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「ある読書体験」エドワード・N・ルトワック博士『戦略論』を読んで 

             前副校長(企画・管理担当)  石塚 泰久                         

 
皆さんは、最近どんな本を読んでいるでしょ

うか？また、どんな読み方をしているでしょう

か？学生である皆さんは、授業等で教科書をは

じめとする様々な本に日々格闘していることと

思います。一方私は、近年まとまった形の読書

とはご無沙汰で、気の向くままに、おもしろそ

うな本、話題になっている本等を読むこととな

り、勢い雑誌や文庫本等わかりやすい本、読み

やすい本を選んでいる自分に気づいた次第です。

そんな中、最近変わった読書体験をしたので、

皆さんに紹介してみようと思います。 

 

その本は、エドワード・N・ルトワック博士

の『戦略論』です。その本との出会いは、特に

変わったものではありませんでした。 
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防衛大学校に着任してまもなく、この本を翻訳

した図書館長の武田先生が来られて、『戦略論』

を示し、欧米では有名な本ですので、一度読ん

でみてくださいといって当該書籍を置いていか

れました。難しそうな本だなと思いましたが、

武田先生の勧めもあり読み始めましたが、これ

が難解を通り越してわざと読みにくくしている

のかと思われるほど文章が難しい。本の帯には

元防衛大学校学長の西原先生が「当代最高の戦

略思想家」と書いてあって、軍事戦略論の世界

的名著とされている。米国にも留学したことも

あり当時そうした書籍を読んだはずだがこの本

については、記憶がない。難しいのは、その内

容がパラドックスを使って説明されているため

で、一通り読んでも読み返さないと何を言って

いたか理解できない。例を挙げると、「汝平和

を欲するなら、戦いに備えよ」というローマ人

の格言を紹介し、平和を欲するなら平和に備え

よではなく、戦争に備えよということで戦争と

平和についてのパラドックスとして紹介されて

います。 

あまりにも難しいので、自分一人での勉強を

あきらめ、武田先生にこの本を勉強する勉強会

はないですかと聞いたところ、ちょうどルトワ

ック博士本人を囲む勉強会が催されるので出て

みないかといわれました。外務省主催で、外務

省、国家安全保障局、防衛省の課長クラスを対

象にした研修を行うということでした。募集期

限は過ぎ、また課長クラスというには年を取り

過ぎていましたが、外務省に参加の希望を伝え

たところ、なぜか受け入れてもらえ、10 月の 3

連休をルトワック博士の研修を受けることとな

りました。4 グループに分けられて私のグルー

プは 8 名ほどで外務省４、国家安全保障局３、

防衛省はなぜか私一人ということでした。丸の

内の新丸ビルにあるキャノングローバル戦略研

究所で、最近テレビでもよく出演される宮家邦

彦研究主幹をチューターとして朝 9 時から夕方

5 時まで少人数のゼミのような形で『戦略論』

を勉強することとなりました。著者本人から話

を聞くのだから、貴重な経験だと思いましたが、

実際に研修が始まると大変なことがわかりまし

た。まず、ルトワック博士が『戦略論』のいく

つかの論点について事例を挙げつつ課題を説明

し、その上で、出席者にコメントを求めるとい

うスタイルで研修が行われました。ルトワック

博士は、いわゆる学究ではなく、英軍で特殊作

戦の教官もされたというように軍事に関し幅広

い経験をお持ちで、軍事技術から、外交戦略に

いたるまで、経験に基づいて次々と事例を紹介

し課題を出してきて意見を求められました。例

えば、「あなたは戦場にいて部隊をＡ地点から

Ｂ地点まで移動するよう求められている。ルー

トは広くて近い道と狭くて遠回りになる道があ

る。どちらのルートがベストと思うか？」。広

くて近い道と思うでしょうが、博士によれば、

狭くて遠回りになる道がベストということでし

た。理由は、戦場には常に敵がいて、あなたの

動きを予想して待ち伏せ等の妨害を行うことが

予想されるからということでした。また、こん

な課題もありました。「太平洋戦争の真珠湾攻

撃について、あなたは攻撃前夜の国家安全保障

会議に出席しているとするとどのように対処す

るか？」。博士によれば、真珠湾攻撃は戦術的

には大成功だったが、戦略的にはその後の米国

の本格的な対日戦参戦を招くなど失敗だったと

して、真珠湾攻撃を失敗に導くよう主張すべき

だということでした。このように、すべてが常

識の裏をいくような話で、そうかなと思いなが

らも、具体的な事例を含めた博士の説得力ある

説明にただ聞き入るばかりでした。 

研修を終わっても、何かすっきりしない気持

ちでいると再び武田先生から、今度防衛大学校

で『戦略論』の勉強会を行うので参加しません

かという話がきました。教官や研究科学生等が

参加者で、中にはルトワック博士を専門に勉強

している人もいるとのことでした。ルトワック

博士の研修を受けても何か判然としなかった私

は、これ幸いとこの勉強会に参加することとし

ました。12 月から 2 月まで続いた勉強会で冒頭

は私自身の研修も発表させてもらいました。こ

の勉強会では、ルトワック博士についてクラウ
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ゼビッツの『戦争論』との関係や各種の戦略論

との位置づけや、その読み方について丁寧な説

明があり、これまで腑に落ちなかったことにつ

いてもかなり理解できるようになった気がしま

した。しかし結局、「戦略論」全体については、

個別の軍事技術から外交戦略まで幅広い概念を

含むものであり、定まった解釈があるというよ

りは、その人その人なりに理解をしていくべき

ものではないかと考えるようになりました。 

結果として、ルトワック博士の『戦略論』を

契機として、博士本人の研修の受講や、学生時

代のゼミのような勉強会を経験することとなり

ました。一冊の本との出会いとしてはかなり変

わったものとなりましたが、単なる「読書体験」

にとどまらず、武田先生、ルトワック博士、防

衛大学校関係者など戦略論を取り巻く様々な

人々との出会い、その協力を得て学んだことも

多かったと思います。本を読むということの意

味を改めて考えさせられた「読書体験」といえ

ると思います。乱読の私にとっては、多くの人

の助けを得ながらではあったが一冊の本をしっ

かり読むということで、大変ではあったけれど

も貴重な経験になりました。皆さんが今後読書

をされる際の参考になればと思います。 

 

 

 

 ※請求記号と配架場所 

393-L97 1F シラバスコーナー 

    

 

 

 

 

～～～～～～～～～教官著書の紹介～～～～～～～～～ 

 

翻訳の楽しみ 

―『第一次世界大戦の歴史』『沈黙の山嶺』『海戦の歴史』『国々はなぜ戦うのか』― 

 

国際関係学科  教授  等松 春夫 

  

