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フレデリック大王全集  全３３冊（ベルリン王立印刷所：１８４６～

 昭和３１年に購入され、その詳しい経緯は不明ですが、故上田修一郎防

図書館で収集等されたものと言われております。本書は、フレデリック大

を研究するに最も優れた資料といわれ、｢ブランデンブルク侯家｣、｢我が時

争｣等の主書をはじめ、歴史、哲学、文芸に関する作品、用兵作戦に関する

なるもの全てが収められています。刊行は、１８４６年から１０年余の歳

国会図書館にもない価値ある希覯書 (1)である。 
注(1) 希覯書(きこうしょ)、現在は手に入らないめずらしい書物の意味。 
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８６２年） 

大学校教授により

の用兵の術、戦略

の歴史｣、｢7 年戦

述等、大王の筆に

を費やされ、国立



教官著書の紹介 

   『戦略の本質』 

                  日本経済新聞社（２００５） 

              著者 公共政策学科 教授 鎌田 伸一 

 

 

 

 

 

 

 

 

戦略とは選択である。『戦略の本質』におい

て、われわれが試みたことは、戦略事象の概

念空間を明らかにし、そこに見られる論理と

メカニズムを確認しようとすることにあった。

突きつめて言えば、戦略の概念空間は、水平

的次元における主体間の相互作用の因果連鎖

すなわち彼我の交互行為の展開と、垂直的次

元における五つのレベルの展開すなわちグラ

ンド･ストラテジー、戦域、作戦、戦術、テク

ノロジーの重層構造によって構成される「場」

と捉えることができる。 

したがって、戦略の課題は、水平的次元と

垂直的次元によって構成されるこのような概

念空間のダイナミックスと必然の論理を洞察

し、それを踏まえて主体的な選択を行なうと

いうことになる。このような意味で、戦略と

は知識創造であり、戦略とは意図的な帰結を

もたらす能力であり、そして戦略とはパワー

創造なのだ。 

 

本書においては第 2 次世界大戦以降の、軍

事戦略のターニング・ポイントともいうべき

事例のいくつかを俎上に載せた。21 世紀初頭

の現在、戦略の概念空間の中央に位置する軍

事戦略(戦域、作戦、戦術レベル)を巡る現象

は、RMA、あるいはトランスフォーメーショ

ンという表現でその変化と混迷ぶりが表現さ

れている。 

軍事戦略のダイナミックスは、テクノロジ

ー・レベル（例えば IT 技術の進歩）がトリ

ガーになるとしても、最終的にグランド･スト

ラテジーのレベルでのソリューションこそが

課題となる。2001 年の 9.11 は、20 世紀にお

ける 1945 年の第 2 次世界大戦の終焉、1989

年の冷戦の終焉に比肩しうるグランド･スト

ラテジーのターニング・ポイントに他ならな

い（Freedman, 2006）。 

とするならば、わが国の戦略発想の欠如、

戦略不在という繰り返しなされる自問自答は、

何を意味しているのだろうか。それはまさに、

現前の目に見える現象の背後にあるものを見

ようとする知の方法の不在、見えないものを
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見ようとする知的努力の欠如に他ならないと

言えよう。見えないものを見ようとしない、

見たくないものを見ようとしないということ

は、まさに知的怠惰ではないのか。 

戦略の概念空間における論理を読むという

ことは、目の前の主観的な「経験的現実」を、

個別の主観を超えた「事象的現実」に構成し、

そして、その背後にある本質ともいうべき「実

在的現実」を洞察することなのである。この

ような戦略の論理、いいかえれば因果連鎖の

パターンや見通しを踏まえるからこそ、主体

的な選択が可能となる。逆にいえば、選択が

主体的であるためには、因果連鎖の何らかの

パターンや一定の安定的な見通しについての

知識が不可欠なのである。このような知識が

ない選択は、選択として意味がないことにな

る。 

戦略の論理は、パラドックスと矛盾に満ち

ている。先ずは、一筋縄ではいかないこのよ

うなパラドックスを解きほぐすことから始め

なければならない。 

例えばわが国が直面する課題の一つとして、

『黒字亡国』（三國、2005）という論理のパ

ラドックスをどのように解きほぐし、どのよ

うな主体的選択をするかということが、いま、

問われているのだ。         （了） 

教官著書の紹介 

   『公益的安全保障』 
                  大学図書（２００６） 

       著者 安全保障・危機管理 

         教育センター 教授 丸茂雄一 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 年、『現代安全保障用語事典』が信山

