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創刊号　第1巻第1号（通巻第1号）　昭和50年11月
発刊の辞 兵術同好会会長　國嶋　清矩 2
波涛の発刊にあたって 鮫島　博一 3
NATOの軍事情勢と我が国の防衛の考え方 西郷　従吾 4
インドシナ後の東南アジア情勢　−試練に直面する東南アジア− 山崎　太喜男 20
シーマンシップからみた統率 伊藤　治義 38
トルコ見たまま 奥津　栄光 44
海自漫談 板谷　隆一 57
浦賀雑感 林　利房 61
双眼鏡 一天四海 67
図書案内 事務局 68

〈随想〉小泉信三先生を憶う 北村　錦二 69
〈随想〉勤務に思う 長崎　嘉徳 71
〈随想〉戦後30年ある感懐 松本　一郎 73
〈随想〉8月の雑感 添田　直克 75
〈随想〉防衛における技術の柔軟性について 竹田　靜思 77
関東大震災における海軍の活動（上） 後藤　新八郎 79
50kt海軍 編集委員会 98
昭和50年度幹部学校指揮幕僚課程学生等選抜素養試験
　−用兵的事項及び一般素養−答案審査所見について

素養試験委員 105

会員のページ　−沖縄支部だより− 山口　素夫 113
ミニ兵法 43,60,

97,112
事務局だより 事務局 117
編集後記

第1巻第2号（通巻第2号）　昭和51年1月
海洋開発と資源防衛 山口　開治 1
バングラデシュの政変とその背景
　−激動するインド亜大陸の情勢−

山崎　太喜男 15

ベネフィット号の救難を顧みて　−指揮官の判断について− 田尻　正司 32
ソ連見たまま 藤川　常夫 45
米国海軍大学留学記 岡田　憲 52
海自漫談 内田　一臣 57
双眼鏡 一天四海 61
図書案内 事務局 62

〈随想〉私の平和観 小林　真禅 64
〈随想〉海洋国家の防衛論議に思う 平田　清勝 66
〈随想〉アメリカの大学院生活 山本　五郎 68
〈随想〉常識も疑う 杉山　靖樹 70
関東大震災における海軍の活動（下） 後藤　新八郎 72
米国の1976年度国防予算 大西　道永 91
昭和50年度幹部学校指揮幕僚課程学生等選抜素養試験
　−対策及び論文−答案審査所見について

素養試験委員 95

昭和51年度幹部学校指揮幕僚課程学生等選抜素養試験
　受験心得について

幹部学校教育部 105
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会員のページ　−大湊支部だより　大湊支部だより
（基地紹介「稚内」）

船水　弘行 109

ミニ兵法 31,44,
51,115

事務局だより 事務局 114
編集後記

第1巻第3号（通巻第3号）　昭和51年3月
国際情勢正解への基礎 法眼　晋作 1
問題解決法 朝比奈　峰男 8
時事問題解説 Y 24
一老兵のメモアール（その1） 中山　定義 36
海自漫談　初心忘るべからず 石隈　辰彦 47
双眼鏡 一天四海 51
図書案内 事務局 52
英国見たまま 大橋　敬三 54

〈随想〉「忘れられた海軍大将・山梨勝之進」を読んで 中山　定義 68
〈随想〉The Admiral's English 上坂　康 69
〈随想〉先輩の薫陶 緒方　稔一 74
〈随想〉電子計算機と人間の役割 豊倉　三好 77
連合艦隊の移り変わり（上） 末国　正雄 79
1974年度ブラッセイ年鑑 大西　道永 93
会員のページ　−小月支部だより− 三宅　歳行 99
ミニ兵法 7,23,46,

67,98,105
事務局だより 事務局 104
編集後記

第2巻第1号（通巻第4号）　昭和51年5月
二つの制海権論　−その源流と米ソの海軍戦略− 久住　忠男 1
日本海軍の「兵術思想のドグマ」に挑戦した人たち 高橋　敏 18
米海軍における補給支援機構の変遷について 三浦　純雄 40
アンゴラ紛争とその影響　−脅かされる緊張緩和− 山崎　太喜男 51
一老兵のメモアール（その2） 中山　定義 65
海自漫談　前動続行について 高橋　敏 71
双眼鏡 一天四海 78
ビルマ見たまま 寄村　武敏 79
図書案内 事務局 93

〈随想〉大湊へのいざない 佐藤　博秋 94
〈随想〉海洋国家への妄想 大沢　邦雄 96
〈随想〉つららの水割り 浜田　脩 99
連合艦隊の移り変わり（下） 末国　正雄 101
シーパワーの静かな変質 大西　道永 114
会員のページ　−館山支部だより− 重野　正夫 119
昭和51年度海上自衛隊幹部学校指揮幕僚課程及び海上自衛隊
各術科学校等幹部専攻科各過程の学生選抜素養試験問題

幹部学校教育部 125
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ミニ兵法 39,50,64,
70,118,130

事務局だより 事務局 124
編集後記

第2巻第2号（通巻第5号）　昭和51年7月
国際政治と海上兵力 桃井　真 1
第4次中東戦争におけるミサイル海戦の一観察 鳥井　順 17
司馬遼太郎氏の歴史小説を読んで
　−石田三成の作成指導について−

高橋　敏 35

時事問題解説 Y 60
一老兵のメモアール（その3） 中山　定義 70
海自漫談　「鍛錬」あれこれ 堀之内　芳郎 79
双眼鏡 一天四海 89
図書案内 事務局 90
西ドイツ見たまま 五十嵐　晃 91

〈随想〉我は海の子 酒井　英元 100
〈随想〉「海洋国家への妄想」を読んで 石塚　栄 101
〈随想〉人間性尊重のための職務設計 原田　勝国 102
留米雑感 古沢　忠彦 105
会員のページ　−上対馬支部だより− 山根　登 117
昭和51年度指揮幕僚課程学生等選抜素養試験
　−英文和訳−について

素養試験委員 123

ミニ兵法 16,59,78,
88,116,122

事務局だより 事務局 128
編集後記

第2巻第3号（通巻第6号）　昭和51年9月
戦略研究ノート 苅部　勤 1
ネルソンとその統率術（上）　−マーダー教授の講話− 上坂　康 22
旧海軍士官の持ち味 鹿島　洋一郎 28
図書案内 事務局 37
東南アジア情勢と海上交通　−米ソ海洋戦略との関連− 山崎　太喜男 38
一老兵のメモアール（その4） 中山　定義 55
海自漫談 岡光　吉彦 63
双眼鏡 一天四海 68
フランス見たまま 藪中　隆三 69
父の思い出 山梨　進一 86

〈随想〉歴史書を読んで 鈴木　公男 92
〈随想〉ミサイル士雑念 太田　文雄 94
〈随想〉日米交換行事に参加して 加藤　耕司 96
軍艦旗の由来について 鈴木　重信 100
会員のページ　新潟支部だより 小黒　庄吉 107
昭和51年度指揮幕僚課程学生等選抜素養試験
　−用兵的事項及び一般素養−について

素養試験委員 112

ミニ百科事典 54,91
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ミニ兵法 67,85,
99,106

図書案内 37
事務局だより 事務局 120
編集後記

第2巻第4号（通巻第7号）　昭和51年11月
自衛隊員は現代の防人たりうるか 高森　直史 1
ミサイルについての一考察 村田　駿 12
ネルソンとその統率術（下）　−マーダー教授の講話− 上坂　康 28
米海軍大学院に学んで(Administrative Science課程) 杉本　光 35
時事問題解説 Y 50
海自漫談　見果てぬ夢 紺屋　喜代信 63
双眼鏡 寿海子 70
インド見たまま 中嶋　辰則 71
運動生理の面から見た身体活動の必要性 熊野　英夫 83

〈随想〉川中島古戦場を訪ねて 川島　一郎 88
〈随想〉無題 高宮　良国 89
海上戦に及ぼすミサイルの影響 大西　道永 94
米LAMPS艦乗艦記 細川　宣晃 99
会員のページ　舞鶴支部だより（4術校） 鈴木　良章 105
昭和51年度指揮幕僚課程学生等選抜素養試験
　−対策及び論文−について

素養試験委員 113

からむ・コラム 27,62,87
ミニ兵法 69
ミニ情報 93
事務局だより 事務局 123
編集後記

第2巻第5号（通巻第8号）　昭和52年1月
国民性及び国家間の連係度解明に関するアプローチ法
　−主として安全保障の見地からする一考察−

平間　洋一 1

戦術における力と運用
　（第一次世界大戦における英独海戦）（上）

菊地　宏 17

アナポリスから帰って 国分　敬之 29
対立深まるASEANとインドシナ　−タイ・クーデターの背景− 山崎　太喜男 36
両舷直の繰り言 外辺　恭 49
海自漫談 上田　耕作 61
双眼鏡 寿海子 64
韓国見たまま 久松　公郎 65
服従心の本源 丘村　文星 76
父の思い出 秋山　中 79

〈随想〉無題（その2） 高宮　良国 84
〈随想〉夢 斉藤　隆 88
官界への期待をこめて 橋口　収 90
戦史研究の目的 竹下　高見 96
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昭和52年度指揮幕僚課程学生等選抜素養試験
　−受験心得−について

素養試験委員 109

会員のページ　大湊 森口　幸久 113
事務局だより 事務局 118
ミニさまざま 48,60,75,

83,108,112
編集後記

第2巻第6号（通巻第9号）　昭和52年3月
防衛問題と日本のマスコミ 村上　薫 1
戦術における力と運用
　（第一次世界大戦における英独海戦）（下）

菊池　宏 13

ユーモアとゆとり 阿川　弘之 27
双眼鏡 寿海子 44
誌上講義−海軍戦略漫談(1)　日米の古典を尋ねて 北村　謙一 45
時事問題解説 Y 55
指揮権の行使と継承の順位に関する考察 羽生　勇作 68
海自漫談 薬師神　利晴 79
戦史におもう 中山　定義 85
昭和51年度北・南米遠洋航海 左近允　尚敏 88
機械、舵宜しい 高橋　敏 100
日本の滅亡はいかにして救われたか 鈴木　一 111

〈随想〉救難飛行隊勤務雑感 川原　邦昭 117
〈随想〉校正余話 田上　実 119
〈随想〉心にいつもほほえみを 久米　雅子 121
事務局だより 事務局 124
会員のページ　厚木支部だより（硫黄島） 兼永　節男 125
ミニさまざま 78,84,

99,110
編集後記

第3巻第1号（通巻第10号）　昭和52年5月
海洋法の現状と問題点 曽村　保信 1
中国における“二つの軍事路線の闘争”と華国鋒政権 平松　茂雄 12
航海手当免税作戦 岡光　吉彦 26
双眼鏡 寿海子 32
誌上講義−海軍戦略漫談(2)　日米の古典を尋ねて 北村　謙一 33
緊迫するアフリカ情勢　−米ソのインド洋戦略との関連− 山崎　太喜男 45
図書案内 58
海自漫談　海軍時代の失敗談 上村　嵐 59
ヨーロッパにおける武器システム設計の合理性 庄野　凱夫 69
父の思い出 草鹿　直太郎 82
インドネシア見たまま 清水　濶 87
私の体育観 岩上　馨ー 99

〈随想〉ある音楽隊員のたわごと 土岐　勇 103
〈随想〉海曹候補生の分隊長を経験して 石井　桂市 108
会員のページ　徳島支部だより 鈴木　英士 111
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昭和52年度海上自衛隊幹部学校指揮幕僚課程及び海上自衛隊
各術科学校等幹部専攻科各課程の学生選抜素養試験問題

教育部 121

事務局だより 事務局 126
ミニさまざま 25,31,

81,102
編集後記

第3巻第2号（通巻第11号）　昭和52年7月
カーター政権のアジア政策　−背景と問題点− 小林　克己 1
戦史にみる上陸作戦とその裏方（1） 末国　正雄 13
需統隊創設当時の思い出 石踊　義雄 23
誌上講義−海軍戦略漫談(3）　日米の古典を尋ねて 北村　謙一 27
時事問題解説 Y 45
海自漫談　頂門の一針 星野　清三郎 59
双眼鏡 寿海子 64
一老兵のメモアール（原爆とのかかわり）（その5） 中山　定義 65
父の思い出 草鹿　履一郎 73
1975−76 ブラッセイ年鑑 大西　道永 79
スウェーデン・フランス研修記（1）−ウラル越しの日本観− 平間　洋一 99

〈随想〉一般海曹候補学生の教育実施について 森屋　治三 111
〈随想〉地図は世界を変えるか 高橋　弘道 113
〈随想〉小姑旅行体験記 将田　一江 115
オランダ海軍ミサイル・フリゲート｢TROMP｣の指揮スペースについて 左近允　尚敏 117
昭和52年度指揮幕僚課程学生等選抜素養試験
　−英文和訳−について

素養試験委員 122

会員のページ　呉支部だより（呉補給所貯油所） 中野　素行 127
事務局だより 事務局 134
ミニさまざま 26,58,72,

78,98,121
編集後記

第3巻第3号（通巻第12号）　昭和52年9月
ソ連の軍事思想（1960年代後半〜70年代） 宮内　邦子 1
戦史にみる上陸作戦とその裏方（2） 末国　正雄 10
図書案内 22
わが国防衛産業の現状と問題点 金垣　茂 23
誌上講義−海軍戦略漫談(4）　日米の古典を尋ねて 北村　謙一 43
転機を迎える中東和平　−変転する米ソの中東戦略− 山崎　太喜男 55
惜しかった海戦 筑土　龍男 65
父　岡田啓介 岡田　貞寛 79
双眼鏡 海防人 90
スウェーデン・フランス研修記(2）−ウラル越しの日本観− 平間　洋一 91

〈随想〉城山にて 秋山　信雄 102
〈随想〉古ぼけたソーナーチャート 服部　英彦 104
昭和53年度指揮幕僚課程学生等選抜素養試験
　−用兵的事項及び一般素養−について

素養試験委員 106

会員のページ　奄美支部だより 中間　陸郎 113
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ミニさまざま 9,78
編集後記

第3巻第4号（通巻第13号）　昭和52年11月
馬場少佐の通商交通保護論文（上） 篠原　宏 1
戦史にみる上陸作戦とその裏方（3） 末国　正雄 13
航空手当支給率引上作戦 岡光　吉彦 21
ベトナム戦争の機雷戦 ジェイムス E アワー 28
誌上講義−海軍戦略漫談（5）　日米の古典を尋ねて 北村　謙一 43
時事問題 山崎　太喜男 59
教育参考館とともに（その1） 岡村　清三 69
双眼鏡 海防人 74

「朝鮮の役」を考える−日韓両国史跡ルポ−（上） 高森　直史 75
図書紹介 石塚　栄 86
フィリピン研修記−南からの日本観− 平間　洋一 87

〈随想〉海洋200海里時代を迎えて 鈴木　公男 97
〈随想〉WAVE幹候奮戦記 佐々木　順子 98
〈随想〉無題（その3） 高宮　良國 101
〈随想〉言論の自由 石塚　栄 105
会員のページ　父島支部だより 菊地　伊助 107
昭和52年度指揮幕僚課程学生等選抜素養試験
　−対策及び論文−について

素養試験委員 115

事務局だより 事務局
ミニさまざま 27

第3巻第5号（通巻第14号）　昭和53年1月
年頭の辞 寺部　甲子男 1
戦術における力と運用（逆転）（上） 菊池　宏 2
馬場少佐の通商交通保護論文（下） 篠原　宏 15
日ソ不可侵条約とソ連の参戦 日向　昭三 27
誌上講義−海軍戦略漫談(6）　日米の古典を尋ねて 北村　謙一 35
双眼鏡 海防人 50
ASEAN・インドシナの平和共存　−東南アジア情勢の動向− 山崎　太喜男 51
教育参考館とともに（その2） 岡村　清三 61
一老兵のメモアール（その6） 中山　定義 69
ささやかな体験 上坂　康 75

「朝鮮の役」を考える−日韓両国史跡ルポ−（下） 高森　直史 86
〈随想〉馬場少佐の研究論文を読んで 北村　謙一 97
〈随想〉真剣味−演習偶感− 丘村　文星 99
〈随想〉南極行動をふりかえって 蔵本　恒造 101
昭和53年度幹部学校指揮幕僚課程学生等選抜素養試験
　−受験心得−について

素養試験委員 104

会員のページ　佐伯支部だより 郷田　繁夫 109
事務局だより 事務局 116
ミニさまざま 49,85,108
編集後記
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題　名 筆　者 頁



第3巻第6号（通巻第15号）　昭和53年3月
戦術における力と運用（逆転）（下） 菊池　宏 1
アメリカの世界経済戦略と国際秩序 佐藤　和男 13
日独ハイジャック事件余聞 遠藤　直樹 25
時事問題 山崎　太喜男 36
昭和52年度遠航見聞録 佐藤　文夫 47
電子戦の生成と発展 小滝　國雄 61
温故知新「帝国国防史論抄」 原　哲朗 81
双眼鏡 日本海 94

〈随想〉三成の誤判断に思うこと 岩上　馨ー 95
〈随想〉潜水艦「はやしお」の思い出 村田　俶現 98
会員のページ　八戸支部だより 石沢　治 101
戦史にみる上陸作戦とその裏方（4） 末国　正雄 109
事務局だより 事務局 120
からむ・コラム 鈴木　総兵衛 35,46,100
編集後記

第4巻第1号（通巻第16号）　昭和53年5月
国防費の経済効果 福島　康人 1
古典兵法入門（1） 寺部　甲子男 13
新局面に入った「アフリカの角」　脅かされる石油輸送路　 山崎　太喜男 23
海防兵備の興廃を想う　「東京湾要塞歴史」紹介記 原田　暻 33
双眼鏡 日本海 44
数字の読み方 奥宮　正武 45
一老兵のメモアール（その7） 中山　定義 55
誌上講義−国際法（1）　軍艦浪速による在外邦人庇護事件 三谷　保宏 67
第2特務艦隊の一教訓（上） 新倉　幸雄 77

〈随想〉WATI号乗員の海難救助の記 榎本　祐三 89
〈随想〉一つの回想 今井　良介 92
昭和53年度海上自衛隊幹部学校指揮幕僚及び海上自衛隊各術
科学校等幹部専攻科各課程の学生選抜素養試験問題

教育部 95

会員のページ　大村支部だより 永渕　義行 101
洋上救難待機中 稲田　聡 111
第52年度決算報告について 事務局 120
会計監査報告書 監査委員 121
からむ・コラム 鈴木　総兵衛 22,43
事務局だより 事務局 122
兵術同好会会販等 123
編集後記

第4巻第2号（通巻第17号）　昭和53年7月
海洋法とシーパワー（1） 山口　開治 1
古典兵法入門（2） 寺部　甲子男 11
脅威に曝される資源輸送路　−変動する海洋の戦略環境− 山崎　太喜男 25
資源問題と将来の安全保障について一考察
　−第4回防衛トップセミナーを聴講して−

岩上　馨一 37
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題　名 筆　者 頁



新しい軍人への考察（1） 鎌田　亮之助 49
尖閣列島問題 久原　一利 58
何がマスコミの真実か 鍛治　壮一 63
双眼鏡 日本海 72
現在ドイツ軍人気質の一断面 中村　新三郎 73
誌上講義−国際法（2）−松生丸事件− 三谷　保宏 89
第2特務艦隊の一教訓（下） 新倉　幸雄 101

〈随想〉新防衛官僚の期待像 伊藤　弘 110
〈随想〉言葉と脚線美 橋本　巧 113
会員のページ　鹿屋支部だより 皆原　和明 115
昭和53年度指揮幕僚課程学生等選抜素養試験
　−英文和訳−について

素養試験委員 123

事務局だより 事務局 128
からむ・コラム 鈴木　総兵衛 100,109,114
編集後記

第4巻第3号（通巻第18号）　昭和53年9月
ソ連のアフリカ進出について 熊谷　晃雄 1
古典兵法入門(3) 寺部　甲子男 11
ベトナムをめぐる米中・ソ連の攻防−中越紛争の背景− 山崎　太喜男 26
勝負の心構え 川上　哲治 37
一老兵のメモアール（8） 中山　定義 55
波濤を越えて(1)−「はまな」えい航の判断− 田尻　正司 67
アメリカ人の対日感とその底流 馬場　駿快 83
関東大震災における戒厳令の適用（1） 後藤　新八郎 92
新しい軍人への考察（2） 鎌田　亮之助 97

〈随想〉艦隊気分 上村　嵐 107
〈随想〉勇気ある（?）発言 曽我　義治 112
会員のページ　久里浜支部だより 大岩　弘典 113
双眼鏡 日本海 122
昭和53年度指揮幕僚課程学生等選抜素養試験
　−用兵的事項及び一般素養−について

素養試験委員 123

からむ・コラム 鈴木　総兵衛 66,91,106
編集後記

第4巻第4号（通巻第19号）　昭和53年11月
海洋法とシー・パワー（2） 山口　開治 1
古典兵法入門（4） 寺部　甲子男 9
歴史と現在−国際関係史研究の二つのテーマの再検討を中心として− 義井　博 27
激動に向かうペルシャ湾−中東情勢との関係− 山崎　太喜男 37
江田島創設時の思い出 小國　寛之輔 47
双眼鏡 日本海 52
誌上講義−国際法（3）　−コルフ海峡事件− 三谷　保宏 53
関東大震災における戒厳令の適用（下） 後藤　新八郎 63
現状にかんがみての統率のあり方 寺西　弘 75
香港出稼ぎ雑記 小柳　弘光 86
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題　名 筆　者 頁



日本大学北極点遠征隊に参加して 多和田　忠 93
〈随想〉ブリッジとドン 奥谷　信孝 102
会員のページ　市ヶ谷支部だより 遠藤　行雄 107
昭和53年度幹部学校指揮幕僚課程学生等選抜素養試験
　−対策及び論文−について

素養試験委員 115

からむ・コラム 鈴木　総兵衛 8,92,106
編集後記

第4巻第5号（通巻第20号）　昭和54年1月
年頭の辞 寺部　甲子男 1
米国の戦争権限法 高橋　弘道 2
古典兵法入門（5） 寺部　甲子男 15
ソ越条約の締結とその影響−崩壊の危機に立つカンボジア− 山崎　太喜男 31
特別講話　国際的なコミュニケーションについて ソニー会長　盛田　昭夫 41
一老兵のメモアール（その9） 中山　定義 53
双眼鏡 日本海 64
誌上講義−国際法（4）−神戸英水兵事件− 三谷　保宏 65
ハワイ作戦における第2撃問題と作戦目的に関する考察 竹下　高見 77
艦艇防空システムの近代化に伴う用兵上の改革 太田　文雄 93
波濤を越えて(2)　荒天航行時の各指揮官の判断 田尻　正司 102

〈随想〉座禅について考える 岩上　馨ー 115
〈随想〉遠洋航海を終わって 河野　克俊 118
会員のページ　航空管制隊支部だより 宮原　雄一 121
昭和54年度幹部学校指揮幕僚課程学生等選抜第1次(筆記)試
験−受験心得−について

