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（ごあいさつ）

 3 月になりました。いかがお過ごしでしょうか。暖かくなって参
りました。私はこれといった健康上の問題もなく、まあまあ元気で

す。元気だということはファイルをつくって公開できるのでしょう

か？ 作成中のがいくつかあるのは確かです。

 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。（2008年 3月 17 日 高

山大祐）

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

・王将戦～羽生防衛

 羽生王将対久保八段の王将戦は 4勝 1敗で羽生王将が防衛に成功
しました。第 5 局は、後手居飛車の急戦でした。鷺宮定跡で 6 筋か
ら仕掛ける（先手なら 4 筋）形は以前からありましたが、後手での
採用が多いらしいです。

 先手としては、先手の利を生かしていかに有効手を指すかが課題

です。振り飛車としては、次節にも見るように、理論上は、急戦に

対して、最適な陣形で待つことが可能です。守備陣の知識はより蓄

積しやすく、仕掛けの知識は守備陣の微細な変更に影響され、簡単

には蓄積できません。それゆえ、将棋では、必ずしも一番強力な仕

掛けを選ばないということもあります。

・棋王戦

 1 日制タイトル戦の棋王戦、佐藤棋王対羽生二冠が始まりました。
第 3 局は、ごきげん中飛車の急戦。2 ヶ月前私は確か、後手から仕



掛ける形と書きましたが、実際には 24 歩と先手が先に仕掛けます。
ただし、すぐに後手が 56 歩から角交換して、銀桂交換の駒得にな
ります。私の感覚では、これは 24 歩と突かせる後手の誘いなので
あり、先手が仕掛けているという実感はありません。とにかく、激

しい将棋になります。類型で有名なのは多分、藤井-鈴木の竜王戦で
しょう。

 対局は、佐藤流の 54 歩に、96 角が最近現われた先手の有力手。
後手は、上部の薄さを突かれた感じで、やや先手が指しやすいと思

われました。対して先手陣は、藤井流の 58 金で少し手厚い印象で
す。将棋は、71 手で羽生二冠が勝利して棋王復位にあと一勝としま
した。（2008 年 3 月 9 日高山）

