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（ごあいさつ）  
 みなさんこんにちは。いよいよ暑くなってきました、なんて挨拶

はもう聞き飽きましたか？ 今月は、（１）いろいろなゲーム、（2）
哲学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。

（2009 年 6 月 29 日 高山）  
 
----------------------------------------------------------------------- 
（１）いろいろなゲーム  
 
メモ帳からの転載です。  
『将棋 –速度論考  
 わずかに優勢の側が速度を落としたときに相手の応手が難しく優

勢が広がるというケースが、何かの本に載っていた。速度のコント

ロールと形勢の関係について考えてみる。  
 先手が両者に速度上限を定めることができる場合が存在するか･

しないか、それによって、速度の考え方は変わってくる。  
 日常的な思考からは、将棋においては、先手後手の速度がリンク

しているとは思えない。  
 しかし、幾多の棋士の感想は、彼らが経験的に優勢の側が速度を

決める選択権を持っていると感じていることを示唆する。  
 もしそうであるなら、最速を目指した場合の緩手において逆転の

リスクが高くなるのは当然である。後手の選択できる速度上限が大

幅に上昇しているからである。  
 オプションの範囲内で最も遅い手は、相手の選択できる速度に著

しい制約を加える。そしてそれが速度違反誘発をもたらす。  
 ※速度上限とは、プレイヤーがそれに違反した手を指した場合、

相手に大きなチャンスを与えるものと解釈する。例えば自玉が 1 手
スキで、相手玉が 2 手スキなのに、駒を渡す攻めをする。』  



 終盤であれば、以上のように 1 手 2 手と数えて計算できますが、
難しいのは中盤戦です。相手の指した手が遅いように見えたときに、

少し苦しいこちら側はどうすればよいのか。追い越せるのか？、速

度違反を警戒して、差を縮めにいくのか？ みなさんはどうします

か？ 私は、そういう細かいことはあまり気にせずに最善手探索を

基調に指します。もっとも実際には局面によって読み方がちがいま

すので、そのような方針さえ決まりきったものではありません。  
 それは、上述のような研究や分析の言葉（思考）と、対局におけ

る言葉（思考）とで方法論が異なることに 1 つの原因があります。 
 研究においては「合理的消費者」のように、情報はできるだけそ

の時点で最大化された状態を実現しておきます（再帰的分析もいく

らでもかけることができます）。対して、対局においては、そもそも

そのような試みが許されないので、合理的期待を形成することが困

難です。相手が自分にかかった詰めろを見逃していれば、詰ませて

しまえばそれで終わり、というのが対局です。研究では、詰めろを

かけられた相手はそれをほどきにかかるものとして考えます。  
 対局における読みでは、相手の指した手をとにもかくにも事実と

して尊重しなければなりませんし、こちらが指すときにも、相手が

必ず合理的に応対するとは限らないということを意識していないと

いけません。また、当然ですが、対局中の自分の読みが合理的に形

成された期待にもとづくものだと安易に思わないということも必要

です。（2009 年 6 月 20 日 高山）  
 
・将棋名人戦～羽生名人防衛  
5、6 局は、ともに意欲的な序盤戦術が見られ、どうやら先に動いた
ほうが、その動きにうまく対応されやや苦しくなるという展開のよ

うに見受けられました。  
 第 7 局は、後手郷田九段の左美濃急戦模様で始まりましたが、先
に仕掛けたのは羽生名人でした。お互いに玉の囲いが十分でないま

ま先手が攻め、後手が駒得を狙いながら受けるという展開で、後手

の狙いが瞬間的に実現した場面もありましたが、先手からの急所の

攻めが鋭く、羽生名人の防衛となりました。  
 ところで第 7局の封じ手への応手は、64角と 53角の二択でした。
64 角は先手に 65 歩を指させる手、53 角はあらかじめ 65 歩の当た
りを避ける先受けの意味がある手です。実戦は 53 角でした。その
後の展開を見ますと、先手は 64 に移動した銀を追うために 65 歩と



