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（ごあいさつ）  
 みなさんこんにちは。8 月の北海道は、暑すぎず、まずまずの過
ごしやすさでした。今月は、目次のような構成でお届けします。ど

うぞ最後までお楽しみください。（2009 年 8 月 23 日）  
 
----------------------------------------------------------------------- 
（１）いろいろなゲーム  
 
・将棋王位戦～木村挑戦者 3 勝 1 敗  
 【第 5 局】  
 戦型は角換わり腰掛銀。升田定跡の 26 飛車型になりました。先
手有力とされている戦法です。突き捨ての順番など、10 年前から微
妙に変っているところもありますが、定跡としてはまだまだ結論が

出ていないようです。どちらを持っても有力ではないかと思います。  
 本局は 74 歩と形を乱した先手に対して、それを逆用するかのよ
うに後手が 8筋の継ぎ歩と角打ちを絡めて攻勢に出て初日が終わり
ました。  
 2 日目は、角換わりらしくさらに激しい攻め合いになりました。
80 手目前後では双方にチャンスがあったように思いましたが、将棋
は深浦王位が勝ち、2 勝目を挙げました。  
 
 
・「ため」のタイミング  
 
 桂を跳ねる手はよく「ためる」と形容されます。45 歩同歩と突き
捨ててから 37 桂と跳ねる手と、37 桂と単に跳ねる手では、どのよ
うに異なるのでしょうか。どちらも跳ねた後は相手の手番で、さし



て変わらないように見えます。  
 両者の違いは主に、突き捨てから入る場合には手を限定できる公

算が高いこと、単に跳ねる場合には、相手に広範な選択肢を与える

代わりに、突き捨てを逆用される懸念をなくすことにあります。  
 指された側から考えてみるとどうでしょうか。突き捨てから桂を

跳ねてきた場合、指された側は強い反撃を狙うことになります。そ

れがなかなか見つからないときは、丁寧に受けることを考えること

になります。  
 対して単に桂を跳ねて力をためてきた場合、先に攻めるチャンス

が来ている可能性もありますが、有効な攻めがないと次に攻められ

たら本当に苦しいなという局面になっている可能性があります。  
 どちらの指し方も優劣はそれほどありませんが、突き捨ての多く

はたいてい応じる他なく、それを避けるためには自分がそれ以前に

攻めを開始しなければならない。そういう意味ではどちらにとって

も比較的読みやすい局面になります。単にためる手は、それが緩手

であり、相手が先攻できる場合がありますが、攻めさせられている

可能性もあります。私は、相手がためてきたら、攻めを考えるので、

それほどためる手を指されて苦にはなりません。つぎに攻められて

つぶれてしまうなら仕方ありませんが、そうでない限り次に来る歩

の突き捨てに手抜きをすることができますし、ためのすぐ後の局面

においても、陣形を整えたり、あらかじめ当たりを避ける手を指し

ておくなどの対策も立てられます。  
 逆に言えば、「ためる手」を指して自信ありというのは、手の広い

展開が苦にならない人なのかもしれません。  
 自分の対局を振り返ってみると、どちらも指しているように思い

ます。攻めは好きですが、先攻にこだわるわけではないので、単に

手をためて次の攻めを見せるような手も結構指してるんじゃないか

と思います。  
 定跡から外れた場面では、突き捨てを入れるかどうかは実に面白

いテーマです。突き捨てに限らず、何かをして（たとえば王手で駒

を取って）から主眼の手を指すか、単に指すかというところです。

そういう場面でも長年の感覚というものがありますが、時間があれ

ばしっかり読んでおきたい局面です。  
 
・普通に最近のゲームで遊ぶ「モンスターハンター」  
 



 ずっと、昔のプレイステーションでアメリカンフットボールをし

た話しをしていましたが、最近になって PSP の「モンスターハンタ
ー2」を始めました。  
 初めは画像の良さにとにかく目を惹かれました。今でこそ、3D
のゲームは当たり前にありますが、10 年前ですと、リッジレーサー
のようなゲームなどが目立つ存在で、それでも少し長く遊ぶと眼が