第1次(筆記)試験委員 129

からむ・コラム 鈴木　総兵衛 120
事務局だより 事務局

第4巻第6号（通巻第21号）　昭和54年3月
波涛寸言−国後島ソ連基地に思う 1
古典兵法入門（6） 寺部　甲子男 2
幹部教育の新しい導標を求めて　−幹部学校教育に関する一考察− 円角　修 21
したたかなソ連のアジア戦略　−ブノンペン陥落の背景− 山崎　太喜男 33
ドン・ホイ沖の戦闘　−米海軍最初のASMD戦闘− 山田　道雄 43
昭和53年度遠航見聞録 小室　祥悦 49
統率における行動科学の適用（統率能力育成法）に関する一考察 若山　匡教 61
FMSの概要について 西沢　敬雄 73
座談会−米留雑感 事務局 80
誌上講義−国際法（5）−国籍不明潜水艦のノルウェー領海侵入事件− 三谷　保宏 99
双眼鏡 日本海 110
海外新聞情報 事務局 111

〈随想〉「日露戦争全史」を読んで 竹下　高見 113
〈随想〉遠洋練習航海を終わって 下出　隆敏 116
会員のページ　航空施設隊支部だより 内山　芳樹 119
からむ・コラム 鈴木　総兵衛 109
事務局だより 事務局
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題　名 筆　者 頁



第5巻第1号（通巻第22号）　昭和54年5月
波涛寸言−新聞記事を読んで− 1
数量的にみた中国経済の現状と将来 前田　寿夫 2
身の危険を顧みず 寺部　甲子男 13
海洋へ拡大する中ソの抗争　ソ連艦隊のシナ海進出が示唆するもの 山崎　太喜男 31
黎明期の大陸交渉と船（1） 井上　団平 41
大本営海軍部「大東亜戦争開戦経緯」発刊について 事務局 47
双眼鏡 日本海 58
一老兵のメモアール（その10） 中山　定義 59
戦争と海戦（1）−トルコ・神聖同盟の戦争とレパントの海戦− 菊池　宏 70
ワイマール共和制下のドイツ国防軍についての一考察 大沢　邦雄 81
波濤を越えて(3)　台風に阻まれたグアム遠航 田尻　正司 95

〈随想〉ある国家戦略 内田　一臣 111
〈随想〉夜と霧を読んで 中井　玲子 113
〈随想〉「引越しうつ病」のことなど 柏　康 116
会員のページ−海洋業務隊 松本　信郎

数藤　忠彦
119

昭和54年度海上自衛隊幹部学校指揮幕僚及び海上自衛隊各術
科学校等幹部専攻科各課程の学生選抜素養試験問題

教育部 127

昭和53年度決算報告について 事務局 132
会計監査報告 監査委員 133
事務局だより 事務局 134
からむ・コラム 鈴木　総兵衛 46,69,94
編集後記

第5巻第2号（通巻第23号）　昭和54年7月
波涛寸言−1980年代に向かって 1
日韓大陸棚共同開発の諸問題 伊藤　芳輔 2
戦争体験と部下統御 美濃部　正 17
黎明期の大陸交渉と船（2） 井上　団平 30
イラン革命とインド洋情勢−米ソ対決の危機はらむインド洋− 山崎　太喜男 36
大本営海軍部「大東亜戦争開戦経緯」発刊について（2） 事務局 47
双眼鏡 日本海 58
南極について 田辺　元起 59
戦争と海戦(2)−ネーデルランド戦争とアルマダ海戦− 菊池　宏 69
電子計算機よもやま話 川口　隆 87
特攻論後日談 寺部　甲子男 101

〈随想〉GOOD−BY「ARK ROYAL」 橋本　金平 103
〈随想〉東ベルリン散歩 山崎　博久 105
昭和54年度指揮幕僚課程学生等選抜素養試験
　−英文和訳−について

素養試験委員 108

指揮幕僚課程学生等選抜第1次試験雑感 東　司 113
日本・パキスタン　パス一峰合同登山隊に参加して 福楽　勣 121
海外新聞情報 事務局 129
からむ・コラム 鈴木　総兵衛 46,128
編集後記
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第5巻第3号（通巻第24号）　昭和54年9月
波涛寸言−応分の国際的責任
北方領土考（1） 寺部　甲子男 1
特攻所感 湯野川　守正 11
黎明期の大陸交渉と船（3） 井上　団平 22
悪化する極東軍事情勢−「ミンスク」極東配備の影響− 山崎　太喜男 29
米国海軍大学の教育と海軍に及ぼした影響（上）
　−“PROFESSORS OF WAR”を読んで−

村田　薫 40

特別講話　日本の経済とエネルギー問題 堺屋　太一 51
海洋に関心を　−故船田中氏の祝辞から− 事務局 71
一老兵のメモアール（その11） 中山　定義 75
双眼鏡 日本海 88
ピョートル大帝がロシア・ソビエト海軍に及ぼした影響 秋山　信雄 89
戦争と海戦(3)−第1回蘭英戦争と諸海戦− 菊池　宏 103

〈随想〉「新サラリーマン読本」を推す 石塚　栄 124
〈随想〉飛行船 大八木　晴彦 125
会員のページ　第51航空隊 松橋　克人 127
昭和54年度指揮幕僚課程学生等選抜素養試験
　−用兵的事項及び一般素養−について

筆記試験委員 133

からむ・コラム 鈴木　総兵衛 74,140
編集後記

第5巻第4号（通巻第25号）　昭和54年11月
波涛寸言−石油の安定確保について
北方領土考（2） 寺部　甲子男 1
S特司令述懐 山岡　大二 13
転機を迎える米「アジア戦略」−在韓米軍撤収凍結の波紋− 山崎　太喜男 26
海上自衛隊実習生に贈る言葉 事務局 37
米国海軍大学の教育と海軍に及ぼした影響（下）
　−“PROFESSORS OF WAR”を読んでー

村田　薫 40

大東亜戦争開戦経緯（補足） 内田　一臣 51
河川における運航について 富田　敏彦 55
秋山真之と日本の兵術思想 太田　文雄 61
これからの対機雷策
　−M.マコウイ大尉（4SN） “Who's fooling whom”から−

岩上　馨一 73

戦争と海戦(4)−第2回蘭英戦争（1665〜1667年）− 菊池　宏 79
猫の妙術−一刀流三世　神子典膳の著書から− 石塚　栄 93

「朝鮮の役」を考える−後日譚 高森　直史 99
双眼鏡 大和堆 108

〈随想〉身近に見る日本人の国民性 村上　恒明 109
波濤を越えて(4)　大波をついて硫黄島へ強行上陸 田尻　正司 115
昭和54年度幹部学校指揮幕僚課程学生等選抜素養試験
　−兵術課題及び専門課題−について

筆記試験委員 129

事務局だより 138
からむ・コラム 鈴木　総兵衛 12,36,50,72
編集後記
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第5巻第5号（通巻第26号）　昭和55年1月
波涛寸言−1980年代を展望して
年頭の辞 寺部　甲子男 1
北方領土考（3） 寺部　甲子男 2
ノルマンジー上陸作戦の舞台裏 A.C.ウェッデマイヤー

妹尾　作太男訳
17

ソ連海軍の艦隊思想について 堀田　良昭 30
79年の回顧と80年代への展望−「動乱の時代」は訪れるか− 山崎　太喜男 39

「相打ち」の剣法と「相抜け」の剣法 高山　岩男 51
双眼鏡 大和堆 56
一老兵のメモアール（その12） 中山　定義 57
武器輸出問題をめぐって（上） 金垣　茂 71
戦争と海戦(5)−第3回蘭英戦争（1672〜1674年）− 菊池　宏 78
軍用糧食の今昔 盛満　二雄 91

〈随想〉1980年代の防衛の在り方 久原　一利 97
波濤を越えて(5)　ベネフィット号救難の教訓 田尻　正司 101
ORに対する考え方（1） 岡野　貫三郎 115
昭和55年度幹部学校指揮幕僚課程学生等選抜第1次(筆記)試
験−受験心得−について

筆記試験委員 127

からむ・コラム 鈴木　総兵衛 29,38,90
編集後記

第5巻第6号（通巻第27号）　昭和55年3月
波涛寸言−アフガニスタン軍事介入に思う
北方領土考（4） 寺部　甲子男 1
米海軍大型原子力空母流産物語 海野　幹郎 10
海上封鎖と現行法上の問題 川本　正昭 19
武器輸出問題をめぐって（下） 金垣　茂 29
国防組織雑考 伊藤　弘 41

「スイング戦略」とRIMPAC−期待される日本の海上防衛力− 山崎　太喜男 46
海上実習を終えて 植田　一雄 57
双眼鏡 大和堆 66
戦争と海戦(6)−英国王位継承戦争（1688〜1699）− 菊池　宏 67
ORに対する考え方（2） 岡野　貫三郎 82
エピクテトスの世界−米海軍大学校長講話集から− 事務局 99

〈随想〉当直将校応急処置体験記 市瀬　信 115
〈随想〉団地サイズ戦略論 関口　鉄也 117
事務局だより 事務局 120
太田論文を読んで 高橋　弘道 121
からむ・コラム 鈴木　総兵衛 18,40,119
編集後記

第6巻第1号（通巻第28号）　昭和55年5月
波涛寸言−兵術研究に思う
未来自衛隊のミリタリーマインド 宮新　清 1
特攻と統率（上）−指揮官像への一考察− 菅谷　雅隆 21
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沢本海軍大将の手記を読んで 寺部　甲子男 33
「フィンランド化」と海上防衛−ソ連海軍の増強が目指すもの− 山崎　太喜男 39
オーストラリア見たまま 寺井　愛宕 49
双眼鏡 飛行雲 58
一老兵のメモアール（その13） 中山　定義 59
領海に消えた護衛艦−国際法想定事例研究（1）− 高森　優 70
波濤を越えて(6)　台風に翻弄された硫黄島進出 田尻　正司 79
戦争と海戦(7)−スペイン王位継承戦争（1701〜1714年）− 菊池　宏 92

〈随想〉海人の知恵 井上　団平 107
〈随想〉葉隠考 石川　亨 109
昭和55年度海上自衛隊幹部学校指揮幕僚課程及び海上自衛隊
各術科学校専攻科各課程の学生選抜第1次(筆記)試験問題

幹部学校 112

お知らせ 事務局 117
からむ・コラム 鈴木　総兵衛 69,78,106
5分前 事務局 111

第6巻第2号（通巻第29号）　昭和55年7月
波涛寸言−米国の人質救出作戦に思う
関！出ろ！ 土田　國保 1
風土と戦争（上）−民族性の戦争に及ぼす影響− 平間　洋一 11
特攻と統率（下）−指揮官像の一考察− 菅谷　雅隆 24
安全保障戦略策定の必要性−欠陥指摘文書が意味するもの− 山崎　太喜男 33
シーパワー雑考 堀　元美 43
ユーゴスラビア事情 清水　幸雄 51
一老兵のメモアール（その14） 中山　定義 61
双眼鏡 飛行雲 72
波濤を越えて(7)　常在艦橋の功罪 田尻　正司 73
比島沖海戦の一考察 森田　洋一郎 85
戦争と海戦(8)（つづき） 菊池　宏 96

〈随想〉安保特別委への制服出席 寺部　甲子男 103
〈随想〉駆潜艦艇長勤務雑感 竹村　訓 106
昭和55年度指揮幕僚課程学生等選抜素養試験
　−英文和訳−について

筆記試験委員 110

防衛研修所 兼古　哲朗 115
5分前 事務局 114

第6巻第3号（通巻第30号）　昭和55年9月
波涛寸言−活発な防衛論議に思う
防衛断想(1） 北村　謙一 1
海上防衛に関する若干の所見−太平洋戦争の戦訓に関連して− 関野　英夫 11
北方領土考補遺 寺部　甲子男 22
アフガン侵攻とソ連の対外戦略−ソ連の膨張史から見た戦略思想− 山崎　太喜男 33
シーパワー雑考(2） 堀　元美 43
戦後の海軍　どん亀人生 高橋　榮 51
双眼鏡 飛行雲 54
一技術者の戦争観 平　三郎 55
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題　名 筆　者 頁



歴史に学ぶ(1） 村松　剛 59
海上勤務雑感 石井　正顕 64
最近の東南アジア情勢(1)　1979年の回顧 田尻　正司 69
風土と戦争（下）−民族性の戦争に及ぼす影響− 平間　洋一 83
私の南極見聞録 室井　龍夫 93
日本海軍は飛行艇をどう使ったのか（上） 日辻　常雄 102

〈随想〉「パナマ運河」を読んで 秋山　信雄 113
〈随想〉公開資料の重要性 池上　光信 114
CS試験問題−用兵的事項及び一般素養 筆記試験委員 117
お知らせ 124
からむ・コラム 鈴木　総兵衛 32,63,

68,101
5分前 21

第6巻第4号（通巻第31号）　昭和55年11月
「波涛」発刊5周年にあたって 門松　安彦 1
屈辱と精強 内田　一臣 2
戦略夜話(上)−長條の役の戦略的遺産− 高橋　敏 11
三十五年前の直言 沖　周 22
私のシーレーン防衛構想 村上　薫 33
試練に直面する日本の安全保障−80年代危機の展望− 山崎　太喜男 42
日本海軍は飛行艇をどう使ったのか（下） 日辻　常雄 53
最近の東南アジア情勢(2)　1980年前半の動向 田尻　正司 65
日本は大東亜戦争に何を学んだか 大沢　邦雄 79
日本海軍・陸軍の体質とその教育（その1） 末國　正雄 85
海軍と石油 澄田　智 97
歴史に学ぶ(2） 村松　剛 100
ソ連見たまま 遠藤　峻生 105
予期せぬ訪問者−国際法想定事例研究（2）− 高森　優 115
私の南極見聞録(2） 室井　龍夫 129
戦争と海戦(9)　七年戦争 菊池　宏 136
OPINION &/or COMMENT 147
お知らせ 150
ミニ解説 96,104
からむ・コラム 鈴木　総兵衛 21,84
5分前 41

第6巻第5号（通巻第32号）　昭和56年1月
年頭雑感 矢田　次夫 1
戦略夜話（下）−長條の役の戦略的遺産− 高橋　敏 2
防衛断想(2） 北村　謙一 11
世界戦略の現実的認識−SLOC 防衛戦略への復帰− 久住　忠男 17
意思決定のトータル・システム(1) 竹内　芳夫 29
日本海軍・陸軍の体質とその教育（その2） 末國　正雄 46
システム艦における半システム要員の育成 高木　基博 59
一老兵のメモアール（その15） 中山　定義 62
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第5次中東戦争への危険性とホルムズ海峡の帰趨
　−要請強まる海上交通の共同防衛−

山崎　太喜男 75

私の考えるWAVE制度の課題 財前　範子 86
OPINION &/or COMMENT 97
歴史に学ぶ(3） 村松　剛 99
戦争と海戦(10)　七年戦争（つづき） 菊池　宏 104
私の南極見聞録(3）最終回 室井　龍夫 115
セオドル・ルーズベルト大統領と東郷大将の連合艦隊解散の辞 編集子 121
昭和55年度幹部学校指揮幕僚課程学生等選抜素養試験
　−兵術課題及び専門課題−について

筆記試験委員 125

昭和56年度幹部学校指揮幕僚課程学生等選抜
　第1次(筆記)試験−受験心得−について

筆記試験委員 133

お知らせ 136
ミニ解説 74
からむ・コラム 鈴木　総兵衛 45
5分前 103

第6巻第6号（通巻第33号）　昭和56年3月
資源外交と石油の備蓄　日本をめぐる史的考察 野村　実 1
意思決定のトータル・システム(2) 竹内　芳夫 17
訪米の思い出(1）−第5回ISS参加報告− 寺部　甲子男 34
米海軍大型原子力空母復活物語 海野　幹郎 48
軍用電子技術の周辺（前編） 小滝　國雄 59
OPINION &/or COMMENT 69

「東南アジア艦隊」の出現とレーガン政権の対ソ戦略
　−ソ連の膨張は阻止できるか−

山崎　太喜男 73

前在日米海軍司令官ゼック少将（当時）の講演について 寺部　甲子男 84
歴史に学ぶ（4） 村松　剛 92
昭和55年度遠洋練習航海を終了して 深井　汪介 97
最近の東南アジア情勢(3)　1980年後半の動静 田尻　正司 105
戦争と海戦(11)　七年戦争（つづきその2） 菊池　宏 118
予期せぬ出来事−国際法想定事例研究（3）− 高森　優 130
お知らせ 142
ミニ解説 58
からむ・コラム 鈴木　総兵衛 83,96
5分前 104

第7巻第1号（通巻第34号）　昭和56年5月
防衛断想(3） 北村　謙一 1
私の統率余談（その1） 井上　竜昇 9
補給中枢組織の法的地位について
　−海自の補給部隊はこのままでよいか−

古屋　正三 21

意思決定のトータル・システム(3) 竹内　芳夫 32
訪米の思い出(2）−第5回ISS参加報告− 寺部　甲子男 47
OPINION &/or COMMENT 60
国際的「連帯防衛」時代への変動
　−レーガン政権の登場と日本の防衛−

山崎　太喜男 65
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歴史に学ぶ（5） 村松　剛 77
軍用電子技術の周辺（後編） 小滝　國雄 82
練習艦隊スエズをわたる 前川　清 99
戦争と海戦(12)−アメリカ独立戦争− 菊池　宏 111
昭和56年度海上自衛隊幹部学校指揮幕僚課程及び海上自衛隊
各術科学校等専攻科各課程の学生選抜第1次(筆記)試験問題

教育部 124

55年度決算報告について 129
お知らせ 130
5分前 64
ミニ解説 20,76,81,98

第7巻第2号（通巻第35号）　昭和56年7月
戦略研究のすすめ 筑土　龍男 1
国際政治の場におけるバランス・オブ・パワーの意義と役割 竹村　訓 15
意思決定のトータル・システム(4) 竹内　芳夫 30
訪米の思い出(3）最終回−第5回ISS参加報告− 寺部　甲子男 47
私の統率余談−その2− 井上　竜昇 57
ソ連戦略に抵抗するポーランド−ソ連型支配体制に深まる危機− 山崎　太喜男 67
歴史に学ぶ(6）最終回 村松　剛 78
OPINION &/or COMMENT 及び随想 83
米海軍航空工作所研修を終えて 深川　襄 88
戦争と海戦(13)−アメリカ独立戦争− 菊池　宏 95
決断−東シナ海の海賊−（その1）−国際法想定事例研究（4）− 高森　優 107
昭和56年度指揮幕僚課程学生等選抜素養試験−英語−について 素養試験委員 118
ミニ解説 14,106,117
5分前 　 56

第7巻第3号（通巻第36号）　昭和56年9月
実務における自衛官の行為選択の基準(自衛官倫理)（上） 菅谷　雅隆 1
防衛断想(4） 北村　謙一 11
米海軍第7艦隊司令官特別講話 VAdm.C.A.H.Trost.USN 21
中東問題と安全保障−西独での会議から− 左近充　尚敏 39
意思決定のトータル・システム(5) 竹内　芳夫 51
OPINION &/or COMMENT 67
最近の東南アジア情勢(4)　1981年前半の動静 田尻　正司 69
日本をめぐる米・ソ戦域核の攻防−ライシャワー発言の意義− 山崎　太喜男 83
私の統率余談−その3− 井上　竜昇 93
戦争と海戦(14)−フランス革命戦争−Ⅰ 菊池　宏 105
決断−悲劇の海（その2）−国際法想定事例研究（5）− 高森　優 115
CS試験問題−用兵的事項及び一般素養 筆記試験委員 125
お知らせ 130
ミニ解説 10,104
5分前 114
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第7巻第4号（通巻第37号）　昭和56年11月
実務における自衛官の行為選択の基準(自衛官倫理)（下） 菅谷　雅隆 1
レーガン政権の海軍軍備計画 朝比奈　峰男 12
意思決定のトータル・システム(6) 竹内　芳夫 17
資源と貿易（上） 瀬川　章 34
私の統率余談−その4− 井上　竜昇 45
OPINION &/or COMMENT 57
戦術用ディジタル通信の発展（上） 桑原　保雄 61
動乱の危機深まる中東情勢−米・ソ中東戦略の攻防− 山崎　太喜男 73
平時の提督、戦時の提督 ウィリアム・オーターソン　

大沢　邦雄 訳
85

波濤を越えて(8)　1950年　元山特別掃海の回顧（その1） 田尻　正司 93
インドネシア見たまま 黒木　司 109
戦争と海戦(15)−フランス革命戦争−Ⅱ 菊池　宏 120
ミニ解説 33,72
5分前 11,84

第7巻第5号（通巻第38号）　昭和57年1月
年頭にあたって 兵術同好会会長 1
めぐりきたる40年　1941.12.8「日本人がスッキリした日」 橋本　金平 2
防衛断想(5） 北村　謙一 7
有事における統率の理念について 山端　健二 17
私の統率余談−その5− 井上　竜昇 27
資源と貿易（下） 瀬川　章 38
意思決定のトータル・システム(7) 竹内　芳夫 49
転機に立つ82年の軍事情勢−限定核戦争か核軍縮か− 山崎　太喜男 65
ジリ貧とドカ貧〜真珠湾から40年〜 岡村　和夫 75
波濤を越えて(9)　1950年　元山特別掃海の回顧（その2） 田尻　正司 81
戦術用ディジタル通信の発展（下） 桑原　保雄 96
戦争と海戦(16)−フランス革命戦争−Ⅲ 菊池　宏 115

〈随想〉　戦争の裏口 寺部　甲子男 125
OPINION &/or COMMENT 129
昭和56年度幹部学校指揮幕僚課程学生等選抜素養試験
　−兵術課題及び専門課題−について

筆記試験委員 131

昭和57年度幹部学校指揮幕僚課程学生等選抜
　第1次(筆記)試験について

筆記試験委員 140

お知らせ 80
ミニ解説 26,37,64,80
裏表紙写真解説 事務局 95
5分前 114

第7巻第6号（通巻第39号）　昭和57年3月
ニューネービーの夜明けごろ−米海軍大学校へ学生派遣− 北村　謙一 1
防衛力策定のための思考体系 Richimond M.Lloyd 

Dino A.Lorenzini　編集部訳
15

意思決定のトータル・システム(8) 竹内　芳夫 32
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ソ連海軍の戦時潜水艦戦略について William J.Ruhe　
津村　明邦 訳

45

私の統率余談−その6− 井上　竜昇 59
防衛装備の技術研究開発(1） 高科　伸一 70
発展する日米の海上戦略 RAdm. D. L. Felt, USN 79
ソ連の海洋戦略と戦域核−自由世界の分断と孤立化をねらう− 山崎　太喜男 97
OPINION &/or COMMENT 108
最近の東南アジア情勢(5)　1981年後半の動静 田尻　正司 111
戦争と海戦(17)−ナポレオン戦争と英米戦争− 菊池　宏 125
お知らせ 138
ミニ解説 44,58,107
5分前 96

