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（ごあいさつ）

 みなさんこんにちは。11 月も下旬となり、時折雪が降る時期にな
りました。

 季節とは全く関係ありませんが、私は最近になって、マンドリル

が存外おとなしい生き物だと知りました。動物も見かけによりませ

んね。私はあれこそが最強の戦闘種族だとばかり思っていました。

 ところで、来月はもちろん 12 月。短いファイルでもつくろうか
なと思っているのですが、さて出来るでしょうか？ 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 11 月 23 日 高山大祐）

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

・竜王戦始まる

 渡辺竜王対佐藤 2 冠の竜王戦は 3 戦を終わって渡辺竜王の 2 勝 1
敗。第 3 局は相掛かり模様からの先手ひねり飛車でした。ネット中
継のデータを見ていたら、相掛かりから 26 飛車と引く形の先手勝
率はあまり高くないことが分かりました。面白い戦型だけに残念で

す。

 ひねり飛車は、振り飛車の好形である石田流+1 歩手持ちという有
力戦法と言われていますが、居飛車の対策も進み、簡単に勝てなく

なってきたようです。第 3 局でも後手居飛車の渡辺竜王がごく普通
に組んで互角の中盤を迎え、後手から仕掛けてやや指しやすくなり

ました。もっとも本局の先手、58 金を急ぐ構想は私には目新しく、
ひねり飛車の可能性を感じさせてくれました。ブログにも書いたの

ですが、私なら 16 歩を保留して右矢倉を見せて 2 筋の歩が切れて



いる点を生かしてみたいと思いました。ただ、のんびりしていると

本局のように後手が仕掛けてきます。しっかり読んで書いているわ

けではないので、それほど自信はありませんが、何かうまい駒組が

あるように思った第 3 局でした。（2007 年 11 月 16 日 高山大祐）

・香車の連結

 香車というのは、自分で隣の筋に移動できないという性質があり

ますが、一度交換されると非常に力を発揮する攻撃的性格の駒です。

香車と香車を連結できるのは、交換して香車を入手したときだけで

す。まず攻めの香連結から見ていきましょう。

 

 【棒銀で多用される香の連結】

 相居飛車における棒銀の手筋は、15 歩（95 歩）以下、銀を香と
交換するというものです。これは有名な手筋で、これで相手の端は

危ない状態になります。もしも、王将が 22 や 88 にいれば、15 香
（95）の形から 19（91）香と足して攻めはほぼ成功となります。
 筋を変えられない香の攻めは、場所を間違えると守備側が楽にな

ってしまいます。穴熊や矢倉への端攻めなど目標が分かりやすいと

きには非常に有効な手段となるでしょう。

 【受けで香を 2 枚つなぐことは少ない】
 前にしか利かず後戻りできない香という駒の性質上、香を打って

もう一枚香を守備の目的でつなぐことはあまりありません。歩にも

弱いので、叩かれて吊り上げられてしまうと、守備駒としての働き

がなくなりますし、これを手抜きすると「駒を損して「と金」をつ

くらせる」というあまり嬉しくない取引をすることになります。

 【金銀との相性がいい受けの香打ち】

 香を連結することは少ないですが、金銀と組み合わせでは、香車

は桂に優る守備力を持ちます。桂は利きの場所が一段飛ばしになる

ため、ふところが弱く、金銀との連結はそれほど強固にはなりませ

ん。しかし、歩を強くしたような香は、大きな働きをします。

 居飛車穴熊の 79 香、69 香、68 香などは、どれも金銀と接してい
れば頼もしい防壁となります。特に 88 銀に 79 香と打つと、78 の
弱点をカバーし、さらに 78 金と打った形が堅いので、よく見かけ
ます。

