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（ごあいさつ）

 みなさんこんにちは。6 月になりました。北海道では、7 月にサ
ミットがあるというので、サミットのテーマである環境に関するパ

ネル展やイベントなどが盛んに開催されています。全くもって卑近

な例ですが、私の親族の家の敷地では、今年のたんぽぽの大きさが

尋常でなかったそうです。ただ単に放っておいたせいなのか、日差

しが強くなっているのか、そのことだけでは分からないわけですが。

 いずれにせよ、何かしらいい影響があれば結構なことだと思いま

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 6 月 22 日
高山大祐）

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

・将棋名人戦～羽生永世名人誕生

 将棋名人戦は、羽生 2 冠が 4 勝 2 敗で勝ち、名人に復位、永世名
人資格を得ました。第 6 局も相掛かり戦でした。このシリーズでは、
中盤は森内さんがやや押し気味で、終盤になって大きな動きがある

という将棋が多かったように思いました。

・棋聖戦始まる

 佐藤棋聖対羽生数冠の第 1 局は、佐藤棋聖が勝ち好スタートを切
りました。一手損角換わりになりました。先手の戦法は、早繰り銀

でした。横歩取り 23 歩～36 飛車を思わせるような、手の広い上に
ミスが響きそうな難しい展開になりました。23 歩～36 飛車も、佐
藤さん、羽生さんが指していたそうですが、意欲ある人にとっては