疲れてしまう状態でした。  
 加えて、私はバイオハザードのような 3D アクションがあまり得
意ではないので、モンスターハンターも多分難しいしどうしようか

と思っていました。  
 実際に遊んで見ますと、操作系の向上が当然とはいえ著しいもの

があり、自分で思ったよりはストーリーを進めることができていま

す。ミッション遂行で得たアイテムで武器・防具のレベルを上げな

がら段々強い相手と戦うという意味では、分かりやすいゲームです。 
 
・どこにアイテムを使うか  
 分かりやすいゲームではありますが、武器防具のどこにアイテム

を用いるかでとても困りました。電気屋さんのポイントカードから、

フリーペーパーのクーポン券まで、店舗発行の割引券は即座に使い

切るのが合理的なやり方である、と私は考え、またそのように実行

しているのですが、「モンハン」の場合はそのような経済合理性は全

面的な有効性を持っていないようです。アイテムの組み合わせが意

味を持つ場合は当然そうなりますわね。ポイントは、ポイント C・
ポイント V・ポイント K の組みああわせで、何が別のグレードに変
化するということがありませんものね（あったとしても特典の存在

を私は忘れてしまうでしょう）。  
そこで武器か防具か、次のミッションをどれにするか、再度それ

を獲得するための面倒さ具合などを加味して判断しないといけない

ようです。少しやってみた限りでは、武器の進展性や性能を優先し

ていったほうがいいのかなと思いますが、なんか大変そうです。い

とも簡単にクリアしている世間の人たちはすごいですね。（2009 年
8 月 23 日 高山）  
 
----------------------------------------------------------------------- 
（２）哲学  
・TFT 戦略を考えてみる  



 ゲーム理論で有名な TFT 戦略という言葉に先日出会いまして、調
べてみると、しっぺ返し戦略（相手が裏切ったときにのみ報復する）

という方法なのだそうです。しかし、言語ゲーム的な観点からは、

そこでいう協調選択肢と裏切り選択肢というのが、日常言語の意味

からかけ離れていることが気になりました。そこで、ちょっとした

言葉の置き換えを試みてみました。｛プレイヤー2 人、戦略 A,B の 2
種類のみ、試行回数 2～∞、互いの戦略を知ることができない｝  
 選択肢Ａ - 相手の選択肢に関わらず確実にある得点が稼げる作
戦：TFT における「裏切り選択肢」  
 選択肢Ｂ- 相手と同じ選択肢なら選択肢 A を上回る得点が稼げ
るが、違うときは相手に利益を与え、A を下回る得点しか稼げない：
TFT における「協調選択肢」  
 （甲、乙）（AA,BA,AB,BB）=（5,5）(1,9)（9,1）（6,6）  
  選択肢 Aは相手に関わらず、5点ないし 9点が約束されています。
選択肢 B は相手によって 1 点ないし 6 点の可能性があります。  
 こういう図式においては勝利条件や目的の設定が影響します。  
 たとえば目的が、相手より得点を稼ぐことであるのか、両者の得

点合計 10 点超を目指すのか、或いは同じようなゲームを行う無数
の組の中で最高点を目指すのか、などにより最善の選択肢が異なり

ます。  
 1 番目の条件なら、何回試行したとしても戦略は A しかあり得ま
せん。1 番目の条件+2 番目の条件であれば、必ず B 選択肢を織り込
まないと目的は達成できません（しかし各プレイヤーは、一定以上

の得点差にたまりかねて時々戦略を A に変更します）。1 番+3 番目
の条件も 2 番目と似たようなものになります。目の前の相手に勝た
なければならないが、2 人の得点合計が一定以上であることが求め
られる場合、TFT 的な戦略を取らざるを得ないことはなんとなく推
測できます。B 選択肢で一定以上先に損した側は、一定期間 A を出
す以外の選択肢を持ちえません。一方先に得点はしたが、合計得点

が一定以上という条件を満たしていない側は、どこかで B 選択肢を
出していかないとなりません。  
 ここで私は、BB 選択肢を（６、6）としましたが、ブラックボッ
クスにしても多分面白いことになるのだろうと思います。この場合

