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

 こんにちは 7 月はみなさんいかがお過ごしでしょうか。涼しい気
候を無駄にすることなく過ごしたいと、北海道民としては思ってお

ります。今月は、先日久しぶりに指した囲碁といつもの将棋、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 7 月 14 日 高山大祐）

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

・将棋名人戦～森内名人防衛

 名人戦の第 7 局は、郷田九段の先手で角換わり腰掛銀になりまし
た。後手森内名人が同型を避けましたが、これによって後手は以後

の駒組がやや難しくなり、先手が少し指しやすいようにも見えまし

た。

 そして先手が穴熊を目指して陣形的な優位を築こうとしたところ、

後手から仕掛けて将棋が動きました。穴熊直前の不安定さと、やや

乱れた後手陣から仕掛ける危険性とどちらが響くかという展開でし

たが、何とも言えないような微妙な展開が続きました。ただ感覚的

には先手がやや指せる将棋だと思います。

 63 歩成りからは攻め合いの将棋になりましたが、後手陣右側を上
手くまとめた森内名人が勝利、18 世名人の資格を獲得しました。
 シリーズを通して、出かけていて中継を見れないことが多かった

ですが、矢倉、角換わり、相掛かりと居飛車戦の醍醐味を見ること

ができたと思います。（2007 年 6 月 30 日 高山大祐）

・囲碁をどのくらい覚えているか



 しばらく囲碁のことを書いていませんでした。段々忘れつつあり

ますが、「二眼で生き」の法則を覚えていれば、まあまあ今でもやれ

るんじゃないか（小次郎君となら）と思っています。二眼で生きる

のは、ルールによるものです。囲碁の基本はこのあたりにあるんじ

ゃないかと私は思っております。

・将棋棋聖戦～佐藤棋聖防衛

 佐藤棋聖連勝スタート。棋聖戦第 2 局は、後手佐藤棋聖の一手損
角換わりになりました。後手は守備の薄そうな右玉で、先手渡辺竜

王が指しやすいかに思われましたが、中央に駒を集めて手厚くまと

めた後手が中盤以降優勢になりました。右玉の特徴はカウンター攻

撃の強さと言われていますが、本局はそのとおりに後手がうまく反

撃したという印象でした。

 第３局は相矢倉、先手佐藤棋聖の森下システムとなりました。後

手は 73 銀と上がり、7 筋の歩を交換。いくつか類型のある将棋とな
ったようですが、中盤以降は矢倉らしい複雑な展開となりました。

この将棋を制したのは後手の渡辺竜王。1 勝を返しました。
 第 4 局は、後手佐藤棋聖の急戦中飛車でした。有名な局面から後
手の 54 歩が新手だったということですが、途中は一目先手が指し
やすそうでした。54 歩は、先手の攻めを急がしているとも言えそう
ですが、果たしてどうなのでしょうか。将棋は後手が勝ち、佐藤棋

