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（ごあいさつ）

 こんにちは、8 月はいかがお過ごしですか。今月に入ってチェッ
カーというゲームをやってみました。オセロみたいですが、相手の

駒を飛び越すとその駒を取れるというゲームです。このゲームは、

今年になって完全に解明されたそうです。ゲームとしてはかなり難

しく、同じ飛び越しもののフォックスゲーム（きつね 1 対羊何十の
ゲーム、初期配置では羊勝率 100％できつねはあえなくつかまりま
す。）解明に力を尽くした私も難儀いたしました。盤が狭くサクリフ

ァイスを使った大技がかかるところなど、随所にチェス的な遠い読

みが要求されます。結論を言えば解明されているゲームの場合、序

盤はある程度暗記すべきです。

 さて今月は、囲碁と将棋、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に。（2007 年 8 月 20
日 高山大祐）

-----------------------------------------------------------------------
（1）囲碁と将棋
・将棋 王位戦開幕

 王位戦は、深浦挑戦者の連勝スタートとなりました。２局目は角

換わりからの激しい攻め合いになりました。飛車を取った先手深浦

八段に対して、控え室ブログによると後手の羽生王位がややいいの

ではないかという声がありました。私は後手が明快に良くなる順は

すぐには見えませんでした。後手のつくった玉頭の垂れ歩も大きい

ですが、後手陣も角換わりらしく薄いので、実戦はいい勝負だった

のでしょうか。

 第 3 局は、相矢倉になり先手羽生王位が 1 勝目を挙げました。矢
倉戦は似たような局面になりやすいですが、微妙な違いの中には既



に形勢の差を生じさせるものがあります。したがって、注意してい

ないと作戦負けになってしまうようです。本局は、9 筋から後手が
仕掛けましたが、見たことがあるようなないような、という局面で

した。香をさばいた後手も指せるように思われましたが、結果は意

外に早く先手が勝利を収めました。矢倉は難しいです。

 第 4 局は、角換わり腰掛銀同型、先手 26 飛車型でした。私の将
棋のパートナーの激指君は 35 銀と指しますが、情報によるとそれ
では先手が指せるそうです。35 銀が効果的でないとなると、後手の
49 角や 38 角も的がない感じで、先手の攻勢が続きそうです。同型
は一時期後手の受けが盛り返してきたと言われていたのですが、再

び先手が有利になるのでしょうか。

（2007 年 8 月 6 日、20 日 高山大祐）

・駒の連結 「飛車」

 飛車を２枚連結する。将棋における最強の駒を 2 枚その手に収め
るとは、気持ちのいいことではありませんか。今月から、飛車の連

結について考えてみましょう。

 １ . 相手陣で 2 枚連結する
 攻撃的な駒である飛車を相手陣で連結するということは、当然、

それだけ相手の王将への影響があります。2 枚縦につなげば、横 2
段に渡って、飛車が利くことになります。また 2 枚横につなげば、
遠い飛車を拠点にして、飛車成りで王手をかけるなんていう夢のよ

うな展開もあります。

 高美濃囲いを例にとれば、21 飛車の状態で 22 飛車打ち。高美濃
の金銀 3 枚だけで受けようとすれば、62 金引きまたは 62 金上がる
とします。駒数が 3 対 2 なので今はこれで何とか耐えていますが、
銀、香のどちらかが加わるとたちまち危険になります。62 金引きに
63 香と無粋に打つ。同銀は 61 飛車成り、同金とは取れません。63
同金も 61 飛車成り。
 ここまでは 2 枚飛車が強力だということを述べました。実は相手
陣での縦連結はあまり使われません。とられそうな飛車を守るため

に、もう一枚飛車を投入するのでは、結局相手に飛車を渡して手番

も相手に渡してしまいます。

 相手陣で連結が効果を発揮するのは横の連結です。高美濃囲い、

21 飛車に 31 飛車打ち。これは、飛車と金銀の 2 枚換えの先手の上



に盤上に竜が残ります。今度受けるなら、62 金引きでしょうか。こ
こで 63 香がやはり厳しいですし、桂があれば 86 桂みたいな手もあ
ります。次に 74 桂が痛烈です。
 こうした攻めを避けるために何か駒を使って受ければ、香や桂を

先手は打たずに済み、その分を盤面全体の制圧に回すことができま

す。相手の守り 4（金銀 3+何か）対こちらの攻め 2（飛車）にして
おいて、飛車を成り返って自陣に竜を引き上げることもできます。

相手の攻撃態勢がどうであれ、竜が加わった自陣はより堅固になり

ました。

 縦横無尽というように、2 枚の飛車は非常に活躍してくれます。
反面、角の反撃を狙われやすいので注意が必要です。66 桂と捨てて
おいて、12 角が王手飛車取りなんていう筋が実戦でもたまにありま
す。こういうときは、慌てて中合いをしたりせずに自陣を整えて駒

