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 みなさんこんにちは。12 月に入って、いよいよ経済が厳しさを増
してきたという報道がなされています。米国の景気回復があまり叫

ばれるものですから、amazon.com で買い物をし円高を享受させて
もらいました。

 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 12 月 27
日 高山）

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

・竜王戦～渡辺竜王逆転防衛！

 3 勝 3 敗で迎えた第 7 局は、第 6 局と同じく後手急戦矢倉でした。
後手急戦矢倉は、明らかに不利とまではいかないものの、玉の薄さ

や戦果の曖昧さなどから、それほどポピュラーな戦型ではありませ

ん。

 先手矢倉に対する後手の急戦は、矢倉中飛車や右四間飛車、棒銀

など様々あります。しかし、どれもプロの対局にそれほど現われな

いせいか、決め手に欠けるイメージがあります。その中で 53 銀右
急戦が 2 局続けて現われた今シリーズは、後手番矢倉にとって朗報
をもたらすものなのでしょうか。本局の展開は、後手急戦らしく、

今ひとつ戦法としての長所ははっきりしないようでした。後手の立

場から考えると、本局のような 64 歩 62 金 59 香という流れは、悪
くはないかもしれないが、かなり苦労はしそうだという感触です。

しかしとにかくも、2 手目 84 歩と突く居飛車党にとっては、可能性
を感じさせるシリーズでした。普通に組んでいると単に押さえ込ま

れかねない相矢倉戦では、急戦の含みがあるというだけでも実戦的

には大きいと思います。



 第 7 局の最終盤は、最高峰の戦いにふさわしく、非常にきわどい
攻防が繰り広げられました。詳しい解説は専門誌等でお読みになっ

たほうがよかろうと思います。

 激戦を制した渡辺竜王は、これで 5 連覇となり永世竜王の資格を
獲得しました。シリーズを通して 2 手目 84 歩を貫いたのも立派だ
ったと思います（ほんのわずか、34 歩よりは損な感じがするだけに）。
おめでとうございます。（2008 年 12 月 18 日 高山）

・第 5 局
 相矢倉戦から、先手渡辺竜王が攻めきり、2 勝目を挙げました。先
手矢倉にとっては、自分だけが攻める望みどおりの展開になりまし

た。しかし後手矢倉は、先手の攻撃力を封じ込んで入玉する楽しみ

があり、攻めを間違うと大変な展開になります。

 本局は、私自身は指したことのない形でした。矢倉では、六割が

た後手側に立って考えることが多いのですが、63 に進入される形は、
玉が狭くやや苦しいかな、という感触です。渡辺竜王が攻めに真価

を見せた一局が終わり、いよいよ大詰めの第 6 局です。
 ・第 6 局は矢倉急戦。なつかしい後手矢倉急戦でした。飛車の取
り合いになりましたが、陣形の低い後手に有利な展開だったようで、

