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（ごあいさつ）

 みなさん 2008 年を迎えまして、いかがお過ごしでしょうか。今
年も一年よろしくお願いします。

 先月号でしたか、トレーニング方法を少し変えたと書いたと思い

ます。その後偶然見たテレビドラマなどを参考に、さらに改良を加

えました。たまにテレビも見るものですね。

 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。（2008 年 1 月 27
日 高山大祐）

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

・王将戦始まる

 羽生王将対久保八段の第 1 局は相振り飛車に。先手が意表を突い
て玉頭の歩突きを手抜きに出ました。拠点の歩が玉頭に残り、これ

が焦点となりました。

 第 2 局は、中飛車対先手居飛車急戦になりました。後手から仕掛
ける有名な形です。後手中飛車がやや勝ち越しているということで

したが、本局は先手の勝ち。羽生王将の２連勝となりました。

・駒の連結～金銀

【金将の連結】

・縦横に 2 つの双連結



 連結のパターンは縦横斜めの 3 通りしかありません。金将は、縦
横 2 つの双連結を持っています。銀将は斜めの双連結しかありませ
んでしたから、明らかに連結力は強いというわけです。ちなみに金

将を越えるとしたら、竜と馬を作り連結するしかありません。或い

は、ルール上あり得ませんが、王将と王将を繋げるパターンも縦横

斜めの双連結ができます。

 しかし、不思議なことに将棋の囲いにおいて、金の双連結は多く

ありません（金無双、船囲い、穴熊では現われます）。一つ理由とし

て考えられるのは、双連結にしてしまうと、守備範囲が狭くなると

いうことです。

 金将を斜めに配置すると、利きの数は 9、縦横だと 8 です。

・金将同士の接触には最低でも単連結がある

 これも銀将にはない特徴です。玉の周りに金が 2 枚守備がついて
いるのも、こうした強い連結力によるところが大きいと思います。

 金将同士の双連結も、銀将同士の双連結も将棋の囲いでも多くあ

りません。それは、次に見る金と銀の連結が非常に使いやすく相性

がいいからです。

【金銀の連結】

 金銀の連結は、美濃囲い、矢倉囲いにおいて現われる形です。金

銀の双連結は、縦（銀が下）斜め（金が下）の 2 通りです。
 ・美濃囲い～囲いの代表格

 歩歩歩歩

  銀玉

 金 桂香

 美濃囲いは、金銀の斜めの双連結の構えです。銀の弱点を金が 2
箇所補いながら、双連結でつながっており、横からの攻めには非常

に強い構えです。美濃囲いなら、金の反対側には王将がいて、銀将

の弱点は消え去っています。例えば後手の美濃囲いに迫る手筋の 62
歩の叩きにも、71 金と寄ったり、場合によっては手抜いてもすぐに
王将の姿は見えません。このままで完成された形と言えるでしょう。

