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科学的思考 
 

                             副校長（教育担当） 

                                         井 上 成 美 

 
一万円札の「顔」として我々に馴染みの深

い人物、福沢諭吉は言わずと知れた明治時代

の思想家、漢学者、教育家、そして慶應義塾

大学の創始者である。学問のすゝめ、西洋事

情、文明論之概略、福翁自伝等々、数多くの

有名な著書がある。しかし、明治元年に彼に

よって執筆された科学入門書、「訓蒙窮理圖解

（くんもうきゅうりずかい）」はあまり知られ

ていない。「訓蒙」は初学者を意味する。「窮

理」とは現在でいう科学または物理学のこと

である。福沢諭吉によって書かれた科学書は

多分この一冊だけである。科学者でもない彼

がなぜこのような著作を手掛けたのか、諭吉

の心境について探ってみたい。まずは本書の

内容の一部を引用して紹介しよう。 

 
『巻の一、第一章 温気（うんき）のこと』 

「万物熱すれば膨張（ふく）れ、冷（さめ）
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れば収縮（ちぢ）む 

有生無生（うじょうむじょう）温気の徳を蒙

ざる者なし」 

という書き出しとともに図 1に示すような挿

絵が添えられている。机の上には筮竹（ぜい

ちく）が置かれていることから、この男の職

業は占い師か何かであろう。太陽の光をレン

ズで集光して紙を燃やして見せ、子供を驚か

せている。彼らの着ている物や仕草などから

当時の世相が垣間見える。続いて、「日輪の運

気は人の目に見えざれども、糸の如く真直に

来るものゆえ、硝子（ビードロ）の玉を以て

これを受れば、硝子にてその温気の線を一処

に集め、よく物を焼くべし」

とあり、図 2のような凸レ

ンズによる集光原理が描か

れている。他にも、猿蟹合

戦で栗がはじける現象、カ

マイタチの原理、富士の笠

雲、回り灯篭の仕組み、蒸

露罐（らんびき）等、多く

の自然現象や機械などの仕

組みを、図を用いてわかり

やすく説明している。「但し、

えれきとる(電気)のことはむつかしくして、

道具仕掛けも大造なれば、先づこの冊子には

其説を略す」とあるのは、電気工学を専門と

している小生にとっては何となく尻がむず痒

い。 

これらは、米英で出版された書物を参考に

して記されたものであり、冒頭には「此書、

翻訳の体裁を改て、専ら通俗の語を用い、且、

窮理の例を挙げて図を示すにも、多く日本の

事柄を引きたるは、唯児女子に面白く解し易

からんことを願うものなり」とある。幕末か

ら明治の初期、諭吉は当時の人々に何かを訴

えたかったのであろう。 

本校の教育理念の一つに「科学的思考力の

涵養」と謳われている。「思考」とは問題解決

のための行動であり、「科学的」とは私情を交

えないことと解釈できる。すなわち、個人的

な価値観や私情を持ち込まず、客観的な方法

で問題の原因を究明して解決する能力を「科

学的思考力」という。したがって、ただ単に

理工系の知識を吸収することだけが科学的思

考力を養うことではないことは言うまでもな

い。しかしながら、実験などを通して物理現

象や自然現象を解明するプロセスは科学的思

考そのものであり、その能力を養うための訓

練としては最適の手段であろう。数学や物理

学の知識はそのための道具である。 

 物理現象を解明するには仮説を立てて実験

または観測を行い、仮説を検証する。必要に

応じて仮説を立てなおして再度検証してこれ

を繰り返す。この際、可能な限り客観的な実

験を計画し、中立の視点でデータ分析を行う。

その結果、より正しい解答が得られる。絶対

に個人の価値観を持ち込まず、冷静に対応す

ることが極めて重要である。諭吉は、日本が

欧米を見習って大きく飛躍する時代を見据え、

このような科学的な思考法の必要性を感じて

いたのにちがいない。   

司馬遼太郎はその著作「峠」の中で、主人

公である越後長岡藩牧野家の家臣河合継之助
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と、福沢諭吉との性格を対比して、「福沢諭吉