ついており、得失のややこしい、逆に言えば興味を引かれる局面だ

ということが分かりました。64 に角を引いて、さらに 62 に銀を引
いても本局に似た局面が現われると思われます。その場合、後手は

一手損しているのですが、それが果たしてどうなのか。本局では、

65 歩と後から突かれたときに、角と銀の両当たりとなり、後手から
の角交換が必然となりました。私なら、65 歩と突いてもらうことを
考えましたが、手損して角と銀が後退する展開は後手としてもあま

り選びたくはないところです（しかし、同じように進んだときに、

両あたりのない後手は角交換に応じる必要がなく、先手から交換す

ると、先手の銀は 36 に位置することになり、本局の 35 と 1 マス違
い、後手が一手取り返している形になります）。  
 対局者の読みの実情は傍からはうかがい知れませんが、長考する

のも何となく分かるような気がする場面でした。（2009 年 6 月 24
日 高山）  
 
 
・将棋棋聖戦  
 第 2 局は、後手木村挑戦者の一手損角換わり。先手が早繰り銀に
出るのは、頻出の形です。将棋は、羽生棋聖の攻めを手厚く受けた

木村挑戦者が勝ち、1 勝 1 敗のタイに戻しました。  
 
・アメリカンフットボールゲーム  
「レッドガンオフェンス、スーパーボウル制覇」  
先月まで：パス中心の軽い攻撃と無力なディフェンスを特徴とす

るアトランタ・ファルコンズを率いた私は、ひたすらパスを投げ、

結果的に仕事の多くなる守備陣には努力や工夫をしないように指示

し、疲労の蓄積を防ぎました。チームは半ば偶然に進撃を続け、ス

ーパーボウルへと進出しました。  
スーパーボウルでは、数値合計ではずっと上回るであろうレイダ

ーズと対戦しました。相手エース QB の負傷や、スーパー用の特別
なフォーメーションを 1 つ準備（チーム唯一のディフェンダーとい
う声もあった名 LB ジェシー・タグルをニッケルバックに使いまし
た）した成果、そしてまたシーズン中から結果の出ていたオーディ