第8巻第1号（通巻第40号）　昭和57年5月
活字のひとり歩きを憂える−池田清著「海軍と日本」に関連して− 中山　定義 1
南太平洋海戦とガダルカナル島争奪戦 吉田　昭彦 17
5・5・3−ワシントン条約から60年− 岡村　和夫 31
意志決定のトータル・システム(9) 竹内　芳夫 36
防衛断想（6）（最終回） 北村　謙一 53
私の統率余談（最終回） 井上　竜昇 61
戦域核と日米安保改定問題−海洋の集団安保体制が必要− 山崎　太喜男 74
昭和56年度遠洋航海雑感 菅田　昭男 85
捜索オペレーションにおける目標分布の推定について（上） 飯田　耕司 94
OPINION &/or COMMENT 井上　国平 112
戦争と海戦(18)−ナポレオン戦争と英米戦争− 菊池　宏 115
昭和57年度海上自衛隊幹部学校指揮幕僚課程及び海上自衛隊
各術科学校等専攻科各課程の学生選抜第1次(筆記)試験問題

教育部 128

昭和56年度決算報告について 133
お知らせ 134
ミニ解説 52,73,111

第8巻第2号（通巻第41号）　昭和57年7月
核兵器と大西洋同盟 マクジョージ・バンディ他　

町屋　俊夫 訳
1

意思決定のトータル・システム(10) 竹内　芳夫 18
〈随想〉ロイヤル・ネービーに思う 寺部　甲子男 35
防衛装備の技術研究開発(2） 高科　伸一 38
波濤を越えて(10)　1950年　元山特別掃海の回顧（その3） 田尻　正司 49
ソ連の社会について−その表と裏− 小賀　正條 65
捜索オペレーションにおける目標分布の推定について（下） 飯田　耕司 76
激動する中米・カリブ海情勢−代理戦争の焦点エルサルバドル− 山崎　太喜男 95
OPINION &/or COMMENT 高森　直史 105
戦争と海戦(19)−ナポレオン戦争と英米戦争− 菊池　宏 109
昭和57年度指揮幕僚課程学生等選抜第1次（筆記）試験−英語−について 幹部学校教育部 123
ミニ解説 17,34
波涛コミック 129
お知らせ 130
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第8巻第3号（通巻第42号）　昭和57年9月
揺らぎつつある米国の防衛産業基盤（上） 金垣　茂 1

「東郷元帥から承った日本海海戦」について 山内　順之助 11
意思決定のトータル・システム(11) 竹内　芳夫 15
私感・太平洋戦争の教訓 豊田　穣 29
21世紀の中国（上） 中村　嘉夫 33
英国の勝利に帰したフォークランド紛争
　−「既成事実」に挑戦するジョンブル精神−

山崎　太喜男 53

忘れえぬ人 （々その1） 井上　竜昇 65
英海軍の盛衰 岡村　和夫 67

〈随想〉支倉常長の遣欧について 井上　団平 73
〈随想〉随想 関　清榮 76
最近の東南アジア情勢(6)　1982年前半の動向 田尻　正司 81
米海軍兵学校におけるプロフェッショナル教育について（上） 太田　文雄 98

〈OPINION &/or COMMENT〉　日米のある比較雑感 梶山　仁志 111
戦争と海戦(20)−最近世初期及び中期の戦争（1）− 菊池　宏 115
昭和57年度指揮幕僚課程学生等選抜第1次(筆記)試験
　−用兵的事項及び一般素養、兵術課題、専門課題−について

幹部学校教育部 126

波涛コミック 64,97,125

第8巻第4号（通巻第43号）　昭和57年11月
揺らぎつつある米国の防衛産業基盤（下） 金垣　茂 1
西側陣営はソ連の弱点を突けるか 朝比奈　峰男 14
意思決定のトータル・システム(12) 竹内　芳夫 25
座礁潜水艦事件 町屋　俊夫 38

「フィリピン雑感」 桜沢　清志 49
21世紀の中国（下） 中村　嘉夫 58
米海軍兵学校におけるプロフェッショナル教育について（下） 太田　文雄 74
南アジアを狙うソ連の長期戦略−レーガン新戦略の背景− 山崎　太喜男 81
両世界大戦の海戦における戦争区域と長距離封鎖 川本　正昭 93

〈OPINION &/or COMMENT〉　
　海上自衛隊は教育を重視しているか　人口と兵員の比率

杉原　裕介 111

戦争と海戦(21)−最近世初期及び中期の戦争（2）− 菊池　宏 117
ミニ解説 73,134

第8巻第5号（通巻第44号）　昭和58年1月
年頭にあたって 兵術同好会会長 1
初任3尉に対する講話 J.L.Holloway　

香田　洋二 訳
2

意思決定のトータル・システム(13) 竹内　芳夫 15
忠誠心に関する一考察（上） 菅谷　雅隆 29

「シーレーン防衛」は自由世界の基本戦略
　−米軍来援の道は絶たれるか−

山崎　太喜男 47

〈OPINION &/or COMMENT〉　漫画ブームを叱れるか 杉原　裕介 59
わが国の防衛産業と研究開発能力 朝比奈　峰男 66
波濤を越えて(11)　船乗りの運命（その1） 田尻　正司 77
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〈随想〉鈴木貫太郎伝読後感 井上　団平 93
〈随想〉「利家遺言状」に学ぶ 高科　伸一 96
ソ連商船隊（上）　西側諸国に対する経済的・戦略的挑戦 金垣　茂 訳 101
戦争と海戦(22)−最近世初期及び中期の戦争（3）− 菊池　宏 119
ミニ解説 133,134
お知らせ 134

第8巻第6号（通巻第45号）　昭和58年3月
ある人脈を偲ぶ−山梨提督とその周辺− 中山　定義 1
意思決定のトータル・システム(14) 竹内　芳夫 13
防衛大学校における海上要員の戦史教育を顧みて 外山　三郎 27
わが部下指導 古閑　成 35
83年を迎える極東情勢−アンドロポフの登場と朝鮮半島− 山崎　太喜男 48
昭和57年度遠洋練習航海を終了して 田辺　元起 59
忠誠心に関する一考察（下） 菅谷　雅隆 67
3海峡封鎖と機雷戦 岡村　和夫 77
忘れえぬ人びと（その2） 井上　竜昇 83
最近の東南アジア情勢（7） 1982年後半の動向 田尻　正司 89

〈随想〉海軍大将井上成美小伝−ある軍事的予言者の一生− 竹内　芳夫 107
ソ連商船隊（下）　西側諸国に対する経済的・戦略的挑戦 金垣　茂 訳 111
戦争と海戦(23)−最近世初期及び中期の戦争（4）− 菊池　宏 123
ミニ解説 47,82
お知らせ 138

第9巻第1号（通巻第46号）　昭和58年5月
外から見た防衛論（1)−エンタープライズの佐世保入港− 森永　和彦 1
意思決定のトータル・システム(15) 竹内　芳夫 11
第2の中東石油、アフリカ南部の希少金属資源 朝比奈　峰男 25
忘れえぬ人びと（その3） 井上　竜昇 38

「核優位」をめぐる米ソの拮抗−SS20極東配備の真意を探る− 山崎　太喜男 45
有事の行動における自衛隊の権限と責任 宮崎　健二 57
波濤を越えて(12)　船乗りの運命（その2） 田尻　正司 73
バイタル・シールート ロジャー・ヴィラー　

町屋　俊夫 訳
92

〈随想〉星座を見つめて 松永　市郎 101
〈随想〉言葉とわくら葉 杉原　裕介 111
歴史的湾の国際法的考察 川本　正昭 122
昭和58年度海上自衛隊幹部学校指揮幕僚課程及び海上自衛隊
各術科学校等専攻科各課程の学生選抜第1次(筆記)試験問題

幹校教育部 136

昭和57年度決算報告について 141
お知らせ 142
ミニ解説 37,44,72,91

第9巻第2号（通巻第47号）　昭和58年7月
防衛メモ 島田　豊 1
米太平洋艦隊司令官フォーリー大将の米第7艦隊司令官交代式における挨拶 ADMIRAL S.R.FOLEY,JR 11
親しみやすい哲学への道−梅原猛著作集読後感− 高科　伸一 18
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意思決定のトータル・システム(16) 竹内　芳夫 31
外から見た防衛論（2)−北太平洋の戦略的価値− 森永　和彦 43
対米武器技術供与問題の経緯と展望（上） 金垣　茂 53
国際法と海上指揮官 Paul M.Regan　

大西　知弘 訳
66

〈随想〉私の人生に対する考え方 T. ラドソン ウェブ ジュニア 77
〈随想〉海軍の国際性 井上　団平 79
「集団防衛」か「フィンランド化」か−重大選択を迫られる日本− 山崎　太喜男 83
忘れえぬ人びと（その4） 井上　竜昇 95

〈OPINION &/or COMMENT〉　兵力資源あれこれ 杉原　裕介 101
波濤を越えて(13)　船乗りの運命（その3） 田尻　正司 105
アメリカは「バター」重視から「大砲」重視へ 朝比奈　峰男 122
昭和58年度指揮幕僚課程学生及び幹部専攻科各課程学生の
選抜第1次(筆記)試験について

第1次（筆記）試験委員 133

お知らせ 140
ミニ解説 30,42,52,65

第9巻第3号（通巻第48号）　昭和58年9月
一期一会（1） 中山　定義 1
対米武器技術供与問題の経緯と展望（下） 金垣　茂 7
意思決定のトータル・システム(17) 竹内　芳夫 17
二つの視点から見た東南アジアにおけるシーレーン問題(上） 町屋　俊夫 32
だれの海のだれの法か Dennis R.Neutze　

大西　知弘 訳
45

極東配備を迫られる西側戦域核−同盟分断を狙う政治的兵器− 山崎　太喜男 57
特攻・遺詠・余燼 妹尾　作太男 69
｢新しい日本海軍の夜明け｣についてのバーク大将の書簡 ARLEIGH　BURKE 81
外から見た防衛論（3)−西側の結束か非武装中立か− 森永　和彦 87
アメリカの武器輸出政策 朝比奈　峰男 95

〈随想〉シンガポールが日本に学ぶこと 林　慶文 105
〈随想〉OBの敬称 関口　鉄也 107
最近の東南アジア情勢（8）　1983年前半の動向 田尻　正司 109
国際武力紛争における病院船の尊重と保護の問題 川本　正昭 124
昭和58年度指揮幕僚課程学生及び幹部専攻科各課程学生の選抜第1次
(筆記)試験−用兵的事項及び一般素養、兵術課題、専門課題−について

第1次（筆記）試験委員 141

お知らせ 158
ミニ解説 108

第9巻第4号（通巻第49号）　昭和58年11月
一期一会（2）　明鏡・無私の米内提督 中山　定義 1
二つの視点から見た東南アジアにおけるシーレーン問題(下) 町屋　俊夫 14
意思決定のトータル・システム(18) 竹内　芳夫 21
外から見た防衛論（4)−大韓航空機撃墜事件− 森永　和彦 35
米ソ対立の新焦点「中米紛争」−ソ連、米国の「孤立化」を狙う− 山崎　太喜男 45
アメリカの緊急展開能力 朝比奈　峰男 56
NATOの対潜水艦戦　戦略、所要期待と共同防衛の必要性 手塚　正水 訳 67
波濤を越えて(14)　船乗りの運命（その4） 田尻　正司 77
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フォークランド戦争が将来のアジア海上紛争に与える影響 ブラドレー・ハーン　
妹尾　作太男 訳

93

コードン・サニテア−果たして有用か､実行可能か? Stanley F.Gilchrist　
大西　知弘 訳

114

風船爆弾による米国本土攻撃（1）−戦史の落ち穂を拾って− 佐藤　公彦 128
沿岸国の継続追跡権に関する国際法的考察（上） 川本　正彦 142
ミニ解説 20,34,44,

55,154

第9巻第5号（通巻第50号）　昭和59年1月
年頭にあたって 兵術同好会会長 1
意思決定のトータル・システム(19) 竹内　芳夫 2
一期一会（3） 中山　定義 17
84年を迎える極東情勢−暴露されたソ連の内情と「極東戦域軍」− 山崎　太喜男 29
NATOの対潜水艦戦　戦略、所要期待と共同防衛の必要性 手塚　正水 訳 41
覚せい剤中毒について 中村　康一郎 51
シーレーン防衛をめぐる二つの論文 妹尾　作太男 訳 57
外から見た防衛論（5)　日米防衛摩擦の背景 森永　和彦 63
風船爆弾による米国本土攻撃（2）−戦史の落ち穂を拾って− 佐藤　公彦 72

〈随想〉後世への最大遺物 井上　団平 87
波濤を越えて(15)　船乗りの運命（その5） 田尻　正司 91
宇宙活用時代の開幕 朝比奈　峰男 103
沿岸国の継続追跡権に関する国際法的考察（下） 川本　正昭 117
お知らせ 130
ミニ解説 16,86,129

第9巻第6号（通巻第51号）　昭和59年3月
「病める米国防衛産業基盤」は回復しつつあるのか 金垣　茂 1
電子戦関係文献解題 小滝　國雄 10
意思決定のトータル・システム(20) 竹内　芳夫 25
原潜裏話(1)　1,500ドルの予算承認(1) ノーマン・ポルマー　

トマス・B・アレン
41

新たな安全保障構想の樹立を−ジュネーブ交渉中断後の展望− 山崎　太喜男 55
各国海軍見聞記−遠航雑感− 岡田　憲 67
遠航五十周年　私のセンチメンタルジャーニー 古川　明 76
外から見た防衛論（6)−ノボロシスクの極東配備− 森永　和彦 83
最近の東南アジア情勢(9)　1983年後半の動向 田尻　正司 92

〈随想〉こじつけ気くばり論 寺部　甲子男 109
〈随想〉山本五十六の先見と苦悩 竹内　芳夫 113
Rules of Engagement −その概念と要件− J. Ashley Roach　

大西　知弘 訳
117

ミニ解説 54,82,116

第10巻第1号（通巻第52号）　昭和59年5月
フォークランド紛争に関する一考察（1） 中村　悌次 1
米海軍兵学校における女性候補生教育 香田　洋二 22
意思決定のトータル・システム(21) 竹内　芳夫 27
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対艦ミサイル防御・その現状と将来（前編） 小滝　國雄 43
外から見た防衛論（7)−フォークランド紛争への米軍の支援− 森永　和彦 56
風船爆弾による米国本土攻撃（3）−戦史の落ち穂を拾って− 佐藤　公彦 65
朝鮮半島をめぐる提案合戦−「中ソ対立」下の北朝鮮− 山崎　太喜男 85
鈴木貫太郎大将の宰相像−終戦内閣首班の戦略− 高科　伸一 95
草創期の大先輩−故渡辺信義経理補給部長− 岡光　吉彦 108
ソ連の航空戦力 朝比奈　峰男 115
昭和59年度海上自衛隊幹部学校指揮幕僚課程及び海上自衛隊
各術科学校等専攻科各課程の学生選抜第1次(筆記)試験問題

幹校教育部 134

昭和58年度決算報告について 139
お知らせ 141
ミニ解説 42,114,

133,140

第10巻第2号（通巻第53号）　昭和59年7月
フォークランド紛争に関する一考察（2） 中村　悌次 1
意思決定のトータル・システム(22) 竹内　芳夫 25
水上艦艇は生き残れるか(永遠の課題) ジェームズ・A・ウインフェルド　

手塚　正水 訳
40

外から見た防衛論（8)−ソ連の軍事力−1984年版− 森永　和彦 51
INF交渉決裂後の極東情勢−ソ連の狙いは日本の「従属化」にある− 山崎　太喜男 59
勝利の三要素 井上　団平 71
対艦ミサイル防御・その現状と将来（中編） 小滝　國雄 77
市民戦争とスペイン海軍（前編） 福本　瑞治 96
ソ連軍緊急展開部隊 ブラドレー・ハーン　

妹尾　作太男 訳
109

合理性の落とし穴 大澤　邦雄 128
昭和59年度指揮幕僚課程学生及び幹部専攻科各課程学生の
選抜第1次(筆記)試験−英語−について

第1次（筆記）試験委員 133

ミニ解説 50,70,
108,132

第10巻第3号（通巻第54号）　昭和59年9月
フォークランド紛争に関する一考察（3） 中村　悌次 1
対艦ミサイル防御・その現状と将来（後編） 小滝　國雄 16
意思決定のトータル・システム(23) 竹内　芳夫 35

「イラン・イラク戦争」新衛星国家群の出現に発展するか
　−ソ連の狙いは戦争の継続にある−

山崎　太喜男 46

総合安全保障政策と希少金属 金垣　茂 59
外から見た防衛論（9)−米国の自信回復と米軍の役割− 森永　和彦 73
米海軍の艦艇職域士官
　（SWO：Surface warfare Officer）の新経歴管理について

香田　洋二 84

市民戦争とスペイン海軍（後編） 福本　瑞治 95
最近の東南アジア情勢(10)　1984年前半の動向 田尻　正司 109
昭和59年度指揮幕僚課程学生及び幹部専攻科各課程学生の第1次(筆記)試験
　−用兵的事項及び一般素養、兵術課題、専門課題−について

第1次（筆記）試験委員 128

お知らせ 150
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第10巻第4号（通巻第55号）　昭和59年11月
フォークランド紛争に関する一考察（4） 中村　悌次 1
原潜裏話(2)　1,500ドルの予算承認(2) ノーマン・ポルマー　

トマス・B・アレン
32

意思決定のトータル・システム(24) 竹内　芳夫 39
憲法と国家安全保障 背黒　忠勝 55
情勢判断のための戦史と国際法 宮崎　健二 62
外から見た防衛論（10)−オガルコフ解任の背景− 森永　和彦 79

〈随想〉海軍に入ってよかった 河村　幸一郎 89
見えざる恐怖との戦い−合衆国の北ベトナム機雷攻撃− CDR.(S.G.)Ulrik Luckow　

大西　知弘 訳
95

ソ連海軍 朝比奈　峰男 111
お知らせ 128
ミニ解説 38,54,78,

94,110

第10巻第5号（通巻第56号）　昭和60年1月
年頭にあたって 兵術同好会会長 1
アメリカの第7艦隊 朝比奈　峰男 2
フォークランド紛争に関する一考察（5） 中村　悌次 23
意思決定のトータル・システム(25) 竹内　芳夫 35

「ヤルタ協定」の廃棄は実現するか −84年の回顧と展望− 山崎　太喜男 49
阿波丸の財宝 David D.Lowman　

大西　知弘 訳
60

外から見た防衛論（11)−ソ連の米軍事力批判− 森永　和彦 75
奇を以て勝つ 井上　団平 85
原潜裏話(3)　「ノーチラス」 建造(1) ノーマン・ポルマー　

トマス・B・アレン
89

海底軍事利用に関する国際法的考察 川本　正昭 99
太平洋戦争における海上護衛戦 広瀬　和行 113
お知らせ 121

第10巻第6号（通巻第57号）　昭和60年3月
フォークランド紛争に関する一考察（6・完） 中村　悌次 1
期待される「太平洋共同体構想」−レーガン再選とその対ソ戦略− 山崎　太喜男 18
原潜裏話(4)　「ノーチラス」 建造(2) ノーマン・ポルマー　

トマス・B・アレン
29

「初期日本海軍の30年」 江藤　淳 41
外から見た防衛論（12)−レーガン大統領のSDI計画− 森永　和彦 54
意思決定のトータル・システム(26) 竹内　芳夫 65
忘れえぬ人びと（その5） 井上　竜昇 80
遠航雑感 小川　正美 87
ソ連の水上戦闘艦艇の設計 朝比奈　峰男 抄訳 95
最近の東南アジア情勢(11)　1984年後半の動向 田尻　正司 113
記念論文募集 132
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第11巻第1号（通巻第58号）　昭和60年5月
外から見た防衛論（13）−ソ連の軍事力1985年版− 森永　和彦 1
マリアナ沖海戦　情勢判断及び作戦計画 太田　文雄 11
マリアナ沖海戦史 山本　英 18
意思決定のトータル・システム(27) 竹内　芳夫 33
アナポリス余談 香田　洋二 48
パリ国際会議に出席して−カリブ海情勢と西側の安全保障− 田尻　正司 57
外務省研修所における英語教育 渡邉　秀樹 70
ある米海軍退役中将の訪日記 馬場　駿快 83
SDIは「核の廃絶」を目指す−「軍拡を招く」とする反対論の背後− 山崎　太喜男 85
原潜裏話(5)　真の潜航体(1) ノーマン・ポルマー　

トマス・B・アレン
96

〈随想〉まだ終わらない戦後 井上　団平 107
アメリカの国防予算と米海軍 朝比奈　峰男 112
昭和60年度海上自衛隊幹部学校指揮幕僚課程及び海上自衛隊
各術科学校等専攻科各課程の学生選抜第1次(筆記)試験問題

130

昭和59年度決算報告について 　 135
記念論文募集中 136

第11巻第2号（通巻第59号）　昭和60年7月
世界の防衛産業 金垣　茂 1
84歳になんなんとする「31Ktバーク」は海軍に鋭い関心を持ち続けている テッド・ブッシュ 15
意思決定のトータル・システム(28) 竹内　芳夫 21
海軍時代の思い出（上） 板倉　光馬 37
孫子の兵法（1） 太田　文雄 51
北辺防衛近況 背黒　忠勝 63
なお止まぬソ連の「南下政策」−ペルシャ湾、カムラン湾を狙うソ連の野望− 山崎　太喜男 69
日本海海戦と太平洋戦争 野村　実 81
外から見た防衛論（14）−ノボロシスクの航跡− 森永　和彦 96
寺本統帥「五典」を考える 高科　伸一 105
ソ連海軍の戦闘能力 朝比奈　峰男 113
昭和60年度指揮幕僚課程学生及び幹部専攻科各課程学生の
選抜第1次(筆記)試験−英語−について

126

お知らせ 130

第11巻第3号（通巻第60号）　昭和60年9月
意思決定のトータル・システム(29) 竹内　芳夫 1
孫子の兵法（2） 太田　文雄 16
外から見た防衛論（15）−ソ連海軍二大演習の比較− 森永　和彦 25
原潜裏話(6)　真の潜航体(2) ノーマン・ポルマー　

トーマス・B・アレン
33

進展するソ連の「西側分断戦略」−欧州、日本の「非核化」を狙う− 山崎　太喜男 45
海軍時代の思い出（下） 板倉　光馬 57
山岡鉄舟の思想を考える−寺本統帥「五典」の補遺として− 高科　伸一 73
緊急時の国際法−即時の行動決定のための要点− Alfred P. Rubin　

大西　知弘 訳
80
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〈随想〉高木少将を偲ぶ 寺部　甲子男 95
最近の東南アジア情勢(12)　1985年前半の動向とソウル国際会議 田尻　正司 99
昭和60年度指揮幕僚課程学生及び幹部専攻科各課程学生の選抜第1次
(筆記)試験−用兵的事項及び一般素養、兵術課題、専門課題−について

113

第11巻第4号（通巻第61号）　昭和60年11月
アジア・太平洋におけるシーレーンの安全保障 左近允　尚敏 1
ソ連のシリア重視変わらず−中東政策はインド洋、地中海戦略の一環− 山崎　太喜男 14
意思決定のトータル・システム(30) 竹内　芳夫 27
原潜裏話(7)　原潜の父の窮迫(1) ノーマン・ポルマー　