今でも面白い将棋です。



 将棋で興味を引くのは、有力な仕掛けもありますが、36 飛車のよ
うに、「これもまた成立している」という手も時々注目されるようで

す。

 本局の早繰り銀も、先手後手ともに、わざわざこんなに難しい展

開に持ち込むものなのだろうか、と私などは思ってしまいます。た

だ、こうした押さえ込みの将棋になると、つま先だったほうが、や

や苦しくなります。馬を使った後手が、先手の攻勢を止めきったと

いう将棋だったように思いました。

 第 2 局は、角換わり振り飛車になり、佐藤棋聖が連勝、防衛まで
あと一勝としました。

・王位戦は深浦対羽生

 昨年、7 戦までもつれこんだ末、新王位の誕生となりましたが、
今年も同じカードになりました。

・しおんの王で遊んでみました

 ゲームソフト「しおんの王」をやってみました。中で出てくる問

題の具体的な手順などについては、触れません。サスペンスタッチ

と聞いて、推理ものの中に将棋が入っているのかと思っていたので

すが、次の一手問題を解いていくというゲームだったようです。昔

あったような隠し部屋みたいな仕掛けがなければですが。ゲームは

面白かったですが、謎解きが将棋だけなのは残念でした。

 問題は本当の初心者には少々難しいかな～と思いました。プログ

ラムのクレジットには「棚瀬」の名が。棚瀬将棋は強すぎるんじゃ

ないでしょうか。私の持っている激指 1 より強いかもしれません。
どのくらい強さを調整しているものか分かりませんが、棚瀬将棋が

相手ならこちらも深呼吸して臨まなければならないので、まだ試し

ていません。いずれ対局した感想などをお伝えします。（2008 年 5
月 30 日）
 さて、対局をしてみました。どうやらかなり強さは調節してくれ

ているようです。これなら中級者でも安心です！。（5 月 31 日）
 

・将棋における必然性の現われ方

 将棋というゲームには、2 種類の必然性があり、それは勝つ手と



負ける手であるということを前回述べました。あまりにも当然な話

です。しかしながら、箴言というものは、しばしば同語反復寸前の

理の当然を刻み込むものです。言語習慣、或いは知識によって複雑

に見えるだけの局面というものがしばしば、実生活においても存在

するものです。

 さて、王手を放置したら負けるということは、王手をかけられた

ら、それに対応することは義務だということです。したがって、王

手を防ぐ手、王手をかかりにくくする手、王手を消す手は、この義

務を回避する手だと言えます。

 将棋における候補手は、毎局面約 80 手。その中で、上のような
性質の手があれば、その手にはある程度の必然性があります。よく

知られているように、穴熊囲いは王手を消す囲いですし、終盤にお

ける「ゼット」といわれる方法論も同じ考え方です。

 また、終盤戦の手筋に予め玉を戦場からかわす「玉の早逃げ」が

あります。これなども王手を消すことで、攻める権利を（必ず）確

保する効果があります。いたずらに玉のまわりを駒で固めても、相

手の玉を攻めることはできませんが、攻め合いの中で玉の早逃げが

決まると、寄せ合いで一手確実にリードしますので、効果は抜群で

す。

 ただし、早逃げは高段になってやっと使いこなせる手筋で、相手

に詰めろをかけられないと、駒を損するだけになってしまいます。

私もそれほど多くは使いません。

 中級向けには「裸玉作戦」をおすすめします。これは、玉周辺で

相手の攻め駒と自玉の守備駒を清算する作戦です。最後に玉で取っ

た瞬間、自玉に詰めろはなく、清算した豊富な持ち駒で相手玉は必

至、これが理想です。

 早逃げと違って、王手はいくらでもかけられますが、拠点のない

状態での王手は、意外に詰みにならないことがあります。まあ開き

直ってこういう作戦もたまにはいかがでしょうか。

・受けの必然性を持った手を指されたら

 指されて負けなら投了するしかないわけですが、たいていの場合

たとえ負けでも気づきません。仮に中盤戦で受けに良く利いている

攻防手を指されたらどうでしょうか。必然性のある手に緩手はあっ

ても悪手はありません。一応自陣に利かせただけの手でも、過小評

価は禁物です。



 ３通りくらいの方針があるでしょう。こちらも受ける。さらに攻

める。受けの要の駒にアクションをかける。攻防手を指された以上

は、受けの要の駒にアプローチする手をまず考えるべきではないか

と思います。普通に攻めては反動がきつくなり、ただの受けは攻防

手を指した相手のポイントになります。それが良い辛抱だったとい

うこともありますが、一番に考える手ではないように思います。

 角筋や馬筋を止める手筋である歩頭への桂捨てなど、多少駒を損

しても、相手の受けの形を崩し、受けの必然的な権利を渡さないこ

とを考えるべき場面だと言えると思います。