社から刊行された。同事典の編集代表が上智

大学出身であることから、上智大学マスコミ

ソフィア会より第 15 回コムソフィア賞を受

賞するとともに、英文項目を表記してあるこ

とから、在京大使館の国防武官室より重宝し

ているとのお褒めの言葉をいただいている。

本書は、このような状況の下、同事典の執筆

陣が中心となって、安全保障に関する叢書シ

リーズの第 1 巻として、当初企画されたもの

である。その後、出版社の事情により、本書

は単著として刊行する運びとなったものであ

る。 
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平成 7 年 1 月に生起した阪神・淡路大震災

で、自衛隊はその発足以来、最大規模の災害

派遣を実施した。さらに同年 3 月、地下鉄サ

リン事件においても、災害派遣を実施した。

これらの教訓から、自衛隊は、大規模自然災

害やテロリズムによる災害に際して、積極的

に災害救援活動を行うことが重要であると広

く国民に認識されるに至った。「平成８年度以

降に係る防衛計画の大綱」では、防衛力の役

割として、自衛隊の伝統的な任務である「我

が国の防衛」の外に、新たに「大規模災害等

各種の事態への対応」という役割が追加され

ている。この項目は、平時において自衛隊の

能力を国民生活のために積極的に活用すべき

という国民の期待を受けたものである。 

内閣府大臣官房政府広報室は、「自衛隊・防

衛問題に関する世論調査」を定期的に実施し

ている。調査結果をみると、国民は自衛隊の

能力を平時に災害派遣や民生協力の分野で活

用することにかなり積極的であるといえる。 

このような民意と防衛行政は、乖離し得な

い。 

そもそも、国民は、行政機関が執行する行

政行為の主な客体（対象）であるのみならず、

納税者である。近年、公務員の不祥事が後を

絶たないが、「すべて公務員は、全体の奉仕者

であつて、一部の奉仕者ではない。」（日本国

憲法第 15 条第 2 項）。「自衛隊員は、国民全

体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみ

の奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り

得た情報について国民の一部に対してのみ有

利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的

取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執

行に当たらなければならない。」（自衛隊員倫

理法第 3 条第 1 項）。 

そこで本書では、「公益」を、国民、地域社

会の視点からみた社会公共の利益と定義し、

「公益」と防衛行政の関係を論考する。公益

とは、社会公共の利益であり、私人の利益の

集合体（利己的な私益の総体）とは異なる。

すなわち、「公益」という概念は、国民、地域

社会の側に立脚し、防衛行政と対比され、防

衛行政をチェックする役割が期待されている。 

 本書の構成は、まず第 1 章「自衛隊の管理・

運用」において、「公益」という概念で検討す

る対象となる自衛隊の実態を概説する。 

第 2 章「国民生活と自衛隊」においては、

自衛隊の諸活動が有する公益性を分析する。

採り上げる活動の順番は、平時から各種事態

を経て有事に至る国内の状況の変化におおむ

ね対応している。さらにこの順番は、自衛隊

の諸活動に伴い、国民生活の制約が次第に強

くなる傾向に合致する。自衛隊に対する「公

益」の期待を明らかにするためには、国民の

意識を分析する必要があり、世論調査を活用

する。 

第 3 章「防衛行政と公益」では、基地対策、

情報公開、個人情報保護について採り上げ、

防衛負担の公平性や公正で民主的な防衛行政

を担保するツールについて、考察する。 
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 本書の記述は、基本的に平成 17 年 7 月 31

日現在の法令に準拠している。しかしながら、

平成 17年法律第 88号により防衛庁設置法等

が大幅に改正された。読者の利便性を考慮し、

改正規定（自衛隊の統合運用体制の強化、弾

道ミサイル等に対する体制整備、情報部門の

改編等の措置）を織り込んだ記述としている。 

本書が、自衛隊の活動と防衛行政の円滑な

運営にとって不可欠な国民の理解と支援の態

様を理解する一助になれば、幸いである。 

教官の推薦図書 

 

          

                     機能材料工学科 助手 青野祐美 

 

 

 『ウェブ進化論』 

筑摩書房（２００６） 

 