駒組の容易な振り飛車には、概して美濃囲いとその変化形が用いら



れます。それは、従来振り飛車の本領が軽く捌く戦いにあったから

ではないかと思います。守備駒の欠点を消した美濃囲いは、簡単に

組み上げることができ、それでいて強固な構造をつくるので、大駒

を交換するような展開になったときにも安心して戦うことができま

す。

 ・矢倉～応用の利く囲い

 「金の周りを銀が回転する」ところに矢倉の魅力があります。

 銀

銀金銀

 銀

 上のような感じです。銀は金の周りを回転し、常に金将の利きマ

スに位置しています。

 矢倉では以下のような金銀配置になります。

  歩歩歩

歩歩銀金

 玉金

香桂

 銀将は、2 枚の金将を支えに前に後ろにと動き回り、相手の攻め
をかわしたり、位を守って跳ね返したりします。

 縦横の金銀連結には、このような柔軟性があるため、金美濃やミ

レニアムといった囲いにおいて現われます。中でも双連結を使う（し

たがって銀が下）ミレニアムは、美濃囲いや矢倉と違い、狭い範囲

を守るのが特徴です。穴熊や銀冠といった、守備駒へのアクション

を避ける構えと同じような囲いであり、さらに銀の応用も利くとい

う魅力的な構えです。とはいえ、私はあまり使っていません。狭さ

が気になります。でも矢倉が好きな人にはミレニアムもきっと面白

く指せると思います。

 縦横の連結の柔軟性は、斜めの場合のような強度はありません。

双連結となる、以下のような双連結であっても、

金

銀

 斜めの連結と比べると利いている範囲が狭くなります（玉も狭く



なります）。また、この位置関係になってしまうと、柔軟さではなく、

堅さだけが頼りとなります。ただし、もう一枚銀が金の横にでもい

れば、一気に柔軟で堅固な囲いとなります。それがミレニアムとい

う囲いです。

  歩歩歩

歩歩桂金

 銀金

香玉銀

 ミレニアムとは上のような囲いです。矢倉を一段下げたような囲

いで、囲うまでに手数がかかり大変ですが、将棋ではかなり新しい

囲いです。一度試してみて、「美濃囲い 300 年」の歴史と現代将棋
を比較してみてはいかがでしょうか。

 ということで、駒の連結シリーズ金銀でした。また来月をお楽し

みに。

（2008 年 1 月 27 日 高山大祐）

-----------------------------------------------------------------------
（２）哲学～弁証法が描くところのもの