 ところで、玉の早逃げを防ぐには、逃げ道を封鎖しなければなり

ません。たいてい、銀とか角を打ったりするんですが、持ち駒を投

資したその瞬間は王手でも何でもありません。この瞬間が、相手の

手番で、受けに使えるはずの駒も 1 つ手放しています。
 こうして、攻める側に怖い思いをさせるのも、早逃げがあるとい

うその局面が、受ける側にとってある種の機会を必然的に与えてい

るからだと言えます。偶然そうなっていることも、アマチュアの将

棋では多いかと思いますが、早逃げが利けばその局面は見た目より

は、まだ希望があると言えると思います。

 そして、高段になればなるほど、こうした必然性を３手先、５手

先に意識しながらの攻防になります。例えば 73 の桂を取られる場
所に跳ねだした瞬間、自玉の逃げ道ができて、相手の角に当たる。

そんな含みを意識しながら、相手はその角を予めかわしつつ守備力

を増すために馬にする。「桂跳ねは手抜きますよ」というメッセージ

に、こちらも、例えば馬の利き筋に歩を突き出したりして、「取れば

馬を目標にしますよ」と応じます。将棋の場合には、このように、

水面下の必然性によって手の方向性が定まってくることがあります。

そこが難しいところであり、面白いところです。

 要するに、将棋では必然性は潜在的です。手は広く、一見何を指

してもいいような局面でも、それは潜在していることがあります。

そこで読みや実戦譜の知識が物をいいます。次回は、攻めにおける

必然性について考えてみます。（2008 年 6 月 8 日 高山）

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

・対象領域の拡大

 今月は、私の書いているものの基礎的な事柄について述べます。



対象の生きた姿を捉えるには、軸を対象に置いたり自己に置いたり

することと同時に、対象と周辺の領域を可変的に捉える必要があり

ます。

 対象領域の拡大は、「読み」に属する動作状態であると私は呼んで

います。

 「読みと演算の速度はたいていの場合相容れない」

 さて、これは読みについて考える場合に大切なことです。論理操

作はどこまでも高速化することができます、例えばコンピュータ将

棋のソフトなどは、短時間で驚くほど大量の手を検証しています。

 それらの論理操作の結果が、論理整合的である、或いは正しい、

或いは実用的であるのは、操作される情報は、「既に読まれ」「操作

に耐えうる」とされているからです。例えば、四則演算などでは数

はためらうことなく、この種の操作の対象とすることができます。

 主たる対象Ａを含む領域があるとして、対象Ａを確定し、その分

析をし、対象Ａにおける有用な要素甲を見つけて、さらにそれに分

析を加える。これが対象領域の縮小です。

 実際の世界においては、このような局面で全てを把握することは

困難です。むしろ、高度に抽象的な思考対象において、ある概念を

精錬し、一段と抽象度を高めるときなどでよく使います。

 他方、対象領域の拡大とは、典型的な探索行動に喩えられます。

主たる対象Ａを含むという条件で、対象を様々な方向に拡大したり、

転じたりして、対象を眺めて分析します。

 例えば、ある道具があったとして、それが誰でも使えるかどうか

を考察するのも対象領域の拡大に入ります。ユニバーサルデザイン

というときには、おそらく一方で道具の概念の抽象度を高めながら、

他方で道具を使えうための制約を出来るだけ少なくすることが追究

されるのだろうと思います。鉛筆でなくて、「意思伝達の道具・手段」

であったり、自分は鉛筆で十分というだけでなく、多くの人にとっ

て使いやすい意思伝達手段はないかと探すのでしょう。

 こうした過程は、高速化されるに越したことはありません。しか

し、高速化しうるもの、省略できるものと（要するに方法化・自動

化できるもの）、実際に読まなければならないものがあるということ

はわきまえておく必要があります。

 実際に読まなければ分からないものの代表格は、人間の個性や生



活環境です。あるいは組織の習慣などもそうです。

 対して、高速化できるのは、論理的必然性を持った事柄について、

その必然性から帰結することを推論するときなどです。例えば、提

出期限のあるレポートなどを考えると分かります。それまでに提出

しないと留年だ、ということがはっきりしていれば、「卒業したけれ

ば、それまでに提出する」、そこまでは悩むまでもなく分かります。

 しかしながら、留年が意味するものは何か、卒業してからの生活

は果たしていかなるものかについては、ある程度読まなければなり

ません。ですが、言うまでもなく、そこで留年という制度自体を論

じたりするのは、当面の目的とは恐らく合致せず、またいい考えを

思いついたとしても、先の問題には答えることにはなりません。

 