は乾ききった理性で世の進運をとらえている

が、継之助は情緒性がつよい」と述べ、こん

なところからも諭吉の人間性の一端を窺い知

ることができるのは面白い。 

数々の不思議な、興味深い現象を謎解いて

示すことにより、物理学に親しみを持つよう

に仕向け、日本人の文化水準の向上を図ると

ともに、延いては思考様式の改善につながる

ことを期待したのではないだろうか。 

「都（すべ）て世の中の物事は、大小に拘

わらず、道理を考へずして其儘に捨置けば、

其儘のことにて、面白くもなく珍しくもあら

ざれども、よく心を留めてこれを吟味すると

きは、塵芥一片、木葉一枚のことにても、其

理あらざるはなし。故に人たるものは、幼き

ときより心を静かにして、何事にも疑いを起

こし、博く物を知り、遠く理を窮めて、知識

を開かんことを勉むべし。徳誼を修め知恵を

研くは人間の職分なり。」とある。本書は、当

時の初等学校の教科書としても使用されたよ

うであり、初学者にも十分理解できるように

配慮している。 

第２章「空気の事」に続いて、水、風、雲

と雨、雹雪霜氷、万有引力、昼夜の成因、四

季、日食と月食等、数々の自然現象について

記述しているが、科学の進んだ現代では誰で

もその原理を知っているような基礎的な内容

である。また、空が青く見える理由など、中

には一部間違った理解の記述もある。当時の

物理学ではまだ理論が確立されていなかった

事柄なども含むので、それは仕方がない。 

小生が本書を勧めるのは、この書を読むこ

とによって、福沢諭吉と彼が生きた時代とに

思いを馳せ、併せて防衛大の教育理念の一つ

である「科学的思考」についても、もう一度

じっくりと考えていただきたいと思うからで

ある。 

本書は、慶應大学出版会より発行している

「福澤諭吉著作集」シリーズの第２巻、「世界

国尽 窮理図解」（図３）に採録されているが、

ホームページ 

（ http://project.lib.keio.ac.jp/dg_kul/fuku

zawa/flipper/F7-A08-01/book181.html）から、

オリジナル版を読

むことができる。

文体は文語調であ

るが、比較的読み

やすく書かれてい

るので、前述の推

薦の主旨からして

もぜひとも一度は

原文で読んでほし

い。また本文中で

引用した、桜井邦

朋著「福沢諭吉の科學のススメ」祥伝社出版

(図４)には、原文と併記して現代語訳が記さ

れているので、二度目には比較しながら読む

のもよい。学生諸君は大いに科学的思考力の

涵養に励んで頂きたい。 

 

※図書館所蔵図書の請求記号と配架場所  

福沢諭吉の「科學のススメ」:  

420-Sa47 (地下フロアー)  

福澤諭吉著作集 第２巻 世界国尽/窮理図

解: 081.6-F85-2 (地下フロアー) 
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～～～～～～～～～教官著書の紹介～～～～～～～～～ 

『武器の歴史大図鑑』 

国 際 教 育 研 究 官  

安全保障・危機管理教育センター教授 

山口昇(日本語版監修) 

創元社（２０１２年） 

 

本書は、リチャード・ホームズ（Richard 

Holmes）編のWeapon: A Visual History of 

Arms and Armourを五百旗頭真前学校長と山

口が監修して日本語版にしたものである。原

著編者は准将で退役するまで英陸軍に在籍し、

その後、英国クランフィールド大学及び国防

学院で教鞭をとった軍事史研究者である。そ

のホームズが、王立武器博物館のスタッフと

ともに、博物館の展示をそのまま一書に収め

たのが本書である。日本語版が世に出るまで

に世界21カ国で翻訳され、総発行部数は35万

部にのぼる。石器時代の斧や弓矢から始まり、

ギリシャ・ローマ時代の重装歩兵の剣、槍、

鎧・兜から現代の銃やケプラー製のボディ・

アーマーにいたるまで、兵士個人が装備する

武器と防護のための甲冑などが懇切丁寧に解

説されており、いながらにして王立武器博物

館の宝物をめぐることができる。時代毎の社

会的な背景や技術の推移を追いながらなので、

おのずと戦争の歴史すなわち人類の歴史を俯

瞰することになる。 

 