 
はじめに―翻訳の意義― 

ここ２年ほど英語で書かれた著作の翻訳と翻

訳の監修に携わってきた。学者は自分の研究に

基づいて著作や論文を執筆するが、それと並ん

で海外の優れた研究書や専門書の翻訳を行うこ

ともある。その第一の意義は、海外の優れた研

究成果を研究者のみならず知的水準と意識の高

い、より広汎な日本の一般読者に提供すること

である。最近では英語の原書が読める人も少な

くはないが、当然ながら母語ではない言語で書

かれた文章を読むには苦労が伴う。また多忙な

実務家には、辞書や事典を引きながら何時間も

かけて原書を読む余裕がない。良質の翻訳書は

このような読者の要求に応えることができる。

第二の、そして翻訳者にとっての最大の意義は

優れた著作を一文一語レベルまで精読すること

を通して、新たな知識を獲得し、著者の思想に

接することができることである。ただし、最高

級の書き手は手とり足とり常に何でも親切に教

えてくれるわけではない。優秀な学者や鋭い感

性を持つ作家が著した書物を理解するには、読

む側、訳す側に相当な予備知識と相応の覚悟が

求められる。この小文ではこの 2 年間に筆者が

手がけてきた翻訳書を紹介したい。 
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１．Ｈ．Ｐ．ウィルモット『第一世界大戦の歴

史 大図鑑』五百旗頭真・等松春夫監修／山崎

正浩訳（創元社 2014 年 9 月刊。写真①） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 昨年 2014 年は第１次世界大戦の勃発から

100 年であった。20 世紀の世界の方向を決定し

たといっても過言ではないこの大事件に対する

関心は欧米では非常に高い。しかしながら、一

部の専門家や歴史好きの読書人を除き日本では

第 1 次世界大戦への関心は低調であった。開戦

当初から参加していたにもかかわらず、日本が

この戦争では脇役に終始していたことがその最

大の理由であろう。そのため、日本では第 1 次

世界大戦に関する専門家による学術論文の執筆

や、この戦争を背景にした文学作品（代表的な

ものはレマルク『西部戦線異状なし』やヘミン

グウェイ『武器よさらば』）やノンフィクション

（下記 2 で扱う『沈黙の山嶺』もその一例）の

翻訳は行われてきたが、戦争そのものを真正面

から総合的に扱った本は驚くほど少ない。その

欠落を埋めるのが本書である。現時点において

最も信頼のおけるデータと最新の研究成果に基

づき、豊富な地図、統計、写真、イラストが使

用され、一冊で第１次世界大戦の概容を把握で

きる、まさに「大図鑑」である。 

 1945 年生まれのＨ．Ｐ．ウィルモットは英国

の軍事・政治史研究の大家で、20 冊以上の専門

書を著している。長年サンドハーストの英国陸

軍士官学校の教官を務め、米国や北欧の大学や

軍学校にも度々招聘されて講義を行っている。

また英国籍ではあるが、米陸軍の参謀大学を修

了し、英国陸軍特殊部隊ＳＡＳにおける軍務経

験も持つ。国際学会で来日した際には海上自衛

隊幹部学校で「21 世紀の海軍」について講演も

行った。 

 このようにウィルモットは机上の学問ではな

く、現場の感覚をも持って軍事を語ることので

きる貴重な存在である。その研究対象は広範で、

18 世紀から現在に至る軍事史のほぼ全領域に

及び、得意とする欧米の軍事史のみならず、日

本を含むアジアの軍事史でも優れた成果を残し

ている。一例を挙げれば『レイテの戦い―最後

のフリート・アクション』（未訳）は、内外を問

わずおそらくレイテ沖海戦に関するもっとも包

括的な研究であろう。また、『偉大な十字軍―第

２次世界大戦の歴史』（未訳）は 1989 年の初版

以来、第２次世界大戦のバランスのとれた通史

として高く評価され、何度も版を重ねている。 

しかしウィルモットは近年まで日本では無名

に近かった。彼に限らず、海外で高い評価を得

ていながら日本ではほとんど無名に近い学者や

作家は少なくない。商業的に成功するか、出版

される国で受けるテーマか、といった書物自体

の価値とは別の論理が翻訳には付きまとうので

ある。本書の刊行がきっかけとなり、ウィルモ

ットの大著・名著が日本の読者に優れた翻訳で

提供されるようになることを願ってやまない。 

※請求記号と配架場所 209.74-W74 地階 

 

２．ウェイド・デイヴィス『沈黙の山嶺』秋元

由紀訳（白水社 2015 年 5 月刊。写真②） 

 

 

 

 

 

 

 

 

本書は 1921 年から 24 年にかけて 3 回、標高

8850 メートルの世界最高峰ヒマラヤのエヴェ

レスト（チョモランマ）に挑戦した英国登山隊

の苦闘を描いたノンフィクションで、権威ある

サミュエル・ジョンソン賞を受賞している。筆 
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者は本書の軍事用語の翻訳監修を担当した。 

登山になぜ軍事か？1920 年代前半とは第１

次世界大戦の直後である。英国のみに限っても

300 万の死傷者を出し、膨大な戦費のため国庫

は破綻寸前に追い込まれた。何よりも最盛期に

は地球上の 4 分の 1 を支配した「日の没するこ

となき」大英帝国の屋台骨が揺るぎ始めたので

ある。そして、未踏のエヴェレストに挑戦した、

ジョージ・マロリー率いる英国登山隊 26 名中

の 20 名が第 1 次世界大戦の経験者であった。 

上下 2 巻にわたる浩瀚な本書の内容を要約す

れば、戦争で傷つき、ぼろぼろになった個人と

国家が大自然の猛威に挑戦することによって自

らを回復していく物語である。峻険な地形、猛

吹雪、豪雪との戦いの描写の中に、数年前の第

１次世界大戦の苛烈な戦場体験がフラッシュバ

ックのように挿入される。そして、マロリーは

3 回目の頂上への挑戦で遭難する。本書の軍事

用語の監修では上記『第１次世界大戦の歴史大

図鑑』における経験が非常に役立った。 

また、翻訳監修を機会に以前読んだロバー

ト・グレーヴズ『さらば古きものよ』（上下）工

藤政司訳（岩波書店、1999 年）を読み直してみ

た。ケンブリッジ大学で教鞭をとったことがあ

るマロリーの教え子であったグレーヴズは著名

な作家・詩人で、第１次世界大戦に際して西部

戦線で重傷を負う。大戦を挟んで古い世界が激

変していくさまを綴った回想録である。まさに

『沈黙の山嶺』は古きものに別れを告げ、新し

きものに挑戦した人々の物語でもある。 

             （近日配架予定） 

３．Ｒ．Ｇ．グラント『海戦の歴史 大図鑑』

五百旗頭真・等松春夫監修／山崎正浩訳（創元  

社 2015 年 7 月刊）（写真③） 

 