得を主張することを考えたほうがよいでしょう。（2007 年 7 月 26
日高山大祐）

-----------------------------------------------------------------------
（2）哲学

 今月は、3 月以来 5 ヶ月ぶりに短い研究ファイルを公開しました。
リーコムのサイトで見ることができますので、是非ご覧ください。

 ここではは、先月から引き続きのテーマについて述べます。まず

先月号から引用しましょう。

「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」。

 人為的なものの集積とは一体どのようなものでしょうか。第 1 回
にあたるここでは、現象としての人為的なものから始め、これから

論じるにあたって必要な行為・持続に関わる命題のいくつかを紹介

していきましょう。

 人為的なものの分かりやすい例としては、建造物、文字情報、音

声情報、などなどが集まったものなのですが、それらとてこの世界

のものですから、人の手を介して配列された情報の群れを、大まか

に言って「人為的に集積されたもの」なのだとおさえておきましょ

う。

 しかし、「言語や行為の集積」というのは、言葉にするほど自明な

ことではありません。膨大な記録が残された記録装置も、誰にも読



まれることなく宇宙の終わりに至るならば、情報が集積された装置

というよりも、単なる金属製の物体というほうが適当かもしれない

からです。

 図書館にせよ、幾多の建造物にせよ、当の私たち人間にとってみ

れば、「明らかに人知の集積」に見えます。しかしながら、これは納

得していただけると思うのですが、原子・分子のレベルで直接的に

「これは人間の行為の結果である」と識別できるようなものはあり

ません。簡単にいうと、いかに自然の素材を組み合わせているかに

よって、私たちは人為的な行為の結果と自然な現象とを意識しなく

てもある程度見分けることができます。

 このことの背景を、私の哲学から説明することができます。本来、

いかなる部分的な対象にも 3 つの方向性を見出すことができ、この
点で生命と単なる物質の区別はありません。両者に違いを生み出す

のは、主に境界が強まるということ、境界の持続性が高まるという

ことです。より長い持続を持つ境界上では、当然より短い持続の境

界におけるより、産出できる行為の幅は広いといえます。

 しかし、ここでも容易でない問題があります。それは、私たちは

いくらでも長い持続を想定することができますし、持続する対象の

範囲も任意に想定することができます。そこで、対象の内部要素に

着目し、特定の要素が繰り返し現れるときに、繰り返し現れないと

きに比べてその境界は比較的強いと呼ぶことにします。

「強い境界とはいかなる事態を指すのか」

 境界が強いといっても、一体何のことだか分かりません。持続の

基本形 A（ｘ、ｒ）において、ｘが定まっている程度が高いという
ことをここでは指します。

 強い境界上では、行為の特徴である再帰的な情報の利用が容易に

なっていきます。要するに、技術の習熟とか工程の改善とか、そう

いうことです。或いは単に経験に頼るのではなく、それを活用する

のも例としてあげることができます。

「境界上の痕跡情報は、境界内の内部要素とともに全て読むことが

できる」

 A（ｘ、ｒ）は（ｘ、ｒ）と読み直しても構いませんし、A 上で
産出される痕跡情報（ABC…）も全て読むことができます。



「自己にまつわる情報を痕跡化する」

 A（ｘ、ｒ）と単純化されたものを、操作的に痕跡化することが
できます。新たに持続 B として B｛A（ｘ、ｒ）｝とすることができ
ます。｛｝内は図式化され、1 つしか与えられない持続は既に A に
はありませんが、痕跡は保存されます。もしも主体は必ず A と表記
するというルールを設けるのであれば、もう一度 A｛B｛A（ｘ、ｒ）｝｝
とします。