 「本当に言う、一粒の麦は地に落ちて死なねば、いつまでも一粒

に過ぎない。死ねば多くの実を結ぶ」。

 これは、ヨハネ福音書「二重の栄光」の一節です。私はヘーゲル

のいわゆる「正・反・合」の弁証法を高くは評価しませんが、しか

し、そこには読む人に対する幾ばくかの説得力があります。

 しかし、3 つの概念には、本来論理の法則以外に内在する法則は
ありません。したがって、上述の喩えにせよ、ヘーゲルの歴史哲学

にせよ、適切な描写に依らないのであれば、思考を制御するものは

何もありません。

 合を現状とすれば、それは自己正当化を生み出しますし、合を未

来に置いたとしても、何を正とし何を反とするかが各人の欲望に委

ねられるという恐れがあります。

 一方で、弁証法的な描写が的を得ていると感じられるのは、その



描写が自己に限られている場合や、自分の利害から遠く離れた過去

や或いは地域について用いられるときです。精度の高い合の描写は、

描かれた対象がどこから来て、何を得て何を失ってそこに至ったか

を伝えます。

 また、自己に限定するならば、自分の現状を合として完成したも

のと思う人は、まあそのまま満足して暮らしていくことでしょうし、

目標を持った人は、そこに至るためにその人なりの正と反を持つこ

とになるでしょう。

 簡単に言えば、自分に限定しきらずに、利害が絡んでくると弁証

法は上手くいかないでしょう。それなのに、それがしばしば、政治

に接近するのは、皮肉なことです。

 一身を捨ててこそ人は何者かになる、そんな描写の元になる対象

が、何かこの世にあるのでしょうか？ そうでなければ、自己であ

ろうと、遠くはなれた世界であろうと、単なる概念の配列の 1 つに
過ぎないはずです。或いは、たまたま、適切に見えるときがあるだ

けなのかもしれません。

 しかし、それは「生きた対象（私が論じている意味での）」の持続

局面を元の対象と考えることにより、説明ができると私は考えてい

ます。生きた対象の持続として己を見る、すると「変化の記法」で

論じたような名称変更と内部要素の変化の問題が現れます。自分で

自分の状態を名づけて、それが向上した、進歩したということは内

部要素の状態と関わらずに、一切の障害なしに行うことができます。

しかしながら、自分から内部要素を実際に変更するためには、内部

要素とは繋がりのない、「行為・持続」に依らなければなりません。

 ここで自分を温存しては、本当の意味での変化はありません。自

分というのは、自我の語りのようなものをも含み、多くの場合執着

はこうした語りのスタイルそのものに及んでいます。そこから抜け

出すには、かなり力が要ります。

 もっとも、このように書いてしまうと、永遠に滝に打たれるよう

な荒行を思い起こされてしまうかもしれませんし、世捨て人的生活

をしない限り、自分を変えるなんてできないんじゃないかと思われ

るかもしれません。

 しかし私の考えでは、内部要素の変更をもたらすものは、力むだ

けではありません。「中立的状態」といって、自らの緊張を緩めるこ

とによってもそれは起こります。それに、自分自身は、気づかない

うちに不断に物質的にも変わっているものです。



 「中立的状態」は今の自分と自我に映る自分の姿を調節します。

そして「行為・持続」は、まず自分が外に向かって何かをすること

により、それに応じた自然からの反響を受け取り、それにより自己

のあり方を変えていきます。「読み」というのは、行為を行うべきピ

ントを定めるために働いています。

 さて、最後に問いを少し変えて、どうして自己より広い対象や、

利害が絡むと、弁証法的描写が上手くいかなくなるのでしょうか。

それは、簡単なことで、自分より広い対象を軸に取って、それにつ

いて自己流の正や反、そして合を、関係者のコンセンサスもなしに

持ち出す場合、その描写において多くの主体が持つはずの自律性が

奪われてしまうからです。そして、私たちそれぞれが属する現代社

会そのものを軸とする場合、それが正であれ合であれ、集合的主体

を想定することとなってしまい、これもまたそれぞれの人間が持て

るはずの自律性が取り去られます。

 自己に限定した場合、そして集合的な対象であってもそこに誰も

利害関係者がいない場合には、少なくとも今各々の自律性が奪われ

ることはありません。

 今月はここでおしまいです。来月どうするかは、これから決めま

す。（2008 年 1 月 20 日 高山大祐）

 

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

（３）マンスリー・りーこむ

 私は最近「ゆとり世代」なる言葉を見ました。そういう言葉は、

遊びで作っているのでしょうけど、ゆとり教育で育った人たちを指

すらしいです。教育が重要だというのは言うまでもないことです。

そして、むやみに受験知識を競ったところで、それは必ずしも効果

を上げるわけではないことも確かです。しかし、単なる教員の手抜

きの結果であれば、効果はないでしょうし、もし効果がないとすれ

ば、導入した側に見通しの甘さがあったといわれても仕方がないで

しょう。ただ、晩学であっても業績を残した人はたくさんいますか

ら、その時代の方々は努力を惜しまずに頑張っていただきたいと思

います。三国志の劉備玄徳もまた晩学でした。

 私が学生のころ、つまり 80 年代後半から 90 年代前半にかけてで
すが、丁度ソビエト連邦が崩壊し、天安門事件とか東欧の制度転換



などがあったころでした。これらは軽視されていますが、バブルが

どうのということよりもはるかに重要な事件です。

 というのも、それまで信じられてきた理論に、重大な疑問符がつ

けられた出来事だからです。真正な学問であれば、一政治体制の転

換の影響などないはずですし、事実、一部の研究者は比較的純粋に

社会主義を捉えていたように見えました。しかし、大半は混乱し、

意気阻喪し、一部は再び暴力化し、言葉狩りを始めて喜んでいるよ

うでした。小学生の口答えのような安っぽい相対主義が流行し、「自

然科学が物語だ」といった論述が出始めたのもこのころです。

 私が受けた印象は、結局のところ 20 世紀の左翼思想というのは、
人物（党派）とも政治（利益）とも一体化しており、党派や利益と

未分化な思想であり、ましてそこに居直ってそれを進歩だと述べて

しまうような思想は知ではない、ということです。つまり愛された

知ではないということです。

 20 世紀に何度か左翼思想は打撃を受けていますが、そのたびにそ
れを指導原理とした教育は萎みました。私はゆとり教育もそのよう

なものではないかと思っています。

 私は左派の生き残りは、20 世紀の左翼からは決別することによっ
てしか達成できないと思います。そうすれば、かつての思想は、古

典文献として生きることができるでしょう。好きなだけ研究するこ

とができますし、より一層純粋にそれらと接することさえ可能です。

プラトンやソクラテスが今生きた哲学ではないように、20 世紀の左
翼もまた、潮時が来ているのではないでしょうか。それらを生きて

いるように見せかけることは、緩慢な苦しみとなって自分たちに跳

ね返ってくるだけだと私は思います。人か思想が死ななければなら

ないならば、思想が死ぬべきであると私は考えます。 (2008 年 1
月 16 日 高山大祐)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

(編集後記)
・ 人間には、関係という横軸と自己という縦の軸があります。縦

の軸は、自分自身にとってさえ稀にしか意識されることはありませ

ん。しかし、それは、かつての意志の哲学のような表現を使えば、

弦にあたります。横軸は環境であり楽器の材質です。環境は影響し

ます。関係は大切です。しかし、それぞれが自分にできることは、

縦軸を変えることです。



 （２）で述べたように、自己を変えるのは、苦行ではないにせよ

容易なことではありません。しかし、未来の自分とも過去の自分と

も渡り合えるだけの気持ちになれるのであれば、たしかに自己につ

いて多弁を費やす必要はないでしょう。

（2008 年 1 月 27 日 高山大祐）
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