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 本は読み易さだけでは選ばない。料理で言 
うと食欲をそそる色や匂い、本でいうと興味 
をかきたてる表題や内容で選ぶことが多い。 
 読み終わってみるとスーと頭に入っていく 
本や作者の意図が良く分かる本は、その構成 
や話しの展開の巧みさが私達を夢中にさせ、 
感心させるのだ。 
 私は、推理小説が大好きでよく読む。彼か 
彼女か、誰が犯人か。作者との推理のやり取 
りにゾクゾクする。構成は色々あるが、まず、 
事件が起きて、それを過去の経緯から遡るも 
の、逆に過去から始まり、 後に事件が起き 
るものがある。これは犯人が途中で分かって 
しまう。あるいは二つ以上の物語が、組み合 
わさりながら展開する複雑なものもある。 
 ところで不断の生活でも、人に物事を正し 
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く伝える場合や自分の意見を他人に短時間に

分かってもらうためには、話の持って行き方、

順番、ロジックが非常に大切である。特に、

セールスマンは、話を聞いてもらう術に長け

てないと仕事は成り立たない。 
 良く職場にある例であるが、上司が望んで

いることが、上下左右の関係から実現できな

いことを如何に上司に報告し納得してもらう

か、というシチュエーションを考えてみる。 
このような時、あなたはどのように話の筋

を持っていくだろうか？ 初から「実現不

可能でした。」と言うだろうか。いや、暗に分

かってくださいというばかりに、長々と自分

の努力の経緯を言ったら「結論から言え！」

と言われる。それでは、「案のメリットは関係

者に認めてもらったが、デメリットや実施の

リスクが多いため、今回は見送るほうが、良

いと思います。」という筋で言ったらどうであ

ろうか。今回のマイナスが将来改善されれば、

次には希望がもてるという流れの方が納得の

助けになる。人を説得するためには話の持っ

て行き方、ストーリーが大切である。 
このストーリー展開で一計を案じた私の防 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大訓練教官時代の話を紹介する。普段から訓

練教官として、学生に実践的訓練と厳しい訓

練を教育してきた。ある真夏の炎天下におい

て、水筒の水をなるべく飲まさないで訓練を

する方法を考えていた時、あるストーリーを

思い付いた。廠舎から遠くに割り当てられた

訓練場に全員駆け足で移動し、やっと到着し

たタイミングを見計らい、「廠舎にて腸チフス

が発生した。水筒の飲み水は危険！」の助教

からの報告の後に、私も含めて全員水筒の水

をこぼさせた。そして「では訓練を続行しよ

う。」学生たちはすぐに腸チフスは嘘だと分か

ったとしても、その狙いを理解し、いつもよ

り厳しい環境下で戦闘訓練をすることができ

た。腸チフス発生のストーリーが学生に厳し

い訓練を受け入れるガッツを与え無事に終了

できたと思っている。 
 付け加えると、ストーリーはあくまで方法

論であり、アイデアやノウハウだけで、仕事

の良し悪しが決まるという浅はかな考えに終

わってしまっては困る。明確な意志や精神の

ないところにノウハウであるストーリーはな

いことを強調しておきたい。 
 
 
 
 
 

所  属 

防衛大学校電気情報学群 

著  者 

情報工学科教授 生天目  章 

サイエンスアイ新書（２００８年） 
 この著書のタイトルに、少々驚かされた 

ことでしょう。本がある程度売れるためには、 

“タイトルが大切”という出版社の意向で、 

このようになりました。新しく出版される本

が年間で６－７万件（一日平均２００冊）と

いう今日の出版事情からして、読者の関心を

引きつけるには、しかたがないことですが、

～～～～～～～ 教官著書の紹介 ～～～～～～～ 

『うそつきは得をするのか』 
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本の中身と乖離してしまうことで、自己言及

