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（ごあいさつ）

 こんにちは。10 月も下旬になりました。円高ドル安といえば、か
つては海外旅行や買い物が増えたものでした。しかし、内需拡大が

大事だという方もいるようですので、私もそれじゃ～、国内に投資

でもしようかと思います。そうはいっても、110 円だったドルが 95
円なら買い物を見送る理由になろうかとういものですが、ポンドや

ユーロは 2 割から 3 割安くなっています。元々堅実な印象のある欧
州がこのままということは考えられません。買い時ではないかとい

う気もするのですが…。さてどうなるでしょう。ドルがそれほど下

落していないというのは、この状況では不思議な気がしますが、そ

こは世界一の GDP を記録する国の通貨です。底力があるのではな
いでしょうか。

 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 10 月 28 日
高山）

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

・将棋王座戦 羽生防衛

 将棋王座戦は、羽生王座が 3 連勝で防衛しました。
・将棋竜王戦～第 1 局は、一手損角換わりに
 悲観していた渡辺竜王ですが、後手右玉の薄さもあり、先手悪く

ないのではないかと私は思っていました。先手 43 金に対して後手
の 64 角が好手だそうです。『交換した駒はセットで考える』という
格言でもできそうですね。この２つの手は直前に交換した角と金の

打ち合いなのです。当然この角は見えていても、陣形から考えて手

があるというのは自然な発想だと思います。43 金を打たないとすれ
ば、45 桂や 45 桂打ちとするかもしれませんが、これは多分先手駒



損します。私なら、金銀を振り換えてから、45 桂と捨てるかもしれ
ません。こうすれば、角か金が手に入りそうです。

 ホームページを見たところ、どうやら角金交換自体が良くなかっ

たという感想がありました。私は右玉をあまり指さないのですが、

角金交換で先手が竜をつくる順がうまくいかない例をあまり知りま

せん。さすがにプロ将棋だけあって、初見の印象とは形勢が随分異

なるようです。（2008 年 10 月 28 日 高山）

・5 筋位取り
 対振り飛車における 5 筋位取りを私は時折用います。今月は、プ
ロの試合ではあまり見られなくなったこの戦法について書きたいと

おもいます。

 大方の感覚では、5 筋位取りは、急戦というには遅く、持久戦と
いうには玉が薄い、したがってどっちつかずの戦法であり、現代振

り飛車には通用しない、ということになると思います。

 「メリットはあるのか？」

 と、ぞんざいに尋ねられれば私は答えませんが、普通に聞かれれ

ば次のように答えます。

 「位を取れる、振り飛車からの粗捌きを防ぐことができる、5 筋
の歩を切れる」

 「デメリットは何か？」

 ずばり言って、位に固執する限り「勝ちにくい」ということでし

ょう。5 筋の歩を切ると、相手から「55 角の王手飛車」が飛んでく
ることがあります。この将棋で食らえば、さすがに負けになるでし

ょう。

 総合的に結論を言いますと、振り飛車から手をつくらせておいて、

気楽に捌きに行くくらいの気持ちで指すのが 5筋位取りの楽しみ方
といえるでしょう。

 もちろん、採用する以上はちょっとした考えもあるのですが、将

棋というのは、戦型だけで有利にすることは難しいものですから、

指すたびごとに、問題点に気づくことがあります。

 ただ、いつか書きたいと思っていますが、玉頭位取りのバラバラ

感よりは、誰でも気軽に指せる戦法であることは、強調したいと思

います。

 ところで、玉頭位取りは、実に個性的で掴み所のない戦法ですね。

一度試してみたいと思いつつも、一つはいい筋を見つけないことに



は、踏み切れません。私には、「天守閣船囲い」のほうが、まだ指せ

るように思えてしまいます。

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

・解釈を可視化して考える

 先月号で述べたイデア的観念は、どこにでもあるものですが、現

代においては弁証法と最も密接なものです。遺憾なことですが、弁

証法に親しんだ理性は、自分について言われているとは決して思わ

ないという特徴があるようです。これは、言語と思考が未分化であ

るために起きることです。私は、左翼社会＝封建社会と定式化して

いますが、それらがともに自己を庇おうとする弁証法的理性に支配

されているためです。したがって、弁証法と儒教とは非常に相性が

よいので、東洋圏では左翼思想が封建的習慣と結びつき、奇妙な（そ

