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----------------------------------------------------------------------- 
（ごあいさつ）  
 みなさんこんにちは。師走はいかがお過ごしですか。12月は、8月から4ヶ月ぶりに新 
しいファイルを公開しました。「変化の記法」といいます。もっとも作成するのに4ヶ月 
かかるわけではもちろんありません。来年以降も、新しいファイルはつくりたいと思っ 
ています。関心のある方はリーコムのホームページへお越しください。 
 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ください。（2007年12月24日高山大祐） 
 
----------------------------------------------------------------------- 
（１）囲碁と将棋 
・チェス、メイト問題を解く 
 今月はチェスの入門書を片手に、初心者向けのメイト問題を解いてみました。初心者 
は、詰め将棋もそうですが、チェスのメイト問題も、なるべく簡単なものを解くのがよ 
いと思います。というのも、その種の問題はゴールそのものはどれほど手順が複雑でも 
同一だからです。つまり、将棋は詰みでゴール、チェスはメイトでゴールです。 
 ゴールが多数ある場合は、逆にできるだけ早くそれらを体験したほうがいいでしょ 
う。例えば、器械体操における諸々の動作です。一番簡単な前まわりだけしていても、 
効果的な練習とは言えないでしょう。各々のゴールを体験するための効果的で基礎的な 
動作を見出すことが大事です。既成の方法がないときなどは、それを自分で考え出さな 
いとなりません。将棋やチェスでいえば、中盤戦がそうです。ポジション、駒得、手 
番、王手（チェック）など複数のゴールがあり、どれか１つだけ知っていてもそう簡単 
に答えは出ません。その中でも、王手とチェック、詰みとメイトはゲームそのものの最 
終的なゴールですから、これをやって無駄になることはありません。全ての道は王手や 
チェックに何かの形で繋がっています。 
 さてさて話を戻して、チェスのメイト問題は、将棋よりも盤面全体を使うため、面白 
かったです。2手から5手くらいのメイト問題が私のおすすめです。 
 
・将棋竜王戦～渡辺竜王4連覇 
 竜王戦第6局は、2手目32金から力戦相中飛車となりました。32金は咎めるのが難しい 
とされる手です。しかし、良さを求めようとするのもまた難しいので、私は積極的に指 
したくはないです。ただ、こちらは歩をつかずに先手の出方を見ることができるので、 
一手損角換わりのような面白みがあるのかもしれません。 
 私は初心者のころは右四間から左三間に振る陽動作戦をたまに用いていましたが、そ 
の駒組みだと相居飛車のときに32金と上がり、左には振らずに中央で戦います。急戦調 
の相居飛車戦では、32金は必要な手ですから、案外いい手なのでしょうか。 
 ただ私があまり好まないのは、本局のように先手が素直に位取り中飛車にしてくる展 
開です。それでも後手がまずまずさせる見込みがあれば、私も試してみたいと思いま 
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す。  
 本局はやや先手指せる雰囲気の中、終盤激しい応酬がありましたが、やはり先手が手 
厚かった印象でした。渡辺竜王は4連覇です。おめでとうございます。 
 
・駒の連結～金銀その1 
 「連結の代表格」 
 金銀は、将棋を特徴づける駒です。飛車や角は、ゲームの境界を横断する駒。香車や 
桂馬はそこまでの威力はないものの、前に向かって飛ぶ駒です。金将と銀将の性質は対 
照的です。この２つは、2枚ずつあり、凝集し、形態を維持することができます。後者の 
特徴は、桂や香には明らかにないものです。また飛車や角は、1枚ずつしかなく、凝集す 
るには数が足りません。 
 飛車や角を光線的な駒とするなら、金や銀は星系のように、空間の中に形をとって凝 
集し、ゲームの空間を形成します。 
 
