分はすごい」

と言いたくなってしまい、さらりと「私は何々を知りません」と言

えなくなってしまうのです。本来無知は恥じることではありません

が、威張ることでもありません。無知の自覚によって突然解が沸い

てくることは恐らくはないと思います。

 言葉は自己に極めて近い位置にある道具であり、道具であるがゆ

えに人格と私たちが呼ぶものからある程度切り離して使うことが可

能です。言葉のこのような客観的な性質と、同時に人間的なものを

伝えることができる性質とを意識すれば、コミュニケーションが

個々の人格から少し離れた（しかし決して遠く隔たったところでは

ない）場所にあるということが分かると思います。

 この場所を、知識という観点や美的観点、活力、笑いという観点

など、いろいろな観点から高めようとするときに、問いは自然と生

まれてきます。というのは、そのときには人は質問を探すときに、

何か見えていなくても、何かしらの解を意識しているからです。

 このようにして発せられる問いかけにより、回答する側の能力が

引き出されます。コミュニケーションそのものは明らかに複雑な状

況ですが、解きほぐしていけば必ずそこに求められる解が見えてく

ると思います。それを意識することで、問いも回答も高められるの

ではないかと私は思います。

 そして、何も浮かばないなら定型句を使うか、もしくは許される

なら何も尋ねないことが大事です。1 つの対話は絶対に通らなけれ
ばならない門のようなものではなく、どこにでも対話の場面はある

のです。

 ちょっと違う側面にも触れましたが、今月はここまでです。



（2007 年 6 月 13 日、15 日 高山大祐）

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

・NPODAY
 14 日の NPODAY（マイクロソフトのイベント）に、ボランティ
ア先のものとして出てきました。「NPODAY」というと「アースデ
イ」のように出店でもあって風船でももらえるのかと思ったら、講

演や事例発表といった真面目なものでした。

 分科会では、SEO、リスクマネジメントといったやや難しい内容
となりましたが、ポイントを絞った解説だったので、分かりやすい

と感じました。

 ブログを持っていれば検索ワードを調べたりしますから、SEO の
ことはなんとなく分かりますが、リスクマネジメントあたりは、個

人でインターネットを使っている分にはあまり切実ではないという

方も多いのではないでしょうか。

 しかし、ボランティア中心の世界でも昨今は、保険、作業に関す

る覚書、個人情報の取り扱いなどについて語られることが多くなっ

てきて、ネットにおけるリスク管理も必要になってくるのだろうな、

と感じました。

 なまじ、一番最後にお楽しみ抽選会があったせいか、セミナーを

長く感じてしまいましたが、内容にはとても満足でした。なんとい

ってもこちらは初心者ですから、当たり前のことを分かりやすく説

明してくれてよかったなと思います。（2007 年 6 月 20 日 高山大

祐）

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

【編集後記】

 「人を量る量りで自らも量られる」といわれます。私は、誰かが

他人を量る量りには、何も意識していなくても気づきます。私はそ

の人間や集団（国であろうと星であろうと）を、必ずそのものたち

が用いた量りによって量り、その点においてだけは一切の妥協をす

ることはないでしょう。もっとも、これは自然の理というべきもの

で、本来私個人の問題ではありませんが、場合によっては、私個人

の問題（個人的問題ではなくわたくし高山個人の問題）ともするこ

とができます。そのことに気づいてから、私は随分と不思議な気分



でした。いかがでしたか？ 「今月の遊びの中に哲学を探そう」。次

回もまたお楽しみに。（2007 年 6 月 20 日 高山大祐）
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