日本語版監修にあたって、本書の時代区分

による近世（1500年～1775年）と革命の時代

（1775年～1900年）における銃の発展過程に

深い興味を抱いた。防衛大学校に入学した昭

和45年以降、自衛隊生活を通じて手にしてき

た銃とこれを使った戦い方のルーツが詳説さ

れていたからである。本書を引用する。「16

世紀から17世紀にかけて、ヨーロッパ内外で

火器が急速に普及した。火器という新しい技

術に対応して、軍事および政治戦略にも変化

が生じた。出自によってではなく、きびしく

軍事訓練を受けた人々がエリート階層を構成

するようになった。これは、国家の力が全般

的に向上したことと関連していた・・・（98

頁）」とある。現代の社会で広く「戦争」と

呼ばれる戦いの形が生まれたのはこの頃であ

った。日本では、1543年、種子島に漂着した

ポルトガル人の手を介して銃が伝わり、戦国

の世に急速に普及する。32年後の1575年、織

田信長は長篠の戦いで鉄砲を駆使した戦術で

勝利を手中にするが、本書は、この時の鉄砲

隊の運用を当時のヨーロッパに先んじた斬新

なものだったと評している。鉄砲の数におい

ても当時の日本は世界最大であった。 
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ところで、近世と革命の時代に火器の技術

は著しく発展する。「火縄」による発火方式

（マッチ・ロック）から、「燧石」（すいせ

き：火打石、フリント・ロック）式を経て「雷

管」式へ。銃口から発射薬と弾丸をこめる「先

込め」式の火縄銃から手元で弾丸を込める「元

込め」式へ。内部が滑らかな銃身から丸い弾

丸を発射する「マスケット」から、銃身内側

に螺旋を切ることによって弾丸を回転させ、

安定した弾道と長射程を得る「ライフル」銃

へ。さらには一発射撃するごとに弾丸を込め

る「単発」式の銃から「連発」式へと進化を

遂げる。なかでも発火方式が「火縄」式から

「燧石」式に発展した過程は、日本の歴史に

照らすと興味深い。結論からいえば、日本の

鉄砲は、江戸時代を通じて「火縄」式が使用

され、「燧石」式の時代をスキップしている。

天下統一後の泰平が250年にわたって続き、そ

もそも兵器が要らないという僥倖を得たので

ある。もっとも、幕末にいたってその間に進

化した欧米の軍事力を目の当たりにした幕府

や諸藩の兵力は、近代化を急ぐことになり、

銃は、一世代リープして「雷管」式さらには

「元込め」式のものへと急速に変わる。この

時代、日本では1868年の明治維新が節目とな

るが、少し前のアメリカでは1861年から1865

年まで、60万人に及ぶ犠牲者を出しつつ南北

戦争が戦われていた。戦争終結で大量の銃が

不要になり、幕末から明治初期の日本に渡っ

てくる。ちなみに南北戦争は、射程がそれま

での80m程度から300m以上に伸びたライフ

ル銃が本格的に使用された最初の戦争である。

それまで火縄銃しか知らなかった幕末諸藩や

明治新政府は、燧石式の銃を飛び越して、ミ

ニエ弾というライフル用の弾丸を使用するエ

ンフィールド銃（フランス軍のミニエ大尉が

考案した椎のみ型の弾丸を使用したため「ミ

ニエ」銃とよばれた）や、それを「元込め」

式に改良したスナイドル銃を多用することと

なる。NHKの大河ドラマ「八重の桜」が扱う

銃の世界である。 

 