は、昨今の金融危機のような構図が出現するだろうと思います。（ｘ、

ｘ）がどのような目が出るかは分からないがそれはプレイヤー数の

関数である、またプレイヤーの参入・退出は自由で、組みになる 2



人の組み合わせは一回のゲームが終わったときに判明する、他人に

選択肢を教えられないが意向は語ってよい、という条件も加えます

と、よりリスキーな選択肢 B を選択する理由が増えます。自ら B を
選び、市場の期待値を上げようとするプレイヤーがいると、あいつ

が B を選んでいるなら、自分もひょっとして、高い均衡点を獲得で
きるかもしれないと思うプレイヤーも現われるかもしれません。そ

してこうした期待が現われているときに、堅実な選択肢 A は段々魅
力がなくなっていきます。確実に B 選択肢の人間と組になるかどう
かが分からず、B 選択肢のうまみは参加者の増大とともに増すよう
に思われるからです。A なら最大で 9 点だが、B を選べば 1500 点
獲得できるかもしれない、とこんな期待まで出始めれば、相当手堅

い人も迷うことでしょう。FX 取引の成功例などを聞きますと、通
常 B 選択肢は、固定した値よりは不定と考えたほうがよいのではな
いかと思います。  
 しかし、いくら期待値が高くなり、参入者の数が配当（XX）に「何
らかの形で関係している」としても、どんな目が出るかは出てみな

いと分かりません。  
  
 今月はこのようなことを考えましたが、とにかくも思いましたの

は、TFT の理論を、日常言語における「裏切り」と「協調」という
形で論じるのは難しいなということです。人によっては手堅い選択

肢を裏切りと呼ぶことに違和感を感じるのではないでしょうか。こ

うしたゲームでは、境界のちょっとした設定によって、戦略の意義

が大きく異なってしまいます。（2009 年 8 月 22 日高山）  
  
----------------------------------------------------------------------- 
 
（３）マンスリー・りーこむ  
 世間にＧ2 という言葉あるそうですが、核兵器を独占的に保有し
ている国（アメリカ）と、一党独裁の中国とで、世界の平和を考え

ようという、一種のギャグなのだそうです。そういう 2トップには、
私はパスをしようとは思いません。冷戦が崩壊しようがしまいが、

中国と北朝鮮の政治制度は、左翼独裁であって、議会制民主主義と

は本質的に相容れないものです。20 世紀の左翼の失敗は、左翼思想
によって殺された犠牲者が一億人を数えることでも明らかです。  
 要するに左派リベラルという人々は、そういう負の歴史を背負っ



