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（ごあいさつ）  
 みなさんこんにちは。7 月もそろそろ終わりですね。今月号は、
ここのところよりは長めとなりました。構成は目次に書いてある通

りです。どうぞ最後までお楽しみに。（2009 年 7 月 25 日 高山）  
----------------------------------------------------------------------- 
（１）いろいろなゲーム  
 
・将棋棋聖戦第 4 局  
 棋聖戦第４局は、後手木村八段が一手損角換わりへ誘導。先手羽

生棋聖は棒銀に出ました。中盤こう着状態となったところで、先手

が捌きに出ましたが、後手も準備万端のところだったようで、やや

後手が有利の展開になりました。しかし、先手が馬をつくって局面

の均衡をきわどく保ち、決定的な優位を許しませんでした。  
 終盤は熱戦が続きましたが、先手が寄せきり 2 勝 2 敗に戻しまし
た。  
 
・棋聖戦第 5 局  
 戦型は横歩取りでした。先手の 36 飛車 5 八玉は類型が多いとい
うことです。しかしながら、後手が 84 から 24 に飛車を展開し、28
銀と受ける形は、どのくらい得をしているのか評価が難しいところ

です。実は「激指」君にはこういう形を何度か指されたことがあり

ますが、後手を持っていると「ありがたい」と思いました。28 銀を
48 に戻すとしたら 2 手かかりますが、こちらの飛車を 84 に戻すの
は 1 手で済みます＝よって後手指せる、というのが、ぱっと見の印
象なのですが、うまい指し方が先手にあるのでしょうか。  
先手としては、後手に 8 五飛車と指させないというのが主張のよ

うです。じっくりと指すのであれば、こういう指し方もあるのかも



しれませんが、私は先手でこの形に誘導したいとは思えませんでし

た。  
将棋のほうは、後手羽生棋聖が玉形の差を生かした攻めを見せ、

寄せ切って防衛を決めました。  
 
 
・王位戦始まる  
 王位戦は、2 局を終わって、挑戦者木村八段が 2 連勝と好スター
トを切りました。  
 
 ※ 先手が必然性のある序盤を目指すなら  
 先手から角換わりを目指そうとしても、後手がその気でないと指

すことができません。現代将棋の先手は、76 歩に 34 歩とされると
序盤早々後手に戦法を選ばれ、先手が誘導されてしまいます。これ

を避ける方法は、先手振り飛車にするか、初手 26 歩から 34 歩に対
して「先手一手損角換わり」を仕掛けるかのどちらかです。  
 後手で一手損してまずまずの成績を収めるくらいですから、先手

で一手損してもそれほど気にならないのではないでしょうか。先手

としても一手損しても、確実に先手の狙った形に誘導できます。  
 同じように見えてもリアクションから組み立てる場合は、相手に

動かされています。先手振り飛車や今述べたような初手 26 歩から
の居飛車戦法は、相手のリアクションに関わらずある形を目指すこ

とができます。つまり後手の横歩取り誘導を許さない効果がありま

すし、角対抗型になった場合先手から一手損して角を換えるので、

必然的に後手一手損の順も消しています。  
 私は数十局指したうちで 1局くらいしか先手一手損は指していま
せんが、後手の主導権がどうしても気になるという人は、先手振り

飛車や初手 26 歩を調べてみるといいかもしれません。主導権に関
しては有力な作戦だと思います。（2009 年 7 月 10 日 高山）  
 
・アメリカンフットボールゲームをプレイ  
 
 前号まで：いい選手がいるのに勝てない「シアトル・シーホーク

ス」を率いた私は、前にスーパー制覇に導いたチーム「ファルコン

ズ」と比べて選手の能力が高いことを知り、コーチとしてのスーパ

ー2 連覇に自信を深めました。しかし、開幕直後に、私はチームの



「負傷脆弱性」や「老齢化」といった問題に気がつきました。  
 
 「ラッシングゼロの危機」  
 エース RB の故障にも、デプス（選手層）の厚さから、さして心
配せずに構えていましたが、ラン攻撃がことごとく相手に止められ

る事態を迎えてしまいました。5 試合終わったところで、1 試合平
均 40 ヤード。普通は 100 ヤード近くあるので、これは困ったもの
です。このような数字になるのは、パスプレイが比較的決まるので、