英文原著書の編纂にあたっては、リチャー

ド・ホームズをはじめ、実際に武器を扱った

経験のあるスタッフが数多く携わっていたも

のと思われる。本書は、正確な構造図と丁寧

な解説でなんとも複雑な仕組みの武器がどう

作動するかという点を明らかにしてくれる。

日本語版を監修するにあたって、あたかも実

物を見ながら、また触りながら文章にしてい

くような錯覚を覚えたものである。火縄銃の

例をあげよう。「火縄」式では、銃身の手元

にある火皿に乗せた少量の火薬に火縄を触れ

させて点火し、銃身内部に通じる細い点火孔

を経て発射薬を爆発させ、弾丸を発射する。

おちついて考えてみれば火縄銃というのは厄

介なしろものである。雨が降れば火縄や火薬

が濡れて使えないし、晴れていても兵士は火

薬と火種をともに持ち歩くという危険な行為

を犯さなければならないからである。そもそ

も火薬に火気は厳禁、火を使わない発火方式、

「燧石」式は画期的であった。発射するまで

火皿を覆う火蓋にバネの力で火打石を衝突さ

せ、火蓋を跳ねあげると同時に火花を散らし

て点火する方式である。そのような工夫はロ

マンですらある。「元込め」式の銃を実用化

する上では、発射薬を燃焼させる薬室を自由

に開閉でき、かつ発射する際には完全に閉鎖

できることが大変重要である。これができな

ければ、高音のガスが射手の顔に吹き出すし、

閉鎖する部品の強度が不十分であれば、銃尾

の部品が吹き飛び射手の命を奪う。ボルト・

アクションなど多くの方式が試され、進化を

遂げた。連発式の銃や自動装填の銃、さらに

は機関銃を実用化するための試行錯誤も同様

である。本書は、そのような武器の進化を時
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代の変化、戦い方の様相の変化に織り交ぜて

解説してくれる。 

 

優れた歴史書は、その時代に生きた人物を

身近に感じさせ、時代を共有する醍醐味を与

えてくれる。本書は、武器というものの歴史

書である。それぞれの時代の武器を手にし、

甲冑を身につけた兵士と時代を共有すること

で歴史を身近なものとすることのできる優れ

た著作の日本語版である。どの時代でもよい。

手に取って兵士の気持ちを味わってもらいだ

い。 

※図書館所蔵図書の請求記号と配架場所  

559.02-H83(１階教官著書コーナー) 

Ia559.02-H83, Ib559.02-H734(原書) 

 (１階五百籏頭前学校長寄贈コーナー)

～～～～～～～～～教官推薦図書の紹介～～～～～～～～～ 

『おじいちゃん戦争のことを教えて 孫娘からの質問状』 

 

2000  致知出版社  中條高德著  

紹介 体育学教育室 和泉 憲昌 

 

 

戦争は、起こらない方が良いことは誰も

が認識していることなのに、それでも起こ

ってしまうのが現実です。歴史が戦争の繰

り返しだったことからも、戦争のない世の

中を作ることは、いかに難しいことなのか、

ということがわかります。だからといって

戦争を肯定するのではなく、なんとか抑止

することができないか、ということを考え

なければなりません。事実を学ばなければ、

何の対策も立てられません。防衛大学校の

防衛学は、そういったことを深く考えるこ

とのできるとても良い機会であり、本科学

生には積極的に学んでもらいたいと思いま

す。 

私も 20 年程前は防大生でしたので、防

衛学を学びました。１学年の時には、近代

日本戦争史という科目を履修しました。入

校するまで、戦争のことについて学んだり

深く考えたりすることがなかったため、ど

ちらかといえば戦争から目を背けたい気持

ちがありました。また、古いことよりも新

しいことを学びたいという気持ちもあり、

戦争を題材とした授業になじめなかった思

い出があります。そうしたときに、今回紹

介する『おじいちゃん戦争のことを教えて 

孫娘からの質問状』を読むことができてい

たら、近代の歴史や戦争への抵抗感がなく

なり、もっと積極的に授業を受けることが

できたのではないかと感じ、本科学生に紹

介したいと思いました。 

本書の著者は、アサヒビール名誉顧問の

中條高德氏です。アメリカの高校に通う著

者の孫娘が、学校の授業で、戦争体験者か
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ら話を聞くという課題を与えられ、戦争体

