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（ごあいさつ）

 こんにちは。洞爺湖サミットは、どうだったでしょうか？ まあ

それぞれに何かしら考えていただいて結構なことです。さて、それ

とは別に、今月はいろいろと用事がありました。なので、やや短め

のメールマガジンとしてお届けします。今月は、囲碁と将棋、哲学

という構成です。どうぞ最後までお楽しみに。（2008 年 7 月 22 日
高山大祐）

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

・将棋王位戦始まる

 深浦王位と羽生名人の王位戦が始まりました。第 1 局は角換わり
で羽生名人の勝ち。

 第 2 局は、後手が 2 手目 32 飛車と振りました。なかなかの有力
手だそうです。本局は先手居飛車が、序盤から積極的に仕掛けまし

た。プロ将棋ならではの序盤戦でしたが、駒得を果たした先手の仕

掛けはまずまずだったように思いました。将棋はしかし、そこから

難解な展開になりました。将棋ではよくある言い回しですが『これ

なら先手でも後手でも指してみたい』と私は思いました。特に先手

を持っての主導権は、非常に魅力的です。ただ、後手指しずらいと

したら、後手が 2 手目に 32 飛車と振ることはなくなってしまうで
しょうから、それもちょっと寂しいと思うような面白い将棋でした。

・将棋棋聖戦最終局へ

 棋聖戦は、最終局へ持ち込まれました。結果は、羽生名人が 2 連
敗のあと 3 連勝で棋聖位を獲得。最終局は、角交換から振り飛車す
るという最近よく見かける形です。後手羽生名人の向かい飛車に、



先手は 65 角とは打たず持久戦になりました。先手持ちの見解もあ
るようでしたが、最後は、後手が先手の穴熊をうまく攻略した形に

なりました。最近は振り飛車側は角道を止めないそうですが、そう

いう将棋では、駒組みが制約されるので、通常の振り飛車より神経

を使いそうです。

・勝ちの必然性

・「解消しえない必然性を持った候補手は、最初に現われた場面にお

いてその後の展開まで全て列挙できる」

 将棋では、以上のような予測のもとに読みを進めることができま

す。というのも、将棋というのは構造の定まったゲームだからです。

予測と述べたのは、絶対そうだとは言い切れないところがあるから

です。

 開始局面では勝敗を決するいかなる必然性もない、将棋というゲ

ームにおいて、いったいどの時点で必然性が現われるのでしょう

か？ それはさながら数学における限界の概念に似ています。

 勝敗が決まる時点から遡り、勝敗の決まった局面を探る。これは、

感想戦などでみなさんやりますね。

 駒の再利用の帰結として、将棋の局面には復元可能性があります。

このことは、必然性の探索を困難なものにします。ある時点での有

利、ある時点での不利は時間が立てば解消してしまうかもしれませ

ん。

 解消し得ない必然性を持った候補手の代表格は、もちろん詰みの

局面です。詰む手ならばどれも必然的な手です。詰まない局面での

王手は、したがって、王手が不可能になる局面の 1 つ手前までの必
然性を持っています。

 これらは分かりやすい必然手です。詰む局面の 1 つ前を詰めろの
局面と呼びます。詰めろには大まかに言って 2 種類あり、解消可能
な詰めろと解消不可能な詰めろ（必至）があります。