的パラドックスに陥るのを危惧しながら書き

上げた、という裏事情があります。 

私たちは、“うそつきは泥棒のはじまり”と、

教えられてきました。このことが本当ならば、

この世は泥棒ばかりの世界になっていること

でしょう。誰もうそつきになることを望んで

いませんが、うそをついてしまうことはあり

ます。また、誰かにだまされたくもありませ

んが、だます人は必ずおり、私たちの身の回

りには、だまされる可能性は、いつも潜んで

います。新しい手口の詐欺事件が次から次と

発生し、特に年配の方が餌食にされる事件は、

後を絶ちません。また、昨今の年金問題、相

次ぐ企業による偽装問題などもあります。こ

れらには、理由がありそうです。 

本書は、うそつきは得をするのか、という

命題に対して、ゲーム理論の手法を使って解

説しました。ゲーム理論は、友人関係、企業

取引、そして外交や紛争など、かけひきを必

要とする、さまざまな場面を扱います。この

ような誰かと対立する局面だけでなく、待ち

行列での並び方、マネーゲーム（通称，美人

投票ゲーム）、オークションで競るなど、私

たちは日々、「社会ゲーム」に参戦していま

す。このような人生ゲームに勝つための秘訣

は、あるのでしょうか？また、悪意のあるう

そを撃退する術は、あるのでしょうか？もし，

悪意のあるうそに対決しなければならないと

したら、どんなうまい方法があるのかを考え

てみました。 

うそをつく行為は、自己の利益の 大化を

目指す合理的な考えから生まれますので、そ

の前提が崩れ、うそをつくことは損であるこ

とがわかれば、うそをつく人は少なくなりま

す。このとき、短期的に見て利益になる場合

と、長期的に見て利益になる場合とがありま

す。その場をごまかすようなうそは、短期的

には得になりますが、長期的に見れば損にな

るでしょう。このことに多くの人が気づけば、

やはり、うそは少なくなります。一方で、他

の人のことを思いやってつくうそは、長期的

得になるでしょう。 

うそをついたことのない完全潔癖な人でも、

他の人のうそをどのように許すかで、うそと

向き合うことになります。過ちをごまかし続

ける人と、素直に過ちを認め心から悔いてわ

びる人の、どちらを私たちは受け入れるので

しょうか？うそがバレないよう真実の姿を隠

しとおす人が得をし、逆に正直者が損する社

会なのか、あるいは真実を隠したうそが、あ

とで厳しく責められる社会なのかによって、

私たちのうそと向き合うための態度は大きく

変わってきます。 

どのような社会を作るのかは、私たち一人

ひとりがうそをつかないよう心がけること以

上に、他の人のうそにどのように向き合うの

かによって決まります。広い心で他人のうそ

を許すのかどうかによって、どのような社会

になるのか決まることから、私たち一人ひと

りは社会の信用を決めるゲームに参加してい

ます。そして、とても大切な社会の信用は、

一人ひとりの小さな心がけの蓄積によって形

成されるということを解説しました。 

１７世紀頃に活躍した著名な物理学者や数

学者たちは、さまざまな社会現象を科学的に

解明するための今日の礎を築きました。２０

世紀になると、学問体系は今のように細分化

され、理系と文系の間には大きな溝ができま

した。一方で、社会の仕組みは複合化され、

社会の営みから生まれる問題は、ますます複

雑になっています。これらの新しいタイプの

問題の解決の担い手には、理系・文系の枠を

超えた幅広い知識、自由な発想と総合的判断

力、深い洞察力やシステム思考の能力を必要

とします。また、そのような人材を養成する

ことも緊急の課題になっています。そのため

には、全体の問題に関心をもって、“木を見

て森をも見る”ことのできる人を多く呼び込

む必要があります。この小さな新書が、その

ために少しでも役に立つならば嬉しい限りで

す。 

後に、拙著を紹介する機会を与えてくれ

た関係者に、深く感謝致します。 
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ご紹介させていただく本書は、人工衛星の