 

 

 

 

 

 『海戦の歴史大図鑑』は「海における戦い―

3000 年の海軍の戦争―」という英語の原題が示

すように、古代ギリシアのサラミスの海戦から

1991 年の湾岸戦争まで有史以来人類が行って

きた「海の戦い」の通史である。ただし、扱う

対象は「海の戦い」や「海軍の戦い」にとどま

らず、地理上は河川や湖沼、そして組織として

は近代以前の「水軍」や「海賊」による戦いに

までに及ぶ。これまで我が国の出版界には海の

戦いの包括的な通史が存在しなかった。その欠

落を埋めたのが本書であり、海軍・海事の専門

家のみならず、海が関わる歴史に関心を持つ

人々すべてが活用できる内容である。 

              （近日配架予定） 

 

４．ジョン・ストウシンガー『なぜ国々は戦う

のか』等松春夫監訳／防衛大学校比較戦争史研

究会訳（国書刊行会 2015 年 10 月刊行予定）

（原書の第 11 版 写真④） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人の出会いと同じく、本との出会いにも運命

的なものがある。1990 年代初め、英国の大学院

で学んでいた筆者は古書店の棚に John 

Stoessinger, Why Nations Go to War (第 4 版)

をみつけた。第二次世界大戦中の米海軍の航空

母艦の甲板で出撃前のパイロットが愛機の翼の

上にたたずんでいる写真が表紙であった。第１

章「第一次世界大戦」、第 2 章「独ソ戦」、第 3

章「朝鮮戦争」、第 4 章「ベトナム戦争」…と

時系列にそって 20世紀の主な戦争が扱われる。

「なぜ戦うのか」というタイトルが示すように、

本書は人類が性懲りもなく戦争を繰り返してき

た原因の探求である。 

5 
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2009 年秋に防衛大学校に着任した筆者が、総

合安全保障研究科の「戦争史」の教材として改

めて本書を購入したところ、なんと第 11 版に

もなっていた。冷戦の終結後に起こった湾岸戦

争、バルカン半島の内戦、ルワンダの虐殺、21

世紀に入ってからのアフガン戦争、イラク戦争、

ダルフール紛争、そして 911 事件以後の対テロ

戦争を分析した新たな章が加わって、序章と 10

章とエピローグで 462 頁、筆者が持っていた第

4 版に較べ分量が 2 倍近くに増えていた。 

著者のジョン・ストウシンガーはサンディエ

ゴ大学の名誉教授。優れた研究書を 10 冊以上

著した。1927 年ウィーンに生まれたユダヤ人の

少年は、ナチスのホロコーストで危うく殺され

るところを杉原千畝領事の発行したヴィザでヨ

ーロッパからの脱出に成功する。そして、シベ

リア横断鉄道の車中で若い外交官、真鍋良一博

士と出会ったことが、その後の少年の運命を変

える。日本軍占領下の上海で戦争を生き延びた

ストウシンガーは、戦後米国に渡ってハーバー

ド大学で博士号を取得し、国際政治学者として

大成した。 

 このような経験を経た著者の戦争原因への答

えは、一言で言えば「決定的な場所に居た大き

な影響力を持つ人々がいかなる判断をくだすか

が、戦争と平和を決める」に尽きる。同盟シス

テム、経済構造、イデオロギー、大衆世論など

の理論的観点から戦争の原因を追究する人々か

ら見れば、ストウシンガーの主張は単純に過ぎ

るかもしれない。しかし、「理論的」研究を極め

た博覧強記の碩学が語る戦争原因の分析には強

い説得力がある。古今東西の名著を縦横無尽に

引用し、古典から最新研究の成果までをもさり

げなく下敷きにしながら叙述するスタイルの、

本書の翻訳は困難を極めた。聖書やギリシア・

ローマの古典に始まり、シェイクスピアやゲー

テからマックス＝ウェーバーやフロイトに至る

まで、この一冊を訳すために筆者はいったいど

れほどの数の本をひもといたことであろうか。 

 翻訳作業を終えてみて得たものは、この２年

間、波瀾万丈の人生を歩んできた大学者の講義

をほぼ毎日受けてきた、との思いである。なお、

ストウシンガーは 1995 年、53 年ぶりに恩人の

真鍋博士と東京で劇的な再会を果たした。その

感動的な模様は本書の「エピローグ」に記され

ている。 

 ストウシンガーもウィルモット同様、日本に

はほとんど紹介されてこなかった。しかし 30

年以上にわたり 11 回も版を重ねてきた英語の

書物の国際的な影響力は絶大である。遅ればせ

ながらも本書が日本におけるストウシンガー受

容の始まりになってほしいと筆者は感じている。 

 

                (近日購入予定 ) 

～～～～～～～～～図書館蔵書紹介～～～～～～～～～ 

 

日野西家旧蔵本『百練抄』と平田俊春 
   

 人間文化学科 講師 中丸 貴史 

   昨年 1 月、集密書庫で偶然『百練抄』―

―鎌倉後期成立の歴史書で、編者未詳。幕府

側の『吾妻鏡』に対する朝廷側から書かれた

歴史書として重要である――の写本を「発見」

した（写真①）。我々が普段接している書物は

洋装本であり、縦に配架する。対してこの『百

練抄』写本は、和装本（和本）――日本古来

の装訂様式――である。和本は縦にではなく、 
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表紙を上にして積み上げるかたちで配架する。