 【金銀の連結形態】 
 金銀の連結について考察するなら、その形態を単連結と双連結に分類するのが便利だ 
と思います。単連結とは、2枚の駒のうちどちらかだけが他方の駒に利いている、つまり 
支えている状態。双連結とは、2枚の駒が互いに他方に利いている状態です。金銀の凝集 
する性質は、この双連結の組み合わせの豊富さによるところが大きいと思われます。桂 
と香にはそもそも単連結しかないので、その形で放置されていると、根元の駒を取ら 
れ、そして支えていた駒が孤立することになりますが、双連結ですと、どちらに攻撃を 
仕掛けられても駒を自動的に一枚取り返すチャンスが訪れます。 
 将棋を始めたばかりのころには、自分だけの連結法を考えようとされた方も多いので 
はないでしょうか。 
 
 【銀将同士の連結】 
 ・ 銀の双連結（1つ） 
 斜めに配置された場合。 
・ 銀の単連結（1つ） 
 縦に並んだ場合。 
 このように、意外にも銀将同士の連結形態は多くはありません。そして以上に挙げた 
連結も、一般に良い形とはされていません。銀は金や歩との組み合わせにより、その凝 
集性を発揮します。 
 
 ・銀の好形 
 歩の後ろに横に並んだ銀。 
 美濃囲いで縦に並んだ銀。 
 
 銀は、前方に3箇所、斜め後方に2箇所利きを持っています。互いに利く形はさして効 
果的ではありませんが、「位を維持する」といって歩の後ろで横に並んだ銀は、それぞ 
れ前2箇所ずつが、2枚の銀の利きがある「強い地点」となります。また後方で、真後ろ 
の弱点を補い合っています。 
 縦に並んだ銀の場合には、下の銀の弱点である真横を、上の銀が補っています。美濃 
囲いでは「銀つき美濃」というそうです。相手にすると意外に攻略しずらい形です。 
 
 今月はここまでです。来月は金銀の連結その２を書きますので、どうぞお楽しみに。 
（2007年12月24日 高山大祐） 
 
----------------------------------------------------------------------- 
（２）哲学 
 
 今月は、「痕跡情報交換の法則」について述べていきます、これは「交換の原理」と 
いう名前で公開したファイルです。時空的情報という人為的な情報群は、基本的に痕跡 
情報であり、周囲の自然な環境とは不連続な関係にあります。痕跡情報交換の法則は、 
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そのような時空的情報が主体間を移動する際の法則です。これにより、時空的情報には 
それ自身の平衡作用がないということが、別の角度から知られます。 
  
 複数の時点で同定される時空的情報は、たいてい「認知された対象」です。これは実 
用的な意味で、とても便利な経験則です。今、一人の熱心な測定人がいると仮定し、あ 
る時点での人間社会の物財を数え上げました。別の時点でも同じように数え上げると仮 
定してももちろん差し支えないことです。全く同じになるかもしれませんし、異なる物 
財の分布になるかもしれません。「交換の原理」では、物財の分布が異なる場合につい 
て論じます。人間の所有する物財の分布が異時点にわたって全く同一であるという状況 
は、まず人間が実際に生活している限り、ありそうにないことです。もちろん、そのよ 
うな特殊な状況も「交換の原理」は包摂しています。 
 さて、物財分布の変動は、財貨の純増および純減と財貨の交換という2つの要因で起き 
るものと仮定します。そして、交換の原理は、財貨交換について、いくつかの法則が見 
出されるということを述べます。大きな特徴は、財貨分布の変動を、特定できる交換の 
プロセスとして捉え、そのプロセスを類型化するところです。これは普通の経済学（と 
ても高度で有用な学問です）とは違います。 
 簡単にまとめるとこの理論は、変動する経済社会において、所与の財貨分布がどのよ 
うな「交換型」を取りうるかを述べます。交換は1つの主体について次のように記録しま 
す。 
 甲｛a→b→c→d→e｝｛f→g｝｛h｝ 
 この意味は、当の論文に詳しいのでそちらを参照いただきたいですが、交換のされ方 
といっても、そのままでは以上のような、無味乾燥な記録だけが残ります。同一財貨が 
現れる場合に注目することで、この雑多な諸系列の中に大きな方向性が現れます。 
 