情報化社会の今日、いまや仕事はもちろん、

遊びに行く場所や最新の音楽、映画などの情

報収集手段としてインターネットは日常生活

に欠かせない道具となっています。一度パソ

コンを立ち上げて知りたいことを入力するだ

けで、日本のみならず、世界中から情報を得

ることができます。そのため学校の課題やレ

ポートもインターネット任せのこともあるよ

うで、教える側としては少しもの悲しさを覚

えますが、「グーグル脳」という言葉ができた

ように欲しい情報を得るために検索エンジン

にどのような単語を入力するのかもその人の

技量と言えるのでしょう。「グーグル脳」のグ

ーグルとは言わずと知れたインターネット検

索エンジンおよびその運営会社のことですが、

本書ではこのグーグルやネット書店のアマゾ

ンを例に取りインターネットの成り立ちから

今後どのような方向へ進んでいくのかがアメ

リカ、シリコンバレー在住の著者により論じ

られています。 

グーグルなどを使うことにより知りたい

情報が瞬時に検索できることはすばらしいこ

とではありますが、その一方で検索エンジン

の運営者は、相手が何を知りたがっているこ

とを知ることができ、検索結果を統計化する

ことで現在のトレンドやニュース、人々の関

心度を割り出すことができます。またインタ

ーネットを使って、あるホームページにアク

セスするということは、ホームページの管理

者側にとっては誰が自分のところにアクセス

したかという情報が得られますから、自分の

情報も相手に知らせていることと同じことで

す。そのためインターネットを悪用した犯罪

が年々増えています。またウィニーなどのフ

ァイル共有ソフトによる情報流出もインター

ネットを介して行われます。防衛大学校にお

いても情報流出防止のための通達が出たこと

は記憶に新しいことでしょう。 

様々な危険性を孕みながらも普及し続け

るインターネットですが、危険防止やコスト

の面から、本書の表現を用いると「あちら側」

の世界にシステムを構築することが主流にな
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る時代へと進んでいるようです。「あちら側」

の世界とはインターネットの中のバーチャル

な世界を指し、これからは情報を「あちら側」

に置く時代になるというのです。その例とし

て電子メールが取り上げられています。現在

のところ、私たちが所有しているパソコンの

ウイルス感染を防ぐためには、各自ウイルス

対策ソフトをインストールして対処していま

すが、ソフトや OS を最新に保ちなさいといく

ら注意喚起したところでその作業を行うかど

うか、いつ行うかはパソコンの持ち主それぞ

れに任されています。それに対し、本書では

これからのウイルス対策として、ネット上で

メールの管理を行うグーグルの手法を紹介し

ています。メールを各自のパソコンに取り込 

 

 

 

図書館事務室 

平成 17 年度の本科学生の入館者数は約

37,300人で、貸出冊数は約 11,700冊でした。

学年別の数字と前年度（平成 16 年度）との比

較をすると、（表）のとおりになります。 

* 貸出密度…図書館活動を測定、評価する指標の一つ。1 

年間の貸出冊数を 1 年間の入館者数で割ったもの。 

この表を見ると、平成 17 年度の入館者数は 

約 9%の増加、貸出冊数は約 17％の増加となり 

ました。また、入館者数は 3 学年が一番多く、 

むことなくネット上で管理することによって、

ウイルスの検知や駆除などを専門家であるネ 

ットの管理者が一括して行うことにより、

日々進化するウイルスに対抗しようというの

です。この場合、ネット上のメール管理者へ

の信頼が不可欠ではありますが、ここに人を

介在させないことによりグーグルは安全性、

機密保持を保証していると本書にはあります。 

インターネットはこれからどこまで発展

していくのだろうかと考えさせられる一

冊です。 

 

 

 ～～～～～ 図書館の利用について ～～～～～～ 
 

 

4 学年が一番少ないものの、貸出密度は学年

があがるにつれて増加し、なかでも 4 学年が 

突出していることがわかりました。これは卒 

業論文などの作成にあたって、多くの図書を

借りているのではないかと思われます。 
項目 年度 1 学年 2 学年 3 学年 4 学年 合 計 

17 年 8,707 9,144 12,070 7,354 37,275 入館 

者数 16 年 8,875 8,731 10,334 6,204 34,144 

17 年 940 1,843 4,365 4,520 11,668 貸出 

冊数 16 年 783 2,128 3,232 3,827 9,970 

17 年 10.8% 20.2% 36.2% 61.5%    - 貸出 

密度* 16 年 8.8% 24.3% 31.3% 61.7%    - 

情報が溢れているこの世の中で、限られた

時間の中で、自分の欲しい情報を短時間で手

に入れることも、ますます重要になってきま

す。これらの情報（図書や文献）を効率よく

検索するための方法を、今回は紹介しようと

思います。図書館内の「情報検索コーナー」

の検索端末 4 台と、CD-ROM 検索用端末の 2 台

を使用します。まず、検索端末の 4 台で防衛
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大学校内にある図書が、どこに配架されてい

