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（ごあいさつ）  
 みなさんこんにちは。総選挙も終わり通りも静かになりました。

その選挙の結果を形容するとすれば「お受験政権」が誕生したとい

うころでしょうか？ お受験リベラルとお受験リバタリアンの混合

体のような、メンタル的に幼稚な印象の内閣です。補正予算を見直

す時間があったら、まずは自分たちのでたらめなマニフェストを見

直すべきではないでしょうか？ ただこの結果はある意味で、大英

帝国以来の議会政治というものが、停滞・もしくは退廃の時代に入

っていることを象徴しているのかもしれません。というのも、私は

最近では、どこの国の政治にもその種のお受験的な主張を感じ取っ

てしまうからです。私たちが今知っているような議会制民主主義を

支えているのは、英連邦圏の国々が無意識に保っているところの大

英帝国以来の習慣・習性です。それだけに、貧相な自意識の発達に

よってそれは消え去っていくことになります。ですから、現政権に

は、豪州や米国・インドなどとの協調を最優先の課題としてもらい

たいものだと思います。そうすれば、この国は世界の安定に貢献す

ることができます。  
 文化的な美点の多くは、不特定多数の明瞭な意識を素材とした無

意識の集合体です。これはお受験レベルの知性はおろか、1 人の平
均以上の人間にとってさえ、とても大きな謎です。その中に入り、

足跡を印すことができるのか、そうでなければ、いにしえの格言（『非

核 3 原則』のような単なる宗教的信念とは違う、最高度に明瞭な意
識に浸された、少なくとも数百年単位の持続力を持った言葉）に従

いなさい、とそれは語ります。  
 それはともかく、今月もまた、いつものように、ゲーム、哲学、

マンスリー・りーこむという構成でお届けします。どうぞ最後まで

お楽しみに。（2009 年 9 月 27 日 高山）  



 
----------------------------------------------------------------------- 
（１）いろいろなゲーム  
 
・王座戦第 2 局～一手損角換わり  
 羽生王座と山﨑挑戦者の王座戦第 2 局は、後手山﨑七段の誘導で
一手損角換わりになりました。中盤から見るからに複雑な折衝が行

われ、一度見ただけでは形勢がよく分かりませんでした。  
 
・王座戦第 3 局～横歩取り 85 飛車  
 王座戦第 3 局は、後手羽生王座が横歩取りを選択しました。先手
の構えは、居玉のまま攻撃型を築く新山﨑流というそうで、先手有

力な構想だということです。私は、まだ指したことがありませんが、

後手の駒組みの性質を利用した上手い作戦だと思いました。新山崎

流を避けようと急戦にすれば、攻撃力不足になってしまいそうなの

で、私が後手でも多分普通に組むでしょう。もっとも、8 五飛車の
後手が隆盛だったときも、私は先手で普通に組んでまあまあやれる

と思っていました。  
 本局後手は 86 歩と合わせましたが、ひょっとして先手の 37 桂跳
ねの前に合わせられないかと私は思いました。攻めが無理なら 82
飛車とでも戻って、23 歩と打って、先手の居玉を崩しにいきます。 
 しかし、冷静に考えてみると先手に 37 桂と跳ねさせれば、後手
は桂頭の弱点を狙うことができるので、やはり本局のタイミングが