ランが必要ないせいもあるのですが、ランなしで勝つチームは少な

いので、対策を立てなければなりません。  
 
----------------------------------------------------------------------- 
（２）哲学  
 
今月はメモ帳からの抜書きです。  
 
・進化の収斂現象といくつかの論点  
 
 進化の収斂現象とは、良く知られている例としては、シャチとイ

クチオザウルスのように、時代も遺伝子も全く違う種類の生物が、

生態系において相同的な位置を占めることを言う。  
 これは、差異を絶対化できないということを示す例となる。例え

ばある山村の青年の筋肉の量が 1グラム違ったら村のあり方自体が
全く違ったものとなっただろう、といった種類の推論である。この

推論はまだ具体的であるが、差異の働きを絶対視した場合には、何

か違えば全く違うという形で、どのような微細な違いにも、顕著な

違いを生み出す機能を付与する結果になる。しかし、実際はそうで

はないということである。（私は、環境は変動に敏感ではない、と述

べています）。多くの場合、有意な違いが出るまで、その差異を反復

継続させることで、違いを表現する。身体の鍛錬のように、たしか

にかなり時間がかかるがそれが正しいということがある（もちろん、

ここでいう生態系における位置を変動させるほどの違いは生み出せ

ませんが）。実に時間がかかるうえに、意識的努力を要しているとい

うことをしっかり述べれば、それもよろしいだろうが、生態系にお

ける地位を変動させうるか？といえば、変動させないはずである。

人間が顎を強化しても、サメをしのぐ力を持てるようになるとは考



えにくいことである。  
 人が差異に魅了されるのは、それが自分になしうる選択の瞬間に

訪れるからであるかもしれない。ただ、人間の男性が女装した程度

のことで起きる生態系レベルの変化など、まるでないということだ

けは重ねて反芻してもらいたいものだ。そのような愚かな実験に耽

るよりは、腕立て伏せやごみ拾いでもしたほうが、差異を実感でき

るというものだろう。  
 
 一方で、進化の収斂現象は、構造主義を招来するように見えるか

もしれない。しかし、一連の事象を構造化して記述するためには、

ある種の完結性が求められる。それは深さにおいてもある種の完結

性（例えば生態系とか生態系を包摂した地球とか）を有したもので

なければならないし、ある階のカテゴリーにおいてもある種の完結

性（種の数）がなければならない。  
 穴が開いていれば、そのままでは判断を下せないので、代用品で

あってもその穴に押し込んでおいて、仮の家屋をつくらないとなら

ない。単なる抽象化された叙述は、構造と呼ぶことはできない。生

態系についてそのような試みをした場合、とてつもなく大きなもの

になってしまい、空間的にも時間的にも現実そのものと同じぐらい

になってしまうかもしれない。ただ、原初の生態系のような比較的

単純そうな対象に焦点を絞るという方法はありうる。  
 進化の収斂現象は、地球環境と生命現象との関連に目を向けさせ

ると同時に、弁証法的歴史展開に対する明らかな反証になる。弁証

法は、科学のための道具ではない。叙述の 1 つの様式である。ヘー
ゲルがそれを用いて彼の歴史哲学を上手く仕上げたとすれば、それ

は弁証法のおかげではなく、彼の持っている知識のゆえである。弁

証法は、事象探究における命名行為のある種の軌跡を反映したもの

であり、事象における原因の探求には効果がない。  
 
というようなことを書いていました。男女の機能を入れ替えるとい

った観念遊びは、不思議とアメリカ民主党政権になると活発化して

きます（前回の民主党時代もマザコンネタや女装ネタで大騒動を巻

き起こす人たちがいました）。しかし、私はオバマ大統領の「新しい

責任の時代」に感謝したい気持ちです。さすがに、「新たな責任の時

代」において、まだ男女観念の弁証法を底流に抱いたまま（したが

って、それを入れ替えるのが「進歩」だと思ってしまう勘違いを捨



てきれないまま）、草食男子だとか言っているというのでは、あまり

に芸がない・進歩がない話しではありませんか（ちなみに、私はそ

ういう「男子」の 8 割以上はアメリカ軍の任務であっても立派に勤
め上げられるはずだと確信しています。中庸な体力の男性というの

は、自分が実は十分すぎるくらいに頑健であることを知られたがら

ないという一面を持っているのです）。大統領のスピーチは、その真

剣さによって、民主党恒例の、毎度おなじみとなった女装ネタの暴

走を防いでくれているようです。「ありがとう大統領」というところ