るのかを調べることができます。校内専用

WEB サイトの図書館から目録検索をクリック

すると、キーワードを入力する画面になりま

すので、ここで皆さんが検索したいキーワー

ドを入力すると、一致した図書の情報（出版

地・出版年・出版社等）と配架場所や請求記

号がでてきます。配架場所が図書館であれば、

該当する請求記号の書架に行けば、配架され

ていますので、閲覧・貸出が可能になってい

ます。もし、図書館になければ各学科・教育

室より借用することも可能ですので、カウン

ター職員に申し出てください。 

CD-ROM 検索用端末では「雑誌記事索引」「新

聞記事索引」「年鑑類」「辞典類」「抄録・索引

誌」を利用することができます。雑誌記事索

引では『雑誌記事索引（国会図書館）』は国内

刊行の学術雑誌を中心に約 10,000 誌の論文

（記事）を検索でき、『大宅壮一文庫雑誌記事

検索』は主に週刊誌などの一般雑誌、約 2,000

誌を対象に検索できます。新聞記事索引では

『読売新聞（明治・大正・昭和（戦前））』『朝

日新聞（1926/12-1934/12・1998-2002）』『日

本経済新聞（1998-2002）』の新聞記事を検索 

 

 

「第１回図書館長表彰」の紹介 

平成１８年６月２７日（火）１６４０から図

書館会議室において、図書館長表彰授与式が

図書館長はじめ関係職員立会いの下、挙行 

できます。年鑑類では日本の経済・社会を中

心に広範な分野から集めた多数のデータを収

録 し て あ る 『 日 本 国 勢 図 会 （ 2001/02 ・

2002/03）』や 1 冊で科学の全分野を網羅するデ

ータブック『理科年表（2001）』などを利用で

きます。辞典類では日本人及び外国人の人名

録である『CD－人物レファレンス事典（日本

編/西洋・東洋編［古代～20 世紀］）』や科学、

医学、工学、農学、化学、ビジネスなどの分

野で使われている専門用語を収録した『180

万語対訳大辞典』等が利用できます。抄録・

索引誌では世界の科学技術分野の主要な文献

資料を国内外から収集した『科学技術文献速

報（物理・応用物理編 2001/機械工学編 2001）』

や人文・社会科学分野の各種論文を探すレフ

ァレンスツールとして『CD－論文内容細目総

覧 1945－1998』を利用できます。こちらで、

検索した記事・論文等が図書館になければ、

『レファレンスカウンター』を通じて所蔵し

ている他大学図書館等に、複写あるいは貸借

の手続をとることも可能ですので、利用して

いただきたいと思います。ぜひこれらのツー

ルを利用して、皆さんの学習及び卒業論文等

の作成に役に立てて下さい。 

 

 ～～～～～～～ お 知 ら せ ～～～～～～～ 

 

された。 

この表彰は、平素より本科学生の学習及

び図書館利用の促進を願う趣旨のもので、
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平成１８年度より 3 ヶ月毎を対象に図書の

最多借受者を表彰することになった。第 1

回表彰においては、４月から６月までの間

の最多借受者に対して表彰された。  

当日は、この表彰式を祝うかのように梅雨

の中休みの好天に恵まれ明るい雰囲気の中、

和やかに執り行われた。 

今回の受賞者は、 

第１位  

４学年 宗像学生(地球海洋学科:第 321 小隊) 

第２位  

３学年 佐藤学生(人間文化学科:第 322 小隊) 

第３位  

４学年 荒木学生(人間文化学科:第 332 小隊) 

以上３名の学生に授与された。 

 今後、学生諸君の益々の図書館利用を期待

しております。 

図書館職員一同 

 

記念写真 

上段左から 事務長  図書館長 事務長補佐 

下段左から 佐藤学生 宗像学生 荒木学生 

           (担当：図書館 飯島技官) 
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