よいのかもしれません。  
 将棋は、羽生王座が中盤以降差を広げた感があり、3 連勝で防衛
を決めました。（2009 年 9 月 25 日 高山）  
 
・モンスターハンター～したたかな狩人を目指す日々  
 先月あたりから、モンスターハンターのことを書き始めました。  
 
 （１）遠くから撃ってみる  
 見るからに物騒な顔つきの生物が次々に出てくるので、まず遠く

から撃つことにしました。  
 何度か吹っ飛ばされることがありますが、やはり近代兵器の威力

は確かだと感じました。「五輪書」では銃の優位性は限定的であると

されています。銃より弓が良いこともあるとか。今後行き詰ったら



いにしえの剣豪の言葉にならってみようかと思います。  
 
 （２）守りを固めてみる  
 堅い守りといえば、ギリシアの「重装歩兵」が有名です。テスト

した感触では攻撃力もかなりのものがあり、近代兵器の銃とならん

で、大いに気に入りました。  
しかし、守備力というのは、相手の攻撃力との兼ね合いで有効性

が変わります。このゲームの相手方の攻撃力はとても強く、守備力

を高める恩恵がどれほどあるのか、疑わしい気分になりました。  
 背中は無防備で、動きも遅く、相手も当たり前ですが、時には複

数で襲撃してきます。背中まで守ってくれれば、かなりの愛用装備

となるのでしょうが…。  
 （2009 年 9 月 27 日 高山）  
 
----------------------------------------------------------------------- 
（２）哲学  
 
・一つの思考における明証と合意  
 一つの思考において、と書いて、さて一つとは何であろう？と疑

問に思う人がいたら、それは真っ当な疑問を抱いていると考えて構

いません。他方、その疑問のゆえに、「一つの思考」という対象を想

起することを放棄する人がいれば、その人はもったいない撤退をし

ています。  
 知りえないということすら、知識と無知に同時にかかるようにし

て、何かが困難であるということから、何かをしないという結論を

直接的に導くことはできません。  
 
 先日、見るともなしにフッサールの本を読んでいましたら、直接

判断と間接判断という言葉でてきました。そのように置き換えても

おそらく差し支えないと思います。思考においてよく起きるのは、

同じ系統の事態について、30 度の角度と 31 度の角度の違いを見出
し、それを定義づけてしまうことです。こういうことが何度も積み

重なると、思考そのものは数学や幾何学よりも構造がはっきりしな

いので、原風景が不明瞭になってくることになります。  
 間接判断とは、辞書や図鑑に載っている知識なので、使うといっ

た判断。そしてここでは直接判断を、間接判断に依らない判断と考



えます。  
 同じラインに沿って、合意の活用を、自分を含め多数の人間が容

認している判断であれば採用することと考えます。そして、明証の

活用を合意の活用でないものと考えます。  
 検討することで分かるのは、こうした定義は維持できない、とい

うことです。排他的に合意を活用すること、排他的に明証を活用す

ることといった出来事は、ほぼありません。明証として用いている

何らかの公理とか命題のうちに、経験判断や他人が是としていると

いう情報が含まれないことを証明するなんていうのは、面倒なだけ

ですし、これは合意された命題だ、というのも、昨今ではアカデミ

ックな世界ですら、必ずしも正しいとは限らなかったり、別の種類

の見方が存在したりします。選択が問題になるや、合意のうちにも

直接的判断が必要になってくることは容易に想像できます。  
 そこで、何が言えるのかです。この世には明証もなければ合意も

ないのでしょうか？ もちろん違います。現実の判断は、大半がそ

の両者を組み合わせて下されているということです。  
 そしてその場合に、重要になるのは、1 つの思考のうちで、どこ
を直接的に判断し、明証として提示しているのかを自分にも他人に

も明らかにしておくこと。そしてまた、どこを一般に合意された見

解として用いているのかを明らかにしておくことです。  
 前世紀では、意図的にどちらかに特化した思考方法を試すような

試みもあったようです。中には直接判断を追放しようと合意形成に

走ったものもありましたが、そこに含まれる弱点はすぐに誰の目に

も明らかになり、一時のように、目の前にいる人間が「自分は合意

の産物である」と述べるような現象にぶつかることは少なくなりま

した。  
 思考力を伸ばすものは直接的な判断です。それゆえ、信頼性の高

い命題を、自分自身で掴みなおすことは、いい練習になります。誰

かにとっては、誰か（サマリアの女）が言っているからに過ぎない

けれども、別の人にとっては、自分で見てそれと分かった、という

ことです。自分で掴むことのできた理解の場合、それのもつ潜在的

な力も使いこなせる可能性があります。  
 
今月思ったこと  
 
『・景気を停滞させずに、国の歳出を削減する方法  



 基本的に、そんなうまい話はないものと考えておくことである。

人を減らせば失業対策費がかかり、人を減らさず事業費を減らせば、

関連業者が倒産してこれまた社会保障費がかさむ。（なぜなら、官需

に依存していた業界には、いざそれがなくなったときに、発注元と

なるような資本が存在しないと推測されるからである。経済の有機

的連関、物財のコンビナトリクスのようなもの、これらはしっかり

と意識しておかないといけない。何もせずに官需が民需に入れ替わ

るなんていうことを期待してはいけない。少なくとも「担当者」の

位置にいる人は期待してはいけない。）  
 歳出削減の基本は能率を上げることである（社会主義者の最も苦

手なこと）。すなわち、大阪では管理職の公務員について産業能率分

析のようなことを行い、給与相当の働きをしているかどうか、して

いなければするように求めた。  
 結局のところ、最も人道的な歳出削減は、公営事業の民営化、も

しくは大阪方式「働きたがらない組合員をして働いてもらうこと」

である。これらは、簡単ではない。特に後者は時間がかかる。しか

し、確実である。  
 増税をしないなら、また G20 景気対策などが必要になる。これは
真剣に考えたほうがよいだろう。』  
 とメモしていました。歳出削減という言葉が出てきたら、それは