 また居飛車急戦での 59 香 58 金型も、横からの攻めに有効です。
振り飛車においても美濃囲いを 61 香と補強したり、51 香と補強す



る手は手堅い手です。

 【攻めでは連結よりも単独で、或いは組み合わせで使う】

 受けでは金銀の連結を補強して活躍する香ですが、攻めのときに

はあまり連結して使うことはありません。他の駒に香を足すときは、

攻める筋を限定する意味があるので、「力攻め」となります。このよ

うな攻めは、数において優位であったり、配置において受けがない

ときに限られるでしょう。

 香は、桂とのコンビネーションで相手陣を崩すのにも役に立ちま

すが、最も効果があるのは「単独での強襲」です。相手の歩の裏側

から打つ香車に対して、相手は香車以上の駒で受けるしかないので、

陣形の変化は避けられません。歩で受けられない以上、駒得を主張

することもできないので、歩の内側から香を打たれるのは、非常に

厄介なのです。

 組み合わせの攻めにおいても香車の役割は、強襲です。香、桂、

角の 3 つの駒で相手陣を崩したいという場合、香車から飛び込むケ
ースが多いと思います。角は何と言っても大駒ですし、桂には前回

述べたような攻めの拠点を 2 箇所つくる働きがあります。もちろん、
読みを入れてから指さないとなりませんが、勢いよく香から飛び込

み、桂の拠点を生かして寄せきる、そんなイメージを持って読みを

入れてみることは役に立つと思います。

 交換してからの香車の働きは、攻めの面では本当に意表をつくも

のが多く、将棋を面白くします。価値があまり高くない駒ですが、

他の駒が利いているところに飛び込むという感覚を身につけること

で、鋭い攻めができるようになります。そして、受けの香は、直進

しかできないにも関わらず、一転して金銀を補強する「のり」のよ

うな地味な働きもしてくれます。

 攻防でその働きがまったく違って見えるのもまた、香車という駒

の面白いところだと思います。（2007 年 11 月 4 日 高山大祐）

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

 今月も前月号の補足から始めます。自然環境は敏感ではありませ

んが、前月号では私は、「例えば心臓はそれを取り巻く様々な因果関

係のうちにある」といった意味のことを述べました。これらは無論

両立するものです。それはなぜかを説明してから、本題に入ろうと

思います。人は、対象に連続的的な因果関係を見出してそのように



記述することができます。しかし、そのようにして記述される 1 の
因果的系列は、第 3 極の現実においては、他の重層的（同時かつ無
数）な系列と共にあります。

 それゆえに、私たちが引き起こす行為は、恒久的に直線的な変化

を引き起こすことはできません。この意味で自然環境は敏感ではあ

りません。他方、自然のうちに現れる対象には、どの方向にも連続

的な因果関係を読み取ることができます。存在者の行為は、全ての

宇宙に目に見える影響を与えることはないが、存在者の現われのう

ちには、あらゆる段階の因果関係を読み取ることができます。

 上の叙述における時制の感覚、事象の向きの感覚を掴んでいただ

ければと思います。私たちのどのような現れも、誕生から出会いま

で、第 3 極との不可解な連関を伴っています。他方、私たち一人一
人が行う行為たるや、一度ずつしかできないようなもので、その影

響も 1 つ 1 つを取れば微々たるものです。事象の現れにはどこか予
想しきれないものがあり、こちらが行うことは 1 つ 1 つをとればい
かにも貧弱です。

 

 その 1 つ 1 つの行為の結果が、いかにして不連続な痕跡を自然環
境に残すようになるのか、それが今月のテーマです。今月は簡単な

例から始めます。

 シンプルな例

「f(a)→A は、ある言語指示をある物体 a に適用して位置を変換し
た場合に、変換された a をＡと名づけることを意味する」いう例を
考えて見ましょう。七面倒くさい表現ですが我慢してください。

 この例で、変換規則を共有しない人々にとって観察可能な事実は

Ａです。有名な実証主義的哲学の見地からは、明示されない変換規

則は前提すべきではないでしょうから、事実上観察可能なのは変換

されたＡだと言えます。しかし、人間のたいていの意味づけられた

行為は、そのようなものです。また、規約にまつわる重要な側面と

しては、明示された規則に、人間の内的意味づけ行為を抑止したり

規制したりする力はないということです。Ａが与えられるなら、実

際にどのような内的意味連関を用いていても、外部規約は「条件を

満たした行為」だとするでしょう。

 しかし、大切なのがここからです。



F(A)→a’ ｛変換されたＡに再度位置について変更を戻し、元の状態
に近づける｝

 これは、当初の f を知っている人間にしかできません。一方、客
観的事実であるＡは、誰にでも操作することができます。開かれた

表現とは、ここでいう「Ａ」のような客観的記述です。そのような

Ａは、どのようなＦに対しても開かれているという点で、Ｆを行う

能力を持つもの全てにとって客観的です。しかし、このような開放

性は、復元力を伴うものではないことが容易にお分かりいただける

と思います。

 通じる言葉、使える知識などは別の主体による操作には非常に適

しているもので、まさに文明の基礎をつくるものでしょうが、元の

状態への復元については保証してくれません。ｆ ’(A)→a を f の逆関
数と呼ぶのは定義であって、A→a が不可能でないなら、それを可
能にするような f はあるのは確かです。しかし、不特定多数の人間
にとって任意に与えられた「何らかの変換を施された事実 A」を、
自動的に復元する関数の中身を「A」自体から導くことはできませ
ん。つまり、 f(a)→A は復元が問題になる限り切り離せないという

ことが言えます。言い換えれば、復元を問題とする限り、f,a,A は一
連の系として扱わなければならないということです（詳細は別ファ

イルをつくるので、その時を待ってください）。現代のコミュニケー

ション環境は簡単に言って、この復元に必要な意味連関は保存せず

に、再帰的利用や構築に必要な情報である A だけを流通させます。
このような環境においては、「適用可能なあらゆるＦ」における「当

初の f を反映したもしくはたまたまそれに類似したＦ」だけが、行
為の結果を行為によって元の状態に近づけることができます。

 現代では、知識は不特定多数が利用可能であり、そうでなければ

便利なものではありませんし、評価もされないでしょうが、不特定

多数の間でやり取りされる知識には、意味連関が保存されないので、

復元力がありません。

 行為の結果（時空的情報）が周囲と不連続であることを前回記し

ましたが、その時空的情報の群れというのは、少なくとも元の状態

を目指すような性質は持っていないことが分かります。では、それ

らは“それ自身の性質によって”「別の自然な平衡状態」を目指すこ

とはあり得るのでしょうか？。

 