・利きによる制約と駒組みの自由度

 チェスの強大な駒の利きは、駒組みの自由度を狭めます。それゆ

えに、定跡と組み上げられた陣の形態は、密接な対応関係にあると

考えられます。1 対 1 ではないにせよ、一つの定跡の流れは相手駒
の利きを比較的敏感に反映したものになるでしょう。

 これに対して将棋では、駒の利きが弱く、盤が広いことにより駒

組みの自由度が高いです。しかし、この自由度は、定跡と形態の関

係をチェスとの対比において、曖昧で可換的なものとします。

 その意味するところは何でしょう？ 同じような形態がいくつも

の定跡に現われるということです。そしてこの特徴は、どちらかと

いえば、守備陣形の整備にとって都合がよいものとなります。

 この、ある意味では退屈な特徴に、新鮮な風を吹き込むのは、一

手損角換わり、横歩取り、忘れたころの雀刺しといった、定跡の幹

のところでの新基軸だと思います。そしてまた将棋の醍醐味は、矢

倉や角換わりといった、そのほとんどが本質的な手で構成されてい

ると感じさせる強靭な定跡の上で、手を模索するところです。ゲー

ムの本質にとって、どの程度類型が許容されているのか、そういっ

たところを序盤から考える面白さがあります。

 だから、「相手も見ないで穴熊に組む」というほど守備偏重でなけ

れば、類似した形態群の中で指される新しい手も、決してつまらな

いわけではありません。ただ、分かりにくいだけです。（2008 年 3
月 9 日 高山）

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



（２）哲学

・概念の本質

 概念＝項です。したがって、その本質は空な器であることです。

ゆえに自由という概念を、化石を発掘するような仕方で、削りだす

ということは不可能です。特にこれは、時空的な対象について言え

ることです。空の器を、多数の解釈で支えようとしても、徒労に終

わることでしょう。終極的にその概念に関係する解釈群は、己の空

であることを示すことになるからです。他方で、元素とか、化石と

か、物質的対象については、それについて形成される概念が、次第

に自然におけるあり方を適切に表現しうるものとなっていくことが

考えられます。

 この世界に、イデア論的な特定の概念に対応する実体が埋め込ま

れていると明らかに証明されでもすれば、なるほど人は、世界から

特定の概念の内容を削りだし、発見することができるでしょう。「自

由」もどこかに埋まっているのかもしれません。しかし、私の考え

では、そのようなことはありません。

 概念自身が発展することはあり得ません。変遷しているのは、概

念を取り巻く振る舞い、つまり通念です。通念は語句が存在しさえ

すれば、ほとんどア・プリオリにあるものと想定することができま

すので、通念があり、それが変遷したということは、何も自慢すべ

きことでもなければ、敢えて持ち出すようなことでもありません。

 時空的な概念、つまり多くの抽象的な概念は、それを産出する原

風景（公理的環境）を、独断的なやり方でなく明快にすることと、

その原風景の生産力が十分にあるということを示すことにより、信

頼を勝ち得ることができます。つまり、つまらぬ政治的興奮しか背

景にないようなスローガンでは駄目で、複数の概念を相互の関係を

明らかにできるような仕方で導くことのできるような原風景を描出

する必要があります。

 私がさまざまな古びた言葉、自由とか平等とか価値を持ち出すと

き、私はそれらの言葉を将来に向けて再生する試みをしています。

つまりかつての偶像を立たせようといのではなく、それらが新しい

ものへと生まれ変わるよう試みているのです。

 ゲーデルやウィトゲンシュタイン以来、それ以前にあった見せか

けの体系、見せかけの理性的概念、見せかけのヒューマニズムは、

事実上全てその存立根拠を奪われました。今は残留思念で支えてい



るような状態であり、新たに築かなければ失われたままだというこ

とが、残念ながら気づかれるということもなかったようで、のんき

に性的異常者の礼賛などが行われていたのが、20 世紀でした。
 一度そのようにして自分たちでパンドラの箱を開けてしまってか

ら、かつてのヒューマニズム文献などを振りかざしても、おそらく

は無駄でしょう。私も率直に言って、真面目に聞く気にはなれませ

ん。

 地域のコミュニティにせよ、平和や秩序にせよ、将来に向けて新

たに築いていかなければならない、そういう時期なのだと私は思い

ます。そうした試みの一つ一つは、理性的文献の 1 つを引用するよ
りもよほど優っていると思います。（2008 年 3 月 9 日 高山大祐）

次回予定（執着のあり方）

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

・あり得ないこと

 常々わたくしあたり考えていますのが、情報の公開が現に原因と

なって、いい結果を生んだり生まなかったりということは、ほとん

どないということです。これが公務ですと、仕事を検証可能な形で

残すということは、制度上の要請ということになりますが、それに

しても、別段何かの好結果を期待しての要請ではないはずです。つ

まり、公務の性質からの要請が情報公開であるに過ぎないでしょう。

 実際に問題になるとしたら、民間の専門家をスタッフに入れなか

