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（ごあいさつ）

 みなさんこんにちは。11 月になり、札幌では雪になる日もありま
した。ほんのわずかの間に円高が進み、海外留学を決意されたとい

う方もいるかもしれません。私も、このような不安定な経済環境の

もとでは、いっそう有益なことにお金を使うように努力しなければ

と思っています。

 さて今月は囲碁と将棋、哲学、マンスリー・りーこむという構成

でおとどけします。どうぞ最後までお楽しみに。（2008 年 11 月 24
日高山）

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

・将棋竜王戦

 第 3 局の戦型：一手損角換わりの急戦。
 結果は、後手羽生名人の勝ち。先手の急戦は一手の無駄もない早

繰り銀の仕掛けでした。角換わり先手棒銀の定跡のように、激しい

将棋になりました。先手が 2 筋突破を目指し、後手は 55 角と反撃
します。こういう場合、先手の 68 玉と後手の居玉の両者の場所の
評価が問題となります。しばらくして、先手は 79 に玉を移動しま
した。玉には 2 手かけています。後手はゼロ手。この差に見合う効
果を先手が上げているかが興味深いところです。

 第 4 局 渡辺竜王、相掛かり後手で 1 勝を返す。（11 月 27 日高
山）

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

・「XY 平面」を懐疑するとは



 今回は、私のあまり好きではない方面のことを取り上げます。ウ

ォーミングアップのための哲学的懐疑です。それは誰にとっても、

本来の仕事としてはならないことです。

 今どこかに、私たちが日常意味するところの XY 平面が書き付け
られており、そこに y=3x と書かれていて、それを示唆する斜線が
引かれていているとします。この図面に、X＝2、Y=6 と添えられて
いれば、小学校などでは正解となるでしょう。おそらく大学でも正

解として通用する図面であろうと推察されます。

 このことは意味づけの方向について考えさせる契機となります。

私たちは、概念を用いる生命体ですので、しばしば図式的思考に合

わせて現実を解釈します。これは、物事の処理を加速させるために

は有効な方法です。しかしながら、3 本の線、１つの数式、1 組の
数字だけで、単なる模様、痕跡、偶然が重なってできた木の枝の形、

こうしたものが、XY 平面として通用するということ、これはささ
やかな気づきです。

 気づきによって、意味づけのあるべき場所（上手く表現できない

のですが、思考の空間における意味づけの位相のようなもの）を感

覚的につかむこともできようかと思います。しかし、そこに拘泥せ

ず、「それをおさえておいて、あれを眺める。それをおさえておいて、

さらなる問いをみつける」こうした姿勢が大切です。

 次のような 2 つの文章が、現実に違うことを意味しているという
ことにも容易に気づくことができます。

 「XY 平面における X と Y は同じ長さか？」
 「XY 平面において、X と Y は同じ長さとされているのか？」
 後者が意味づけを問題としていることがうかがえると思います。

「XY 平面における記述の方法には、記述の規則が関係している」
ということもまた、なんとなくは想像できます。ついでに書き添え

ておきますと、「にもかかわらず XY 平面はある種の客体であり、現
実に記述した場合に、その記述はその規則に従うし、その後の記述

を拘束もする」。

 規則の表れに惑わされなければ、さらに面白い論点がきっといく

つも見つかります。それはたとえ、学術的に何らかの説明が加えら



れていても、自分の頭で考えるのであれば、十分な財産となります。

 「XY 平面を指定する条件によって、多くの問いは異なる解答を
持つことになる」

 例えば X を整数の数列とすれば、小数点は現われることはできま
せん。Y も整数であれば、この面は格子状にしか点が存在できない
ことになります。

 さて、少し話を変えます。これまでで、極めて具象的な要素でも

って、XY 平面を意味づけることが可能だということを述べました。
誰でも経験があることかもしれませんが、XY 平面を眺めていると、
無限性の観念に出会うことがあります。一番簡単な形では、Y＝X
において、どこまで X か Y を大きな数にしても、XY 平面の条件は
満たされているというものが挙げられます。

 Y= 1/x
 私は、ずっと以前になりますが、上の方程式を眺めていて随分不

思議な思いを抱きました。なぜなら、X の遠方の境界ではなく、ゼ
ロに近い X の領域において、どこまでも大きな Y が現われるからで
す。ゼロに近い部分は、私たちの経験にとって身近なものです。誰

でも、お小遣いやおやつ、食事が足りないといって残念になったこ

とはあると思いますが、そうした欠乏というのはゼロに近い体験で

す。無限に大きいもの同士の組は想像できても、単に少ないものと

無限に大きいものとの組み合わせは容易に想像できません。

 手に取れそうな領域において無限性の観念に出会う。これは、単

に不思議というのを越えて、人間に勇気を与えるかもしれません。

しかし、危ういものでもあります。有限性から始めて有限性によっ

て無限に達することができる、という期待を抱く素地ができるから

です。

 そして、他の同種の問題において、上の 2 つの式から見出せるの
と同じ推論を適用することがあり得ます。1 つは Y=X に見出せるよ
うな「1 対 1 対応によってどんな問題も解決できる」という予測、
もう 1 つは、「有限的領域における操作で、無限性に達することが
できる」という予測です。