して非常に迷惑な）発展を遂げてきたのではないかと思います。己

の用いる言語と思考を分化することを、自己の課題とすることが必

要ではないかと思います。

 ところで、哲学者というものは、（現代に近づけば近づくほど）概

して実践的でないと批判されるものです。「かつては、現実に向き合

う真のアートであったのに今はどうだい…」。まあもっともなことで

す。これに対する反応は、大筋のところでは 19 世紀から変わって
いません。「哲学というのは、国境警備隊に過ぎないのだ、だから他

人の言葉を解釈し、意味を検討し、批判するのが仕事なのだ」。これ

また寂しい言葉です。幸いにしてこれまで、「誰に頼まれた？」「誰

が貴様などに頼んだ？」とまでは言われていません。21 世紀にも、
いたわりの心が廃れていないということは、多少の慰めとなるでし

ょう。しかし、私が思うに、上述したようなことにとどまるのであ

れば、特別な哲学的トレーニングなどは必要ないでしょう。

 警備の仕事の必然性を疑問視するかのような集合無意識とともに、

解釈は無意味なものとして抑圧されもしますし、また開き直った暴

力を振るうこともあります。

 さて、実際、解釈を図式的に位置づけることで、その有用性を自

分で測定することはできないものでしょうか？ これはできます。

 例えば事象 A と解釈 B というように、名前をつけて解釈を「モノ
化」することが考えられます。もちろん、他人の為した解釈ではな



くて（他人が為した解釈は、当初の現われとしては事象の一部分と

変わりないものであり、人はそれを自分がするところの解釈と同一

視します）、自分の解釈を特別視しないための訓練です。

 かくて、その解釈 B を、事象 A の展開に応じて、再帰的に検証し
てみることができます。事象（A+C）となった場合の解釈 B の適切
さとか、まあいろいろやってみるわけです。そのようにして、自己

の解釈を対象化することで、解釈は事象に近づき、思考そのものか

ら離れていきます。自己の解釈を一本の鎖でつなぐ弁証法的思考が

それにより弱まります。自己の解釈群を参照してから新たに解釈を

付加するという二義的態度が煩わしいものとなり、事象を用いた直

接的思考の世界を体験することも難しくなくなります。

 直接的思考は、外見としては才能という言葉として形容されます。

しかし、私の提示した理論は何かといえば、対象によって直接的に

思考する可能性を多くの人にもたらすものなのです。

 弁証法的理性の厚かましさや重苦しさ、暑苦しさ、そして鈍感さ、

鉄面皮さ、これは多くの人が報告し体験していることではないかと

思います。私は多くの人が、そこから逃れて、本来自分の中にある

はずの青空を見出して欲しいと思います。

 ニーチェは、解釈に力への意志を見ました。これは自分を除く世

界の解釈としては、一理あるものです。失敗したコミュニケーショ

ン、複数の弁証法的理性が相争うような環境、或いはまた知への愛

（哲学）のないところ、解釈への意志が力を振るいます。しかしな

がら、こと自らの修練という観点から言えば、自らの解釈を自らの

うちで高々と掲げるなどということは、およそ考えられる限りでも

最高度に愚かしい行動に他なりません。そこに成長というものがあ

り得ないからです。そのような低く垂れ込めた雲のような環境を切

り開くのは、やはり生産的な思考ではないかと思います。

（2008 年 10 月 25 日、27 日 高山）

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

・三国志で遊ぶ

 先月は、プレイステーション 1 で、三国志のシミュレーションゲ



ームをしました。一役人とか一武将としてプレイできるのが特徴の

ようです。結果として、他人の仕事を引き継ぐというケースが何度

かあります。現実世界ですと、前任者の仕事ぶりに感心するなんて

こともありますが、ゲームの場合は、『難易度一定以上（或いは難易

度漸増）の法則』でも存在するのか、たいていの場合迷惑な引継ぎ

となります。引継ぎが終わると、介入が始まります。あてにしてい

た人材がどんどんよその地域に派遣されたり、無茶な方針を伝達さ

れたり、あるいは自分に関係ないところで戦況が不利になり、それ

がまわりまわって響いてくることさえあります。

 「これじゃやってられないな～」と思っていましたら、突然時の

首長さんが死亡、私がやっていたキャラクターが国の代表者になっ

てしまい、今度は自分が大勢に迷惑をかけることになってしまいま

した。私は自分で最前線を立ち回っているので、およそ 2 年で既に
遷都 3 回。今後も増え続ける見込みです。
 私は、実社会では、首都機能部分移転に賛成していますが、この