ですね。（2009 年 7 月 23 日 高山）  
  
----------------------------------------------------------------------- 
 
（３）マンスリー・りーこむ  
 
・20 世紀とは大きく変わったメディア環境  
 先月号にも述べましたが、インターネットは人間を取り巻くメデ

ィア環境を変え、冷静な人間にとっては報道機関の扇動的な主張に

惑わされずに済むようになり、プラスの面をもたらしました。  
 これが意味するものは実は深いものがあります。それ以前には、

報道機関は知識や文脈を半ば独占していましたが、もはや特定の報

道機関が単独で知識や文脈を操作することは不可能な時代になった

ということなのです。  
 
 これは本当に大きな変化です。報道機関のゆがんだ自意識を正し、

本来のあるべき姿（一度もそのような姿になったことはないでしょ

うが）に近づけるチャンスだと言えます。昨今、ジャーナリストの

自己讃美映画・ドラマなどが時折出されますが、そんなことは 120％
どうでもいいことで、私はその種の言動に真面目に取り合ったりは

しません。  
（にもかかわらず、私は記者クラブはいい制度だと思っていますの

で、今の主要な報道機関は力こそ弱まるでしょうが、そのまま続く

ことを願っています。一定の立場とそれに見合う責任を負わされた

報道機関というのが、国には必要だと思うからです。）  
 21 世紀には、報道機関は、1）国民に対する透明性、2）報道機関
相互（同業者間）の独立性という、他の業界では当たりまえのこと

を改めて身につけてもらわなくてはなりません。  



 残念ながらこれまでは、全て逆行する行動を彼らは取り続けてい

ました。しかし、国民が知るべきことは、中国共産党がこの国の報

道内容に注文をつけるなどということがあったとき（2,3 年前に実
際にあったそうですが）、いつ、誰がどのような注文をし、報道機関

としてはどのように対応したのか、といったことです。簡単に言え

ば、外国の政治的圧力団体（特に中国・北朝鮮ですが）が主要報道

機関と癒着するなどということがないように、自らの活動を一定の

透明性をもって国民に開示する必要があります。その種の圧力団体

にしても、この国の国民に知られて困るような要望なら、初めから

すべきではないでしょう。  
 
・暑い中に選挙とは・・  
 困ったことです。しかし、大事なことですから仕方ないですかね。  
ところで、アメリカ・オバマ政権は、当初はメディアのかつぎた

い候補ではなかったと見受けられます（言うまでもなく NYT の「意
中の人」はヒラリー・クリントンでした。私としては予備選挙が終

わったところで、NYT も意中の人に殉じて大統領選挙報道から潔く
手を引けと言いたいところでしたが、彼らは大統領選挙前には改め

てオバマを eｍbrace していました）。既存のメディアの予想や期待
を越えていくところに、彼らの今までの民主党とは違う新しさや力

量が感じられます。これが日本の民主党ですと、残念ながら全てが

メディアの後追い的な言動にとどまっており、新しさよりは、古い

匂いがしてくるような気がします。  
 私個人の利益ということだけ考えれば、私は NPO 法人を手伝っ
たりしているので、日本民主党政権になれば、多少恩恵があるかも

しれません。  
 しかし、メディアとの関係を観察する限り、民主党には体質の古

さがつきまとっており、この国の将来を考えたときには、あまり好

ましくはないと感じています。私の羽振りが良くなるようにと思う

なら民主党、国全体の将来と発展を考えるなら自由民主党というと

ころでしょうか。迷いますですね～。  
（2009 年 7 月 20 日 高山）  
 
・民主党公約について思ったこといくつか  
 ●郵政民営化の見直し -いまさら逆行させないでもらいたいと思
います。イギリスなどで見直し論議があることは知っていますが、



選挙で支持された、この部分を変えるためには、2 回以上は続けて
衆院選を勝たなくてはならないのではないかと思います。  
 ●日米関係の見直し -どのような表現だったかは定かには存じま
せんが、北朝鮮、中国、ロシアなどの脅威が現存する中（むしろ経

済力を背景に高まっているといえますが）で、対等の外交だとか、

「中国・アメリカとの等距離外交」だとかいう発言が次々に出てく

るのは、好ましい徴候とは思えません。  
 ●北朝鮮への姿勢 -厳しい姿勢を保つといいながら、「自主的対
応」への色気を見せており、かつて週刊誌の表紙を飾ったような「拉