 しかしながら XY 平面における考察によって、それらを無条件に
適用することについて考えることができます。例えば「XY 平面上
の任意の点は、ある XY の組（甲乙）で表現できるが、条件次第で
は別の組み合わせで表現することもできる」ことも容易に理解でき



ます。とすれば、ある規則において無限大の位置を指定された点は、

別の規則では（1,1）であったりするかもしれません。
 そこで、それらの考察をおさえておいて、XY 上の点とは何か、
数列とは何か、といった論点が浮かび上がってきます。

 今月はこれで終わりです。おさえておいて進むという感覚が、思

考にとっては大切です。（2008 年 11 月 19 日 高山大祐）

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

（３）マンスリー・りーこむ

・たばこ増税

 に私、賛成しております。というのも大麻問題が騒がれる今日、

他人に健康上の脅威を与えるたばこは吸い・たばこ増税には激しく

抵抗しながら、安全性の面でたばこと変わらないという意見さえ一

部ではある大麻は吸うなでは、物事の均衡というものが保てないか

らです。

 やはり愛煙家は、禁煙、減煙、自発的に課税引き上げを要請する

といった行動に出るべきでありましょう。喫煙者を多く抱えるよう

に見受けられる医療業界やメディア業界は、ぜひとも自発的にたば

こ増税を待望する旨を明らかにして欲しいものだと思います。

 （2008 年 11 月 26 日 高山）

・サボタージュは現代的手段ではない

 サボタージュは労働量を減らすことで、労働の単価を上げる方法

です。これは業務効率化とは観点が違います。業務効率化とは、業

務の提供先の合意できるレベルのものを提供するという枠内で、無

駄な作業を省き、労働条件を改良し、余裕があれば他にも収益事業

ができるのではないかという検討も可能にするものです。

 サボタージュはかつては労使関係に限定されていたものであり、

相当に特殊な条件のもとで行われていました。それは、あわよくば

クライアントとの関係を破壊するという脅威を与えることで自分の

要求を通そうとするものです。

 国民に奉仕する立場の公務員にこうした手段が認められないのは

もちろんのこと、一般企業においても、転職か起業をすすめられる

のが現代ではないかと思います。今では成功の可能性は低いにせよ、

起業のための最低必要資本は低くなりました。「自分なりの会社」を

つくれてしまう以上は、サボタージュで株主にも顧客にも賛同しな



い他の社員にも迷惑をかけることで支持を集めるのは難しいでしょ

う。

（サボタージュは恐らくは、労働者階級なる人為的構成物の絶対視

と関係があります。生命現象においての進化の記述と、語用法の変

遷とは根本的に違うものであり、後者は前者の模倣或いは模像に過

ぎません。概念進化論などは全く無意味だと言えます。語用法・語

慣用の変遷について、生命現象を借りて分かりやすく説明するとい

った方法は取りえたとしても、概念自体が進化するなどということ

はないのだということはわきまえておく必要があります。）

 一般市民は、現実的には多くの人が使われる側であることは間違

いありません。労使関係なるものに囲われていた間は、ある意味で

は使われている側は楽でした。クライアントのことを考える必要が

なかったからです。それは雇用者が考えることでした。だからサボ

タージュもできました。しかし、自分もひょっとして事業部をまか

されるかもしれない、或いは小規模な起業をするかもしれないとい

う世の中では、まさにクライアントのことを考えなければなりませ

ん。顧客や株主、支援者などはもちろん、人材を集めるという場合

にも、その人材をある意味で顧客のように考えていかないとならな

いでしょう。私は、これからはそのような方向から職場環境の改善

が図られるように思っています。働く環境というのは、私たちみん

なにとって、道路、水道などの公共財同様に、足場となるものです。

その改善は、これまでのように威嚇的なやり方によってもたらされ

るのであってはならないでしょう。私自身は、それは正当化し得な

いものだと考えてます。

（2008 年 11 月 3 日、24 日 高山）

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

【編集後記】

 将棋竜王戦もたけなわですが、あまり将棋のことを書きませんで

した。そして今月は実務資格の勉強に一区切りがついたところです。

いまさらながら気づいたことですが、勉強は勉強でも体重が減るよ

うな種類の勉強ではないなということが分かりました。大変さにも

いろいろあるものです。

 一区切りとは言え、次の計画を考えつつ、緩みない毎日を過ごせ

たらと思っています。（11 月 26 日 高山）
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