ったとか、案件について知識が集まっているところを参照せずに、

自分たちだけで物事を進めてしまった、といったことだと思います。

これは、情報の公開というよりは、編成の問題です。

 問題を改めて設定することで、単に理念的な情報公開の連呼から、

具体性を持ったプロジェクトへと変化するのではないかと思います。

幸い、プロジェクト X やビジネス本など、そういう種類のエピソー
ドには事欠かないのが現代です。

 市民の声といっても、実際どれだけの人が、無償で地方自治体の

抱える困難について真面目に・建設的に・官公庁の人間が思いつか

なかったような意見を考え出してくれると期待されているのでしょ

うか？ そんなにもありあまる元気のある市民がいるのなら、とて

も幸運なことだと思います。

 日々忙しく暮らす人々は、身近な困難や不満、具体性を欠いた一



般論しか思いつけないということも多いのではないかと思います。

 結局のところ、組織外の人間を巻き込むためには、組織は相当工

夫しなければなりません。もしアイディアを求めて市民と対話をす

るという人がいるのなら、それは考え直したほうがいいと私は思い

ます。あくまでも、世論の縮図を直接体験するとか、世論調査の設

問のような鋳型に囚われないで、人々の感じ方を知りたいという目

的であるべきです。その意味でなら、あまりに一般化された統計調

査よりも、対話のほうが質的に有意義であるかもしれません。

 そして、そこから何を受け取るにせよ、対話の様子を公開したと

いうところで終わらないでもらいたいものだと思います。それが大

変な作業なら、対話の回数を減らして政策立案に振り向けるのが市

民のためというものでしょう。（2008 年 3 月 11 日 高山大祐）

・マイノリティー

 いくつか私の書いたものを読んだことのある方なら、私の考え方

は想像ができることでしょう。先月号でも書いたように、「列挙方式

の平等」に基づくものは(本質的に“閉じた”構造を社会に押し付け
るため)、不健全な圧力団体を作り上げるだけに終わり好ましくない
と思っています。

 どのような少数派の人間であれ、強い個人は民族にも国境にも捉

われずに活動することができます。彼らは自分で自分の道を切り開

くことができます。

 しかし、誰もがそのような強い個人であるわけではないというと

ころに問題があります。こうした少数派の周りには、マフィア的組

織や新興宗教、過激な政治団体といった恐ろしい集団が集まり、そ

れらの人々を囲い込もうとしています。

 問題の本質は私の考えではそこにあります。そのような集団の活

動を助長するような立法を行ってはならない、そこを基本線として

考えなければなりません。

 過激思想や新興宗教に対して抵抗力のある地域社会を育むには、

容易ではない努力が必要になるでしょう。レッシグのブログで見ま

したが「FREE CULTURE」みたいな合言葉も一つの方法だとは
思います。ただ、みんなそういう雰囲気に触れると、一瞬はいいな

と思うでしょうが、いたるところで脅しめいた文句を繰り返す集団

に出会い、それがアカデミックな世界にさえ存在していることを垣

間見、イメージ戦略まで駆使する様子を見て、それは来ることのな



いユートピアなのでは？、と落胆するわけです。

 多くの不作為が重なった結果、「強請型」の平等論者やらネットワ

ークビジネスやらが大いに動き回り、住みにくい世の中になってし

まいました。日本に住んでいると欧米はそんなことはないはず、な

どと思ってしまいますが、それは程度の違いだと思います。自由よ

りも平等を強調する傾向はやはり根強いと思います。

 ここでの結論として、強くない個人にとっての自由主義というも

のを洗練させる必要があるのかな、というところです。上手くない

音楽でもかっこよく見える、上手くない絵でもにくめない、すごく

ないスポーツでも楽しい、勉強ができなくても問題には取り組む、

といった、ユートピア的に一瞬見るイメージを、具体的な形にして

いくことが必要なのかなと思います。

 つまりは、喜びの力です。平等論者に強請されながら喜びを表現

することなどできはしません。立法府、行政機関の人々にはそこか

ら考えてもらいたいものです。

 他方、ニーチェ的な貴族的個人は、才能や力量ゆえに、どこでで

も認められるでしょうし、必要とされるでしょう。しかし、こうし

た例をもって、市場原理主義的な放任と唐突な対処療法的な強制執

行めいた引き締めを交互にしていればよい、ということにはならな

いでしょう。自由主義というのは、誰もが自分なりの仕方で喜びを

表現できる社会を形容するものであるべきです。

 （2008 年 3 月 17 日 高山大祐）

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

【編集後記】

 今月もまた、自由に関する叙述が入りました。私にとっては、20
代から関心事でした。この自由というのは平等に優先するものとし

ての自由です。これを一緒くたにしては、後で悪い影響があるとい

うほど重要な点です。しかし恐らくは、現状のほうが、一緒くたに

しているだけではなく、平等のほうにアクセントを置いてしまって

いたから、私も自然目がそこに向いたのでしょう。

（2008 年 3 月 17 日 高山大祐）
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