 ・取り違えるにはご注意

 私の経験上、人間は惰性に走ると、読むべきところで端折り、必

然的な事柄なのにその事柄を長々と論じたりします。上の例で言え

ば、卒業か留年かについてはたいして考えず、そもそもレポートと

は何か、留年とは何ぞや、といったことは熱心に考えるようなもの

です。

 こういったことを避けるには、健康状態も重要でしょうし、明快

で堅実な思考方法を身につけることも必要です。混沌とした状況で

は、とりあえず何かできることを探す、その一角でいいから状況を

明らかにする、といった素朴な選択がきっかけとなって対処が進む

こともあります。そこには、サンプル調査が未知の母集団の推定に

とって有効であるように、統計学的にも裏づけがあります。

 現代は、既成の方法論や手段にあふれた時代です。何も考えるこ

となく、それらの 1 つを採用しても、それなりの結果を得ることが
できます。しかし、方法論は読みに支えられてできているというこ

とを忘れずにいたいものです。読んだことのない手段を用いるとき

は、その結果は手段そのものに依存することになります。以前なら、

使い方が分からない等の障壁があって、何かしら手段についても学

ぶ必要があったのですが、現代ですと何も考えずにさわっても、壊

れもしなければ、不都合も生じない機械がたくさんあります。

 そんな時代ではありますが、私がなんと言ってもおすすめしたい

のは、1 人で熟慮する習慣をつけることです。対話は大事です。し



かし、対話を有効にするためには、事前の準備が不可欠であり、そ

れが 1 人でする熟慮に他なりません。それが既存の方法論の選択に
あっても、よりよい判断をする助けになると思います。（2008 年 6
月 14 日 高山大祐）

 

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

（３）マンスリー・りーこむ

・PS1 到着
 先月のこと、なつかしの PS1 をいらないからあげる、という人が
いました。断る理由も特にないので、引き取って久しぶりにプレイ

ステーションで遊びました。やっぱりちょっと目が疲れますが、な

つかしのゲームができました。『ニュータイプは人の革新』なる言葉

が、とあるアニメにはあるそうですが、当時としては、PS1 を買う
直前などはすごく期待していました。

 今月のプレイリスト：ワールドスタジアム 3、なんとかプロレス
リング、テクモスーパーボウル

 テクモスーパーボウルは、シリーズ 3 作目にあたり、映像だけで
なくプレーブックも充実、かわりに操作難易度が上がり、私はプレ

イヤーを断念、コーチモードでえらそうにプレーブックを指定する

のに専念していました。このシリーズのおかげで、ルールも分かる

ようになりましたし、コーチモードではプレーブックの意味も何と

なくつかめるようになりました。自分で選手を操作できると、どう

してもスーパープレイで状況を打開できてしまいますが、コーチモ

ードを用いることでより広い視野から眺めることができたのではな

いかと思います。

・他人の評価～「自己破滅型であり馬鹿者である」

 ニュータイプが人の革新であるか否かは私の判断の及ぶところで

はありませんが、他人の評価には意外な一面があります。ニュータ

イプの先駆者として知られたクワトロなる人物も、次代の旗手カミ

ーユ・ビダン氏に言わせれば「自己破滅型であり馬鹿者である」と



いうことになります。

 私あたり、他人を評価するということは大胆に思われるので、必

要なときや、褒めることができるとき以外は心中においても評価す

ることはあまりありません。

 後世畏るべしとはこういうこと？なんでしょうかね。ではまた来

月。（2008 年 6 月 15 日 高山）

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

【編集後記】

 地球規模の問題というのが、かつては核戦争の恐怖であり、大国

の帷幄の出来事であったのが、今では直接その身に感じられたり、

頻発する大規模災害となって現われているように感じられます。

 そんな世の中ではあっても、古くからある形の反権力闘争じみた

活動が、この世界には根強く残っているようです。ボランティアで

活動していると、そういう集団はせっかくの人材を無駄なことに浪

費している、とても疎ましい存在です。自己顕示欲と怠惰が結合し

たその種の活動では、せいぜい「取り繕われた原始共産主義」のよ

うなものしか生まれないのではないでしょうか。

 ただし、多くの人間にとって、仕事は精神的な健康を保つのに不

可欠で、十分な仕事がないときには、目的に無関係にとにかくなに

かの仕事をしたいという気分になります。課題はあるのに、なかな

かそれを上手く仕事として社会（自ら）に提供できていないという

現状もあるのかなと思います。

 世界規模のエコマネーでも創設して、各国で誰でも参加できるよ

うな仕事を提供できたりしたらいいのにな、などとも時折考えます。

でも、課題を仕事に置き換えるというのは、結構大変です。なんと

かしたいものです。ではまた来月。

（2008 年 6 月 22 日 高山大祐）
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