ほんのちょっと虫食いもあって――和本の紙

は天然素材であるがゆえに虫にとってもおい

しいらしい。一方で虫や湿気にさえ気をつけ

れば、1000 年もつというのが和本の特徴であ

る――、なんでこれがここにあるのだろうと、

背伸びして手を伸ばしたのが、この写本との

出会いだった。洋装本に囲まれた本写本は、

書架にあって独特の存在感を発揮していたの

である。 

＊  ＊  ＊ 

 手にとってみる。全 14 冊。刷毛
は け

染
ぞめ

――刷

毛で柿渋などの染料を溶かしたものを塗って

染めたもの。柿渋は防虫効果もある――の表

紙に直書きで「百練抄」とあり、それぞれ第

四から第十七まで巻数が記されている。『百練

抄』の現存本は全十七巻のうち冒頭の三巻が

欠けており、冷泉天皇から後深草天皇に至る。

今回見つけた写本は、

現存諸本と同様であ

ることがわかる。 

ページをめくって

みる。目録に続いて

本文がある。蔵書印

があるとすればこの

あたりなのだが…と

思いながらめくると、

本文冒頭の右上にし

っかりとあった。蔵

書印はその本の素性や来歴を知るのに役に立

つ。ここには「日野西家蔵書」とある（写真

②）。「野」の字は異体字「𡌛」、「西」は小篆
しょうてん

で彫られているために一見わかりにくいが、

これを解読するのも愉しい。日野西家は藤原

氏北家の流れで、日野家の庶流である。寛永

年間（1624～44）に広橋総光の三男総盛が日

野西と称したのに始まる。儒学を家職とし文

筆をもって朝廷に仕え、有職故実に通じた家

として知られている。歴史書たる『百練抄』

は日野西家の蔵書としてふさわしい。ちなみ

に京都大学附属図書館谷村文庫の『日本後紀』

（古代の正史のひとつ）写本も日野西家旧蔵

本である。インターネット上に公開されてい

るので是非確認してみてほしい。同じ蔵書印

が捺されている。 

 つづいて確認するのは奥書
おくがき

である。奥書と

は写本の巻末に、書物の内容や成立に関わる

ことや書写した人間がその年月や元とした本

（親本
おやほん

という）について記したものを言う。

書物の伝来や位置づけを知るうえで重要な情

報が書かれている。本写本全 14 冊にもすべ

て奥書があり、たとえば、第五には、 

 

嘉元二年三月一日以大理〈定房卿〉本書写校

合畢／金沢文庫 

（嘉元二年三月一日、大理〈定房卿〉の本を

以
もつ

て書写・

校合
けうがふ

し 畢
をは

ん

ぬ） 

 

とある（写真

③、囲った部

分が奥書であ

る）。 

「嘉元二年」

というのは鎌

倉時代後期、

西暦 1304 年
写真③ 第五奥書 

写真② 蔵書印 
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であり、「大理」は検非違使別当の唐名、この

時は吉田定房（1274～1338）であった。その

定房所蔵の本を書写し、校合――他の本と本

文を比べて異なる点を調べること――し終わ

ったというのである。「金沢文庫」とあるのは、

ここに金沢文庫の蔵書印があったことを示す

のであろう――京急線の駅名の金沢文庫はこ

こからくる。今は県立機関として存在するが、

鎌倉中期に北条実時によって設立されて以降、

和漢の貴重な書物を収蔵し、日本文化におい

て極めて重要な意味をもつ――。 

また、第十には、 

 

嘉元二年四月二十二以権右中弁定房朝臣本書

写校合畢／貞顕 

（嘉元二年四月二十二日、権右中弁定房朝臣

の本を以て書写・校合し畢んぬ） 

 

とある。これも日付のほかは先の奥書とほぼ

同じであるが、最後の「貞顕」は、さきの「金

沢文庫」を設立した実時の孫で、のちに執権

となる金沢貞顕（1278～1333）である。貞顕

は、この奥書にある嘉元 2 年、六波羅探題と

して京都にいたので、吉田定房から『百練抄』

を借りることは何ら問題がない。 

 となると、本写本は、鎌倉時代の写本では

ないか！と結論付けたくなるが、早合点して

はいけない。『国史大辞典』にもあるように、

現存する『百練抄』の「諸本は、吉田定房と

万里小路宣房とが所持していた写本を、嘉元

二年（一三〇四）、金沢貞顕が借用し書写校合

した金沢文庫本が、諸本の祖本になっている」

のである――ちなみに、残念ながらこの祖本

は現存しない――。つまり、この奥書は、元

とした写本の奥書を写したものであって、こ

の本独自の奥書ではない。こういう奥書を

「本奥書
もとおくがき

」という。「本奥書」と区別して書写

に際しての奥書を「書写奥書」という。 

 それでは、本写本の書写奥書はないのであ

ろうか。ひとまず嘉元 2 年以後の記述がない

か、よく探してみる。すると第八の奥書に嘉

元 2年の奥書に続いて、「寛永第九六初九 一

校了 見合了」とあることに気づく（写真④）。

寛永 9 年は西暦 1632 年である。江戸時代前

期であるから、これこそがこの写本の書写奥

書か！と期待は高まったが、第四の奥書に朱

で「安永九年三月七日書写一校了」ともあっ

た（写真⑤）。安永 9年は西暦 1780年である。

先の寛永 9年よりもさらに 150年ほど後の時

代である。これはどういうことか。 

調べていくうちに清水谷
し み ず だ に

家旧蔵本（現国文

学研究資料館蔵）にも本写本第八と同じ奥書

があることが分かった――清水谷家も藤原北

家の流れをくむ公家である――。しかし、清

水谷家旧蔵本には安永 9 年の奥書はないので、

この第四の朱で書かれた奥書こそが「書写奥

書」と言えそうである。 

 ここに至って私が集密書庫で偶然に「発見」

した『百練抄』写本は、日野西家旧蔵で、ど

うやら安永 9 年＝1780 年に書写されたもの

らしいことがわかった。ただ、『百練抄』の写

本は、祖本を忠実に模写した神宮文庫所蔵の

旧豊宮崎
とよみやざき

文庫本のほか、国会図書館、静嘉堂

写真⑤ 第四奥書 写真④ 第八奥書 
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文庫、東京大学、京都大学などにもあり、本

写本は数多くの写本の一つに過ぎない。しか

しながら、写本であるということはこれがこ

の世に一つしかないことを示すものであり、

なによりも、250 年あまり生きたこの写本と

の対話を通して、この写本しかもちえない個

性と、この写本に至るまでの繰り返された書

写の過程に思いをいたさずにはいられないの

である。同時にこれは過去の人々が書物とど

のように向き合ってきたかということの証で

もある。 

＊  ＊  ＊ 

 ここで最後の疑問がわいてくる。それでは、

なぜこの写本が防大にあるのかということで

ある。それも、有馬文庫や陸軍士官学校文庫

のなかの一冊として貴重書庫にあったのでは

なく、誰でも入れ、貸し出しができる集密書

庫にあったのか――現在は貴重書庫に移動し

た――。実のところ、私には本写本と出会っ

てからすぐに一人の名前が浮かんでいた。平

田俊春（1911～1994）である。たぶんもう防

大にはほとんど知る人はいないと思われるが、

1955年から1977年まで防大教授であった歴

史学者である。東京帝大卒業後、助手などを

経て旧制佐賀高等学校教授となるが、戦後は

公職追放の憂き目にあい、松下電器産業、大

阪鉄道管理局勤務を経て、1955 年に防大教授

に就任している。退官後、名誉教授。平田に

は多くの著作があるが、私自身は『私撰国史

の批判的研究』（国書刊行会、1982 年）に特

にお世話になった。だから、私が 2012 年に

防大に着任したとき、「あの平田俊春の防大に

職を得たのだ」と感慨深いものがあった。さ

て、「私撰国史」とは官撰ではない国史のこと

で、『百練抄』もそのひとつである。本写本は

平田が研究費で購入したものだろう。そして、

退官後、研究室より戻され、そのまま集密書

庫に収められていたのではないか。

ただし、これは推測なので、念のためもう一

度本写本をみてみると、扉
とびら

――本文の前に書

名などを記したページ――の裏に防大図書館

の印が貼られており「昭和 38 年度」とある

（写真⑥） 

―防大の蔵書印も重要な書誌情報である―。 

 