験者である著者に質問状として手紙を書い

たことがきっかけでできあがった本です。

孫娘の質問状に対して、著者が孫娘に語り

かけるように回答しています。著者のたど

ってきた人生について振り返る自伝的な本

であり、孫娘を含め、これからの日本を担

う若者へ向けた著者からのメッセージとし

ての意味合いを持つ本でもあります。また、

巻末には、著者からの回答を受け取った孫

娘からの手紙や教師からのメッセージも記

載され、著者からの回答をどのように授業

に活用したか、ということについても書か

れています。アメリカでの歴史教育は、教

師が生徒に対し、一方的に知識を与えるの

ではなく、生徒が自分で興味を持って調べ

たことについて、生徒同士が議論を重ねて

いくという、日本の学校で行われる歴史教

育とは、全く違った方法で行われているこ

とが具体的に理解できます。 

 著者は、軍人になることは、全く自然な

こととして陸軍士官学校に入学しましたが、

戦地へ行くことなく戦争が終了し、戦争で

亡くなった人たちに「生きていてすまない」

という気持ちを持ち続けています。それを

エネルギーに、昭和の高度成長時代を一企

業戦士として生きてきました。戦争に負け、

今まで当たり前と信じてきた考え方が、完

全に否定されるなど、パラダイムが大きく

変化する中、それらを受け入れられなかっ

た著者が、あることをきっかけに昭和とい

う時代をひたむきに生きていきます。そし

て、戦中・戦後の日本のたどってきた道を

振り返りながら、その中に著者の考えを挿

入しています。 

 「人間は、だれにも見られていないと、

とかく放縦になりがちなものだ。厳しく鍛

えられればなおさら、人目のないところで

は息を抜き、勝手気儘にしたくなる。だが、

人目がないところでこそ、人間の真価は問

われる。だれも見ていない便所の中のよう

なところでこそ、身を慎まなければならな

い。」ということを陸軍士官学校では、「慎

独」という徳目で徹底的に教えられたとい

います。「ばれなきゃいい」という風潮があ

る現代を生きる我々にとってはハッとさせ

られる言葉ではないでしょうか。 

 戦争については、それぞれの視点によっ

て様々な考え方ができますが、本書は、一

兵士の視点から書かれたものだという認識

は必要です。著者は、戦争体験者ではあり

ますが、戦地へ行くことがなかったため、

実際の戦場で兵士が経験した極限状態や、

戦場で目にする想像を遙かに超えるような

つらい事実については、いっさい述べられ

ていません。しかし、戦争の本質は何かと

いうことについては、著者の考えが述べら

れています。戦後、著者が得てきた知識を

元に、日清戦争から敗戦にいたるまでの経

緯や、日本の戦後復興など、時代の流れが

うまくとらえられており、とても読みやす

く構成されています。軍事について抵抗感

のある学生にも、抵抗なく読み進めていく

ことができます。著者は、「近現代史を学ぶ

ときは、その国の国益という視点に立って

事実を見ていくことを忘れてはならない。」

と述べるなど、歴史的事実を認識するため

の方策についても随所で語っています。防

衛学を学び始め、戦争の概要についての知

識を身につけていこうとする１学年には、

おすすめの本です。 

また、本書は、戦争のことだけではなく、

「日本人の心」という項目を設け、天皇と

日本人の関わりについて語る部分がありま

す。天皇について、私たちが日常生活を営

む中で意識をすることは滅多にありません
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が、日本の皇室が連綿として続き、現在に

至っていることなど、歴史的・文化的な経

緯からの説明がなされ、日本人には理解が

できても、外国人には理解が難しい理由が

述べられており、興味深い内容となってい

ます。 

著者は、全体を通して、「日本人の心」と

いう言葉を何度も用い、「公に身を捧げるこ

と」や「真の国際人」になることと関連づ

け、読者に日本人であることを意識し、そ

れを大事にしてほしいというメッセージを

語っています。一人でも多くの人が、「日本

人の心」を養い、身につけていくことが急

務であり、今後の日本はこの一点にかかっ

ているとも述べています。特別職国家公務

員であり、海外の士官候補生と肩を並べて

いかなければならない防大生にとって、と

ても参考になる考え方がつまっており、国

際人としてしっかりとした考えを持ち、そ

の考えに基づいた行動をしなければならな

いすべての防大生におすすめの本でもあり

ます。 

 図書館の蔵書は２冊となっています。そ

のうちの１冊は、著者直筆のサインが入っ

ています。著者の防大生に対する期待が込

められた１冊なのではないかと私は考えて

います。一読してみてはいかがでしょうか。 

 

※図書館所蔵図書の請求記号と配架場所  

210.7-N34(地下フロアー)  