トーマス・B・アレン
42

外から見た防衛論（16）−ポスト核時代到来か− 森永　和彦 53
世界の防衛産業（2）−国家管理色の濃いフランス防衛産業− 金垣　茂 63
シドラ湾事件・ある法的視点 Dennis R. Neutze　

大西　知弘 訳
76

“猫の妙術”考　−寺本統帥「五典」の補遺として− 高科　伸一 89
孫子の兵法（3） 太田　文雄 95

〈随想〉訪韓雑感 寺部　甲子男 107
宇宙における米・ソの情報戦 朝比奈　峰男 112
記念論文の選考結果について 128

第11巻第5号（通巻第62号）　昭和61年1月
年頭の辞 兵術同好会会長 1
SDI（戦略防衛構想）と電子技術（上） 小滝　國雄 3
世界の防衛産業（3）−非同盟・中立政策を支えるスウェーデン防衛産業− 金垣　茂 22
原潜裏話(8)　原潜の父の窮迫(2) ノーマン・ポルマー　

トーマス・B・アレン
33

外から見た防衛論（17）−シージヤック犯逮捕作戦− 森永　和彦 45
意思決定のトータル・システム(31) 竹内　芳夫 51
軍事技術の発展と海上防衛力整備の在り方 高科　伸一 67
近代海軍創設の功労者 井上　団平 74

「アジア安保」と「外洋進出」への執念−「地勢的制約」への解消が狙い− 山崎　太喜男 79
孫子の兵法（4） 太田　文雄 91
アメリカ海軍の予算と将来展望（上） 朝比奈　峰男 105
お知らせ 124

第11巻第6号（通巻第63号）　昭和61年3月
大和沈没40周年に憶う 寺部　甲子男 1
榎本文庫について−榎本重治先生を偲んで− 尾澤　一好 11
SDI（戦略防衛構想）と電子技術（下） 小滝　國雄 15
孫子の兵法（5・完） 太田　文雄 34
世界の防衛産業（4）−国産化体制を固める韓国防衛産業− 金垣　茂 49
意思決定のトータル・システム(32) 竹内　芳夫 57
アメリカ海軍の予算と将来展望（下） 朝比奈　峰男 76
昭和60年度遠航を終えて 伊東　隆行 85

〈随想〉日米文明格差 栄井　一郎 98
外から見た防衛論（18）−二つの硫黄島− 森永　和彦 103

−27−

題　名 筆　者 頁



本格化するソ連のアジア攻勢−激化する米ソ中の角逐− 山崎　太喜男 111
最近の東南アジア情勢(13)　1985年後半の動向 田尻　正司 123

第12巻第1号（通巻第64号）　昭和61年5月
意思決定のトータル・システム(33) 竹内　芳夫 1
有事即応と戦史の見かた−第一次世界大戦と作戦準備− 平間　洋一 19
原潜裏話(9)　政治家の来艦 ノーマン・ポルマー　

トマス・B・アレン
28

外から見た防衛論（19）−米ソの第三世界戦略に変化の兆し− 森永　和彦 37
沈没軍艦の引き揚げについての法的問題 Roger D. Wiegley　

大西　知弘 訳
43

仏教思想と統率（上）　寺本統帥「五典」の補遺として 高科　伸一 55
ゴルシコフと「国家の海洋力」 町屋　俊夫 63
抗争する「太平洋時代」と「新日本海時代」−日本の戦略的地位高まる− 山崎　太喜男 71
ソ連海軍の対潜航空機 朝比奈　峰男 82
機雷敷設に関する国際法的考察（1） 川本　正昭 97
昭和61年度海上自衛隊幹部学校指揮幕僚課程及び海上自衛隊
各術科学校等専攻科各課程の学生選抜第1次(筆記)試験問題

111

昭和60年度決算報告について 116

第12巻第2号（通巻第65号）　昭和61年7月
世界の防衛産業（5）−若さとダイナミズムに溢れるイタリア防衛産業− 金垣　茂 1
海上集中攻撃 T. A. フィツジェラルド　

菊田　慎典 訳
12

「制海拒否」? 関口　鉄也 21
外から見た防衛論（20）−ソ連海軍戦略は変化するか− 森永　和彦 23
意思決定のトータル・システム(34) 竹内　芳夫 31
軍艦の免除とスパイ活動（上） Ingrid Delupis　

大西　知弘 訳
48

「国際テロ」をめぐる米ソの抗争−軍事同盟を結ぶテロ国家群− 山崎　太喜男 63
The U.S.Navy and Nuclear ASW Weapons Joel J. Sokolsky　

小島　康男 訳
75

ソ連海軍の現状 朝比奈　峰男 85
原潜裏話(10)　政治家の来艦 ノーマン・ポルマー　

トマス・B・アレン
99

仏教思想と統率（下）　寺本統帥「五典」の補遺として 高科　伸一 107
機雷敷設に関する国際法的考察（2） 川本　正昭 116
昭和61年度指揮幕僚課程学生等選抜第1次(筆記)試験
　−英語−について

133

第12巻第3号（通巻第66号）　昭和61年9月
第一次世界大戦への参戦と海軍−参戦意志決定をめぐって− 平間　洋一 1

「戦略要衝」にかけるソ連の執念−「85年危機説」は虚構か− 山崎　太喜男 12
外から見た防衛論（21）　深まるSDI論争 森永　和彦 25
意思決定のトータル・システム(35) 竹内　芳夫 35
軍艦の免除とスパイ活動（下） Ingrid Delupis　

大西　知弘 訳
50

海上自衛隊の実習幹部に対する講話 J. L. Holloway 61
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世界の防衛産業（6）−米国と並ぶ巨人ソ連の防衛産業− 金垣　茂 78
ソ連の情報 朝比奈　峰男 87
太平洋戦争と燃料需給 近岡　奇山 99
機雷敷設に関する国際法的考察（3・完） 川本　正昭 108
最近の東南アジア情勢(14)　1986年前半の動向と東京国際会議 田尻　正司 121

第12巻第4号（通巻第67号）　昭和61年11月
バルチック艦隊降伏の図 森永　和彦 1
世界の防衛産業（7・完）−自力更生の原則に立つ中国の防衛産業− 金垣　茂 3
国際法閑談シリーズ　第1話　出てきた証文（1） 高森　優 14
意思決定のトータル・システム(36) 竹内　芳夫 29
第一次世界大戦への参戦と対米関係
　−日本海軍は、いつ米国を仮想敵国としたか−

平間　洋一 46

外から見た防衛論（22）−朝鮮半島の戦略現況− 森永　和彦 59
海軍による船舶の保護は過去の遺物か? S. D. Landersman　

林　茂雄 訳
69

「太平洋進出態勢」の強化を目指す−ゴルバチョフ極東演説の底意− 山崎　太喜男 81
1986年アメリカ、リビア武力行使国際法論（1） 安保　公人 93
マニラ国際会議に出席して　−フィリピンと南シナ海の安全保障− 田尻　正司 111
昭和61年度指揮幕僚課程学生及び幹部専攻科各課程学生の選抜第1次
(筆記)試験−用兵的事項及び一般素養、兵術課題、専門課題−について

121

第12巻第5号（通巻第68号）　昭和62年1月
年頭にあたって 兵術同好会会長 1
ソ連の海軍兵術
　−今日の条件下における若干のカテゴリーについて−

チェルナビン海軍元帥　
山下　博嗣 訳

2

意思決定のトータル・システム(37) 竹内　芳夫 13
不死鳥の如き空母ミッドウェー 朝比奈　峰男 25

『大東亜戦争』か『太平洋戦争』か 八束　秀則 39
平等な権利／平等な危険(Equal Rights /Equal Risks) R. M. Hixson　

吉海江　純子 訳
45

1986年アメリカ、リビア武力行使国際法論（2） 安保　公人 55
緊張高まる東アジア−ソ連、黄海の「聖域化」を狙う− 山崎　太喜男 71
アメリカの防衛戦略 C.W.ワインバーガー　T/M 訳 84
外から見た防衛論（23）−金日成後の北朝鮮− 森永　和彦 105
国際法閑談シリーズ　第2話　汝の隣人(The Gloomy Fox) 高森　優 112
お知らせ 128

第12巻第6号（通巻第69号）　昭和62年3月
第一次・第二次両大戦間における英国国防政策の教訓（1） 中村　悌次 1
国際法閑談シリーズ　第3話　汝の隣人(The Gloomy Fox) 高森　優 28
意思決定のトータル・システム(38) 竹内　芳夫 41
外から見た防衛論（24）−ASWの新段階− 森永　和彦 56
鎖国形成のシーパワー的考察−バランス及びシーパワー建設のメカニズム− 影山　好一郎 63

〈OPINION &/or COMMENT〉　「海洋戦略」とは 関口　鉄也 77
『大東亜戦争』か『太平洋戦争』か−八束論文に異議あり 大西　知弘 81
アジア・太平洋・インド洋戦略の展開−ソ連書記長の言動が意味するもの− 山崎　太喜男 84
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第一次世界大戦中に生じた語学（解釈）上の問題点 平間　洋一 97
1986年アメリカ、リビア武力行使国際法論（3） 安保　公人 108
最近の東南アジア情勢(15)　1986年後半の動向とバンコク国際会議 田尻　正司 125

第13巻第1号（通巻第70号）　昭和62年5月
一期一会（4） 中山　定義 1
極東ソ連の輸送 宮崎　公男 13
意思決定のトータル・システム(39) 竹内　芳夫 31
原潜裏話(11)　キャピトルヒルの提督(1) ノーマン・ポルマー　

トマス・B・アレン
46

第一次・第二次両大戦間における英国国防政策の教訓（2） 中村　悌次 59
アメリカの情報組織とその活動状況 朝比奈　峰男 76
国際法閑談シリーズ　第4話　汝の隣人(The Gloomy Fox) 高森　優 91

〈OPINION &/or COMMENT〉　『大東亜戦争』か『太平洋戦争』か（反論） 太田　文雄 107
「大東亜戦争呼称問題」（八束論文への反論） 折戸　善彦 111
重大岐路に立つアキノ政権−「第二のベトナム」となるか− 山崎　太喜男 115
外から見た防衛論（25）　ソ連の軍事力1987年版 森永　和彦 127
1986年アメリカ、リビア武力行使国際法論（4） 安保　公人 135
昭和62年度海上自衛隊幹部学校指揮幕僚課程及び海上自衛隊
各術科学校等専攻科各課程の学生選抜第1次(筆記)試験問題

151

昭和61年度決算報告について 156

第13巻第2号（通巻第71号）　昭和62年7月
第一次、第二次両大戦間における英国国防政策の教訓（3） 中村　悌次 1
意思決定のトータル・システム(40) 竹内　芳夫 13
外から見た防衛論（26）−緊迫するペルシャ湾情勢− 森永　和彦 29
ソ連海軍戦略の新展開 山下　啓治 37
原潜裏話(11)　キャピトルヒルの提督(2) ノーマン・ポルマー　

トマス・B・アレン
52

石井・ランシング協定と日本海軍　−日本海軍のハワイ警備がもたらしたもの− 平間　洋一 65
〈OPINION &/or COMMENT〉　続『大東亜戦争』か『太平洋戦争』か 八束　秀則 75
汝の隣人（5・完）(The Gloomy Fox) 高森　優 79

「定遠館」 関口　鉄也 95
エア・ウルフはいるか Lieutenant Steve Wright　

馬場　駿快 訳
98

ゴルバチョフ改革とその対外戦略
　−アジア・太平洋からの「米軍締め出し」を狙う− 

山崎　太喜男 103

ソ連の軍事戦略とアジア・太平洋地域(ウラジオストク演説から） 山下　博嗣 115
1986年アメリカ、リビア武力行使国際法論（5・完） 安保　公人 124
昭和62年度指揮幕僚課程学生等選抜第1次（筆記）試験
　−英語−について

135

第13巻第3号（通巻第72号）　昭和62年9月
第一次、第二次両大戦間における英国国防政策の教訓（4） 中村　悌次 1
意思決定のトータル・システム(41) 竹内　芳夫 13
ソ連艦隊の行動 町屋　俊夫 28
一触即発のペルシャ湾情勢−「西側分断」を狙うソ連のペルシャ湾戦略 山崎　太喜男 51
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小説に見るC³ システム（1） 栄井　一郎 65
最近の東南アジア情勢(16)　1987年前半の動向 田尻　正司 81
朝鮮戦争−その戦争指導と作戦指導− 上村　尭彦 92
外から見た防衛論（27）−東芝ココム違反事件の背景− 森永　和彦 99
レバノン紛争におけるイスラエルの戦い 柴山　富夫 107
昭和62年度指揮幕僚課程学生及び幹部専攻各課程学生の選抜第1次(筆
記)試験−用兵的事項及び一般素養、兵術課題、専門課題−について

121

第13巻第4号（通巻第73号）　昭和62年11月
第一次、第二次両大戦間における英国国防政策の教訓（5・完） 中村　悌次 1
処女航海−防衛哲学への旅−（1） 木下　郁也 10
故　詫間力平先生「統帥学」講義録（第1回） 竹内　芳夫 19
なぜ低いソ連艦艇の可動率 宮崎　公男 38

「水中軍事優位」をめぐる米ソの抗争
　−東芝機械ココム規制違反事件の背景−

山崎　太喜男 53

外から見た防衛論（28）−INF全廃原則合意について− 森永　和彦 65
ミクロネシアと日米海軍−邀撃漸減作戦とオレンジ作戦を軸として− 平間　洋一 75
トルコ駐在回想 松村　道臣 89
ソ連勤務雑感 津村　明邦 101
意思決定のトータル・システム(42) 竹内　芳夫 108
海戦法概説−攻撃目標と船舶の敵性 安保　公人 125

第13巻第5号（通巻第74号）　昭和63年1月
年頭の辞 兵術同好会会長 1
故　詫間力平先生「統帥学」講義録（第2回） 竹内　芳夫 3
処女航海−防衛哲学への旅−（2） 木下　郁也 17
外から見た防衛論（29）−シー・パワー再考− 森永　和彦 27
ミッドウェー海戦における連合艦隊の敗因の究極にあるもの 外山　三郎 33
マリアナ沖海戦における機動部隊の戦闘 吉田　昭彦 47
ソ連海軍航空兵力の戦略的役割 宮崎　誠一 58
アメリカの国防情報組織 朝比奈　峰男 79
ペルシャ湾への掃海隊派遣問題−平時法制の未整備が障害− 山崎　太喜男 99
国際法徒然話「Persona non grata」 高森　優 112
小説に見るC³ システム（2） 栄井　一郎 125
ローマ帝国の系譜（1)−シーザーからゴルバチョフまで− 是本　信義 147
お知らせ 158

第13巻第6号（通巻第75号）　昭和63年3月
故　詫間力平先生「統帥学」講義録（第3回） 竹内　芳夫 1
処女航海−防衛哲学への旅−（3） 木下　郁也 15
“一刀正伝無刀流兵法”考−寺本統帥「五典」の補遺として− 高科　伸一 25
海軍作戦における戦闘支援について 海軍元帥V.チェルナビン　

叶谷　友信 訳
40

戦略ミサイル潜水艦をめぐる攻防戦と今後の海軍戦略（その1） 今道　昌信 訳 51
最近の東南アジア情勢(17)　1987年後半の動向 田尻　正司 61
外から見た防衛論（30）　ソ連とアフガニスタン 森永　和彦 72
厳しい1988年の極東情勢 −ソ連、「極東回廊」の制覇を狙う− 山崎　太喜男 79

−31−

題　名 筆　者 頁



「観たこと・聴いたこと・考えたこと」 若林　保男 93
武官団旅行記（1）−ビアク・イリアンジャヤ方面− 加藤　寛二 107
随想「ある先輩のこと」 寺部　甲子男 129
原潜裏話(12) −オペレーション・シー・オービット(1)− ノーマン・ポルマー　

リチャード・アレン
133

ローマ帝国の系譜（2) −シーザーからゴルバチョフまで− 是本　信義 141
お知らせ 154

第14巻第1号（通巻第76号）　昭和63年5月
海軍の開戦経緯を考える（1） 内田　一臣 1
故　詫間力平先生「統帥学」講義録（第4回） 竹内　芳夫 9
処女航海−防衛哲学への旅−（4） 木下　郁也 20
艦長学考 寺部　甲子男 31
揺らぐ西側の安全保障体制−米軍基地の撤退に備えよ− 山崎　太喜男 36
戦略ミサイル潜水艦をめぐる攻防戦と今後の海軍戦略（その2） 今道　昌信 訳 49
海上防衛装備の発展動向 小滝　國雄 59
タイコンディロガ「イージス艦」の生まれるまで 馬場　駿快 83
空母ブレジネフはパシフィックに進出できるのか?（上） 高橋　弘道 91
石油備蓄の現状と将来 近岡　奇山 103
武官団旅行記（2・完） −ビアク・イリアンジャヤ方面− 加藤　寛二 113
エベレスト遠征に参加して（上） 松本　圭一郎 131
ローマ帝国の系譜（3)−シーザーからゴルバチョフまで− 是本　信義 149
昭和63年度海上自衛隊幹部学校指揮幕僚課程及び海上自衛隊
各術科学校等専攻科各過程の学生選抜第1次（筆記）試験問題

164

お知らせ及び昭和62年度決算報告について 169

第14巻第2号（通巻第77号）　昭和63年7月
海軍の開戦経緯を考える（2） 内田　一臣 1
随想「言葉と心−自国の尊厳」 汀　汪生 18
レーガン政権の国防政策と今後の方向 山賀　正治 20
故　詫間力平先生「統帥学」講義録（第5回） 竹内　芳夫 35
処女航海−防衛哲学への旅−（5） 木下　郁也 47
外から見た防衛論（31）−米国防総省のソ連観− 森永　和彦 57
戦略ミサイル潜水艦をめぐる攻防戦と今後の海軍戦略（その3） 今道　昌信 訳 64
偉大なOperator、立派なAdministrator、お粗末なPlanner Capt.G.G.O'Rourke　

馬場　駿快 訳
77

小説に見るC³ システム（3・完） 栄井　一郎 88
原潜裏話(13) ノーマン・ポルマー　

リチャード・アレン
99

エベレスト遠征に参加して（下） 松本　圭一郎 107
海軍戦史の面から見た日清・日露戦争と太平洋戦争の比較 北村　武郎

立元　四郎
123

空母ブレジネフはパシフィックに進出できるのか?（下） 高橋　弘道 142
昭和63年度指揮幕僚課程学生等選抜第1次（筆記）試験
　−英語−について

157
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第14巻第3号（通巻第78号）　昭和63年9月
海軍の開戦経緯を考える（3） 内田　一臣 1
<私稿>　海上防衛基盤論−経済と科学技術をめぐって−（上） 高科　伸一 17
故　詫間力平先生「統帥学」講義録（第6回） 竹内　芳夫 30
処女航海−防衛哲学への旅−（6） 木下　郁也 41
戦略ミサイル潜水艦をめぐる攻防戦と今後の海軍戦略（その4） 今道　昌信 訳 51
最近の東南アジア情勢(18)　1988年前半の動向 田尻　正司 63
研究ノート　−沖縄攻防戦における航空攻撃と艦隊防空− 吉田　昭彦 74
随筆　『戦艦大和』へのレクイエム、スリガオ海峡無残 米沢　徹馬 91

「強大なソ連」の再現目指すゴルバチョフ−ニューデタントに幻惑されるな− 山崎　太喜男 100
自衛官倫理 岩渕　秀樹 113
ローマ帝国の系譜（4)−シーザーからゴルバチョフまで− 是本　信義 121
昭和63年度指揮幕僚課程及び幹部専攻科各課程学生の選抜第1次（筆記）
試験−用兵的事項及び一般素養、兵術課題、専門課題−について

139

第14巻第4号（通巻第79号）　昭和63年11月
海軍の開戦経緯を考える（4） 内田　一臣 1
<私稿>　海上防衛基盤論−経済と科学技術をめぐって−（下） 高科　伸一 17
故　詫間力平先生「統帥学」講義録（第7回） 竹内　芳夫 31
戦略ミサイル潜水艦をめぐる攻防戦と今後の海軍戦略（その5） 今道　昌信 訳 42
我が国をめぐる機雷戦の様相についての一考察（上） 井川　宏 55
戦術的航空基地防衛 斉藤　隆 訳 77
外から見た防衛論（32）−カムラン湾基地返還問題− 森永　和彦 93
ローマ帝国の系譜（5)−シーザーからゴルバチョフまで− 是本　信義 101
海上自衛隊と戦史 八束　秀則 115
第一次・第二次世界大戦における潜水艦戦 玉井　泰生 123
増刊号『日米両海軍の提督に学ぶ』正誤表 139

第14巻第5号（通巻第80号）　昭和64年1月
年頭にあたって 兵術同好会会長 1
海軍の開戦経緯を考える（5） 内田　一臣 2
大楠公の思想と哲理について（上）−寺本統帥の重要公案を考える− 高科　伸一 19
処女航海−防衛哲学への旅−（7） 木下　郁也 35
故　詫間力平先生「統帥学」講義録（第8回） 竹内　芳夫 46
我が国をめぐる機雷戦の様相についての一考察（下） 井川　宏 59
戦略ミサイル潜水艦をめぐる攻防戦と今後の海軍戦略（その6） 今道　昌信 訳　 70

「対米優位」の回復目指すゴルバチョフ−ソ連に狙われるアジア・太平洋− 山崎　太喜男 83
米海洋戦略と同盟国 JAMES A. NATHAN　

町屋　俊夫 訳
97

ローマ帝国の系譜（6)−シーザーからゴルバチョフまで− 是本　信義 107
海戦法概説(2）−船舶の臨検・拿捕 安保　公人 125
VSTOL航空機の役割 池内　隆正 訳 139
お知らせ 兵術同好会事務局 156
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第14巻第6号（通巻第81号）　平成元年3月
海軍の開戦経緯を考える（6・完） 内田　一臣 1
大楠公の思想と哲理について（中）−寺本統帥の重要公案を考える− 高科　伸一 16
処女航海−防衛哲学への旅−（8） 木下　郁也 31
最近の東南アジア情勢(19)　1988年後半の動向 田尻　正司 41
外から見た防衛論（33）−ブッシュ米政権の国防政策− 森永　和彦 52
海上警察権論からみた海上自衛隊の使命 若林　保男 59
随想　「平和と勲章」 汀　汪生 81
随想　「Uボート文書館訪問記」 西岡　朗 83
主要国の対機雷兵力の現勢（上） 井川　宏 90
新・ソ連海軍戦略について 町屋　俊夫 訳 111
故　詫間力平先生「統帥学」講義録（第9回） 竹内　芳夫 125
ローマ帝国の系譜（7)−シーザーからゴルバチョフまで− 是本　信義 140
昭和62、63年度『波涛』目録 157