製作と無縁だった日本の大学生たちが、２つ

の大学研究室の若き指導教官たちの指導の下、

自分たちの手で、空き缶衛星（カンサット）、

そして、キューブサット（10cm 角）を設計

して作り上げ、いずれも世界で初めて打ち上

げに成功した、本当にあった出来事を追った

ドキュメンタリーの前編である。 
空き缶衛星とは、スタンフォード大学トィ

ッグス教授が提唱した、容量 350ml のジュー

スの空き缶を筐体とした超小型人工衛星のこ

とである。本書では、東京大学大学院工学系 
研究科航空宇宙工学専攻・中須賀真一教授（現 
在）の研究室と東京工業大学大学院理工学研 

究科機械宇宙システム専攻・松永三郎准教授 

（現在）の研究室の学生たちが、1998 年 11 

月にハワイで行われた大学宇宙システム・シ 
ンポジウム(USSS)でのトィッグス先生の構 
想に感銘を受けて、空き缶衛星を設計・自作 
し 1999 年 9 月にアメリカの広大な砂漠で打 
ち上げて通信に成功するまでの１年間を追っ 
ている。 

 
 
 
 

 

編  著 

 川 島 レ イ     

編集及び紹介 

 応用化学科講師 伊 達 新 吾 

新潮社（２００４年） 
 
空き缶衛星の開発の過程で数多くのモノが 

犠牲になったほか、当初は宇宙に打ち上げら 
れる予定であったのに、打ち上げロケットの 
調達難により、アマチュア・ロケットに搭載 

させて地上 4000ｍの上空まで打ち上げ、パラ 

シュートで降下させて回収する方針に切り替 

わる事態になるなど、それぞれの研究室の指 

導教官及び学生たちが、全てが初体験ゆえに 

様々な困難・難題に直面しながら、時には寝 

る間も休む日も惜しんで、目標を達成すべく 

力を合わせて少しずつ克服していく姿が痛々 

しくも頼もしく、勇気づけられる。 

このプロジェクトを通じて、単に人工衛星

を打ち上げる目標を達成するだけでなく、複

数の担当部門に分かれて部門内で協力し合う

協調性、困難に負けない粘り強さ、全体を統

括するプロジェクト・マネージャーには担当

部門をまとめ上げる調整力、また、今までの

技術の蓄積を後輩に伝承する文章表現力が養

われるものと思われる。トィッグス先生が、

自身の構想に狐につままれたような顔をして

いる学生参加者たちに投げかけた魔法の言葉 

”Try it. You can do it !”（やってごらん、でき

るよ！）は至言である。また、異なる研究室

同士で、負けるものかとしのぎを削ってお互

いを高めあいながら、どちらかが困った時に

第 23巻 第 1号       防衛大学校図書館だより               (４)

『上がれ！空き缶衛星』 

～～～～～～～ 図書館所蔵図書の紹介 ～～～～～～～ 

-366- 



 

                      

手を差し伸べる友情関係が美しい。 
人工衛星について門外漢の小生であるが、

専門用語が丁寧に説明されていて分かりやす

く、また、当事者たちの目線で打ち上げまで

の経過がスリリングに描写されているために、

読みやすい。そして、何よりも、本書を通じ

て、「やればできる」ことを教えられた。貴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この表題、「ホームカミングデー」と「図書」、

二つがどういう関係なのか、何の繋がりがあ

るのか、疑問に思われるかもしれません。そ

こでその説明から入りたいと思います。 

ホームカミングデーは、平成１２年３月、

本科第４４期生の卒業式に第１期生が招待さ

れたことから始まり、爾来毎年卒業式に４３

年目の卒業生が校長から招待されるという形

で継続されてきています。そして本年、平成

２０年は我々９期生でした。そこで約２年前

から準備委員会を立ち上げ、諸準備をしてま

いりましたが、準備委員会を重ねるうち、卒

業式は、防大の年間行事の中でも も重要な

行事であり、このような行事に数百名の卒業

生を招待する学校関係者のご苦労は計り知れ 

台には、本書、そして、同じ研究室の学生た

ちが人工衛星を宇宙に打ち上げるまでの経過

を追った「キューブサット物語－超小型手作

り衛星、宇宙へ」（著者：川島レイ・出版社： 

（株）エクスナレッジ（２００５年））のご

一読をお勧めする。 

 