 1.短いもの 2.プロセス中に同一財貨が出現しないもの 3. 同一財貨が出現するも 
の 
 大きく分ければこの3つ、細かくみると交換型は5つ現れます。 
 このうち3.同一財貨が出現するものとは、もちろん私たちの使っている通貨のことで 
す。異時点で財貨分布を測定し、そこに変動が見られる場合、財貨の純増（獲得）・純 
減（消費・廃棄）に依らない場合は、上に挙げた3つの経路で変動は起きるということに 
なります。このことは、本来3,4行で書けることではありませんが、ともかくも、離散的 
な財貨交換の痕跡から、量的な通貨を捉えることができたというのが、「交換の原理」 
です。「変化の記法」をお読みになった方には、論理と数の違いと乗り入れについてそ 
こで述べられていたことを思い出していただければと思います。 
 交換の原理も同様です。一回の交換には、数というより論理的な特徴が優勢的に現れ 
ていますが、相対的に長大な系列でかつそこに同一財が現れる場合に、そこに数的な要 
素を見出すことができます。財貨分布は当初記録可能なもの、つまり特定された離散的 
なものとしていましたから、そこに大きな数は現われにくいのですが、一定の条件のも 
とで出現すると分かりました。というのも、互いに名前の違う財をまとめて数え上げる 
ことをしてしまうと、分布という概念を無意味なもの（「記録された財は789789個あ 
る」「誰のもの？」）にするか、或いは一定の財貨を予め主体に還元してしまうことで 
通貨や資本の概念を論点先取で導入してしまうこと（「彼の財産6000万円相当等」「日 
本の話だったのですか？」）になるからです。交換型の中に現われる有意義的な数を通 
貨として捉えることが、それではできません。論理と数の交差する領域が、人間社会の 
営む経済という現象です。経済は日夜具体的な手でつかむことのできる物資を取り扱っ 
ていますが、それはこのシリーズの言葉を用いると、「時空的情報」と分かちがたく結 
びついています。 
 通貨というのは、主体（サイト）にではなくて、物財が主体間（サイト間）移動する 
ときに現われます。相対的に長い系列にそれが現われるということを言い換えれば、通 
貨によって交換の系列はより容易に長くなることができます。その効用は、現在の経済 
社会を見れば分かるように、物財の大規模な移転、大規模な協働などが、社会主義的命 
令書などなくても行われるところにあります。  
 通貨について知るにはまず、個々の財を効用とか価値に還元することを差し控えなく 
てはなりません。これは時と場合によりいくらでも変動するものです。また現実的に見 
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れば、誰の目にも明らかに価値の高い財・サービスがあります。技術、生産力、資源と 
いったものです。大切なものは、大切なものとしか釣り合うことはないでしょう。しか 
し、畑を耕すための道具が欲しいときに、残念ながらそれをつくるためにどれほど努力 
をしたかということは、参考程度にしかなりません。価値ある活動と結びついてはじめ 
て労働力は経済的に意味を持ちます。ですから私も、人に望まれる活動をしたいと願っています。 
 問題は、経済社会が自然な世界とは違うということです。違うといっても、各主体の 
存続とか利潤といった尺度を使えば、そこに擬似的な法則性を見出すことはできます。 
通貨圏の交換型は、そこに2種類のプロセスがあることを述べます。経済的プロセスと、 
消費的プロセスです。これは、実際には1つの系列をその分岐の様態によって解きほぐし 
たものです。拡大しようとする経済圏で行われる周知の信用創造は砂上の楼閣ではな 
く、絶え間ない合法的で正当な商行為の蓄積によって可能となります。にもかかわら 
ず、消費的プロセスは常に通貨の不足に見舞われることになります。それもそのはず 
で、通常消費的プロセスにおいて、信用創造は行われないからです。 
 この結果は、単純に言って、消費不況ということになるでしょう。通常の経済学的説 
明も可能なのでしょうが、通貨圏にはそのような構造的問題が基底にあるということが 