 

図書館サービスを活用していますか？Pt.Ⅱ 

 
今回は、前回紹介いたしました図書館サービスの活用方法について説明いたします。 

 

資料検索 

必要な資料が防衛大学校に所蔵されてい

るかどうかをオンライン目録検索(OPAC)で

検索をします。 

・図書館１階、情報検索コーナーの PC 検

索 

 

 

 

・校内専用ポータルサイト PANDAの「図書

情報」（図書館ホームページ）からの検索 

総合情報図書館ホームページの「防大蔵

書検索」をクリックし、検索をしてくださ

い。 
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予約 

 
ステータスが「貸出中」の場合は「予約」ボタンをクリックして下さい。返却後、メールで貸

出可能の連絡が届きます。 

 

利用状況の照会（自分の図書館利用状況把握） 

図書館のホームページの左上の

「利用状況」の文字をクリックして

ください。 

＊ユーザーIDとパスワードを入

力する画面が出てきます。ポータル

サイトPANDAを利用する時のIDとパ

スワードを入力してください。 

 

図書購入希望 

図書館のホームページ、

Requestsの「購入申込」をクリッ

クしてください。 

＊ユーザーID とパスワードを

入力してください。 

 図書館には「購入図書申込用紙」

が用意されています。 

 

論文検索 

図書館のホームページ、Search

の「ジャーナルオンラインデータ

ベース」をクリックしてください。 
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「初めての方はこちら」

の文字をクリックしてくだ

さい。学外蔵書検索・ジャ

ーナルオンラインデータベ

ースの説明があります。自

分が探そうとしている資料

に合ったデータベースを利

用してください。 

 

新聞記事検索 

図書館１階、情報検索コーナーの CD-ROM検索用の PCで検索

 

紙媒体では、読売新聞・朝日新聞・毎日新聞の縮刷版が閲覧できます。（地下１階） 

 

図書館間相互協力（ILL）の利用 

利用したい資料が校内にない場

合（論文の複写・図書の借用） 

図書館のホームページの

Requestsの「ILL申込」をク

リックしてください。＊ユー

ザーIDとパスワードを入力

してください。 
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申込のフォーマットに資料情報を入力してください。  

 

紹介状の発行： 

資料を所蔵する他大学図書館等を直接訪ねて利用する場合に利用紹介状を発行します。 

神奈川県内大学図書館共通閲覧証の発行： 

「神奈川県内大学図書館共通閲覧証」を利用することで、 神奈川県内大学図書館相互協力

協議会に加盟している大学図書館を利用することができます。  

図書館のホームページの Requestsの「学外図書館利用」をクリックしてください。 

申請書に記入し、レフ

ァレンスカウンターでお

申し込みをしてください。

レファレンスカウンター

にも申請書は用意してあ

ります。 

 

図書館ホーページの

「文献・情報検索基礎編」

もご覧になってください。 

 

図書館からのお知らせ 

① 図書館ホームページのリニューアル 

 図書館ホームページが新しくなりま

した。より見やすく、使いやすくなり

ましたので、ご活用ください。 
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② 本屋大賞コーナー 

 「本屋大賞」コーナーを図書館入って左側の新

着コーナー最前列右端に新設しました。  

 「本屋大賞」は書店員有志で組織する本屋大賞

実行委員会により運営され、全国の書店員の投票

により決められる賞です。  

 このコーナーでは２００４年から今年までの

「本屋大賞」受賞作品とノミネートされた作品の

うち数点を集め、52冊を揃えました。 

 

③ 展示コーナー 

 

 

 

 展示コーナーでは「幕末の兵制改革」と題して、

幕末に多数行われた外国軍事書の翻訳の一端を展

示しています。日本の軍事的近代化の黎明期にお

ける先人の苦労のあとをご覧ください。 

 

 

編集後記 

今号では、井上副校長、山口国際教育研究

官、和泉教官から御寄稿を賜りました。誠に

ありがとうございました。各記事で紹介され

た図書は図書館に所蔵されています。紹介記事

の末尾に請求記号が記載されていますので、

これを機会に是非ご一読をお薦めします。 

 

      編集委員長 澤田眞治 
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