 「痕跡化された情報は全て読み直すことができる」のですから、

強い境界を持つ主体は、自己にまつわる情報を含めて痕跡化するこ

とができ、かつ、それを境界内部にも保持することができます。

 そして大事な点ですが、「境界上の痕跡情報の産出量に理論的な

制限はない」ということです。本人の意図とか、生命の寿命とか、

電池の寿命とか星の寿命など外部の要因だけが、境界上の痕跡情報

の産出をストップします。

 恒星は途方もない期間存在していますが、自らの痕跡を内部に蓄

積できるような仕組みを持っているようには見えません。強い持続

を持つ対象のうちでも、表象する能力を持ち、表象の中に表象する

自己を見出した生命に特徴的なのが、情報化と蓄積だと言えます。

「痕跡情報の論理が、自然に対して適用される」

 蓄積された痕跡情報は次の行為において参照されることができま

す。したがって、人間のように記憶することができる生命の場合、

蓄積された情報が行動の前提になることができます。学習や洗練に

つながる能力ですが、同時にこのことは自然において特有の生命体

の行為の痕跡が継続的に残されることの遠因にもなります。次回以

降において、こうした痕跡化が環境に与える影響についても考察し

ていきます。

「対象は、痕跡情報の論理によっていかなる影響を受けるか」

 あるいはまた、対象はいかに・どの程度痕跡化されるかというこ

ともできます。痕跡化された領域は活性を失うと私は自著で述べて

いますが、別の言い方をすると対象は、他なる力によって不活性な

境界を引かれることになります。この場合の境界というのは、持続



同様に可視的ではありません。しかし、痕跡情報が持続主体上に必

ず有限の範囲で現れるということから、行為・持続の結果として、

「ある対象領域」が痕跡として区分されることは明らかです。この

区分を持続主体の境界と対比して、不活性な境界と呼びます。

 痕跡情報の論理とは、行為・持続の結果に関わることですから、

当然行為自体も直接的に対象に影響します。つまり、私は机を押し

のけるを受動態で「机が私に押しのけられる」と言い換えたときの

ことを考えていただければ想像できると思います。こうした直接的

な影響のほうがむしろ普通だと言えるでしょう。人間であれば、人

間に出来る範囲の行為の影響は当然その周囲の世界に及びます。そ

して、その影響が昨今大いに語られることの多くなった地球規模の

問題として現れているということなのかもしれません。

 ここで私が論じるのは、むしろ前者です。1 つ 1 つの行為の背景
にある痕跡情報の論理について論じていくことになります。

 周囲の世界に対して適用され実行される痕跡情報の論理は、現実

の世界でいかにして表面化してくるのでしょうか。人間全体が排出

する二酸化炭素の問題だけでなく、社会や組織、経済活動のありか

たまで視野を広げるならば、そこについて考察しなければなりませ

ん。つまり、何かを多くし過ぎたということだけが今日の問題であ

れば、その行動を抑制すればよいというのが、ごく当然の答えにな

るはずですが、現実にはそれほど簡単に状況が改善されるわけでは

ないように思われます。誰もが、地球温暖化を心配しているように

見えるのに、それは容易に大きな流れにはなっていきません。

 思い通りに体重を増減させることが言葉にするほど簡単ではない

ように、地球規模の問題に対処する人間社会も多数がそうと意識し

ても簡単に解決されるものではありません。これは、「意識づけ」だ

けでは決して解決できないでしょう。自分にとって不満な事態を全

て意識の欠如のせいにするのは、20 世紀の左翼的思想などに見られ
る手法ですが、それで事がうまくいくなら、左翼に足りないのは当

の「意識づけ」に他ならないということになり、そもそも「意識づ

け」とは何なのかなどと堅苦しく考えたふりをする人々の姿に出会

うことになるでしょう。

 しかし、そのようなことに数十年を浪費するわけにはいきません。

痕跡情報の論理、別の言葉では外部論理、合理性を象徴するこの論

理が自然において適用されるときいかにして表面化してくるのかに

ついて、次号以降で述べることにします。



 今月は、人為的なものの集積という現象、行為・持続の主な特徴、

そしてこれからの論述の方向について述べました。人為的と見做さ

れる現象と、通常自然環境と呼ぶものとの違いについて論じるのは

かなり難しいことです。しかし、このシリーズで順を追って説明を

試みるので、来月以降お楽しみに。（2007 年 8 月 20 日 高山大祐）

-----------------------------------------------------------------------
（3）マンスリー・りーこむ
・STF 協会、DVD 入手
 あらゆる種類のしんきくさいものをこの世からたたき出すために

設立された STFA も開設 1 年を過ぎ、その間日々是前進の毎日を送
って参りました。別に HP も更新せず、手持ちの CD の写真をぽろ
っと載せたきりでした。聞けば分かる、そのような心配りであった

とかなかったとかという話です。

 しかし、今回 P-Funk のライブ DVD を遂に入手、一層のパワー
アップが図られることになりました。

 未知との遭遇を彷彿とさせる荘厳なＵＦＯの着陸シーンなど見所

満載です。様々なキャラクターを演じる人々を見ていると、社会や

他人を変えようとするのではなくて、自分が変わっていくからこれ

だけ人を引き付けることができるのではないかと思いました。

（2007 年 8 月 20 日 高山大祐）

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

【編集後記】

 今月号から哲学では新しいシリーズを始めました。続く限り続け

ます。これは、喩えて言えば自己認識の円環についてのおはなしで

す。それがどんな形をしているのか、どんな構造をしているのか、

必要に応じてファイルを公開しながら、説明したいと思っています。

（2007 年 8 月 20 日 高山大祐）
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