 

 

 

 

 

ない、従って招待を受ける期生会は学校当局

の配慮、努力に感謝の気持を持って準備を進

め、行事が終わった後は学校側に何らかのお

礼をしよう、という話が自然に出てまいりま

した。 

お礼のやり方についてはいろいろ案が出さ

れましたが、できれば何か後に残るものがい

いとの意見が出、その時、同期の前図書館長

影山君に間に入ってもらい図書を寄贈するこ

とはどうだろうかということになりました。

早速影山君に相談したところいい案だ、話を

進めようということになり、影山君を通じて、   

学校側で検討いただき寄贈すべき図書を

選んでいただきました。選書の考え方は、

これからの時代や物の本質を見据えたも

のとすべく、三つありました。 

① 学生（本科及び研究科）の勉学、卒業研

究並びに教官の研究のニーズにあった

図書であり、現図書館が運営している選

書分科会（図書館長委員長で全学科の教

官から構成されている）の方針に沿って

いること 

② 人文社会科学関係及び理工学関係の所

蔵図書の現状を加味した上で、バランス

よく選ぶこと（防大図書館の蔵書は比率

的には理工系が約６割、人社系が約４割

であることもあり、後者の整備に比重を

置く） 

③ いずれも学生に分り易く、学術性が高く、

関係出版社からまとまった形で出版されてい

る新しい図書（シリーズ図書）を優先するこ

『ホームカミングデーと図書』 

～～～～～ 九期生による寄贈図書の紹介 ～～～～～
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と。この様な考えに立って９３冊が選ばれま

した。主なものは次のとおりです。 

人文社会関係図書では、『戦時日ソ交渉史

（一次史料集）』、『日本生活史（写真集）』、『日

本産業史（写真集）』等の今まで余り触れられ

ることがなかった貴重資料が、また、シリー 

ズ図書としては、東京大学出版会の、『国際社

会１－７（国際社会の中の日本の進路を示 

唆）』及び慶應義塾大学出版会の５８冊の図書

（戦略的発想、現代東アジアと日本、市民社

会、秩序形成、市民意識等）が、さらに、理

工学関係図書では、電気通信大学出版会の 16

冊のシリーズ図書（エレクトロニクス基本、

電子ロボット、メカトロ・PIC実用回路等） 

 

 

 

 

図書館事務室 史料・情報係長 

       石 川 み ど り 

 

○図書館利用アンケート結果について 

図書館の利用実態を把握し、利用者に対す

るサービスを充実させるためにアンケート調

査を実施した。 

 

１．調査の対象と方法 

 ・調査対象 本学に在籍している学生 

 

   回答者数 学部学生８２３名 

（内留学生４５名） 

        研究科学生９３名 

（内留学生１２名） 

 

・調査の方法 質問紙法（アンケート）に

よる一斉調査 

 

・実  施  日 平成 20年 3月 4日（火） 

 

他です。 

これらの図書を紀伊国屋書店で調達（これ

らはすべて図書館側にやっていただきまし

た）、卒業式のあと 4月、9期生会長他が学校

長にお礼の挨拶に伺い、そのおり目録として

お渡しいたしました。 

以後図書館において、寄贈受け等の諸手続

きが行われ、このたび寄贈図書コーナーの一

角に配架されました。先日その状況を観させ

ていただきこのような形で受けていただいた

ことに改めて感謝しているところです。少な

い本ですが本科、研究科の学生はじめ教職員

の皆様にも活用いただけることを切に願うも

のであります。 

 