聖の防衛となりました。（2007 年 7 月 6 日 高山大祐）

・シリーズ「駒の連結」

守備の角の連結：自陣角と自陣角の連結

 守備目的で角を連結する場合、多くは仕方なしに打ちます。狭い

スペースでは、遠くまで角の特徴は生かされず銀将よりも働きが弱

くなってしまうからです。しかし、秒読みなどでは反射的に角を繋

いで打つことがあります。やや劣勢なときは、角を駒台に残して終

わるのがもったいないという心理もあるのですが、棋理に関係する

理由もあり、銀を渡すと危ないが角なら自分の玉が詰まないという

ことも稀にあるということ、そして守備に忙しい局面でも角を打っ

ておけば、いつかそれを反撃に使える「かもしれない、多分いつか」

という可能性があるからかもしれません。

 銀なら「受けるしかない」が角なら反撃がある「かもしれない」。

絶対詰まない局面と詰むかもしれない局面の違いのようですが、こ



うした感覚は手を読みきれないときに個性の違いとなって現れるよ

うに思います。

 また角という駒は、相手からすると桂とともに読みにくい駒に入

ります。混沌とした局面で角を 2 枚つなぐと、「次で詰まされない
限り角が残る」ことになります。勝負師タイプの方なら、とっさに

銀ではなくて角をつないでいる、ということもあるのではないでし

ょうか。

角を並べて打つ：横並び、縦並びの角

 連結はしてませんが、横並びの角角や縦並び角についても少し考

えてみたいと思います。全てのマス目をにらむ並び角は相手に指さ

れると厄介です。「遠見の角に好手あり」というように、盤面の隅で

あればこうした角は威力があるでしょう。反面接近戦では注意が必

要です。

 追われる形で角が並ぶと、馬をつくらない限り連結不可能なので、

逃げ回ることに時間を費やすこととなり、将棋も劣勢になります。

 遠見の角といえば、駒を取り合った状態で大駒を遠くから打つの

がたいていは好手ですが、大駒の弱点は混雑した盤面です。玉の前

に歩が一枚置いてあるだけで、飛車と角が盤面を横断する能力を持

っていても王手はできません。角を 2 枚も盤面に投入する以上は、
盤面の交通量に対する十分な注意が必要です。

 感覚的にいうと、2 枚の角を守備的につなぐときは辛抱する覚悟
があるときで、同じ守勢でも並べて角を打つときは、優勢を確実に

する自信があるときに候補に挙がってくるように思います。振り飛

車では、相手の攻め駒を封じながら反撃を伺う角打ちがよく出てき

ますが、私なら並びの角もそんなタイミングで打ちたいと思います。

（2007 年 7 月 6 日 高山大祐）

-----------------------------------------------------------------------
（２）シミュレーションゲームの思い出

 私は、スポーツシミュレーションゲームを何度かしたことがあり

ます。今月はそれについて書きます。私がしたスポーツシミュレー

ションは、選手や監督・コーチの能力値があって、フォーメーショ

ンを決めて後はそれに基づいて自動的に勝敗が出てくるというもの。

まあ典型的なシミュレーションゲームではないかと思います。

 私は、こうしたゲームを攻略するために苦吟することは、さすが



にしなくなっているので、単純に能力の高い選手を要所に据えて押

し切る作戦を取ります。この作戦は、シンプルなシミュレーション

ゲームでは、まず上手くいきますし、相当高度なゲームにおいても、

ある種のパラメーターが突出した影響力を持つことが分かり、ゲー

ムの興を削いでしまうことがあります。

 パラメーターのゲーム環境における意味とは、言うなれば言語の

用法に当たるものではないかと思います。緻密に配分されたパラメ

ーター群にあっても、そのゲーム環境での勝敗にとって語用法的に

さしたる意味を有していないのであれば、プレイヤーは当然そのパ

ラメーターを軽視します。

 要するに、同じ 50 点でもゲームの勝利条件に対して等しい価値
を持っていないかもしれないような複数のパラメーターがあるよう

です。

 ゲーム環境は私の表現では、敏感なフィールドで、実際の言語の

使用される環境とは大きく異なります。深いところまで降りていっ

て考えたわけではありませんが、集合知のようなものをゲームにお

いて、現実世界におけるような重要性を与えるのは結構難しいこと

なのではないかと思います。

 集合知は、目に見えて個々の能力を向上させるものではありませ

んから、成長速度とか経験値とか別のパラメーターを用いたとして

も、現実世界におけるような形でそれが現れてくることはそうそう

ないかもしれません。

 本来集団スポーツでは、能力だけでなく、チームワークとか集団

的な経験なども大きな力になることは分かっているのですが、シミ

ュレーションゲームではどうしても能力値を押し出していく自分が

います。もちろん、あまりにはっきりと優勢になるような指標だっ

たら、敢えて使わないこともあります。それで勝っても面白くない

ですものね。面白くする工夫はするけどやっぱり勝ちたい、シミュ

レーションゲームをやるとそんなふうに感じます。（2007 年 7 月 2
日 高山大祐）

 

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

・集合的な知と個々の人間

 学問的な集合知の定義は、どこかで調べていただくとして、集合

的な知と呼びたくなる現象と個々人の関係について今月は触れてみ



たいと思います。

 個々の人間から見られた場合、集合知というものは現象として把

握されるものであって、5 人の人間を総合した人格や意志などとい
うものは、想定できるものでありません。それは、その現象を理解

しやすい形に擬人化していると考えられます。自分の本の中では、

私はそれを第 3 極の性格として述べています。ある意味では、「人
間を含んでいる現象が知的に見える」ことは、あまりにも当然な話

で、強いて発見するようなことでもないようにも思えますが、個々

の人間がこうした現象に出会い、それを分析し考察を加えるやいな

や、現象の中の個々の人間や、個々の人間の活動とより大きな現象

の全体としての知的な振る舞いの関係といった、それなりに難しそ

うな問題が現れることになります。

 個とそれに対する領域は、相互に影響を及ぼしあっているわけで

すが、その領域の中にも知性がいくつもある、といういかにも面倒

な状況です。

 私は、その状況を、存在するものには３つの方向性があると明ら

かにすることで理解可能だと考えました。簡単にいうと「私の周囲

の知的に振舞う現象」というのは決して局所的なものでなく、大域

的に適用されるべきものです。つまりは、そこの 5 人の人間である
とか、あそこのあの学歴の集団とかいう前提は、自分の周囲で自律

的に振舞う自然にとっては必要ではないということです。

 むしろ、「どのような個々の存在にとっても、その周囲は自律的に

現象してくる」というところから、それぞれの集合的に知的な現象

のことが分かってくるように思います。

 