ているのですから、それと決別しているということを態度で見せて

いかねばなりません。つまり、中国民主化というのをためらったり、

ウイグル暴動で内政には干渉しないというような態度では困るので

す。つまりは「左翼認識」が問われるのが 21 世紀だということで
しょう。  
  
・消費税の早期導入  
 福祉の業界というのは、産業規模がいくら大きくなっても他産業

への波及や・成長・発展がそうそう望めるわけではない業界（学生

への奨学金や住宅ローンと比べると分かりやすいと思います）です

ので、国債によるよりは、徴税によって賄うのが合理的だと私は考

えます（出世払いが不可能なのに、いたずらに利子をつけて払うよ

うなものだからです）。  
 高齢化は黙っていても進展中ですので、消費税の早期増税は早け

れば早いだけ望ましいということになります。  
 その後のビジョンですが私は次のような考え方を検討できないも

のだろうかと思っています。  
間接税は、景気対策のあり方をも変える可能性を秘めています。

消費税率控除の制度を整備すれば、産業の出口誘導をかける可能性

もみえてきます。仮に製品の質の向上によって、消費税率 1％の控
除を実現した会社があれば、その会社は競争上優位を持つことにな

るのです。  
これは法人税のような産業の中間過程で徴収される直接税では

できません。法人税額を減らす工夫は一様ではありませんし、補助

金の大量交付なども、企業の取り組みが市場でなく行政の審査基準

に向いてしまうという問題があります。加えて、ハーモナイゼーシ

ョンの時代ですから、よその国の税制と比較したときに増税可能な

のは間接税ぐらいしかありません。この国では直接税の増税はしば

らくはあり得ない選択肢だと思います。  
 消費税のような財・サービスの流れの最終段階での徴税にすれば、

財・サービスの形成における工夫を税制において奨励しやすく、補

助金行政に見られる不透明さは減じられると思います。  
 間接税中心の税制にすれば、税制優遇措置と企業の財・サービス

向上の努力とをうまく結ぶことができるようになるのではないかと

思います。それはそのまま、間接税の逆進性（※すいませんが自分

で調べてください）と呼ばれるものを、さまざまな工夫によって克



服することにもなります。  
 昨今、情報の「タグづけ」とてでもいうのでしょうか、そういう

技術は随分進歩していますので、間接税を通してある程度の社会政

策を実施することも可能なのではないかと私は思います。  
 
・ 財源を用意してこそ行政改革もできる  

 大阪の事例を見ても分かるように、行政改革を行うためには、公

務員の組合やそれを支持するメディア（一時期の NHK とか）を敵
に回すくらいの覚悟が必要です。私が消費税早期増税を望むのは、

同時に行政の効率化を望むからです。  
 財源を用意すれば、公務員のみなさんも公務員の組合員のみなさ

んも行政改革の取り組みに猛反発はできないでしょう。  
 もう一つ理由を言えば、財源のない行政改革は、実務工程がずた

ずたに寸断された行政サービスを後に残す懸念が大きいということ

です。公務員は日本国民に奉仕するために働くとされる人です。行

政改革のために行政サービスの水準を下げることは許されません。

これについても、財源を用意しておけば、水準を落とさないための

十分な資源があるのですから、言い訳のきかない行政改革が可能に

なるでしょう。残念ながら公務員組合の人々に、財源なく行政サー

ビスの総合的な水準の確保を求めても難しいです。彼らは行政改革

に抵抗できないときは、サービス水準を無視して業務を削ることに

なるでしょう。こうした表面化しにくい不利益のことをよくよく考

慮していただきたいものだと思います。パフォーマンスレベルの「ざ

っくばらん」だとか「ゼロベース」だとか「是々非々」といった言

葉は、「組合」には通用しないでしょう。  
 
（2009 年 8 月 23 日高山）  
 
・疑問な高速道路無料化  
 実現するかどうか以前に、公約に載っていること（発案されたこ

と自体）自体が我慢のならない愚策ですので、早々に撤回してもら

いたいと思います。受益者も限られていて、環境負荷も高い自動車

を奨励するような政策ではなく、新幹線を全線開通してもらいたい

と思います。輸送力の増強や低い環境負荷、広範な受益者があいま

って、地域経済の活性化などが見込めると思います。景気対策とし

てなら、多少高規格道路の利用料を下げることも可能でしょうが、



常にそうするなんていうのは、ありえない話しです。鉄道・飛行機

だけでなく公共交通機関の潜在的競争力も下げてしまいます。

（2009 年 8 月 23 日）  
 
・パフォーマンス議員 /政治家を、北朝鮮核開発放棄の「責任者」に
任命すべき  
 政治家はとかくパフォーマンスが好きで、なんの結果責任も負わ

ない「仲介者」になりたがります。「北朝鮮の検証可能な核兵器開発

の放棄」という目的が達成されるまでは任務を解かれない、実務担

当責任者に任命してはどうでしょうか。もちろん、国連の北朝鮮非

難決議などの前提となる条件は全て引き継いでもらいます。  
結局、本気で交渉するのなら、安保理決議を非難したり否定した

り、6 カ国協議を一方的に退席するといった態度を問いたださない
わけにはいきません。  
 それは、お茶会の 1 つや 2 つやったからといって、どうなるもの
でもないはずなのです。(2009 年 8 月 21 日高山) 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  
（編集後記）  
それなりに支持されていて、メディアに頭をなでられている政党

の公約を眺めますと、その頭をなでている人たちの水準が、いかに

もどうということのないものだと感じます。しかも、連立相手との

政策をまとめられなかったが自分たちに投票してくれと訴えて、そ

れでも支持を受けるというのですから、世間そのものに対しても驚

きです。民主党の課題は、まず外国に対して、例えば天安門事件の

ような事件に際してどれくらい強い態度をとることができるかどう

かでしょう。新聞の論説の人のような世間を知らない耳年増な人た

ちを喜ばせたからといって、何も新しいことはできはしません。  
 新しいことを考えたければ、新聞の論説を平均した程度のことを

考えていてはだめです。論説の顔色をうかがうような態度を取って

いてもだめです。そこはいってみれば低地であって、水源の不明な

水流、泥水が合流して、かきまぜられて、次の瞬間には海に押し流

されて忘れられるような場所です。（2009 年 8 月 23 日高山）  
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