 

２．本科学生アンケート結果 

Ⅰ.図書館をよく使いますか？ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ.図書館のサービスを利用したことが

ありますか？（複数回答） 
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～～～～～ 図書館アンケートの結果 ～～～～～ 

12%

46%

42%

1．よく使う

2．時々使う

3．あまり使わない

41%

3%21%

2%

12%

18%

3%

1．本を探す・本を借りる・本のコピー
2．レファレンス（本についての相談）サービス

3．雑誌を読む・雑誌のコピー
4．他大学の本を借りる、他大学の本・論文をコピーする
5．新聞を読む
6．グループ研究・研究個室

7．その他
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Ⅲ.学習や研究のための資料や情報は 

どのようにしていますか？（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ.図書館のホームページ(OPAC：オンライン

蔵書目録) で本を探しますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｖ.電子ジャーナル使ったことがあります

か？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ.図書館にどのようなサービスを望んでい

ますか？（留学生対象）（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅶ.どのような本や雑誌などを図書館に置い 

  てほしいですか？（留学生対象） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅷ.母国に関する情報はなにを使って知りま

すか？（留学生対象） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7%

41%

21%

11% 1%
19%

1．図書館

2．所蔵研究室の資料

3．インターネット

4．書店で購入

5．友人などから情報や資料を入手

6．その他

18%

52%

27%

3%

1．よく探す

2．あまり探さない

3．オンライン蔵書目録を知らない

4．知っているが利用したことがない

4%

32%

49%

15%

1．よく利用している

2．あまり利用していない

3．電子ジャーナルについて知らない

4．知っているが利用したことがない

63%

23%

9%
5%

1．自国の本や新聞を増やしてほしい

2．論文や情報の探し方を説明してほしい

3．母国語の利用案内がほしい

4．その他

24%

23%

14%

23%

16%

1．研究のための資料

2．母国の現状を知るための資料

3．生活情報を知るための資料

4．日本語学習テキスト

5．母国語・日本語対訳辞書

37%

29%

8%

9%

11%

6%

1．インターネット

2．日本語で作られた母国の新聞・雑誌

3．日本語で作られた日本の新聞・雑誌

4．母国の新聞・雑誌

5．テレビやラジオ

6．その他

第 23巻 第 1号        防衛大学校図書館だより               (7)

-369- 



 

                      

３.研究科学生アンケート結果 

Ⅰ.図書館をよく使いますか？  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ.図書館のサービスを利用したことがあり 

  ますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ.学習や研究のための資料や情報は 

  どのようにしていますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ.図書館のホームページ（OPAC：オンライン 

 蔵書目録）で本を探しますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｖ.電子ジャーナルを使ったことがあります 

か？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ.図書館にどのようなサービスを望んで 

いますか？（留学生対象） 
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41%

34%

25%

1．よく使う

2．時々使う

3．あまり使わない

33%

10%

17%

14%

12%

9%
5%

1．本を探す・本を借りる・本のCopy

2．レファレンス（本についての相談）サービス

3．雑誌を読む・雑誌のコピー

4．他大学の本を借りる、他大学の本・論文をCopyする
5．新聞を読む

6．グループ研究・研究個室

7．その他

19%

17%

41%

16%

5% 2%

1．図書館

2．所蔵研究室の資料

3．インターネット

4．書店で購入

5．友人などから情報や資料を入手

6．その他

51%

23%

16%

10%

1．よく探す

2．あまり探さない

3．オンライン蔵書目録を知らない

4．知っているが利用したことがない

28%

31%

31%

10%

1．よく利用している

2．あまり利用していない

3．電子ジャーナルについて知らない

4．知っているが利用したことがない

33%

67%

0%

1．自国の本や新聞を増やしてほしい

2．論文や情報の探し方を説明してほしい

3．母国語の利用案内がほしい
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Ⅶ.どのような本や雑誌などを図書館に置い 