ブル「ショットガンから見え見えの普通のランへの変更」の多用な

どが相俟って競り勝つことができました。  
ちょっと残念だったのは、ファルコンズではやりたくなかった



「ボール・コントール」（時間をつかってじっくり攻める戦術）を、

使わざるを得なかったことです。  
オール・プロには 1 人だけ選ばれました。頼れるタレントなどほ

とんどいませんでした。「円滑な人間関係」「コーチ（私）の統率力」

これこそが勝因と言えるでしょう。  
 
 ・新チームの特徴～前評判がいくら高くても勝てない  
 ファルコンズでビンス・ロンバルディトロフィーを獲得した私は、

2 連覇よりも困難なテーマを選択しました。前評判が高くても優勝
できず、いくら活躍しても記憶に残らないチーム「シアトル・シー

ホークス」を率いて、スーパーボウル制覇を目指すことにしたので

す。  
 ゲームがつくられた当時も、なかなか選手は粒ぞろいで、ファル

コンズよりはずっと戦いやすそうです。強いて言えば、チームのハ

ート＆ソウルと呼ばれるような選手が見当たらないことが気になり

ますが、「レッドガン・オフェンス＆ノーガード・ディフェンス」の

ファルコンズを率いたあとでは、そんなこともどうということはあ

りません。初戦は、その俊英ぞろいのチーム力が如何なく発揮され

て、快勝しました。  
 ところが第２戦、エース RB がいきなりの負傷退場。ケガに弱い
チームだとすると、今後が思いやられます。よくロースターを眺め

てみると、QB2 人もかなりの老齢です。強そうで勝てないこのチー
ムをいかにして勝たせるか、最初は簡単に考えていましたが、意外

に難しいかもしれません。（2009 年 6 月 27 日 高山）  
 
----------------------------------------------------------------------- 
（２）哲学  
 
・情報環境  
 現代は、IT 技術の恩恵で、大幅に情報が増えただけでなく、潜在
的な情報の入手可能性もまた増えました。このことは、人物評価な

どにも影響を与えます。以前は、情報環境にばらつきがあり、独自

の言語慣習が支配するような領域も点在していました。こうした環

境ですと、「唯一無二の力持ちだ」といった評価もされやすいのは想

像に難くありません。しかし、現代では、60 億人からの人間の様々
な得意分野が潜在的に意識されているので、自分の周囲でちょっと



力が強いぐらいのことで、大げさに評価したりはしないでしょう。  
 簡単に概念図を描いてみるとそのことは分かります。評価者を小

さい円で 3 つほど描き、それを包摂するように大きな、透明に近い
薄い色の円を現代の情報環境として描きます。  
 次に、同じように小さい円を 3 つ描き、多数の円を全て異なる濃
い色で、面積合計が最初に書いた円の面積と等しくなるように点在

させて描きます。  
 最初の図では、評価者はどこにいても、広い情報環境に接してい

ます。この構図は、統計におけるサンプル調査と同じで、評価者が

誠実であれば（なかなか難しい条件ですが）、評価者の受け取る環境

についての情報も安定的に全体の情報環境を反映していると考える

ことができます。（重要なことですが、他の評価者の存在も自然と意

識されることなります）。  
 これに対して、後者の場合、小さい円の場所によって、特定の知

識は知っているが、他のことは何も知らない、あるいは何も知るこ

とができない、他に評価者がいることさえも知らない可能性があり

ます。この点を意図的に悪用する事例も、20 世紀あたりのメディア
では残念なことに当たり前で見受けられるものでした。現代でも、

カルト宗教や、特殊な政治体制では見受けられることです。  
 これはちょっとデフォルメした例です。  
 現代では、ガリバー的な「評価」を得ることは難しいですが、誠

実ささえ失わなければ、実力を向上させる手段には事欠きません。

なぜなら、誰もが 60 億人の長所を活用できるからです。その意味
では、力に対して人間存在が相対化されることになるニーチェ的な

ビジョンは、本人の意図したとおりではないにせよ、ある程度実現

しているのかもしれません。それは、実力、生産力、誠実さ、とい

ったものを伸ばせる機会が増えたことによります。ただ、世界を知

れば知るほど、個人の能力を誇るということが実に馬鹿げたことの

ように思われるはずで、ニーチェが言うような支配力をめぐる闘争

のようなことは、以前よりも沈静化するほうに向かうだろうと私は

思っています。  
 私は、自身の見え方を飾るよりは、自分に実際にできることを知

って欲しい、と思っています。等身大のアピールをすることは、や

はり必要なのだと思います（ときには、できそうなことより少し大

変なことを約束することだって必要ですが）。  
 では、来月もまたお楽しみに。（2009 年 6 月 26 日 高山）  



 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  
【編集後記】  
 最近 youtube に音楽をアップロードしてます。一応全世界に配信
してみるというと、改めてポピュラリティというものについて考え

させられます。私にしてみれば似たような知名度のアーティストを

アップしているつもりなのですが、エチオピアの GIGI と、アメリ
カのトラブルファンクとでは実に 20 倍近いアクセス数の開きがあ
ります（曲によっては 50 倍）。  
 GIGI のアクセスの方が多いのです。どちらも、隣人に尋ねて色
よい反応はないはずなのに（GIGI の読み方を知らない人も多いと
思われますが）、GIGI は世界に求められているが、片方はそうでは
ないという結果が現われています。20 対 1 になるほどトラブルファ
ンクの知名度が低いとも思えないのですが…。（高山）  
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