 

 

 

 

 

この時期は平田はすでに防大教授であったか

ら、これでほぼ、平田が購入したものである

ことは確実となった。『百練抄』の写本は他に

もあるわけであるが、本写本は『百練抄』の

研究史に大きな足跡を残した故平田俊春名誉

教授が購入したものという点でも、防大にあ

るべき書物ということになる。 

 なお、平田の著作である『日本古典の成立

の研究』（日本書院、1959 年）は博士学位論

文でもあり、防大図書館は 3 冊所蔵している

が、たまたま借り出した一冊が、1970 年に寄

贈された初代学校長の槙智雄の蔵書である槇

文庫の一冊であった。 

書物をめぐる旅はこれからも続く。 

 

 

※請求記号と配架場所 

210.08-H99-1-17  貴重書庫 

 

 

 

 

写真⑥ 第八の扉の裏の防大図書館印 
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～～～～～～～～～教官推薦図書紹介～～～～～～～～～ 

日本の米 —環境と文化はかく作られた— 

                   富山和子著 中公新書 

                       応用化学科  教授 横森 慶信 

 

 

 

 

 

学生にぜひとも読んで欲しい本はたくさん

あります。例えば、マルタン・デュ・ガールの

『チボー家の人々』とか、五木寛之の『青春の

門』などがお薦めですが、ここでは、あまり知

られていませんが、ぜひ読んで欲しい富山和子

先生の本を紹介したいと思います。表題は「日

本の米」ですが、これは日本人の成り立ちや日

本とは何かということまで語っているような

気がして、内容は深いと思います。 

 第1章「稲は命の根なり」では、米の優れた

栄養価のバランスが語られています。世界の食

料のうちで最も大切な3大穀物、米、小麦、ト

ウモロコシのうちで米は、群を抜いて栄養価が

高い。小麦やトウモロコシは必須アミノ酸のバ

ランスが良くなく、肉や乳製品を共に食べない

と人は生きていけません。このため、小麦を主

食とする地域は家畜を飼い、そのために広い面

積を必要とします。これに対して、米は必須ア

ミノ酸のバランスが良いため、家畜は必ずしも

必要とせず、狭い面積で多くの人口が養えます。

亜熱帯モンスーン地域である日本は、米の生育

に最も適した地域であること、米は美味しいし、

増加率が高いので余剰が生まれ、余剰が生まれ

るとそこに高い文明が生まれました。すべての

文明は余剰から生まれてきます。日本の人口は、

縄文後期（紀元前1000年）で16万人、西暦800

年で700万人で、中国とインドを除いてすでに

世界一でした。水田は畑とまったく違い、米を

作るためには水の管理が必要です。それも水を

平らに蓄えなければならないために、2次元の

面の管理が必要となります、つまり稲作は水の

技術と共に大陸から来ました。 

 第2章「米の文化、古墳」では、古墳の技術

は、稲作のために水源を探し、ため池を作り、

土地を平らにして、畦を作らなければならない

水理事業と同じと語っています。稲作のために

日本は3000年来、土木事業を行ってきました。

それは、土地を平らにするだけでなく、一つの

水田の排水口が次の水田の取水口になるネッ

トワークをつくる必要があります。そのために

は、長い共同作業が必要で、そこで多くの日本

人の没個性性、集団行動性が作られました。世

界で最も大きい前方後円古墳が国土の狭い日

本にあるのは、古墳とため池造成技術とが同じ

ためで、日本には20万以上の古墳群があります。

周囲に濠を巡らして水をたたえた巨大古墳に

は、水に関わるよほど高度な技術が必要とされ

ています。 

 第3章「列島改造の仕上げ、条里制」では、

大和政権が行った施策で、条里制と言われ、1

辺を1町（109m）の碁盤の目状の区画に分け、

道路も水路もため池もそれに合わせて整備さ

れた地域開発計画について説明しています。条

里制は、西は鹿児島県から、東は秋田県まで遺

構が見つかっています。秩父の山深い盆地にあ

る比較的広い太田千畳敷とよばれる水田群が

あり、これが条理水田であることが最近わかっ

てきました。 

 第4章「第二の列島改造」では、室町末期に

始まった治水と新田開発の事業が説明されて

います。昔、関東平野は、利根川、荒川、渡瀬

川が不毛の低湿地をつくっていましたが、江戸

時代に60年をかけて、利根川を現在の銚子に注
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ぐように直して穀倉地となりました。この時に、