第15巻第1号（通巻第82号）　平成元年5月
戦火のもとで(1) 高橋　定 1
大楠公の思想と哲理について（下）−寺本統帥の重要公案を考える− 高科　伸一 14
アジア新体制をめぐる米ソの攻防−「アジア安保」の最大目標は中国− 山崎　太喜男 25
戦略ミサイル潜水艦をめぐる攻防戦と今後の海軍戦略（その7・完） 今道　昌信 訳 38
主要国の対機雷兵力の現勢（下） 井川　宏 53
戦闘の法則とは?−ランチェスター・モデルの再検討−（上） 池内　隆正 訳 75
戦略石油パイプライン 柄崎　英一 85
随想　「歴史の活用」 大野　淳一 95
故　詫間力先生「統帥学」講義録（第10回） 竹内　芳夫 111
ローマ帝国の系譜（8)−シーザーからゴルバチョフまで− 是本　信義 122

「あ」号作戦計画の情況判断 吉田　昭彦 139
平成元年度海上自衛隊幹部学校指揮幕僚課程及び海上自衛隊
各術科学校等専攻科各課程の学生選抜第1次(筆記)試験問題

153

昭和63年度決算報告及び監査報告について 158
訂正記事 74,94,138

第15巻第2号（通巻第83号）　平成元年7月
戦火のもとで(2) 高橋　定 1
チェルナビン海軍総司令官へのインタビュー 岡本　正治 訳 14
海軍−その役割、発展と運用の展望−（部分仮訳） 監修及び序文 S.G ゴルシコフ

山下　博嗣 訳
23

外から見た防衛論（34）−社会主義圏の混乱深まる− 森永　和彦 43
戦闘の法則とは?−ランチェスター・モデルの再検討−(中) 池内　隆正 訳 48
世界の機雷敷設兵力の現勢 井川　宏 57
随想　「卒業式の年号表記について」 折戸　善彦 70
潜水艦の将来 町屋　俊夫 73
故　詫間力平先生「統帥学」講義録（第11回） 竹内　芳夫 85
軍事サイバネティックスに関する考察（1） 今道　昌信 100
潜水艦戦に関する国際法的考察（1） 川本　正昭 109
自衛官倫理 宮崎　行隆 115
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ローマ帝国の系譜（9)−シーザーからゴルバチョフまで− 是本　信義 123
平成元年度指揮幕僚課程及び幹部専攻科各課程学生の選抜
第1次（筆記）試験について

142

訂正記事 56,141,146

第15巻第3号（通巻第84号）　平成元年9月
戦火のもとで(3) 高橋　定 1
ゴルバチョフを脅かす民族暴動−「国」を奪われた民族の悲劇− 山崎　太喜男 17
最近の東南アジア情勢（20・完）　10年の回顧と展望 田尻　正司 31
北の湖をめぐる紛争 高橋　弘道 41
キューバ・ミサイル危機対処（上） 坂東　邦彦 60
戦闘の法則とは?−ランチェスター・モデルの再検討−(下) 池内　隆正 訳 76
潜水艦戦に関する国際法的考察（2） 川本　正昭 88
故　詫間力平先生「統帥学」講義録（第12回） 竹内　芳夫 103
軍事サイバネティックスに関する考察（2） 今道　昌信 119
ローマ帝国の系譜（10)−シーザーからゴルバチョフまで− 是本　信義 129
平成元年度指揮幕僚課程及び幹部専攻科各課程学生の選抜第1次(筆記)
試験−「用兵的事項・一般素養」、「兵術課題」、「専門課題」−について

142

訂正記事 141

第15巻第4号（通巻第85号）　平成元年11月
戦火のもとで(4) 高橋　定 1
封じ込め戦略の将来
　−ソ連周辺部における利益の防衛に関するアメリカのオプション−

町屋　俊夫 訳 14

環太平洋時代の幕開け 朝比奈　峰男 23
キューバ・ミサイル危機対処（下） 坂東　邦彦 33
幕僚（1） 末國　正男 43
MIKE級潜水艦「KOMSOMOLETS」の沈没事故 木村　康張 訳 55
米海軍のペルシャ湾悲劇に学ぶ　平和時のコンティンジェンシーリーダーシップ 寺部　甲子男 69
故　詫間力平先生「統帥学」講義録（第13回・最終回） 竹内　芳夫 85
インド洋のドイツ潜水艦戦（1） 富　一郎 95
外から見た防衛論(35)　米国防総省「ソ連の軍事力」1989年版 森永　和彦 108
潜水艦戦に関する国際法的考察（3） 川本　正昭 114
米国の海軍予備油田 柄崎　英一 132
ローマ帝国の系譜（11)−シーザーからゴルバチョフまで− 是本　信義 135
訂正記事 42,152

第15巻第5号（通巻第86号）　平成2年1月
年頭にあたって 兵術同好会会長 1
戦火のもとで(5) 高橋　定 3
SOVIET　NAVY　PERSPECTIVES（ソ連海軍の展望） 佐藤　正 仮訳 17
海南島開発の狙いは「台湾の統一」−南シナ海支配の重要な戦略要衝− 山崎　太喜男 27
意思決定のトータル・システム(43) 竹内　芳夫 43
JOYFUL　AMERICA （米国海軍大学校留学記） 河村　克則 54
幕僚（2） 末國　正雄 63
インド洋のドイツ潜水艦戦（2） 富　一郎 75
軍事サイバネティックスに関する考察（3） 今道　昌信 91
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ソ連の財政事情 朝比奈　峰男 106
潜水艦戦に関する国際法的考察（4・完） 川本　正昭 115
ローマ帝国の系譜（12)−シーザーからゴルバチョフまで− 是本　信義 129
お知らせ 兵術同好会事務局 150
訂正記事 128

第15巻第6号（通巻第87号）　平成2年3月
戦火のもとで(6) 高橋　定 1
米ソ海軍バランス、海軍攻略、海軍軍縮 町屋　俊夫 12
シベリア横断9,446キロの旅 寺井　愛宕 23
ノブレス・オブリジュ　−オフィサーの心得− 高木　治夫 訳 48
意思決定のトータル・システム(44) 竹内　芳夫 53
指揮官の所在位置と指揮について 末國　正雄 61
インド洋のドイツ潜水艦戦（3） 富　一郎 72
東南アジア、中国視察記 寺部　甲子男 85
外から見た防衛論(36)　ソ連軍のカムラン湾基地からの撤退 森永　和彦 106
海軍の石油備蓄 柄崎　英一 114
ローマ帝国の系譜（13)　−シーザーからゴルバチョフまで− 是本　信義 128

第16巻第1号（通巻第88号）　平成2年5月
戦火のもとで(7) 高橋　定 1
ソ連の軍事政策(1） 河野　克俊 11
シベリア横断9,446キロの旅（2） 寺井　愛宕 21
山本長官機被撃墜事件の解明 吉田　昭彦 49
意思決定のトータル・システム(45) 竹内　芳夫 63
国軍統帥中央機関の所在と在り方に関する考察〈1〉 末國　正雄 71
自由世界の利益を守った「パナマ進攻」 山崎　太喜男 81
信長の戦い（1） 高橋　弘道 95
1990年代における海軍力の必要性
　(1989年12月30日トロスト米海軍作戦部長の議会証言)

岡本　正治 抄訳 111

ローマ帝国の系譜（14・完）−シーザーからゴルバチョフまで− 是本　信義 117
インド洋のドイツ潜水艦戦（4・完） 富　一郎 135
平成2年度海上自衛隊幹部学校指揮幕僚課程及び海上自衛隊
各術科学校等専攻科各過程の学生選抜第1次（筆記）試験問題

146

平成元年度決算報告について 153
お知らせ 154
訂正記事 134

第16巻第2号（通巻第89号）　平成2年7月
戦火のもとで(8) 高橋　定 1
信長の戦い（2・完） 高橋　弘道 10
シベリア横断9,446キロの旅（3・完） 寺井　愛宕 23
意思決定のトータル・システム(46) 竹内　芳夫 39
転換期国際法の中立に関する考察（1） 川本　正昭 46
米海軍のペルシア湾「かまきり」作戦　FFGロバーツ触雷に対する報復 寺部　甲子男 67
海上交通戦　戦争の教訓と現状(前編) V.チェルナビン　

山下　博嗣 訳
78
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国軍統帥中央機関の所在と在り方に関する考察〈2〉 末國　正雄 95
ミニメモ「イルカの訓練は動物虐待か?」 108
外から見た防衛論(37)　米軍事路線の再検討 森永　和彦 109
ソ連の軍事政策(2） 河野　克俊 117
講道館柔道と海軍、そして海上自衛隊 是本　信義 127
平成2年度指揮幕僚課程及び幹部専攻科各課程学生の選抜第
1次（筆記）試験について

147

第16巻第3号（通巻第90号）　平成2年9月
戦火のもとで(9) 高橋　定 1
海上交通戦　戦争の教訓と現状(後編) V.チェルナビン　

山下　博嗣訳
10

「バルト三国」の独立と北方領土問題 山崎　太喜男 27
魅力戦略（1）　−今後の日本が採るべき方向についての一考察− 太田　文雄 39
日の丸の由来に関する一考察 和光　満 52
国軍統帥中央機関の所在と在り方に関する考察〈3〉 末國　正雄 57
ゴーリズムについて 泉　三省 70
転換期国際法の中立に関する考察（2） 川本　正昭 76
ガルーダとパンチャシラ（1） 加藤　寛二 94
ある経済大国の興亡（1）（カルタゴ滅亡史） 是本　信義 109
平成2年度指揮幕僚課程及び幹部専攻科各課程学生の選抜第1次(筆記)
試験−「用兵的事項一般素養」、「兵術課題」、「専門課題」−について

122

第16巻第4号（通巻第91号）　平成2年11月
戦火のもとで(10) 高橋　定 1
ガルーダとパンチャシラ（2） 加藤　寛二 12
新軍事ドクトリンとソ連海軍（1）　−ゴルシコフ戦略の終焉?− 町屋　俊夫 28
意思決定のトータル・システム(47) 竹内　芳夫 41
クリミア戦争 田尾　輝雄 51
外から見た防衛論(38)　ソ連の軍事力1990年版 森永　和彦 66
海軍軍備管理（1）　−信頼醸成措置を中心にして− 高橋　弘道 71
総括イラン・イラク戦争海上編　タンカー戦争の総決算 寺部　甲子男 83
国軍統帥中央機構の所在と在り方に関する考察〈4〉 末國　正雄 103
ある経済大国の興亡（2）（カルタゴ滅亡史） 是本　信義 115
魅力戦略（2）　−今後の日本が採るべき方向についての一考察− 太田　文雄 130
訂正記事 65

第16巻第5号（通巻第92号）　平成3年1月
年頭にあたって 山本　誠 1
戦火のもとで(11) 高橋　定 5
新軍事ドクトリンとソ連海軍　−ゴルシコフ戦略の終焉?−（2） 町屋　俊夫 16

「湾岸」をめぐる米ソの角遂　−長期化と拡大へ進む湾岸危機− 山崎　太喜男 37
統率について 和田　晃 50
国軍統帥中央機関の所在と在り方に関する考察〈5〉 末國　正雄 57
新しい超大国ドイツの出現 朝比奈　峰男 70
意思決定のトータル・システム(48) 竹内　芳夫 81
1990年代の海洋戦略 佐藤　正 仮訳 91
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海軍軍備管理　−信頼醸成措置を中心にして−（2） 高橋　弘道 105
ハルデケン少佐とU−ボート　米本土攻撃 西岡　朗 119
転換期国際法の中立に関する考察（3） 川本　正昭 122
ある経済大国の興亡（カルタゴ滅亡史）（3） 是本　信義 141
軍事サイバネティックスに関する考察（4） 今道　昌信 161
訂正記事 174
世界海戦史概説愛蔵版のご案内 175
お知らせ 176

第16巻第6号（通巻第93号）　平成3年3月
戦火のもとで(12) 高橋　定 1
軍事サイバネティックスに関する考察（5） 今道　昌信 12
CNOのしごと 左近允　尚敏 31
意思決定のトータル・システム(49) 竹内　芳夫 45
ソ連軍の民族問題 宮崎　公男 59
海軍軍備管理（3）　−信頼醸成措置を中心にして− 高橋　弘道 73
日本海軍の対潜水艦戦 吉田　昭彦 91
外から見た防衛論(39)　ソ連の混乱と軍事力の役割 森永　和彦 105
国軍統帥中央機構の所在と在り方に関する考察〈6〉 末國　正雄 113
転換期国際法の中立に関する考察（4） 川本　正昭 124
ある経済大国の興亡（4）（カルタゴ滅亡史） 是本　信義 139

第17巻第1号（通巻第94号）　平成3年5月
「孫子の兵法」国際シンポジュームに参加して 平間　洋一 1
秀吉の戦い(1） 高橋　弘道 20
国軍統帥中央機構の所在と在り方に関する考察〈7・完〉 末國　正雄 38
LPGの地下備蓄 柄崎　英一 49
転換期国際法の中立に関する考察（5） 川本　正昭 54
艦艇　片思いの記　−皆さんは果報者です− 津布工　清司 70
厳しい戦後の湾岸情勢 山崎　太喜男 76

「昭和天皇独白録」と私の日本海軍史研究 外山　三郎 91
ある経済大国の興亡（カルタゴ滅亡史）（完） 是本　信義 104
平成3年度海上自衛隊幹部学校指揮幕僚課程及び海上自衛隊
各術科学校等専攻科各課程の学生選抜第1次(筆記)試験問題

124

平成2年度決算報告について 132

第17巻第2号（通巻第95号）　平成3年7月
戦火のもとで（13・完） 高橋　定 1
朝鮮戦争時の特別掃海隊−海上自衛隊創設のルーツと先人の功績− 平間　洋一 19
意思決定のトータル・システム(50) 竹内　芳夫 33
報復 櫻井　讓 43
インド見たまま（1） 寺井　愛宕 54
秀吉の戦い（2） 高橋　弘道 65
外から見た防衛論(40)　湾岸戦争の教訓 森永　和彦 75
事務室に咲いた蘭（LAN）の花　
　−LAN部隊(ソフト・パワー)によるオフィスの戦力化−

濱田　儀一 83

岐路に立つ米海軍戦略 町屋　俊夫 91
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平成3年度海上自衛隊幹部学校指揮幕僚課程及び海上自衛隊各術
科学校専攻科各課程の学生選抜第1次筆記試験について−英語−

105

事務局だより 110
訂正記事 109

第17巻第3号（通巻第96号）　平成3年9月
海上における砂漠の嵐作戦 佐藤　正 訳 1
秀吉の戦い（3・完） 高橋　弘道 12
世界を巻き込むペレストロイカ 山崎　太喜男 26
転換期国際法の中立に関する考察（6） 川本　正昭 37
インドみたまま（2） 寺井　愛宕 45
1990年代の西太平洋における米国海洋戦略 L. LASATER　

小島　康男 訳
60

意思決定のトータル・システム(51) 竹内　芳夫 75
随想　掃海部隊のペルシャ湾派遣に思う 寺部　甲子男 86
平成3年度海上自衛隊幹部学校指揮幕僚課程及び海上自衛隊
各術科学校専攻科各課程の学生選抜第1次筆記試験
−「用兵的事項・一般素養」「兵術課題」「専門課題」について−

90

事務局だより 111
平成元年度及び2年度「波涛」目録 113

第17巻第4号（通巻第97号）　平成3年11月
ハワイ作戦目的と山本五十六 菊田　愼典 1
外から見た防衛論(41)　バルト海と日本海 森永　和彦 11
わが補給艦隊の航跡　−後輩への遺産相続作戦− 濱田　儀一 18
意思決定のトータル・システム(52) 竹内　芳夫 34
インドみたまま（完） 寺井　愛宕 45
湾岸戦争における米海軍−その主要成果− 木村　康張 訳 57
軍事サイバネティックスに関する考察（6・完） 今道　昌信 71
日本海軍がハワイ攻撃を行わず開戦したと
　仮定した場合の諸戦期作戦推移の予想考察

末國　正雄 81

転換期国際法の中立に関する考察（7） 川本　正昭 86
随想　佐世保おくんちに想う 高木　治夫 96
事務局だより 101

第17巻第5号（通巻第98号）　平成4年1月
年頭にあたって 猪狩　眞 1
再会 秋吉　美也子 3
外から見た防衛論(42)　ソ連の崩壊と日本 森永　和彦 16
将来への道（訳） プロシーディングス 1991年4月号

佐藤　正　仮訳
23

家康の戦い（1） 高橋　弘道 47
ソ連政変と東アジア情勢−多元的脅威への対応を− 山崎　太喜男 70
航空機搭載巡洋艦（訳） 山下　博嗣 83
転換期国際法の中立に関する考察（8・完） 川本　正昭 93
随想　「平成“2”等兵物語」 細川　宜晃 104
支部だより『大湊』 平岡　信夫、 川上　孝志、

山越　博道
106
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事務局だより 事務局 114
訂正記事 82

第17巻第6号（通巻第99号）　平成4年3月
統一ドイツ、ベルギー、フランス視察記（上） 寺部　甲子男 1
外から見た防衛論(43)−ソ連のいない世界− 森永　和彦 14
中国海軍の海洋進出（訳） E.D. スミス　

八木　直人 訳
22

真珠湾50周年セミナーに参加して　−真珠湾はスニークアタックにあらず− 上坂　康 31
家康の戦い（2） 高橋　弘道 46
湾岸戦争の一考察 朝比奈　峰男 71
国際連合の平和維持活動制度−国連平和維持軍の成立までの経緯− 川本　正昭 91
支部だより「大湊」 武田　長榮、 臼田　裕 105
事務局だより 事務局 121
訂正記事 122

第18巻第1号（通巻第100号）　平成4年5月
統一ドイツ、ベルギー、フランス視察記（中） 寺部　甲子男 1
注目される黒海艦隊の去就 山崎　太喜男 14
海軍　−削減と発展（部分訳） 山下　博嗣 24
家康の戦い（3・完） 高橋　弘道 32
MI作戦目的と指揮官の判決（前） 菊田　慎典 46
自衛官倫理 比留間　峰子 66
事件・事故等ありません　−ペルシャ湾発警務隊司令あて書簡− 熊倉　正造 76
主要提督から見た米海軍史（1）
　−米国近代海軍のあけぼのと兵学校の創設−

谷光　太郎 89

最後の戦術的勝利・九州沖航空戦 吉田　昭彦 102
支部だより（岩国） 井上　健児、 丹波　満良 119
事務局だより 事務局 127

第18巻第2号（通巻第101号）　平成4年7月
行動規範の意義（100号記念論文第2席） 高橋　弘道 1
統一ドイツ、ベルギー、フランス視察記（下） 寺部　甲子男 12
1992年の世界の海軍（抄訳） ノーマン・フリードマン　

佐藤　正 訳
30

国際人道法に関する第1回東アジア地域軍事セミナーに参加して 安保　公人 47
主要提督から見た米海軍史（2）−ファラガット提督と南北戦争− 谷光　太郎 59
MI作戦目的と指揮官の判決（中） 菊田　慎典 73
オフィス戦力化に関する提言 濱田　儀一 91
湾岸戦争…P−3の語られざる貢献（上） 木村　康張 103
事務局だより 119
訂正記事 119

第18巻第3号（通巻第102号）　平成4年9月
ロシア海軍運用思想　−歴史的事実・国民性の視点から− 牧野　洋 1
ロシアは脅威か 森永　和彦 13
アメリカと旧ソ連の軍縮 朝比奈　峰男 22
ハイエクの遺言　−もう一つの歴史の終り論− 滝川　岩一 35
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石油に未来はあるか 柄崎　英一 45
主要提督から見た米海軍史（3）　−ルース提督と海軍大学校の創設− 谷光　太郎 56
MI作戦目的と指揮官の判決（後） 菊田　慎典 72
Submarine Warfave It's A−Changing (抄訳)
　−潜水艦戦の新しい変化−

プロシーデイングス 1992年6月号
大塚　海夫 訳

80

米海軍の将来の役割(抄訳) 町屋　俊夫 85
湾岸戦争とP−3の語られざる貢献（下） 木村　康張 97
支部だより（呉） 川村　利明、 川尻　治男 107
事務局だより 事務局 115
訂正記事 115

第18巻第4号（通巻第103号）　平成4年11月
ペリー来航（前）　〜日米交渉の原形の形成〜 田村　力 1
ドイツ海軍の国際的貢献事情 西岡　朗 22
いろは丸事件に係わる龍馬の戦い（上） 高橋　弘道 32
海没 秋吉　美也子 43
ハイエクの遺言（追補）　〜もう一つの歴史の終リ論〜 滝川　岩一 53
武田水軍について 和光　満 65
主要提督から見た米海軍史（4）
　〜米国近代海軍のあけぼのと兵学校の創設〜

谷光　太郎 73

明日の艦隊（抄訳） スコット C・トルーバー　
佐藤　正 訳

89

ある講演会から　防衛私論 渡邉　直 100
事務局だより 事務局 110
訂正記事 110

第18巻第5号（通巻第104号）　平成5年1月
年頭にあたって 福地　建夫 1
ペリー来航（中）　−日米交渉の原形の形成− 田村　力 3
いろは丸事件に係わる龍馬の戦い（下） 高橋　弘道 21
海没 秋吉　美也子 33
米海軍の戦略転換にみる新たな抑止の概念
　−コンスタビュラリー・フォースと海軍−

大塚　海夫 44

極東ロシア軍基地視察記（上）　“沿海州で前例のない出来事” 寺部　甲子男 57
主要提督から見た米海軍史（5）　−米西戦争と3人の提督− 谷光　太郎 74
中国で考えたこと（1） 寺井　愛宕 91
冷戦を越えて（訳） ジェレマイヤー海軍大将　

八木　直人 訳
110

常識の通じないフネのぎ装員長の独白 峰　圭三 121
事務局だより 事務局 127
訂正記事 128

第18巻第6号（通巻第105号）　平成5年3月
ペリー来航（下）　−日米交渉の原形の形成− 田村　力 1
クリントン政権の安全保障政策 森永　和彦 14
海没 秋吉　美也子 23
極東ロシア軍基地視察記（中）　“沿海州で前例のない出来事” 寺部　甲子男 34
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主要提督から見た米海軍史（6）
　−米海軍の象徴的存在・デューイ提督−

谷光　太郎 52

米国海軍とロシア海軍の軍事交流について（訳） 友森　武久 訳 67
中国で考えたこと（2） 寺井　愛宕 80
支部だより（鹿屋支部） 鹿屋基地広報室 105

第19巻第1号（通巻第106号）　平成5年5月
ハイエクは死んだか　−クリントンのアメリカ再生について− 滝川　岩一 1
海没 秋吉　美也子 15
極東ロシア軍基地視察記（下）　“沿海州で前例のない出来事” 寺部　甲子男 28
主要提督から見た米海軍史（7）　−歴代海軍長官−(前) 谷光　太郎 44
中国で考えたこと（3） 寺井　愛宕 61
深く迷い、深く考える武人に 曽野　綾子 84
特攻隊をめぐる日米の対応　−国民性の視点から− 平間　洋一 87
士官室の雰囲気を良くしよう プロシーディングス 1991年24月号