シリーズではおそらく最も早い終局となり、渡辺竜王が 3 勝 3 敗の
タイに戻しました。（2008 年 12 月）

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

・経済危機のこと

 私が書いたものの 1 つに経済に関する論述もあります。これは指
折り数えるような組み合わせ論ですが、もっとも基礎的で本質的な

考察であると私は考えています。問題の捉え方というものが、解の

有用性と大きく関係します。既定の問題やつくりものの問題を前に

して、あまり長いことうなっていてもそれほどいいことはありませ

ん。

 さて、その論述の主要な結論というのは、通貨量というのは、新

たに導入しない限りは、必ず消費側から不足してゆくというもので

す。しかしながらそのギャップを埋める信用創造は、借金としてみ



ることもできます。この借金は、特定の主体の問題として見ること

が原則ですが、何らかの形で借金が必要であるということは、通貨

を用いる経済圏が持つ構造的な問題です。そこで、論点としては特

定の主体に帰属するのではなく、経済圏の総体に属します。

 例えば中小企業のオーナーが際限なく借金を借り換えるのがいい

のか、或いは政府が担うべきなのか、こういったことが論点となり

得ます。このあたりは、純粋な形の自由主義経済の議論では、表面

化しにくいものです。

 現在、アメリカ始め先進国は、多国間の緩い合意のもと、財政政

策を実施しようとしていますが、この判断自体は無難なものだと言

えます。政府が実施しないのなら、上に述べたように、どこかの経

営体が借金をする（または倒産する）理屈だからです。経営体では

なく、消費者金融からの個人の借金という形を取るかもしれません。

 21 世紀的な問題としては、そこからもう 1 歩をどのように踏み出
すか。それが問われることになるでしょう。余裕があったら次回こ

れについて書きます。

 12 月現在で、オバマ政権の財政政策の概要が一部明らかになって
きました

http:/ /www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2008/12/23/AR2008122303023_pf.html。
2 年に分けて 80 兆円程度を支出し、社会保障や公共事業にあて、サ
ステナブルな開発にも一定割合支出される見込みのようです。いわ

ゆるグリーン系事業への投資額が小さいという声もありますが、兆

単位での支出ですからかなりの額です。新政権が支持層の声に配慮

していることを示すものといえるでしょう。

 財政政策パッケージはクリスマスツリーにはしない、という副大

統領候補の発言が出るあたり、90 年代と比べると、真剣な態度が見
受けられます。90 年代のアメリカ民主党は「モルヒネ中毒」といっ
てよい状態でした。メディアと一緒になってドラマを演じ、私など

は特にそうなのかもしれないですが、「あれは信用できない」という

評価を確定させたものでした。

 モルヒネが切れた状態で船出するというのは、実にいいことです。

ぜひとも、民主党には「現実」に取り組んでもらいたいものです。

 

・ 話しは変わりますが、年末になると人はよく飲み歩きます。学

http://www.washingtonpost.com/wp


生は特にそうします。寒く暗い一人暮らしの部屋に戻りたくないの

で、飲み歩き、朦朧として布団にもぐりこみます。

 これは不安感への対処の仕方の 1 つなのでしょう。それにより元
気づいて、快活に生活できる人もいれば、飲酒が逃避に過ぎないよ

うな人もいます。私は家に帰りたくないから飲みにいくといったこ

とをしたことがありません。寒い部屋、暗い部屋を、しらふで暖め

るのもまた悪くはないものです。おかげで住宅の仕様には意識的に

なりました。首都圏の独り者向けの部屋は、ひどすぎでした。或い

は、借主を部屋に戻らせることなく、始終バイトさせるための仕様

だとすれば、その目的は十分過ぎるほど成就しています。しかし、

私が思うに、部屋は居住するための空間で、借主を追い払うための

設備ではないはずです。同じ価格帯で、もう少しの広さ、高さが持

てるように、政策で誘導してほしいと思います。特に天井が低いの

が非常に気に入りませんでした。

 私は、避けられれば避けられる苦労をわざと背負うことを、努力

とは考えません。愚行だと思っています。人は飲むと愚かな行動に

出ます。気合と称してさらに飲んで体を壊したり、苦労を買って出

ると称して低い天井の家に忍耐して住んだりします。そしてまた、

逆説と称して、そのような暮らしを賞賛しつつ、そのような暮らし

を追認しているはずの政府には文句を言い続けます。

 これら全ては、異常現象です。政策に求めるべきことは、価格に

対する居住性能の向上を誘導することで、人を追い出すための部屋

を量産したり、極端に高い金を払わないと住めない部屋をつくって

いるのをただ黙って眺めて、わけのわからないところで競争社会を

演出することではないはずです。今は当時ほど住環境はひどくはな

いでしょうが、価格に対する性能の向上という視点は、エコロジー

の観点からも必要ですし、基本性能の向上は住む人間の心にも影響

します。住めない部屋を 10000 用意するよりは、同じ費用で住める
部屋を 9000 用意するほうが（結果単価が 1 割ぐらい一時的に上が
るとしても）、社会福祉的には大きな便益があると私は思います。供

給不足が起きない範囲でなら、数の追及よりも住居の基本性能の向

上のほうを優先したほうがいいのではないかということです。

 改めて思うことですが、自分が目指すことと公的機関に要望する

ことは視点も違うし、現実に主張の力点も違ってくることがありま

す。上記の叙述は、それほど深い考察は加えていませんので、まあ

後になって違うことを書くかもしれません。しかし、私がいいたい



ことは、住めない部屋による供給過剰が起きることがあれば、それ

は政治の失敗だということです。「住めない部屋」が供給に数えられ

ていることこそ、もっと重大に捉えて欲しいものです。(2008 年 12
月 26 日 高山)