 「一群の時空的情報が物質と結びついたとき、それらがある種の



平衡状態を目指すことはあるか？」

 時空的情報は、それ自身では重さを持たないので、物質と結びつ

いた場合のことを考えます。これは、周囲とは不連続なので、当然

そのような情報の群れについて考察を加えないとなりません。結論

を言えば、論理学の法則を適用可能であること、数を投影できるこ

とといったことを除けば、時空的情報群にそれ自身の平衡作用を見

出すことはできません。個々の主体が、時空的情報群を、論理学的

にあるいは投影された数の観点から、各々の見地で何らかの判断を

加えて次なる運用を方向づけており、それぞれの判断というのは、

当の時空的情報に基づくものに他ならないために、論理矛盾がない

こと、ある一群の情報がある種の数的法則によって整列させること

ができるとか、言い換えればある一群の情報を、ある関数の形に略

記できるとか、そういうことで行われています。自然な秩序の感覚

や自然のバランスといった考え方は、従ってこうした判断の 1 つと
して、それぞれの観察によって導入される見方だと言えます。

 よって言えることは、再び、自然そのものに平衡作用はあるが、

知的営みそのものには予め用意された平衡作用はなく、論理や数と

いう思考の手段と、より広い意味での認識力がその代わりをしてい

るということです。

「知的営みを為す以上、知性によって平衡を探し出すしかない」

 このごく当然にも見える結論が、したがって導かれることになり

ます。もちろん、常識的判断と私たちが呼ぶものは、産業発展も大

切であるし、自然環境も大事ですね、といったごくごく普通の判断

であり、こうしたものに信頼したい気持ちは大いに理解できますが、

知的営みそのものに、自然におけるような平衡へ向かう力が備わっ

ているということはできません。

 洗脳というのは、意識を偏った言葉で取り囲むことで行われるよ

うですが、「それらは全部正しい命題である」とか、「それらは不可

侵な理論的原理である」といった判断に先立たれてしまうと、論理

や数だけでは、そこに健全な思考を呼び戻すことは困難です。

 真なる命題がどんなもので、どんなときに価値が見出されるのか

という感覚を体得するには、やはりある程度の深い思考か、実践的

な社会経験を必要とします。

 



 では次回もお楽しみに、（2007 年 11 月 18 日 高山大祐）

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

（３）マンスリー・りーこむ

・“ナイト”ジャンクマン＞“ただの 7 人衆”バファローマン？
 STF 協会では、よく文化事象を探索するために Youtube という動
画投稿サイトを視察しているのですが、先日、数奇なめぐり合わせ

から昔なつかしのアニメ「キン肉マン」を見る機会を持ちました。

 そこで見つけたのが表題に挙げた問題提起です。

 私あたり、バファローさんが後で成長したんじゃないのと思うの

ですが、おかしいという声も一部ではあるようです。

 たしかにジャンクマンは出番 1 回の上に、最後、逃げ腰になった
ところをロビンマスクに背中を向けてとどめを刺されるという、ナ

イトらしからぬ負け方でした。バファローマンは、主役のキン肉マ

ンを追い詰め、上司の悪魔将軍と戦い、ヘルミッショネルズとタッ

グ戦でいい勝負をするなど、準主役級の活躍で、最後はえらく強い

設定のマンモスマンといい勝負をしてます。このバファローマンが

どうしてジャンクマンより位が下なのか。

 と疑問を呈したところで、役職を割り振ったのは彼らの上役であ

る悪魔将軍であり、STF 協会が推理したところで仕方のないことな
のですが、悪魔の将軍も、悪魔を見る目はなかったということでし

ょうか？ それとも、“大帝”ことズオーダーの部下が不注意による

ミスを連発したり、“ジャイアン”こと剛田剛が従えているのがのび

たとすね夫ぐらいしかいないというのと何か深いところでの関係が

あるのでしょうか。

（2007 年 11 月 22 日 高山大祐）

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

（編集後記）

 長年人に貸していた CD が、先日帰って参りました。何が何でも
聞きたいわけではないが、時々懐かしくなる CD でした。
 今月は、もう 1 つ軽微な変化がありました。眼鏡を変えたのです。
パソコンの仕事が多い時代ですので、疲れ目や視力の低下には気を

つけていたのですが、10 年同じめがねをかけていると、やはり合わ



なくなってしまっていました。

 そんな感じで、懐古と刷新が訪れた 11 月でした。諸々の申請書
を書いた 11 月が過ぎて、12 月も一働きしたいなと思います。来月
号もお楽しみに。（2007 年 11 月 26 日 高山大祐）
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