高木　治夫 訳
103

ブラジルにおける日系人について 津島　勝二 110

第19巻第2号（通巻第107号）　平成5年7月
楽観許さぬ極東情勢 山崎　太喜男 1
主要提督から見た米海軍史（8）
　−海軍作戦部(CNO)の創設と初代部長ベンソン−

谷光　太郎 12

What is a Maritime Action Group?（訳） Robert O. Crawshaw　
大塚　海夫 訳

25

海軍力を構成する煉瓦（機雷戦）（訳） フランク B ケルソー 2世　
井川　宏 訳

34

幻の攻撃目標『15リ』 吉田　昭彦 43
太平洋における日・米・露　各海軍間の協力的安全保障（上） 太田　文雄 57
魚雷艇の防空戦要領について（上）　−戦史・戦記からの研究− 永井　煥生 71
我らひたすら北上せり　平均速力46kt(ミサイル艇・MSL回航記) 峰　圭三

須賀　和男
92

事務局だより・記事訂正 事務局 110

第19巻第3号（通巻第108号）　平成5年9月
決断と実行の人　−フィッシャー提督を偲ぶ− 寺部　甲子男 1
主要提督から見た米海軍史（9）　−シムズ提督と大艦巨砲時代− 谷光　太郎 13

「SDI」から「BMD」へ（上）　−21世紀の核の脅威から生き残るために− 寺井　愛宕 28
ソ連勤務で感じたこと 小林　拓雄 45
海上自衛隊の用兵思想の変遷 菊池　武文 54
太平洋における日・米・露　各海軍間の協力的安全保障（下） 太田　文雄 82
魚雷艇の防空戦要領について（下）　−戦史・戦記からの研究− 永井　煥生 93
シビリアンコントロールと言論の自由の間で 池田　真 108
海上自衛隊指揮幕僚課程等の学生選抜1次（筆記）試験問題及
び答案審査を通じての所見等

幹部学校教育部長 113
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第19巻第4号（通巻第109号）　平成5年11月
ロシアの外交理念と北方領土 山崎　太喜男 1
減量で世紀末を乗り切る米海軍（前）　−米海軍主要司令部訪問記− 寺部　甲子男 9
主要提督から見た米海軍史（10）
　−第一次大戦とルーズベルト(FDR)海軍次官−

谷光　太郎 25

「SDI」から「BMD」へ（下）　−21世紀の核の脅威から生き残るために− 寺井　愛宕 38
南東太平洋方面海軍戦史（上）　−セント・ジョージ岬沖海戦の顚末− 水落　睿二 54
平八郎の戦い（上） 高橋　弘道 75
静かなる戦い−冷戦下の海上における情報収集活動−（抄訳） 高知尾　隼 訳 93
中東の石油紛争地域 柄崎　英一 109
意思決定のトータル・システム（53） 竹内　芳夫 116
艦隊決戦思想についての一考察
　−WWIIこおける日本海軍の潜水艦戦を振り返って−

関口　鉄也 125

第19巻第5号（通巻第110号）　平成6年1月
年頭にあたって 加藤　武彦 1
減量で世紀末を乗り切る米海軍（後）　−米海軍主要司令部訪問記− 寺部　甲子男 3
主要提督から見た米海軍史（11）　−歴代海軍作戦部長− 谷光　太郎 19
平成5年度遠洋練習航海を終えて 五味　睦佳 37
南東太平洋方面海軍戦史（中）　−セント・ジョージ岬沖海戦の顚末− 水落　睿二 52
米国から見たペリーの日本遠征（抄訳）
　原題「威厳を失墜しなかった提督」

クレイグ・A・スワンソン　
田村　力 訳

68

平八郎の戦い（中） 高橋　弘道 77
マリアナ沖海戦　作戦指導批判に異論あり 田中　健一 96
事務局だより 兵術同好会 103

第19巻第6号（通巻第111号）　平成6年3月
アジアの軍事情勢と軍拡の動き 朝比奈　峰男 1
主要提督から見た米海軍史（12）　−清和中正の提督ハート− 谷光　太郎 17
彼らのシステムは、なお生けにえを必要としている（訳） ブラジミール V. ステファノスキー

佐藤　正 訳
35

南東太平洋方面海軍戦史（下）　−セント・ジョージ岬沖海戦の顛末− 水落　睿二 46
意思決定のトータル・システム（54） 竹内　芳夫 67
平八郎の戦い（下） 高橋　弘道 77
イスラエル海軍小史　−第4次中東戦争・ミサイル艇戦を中心として− 永井　煥生 91
ペーパーバックに見るポスト冷戦 高木　治夫 117
訂正記事 90

第20巻第1号（通巻第112号）　平成6年5月
平成5年度幹部学校卒業式における海上幕僚長訓示 海上幕僚長 1
今一つの視座　−級友K氏から教えられた物の見方− 汀　汪生 4
主要提督から見た米海軍史（13）
　−ウイリアム・D・リーヒ、大統領の軍事参謀長−

谷光　太郎 7

帝国海軍と海軍要務令（上） 寺部　甲子男 27
意思決定のトータル・システム（55） 竹内　芳夫 47
海上自衛隊（上）　−その歴史的展望と2010年における使命と兵力構成− 米国海軍少佐

エドワード L. マーティン
57
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北部仏印進駐における陸海軍の関係（前）
　−なぜ海軍は陸軍との協同を放棄したか−

八束　秀則 83

トラック島大空襲 吉田　昭彦 99
50ktの世界を離れて　−ミサイル艇1号艇長回想録− 峰　圭三 113
会員だより、事務局だより 事務局 126

第20巻第2号（通巻第113号）　平成6年7月
朝鮮半島と日本の安全保障 森永　和彦 1
主要提督から見た米海軍史（14）
　−歴代海軍長官(2)第一次大戦から第二次大戦まで−

谷光　太郎 8

帝国海軍と海戦要務令（下） 寺部　甲子男 28
意思決定のトータル・システム（56） 竹内　芳夫 46
海上自衛隊（下）
　−その歴史的展望と2010年における使命と兵力構成−

米国海軍少佐
エドワード L. マーティン

56

北部仏印進駐における陸海軍の関係（後）
　−なぜ海軍は陸軍との協同を放棄したか−

八束　秀則 75

米国から見た冷戦後の日米安全保障体制の意義についての一考察 平田　昭文 92

第20巻第3号（通巻第114号）　平成6年9月
ロバート・J・ケリー大将の
　西太平洋艦隊航空部隊指揮官交代式におけるスピーチ

兵術同好会会長 1

最近の経営の課題 稲葉　興作 18
主要提督から見た米海軍史（15）　−スターク作戦部長とドッグプラン− 谷光　太郎 32
海上防衛図演装置運用開始についての論文に寄せて 砂川　正俊 45
海上防衛図演装置運用開始元年に想う 玉井　泰生 48
カンボディアに参加して（前） 北村　健造 73
2年ぶりの中国（前） 寺井　愛宕 84
変化する東北アジアと韓・日海軍協力 韓国海軍中佐　金　河榮 96
事務局だより 兵術同好会 114

第20巻第4号（通巻第115号）　平成6年11月
地政学と国際政治　−地政学から見た日米関係− 平間　洋一 1
主要提督から見た米海軍史（16）　−海軍航空の草分け提督タワーズ− 谷光　太郎 20
2年ぶりの中国（後） 寺井　愛宕 39
カンボディアに参加して（後） 北村　健造 60
意思決定のトータル・システム（57） 竹内　芳夫 78
明治海軍と燃料 柄崎　英一 88
激動・国際化時代への適合−自衛官としての思考と心構え− 上田　愛生 97
甲標的11号艇の奮戦 植田　一雄 111
訂正記事 126

第20巻第5号（通巻第116号）　平成7年1月
年頭にあたって 古賀　雄次郎 1
緊張高まる台湾海峡　−中国は「覇権国家」を目指すか− 山崎　太喜男 3
主要提督から見た米海軍史（17）　−対日戦を指揮した提督キング− 谷光　太郎 8
米海大留学記 小澤　勇 25
林子平の「海国兵談」　−海防観とその背景− 佐藤　俊夫 44
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ロシア海軍概観（抄訳）　−ある通常の配備行動− プロシーデイングス 1994年7月号
佐藤　正 訳

72

アメリカ外交の一側面 河野　美登 86

第20巻第6号（通巻第117号）　平成7年3月
ソ連崩壊後のCIS及び東欧諸国の現状 越野　秀人 1
主要提督から見た米海軍史（18）　−米海軍航空の父モフェット提督− 谷光　太郎 20
第一次上海事変の勃発とその歴史的意義
　−日本海軍の対応を中心として−

影山　好一郎 48

平成6年度遠洋練習航海を終えて 山崎　眞 70
海戦法規の国際的再構築　−1994年のサンレモ・マニュアル− 安保　公人 88
シンガポール事情 木下　憲司 113
事務局だより 兵術同好会事務局 124

第21巻第1号（通巻第118号）　平成7年5月
緊張続く東アジア・太平洋　−中国の狙いは「台湾封鎖」− 山崎　太喜男 1
豪州国防事情　−アジア太平洋地域と豪州の国防政策− 平山　孝雄 8
主要提督から見た米海軍史（19）　−悲劇の提督フレッチャー− 谷光　太郎 19
米海軍の教義（ドクトリン）開発 高橋　弘道 41
Forward−From the Sea プロシーデイングス 1994年 12 月号

佐藤　正 訳
55

−米国から見た太平洋戦争(米国戦史の紹介)− 水落　睿二 69
硫黄島戦と通信　−日本陸海軍の通信はいかに行われたか− 大澤　勉 89
事務局だより 同好会事務局 117
平成7年度幹部学校指揮幕僚課程及び第一術科学校等専攻科
各課程の学生選抜第一次試験問題

同好会事務局 119

第21巻第2号（通巻第119号）　平成7年7月
「自衛」について考える 吉村　作治 1
日、米安全保障体制の在り方について
　−概ね2010年までの国際関係並びに軍事情勢を見通して−

米国海軍少佐　
マーク T.スティプルス

6

主要提督から見た米海軍史（20）　−対日戦を戦った提督達− 谷光　太郎 18
英海大留学記 中尾　典正 37
比島沖海戦における起動部隊本部の牽制作戦 吉田　昭彦 55
意思決定のトータル・システム（58） 竹内　芳夫 72
事務局だより 兵術同好会事務局 84

第21巻第3号（通巻第120号）　平成7年9月
シーレーンの危機 柄崎　英一 1
未来の韓・日海軍軍事協力において韓国海軍の果たすべき役割について
　−概ね2010年までの国際関係並びに軍事情勢を見通して−

韓国海軍少佐　崔　哲鎬 13

主要提督から見た米海軍史（21）　−チャールズ A ロックウード− 谷光　太郎 25
米国防大学留学記 太田　文雄 48
凛の統率 北村　明彦 76
冷戦の起源と米海軍の役割 山内　敏秀 98
単盲象を撫でる 高木　治夫 114
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第21巻第4号（通巻第121号）　平成7年11月
冷戦後の日本の安全保障政策 加藤　朗 1
シンガポール共和国における海上防衛の在り方について シンガポール海軍少佐　陳　開河 22
主要提督から見た米海軍史（22）　−リッチモンド K ターナー− 谷光　太郎 35
アラブ・イスラエル戦争（1948〜1973）における海上戦の全容と若干の考察（上） 水落　睿二 54

「在日米海軍将兵に対する米国の高等普通教育について」 羽生　勇作 90
事務局だより 兵術同好会事務局 98

第21巻第5号（通巻第122号）　平成8年1月
年頭にあたって 古賀　雄次郎 1
大東亜戦争からの卒業 内田　一臣 3
アジア太平洋地域における安全保障体制について 寺井　愛宕 18
意志決定法の一考察 小澤　勇 42
主要提督から見た米海軍史（23）　−海兵隊の主要将軍達− 谷光　太郎 83
米海軍兵学校海軍戦史シンポジュームに参加して 吉田　昭彦 108
アラブ・イスラエル戦争（1948〜1973）における海上戦の全容と若干の考察（中） 水落　睿二 116
事務局だより 兵術同好会事務局 177

第21巻第6号（通巻第123号）　平成8年3月
「地政学」にみる中国の戦略環境の一考察−その「不変的」要素として− 河村　正雄 1
ユーラシア大陸横断・シルクロード50日間・バスの旅（西安〜イスタンプール）（上） 寺井　愛宕 12
主要提督から見た米海軍史（24）　−裏方の提督達− 谷光　太郎 56
幕末における露艦の対馬占拠事件 佐藤　俊夫 77
空洞化をめぐる技術論−技術の国際政治経済学的考察− 戸崎　肇 104
アラブ・イスラエル戦争（1948〜1973）における海上戦の全容と若干の考察（下） 水落　睿二 125
平成8年度幹部学校指揮幕僚課程及び第1術科学校等幹部専
攻科各過程の学生選抜第1次試験問題

兵術同好会事務局 163

第22巻第1号（通巻第124号）　平成8年5月
静かな勇気を持って 曽野　綾子 1
軍隊の「平和的役割」に関する一考察
　−ニュージーランド軍の戦力組成が示唆するもの−

佐島　直子 6

平成7年度遠洋練習航海を終えて 長谷川　語 20
ASWとTMD 森永　和彦 45
主要提督から見た米海軍史（25）　−第2次大戦中の英海軍の提督達− 谷光　太郎 54
ユーラシア大陸横断・シルクロード50日間・バスの旅（西安〜イスタンプール）（中） 寺井　愛宕 76
事務局だより 兵術同好会事務局 116

第22巻第2号（通巻第125号）　平成8年7月
海軍が地方都市に与えた文化的影響（1）−むつ市の近代化と海軍− 平間　洋一 1
ポスト冷戦期の核兵器;その意義と役割 八木　直人 21
韓・日防衛協力の発展法案 大韓民国海軍大佐　李　成植 37
主要提督から見た米海軍史（26）　−米海軍育成の父セオドア・ルーズベルト− 谷光　太郎 61
トルコ共和国事情−中東のキーカントリー− 東郷　行紀 87
ユーラシア大陸横断・シルクロード50日間・バスの旅（西安〜イスタンプール）（下） 寺井　愛宕 103
事務局だより 兵術同好会事務局 131

−46−

題　名 筆　者 頁



第22巻第3号（通巻第126号）　平成8年9月
西太平洋地域における安全保障対話の必要性
　−第5回西太平洋海軍シンポジウムの開催について−

竹本　三保 1

海軍が地方都市に与えた文化的影響（2）−大湊興業と海軍− 平間　洋一 12
台湾の総統選挙に際しての中国の軍事行動 羽生　勇作 30
主要提督から見た米海軍史（27）　−ある無名のパイロット育ちの提督− 谷光　太郎 42
エネルギー危機の諸要因 柄崎　英一 67
ユーラシア大陸横断・シルクロード50日間・バスの旅
　（西安〜イスタンプール）（完結）

寺井　愛宕 76

事務局だより 兵術同好会事務局 106

第22巻第4号（通巻第127号）　平成8年11月
ハリファックス海洋シンポジウム　「21世紀に向かっての
“Multlnational Naval Cooperation”と外交」に参加して

秋元　一峰 1

ポスト冷戦期の安定化戦略と協力的安全保障
　−「安定発展措置」による「状態の管理」の概念の導入−

大塚　海夫 21

主要提督から見た米海軍史（28）　−キンケイド− 谷光　太郎 37
米海軍と海上自衛隊が果たすべき役割と協力のあり方
　−ポスト冷戦期における日米安全保障体制−

米国海軍少佐　
トーマス・A・マーフィ

63

世界の海軍の状況　「ビンセンス」−及び自動化 ノーマン・フリードマン　
佐藤　正 仮訳

88

日米海軍水上射撃法の考察 吉田　昭彦 98

第22巻第5号（通巻第128号）　平成9年1月
年頭にあたって 林　博太郎 1
日豪関係の史的展開　−安全保障の視点から− 佐島　直子 3
USS CIMARRON(AO−177)　PERSONAL EXCHANGE所見 菅原　克憲 17
主要提督から見た米海軍史（29）　−フランクリン・ルーズベルト− 谷光　太郎 22
ポスト冷戦期、東アジアにおいて、韓国海軍、
　海上自衛隊及び米海軍の果たすべき役割について

韓国海軍少佐　兪　聖薫 47

氷上の愚行 マーガルレット R.W.リード　
加納　省治 訳

67

常識の盲点を突く言語教育技法　−TPRによるタイ語コースの一週間− 山賀　正治 73
事務局だより 兵術同好会事務局 93

第22巻第6号（通巻第129号）　平成9年3月
西太平洋地域における安全保障対話がもたらすもの
　−第5回西太平洋海軍シンポジウムを終えて−

竹本　三保 1

領土問題の先覚者　志賀重昂と“ビーグル号” 寺部　甲子男 13
21世紀に向けた米海軍のC⁴ Iの構想について 田中　淳 25
主要提督から見た米海軍史（30）　−ジェームズ・V・フォレスタル− 谷光　太郎 40
イギリス人と日本人（上） 土屋　龍司 70
桜庭日誌（抄録）　−帝国海軍のアキレス臆「防御」に挑戦した
隼鷹内務長桜庭少佐の記録−

植田　一雄 85

平成9年度幹部学校指揮幕僚課程及び第1術科学校等幹部専
攻科各過程の学生選抜第1次試験問題

兵術同好会事務局 107
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第23巻第1号（通巻第130号）　平成9年5月
今日の武力紛争における病院船の活動についての法的考察 塩川　洋志 1
平時におけるリーダーシップの課題 米海軍大尉 Martha S. Dunne

水谷　純子 訳
22

主要提督から見た米海軍史（31）　−マーク・A・ミッチャー− 谷光　太郎 29
イギリス人と日本人（下） 土屋　龍司 58
中近世イギリス海軍史の散歩道　『海軍大佐のストライプは何故四本か』 小林　幸雄 75
日本海軍の良識 上坂　康 91
日本海軍と海上自衛隊 関口　鉄也 98
事務局だより 兵術同好会事務局 102

第23巻第2号（通巻第131号）　平成9年7月
新たな安全保障の概念「海洋の安定化」
　第1部：海洋の「安定化」と“OPK”

秋元　一峰 1

「統率の、軽視されているある側面」 ジェイムズ・H・アンダーソン
山賀　正治

25

フォークランド紛争における商船徴用 寺下　清道 32
主要提督から見た米海軍史（32）
　−ニミッツの後任 作戦部長デンフェルト−

谷光　太郎 51

対東南アジア関係における日本の安全保障と「ASEAN合同海軍」 羽生　勇作 71

第23巻第3号（通巻第132号）　平成9年9月
新たな安全保障の概念「海洋の安定化」
　第II部：オーシャン・ガバナンスと“OPK”

秋元　一峰 1

マハンが日米関係に及ぼした影響 平間　洋一 21
加藤寛冶少将一行の訪独軍事調査（上）　−全般の部−
　〜計画、行動、成果の概要〜

永井　煥生 42

主要提督から見た米海軍史（33）
　パイロット出身の提督−タワーズとシャーマン−

谷光　太郎 61

米海軍の次世代の戦闘艦艇
　−21世紀を見据えたSC−21とArsenal Ship−(抄訳)
　(Surface Warfare November /December 1995)

米海軍大尉 Jon P. Walman　
田中　淳 訳

87

台湾で見たものは　−海軍の絆− 渡邉　直 104

第23巻第4号（通巻第133号）　平成9年11月
戦略と戦術　−その相互関係、研究方法論的見地から− 吉田　昭彦 1

「北朝鮮紀行」 寺井　愛宕 30
主要提督から見た米海軍史（34）　−アレー・バーク− 谷光　太郎 64
加藤寛冶少将一行の訪独軍事調査（下）−秘話の部−
　〜危機一髪、潜水艦用高性能ディーゼル機関の輸入〜
　〜秘録「日独潜水艦協力」覚書交換
　・・・・加藤少将予備役編入の危機〜

永井　煥生 79

大規模震災等に対処する際の緊急プランニング　「日本にはCAPがない」 和田　晃 99
米海軍大学校幕僚課程留学記 佐藤　賢上 110

「MARITIME　PATROL（洋上哨戒）」に明日はあるのか 米海軍中佐 Scott Jasper 　
大堀　一男 訳

121

事務局だより 兵術同好会事務局 128
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第23巻第5号（通巻第134号）　平成10年1月
年頭にあたって 谷　勝治 1
南シナ海及び東シナ海における中国の武力行使等に関する一考察（上） 岩崎　繁美 3
米国海兵隊　Operational Maneuver From The Sea
　−陸岸に向けた海軍力のパワープロジェクションのコンセプト−（抄訳）

田中　淳 訳 20

主要提督から見た米海軍史（35）　−戦略空軍の完成者　カーチス・ルメイ− 谷光　太郎 37
中近世イギリス海軍史の散歩道Ⅱ　『若き紳士達の物語』（上） 小林　幸雄 64
硫黄島特別航測隊とサイパン航空攻撃 大澤　勉 79
長江三峡クルーズ　歴史と文化のつまみぐい 寺部　甲子男 95
Asia at Sea 米海軍予備役大佐 Bernard Cole

吉田　靖之 訳
114

第23巻第6号（通巻第135号）　平成10年3月
新たな安全保障の概念「海洋の安定化」
　『第III部』シーパワーのパラダイムシフト

秋元　一峰 1

中近世イギリス海軍史の散歩道（Ⅱ）　『若き紳士達の物語』（下） 小林　幸雄 24
湾岸戦争に見る軍事革命(RMA）の実態について 山下　啓治 39
主要提督から見た米海軍史（36）
　「情報提督、エドウィン・レイトン−レイトンを囲む米海軍情報将校達−」

谷光　太郎 62

新刊紹介『第1次世界大戦と日本海軍』 吉村　潤 93
南シナ海及び東シナ海における中国の武力行使等に関する一考察（下） 岩崎　繁美 94
変化の激しい世の中で大切なこと 土屋　義信 106
事務局だより 兵術同好会事務局 116
訂正記事 105

第24巻第1号（通巻第136号）　平成10年5月
戦時国際法違反に対する国際社会の対応・変化とその影響
　−国連の設置したハーグ法廷を中心に−

塩川　洋志 1

中近世イギリス海軍史の散歩道（Ⅲ）　『天空を仰いだ龍の伝説』 (上) 小林　幸雄 32
激動に向かうユーラシア　−地政戦略によるパワーゲーム出現− 山崎　太喜男 55
主要提督から見た米海軍史（37）　−太平洋戦争中の後方提督達− 谷光　太郎 63
ロシアは強力な海軍を必要とする ロシア海軍少将 　Valery Aleksin

佐藤　正 訳
96

国防の根本を考える 滝川　岩一 107

第24巻第2号（通巻第137号）　平成10年7月
米内提督と戦後の日本 内田　一臣 1
中国海軍の過去・現在・未来　Blue Water Navyへの発展とその問題点 平間　洋一 15
北清事変　−初期における海軍の対応−(上) 佐藤　俊夫 38
中近世イギリス海軍史の散歩道（Ⅲ）　『天空を仰いだ龍の伝説』(下) 小林　幸雄 54
主要提督から見た米海軍史（38）
　−ドイツ海軍の主要提督ティルピッツとレーダー−