・解消可能性には、程度の問題が含まれてしまう

 詰めろの解消には、通常捨て駒を使います。飛車や角を捨ててよ

うやく詰めろを逃れたとしても、相手玉が磐石であれば勝利は望め

ません。

 次に詰めろの一つ手前を想像してみましょう。この局面でも、解



消するために駒を使うことが考えられます。もし解消不可能な準詰

めろの局面があるとしたら、いくら駒を使っても準詰めろの状態が

続いてしまうわけですから、相手としては攻め合いを選び、一手早

く玉を寄せるしかありません。

 対して、駒を投資した結果準詰めろの局面が消える場合、最初の

準詰めろ局面は詰みに至る必然性は持っていないということになり

ますが、相手に対して、駒を投資するか、脱出口をつくらせるか、

攻めさせるか、という対処を求めていることにはなります。よって、

準詰めろをかける手は、勝ちに至る必然手ではないが、駒の量や相

手の戦略に働きかけるという意味での必然性を持っているというこ

とになります。この意味では、解消不可能な準詰めろの場合、相手

としても攻めるしかないのですから、迷う要素はなくなると言えま

す。勝ちを読みきれないきわどい局面では、したがって両者の選択

は微妙です。迷って欲しいなら、絶対の準詰めろではなく、少し甘

いほうがいいのかもしれません。また、この目的のためなら、詰み

もないし詰めろにもならないが、とりあえず王手をして、何か受け

させるといった手も有力です。

 さて、もう一段階前のことを考えてみましょう。準・準詰めろが

解消不可能な場合、相手はやはり必ず攻めてきます。穴熊に対して

「と金」4 枚くらいで攻めているような場合には、そうした局面も
出現するかもしれません。その局面で、詰めろ、詰み、準詰めろを

防ぐことができれば、勝ちが確定することになります。他方で、負

けに至る条件については、上述の理屈がそのまま当てはまります。

こちらに解消不可能な準詰めろが掛かっていれば、その局面は負け

です。

 準・準詰めろが解消可能だった場合、相手にはそれに対処するこ

とに加え、準・準詰めろを解消するという手段も生じます。こうし

て、1 つ 1 つ局面を遡ると、非常に広い前・詰めろの段階に出会う
ことになります。解消不可能な局面の連鎖が初手まで続いているの

なら、もちろん、その初手を選べば先手が勝ち。もしくは、開始局

面において、後手に有利な解消不可能な前・詰めろの局面になって

いれば先手が何を指しても後手の勝ちになります。

 しかしながら、これはありそうにないことです。将棋には「先に

駒損をしないと望めば叶えられる権利」が先後どちらにもあるから

です。チェスの場合、ナイトを繰り返して初形を維持した場合、そ

れを目標にされたり、自分のキングにチェックメイトをかけられる



恐れがありますが、将棋の場合には、歩を一つも突かずに穴熊に潜

ることも可能ですので、攻める側は必ず駒を渡すことになります。

また、先に歩を奪おうとすれば、必ず相手に大きな駒を渡すことに

なります。この権利は、恐らく将棋の初期配置が前・詰めろ段階で

はないということを示唆するのではないかと思います。

 次に復元力の問題があります。相手の守備駒に働きかけて、仮に

歩を渡すことで 4 マスくらい移動させたとしても、同種の駒を交換
してしまえば、１手で元の位置に戻すことができます。交換の１手

を加えてもわずかに 2 手です。先に駒を渡さない権利があり、なお
かつ駒交換によって元の陣形を復元することができる、このような

条件の相手を攻略するとしたら、先に駒を渡して、陣形を復元され

る前に、次々に攻めるということになります。すなわち、将棋の場

合に仕掛けによって得られる何かしらの権利は、一時的なものにと

どまります。

 長々と書いてしまいましたが、将棋では必然性は明確に表面化し

ているわけではないということが、攻める側から見てもお分かりか

と思います。それだけに、手を指すことによって生じる微細な必然

性を意識することが、その先にある明快な必然性の局面を思い描く

鍵となるのではないかと思います。微細な必然性とは、突き捨てへ

の応手としては、取るか手抜くかの 2 種類しかない、或いはもっと
単純なこととしては、その局面でルール違反でない手は全て指すこ

とができるが、駒の能力を越えて動かすことはできない、といった

ごく当然のことを意識しておくことです。

 それはなぜかといえば、将棋の複雑さに関係します。大雑把に詰

みや詰めろを目指して駒を動かしても、先述の通り攻め側の権利は

長続きしないことが多く、優位性は解消可能であったり、予防が可

能であったりします。そこで、仕掛けにおいてそれなりの数のオプ

ションを用意していないと、互角の相手に対して優勢に持ち込むこ

とはできません。

 自分が手を指すということは、間違いなくある必然性を持った着

手です。指したの手の可能性に、いかに気づいているかがその先の

勝敗を分けるかもしれません。（2008 年 7 月 24 日高山大祐）

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



・少年少女が為すべきこと

 少年少女が為すべきことは、一定のルールの下で自由に学び遊ぶ

ことであり、両親・家族・住んでいる地域の手伝いなどをすること

です。哲学というものは、高校生以下にできることではありません。

 少年少女は、ルールを仮に正しいものとして受け入れる代わりに、

より難しい義務からは免れます。義務とは何でしょうか？ ルール

や習慣そのものについて考えることです。

 ルールについて考えるときには、仮に正しいものとして受け取っ

ていた多くの事柄が、本来の、不安定な姿を現します。この不安定

なものについて、真剣に考えるのは成年者の仕事であり義務と言え

ます。

 私が随分と懸念するのは、命の重さを知ってもらおうといって、

少年少女に対して、殺人はなぜ是認されないのか？とか、命とは？

とか、自分ではろくに考えていないであろうことを考えさせようと

する傾向が見受けられることです。