私の説明からは言えるということです。ニーチェではありませんが、人間社会も多くの 
採用されない試行によって前進します。全く同じ経済活動を長期に渡って行おうとして 
も、それでは自然環境の変化にも対応できず、社会も停滞してしまうのではないかと思 
います。 
 通貨圏相互の関係も、同じ理論において述べられました。これについてはまた、述べ 
ることがあるかもしれません。 
 さてここまでで何が分かるでしょうか？ 通貨圏では生活するためのお金が慢性的に 
不足するということです。誰が悪意を持って金を取り上げているという問題ではありま 
せん。まあもちろん、お金が好きで人より余計に持ちたがる人が多いのは知っているつ 
もりですが。私もお金は人並みに好きです。 
 どうしたらいいのでしょうか。現代では、既にさまざまな取り組みが為されていま 
す。私が本項前半で述べたように、幸い交換型は通貨1つではありません。相対的に短い 
ものに成らざるを得ないとはいえ、直接的な交換や、通貨を使わない交換が可能です。 
また、重要なことですが、財貨の純増・純減。お金によらず、生活に必要なサービスを 
供給しあうことや、自分で価値を創りだすことを忘れずにいたいものです。 
 本項でお分かりかもしれませんが、私は労働争議の類は好みません。資本家暗殺計画 
のようなSF的世界は、ロマンチックなので小説や映画にはよいでしょうが、実際に世の 
中を良くすることはないでしょう。 
 消費的プロセスにおける慢性的不足は、かつては強いられた無償労働という形を取っ 
ていました。しかし、この理論はこれまで無意識に位置していた、実に簡素な構造を照 
らし出すことができたと私は考えています。自分の目で、自分の為すこととその結果を 
眺めることができれば、人間はそれについて考えることができます。 
 大きく分ければ、1)不連続性を生み出す人間社会の知的営為と、2）交換経済そのもの 
に内在し、自らを圧迫する構造的問題が、現代的問題として挙げられることができるで 
しょう。後者について言えば、人は今まで、理性的には半ば自覚した状態で、経験的に 
はいやというほど自覚した状態で、取り組んできました。 
 雑多な星星の運行から、太陽系を初め宇宙の大規模な構造が明らかになったときに 
人々が体験する光景は、さながら誕生からしばらくして物体が物体として知覚されたと 
きのそれに近いのではないかと思います。交換の原理は、中身は非常に簡単ですが、同 
じように一巡した認識を財貨交換についてもたらしてくれるものだと、私は思っていま 
す。 
 それが実際どうであるかは、書いた私が言うことでありませんが、一つ肝心なこと 
は、一巡した認識の獲得です。ニーチェは永遠回帰に至るとき、人の自己認識は一巡 
し、先の乳幼児のように違う光景を見るであろうと考えていたようです。それを感じる 
ことは感動的なことです。 
 程度に差はあれども学問的認識というものは、あるレベルで事象や事実を構造化して 
把握し、その段階での認識を一巡させます。それはたしかに、上へ、或いは前と踏み出 
す1歩が、まさに踏み出せることの徴候に他なりません。 
 この思いは、非常にしばしば暴動を煽るために利用されます。しかし、私が確信して 
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いることは、不平不満をどれほど蓄えようとも、どこにも進むことはできないだろうと 
いうことです。20世紀の真に重要な科学的理論は、多くがそれ自身で人間社会全体にと 
っての価値を増すようなものでした。 
 現状を単に分析するだけで、現状（つまりは過去）に規定されてしまう精神は常に不 
満を述べ、それによって現状をさらに悪化させるでしょうが、科学理論だけでなく、価 
値を生み出す精神の周囲では、いくらか喜びの総量が違うことでしょう。それには、や 
はり、科学理論の形成にとってと同様に、多少の忍耐と思考力とが必要になると思いま 
す。それを支えるものは、先にあるはずの喜びに他なりません。 
 このシリーズは、新年は1回休みます。コーナーは続けるつもりです。来月もお楽しみ 
に。（2007年12月上旬、24日最終校正 高山大祐） 
 