谷光　太郎 74

北村謙一先生を偲んで 関口　鉄也 96
平成10年度幹部学校指揮幕僚課程及び第1術科学校等幹部専
攻科各課程の学生選抜第1次試験問題、答案審査所見等

幹部学校教育部長 101

事務局だより 兵術同好会事務局 115
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第24巻第3号（通巻第138号）　平成10年9月
新たな安全保障の概念「海洋の安定化」
　第IV部：21世紀のシーパワーを視る(上)

秋元　一峰 1

中近世イギリス海軍史の散歩道（Ⅳ）　『ネルソンの抗命と命令違反』 小林　幸雄 19
若葉記　−初春型駆逐鑑の一生−(上) 寺部　甲子男 42
冷戦後の国際権力構造と中国の対外戦略　−日米安保再確認をめぐって− 高木　誠一郎 61
主要提督から見た米海軍史（39）　−ドイツ海軍の主要提督カール・デーニッツ− 谷光　太郎 76
激動に向かうユーラシア−2　−米・中接近が招くアジア危機− 山崎　太喜男 104
北清事変　−初期における海軍の対応−(下) 佐藤　俊夫 112

第24巻第4号（通巻第139号）　平成10年11月
新たな安全保障の概念「海洋の安定化」
　第IV部：2l世紀のシーパワーを視る(下)

秋元　一峰 1

サウディアラビア事情（上） 千田　建一 12
若葉記　−初春型駆逐鑑の一生−(下) 寺部　甲子男 25

（続）国防の根本を考える 滝川　岩一 42
主要提督から見た米海軍史（40）　−エルモ・R・ズンワルト− 谷光　太郎 60
東郷元帥の英国留学　−その足跡を訪ねて− 片桐　宏平 90
艦隊戦闘方策取調　−1887(明治20)年夏の清水港− 菊田　愼典 97
北カラフトの石油 柄崎　英一 109
事務局だより 兵術同好会事務局 118

第24巻第5号（通巻第140号）　平成11年1月
年頭にあたって 兵術同好会会長　谷　勝治 1
激動に向かうユーラシア−3　−危機を招いた米国の対北政策− 山崎　太喜男 3
弾道ミサイルとその防御について 米田　正明 11
中世イギリス海軍史の散歩道（Ⅴ）　『ペナントの物語』 小林　幸雄 23
現代の戦略問題考察のための視点
　−現代におけるクラウゼビィツ『戦争論』の意義−

川村　康之 40

中国で見たものは　−世界文化遺産と人民元− 渡邉　直 58
海軍兵棋の発達 高橋　弘道 67
サウディアラビア事情（下） 千田　建一 77
Combat　Search　And　Rescueについて
　−「North SAR」 (Gerry Carroll著）を読んで−

高木　治夫 88

「主要提督から見た米海軍史」（41）　シリーズを終えるにあたって 谷光　太郎 95
懸賞論文の募集について 兵術同好会事務局 117
事務局だより 兵術同好会事務局 118

第24巻第6号（通巻第141号）　平成11年3月
（巻頭評論）　冷戦後の10年これからの10年 森永　和彦 1
アジア・太平洋地域における海軍間の信頼関係の増進について 八木　直人 12
激動に向かうユーラシア−4　−崩壊の危機に立つ米国の関与政策− 山崎　太喜男 19
ルーズベルトの外交政策とグレート・ホワイト・フリートの世界巡航 谷光　太郎 29
攻勢作戦と守勢作戦　−国家防衛政策、その作戦目標策定の見地から（上）− 吉田　昭彦 60
国防の根本を考える（補遺）　−哲学史のなかのハイエクについて− 滝川　岩一 77
システム論的手法による安全保障へのアプローチ
　−社会システムモデルを透して見る日本の姿−

砂川　正俊 95
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ハワイ作戦の教訓 西　成人 107
事務局だより 兵術同好会事務局 114

第25巻第1号（通巻第142号）　平成11年5月
（巻頭評論）　朝鮮半島情勢は長期的視点で 森永　和彦 1
（戦史研究）　敵前大回頭と秋山真之 外山　三郎 8
（安全保障）　海軍力による「抑止」と「海洋安定化」　−その幻想と現実−（上） 秋元　一峰 22
（戦記（戦場心理））　弾雨の下でみたもの 内田　一臣 43
（用兵）　英国海洋ドクトリン 高橋　弘道 53
（統率）　意思決定のトータルシステム（59） 竹内　芳夫 68
（連載戦史）　諸日記に見る太平洋戦争　−（1）日米開戦− 谷光　太郎 81
随想　珈琲ぶれいく　−研究だより− 佐藤　常寛 111
平成11年度幹部学校指揮幕僚課程及び第1術科学校等幹部専
攻科各課程の学生選抜第1次試験答案審査所見等

幹部学校試験準備室長 117

事務局だより 兵術同好会事務局 130

第25巻第2号（通巻第143号）　平成11年7月
会長就任挨拶にかえて 兵術同好会会長 1

（時事評論）　コソボ紛争の背景 森永　和彦 3
特集：ドクトリン（1）　ドクトリン研究の必要性について 高橋　昭朝 10
特集：ドクトリン（1）　米海軍ドクトリン (Naval Doctrine)（上） 高橋　弘道 32

（安全保障）　海軍力による「抑止」と「海洋安定化」（下）
　−（その幻想と現実）−

秋元　一峰 48

（作戦要務）　攻勢作戦と守勢作戦（下）
　国家防衛政策、その作戦目標策定の見地から

吉田　昭彦 68

（コラム）　心を尽くす 「公務随想」（林　敬三）より 87
（教育訓練（研修報告））　米海軍における教育訓練の動向（上）
　−海幕教育課米国研修（H11.2.2〜H11.2.18）−

小澤　勇 88

（戦史）　「若葉記」補遺 寺部　甲子男 113
誌上講座：国際法（分類：戦時国際法）海戦法における難船者の取り扱い 塩川　洋志 122
誌上講座：英語　英語あれこれ（第1回） 今泉　康昭 128
事務局だより 兵術同好会事務局 132

第25巻第3号（通巻第144号）　平成11年9月
（時事評論）　中台関係の複雑な背景 森永　和彦 1
特集ドクトリン（2）　米海軍ドクトリン（Naval Doctrine） 高橋　弘道 7
特集ドクトリン（2）　米海軍ドクトリンを読んで（1） 井川　宏 33
特集ドクトリン（2）　NDP1「海軍作戦」 小西　岑生 35

（教育訓練（研修報告））　米海軍における教育訓練の動向（下）
　−海幕教育課米国研修（H11.2.2〜H11.2.18）−

小澤　勇 55

（戦史研究(日本海軍のドクトリン)）　対米漸減要撃作戦の源流
　−末次信正大将と潜水艦による漸減要撃作戦構想−

永井　煥生 75

（国際安保）　パナマ運河返還を今年末に控えて 岩崎　繁美 95
（組織監理(学生課題答申)）　海上自衛隊の組織に関する将来
のあるべき姿一後方支援面を重点とした組織の方向性一 

大島　孝二 109

誌上講座：英語　英語あれこれ（第2回） 今泉　康昭 118
事務局便り 兵術同好会事務局 122
訂正記事 122

−51−

題　名 筆　者 頁



第25巻第4号（通巻第145号）　平成11年11月
（時事評論）　ポスト・エリツィン時代のロシア 森永　和彦 1
特集：ドクトリン（3）　米海軍ドクトリンをよんで（2）　NDP2「海軍情報」 高山　雅司 8
特集：ドクトリン（3）　NDP4「海軍後方」 漆原　俊夫 19

（戦略）　弾道ミサイル防衛の総合的考察（上） 山下　啓治 28
（安全保障）　東アジア−太平洋の安全保障に関する評価について Stephen P. Gilbert

（若林　保男 訳）
45

（防衛交流）　韓国国際海洋シンポジュウム
“6th　International　Sea　Power　Symposium”に参加して

吉田　靖之 60

〈コラム〉　兵術閑話：Knot、ノット 平賀　春二 79
（統率）　意志決定のトータルシステム（60） 竹内　芳夫 81
（戦史読み物）　海軍と長州人 谷光　太郎 90
（戦史読み物）　中近世イギリス海軍史の散歩道（Ⅳ）
　大英帝国はなぜ飼犬に手を噛まれたか(1)

小林　幸雄 99

〈コラム〉　波涛サロン：いい顔 長谷　勇 110
（留学記）　豪海大留学記 佐々木　孝博 111
（紀行）　ミャンマー旅行記 岡本　正治 129
国際法誌上講座−2　（分類：戦時国際法）捕虜の取扱い 沼田　良亨 136
英語誌上講座　英語あれこれ（第3回） 今泉　康昭 142
事務局だより 兵術同好会事務局 146

第25巻第5号（通巻第146号）　平成12年1月
（年頭挨拶）　2000年を迎えて 兵術同好会会長 1
（評論）　なぜ中国政府は法輪功をおそれるのか 森永　和彦 3
特集：ドクトリン　米海軍ドクトリンを読んで（3）　NDP5「海軍の計画立案」 井川　宏 9
特集：ドクトリン　英国海洋ドクトリン第2版 高橋　弘道 30
特集：ドクトリン　多国間協力海上ドクトリンプロジェクト 安斉　勉 40

（戦略）　弾道ミサイル防衛の総合的考察（下） 山下　啓治 60
（人物）　井上成美海軍大将25回忌 妹尾　作太男 72
（思想・文化論）　職業観と資本主義　−日欧比較論と日本の将来− 滝川　岩一 83
（戦史研究）　特殊潜航艇の開発と用法 植田　一雄 99
（歴史読み物）　中近世イギリス海軍史の散歩道（Ⅳ）　
『大英帝国はなぜ飼犬に手を噛まれたか（2）』

小林　幸雄 114

英語誌上講座　英語あれこれ（第4回） 今泉　康昭 129
（随筆・コラム）　波涛サロン：「若い幹部諸君へ」
　−海上警備隊から海上自衛隊への道程−

宇都宮　稔 57

（随筆・コラム）　歴史随想シリーズ①：「日本人の歴史観」 石井　久恵 82
（随筆・コラム）　兵術閑話：「Maru（日本船の船名のあとにつく）丸」 平賀　春二 98
（随筆・コラム）　読者の声：「ある提言」 吉田　昭彦 113
（随筆・コラム）　図書紹介：『操縦のはなし』 加部東　保夫 128
事務局だより・編集後記 兵術同好会事務局 134
訂正記事 134
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第25巻第6号（通巻第147号）　平成12年3月
（評論）　エリツィン大統領の退陣 森永　和彦 1

特集：ドクトリン（5）　米海軍ドクトリンを読んで（4）　NDP6「海軍の指揮と管制」 井川　宏 7
特集：ドクトリン（5）　パプア・ニュー・ギニア海洋ドクトリン 高橋　弘道 22

（国際情勢）　激動に向かうユーラシア−5　−中露朝の反米枢軸への懸念− 山崎　太喜男 44
（信頼醸成）　From the CBMs to the Cooperation
　Considerations on the trilateral Naval Cooperation

八木　直人 52

（安全保障）　アジア太平洋地域における平和のためのパート
ナーシップ−日米同盟の新たなコンポーネント− 

武居　智久 66

（安全保障）　韓日海軍協力方案の考察（上）
　−日米防衛協力指針の与える影響を中心として−

柳　支鉉 87

（歴史読み物）　中近世イギリス海軍史の散歩道（Ⅳ）
　『大英帝国はなぜ飼犬に手を噛まれたか（3）』

小林　幸雄 109

（歴史読み物）　渡辺崋山と海防問題 谷光　太郎 126
（英語誌上講座）　英語あれこれ（第5回） 今泉　康昭 146
（随想・コラム）　図書紹介：『潜航』（山内敏秀著） 編集部 21
（随想・コラム）　兵術閑話：Omokazi・Torikazi,Yoso ro! 
　面舵・取舵、宜候

平賀　春二 42

（随想・コラム）　歴史随想シリーズ②：「奇襲は弱者の戦法か」 石井　久恵 64
（随想・コラム）　図書紹介：『ポスト冷戦の国際政治と日本の国家戦略』
　　　　　　　　  （西川吉光著）

高坂　昌信 86

（随想・コラム）　読者の声：米海軍における術科教育の体験から 高木　治夫 103
（随想・コラム）　波涛サロン：危機への対応 綿貫　徳彦 107
事務局だより・編集後記 152

第26巻第1号（通巻第148号）　平成12年5月
（評論）　NATOの将来 森永　和彦 1
特集：教育訓練①　波涛を越えて〜Newportの四日間 山田　道雄 6
特集：教育訓練①　海上自衛隊における訓練の在り方に関する考察 山下　敏 15

（軍事分析）　「『旱鴨子』走向藍色海洋」? 山内　敏秀 30
（国連支援活動）　湾岸戦争に見るMIOの実態 山下　啓治 43
（安全保障）　韓日海軍協力方案の考察(下）
　−日米防衛協力指針の与える影響を中心として−

柳　支鉉 60

（安全保障）21世紀の日米安保体制の構築（集団的自衛権の行使の必要性) 五味　睦佳 78
（海上自衛隊の戦史）　Operation　Gulf　Dawn（湾岸の夜明け作戦） 落合　畯 94
（米海軍情報）　艦隊の再均衡（「Rebalancing the Fleet」翻訳）
Proceedings, November 1999 issue

Vice Admiral A.K. Cebrowski 
and Captain Wayne Hughes　
安斉　勉（訳）

110

（統率）　意志決定のトータルシステム(61） 竹内　芳夫 121
（留学記）　ジョンズ・ホプキンス大高等国際問題研究大学院留学記 沼田　良亨 134
（国際見聞記）　続ユーラシア大陸横断7,500km35日間バスの旅（第1回） 寺井　愛宕 145
英語誌上講座　英語あれこれ（第6回） 今泉　康昭 166
平成12年度幹部学校指揮幕僚課程及び第1術科学校等幹部専
攻科各課程の学生選抜第1次試験問題

幹部学校教育部長 171

（随想・コラム）　歴史随想シリーズ③：ミスキャストの悲劇（関ヶ原の合戦） 石井　久恵 26
（随想・コラム）　兵術閑話：Gun−Salute、礼砲 平賀　春二 76
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（随想・コラム）　図書紹介：『青春とは、心の若さである』
　　　　　　　（サミュエル・ウルマン著）

渡邊　洋一郎 120

（随想・コラム）　艦上便り：近海練習航海を終えて サムラーン・パラチーワ 160
（随想・コラム）　艦上便り：遠洋練習航海に向けて 太田　茂 163
（随想・コラム）　図書紹介：『米軍提督と太平洋戦争』（谷光太郎著） 編集部 165
事務局だより・編集後記 181

第26巻第2号（通巻第149号）　平成12年7月
（評論）　動き始めた朝鮮半島情勢 森永　和彦 1
特集：教育訓練②　新訓練指導方式の意義について 川村　成之 8
特集：教育訓練②　米海大ウォーゲーム・システムの現状と将来動向 小豆野　実 20
ユーラシア海洋世界とシーレーン防衛　第1部 海洋世界のパラダイムシフト 秋元　一峰 29
米中海上安全協議協定の動向について 高橋　弘道 47
特殊作戦と情報支援活動 鐘江　茂 58
英米のドクトリンを巡る動き（前編） 井川　宏 70
ボーアの国を旅して 吉田　昭彦 86
国際法誌上講座　戦時国際法−戦時における文民の取扱いと保護 塩川　洋志 116
英語誌上講座　英語あれこれ（第5回） 今泉　康昭 127
平成12年度幹部学校指揮幕僚課程及び第1術科学校等幹部専
攻科各課程の学生選抜第1次試験答案審査所見等

幹部学校教育部長 132

（随想・コラム）　歴史随想シリーズ④
　滅びの美学と判官贔屓の危険　−戦術の義経と戦略の頼朝−

石井　久恵 101

（随想・コラム）　波涛サロン：「学校で何を学ぶか?」 吉原　誠 105
（随想・コラム）　艦上便り③：シンガポール海軍とのPersonal　
Exchangeに参加して

片野　健志 108

（随想・コラム）　艦上便り④：インド寄港所感 萩田　行秀 111
（随想・コラム）　艦上便り⑤：ムンバイ〜アレキサンドリア航海所感 川崎　修平 113
図書紹介：『若き将軍の朝鮮戦争』（白善燁著） 山内敏秀 115
編集後記 兵術同好会事務局 145
懸賞論文の募集について 兵術同好会事務局 146

第26巻第3号（通巻第150号）　平成12年9月
（評論）　チェチェン紛争に終わりはあるのか 森永　和彦 1
特集：教育訓練③　指揮幕僚課程教育について考える
　−指揮幕僚課程教育改善の方向−

木下　憲司 7

特集：教育訓練③　米海大を訪問して　−米海大における教育の現状− 綿貫　徳彦 23
特集：教育訓練③　米海軍の戦術訓練戦略について 川村　成之 31
特別寄稿論文　信頼醸成措置と日本の安全保障政策の3本柱 ベンジャミン・L・セルフ　

辰巳　由紀 訳
45

英米のドクトリンを巡る動き（後編）
　−米国の海軍戦闘開発部(NWDC)の紹介−

井川　宏 60

（歴史読み物）　フランクリン・ブカナン　南軍の海軍総司令官(1800〜1874) 谷光　太郎 75
（国際見聞記）　続ユーラシア大陸横断7,500km35日間バスの旅（第2回） 寺井　愛宕 98
英語誌上講座　英語あれこれ（第8回） 今泉　康昭 129

（随想・コラム）　歴史随想シリーズ⑤
　利用される忠義の美学　−楠木正成の籠城とゲリラ戦−

石井　久恵 113

（随想・コラム）　波涛サロン：長岡・山本五十六記念館を訪ねて 色川　喜美夫 117
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（随想・コラム）　兵術閑話：Piping　the　side、舷門の礼 平賀　春二 122
（随想・コラム）　艦上便り⑥：ニューヨーク研修所感 高原　光彦 123
（随想・コラム）　艦上便り⑦：パナマ寄港地所感 吉村　敏廣 124
（随想・コラム）　艦上便り⑧：大西洋の七夕 桐生　宏幸 125
（随想・コラム）　こぼれ話：オペラ 松永　市郎 128
図書紹介：『佐藤鐡太郎海軍中将伝』（石川　泰志著） 高橋　弘道 127
編集後記 兵術同好会事務局 134
訂正記事 134

第26巻第4号（通巻第151号）　平成12年11月
軍組織におけるプロフェッショナリズム
　−現代の軍事組織におけるプロフェッショナリズム確立の重要性−

茂津目　晴道 1

特集：戦史　日本海海戦に備えた連合艦隊の戦策について 外山　三郎 20
（随想・コラム）　図書紹介：『図説　日露海戦史』（外山三郎著） 編集部
特集：戦史　オトリに釣られた真珠湾“奇襲” 妹尾　作太男 32
特集：戦史　『アルゼンチン観戦武官の記録』の今日的価値 五味　睦佳 45
特集：戦史　ガ島攻防戦に見られる日米のロジスティクス活動（前編） 山下　啓治 68
激動に向かうユーラシア−6　−危惧される「デタント」の行方− 山崎　太喜男 84
続ユーラシア大陸横断7,500km35日間バスの旅（第3回） 寺井　愛宕 99
英語誌上講座　英語あれこれ（第9回） 今泉　康昭 136

（随想・コラム）　歴史随想シリーズ⑥
　情報に鈍化する日本人　−日露海戦の情報戦略−

石井　久恵 116

（随想・コラム）　波涛サロン：日本の紀元を考える 折戸　善彦 120
（随想・コラム）　艦上便り：遠洋航海を終えるにあたって 森脇　竜二 123
（随想・コラム）　艦上便り：旅の終わり旅の始まり 山田　聡 124
（随想・コラム）　図書紹介：『阿波丸撃沈』
　（ロジャー・ディングマン著）−太平洋戦争と日米関係−

編集部 126

（随想・コラム）　海上自衛隊展示施設の紹介（その1）
　鹿屋航空基地史料館（海鷲の航跡）

編集部 127

編集後記・原稿募集の案内 兵術同好会事務局 141

第26巻第5号（通巻第152号）　平成13年1月
年頭にあたって 福谷　薫 1

（評論）　将来の戦争形態　−整合性のない危険への対処− 森永　和彦 3
私の仕えた指揮官 中村　悌次 10

（情報化）　情報化の趨勢が我が国の安全保障に及ぼす影響とその対応策
　−海上自衛隊の戦力向上のために（第1章 「情報化」とは何か)

松浦　将人 42

（情報化）　IT−21（21世紀に向けた情報技術）の利点 Rear Admiral J.Cutler Dawson.Jr他 
渡邉　秀樹 訳

63

（国際見聞記）　続・ユーラシア大陸横断 7,500km 35日間バスの旅
　第4回：ハプスブルグ家の栄光(オーストリア)

寺井　愛宕 77

戦史　ガ島攻防戦に見られる日米ロジスティックス活動（後編） 山下　啓治 91
（コラム、随想）　歴史随想シリーズ⑦
「武士道がジャマをする」　−使命感と死生観−

石井　久恵 106

（コラム、随想）　マスメディアと戦争−日露戦争と新聞− 原　正朗 110
英語誌上講座　英語あれこれ（第10回） 今泉　康昭 122
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人物　海軍士官としてのペリー兄弟（前編）
　(兄：オリバー・ハザード・ペリー) (1785〜1819）

谷光　太郎 128

事務局だより 兵術同好会事務局 141

第26巻第6号（通巻第153号）　平成13年3月
（海洋と戦略）　フロム・ザ・シー構想−作戦の態様、構想の持つ意義、展望− 吉田　昭彦 1
（海洋と戦略）　ユーラシア海洋世界とシーレーン防衛
　−海洋管理が及ぼすシーパワーへの影響(2001年〜)−

秋元　一峰 30

（国際見聞記）　続・ユーラシア大陸横断 7,500km 35日間バスの旅（第5回） 寺井　愛宕 51
（戦史）　「オトリに釣られた真珠湾“奇襲”」について
　(「波涛」第151号妹尾氏投稿) 

左近允　尚敏 66

情報化の趨勢が我が国の安全保障に及ぼす影響とその対応策
　−海上自衛隊の戦力向上のために（第2章 「情報化」と安全保障)

松浦　将人 73

（コラム、随想）　歴史随想シリーズ⑧
　「心の歴史・歴史の科学」−覆される常識と変化する評価ー

石井　久恵 87

国際法誌上講座
　(分類：戦時国際法)武力紛争における傷病者の取扱い

沼田　良亨 91

英語誌上講座　英語あれこれ（第11回） 今泉　康昭 99
図書紹介「湾岸戦争」 幹部学校研究部 105

（人物）　海軍士官としてのペリー兄弟（後編）
　(弟：マシュー・カルブレイス・ペリー(1794−1858))