荒川を西に寄せ、江戸川を開削しました。日本

の大河は、ほとんどが、このように農業用水、

米の搬出、交通利便のために大がかりな改修工

事がされておりまして、これによって日本の水

管理技術は磨かれました。 

 日本列島の耕地面積は、平安、鎌倉、室町時

代を通じて大体、86万町歩でしたが、江戸中期

には300万町歩と3.5倍まで増加しています。こ

れに伴い、米の生産高も3倍に達しており、人

口の増加も、16世紀までの1000万人から江戸

中期の3000万人まで増加しています。豪華絢

爛な江戸文化も、米の余剰生産の結果であり、

米が育てた水の事業の所産でした。日本の用水

開削の多くが、実は主役は農民、町人、あるい

は名もない浪人たちで、天才的技術を駆使して、

村民を動かし、藩を動かし、のべ何十万人もの

大事業を企画、立案し、指揮しました。 

 筑後川の大石堰の建設のために5人の庄屋が

誓詞、血判し、藩に引水計画を申し出ました。

藩は、請願を聞き入れ、藩の事業として実施し

ます。ついては、資材を藩が提供し、川筋の木

竹の伐採、家屋の立ち退きに異議を申し立てて

はならない。ただし、万一、水が通らず事業が

不成功に終わった時は、5人の庄屋を長野水道

所にて、はりつけにする。そのための柱、5本

を長野村の入り口に立てたといいます。水を引

くということは、なんと凄絶なことなのでしょ

う。私たちは、川の水も地下水も自然物と思い

がちですが、この堰が語るように紛れもなく、

農民たちの労働とかれらの出費した費用の結

果です。いいかえれば川の水も地下水も、人件

費の注ぎ込まれた、実に高価な生産物なのでし

た。 

 第5章「和算」で、安積疎水が語られていま

す。これは、猪苗代湖から水を引いて安積平野

を潤す長大な用水ですが、この用水の開発には

和算を会得した多くの測量家が関係し明治13

年に完成しています。 

 二度にわたる国土改造の大事業は、つまると

ころ地形急峻、山ひだ深い日本列島の、その凸

凹を徐々に徐々に埋め、少しずつ裾野を広げて、

国土をより広く、よりゆるやかにさせてきた事

業でした。しかもそれは、米を作るという大目

的のために、もう一つの大事業を遂行しました。

緑の山を守り育てることでした。世界有数の森

林国家日本の森とは、実は米によって育てられ

ています。 

 第6章「木を植える文化」では、日本の森の

話です。日本では、山の緑を払ってそこを穀倉

地帯にしたのではありません。日本人が穀倉地

帯にしたのは大河川の氾濫原であり、そこは海

だか陸だか川だかわからないような葦野が原

であり、その土地を洪水から守るためにも山へ

行って木を植え、水を作るためにもまた、山へ

行って木を植えました。高度に発達した文明国

のなかで日本は、木を植えることで文化を育て

てきた唯一の国でした。高い人口を有しながら

も、なお国土の7割を森林に保ち得たのは、ひ

とえに稲作なればこその土地の生産力であり、

その豊かな水と土壌を約束してくれたのが、国

土の7割の森林でした。 

 終章「風景を読む」では、石垣水田や筑後平

野の葦沼や大宮台地の浮き田など農民が作っ

た多くの水田の例が述べられるています。同時

に、今の時代は、米作りを基盤にして築き上げ

た土地と人のネットワークが、稲作を放棄する

ことにより音を立てて崩壊しています。 

 以上が、この本の内容です。今日の日本の繁

栄を築いたのは、戦後すぐから団塊の世代が頑

張って工業先進国になったからという論調の

話は多いですが、その陰でまったく忘れられて

いることがあります。それは、主食を自国の米

でまかなえたことです。これは、我々よりはる

か昔、名もない人たちが、米の増産のためにこ

の大地を改良し、守り続けたことが大きいと思

います。我々の今日の繁栄は、この大地のため

に血と汗を流した多くの先人の努力の上にあ

ることを忘れてはならないと思います。 

 米の値段は市場経済に任せるべきとの大号

令のもとに、安ければ良いという態度が、日

本の山間僻地の農業を崩壊に追い込み、農山
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村の崩壊を招いている本当の原因であること

を知らない人は多いと思います。食料は足り

なくなれば輸入すれば良いと考える人々は、

21 世紀に必ず来る「飢餓の時代」に、いった

いどこから主食の穀物を輸入できるというの

でしょうか。3000 年近く、日本人が守り続け

てきた米栽培を中心に据えた国土の保全は、

農家の崩壊と共に各地で起きる崖崩れや土石

流となり、危機に瀕しています。米栽培をな

いがしろにしてきた現在のシステムは、我々

が守り続けなければならない大地を崩壊に導

き、再生を不可能にしているのかもしれませ

ん。 

 若い人たちは、この本を読みながら、日本

とはなにか、日本人とはなにかを考えて欲し

いと思います。 

 

（近日配架予定） 

 

～～～～～～～～～教官推薦図書紹介～～～～～～～～～ 

高みを求めるとき---岸田劉生『美の本体』 

                   情報工学科  准教授 片岡 靖詞 

 

 

 

 

 

 

 

自室とは違う場所で勉強する方が集中でき

るという経験は誰にでもあるだろう。図書

館？ 喫茶店？ 私の学生時代のその場所は、

東京国立博物館だった。当時（昭和晩期）、常

設展示の学生料金は、たった 140 円だった記

憶がある。ちょっと暗かったが、数学系専門

書や論文を持ち込み、読んでは気晴らしに作

品を見て歩き、また別の場所で読み耽る。少

し眠ることもある。他にも似たような人は…

誰もいなかったが、私にとって東博は、思い

出や憩いの場所ではなく、（その頃は未定であ

ったが）現在のように研究・教育職として生

きていく意識を固める原点であった。 

 何百点もの国宝・重文などに囲まれた贅沢

な空間に浸っているうちに、そのような作品

が醸す独特な雰囲気に酔った。学芸員的な知

識は何も持ち合わせていなかったが、美術品

は眼で見るものではなく、作品から溢れ出る

気のシャワーを全身で浴びるものだと独自の

鑑賞哲学を持っていた。この滾々と尽きるこ

とのない気、なんという無限感であろう。い

ま在る。千年後にも…やはり在る。千年前は

…それでも在る。東博で読んだ数学の定理も、

千年後に別の主張に変わってしまうことはな

い。千年前にも、その定理は在った。ただ誰

も知らなかっただけである。この気はそれく

らい時空を超えた確かな無限感を厳と持つ。 

そのような思いに耽っていた頃に出会った

本が、岸田劉生著『美の本体』（講談社学術文

庫）である。劉生と言われてピンとこない人

でも「麗子」と言われると「あぁ」と思うだ

ろう。その著書の中で劉生が繰り返し用いて

いる「内なる美」という表現が琴線に触れた。

そのとき、国宝・重文の放つ圧力、未完の不

気味ささえ漂う奥深い無限感、その感覚こそ

が劉生の言う「内なる美」なのかと思った。

さらに劉生は、美を好みや主観的なものとせ

ず、感覚的ではあるが客観的で厳然として在

るものとして持論を唱導する。 

39 歳の若さで夭折した劉生。言葉・表現に

は棘もあり、円熟したものとは言い難い。し
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かし、明治期の画壇において、誰も劉生には