ゲームの世界では、遷都のしすぎで部下の不興を買いはしないかと

心配してます。（2008 年 10 月 15 日 高山）

・「すっきりしない」主人公とまるで無関係な環境悪化シナリオ

 ゲームの話の続きです。主人公がいくら活躍しても、そのゲーム

の世界は悪化の一途をたどるというシナリオがたまにあります。こ

ういうシナリオは、終盤になるに従って難易度を上げるという方針

でつくられているのかもしれませんが、どうもやっていて割り切れ

ない思いを抱かされます。

 「最後に現われたボスキャラが強い」というだけでは、環境が悪

化しているとは言い切れません。ただそれまで見えなかった強い大

ボスが最後に現われただけだと考えれば、段々と環境は良くなって

いると解釈することもできます。それなら多少苦労しても頑張る気

持ちが出ますが、どう考えても敵の数が実体的に増えている、味方

が実質的に衰退しているとなると、一体それまでの自分の活動は何

のためなのか？と考え込まざるを得ません。

 段々と状況が好転した結果、敵の強さが明らかになるという、い

わば普通の筋立てと、自分は活躍するけれども、味方はどんどん劣

勢になっていき、開始当初よりはるかに困難な状況を迎えるという

筋立て、みなさまはどちらがお好みでしょうか？ 私は後者のよう

な斬新な話しは遠慮したいと思います。後者のような状況なら、自



分の活躍を味方のために生かすというところに力を注ぎたくなって

しまいますから。それに、一応相手を倒せるポテンシャルを持った

プレイヤーを抱えた味方陣営にせよ、とことんまで追い詰められる

まで、そんな人材が味方にいることに気づかないわけですから、そ

れまたいかがなものかと思ってしまいます。

 

・外交

 アメリカ大統領選挙では、経済が争点になっているということで

す。外交面では共和党と見られるだけに、民主党が優位になったと

いう報道もあります。両党の長所短所は、私にとっても対照的に見

えます。

（参考にした記事）

 http://www.nytimes.com/2008/10/23/us/politics/23policy.html?_
r=1&hp=&oref=slogin&pagewanted=print
 私は民主党の外交というものを評価していません。上の記事を読