 目的は理解できますが、取っている手段はとんでもないものです。

この星の成年者は、なぜ自分で考えようとはしないのでしょうか。

なぜ一週間もすれば意見が変わってしまうような（そしてそれが当

然であるような）年代の子達に、高度な要求をするのでしょうか。

 命の重さなら、昆虫の一匹でも飼ったことのある子なら説明をし

なくたって体で分かっているはずです。

 少年期は、十戒のような簡単なルールを、とにかくも守っていれ

ばよいのであり、その代わり、彼らが成年者となったときには、多

くの人々と一緒に、真剣に考えてもらえばよいのではないかと思い

ます。

 成年者が逃避的な態度を取ったり、少年少女に難問を押し付ける

などといったとんでもない行動を取れば、社会への不信感を育てる

でしょうし、それこそ少年犯罪の温床になっても不思議ではありま

せん。

 ただし、一度真剣な問題から逃避をしていた人々が、明日から責

任ある成年者のように振舞おうとしても、そのうそ臭さは消えない

でしょうから、いきなり全てを変えようとせずに、行動を先行させ

ながら、中期的な視野でもって姿勢を変化させていくのがよいと思

われます。

 古代では、哲学は芸術と学問と政治と運動の総合としてありまし



た。現代でも、理論的側面を除けば、これは実は変わりません。現

実や社会にいかに関わってゆくかを、メタ言語なしに提示するとこ

ろに、哲学的と呼べるような技があります。すなわち、現代では哲

学だとか倫理の枠のもとで語られる言葉は、半ばお遊びです。逃げ

場を用意しておいて悪いとはいいませんが、あまりにあからさまな

逃げ場をつくっておいて語られる言葉は、現実のほうから真剣な眼

差しで見つめられることはないと思います。

 社会のルールの範囲で自由にすること、同時に、将来大きな責任

や課題を引き受ける時が来ることを意識すること、これらが私が少

年少女に求めることです。以前にも似たようなことを書きましたが、

予感は人を育て、そして変えます。少年期の人々が、遊んでいなが

らも将来重要な立場に立つことを予感することができるとしたら、

その人々は社会によい影響をもたらしてくれるだろうと、私は思い

ます。（2008 年 7 月 13 日 高山大祐）

 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

【雑感】

 その昔ファミリーコンピュータには、アメリカ大統領選挙という

ゲームがありました。成功条件が分からず苦労したことを覚えてい

ます。今年のアメリカ大統領選挙の候補者は、ご存知の通りマケイ

ン、オバマ両氏です。

 少し前のことですが、中国共産党や NHK、NYT などが熱烈にラ
ブコールを送っていたヒラリー・クリントン氏は惜敗した形になり

ました。政党組織はいったん脇におくとして、メディアが政治介入

の意図を鮮明にしはじめたのは、1990 年代です。
 私は、もうその結果は出ていると考えています。つまり結果とし

て残ったのは、メディアの地位の低下です。「メディアが政治に影響

する」ということと「メディア関係者が意図的に政治の勢力図を自

分の意思に従わせようとする」のでは大きな違いがあります。後者

が公然と示されてからというもの、「メディアの政治意図」は重要な

チェック項目になりました。

 あやふやな政治思想や理論に乗せられて、そのような意図を鮮明

にしたのは、左派メディアです。何か政治を改革したいという意図

でもあったのかもしれません。しかし、そうした意図を鮮明にすれ

ば、当然まともな読み手であればあるほど、そうした媒体を経由し

た情報は留保つきでしか受け取れなくなります。



 メディアに重要な社会的機能があるのは、言うまでもないことで

す。多数の独立な情報源が存在することは、一群の情報が示すある

現象の解釈や評価にとって有益だからです。しかし、そのことは、

決してどれか特定のメディアが必ず存在しなければならないという

ことを意味するものではありません。

 メディアが政治に影響を与えるという事実は、関係者は安易に自

分の意向を政治に関連する情報に持ち込むべきではないと受け取る

べきではないでしょうか。そして、政治活動をしたければ、メディ

アからは離れて行うべきではないでしょうか。

 巨大メディアがお気に入りとして取り上げてきた H・クリントン
女史がオバマに敗れたことが、「メディアは、政治というゲームのプ

レイヤーであろうとしてはならない」という当たり前の原則に立ち

返るきっかけとなってくれればと思いました。（2008 年 7 月 26 日
高山大祐）

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

【編集後記】

 編集後記のつもりで書いていたら長くなったので、雑感と銘打っ

ておきました。結局いつもの長さになってしまいました。私はヒラ

リーさんだろうがバラックさんだろうが、アメリカの選挙権もない

し構いませんが、メディアというものは、社会の様々なレベルで重

要な働きをしますので、気になるところではあります。

 例えば、カルト宗教や特殊な政治団体が所有する制作会社に番組

制作を丸投げして、それがチェックされることもなく放送されると

いった事態があるとしたら、それは異常です。配信するコンテンツ

に責任を持つことは、メディアが果たす責任のうちでも相当重要な

ことだと思います。つまりは視聴者への責務をまず果たすべきで、

その点では公共事業と変わりません。手抜き工事にはやり直しを命

じるでしょうし、床が抜けそうだったら直させるでしょう。業者が

拒否すれば、別の業者に依頼するか自分で直すしかありません。公

共事業において、「自由な手抜き建造物」など許されないのと基本的

には変わりません。

 ともかく、大手左派メディアは、そろそろ「公然と政治介入をす

る」という姿勢が、誰にとっても利益を生まないと認識して、方向

転換して欲しいものだと思います。（2008年 7月 26日 高山大祐）
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