てほしいですか？（留学生対象） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅷ.母国に関する情報はなにを使って知りま 

すか？（留学生対象） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４.まとめ 

図書館の利用については、研究科学生が本

科学生より多く利用している。本科学生は試

験の前の利用や校友会のミーティングでグル

ープ研究室を利用するとの回答が多かった。 

図書館サービスについては、研究科学生は

図書館が提供しているサービスを利用してい

るが、本科学生は図書館サービスの利用に偏

りが窺える。これは必要性の度合いによるも

のと考えられるが、図書館提供サービスに対

する広報についても考えてみる必要があると

思われる。 

資料や情報を得る手段としては、本科学生

も研究科学生も共にインターネットが多い。

予想された結果ではあるが、情報は出所によ

って信頼性に差異があるため、インターネッ

ト上で得られた多種多様な情報を図書館の本

や雑誌で確認をすることも必要である。 

図書館ホームページ上の OPAC（オンライン

蔵書目録）利用は、研究科学生が多い。あま

り探さない、オンライン蔵書目録を知らない

という学生が本科７９％、研究科３９％であ

る。このことより、図書館がホームページ上

で提供しているサービスの利用についても低

いことが窺える。 

電子ジャーナルの利用については、あまり

利用していない、電子ジャーナルについて知

らないという学生が本科・研究科共に多い結

果となり、図書館の周知方法や広報活動に課

題があることが考えられる。 

留学生対象の質問より、留学生が図書館に望

むサービスは、本科学生・研究科学生共に自

国の本や新聞の充実、論文や情報検索の説明

であることがわかった。置いて欲しい本や雑

誌の種類は、本科学生・研究科学生共に同じ

傾向が窺える。母国に関する情報は本科学

生・研究科学生共にインターネットが多い。

２番目は、本科学生は日本語で作られた母国

の新聞・雑誌に対し研究科学生は母国の新聞

雑誌である。日本の学生と生活を共にしてい

る本科学生の方が日本語に慣れているのか、

興味深い結果となった。 

 

５.取り組むべき課題として 

本科学生の図書館利用者数の増加、図書館

ホームページで提供する図書館サービス利用

方法の周知、電子ジャーナルなど情報検索に

関する支援が課題として考えられる。 

図書館を利用しない、利用頻度の低い学生

は、図書館や図書館資料の利用方法について

の知識が無いことが考えられるため、図書館

の機能や必要性をＰＲすると共にガイダンス

以外に図書館利用に関する説明会の必要性が

第 23巻 第 1号        防衛大学校図書館だより               (9)

20%

26%

7%

27%

20%

1．研究のための資料

2．母国の現状を知るための資料

3．生活情報を知るための資料

4．日本語学習テキスト

5．母国語・日本語対訳辞書

54%

0%

0%

23%

8%

15%

1．インターネット

2．日本語で作られた母国の新聞・雑誌

3．日本語で作られた日本の新聞・雑誌

4．母国の新聞・雑誌

5．テレビやラジオ

6．その他
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考えられる。 

図書館ホームページの利便性を広報し、利

用方法に関する講習会の必要性も考えられる。 

電子ジャーナルは学術論文検索に必須であ

る。研究科学生は利用してはいるが、あまり

利用していない３１％、電子ジャーナルにつ

いて知らない３１％という結果より、６２％

の学生が利用していないことがわかる。 

レポート作成、卒論作成にも便利なもので

あるので、情報検索に関する説明の必要性が

考えられる。 

今回のアンケートを通じ、学生側の問題点

と共に図書館のこれら諸課題への対応が未だ

不十分であることが理解できた。今後対応策

を検討し積極的に実施していきたいと考えて

いる。 

 

 

編集後記 

 

 今後も本校図書館において、蔵書展示等を

実施していく予定ですのでより多く利用者の

方々に見学していただけるよう図書館員一同

お待ちしています。 

              編集庶務担当 
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