 こうして、集合知についての自然な理解の仕方が浮かび上がって

きます。それは人間にとっての外の世界のあり方を基礎にしたもの

であり、その中の特有の現象を対象化することに関係しています。

別の言い方をすると、人間集団だけに特有の現象だとは思わないこ

とが、集合知を理解する自然なやり方だと言えます。むろん、人間

と他の生命を区別するのと同じようなレベルでの違いはあるでしょ

う。この違いがどこにあるのかを知るには、やはり基底には共通す

るものがあると知っておくことが大事だと思います。

 

 さて、個々の人間は、集合知の現象に入っていくこともできます



し、分析し利用しようとすることもできます。概して入っていくこ

とのほうに、多くの人は躊躇を感じられるのではないかと思います。

というのも、自ら入っていくことで現象の相貌が変わって見えてく

るからです。しかしながら、先月号に触れたウィトゲンシュタイン

流の哲学にいうところの「理解」という意味で言えば、集合知の一

翼を自分で担ってこそ、理解だということになるはずです。

 私の本にある「行為」、普通にいうと何かに働きかけることになる

のでしょうか、それは丁度今挙げた「私の周囲の自律的な領域」に、

私の側からは予測しきれない反応を引き起こします。

 集合知と関わるとは、すなわち予測しきれないもの、自分だけで

制御できないものと関わるということです。先に、人間であろうと

何であろうと基本的には第 3極の性質に変わりはないと述べました
が、人間集団における知的な応酬の場合には、いわゆる「自然の応

答」よりは、より先鋭な形で知性の持つ強さと脆さとが、交わされ

る言葉に現れてくるということになるでしょう。

 人間というのは、他のいくつかの生物とともに、行為の結果を交

換・蓄積したり、対象を言葉に置き換えて情報交換をすることがで

きる生物です。行為の結果や言葉は、私の用語では痕跡情報と呼ば

れるものです。

 集合知といえど、究極のところ、自然の営みではあるのですが、

交換される言語や行為の集積という見地では、たしかにユニークな

面を持っています。そして、それは不連続で、断続的なものに私に

は感じられます。

 このテーマは、私にあっては、交換の原理に多く書かれています

し、今も時折触れているテーマです。人為的な集積から再び自然と

の調和を目指すのが、今の人間社会の課題の１つだと私は思ってい

ます。それゆえ、また来月以降触れることがあると思います。今月

はここまで、来月をお楽しみに。（2007 年 7 月 15 日 高山大祐）

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

・14 日の土曜日-STFA、かすなに残る映画の記憶
 「14 日の土曜日」という映画がその昔テレビ放映されまして、私
は若かったせいか、うかつにも夜遅くにそれを見たことがあります。

内容はまったく覚えていないので、多分平均的なつくりのさわやか

なサスペンスホラーだったのでしょう。当時は「13 日の金曜日」と



いう有名なホラー映画が流行していたので、「土曜日」もつくられた

のでしょう。8 作以上に上るであろう「金曜日」と比べて「土曜日」
は残念ながら 2 作目が作られることはなかったようです。
 こうしたいわゆる B 級映画ですとか、プロ野球中継が早く終わっ
たときに流れる差し替え映画は不思議と記憶に残るものですが、そ

れはお菓子のおまけとか福袋などと同じような期待を抱かせるから

なのでしょうか。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

編集後記

 月一回ペースなら、今月号の哲学のテーマを書けるかもしれませ

ん。ではまた来月をお楽しみに。（2007 年 7 月 16 日 高山大祐）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

メールマガジンのバックナンバー・登録・解除はこちら。（自社版、

まぐまぐ、めろんぱん、カプライト、メルマ版の登録と解除が下記

リンクのページでできます。）

http://www.lc-lih.com/mailmagazine.html
lc-lih.com の玄関
http://lc-lih.com/
論文掲載・研究・出版のページ

http://www.lc-lih.com/
Re/S/Forum（交流・文献用）
http://lc-lih.com/community/
遊扉閣（遊び、音楽、映画等）

http://play.lc-lih.con/

お問い合わせ

info@lc-lih.com

著作者（特に記されていない場合） 高山大祐（松風）

発行者 lc-lih.com（代表 高山大祐）

本著作権者（高山大祐）は掲載内容の無断転載、編集、改変を認め

ていません。

http://www.lc-lih.com/mailmagazine.html
http://lc-lih.com/
http://www.lc-lih.com/
http://lc-lih.com/community/
http://play.lc-lih.con/
mailto:info@lc-lih.com


copyright(c)2007 Daisuke Takayama/“ lc-lih.com”  all rights
reserved
***************************************