反論できなかった、させなかった。青年劉生

はそれぐらいに孤高とした位置にいた。そし

て若い故の勢いもある。時に傲慢とも思える

が、画を描く動機として次のように述べる。

「画家がいくら仕事したって、この世は善く

ならないかもしれない。しかし画家がひとつ

の仕事をでもすれば、この世はそれだけ美し

くなる。『この世が美しくなったって善くなら

なければ仕様がない』というものがあれば、

その人の言う善というものの貧しきを憫れむ。

この世が美しくなれば、この世はそれだけ善

くなるのだ。… 中略 … 美術家はかくてこの

世を美しくすることによって、この世を善く

する。」 

確かに自己満足の趣もあり、現実には机上

の空論かもしれない。しかし、なんという意

識の高さか。自分の生業に、これだけの覚悟

と誇りを持って臨んでいる者が果たしている

か。「この世を善くする」ことに使命感を持つ

べき防衛大の学生・教職員。私もその一員と

して改めてこの言葉に対して自問する。私が

授業をして、研究をして、世の中はそれだけ

善くなるのか…いや、厳しい。だが、その覚

悟…理想でもいい…その覚悟を持つとき、何

か別の世界への扉が開けそうな気がするので

ある。 

 『美の本体』は、いわゆる評論家的美術論

を展開した書というよりも、画家・岸田劉生

の美に対する意識、美術家としての覚悟を綴

った書というものであろう。もちろん、画家

である劉生は、絵画を引き合いの中心に据え

てはいるが、ひとりの読者としては、絵画に

限定した話として読む必要はない。音楽・芸

能、はたまた学問・武道…その道を趁い、高

みを求めようとする者すべてに通じる馥郁た

る世界を論じている書として読むことができ

るだろう。たとえば、ある分野に精通した者

同士であれば、評価が割れることもない、何

らかの共通した美意識というべきものが生ま

れる。それは、完成しているか否かでもなく、

欠陥があるか否かでもなく、何らかの基準が

あるでもない。言うなれば、「内なる美」の共

有であり、その人達の進んでいる道の先にあ

るものであろう。 

しかしながら、この意識下にある美は、そ

れを目的として得られるものではない。この

美は静謐な内から滾々と「放射される」もの

であり、その動機は、美の追求というよりも、

信仰・崇拝・帰依・執着・没頭、はたまた愛

情などであろう。だが、結果としてそこに美

が宿ってくる。「美しい花がある。花の美しさ

などというものはない。（小林秀雄・当麻）」

我々はえてして花の美しさを求めようとして

しまうが、そこからは「内なる美」へは到達

しない。 

 『美の本体』を読むと、当時の文壇にあり

がちな、切羽詰まったような人生観を呈して

いる展開もある。また、一歩間違えば嫌味に

なりそうな、ギリギリの主張も多い。そして

「美」という抽象的な概念を扱い、しかもそ

の「本体」に切り込もうとする。現代ではこ

のようなテーマに取り組むだけで、何を言お

うと独善的というレッテルを貼られる恐れさ

えある。だが、防大生には敢えてこの書を薦

めたい。必ずや「ウムッ」と唸らされる珠玉

の言葉、自分の価値観を確立する言葉をきっ

と見出せるであろう。そして美に対する意識

は、どのような分野であっても、もしその道

で高みを求めたいのであれば、一度は真剣に

考えなければならないテーマだと信じる。そ

してひとつずつ、目の先の節目を越え、また

越え、そのときにまたその高みに応じた、次

の高い「内なる美」が絶えず聳えていること

だろう。 

晩年、鎌倉の鵠沼に居を構えた劉生。地理

的にも防衛大とは近く、学内のどこかに「男

の顔」という小さなデッサン画もある（はず）。

一度、防衛大所蔵の美術作品（坂本繁二郎の

作品もあるはず）を一堂に集めるような会を

開いてみるのもいかがなものだろうか？     

※請求記号と配架場所 080-Se22-12 地階   
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  ～～～～～～～～～企画コーナー～～～～～～～～～ 

トマス・カーライルを求めて  ―リテラシー教育の神髄― 

                        戦略教育室  教授 坂口 大作 

 