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

（３）マンスリー・りーこむ

・食料問題で本質的なものは、平均摂取カロリー量

 したがって、体脂肪率でもなければ、肥満の割合でもなく、まし

てや廃棄食料も、別の観点からは多少の論点とは成り得ても、食料

問題にとっては本質的とは言えません。

 国別の 1 日当たり平均供給熱量というデータが、地元北海道新聞
に掲載されていました。

 日本は 2700 キロカロリー。これは中国（2900）よりも低くロシ
ア（3100）よりも低く、チュニジア（3200）よりも低く、当然ほ
とんどの欧米諸国よりも低い数値となっています。

 廃棄食料には効率化という対策が取れますが、一度食べられたも

のについては、そのようなことはできません。したがって、摂取す

るカロリー量こそが重要です。

 世界で、この数値を、例えば 3000 キロカロリーぐらいを上限と
するという合意でもあればどうでしょうか？ 自然と、需要構造は

変化し、やむを得ない低栄養状態にある国々は恩恵を被ることとな

ります。

 さらに考えてみれば、3000 を境としたカロリー摂取権取引があ
れば、日本は売り手です。それもちょっと嬉しいですが、大事なの

は、低栄養に苦しむ国々も当然のように売り手になるということで

す。

 この国は、何かというと「足ながおじさん」じみた態度を取りた

がり、むやみに支援を表明しますが、こと食料問題についてはその

ようなことをいくらしても解決にはつながりません。いわんや誰に

吹き込まれたのか知りませんが、理由もなく債権放棄などを表明し

たところで、経済不安を招くだけのことです。

 それよりは、カロリー摂取権取引のほうが、多くの低栄養国を益

するものになることでしょう。



（2008 年 12 月 9 日、27 日 高山）

・年末特集「黒幕宣言を否定する会」

 さて 2 ヶ月前だったでしょうか、主人公グループの活動とは無関
係な環境悪化シナリオはどうも割り切れない思いがすると書きまし

た。たまに見る映画のうちに、同様に奇妙に感じたのが、主人公た

ちと一緒に行動していた人間が最後の最後に見かけのボスキャラを

押しのけ「実は自分が黒幕だ」と宣言するタイプのストーリーです。

 ボス的な悪役は、一種の花形で、相当目立つポジションにいるは

ずですが、それが実は違う、実は仲間に見せかけていたこの自分だ、

ということらしいです。しかし多くの映画は、「実は」の部分が今ひ

とつ説得力に欠けています。朝 9 時から夜 10 時まで働いている公
務員が、「実は」マフィア然と振舞っている連中を操って、隣にいる

同じ配属の人間たちを全て欺いて、「映画になるくらいの大事件を

一切合財取り仕切る」。（「彼はいい父親だった」といった報告までさ

れていることがあります。役人と犯罪組織と家庭を全て手を抜かず

に生活しているということのようです）。

 いや、これは不可能です。私は否定いたします。私がその種の映

画を見ながら密かに挿入するシナリオは、残り 15 分のところで飛
び出す「私が黒幕だ」という告白に対し「（うるせえよ。）あなたに

は無理だ。馬鹿なことをいっていないで捜査に戻りなさい」と主人

公に言わせて、自首を却下するというものです。

 今月の否定：「スパイダー」において真犯人を名乗ったカップル：
詳細は、すみませんが、みなさん自分で調べてください。

（2008 年 12 月 9 日 高山）

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
編集後記

 ゲーム「三国志」の天下統一事業も 3 度目になり、さすがにそろ
そろくたびれてきています。しかし、これまで 2 度、エンディング
がろくでもないことになったので、今度こそはと気をつけての事業

でした。結果はしかし、統一達成後に連判状をまわされて、謀反の

計画が水面下で進行していることが発覚するという物騒なものでし

た。首謀者はあの劉備玄徳。実は劉備は、実際にも「やりそうな男」

として知られています。「そうか、あいつか～！」と半分納得、半分

は「人の和」とか言っておいて、それはないんじゃないの、という

気分でした。みなさんも隣近所の連判状男には気をつけましょう。



（2008 年 12 月 26 日 高山）
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