致事件を金で解決」といった逆噴射も全くないとは言えないのが気

がかりです。そのようなことをすれば、北朝鮮は、核開発を放棄し

ないでしょう。件の発言は、時の代表・小沢一郎氏（現在代表代行

で院政をしているといわれる人物です）が語ったとされており、非

公式の場であったにしても、その重みは軽くはありません。拉致事

件は代償なしで解決すべき問題です。  
 
 ●連立相手の社民党という懸念材料 - 非核三原則法制化という
要請を、北朝鮮の弾道ミサイルが飛び交う中で民主党に行ったとい

うことです。相手が国際社会の制止を無視してミサイルをつくって

飛ばしているときに、的外れといわざるを得ません。むしろ米国の

核抑止力の展開を公然（正々堂々）と要望するべきです。  
 「持とうとすれば、アメリカの核と対峙することになるぞ」、と北

朝鮮に伝えるのが、この地域の非核化の合理的な手段だと思います。

社民党は要するに、米国の軍事的影響力を弱めたいという提案を盛

んに行っています。昔からそこは変わっていません。そうした主張

の奥底にある「中国隠し」「北朝鮮隠し」「ロシア（ソビエト）隠し」

を見透かせば、その狙いもおのずと明らかになります。  
 
 ●永住外国人地方参政権付与  
 以前にも書きましたが、中国、北朝鮮の制度改革がない限り、論

点にさえしてはなりません。「中国、北朝鮮が民主化して 10 年後に
施行される」という条件をつけるなら、ありうるかもしれませんが、

今私が書いたよりも緩い条件では駄目です。  
 国民の政治的権利を認めていないような制度を持つ国が近隣にあ

るこの国では、地方参政権を外国人に与えても相互主義が成り立ち

ません。かといって、「中国・北朝鮮籍の人だけ、地方参政権は与え



ません」というわけにもいきません。結局は、目下の国際状況では、

外国人地方参政権は不可能ということになります。政治参加がした

ければ、日本国籍を取得すればできるのですから、現在外国籍の人

間にも政治参加の道は十分に開かれています。取得するしないは、

個人の選択の問題です。外国人として暮らすには悩みもあるかもし

れませんが、帰る国があるという意味では気楽な面もあるかもしれ

ません。いずれにしてもどうするかは本人次第でしょう。  
 ともかく、上述のような条件「中国が民主化したら～」を公言す

るのであれば、真に東アジアの民主化と安定に資することになるで

しょう。そうあって欲しいものです。  
 
・議会政治の危機  
 世界は、「議会制民主主義なき経済発展の時代」に突入してしまっ

た感があります。その主たる要因は、中国や新興国、産油国です。

これらの国々は、主権国家として発言しようとしますが、主権国家

としての発言権は本来、それぞれの国の主権者たる国民の意思に支

えられたものでなければなりません。だから、それらの国々の主張

というのは実際には、議会制民主主義を尊重する立場からは全面的

には認められないものです。  
 今一度、主権国家としての発言権が何によって支えられるべきか

について、世界は再考してもらいたいと思います（法人格の類比で

「国人格」を想定するのは誤りだということ、国の主権は国民が支

えるものだということ、よって国民の政治的権利が確保されている

制度がなくては、国を代表しての発言にはならないということ）。私

自身は、民主主義という言葉に過大な期待をかけたりはしていませ

んが、少なくとも人類レベルでは自分たちで掲げたお題目ではある

のです。それすらろくに守られていないというのは、いただけない

話しです。（2009 年 7 月 25 日 高山）  
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  
【編集後記】  
・昨今は、ブームを作る技術の向上は目覚しいものがあるようで、

そうした技術には感心するばかりです。草食男子とかもそうですが、

底流にあるものについては「ワンパターンかつ馬鹿らしい」の一言

ながら、売り方とか PR の仕方はやはりうまいものだなと思います。
私からすれば、その男子とやらも、どこから見ても「怠けるのが好



きな野生の男ども」です。卓越した技術に見合うだけの心の成長を

ブームをつくる産業にも望みたいものです。  
 
・私は、消費税増税を期待しています（「金がなくなった場合は

議論してもいい」では大局を描くことができないので、自民党のよ

うに明確に打ち出して欲しいと思います）。間接税はそれ自身として

は、低所得層に厳しいものですが、解決の方法はあるので、将来的

には直間比率を間接税重視にするのがよいと思っているからです。

それについては、また書くことがあるかもしれません。シンプルに

考えても、国の経済がよくなれば、もれなく税収も増えて、社会保

障への不安が減じられるのです。（ここだけ EU スタイルですが、こ
のほうがよいのですから仕方ないですね）。  
（2009 年 7 月 23 日、30 日 高山）  
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http://lc-lih.com/vwx/modules/mlm/ 
lc-lih.com の玄関   
http://lc-lih.com/ 
本体サイト  
http://www.lc-lih.com/ 
遊扉閣（遊び、音楽、映画等）  
http://play.lc-lih.com/ 
 
お問い合わせ  
info@lc-lih.com 
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