今から 30 数年前、私は本校において国際

関係論専攻の学生として卒業論文のテーマに

トマス・カーライル（ Thomas Carlyle 

1795-1881 年）を選んだ。カーライルは、ス 

コットランド出身の歴史家及び思想家であり、

エジンバラ大学の学長も務めたヴィクトリア

王朝期を代表する言論人である。カーライル

の著作は宗教的かつ超然的であり、英文読解

も至極難解だが、『衣服哲学（ Sartor 

Resartus）』や『英雄崇拝論（On Heroes, 

Hero-Worship, and The Heroic in History）』

は、戦前の旧制高等学校や大学でしばしば、

英文学や哲学の教材として使われたと聞いて

いる。蛮カラな反面、就活にあくせくするこ

となく知的空間に満たされていた当時の学生

に、カーライルの思想は手堅いながらも知的

好奇心を奮い立たせたに違いない。何よりも

「チェルシーの聖人」と呼ばれたカーライル

自身が大学を中途退学し、博士号の取得さえ

も自ら断った型にとらわれない総合的な知的

自由人であった。 

革命的な社会改革を訴え、国外への移民を

奨励し、ジャマイカにおける黒人労働者のサ

ボタージュを非難したカーライルは、帝国主

義、ファシズムの先駆者と評価されたことも

あった。それは彼が勤労を重んじる厳格なカ

ルヴィニスト（Calvinist）であったとともに、

国家と社会の秩序を重んじていたからであっ

た。カーライルは、産業革命による享楽主義、

功利主義とそれらを原因とする社会秩序の衰 

退を批判し、深い信仰と人間性に基づいた秩

序の回帰を願った。これは言わば白熱教室で

話題になったマイケル・サンデル（Michael 

Sandel ） が 唱 え る 共 同 体 主 義

（communitarianism）に類似したものであ

ろう。 

このような現象は、産業革命期の英国だけ

ではなく、どのような新興国にもありがちな

ことで、日本にも例外なく拝金主義がはびこ

り、人間性が軽視された時代があった。夏目

漱石、新渡戸稲造、内村鑑三、矢内原忠雄等、

明治から昭和初期を代表する多くの教養人が

カーライルを信奉したのもそのためであろう。

時代の要請からか、戦前は流行の真っただ中

にあったカーライルだが、戦後はその人気も

すっかり影をひそめてしまって、彼の著作を

手に入れるのでさえ労を要するようになった。 

私とカーライルの出会いは、大学受験に向

けた浪人時代に小さな予備校において英語の

教鞭をとられていた森先生との出会いに始ま

る。森先生については、フルネームも知らぬ

ほどその素性を掌握していなかった。ただ、

東京教育大学（現筑波大）の前身である東京

高等師範学校の御出身で、鹿児島ラ・サール

高校で長年、英語の教員をされていたことだ

けは知っていた。恰幅のよい体型には似つか

ない小さなベレー帽をちょこんとかぶり、少

しだけおねぇ調の言葉と仕草で授業をされる

何ともユーモラスな先生であった。授業は森

先生のおだやかなお人柄やあふれ出る教養の

芳香に包まれていた。その森先生がある日の

授業で、「カーライルなる人が『衣服哲学』と

いう本の中で、世の中の森羅万象すべてを神

の衣装に例えて、現実の諸現象のすべては全

能な精霊の仮の姿に過ぎない」と述べたこと

を話された。当時、私が森先生のお話をどれ

だけ理解できていたのかわからないが、この

日の脱線話以来、カーライルについてなぜか

-522- 
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無性に知りたくなった。板書されたラテン語

の Sartor Resartus を英語と思い込み、幾冊

もの英和辞書で調べてみたが出ているはずが

なかった。問題はカーライルの書籍を早く手

に入れることであった。現在のようにインタ

ーネットもなかったので、頼みの綱は図書館

か古本屋しかなかったが、なかなか見つけら

れずに時は過ぎてしまった。 

その後、防大に入校してからもカーライル

のことは頭の片隅に残り、東京に外出するた

びに古本屋を覘いてはカーライルの書籍を探

索していた。3 年時の晩秋であったであろう

か、帰校時間を気にしながら夕暮れの神保町

の古本屋で赤茶けた『過去と現在』の英語版

（Past and Present）を見つけた時の喜びは

今も忘れることができない。そのときの感動

からか、どうしても卒業論文のテーマはカー

ライルを取り上げ、探求してみたいと思うよ

うになった。カーライルは一般的には人文学

の分野で取り扱われていたので国際政治には

馴染まないテーマであった。そこで政治思想

史を御専門とする渡辺一先生に御相談したと

ころ、二つ返事で指導教官を引き受けていた

だけることになった。今から思うとかなり無

謀な申し出であったのに、渡辺先生は私を「カ

ーライル君」と呼び、親身になって御指導し

て下さった。なるべく文学論や宗教論を避け、

「チャーチスト運動」やジョン・スチュアー

ト・ミル（John Stuart Mill）との論争をト

ピックとして取り上げ、政治学の研究となる

ように心がけた。卒業研究の過程で、防大の

図書館にも初代学校長である槇智雄先生が、

オックスフォード大学留学時代に講読された

と思われるカーライルの書籍が数冊、寄贈さ

れていることがわかり、それらを卒論に反映

することで何とも言えない優越感に浸ること

ができた。 

卒論は言うに及ばず満足な出来ではなかっ

たが、自分で心底知りたいと思うテーマに巡

り合い、希少な文献を探しまわり手に入れ、

そしてそれを丹念に読み込み文章としてまと

め、先生と議論した卒業研究の 1 年間は、防

大の日常生活を超越して知的空間に満ち溢れ

ていた。その後、全く異なる分野を専門とす

るようになり、論文作成の都度、文献や資料

を求めて国内外の図書館や公文書館を利用し、

書店めぐりをしてきた。膨大な資料の山から

目当ての文献に辿り着くのは骨が折れる。し

かしながら、それを苦と思わないのも、かつ

てのカーライル探しが基礎となっているから

であろう。 

今春から、防大において「教養教育センタ

ー」が設立され、その中に「リテラシー教育

部門」が発足した。なぜか私は部門長をして

いる。リテラシー教育がどういうものなのか、

専門的に勉強したこともない。リテラシー教

育は、学生に情報収集能力の素養を習得させ、

質の高い論文・レポートの作成能力を向上さ

せることを目的としている。基礎ゼミ、防衛

学特論、卒業論文、各種レポートの作成時に

おける蔵書検索やデータベースの利用方法、

論文の書き方等の向上施策を考え教育し、い

わば学生のお手伝いをする役目を負っている。

さっそく図書館にそれらの一環として「学習

相談コーナー」を新設した。また、基礎ゼミ

では今秋から各クラスの代表者による発表会

を 1年生全員が参加をして実施することにし

た。 

そのような施策もさることながら、大事な

ことは、学生自らが新鮮な目で素朴な疑問を

見つけ、それに応えるための手段と可能性を

探り、必要なデータを使って成果をまとめて

いく一連の研究手法を身につけることである

と思っている。その過程で効率よく文献や資

料を見つけられるに越したことはない。ただ、

効率性の追求がすべて良いわけではない。た

とえ時間を要しても途中で行き詰まっても、

暗中模索している間に思いがけない発見や出

会いがあるものだ。教養とはそのような非効

率的な活動によって得られるものではなかろ

うか。 

防大を卒業して月日が経つと、要領だけで
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事を済ますようになり、関心事項も思考過程

も皆が同じで画一的になりやすい。それでは

組織が脆くなってしまう。レポートや論文作

成を通じて豊かな感性と独創性、そして飽く

なき探求心を培うことが大切だと思う。それ

は一連の研究活動に限ったことではなく、人

間の全ての行為において目標を達成するため

に通じることだ。仕事のポストでも、師でも、

配偶者でも求めたものが引き寄せられるよう

に出現する。そこには決して偶然だけが作用

しているのではない。「求めよ、さらば与えら

れん。探せよ、さらば見つからん。 叩けよ、

さらば開かれん。」（『新約聖書』：マタイによ

る福音書第 7 章 7 節）、それこそがリテラシ

ー教育の神髄だと思っている。 

カーライルに話を戻せば、先般、某大学の

教員が「最近、学生は就活に忙しくて雑談を

しなくなった。以前は授業より雑談から学ぶ

ことが多かったのに」と嘆いていた。その点、

森先生の脱線話は、私に絶えることのないさ

さやかな知的好奇心を育んだ源となっている。

それは、現役での大学受験を失敗した私が、

小さな挫折の代償として得た比類なき宝物で

あった。防大卒業後、残念なことにカーライ

ルとは無縁の時間を過ごしていたが、3 年前、

書店において岩波文庫が『衣服哲学』を復刊

しているのを偶然見つけた。新品の書籍を手

に取ると、カーライルが呼び戻され、再び食

指が動かされた。今でも私のカーライル探し

は続いている。そして、私の授業から脱線話

が途絶えることはない。 

 

 

 

編集後記 

今号では、石塚前副校長、等松教官、中丸

教官、横森教官、片岡教官、坂口教官から御

寄稿を賜りました。心より御礼申し上げます。

それぞれの方々に、個人的な経験と思いをそ

れぞれの著作に込めて紹介して頂きました。 

膨大な書籍が氾濫している今、それぞれの

領域で活躍されている先輩方の勧めは、私た

ちの読書生活にとってかけがえのない羅針盤

になるかもしれません。あの方がこんな経緯

で、またこんな思いで書籍に向かい合ってい

たのかということを思い起こしながら本を読

むことも読書に一つの醍醐味をきっと与える

でしょう。 

今号で紹介された書籍は、総合情報図書館

に所蔵されています。所蔵図書の請求記号と

配架場所は、各記事の末尾に記載されていま

す。      編集委員長 山中 倫太郎 

 

NADAL Bulletin Vol.30，No.1 

防衛大学校図書館だより 2015.9.30 

 

 

 

 

発行及び発行人 

〒239-8686  

神奈川県横須賀市走水 1-10-20 

防衛大学校総合情報図書館 Tel.046-841-3810 

        館長 武 田 康 裕 

 

編集委員 

山中 倫太郎 (公共政策学科) 

伊達 新吾    (応用化学科) 

福田 恵美子   (情報工学科) 

 

編集庶務 

大堀 亘 (総合情報図書館事務室) 

櫻井 貴夫 (総合情報図書館事務室) 

 

連絡先 

〒239-8686  

神奈川県横須賀市走水 1-10-20 

 防衛大学校 総合情報図書館事務室 

  「図書館だより」事務局  

  Tel.046-841-3810  FAX.046-843-3818 

 

-524- 

16 