----------------------------------------------------------------------- 
（３）マンスリー・りーこむ 
・今月 
 今月は試験結果が送られてきました。通知が本当なら合格していました。なにはとも 
あれ、安堵しました。来年も何かしらチャレンジしたいと思います。 
 チャレンジといえば、筋力を要するボランティア活動を今やっている関係で、少しき 
つめの運動を始めました。私のような標準的体つきの人間は、筋骨隆々の男に力仕事を 
頼むとたびたび「怪我をしている」と断られ、おおいにわだかまった感情を抱かされる 
ことがありますが、今回多少きつく運動してさっそく筋を痛めたのでその手の言葉もあ 
ながち嘘ではないのだと合点がいきました。 
 スコット・ノートンというプロレスラーが大昔いたのですが、ノートン氏がまさにそ 
れでした。ものすごい体格で相手を倒していながら、毎シリーズ体の鍛えすぎが原因で 
肩を痛めており苦戦しているのです。このあたりの損得勘定は本人にしか分からないと 
ころですが、霊長類ならではの悩みの１つとして、どこかにリストアップしておきたい 
と思いました。 
 私はそこまで無理はしていないので、いたって平常どおりに力仕事をこなせます。た 
だ、ちょっと肩が痛いだけです。 
 
・2007年 
 2007年は論文ファイルを3つほど公開しました。本当はRESというのを作る予定でした 
が、メールマガジン連載で置き換えました。 
 こうした論文ファイルを本の形にするときは、どの論文ファイルも一段と洗練するこ 
とになると思いますし、ここのところのメルマガ連載ものにしても、いろいろと手を加 
えるでしょう。 
 私が扱う対象は、狭いようでも広いので、まとめるということにも実質的な意義があ 
ります。個々のファイルに、他の論述対象との連関を書いていくと切がないので、いく 
つかの論文ファイルを収録してそれに概観を付す必要があるのではないかと思っていま 
す。  
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
(編集後記) 
 2007年は、毎月発行で12号発行しました。お付き合いいただいたみなさま、どうもあ 
りがとうございました。来年も今のところ月刊で出したいという希望を持っています。 
 さていよいよ年末ですが、みなさまは果たしてお仕事は一段落したでしょうか？ み 
なさまにとって来年が良い年になるよう願います。（2007年12月24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/ 
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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。 
copyright(c)2007 Daisuke Takayama/“lc-lih.com” all rights reserved  
*************************************** 
───────────────────────────── 
  【解除はこちら】 
  http://cgi.kapu.biglobe.ne.jp/m/9703.html 
---------------------------------------------------------------------- 
このメルマガはお客様のご登録にもとづき、ＮＥＣビッグローブ株式会社 
BIGLOBE メルマガサービス カプライトより配信されました。 
 
初めてこのメールを受取られた方 ⇒ http://kapu.biglobe.ne.jp/c.html  
 
解除希望・お心当たりがない方  ⇒ http://kapu.biglobe.ne.jp/r.html  
---------------------------------------------------------------------- 
無┃料┃参┃加┃！┃「現金があたる♪」キャンペーン開催中！ 
━┛━┛━┛━┛━┛  応募はBIGLOBEトップページから。 
1/16 15時まで⇒ http://www.biglobe.ne.jp/p0712/ml_cpf.html   
---------------------------------------------------------------------- 
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