んだ限りでも、民主党政権下で、確実に世界情勢は悪い方向に行く

と考えます。しかしながら、大統領は総合的に選ばれるものですか

ら、結果がどうなるか分かりません。

 なぜ悪い方向に行くのか、それは共和党外交におけるプラグマテ

ィズムが、単なる軍事行動の抑制とプレゼンスの回復の模索である

のに対し、民主党外交のプラグマティズムは、世界の問題ある政権

に交渉力を与えるだけの結果に終わると考えられるからです。

 ロシアや中国に直面することのできない民主党では、より多くの

国がそれらの国の事実上の傘下に入ってしまうでしょう。古い言葉

で言えば、アメリカ民主党の外交は、ノスタルジックな左翼との共

依存関係を形成してしまいます。

 直面する限りでは、一定の緊張関係を保った協力関係の構築も可

能ですが、それがなくなれば、たちまちのうちにより問題のある勢

力が力を持つこととなります。

 政治の世界では、初期において同じ力を持った悪貨と良貨が存在

する場合、プレイヤーのほとんどが常識的な理性を持ち合わせてい

たとしても終期においては悪貨しか残っていないのです。小国のプ

ラグマティズムは、悪貨と妥協するしかありません。なぜならば、

悪貨というものは自らの姿を積極的に様々に偽装するからです。よ

り大きなもの、少なくとも大きく見えるものと妥協するのが、小国

のご大層な理性ということなのです。

http://www.nytimes.com/2008/10/23/us/politics/23policy.html?_


 以前ほどの圧倒的なプレゼンスを持たないアメリカ外交が、ロシ

アや中国と共依存の関係に入れば結果は明らかです。それらの国を

悪貨と呼ぶのはたしかに失礼ですが、アメリカと比較した場合には、

そのような呼称になるのも仕方ないと私は思います。実際、私は彼

らの持つ能力や勢力に敬意を払いはしますが、決して住みたいとか、

そのような国になって欲しいとは思いません。

 今のままでは、民主党政権下で起きることを次のように推測でき

ます。アメリカ、中国、ロシアが仲良く、地域の紛争解決に努力す

る（むろん会談を重ねるばかりで解決はしない）。ところがその紛争

の原因は、もっぱらロシアや中国の利害や政治状況と『密接に』関

係している。しかし、共依存関係にある民主党政権は、『ロシアの協

力に感謝』するでしょう。病的なメディアは、それを良い徴候と誉

めそやすかもしれません。その陰では、不安定な情勢に乗じて多く

の国で、ゆすり・たかりを身上とする偽りの市民団体が力を伸ばし、

真面目にやっていた団体まで、追従せざるを得なくなるかもしれま

せん。（考えてもみてください；資本主義の企業に文句を言うだけで

他に何も生産しないような集団が雇用も売り上げも伸ばし、現実に

生活に必要なものをつくっている企業がクレーマーの大軍に襲われ

て仕事を妨害されるのです。世の中がそれで上手くいくはずがあり

ません。）

 そのような演劇で迷惑を被るのは、言うまでもなくアメリカに期

待を寄せていた周辺国（少なくとも良貨（アメリカ）を使いたいと

願っていた国々）に他なりませんし、最後には、アメリカ自身の利

害も損なうことになるでしょう。もちろん、依存関係を継続し続け

て、いつまでも夢から覚めなければ、市民生活が空洞化し（企業の

生産活動が軽視されるため）、毎年のように局地的紛争が続く世界で

『上手くいっている』と信じ込んでいるかもしれません。

 そのうちに、いわゆる言葉の真の意味で中流の暮らしをする全て

の人は、怒りの臨界点に達して、政権交代を選択するでしょう。そ

の時引き継いだ共和党は、ブッシュ政権がそうであるように、勢い

を増したマルクス主義やイスラム原理主義のネットワーク、資本主

義に警鐘を鳴らすありがたい政治団体（或いは特殊な性的衝動に駆

動されて政治活動をする人々の人権を擁護すると称するような団

体）の数々を相手にすることになります。

 民主党が政権をとるとして、国内の政治改革という意味では、期

待されていいのかもしれませんが、果たして彼らが外交面でどれだ



け、「中堅国家（要するにアメリカを除く全ての議会制民主主義の

国）」のために体を張ると約束できるか、それが鍵になるでしょう。

要するに、ロシアや中国と一定の距離をおいて、その動きを牽制し

つつ、協調することです。

 それができず、彼らと仲良しになろうとする徴候が現われれば、

私であれば 4 年後には共和党が政権を取り、なると分かりきった惨
状に遅まきながら対処してくれることをわずかな希望とするしかな

いといった気分になることでしょう。ただ、私が共和党外交の欠点

と思うところのものは、彼らには言説の繊細な感覚が欠けているの

ではないかということです。このため、共和党は、中堅国において

さえ人気がありません。人気がないというのは、議会制民主主義に

おいてはとても不利な要素です（増加する移民と、共和党の中堅国

における不人気とを並べてみれば、それはもはや黙視できないはず

です）。

 私であれば、駐留アメリカ軍の価値を承認することにためらいは

ありません。戦後この国が共産圏に属さなかったのは、もっぱらア

メリカ軍のプレゼンスによるものです。しかし、人は、起きていな

い苦境には鈍感ですし、いたずらに脅威をちらつかされて脅される

ことも好みません。日本については、2000 年に入っておおむねアメ
リカとイギリス連邦圏を側面支援するという姿勢が固まったと思わ

れますが、これから発展していく国々においては、それは決して定

まった路線ではないということが懸念されるところです。（2008 年
10 月 23 日 高山）

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

（編集後記）

 今月は、私には関係のないアメリカ大統領選挙の話題をしてしま

いました。いろいろ書きましたが、世界経済、とりわけ日本経済の

一日も早い立ち直りを期待しております。ではまた来月をお楽しみ

に。（2008 年 10 月 28 日 高山）
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