人を減らすか発注を減らすか、ほぼこの 2 つを指すでしょう。  
 例えば水道工事や道路工事の発注を、ジャーナリストの虚栄心が

満足するところまで一気に減らしたとします。これらの工事を発注

する別の組織はまずありません。とある居住区では水道も道路もメ

ンテナンスをされず、工事業者の倒産確率は増します。すなわち準

備しなければならない社会保障関連費用が増えるということになり

ます。  
 私はそれであれば、道路を直してもらうほうがベターだと考えま

す。前者のプロセスでは、失業保険の給付以外何も起きていません。  
 倒産させてから雇用対策事業をするよりは、あわてて発注を削減

せず、まず大阪のように公務員の仕事について産業能率分析をする

べきではないでしょうか。  
 あと、私が常に思っていることですが、マスコミや役所の人や組

合員よりは、工事現場の人のほうが効率的に働いています。早く仕

事を終える工夫もすごくしています (次の仕事を早く始めるためだ
そうです)。彼らがハローワークにいくことになるような政治は、い



いものとは思えません。  
 盲点になっているのは、行政サービスを充実させるという視点で

す。人件費を削ったり、事業費を削ったりというのは、言わせても

らえばハートのない発想、高慢な発想です。行政は、一般企業とは

比較にならない信頼性と安定性を有しているのですから、表層的に

企業を模倣するよりは、もっともっと国の経済を良くする仕事をす

ることで、期待に応えて欲しいと思います。  
 今後、国が給付という給付を拡大するというのなら、一番重要に

なるのは経済産業省です。産業振興の鍵となるものを見つけたり、

それを育成するのには、誰もがご存知のように何年、何十年とかか

ります。今後数十年を牽引する産業こそが、税収も雇用の見込みも

確かなものにしてくれます。人件費や事業費削減の掛け声であれば、

ディベートサークルの学生にでも、今日たったいま生まれて初めて

話題を振られても、思いつくことができます。政府や議員はもっと

難しい課題に取り組むべきなのです。  
 
（2009 年 9 月 14 日、22 日 高山）  
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
（３）マンスリー・りーこむ  
 
・高速無料化せず、について考える  
 先月号では、そんな政策はあり得ないと書いたと思いますが、す

ぐにはやらないと聞いて安心しました。しかし、問題になるのは、

そのマニフェストと呼ばれるものを出してから約一ヶ月、一体マス

コミは何をしてきたのかです。大体において、日本民主党は、マス

コミに弱く、政策においても一貫性を欠いており（マスコミに一貫

性がないから、そのコピー版である民主党の政策もまた一貫性がな

いのですが、それについては、マスコミから政策のヒントをつかも

うとする政党が間違っています）、ぐらぐらですから、少しマスコミ

が言えば、投票前に取り下げられていた可能性があるのです。実際、

選挙後にそうなりました。各方面から懸念の声が挙がりましたとい

うだけで、民主党はあっさりひっこめてしまったのです。あぶなそ

うな政策を実施しないで済んだことは、私も嬉しいのですが、反面

どんな適当な作り方をしたマニフェストなのかと思うと恐ろしくも



なります。  
おそらくなのですが、自民党がやっていないことをやりたいとい

った選別基準くらいしかなく、ぐじゃぐじゃになった議論から生き

残ったものが記載されたのでしょう。思考の世界においては、「適者

生存」は保障されていません（なぜなら、思考というのはもはや自

然の法則にだけ従うものではないからです）。だめなものもいくらで

も生き残る可能性があります。それは私自身が考えることについて

もそうで、最後に残ったものが適者生存だからという理由だけでア

イディアを出していたら、およそおかしな考えを述べることになっ

てしまいます。「人間が疲れて考えるのをやめたところ」は、最適な

思考にとっては何も意味してはいないのです。  
 
（2009 年 9 月 14 日、27 日 高山）  
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  
(編集後記) 
・本文とは違って最後にはごくごく個人の目線から。  
ここ札幌では、しばらく民主党系の市長ですが、だからといって

NPO や市民活動がじゃぶじゃぶになっているわけではありません。
実のところ、何が今の NPO に必要だろうかといえば、それは「仕
事」です。環境系はそこそこ経営が成立しているようですが、それ

以外は受注できる仕事がそんなにあるのかな、という印象です。  
 国政レベルでも様々な施策が挙がっては消えていくことでしょう

が、こと NPO に関していえば、総額が同じであれば、例えば公共
施設の賃貸料の割引よりは、何か仕事を発注してくれたほうが、法

人としての能力も鍛えられますし、ありがたいと思っています(忙し
くはなるでしょうが)。  
 そしてまた、消費を刺激することはもちろん大切ですが、それも

経営体の安定成長と連動すればこそだと思います。仮に札幌の NPO
業界だけで一つの国だとした場合、消費の対象となる日用品を生産

する法人はそれほどなく（住宅・不動産業も手薄であり）、消費を刺

激されても業界への還流はほとんどないでしょう。（２）でも書きま

したが、経済的施策においては物財の連関を考えていただきたいも

のだと思います。  
では来月もお楽しみに。（2009 年 9 月 27 日 高山）  
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