谷光　太郎 106

平成13年度幹部学校指揮幕僚課程及び専攻科課程の学生選
抜第1次試験問題

幹部学校教育部長 115

事務局だより 兵術同好会事務局 124
訂正記事 124

第27巻第1号（通巻第154号）　平成13年5月
（巻頭評論）　ロシアの極東海軍戦略 森永　和彦 1
（危機管理）　阪神淡路大震災における海上自衛隊の活動
　−派遣司令部幕僚の一考察（前編）−

川村　成之 7

（国際法）　軍用機の主権免除の特権と他国排他的経済水域に
おける活動−米軍EP−3機事件を中心として−

沼田　良亨 25

（戦史）太平洋諸海戦の我が敗因に潜む「迂闘」と「不覚」の史例
の考察(その1)　低気圧に気付かなかった「大和」の沖縄特攻

外山　三郎 31

（国際見聞記）　続・ユーラシア大陸横断 7,500km 35日間バスの旅（第6回） 寺井　愛宕 40
（情報化）　情報化の趨勢が我が国の安全に及ぼす影響とその対応策
　−海上自衛隊の戦力向上のために
　（第3章 自衛隊の情報化のあるべき姿)

松浦　将人 56

（統率）　カウンセリングマインドのすすめ 渡邉　秀樹 67
（後方）　冷戦後の米海軍補給について 鈴木　学 88
（コラム、随想）　歴史随想シリーズ⑨
　「愛国心の行方」−誇りと自信を感じる瞬間−

石井　久恵 102

（留学記）　米海軍大学（幕僚課程）留学体験記 小座間　善隆 106
英語誌上講座　英語あれこれ（第12回） 今泉　康昭 126
第4回アジア太平洋諸国海軍大学セミナーについて 中村　忍 132
図書紹介 「毛利家のシーパワー」（熊谷　直著） 兵術同好会事務局 143
平成13年度幹部学校指揮幕僚課程等学生選抜第1次試験答案
審査所見等

幹部学校教育部長 144
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事務局だより 兵術同好会事務局 158
訂正記事 158

第27巻第2号（通巻第155号）　平成13年7月
（巻頭評論）　資源ナショナリズムの変容 森永　和彦 1
（危機管理）　阪神・淡路大震災における海上自衛隊の活動
　−派遣司令部幕僚の一考察（後編）−

川村　成之 7

（情報化）　情報化の趨勢が我が国の安全保障に及ぼす影響と
その対応策　−海上自衛隊の戦力向上のために−
　（第4章　海上自衛隊の「情報化」の現状と対策）及び結論

松浦　将人 28

（情報化）　『それはeメール以上のものだ』 Admiral Archie Clemins,U. S. Navy 
（Retired）　渡邉　秀樹 訳

46

（国際見聞記）　続・ユーラシア大陸横断　7,500km 35日間バスの旅（第7回） 寺井　愛宕 54
（戦史）　「若葉」記　−総括編− 寺部　甲子男 73
（戦史）　ベトナム戦争の諸様相 松岡　完 86
（戦史）　太平洋諸海戦の我が敗因に潜む「迂闘」と「不覚」の史
例の考察(その2)　針路を『北』にとった栗田艦隊の部隊集結

外山　三郎 101

（コラム、随想）　歴史随想シリーズ(10)
　「改革という名の黒船−心の改革と仕事の改革−」

石井　久恵 112

航海便り　インド共和国建国50周年記念国際観艦式に参加して 石田　徹 117
航海便り　遠洋航海所感①（シンガポール） 高橋　朋宏 123
航海便り　こぼれ話 松永　市郎 125
航海便り　遠洋航海所感②（バーレーン） 鈴木　邦広 126

（英語コラム）　「日本らしさを英語にできますか」 Boye Lafayette De Mente 
松本　道弘 

（取材及び監修）佐藤　宗司

128

（海事素養）　各国の艦船名のつけ方と日本商船の「丸」について 谷光　太郎 135
（海洋管理）　「オーシャン・ガバナンスを知っていますか?」 秋元　一峰 150
事務局だより 兵術同好会事務局 159

第27巻第3号（通巻第156号）　平成13年9月
（巻頭評論）　東南アジア情勢の新たな展開と国連 森永　和彦 1
（戦略）　転換期の安全保障　−文明論的に見た帝国国防方針の推移− 鮒田　英一 6
（国際見聞記）　続・ユーラシア大陸横断　7,500km 35日間バスの旅（第8回） 寺井　愛宕 43
（海洋戦略）　ユーラシア海洋世界とシーレーン防衛（その3）　−“Consolidated 
Ocean Web of Communication(COWOC)”への脅威と対処−

秋元　一峰 62

（海洋戦略）　最近の海賊の状況とその影響(海事特別レポート) Lt(N) IDH Wood 　
若林　保男 訳

80

（戦史）太平洋諸海戦の我が敗因に潜む「迂闘」と「不覚」の史例の考察(その3)
　マリアナ沖海戦のわが完敗の主因に連なるトラック島の不覚の大被爆

外山　三郎 103

（情報化）　明日のシーパワーが今日活躍する Captain Jacob L. Shuford,U. S. Navy
渡邉　秀樹 訳

116

（コラム、随想）　戦史随想シリーズ（11）
　「ペンは権より強いか?! 」−対マスコミ戦を生きる−

石井　久恵 127

航海便り（寄港地所感：遠洋練習航海部隊）　カタール 三浦　大朗 132
航海便り（寄港地所感：遠洋練習航海部隊）　マダガスカル 白石　俊彦 134
航海便り（寄港地所感：遠洋練習航海部隊）　アブダビ 中井　孝泰 136
航海便り（寄港地所感：遠洋練習航海部隊）　バンダル・アッバス① 長濱　貴裕 138
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航海便り（寄港地所感：遠洋練習航海部隊）　バンダル・アッバス② 尾崎　元気 140
英語誌上講座　英語あれこれ（第13回） 今泉　康昭 142
図書紹介　「海の友情」（阿川尚之著） 事務局 149
事務局だより 事務局 150
訂正記事 150

第27巻第4号（通巻第157号）　平成13年11月
（巻頭評論）　米国同時多発テロ事件−21世紀の新たな戦争− 森永　和彦 1
（国際見聞記）　続・ユーラシア大陸横断
　7,500km 35日間バスの旅（第9回（最終章））

寺井　愛宕 7

（戦史）　太平洋諸海戦の我が敗因に潜む「迂闘」と「不覚」の史
例の考察(その4)　−「使用可能機数僅か9機」の流言を鵜呑み
した航空部隊指揮官の不覚が珊瑚海海戦を失敗へと導いた−

外山　三郎 50

（戦史）　「ミッドウェー海戦」の研究から得られる戦訓 遠藤　千秋 59
（海洋戦略）　“Piracy”、「海賊」って、何? 秋元　一峰 75
（情報化）　イージス艦の多目的戦闘任務 Captain Robert D.Jenkins Ⅲ

渡邉　秀樹 訳
80

（コラム、随想）　戦史随想シリーズ（12）
　心に潜むテロイズム−アサシンの影−

石井　久恵 86

航海便り（遠洋練習航海部隊）　タイ王国 湯元　恭自 92
米国防大学留学記 徳丸　伸一 94

（防衛駐在官体験記）　トルコ共和国事情−もう一つのイスラムのかたち− 福本　出 119
マハン大佐の虚像と実像 谷光　太郎 135
英語誌上講座　英語あれこれ（第14回） 今泉　康昭 149
図書紹介「戦争論」（クラウゼビッツ著） 竹下　雅彦 155
事務局便り・編集後記 事務局 157

第27巻第5号（通巻第158号）　平成14年1月
年頭にあたって 牧本　信近 1
アフガニスタンをめぐる国際情勢−自衛隊への新たな期待− 森永　和彦 4

（統率）　山梨勝之進先生を偲んで 中村　悌次 11
（アフガン特集）　新しい戦争への対応について 山下　啓治 39
（アフガン特集）『イギリス軍アフガンに出撃す』 寺下　清道 72
MOOTWの自衛隊への的かなめ適用について 森川　一朗 86

『海洋力の再構築：海軍・海兵隊イントラネット』 Joseph Cipriano
渡邉　秀樹 訳

107

図書紹介　「海洋をめぐる世界と日本」（村田良平著） 北川　敬三 116
（戦史）　太平洋諸海戦の我が敗因に潜む「迂闘」と「不覚」の史
例の考察(その5・最終章)　−迂閲も甚だしい時代錯誤の連合
艦隊作戦計画がミッドウェー海戦のわが惨敗の根底にあった。−

外山　三郎 117

戦史随想シリーズ（13）
　戦場を隔てる政略と戦略−小牧・長久手に沈む声−

石井　久恵 131

インド防衛駐在官雑感 山澤　將人 137
「EX　KAKADU」観戦記 伊藤　和雄 147
英語誌上講座　英語あれこれ（第15回） 今泉　康昭 157
事務局便り 事務局 164
訂正記事 164
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第27巻第6号（通巻第159号）　平成14年3月
（巻頭評論）　北朝鮮をめぐる国際情勢 森永　和彦 1
RMAと軍事ドクトリン　−過去の軍事組織の革新事例からの教訓− 茂津目　晴道 5
戦争以外の軍事作戦における帝国海軍の処置と判断
　〜在外邦人保護のための軍艦派遣を例として〜

部當　千明 22

『ネットワーク･セントリック・ウォーフェアへの取り組み』 Lawrence N. Ash 　
渡邉　秀樹 訳

49

（コラム、随想）　戦史随想シリーズ(14)
　踏み迷う十字軍の行方−困惑の歴史的発言より−

石井　久恵 57

WPNSとマルチ、ざっくばらん　−海上自衛隊のアジア太平洋戦略について− 大塚　海夫 64
「THIRTEEN DAYS」を読んで　〜キューバ･ミサイル危機に関する一考察〜 高木　治夫 88
英海軍・西方海域防護部隊司令部跡を見て 吉田　昭彦 102
海上自衛隊創設の父、アレイ・バーク 谷光　太郎 113
英語誌上講座　英語あれこれ（第16回） 今泉　康昭 143
平成14年度幹部学校指揮幕僚課程及び幹部専攻科各課程の
学生選抜第1次試験問題

幹部学校教育部長 149

第28巻第1号（通巻第160号）　平成14年5月
（巻頭評論）　−海上自衛隊のテロ対策支援活動− 森永　和彦 1
海洋戦略の系譜　−マハンとコルベット−（1 米国の海洋戦略（1/3）） 高橋　弘道 8
ロシアの悲劇と日本の忘却　−ロシア原潜｢クルスク」沈没の教訓− 池上　佳助 37
戦史随想シリーズ(15)　幕末の功者、維新の朝敵−器の中身と適材適所− 石井　久恵 58
太平洋をわが国で最初に横断した按針丸の物語 金子　豊 65
軍事ORの彰往考来（前編） 飯田　耕司 88
カウンセリングとリーダーシップ　−傾聴技法の紹介− 渡邉　秀樹 106
英語誌上講座　英語あれこれ（第17回） 今泉　康昭 127
平成14年度幹部学校指揮幕僚課程及び幹部専攻科各課程の
学生選抜第1次試験答案審査所見等

幹部学校教育部長 133

事務局便り 兵術同好会事務局 146

第28巻第2号（通巻第161号）　平成14年7月
（巻頭評論）　ブッシュ大統領のウエストポイント演説 森永　和彦 1
海軍における日米同盟とマルチラテラリズム 海上幕僚長（海将　石川　亨） 6
海洋戦略の系譜　−マハンとコルベット−（1 米国の海洋戦略（2/3）） 高橋　弘道 14
戦史　幕末の動乱と海軍 色川　喜美夫 38
戦史随想シリーズ(16)
　奇蹟と勝利の落とし穴　−神に利用されるもの・神を利用するもの−

石井　久恵 64

軍事ORの彰往考来（後編) 飯田　耕司 71
我が国の安全保障観と海上自衛隊に及ぼすインプリケーション 吉田　靖之 92
帝国海軍の燃料政策について　〜北樺太油田との関わりを中心として〜 部當　千明 114
英語誌上講座　英語あれこれ（第18回） 今泉　康昭 132
事務局便り 兵術同好会事務局 138
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第28巻第3号（通巻第162号）　平成14年9月
（巻頭評論）　混乱する朝鮮半島情勢 森永　和彦 1
海洋戦略の系譜　−マハンとコルベット−（1 米国の海洋戦略（3/3−1）） 高橋　弘道 6
Korean Unification：Illusion or Aspiration
　「朝鮮統一：幻想か、それとも熱望か?」（要訳）

J・D・ポラック　
中西　憲二 訳

33

戦史−その意義、研究方法論、付加価値的な見地から− 吉田　昭彦 43
真珠湾論争−わが反撃(第1回) 妹尾　作太男 61
戦史随想シリーズ(17)　虐殺という名の功績　−日本史宗教戦争模様− 石井　久恵 71
イランの変貌(前編） 原　正朗 78
英語誌上講座　英語あれこれ（第19回） 今泉　康昭 108
事務局便り 兵術同好会事務局 114

第28巻第4号（通巻第163号）　平成14年11月
（巻頭評論）　急展開する朝鮮半島情勢 森永　和彦 1
海洋戦略の系譜　−マハンとコルベット−（1 米国の海洋戦略（3/3−2）） 高橋　弘道 6
安全保障のための日本とインドの海洋協力 秋元　一峰 37
国際法誌上講座−5　(分類：国際法概論)　慣習国際法と海上部隊の行動 平野　龍二 57
真珠湾論争−わが反撃(第2回) 妹尾　作太男 64
戦史随想シリーズ(18)　勝利に織り込まれた同盟の構図−レパントの海戦− 石井　久恵 77
イランの変貌(後編） 原　正朗 84
兵術閑話　「Destroyer・駆逐艦」 平賀　春二 112
イギリス軍アフガンから撤退す 寺下　清道 113
英語誌上講座　英語あれこれ（第20回） 今泉　康昭 145
事務局便り 兵術同好会事務局 150
訂正記事 150

第28巻第5号（通巻第164号）　平成15年1月
年頭にあたって 兵術同好会会長　牧本　信近 1

（巻頭評論）　日本に近づく国際紛争の発火点 森永　和彦 4
海洋戦略の系譜　−マハンとコルベット−
　（2　英国の海洋戦略(Maritime Strategy)（1/2））

高橋　弘道 9

妹尾氏の『真珠湾論争−わが反撃(第1回)』および『同(第2回)』について 左近允　尚敏 34
イギリスの目から見た対イラク戦 寺下　清道 56
戦史随想シリーズ(19)　天下を憂い､己を憂う−幕末志士模様− 石井　久恵 79
安全保障・軍事に関する国際法 安保　公人 86
図書紹介と寸評　「昭和史と私」（林健太郎著） 佐藤　宗司 101
大韓民国事情　−海上自衛隊出身の初代防衛駐在官として− 高山　忠 105
若者心理の理解のために 渡邉　秀樹 121
事務局便り 兵術同好会事務局 141
訂正記事 142

第28巻第6号（通巻第165号）　平成15年3月
（巻頭評論）　PKOと国際テロ対策 森永　和彦 1
統帥術を再考する　
　Rediscover the Art of Command and Control

V.Adm Robert F.Willard　 
薮田　隆 訳

6

海洋戦略の系譜　−マハンとコルベット−
　（2　英国の海洋戦略(Maritime Strategy) （2/2））

高橋　弘道 16
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「7つの習慣」の勧め
　−RMAに直面する軍事組織への導入に向けて−

茂津目　晴道
山内　康司

41

左近允尚敏様及び妹尾作太男様の論文掲載について 編集委員会 59
真珠湾論争−わが反撃（第3回） 妹尾　作太男 60
妹尾氏の『真珠湾論争−わが反撃』について(終回) 左近允　尚敏 73

「えひめ丸事故を通しての経験」 林　秀樹 84
戦史随想シリーズ(20)
　転換期に沈みゆく無敵艦隊　−成功の教訓と失敗の惰性−

石井　久恵 93

「カナダ海軍とインマルサットの最適軍用について」 北川　敬三 100
「海洋利用−資源・環境−安全保障」のメビウス 秋元　一峰 113
図書紹介　『日本陸軍「戦訓」の研究』（白井明雄著） 白石　博司 133
英語誌上講座　英語あれこれ（第21回） 今泉　康昭 134
平成15年度幹部学校指揮幕僚課程及び幹部専攻科各課程の
学生選抜第1次試験問題

幹部学校教育部長 140

事務局便り 兵術同好会事務局 150

第29巻第1号（通巻第166号）　平成15年5月
（巻頭評論）　イラク戦争の教訓 森永　和彦 1
海洋戦略の系譜　−マハンとコルベット−　（3　海洋力理論） 高橋　弘道 5
軍組織・編成　−背景軍事情勢、債務の達成・機能発揮の見地から−（前編） 吉田　昭彦 24
戦史随想シリーズ(21)
　戦闘の合理性・篭城の残忍性　−平和を成す者、語る者−

石井　久恵 39

アーレー・バーク提督に学ぶ 中村　悌次 46
カナダの空に響いた君が代
　〜練習艦隊音楽隊の国際軍楽祭参加を通じての一考察〜 

福本　出 79

日本海軍の創設者達　−創業垂統の人々から学ぶ点、無しとせむや−
　(第1回：第1章 はじめに)

谷光　太郎 103

英語誌上講座　英語あれこれ（第22回） 今泉　康昭 124
事務局便り 兵術同好会事務局 130

第29巻第2号（通巻第167号）　平成15年7月
（巻頭評論）　変わる米国の世界戦略 森永　和彦 1
海洋戦略の系譜　−マハンとコルベット−（1　米国の海洋戦略（追補1）） 高橋　弘道 6
レイテ海戦における重巡熊野の戦闘(航海士　左近允中尉手記　第1回) 左近允　尚敏 27
米国大学院留学記 伊藤　弘 50

「遠洋航海に参加して」 松永　市郎 69
戦史随想シリーズ(22)　100年の危機　−脅威に潜む楽観の罠− 石井　久恵 86
軍組織・編成　−背景軍事情勢、債務の達成・機能発揮の見地から−（後編） 吉田　昭彦 93
大胆二行動セザレバ　ソノ発展ヲ望ム可カラズ 田辺　愛壹 110
日本海軍の創設者達　−創業垂統の人々から学ぶ点、無しとせむや−
　(第2回：第2章 阿部正弘の老中就任と海防掛発足
　第3章勝海舟(1)(才略の人))

谷光　太郎 115

図書紹介　「日本海海戦随想録」（日本随想録編集委員会編）、
「日本海海戦ハンドブック」（佐藤和夫編著）

高橋　安朗 137

英語誌上講座　英語あれこれ（第23回） 今泉　康昭 138
事務局便り 兵術同好会事務局 144
訂正記事 144
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第29巻第3号（通巻第168号）　平成15年9月
（巻頭評論）　湾岸の夜明け作戦とテロ対策支援活動 森永　和彦 1
海洋戦略の系譜　−マハンとコルベット−（1　米国の海洋戦略（追補2）） 高橋　弘道 5
レイテ海戦における重巡「熊野」の戦闘(航海士　左近允中尉手記　第2回) 左近允　尚敏 26
イギリスの視点から見たイラク情勢 寺下　清道 48
戦史随想シリーズ(23)　白村江、血に染まる　−古代政権の外交と戦略− 石井　久恵 87
コラム：船乗り魂　ショウ・ザ・フラッグと不審船 阿久津　定治 94
長時間勤務によるストレスの法的側面 渡邉　秀樹 98
日本海軍の創設者達　−創業垂統の人々から学ぶ点、無しとせむや−
(第3回：第4章 佐久間象山(奇の人)　第5章 木村芥舟(I)(徳の人))

谷光　太郎 107

図書紹介　「戦艦大和」（平間洋一編） 影山　好一郎 135
英語誌上講座　英語あれこれ（第24回） 今泉　康昭 136
事務局便り 兵術同好会事務局 142

第29巻第4号（通巻第169号）　平成15年11月
（巻頭評論）　北朝鮮理解の基礎資料 森永　和彦 1

新しい時代における日米同盟のあり方について　−アーミテージ報告の考察− 安藤　哲夫 5
レイテ海戦における重巡「熊野」の戦闘(航海士　左近允中尉手記　第3回) 左近允　尚敏 33
戦史随想シリーズ(24)　海軍立国の誕生 −トラファルガー海戦− 石井　久恵 61
コラム：船乗り魂　一幼年生徒の見た「1号艦」 阿久津　定治 69
ASM/ASCMの新しい波 山本　紀義 73
日本海軍の創設者達　−創業垂統の人々から学ぶ点、無しとせ
むや−(第4回：第6章 勝海舟(その2)  第7章 木村芥舟(その2))

谷光　太郎 88

図書紹介と寸評　「『大東亜』戦争を知っていますか」（倉沢愛子著） 佐藤　宗司 119
英語誌上講座　英語あれこれ（第25回） 今泉　康昭 122
事務局だより 兵術同好会事務局 128
訂正記事 128

第29巻第5号（通巻第170号）　平成16年1月
年頭にあたって 兵術同好会会長 1

（時事評論）　イラクとベトナム 森永　和彦 3
特集：第16回国際シーパワーシンポジウム
　西太平洋における海軍間協力の戦略的価値

古庄　幸一 7

（国際情勢）　イギリスの視点から見たイラク情勢 パート2 寺下　清道 11
（戦記（戦場心理））　レイテ海戦における重巡「熊野」の戦闘
（最終回）（航海士　左近允中尉手記）

左近允　尚敏 38

（ロジスティックス）　防衛調達改革に関する一考察
　−米軍調達改革を参考にして−

鈴木　学 54

（ロジスティックス）　艦載(捜索・追尾)レーダーのすみ分け
　−補助、統合を経て補完へ−

山本　紀義 93

（統率）　キャリア・カウンセリングの紹介と中途退職問題への適用 渡邉　秀樹 111
（歴史読み物）　空母戦術の開拓者　ジョセフ・M・リーブス
　(1 はじめに、2 飛行機への夢と実現、閑話休題、3 生いたち)

谷光　太郎 131

（随想・コラム）　戦史随想シリーズ(25)
　永遠の同盟　−信長と家康：強国とともにした運命−

石井　久恵 85

（随想・コラム）　図書紹介「ベトナム戦争」、「ベトナム症候群」（松岡完著） 山下　啓治 162
英語誌上講座　英語あれこれ（第26回） 今泉　康昭 164
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事務局だより・編集後記 兵術同好会事務局 170
訂正記事 170

第29巻第6号（通巻第171号）　平成16年3月
（時事評論）　転機の年 森永　和彦 1
特集：第16回国際シーパワーシンポジウム
　平和、繁栄、安全保障のためのシーパワー

バーノン・E・クラーク 6

（国際情勢）　イギリスの視点から見たイラク情勢 パート3 寺下　清道 17
（戦記）　駆逐艦・梨の戦闘 左近允　尚敏 45
（戦史）　朝鮮戦争の教訓−主として海軍の立場から− 中村　悌次 69
（戦史）　日本帝国海軍の水陸両用戦・陸戦(前編) 吉田　昭彦 102
（随想・コラム）　戦史随想シリーズ(26)
　テロと正義の狭間には −サラエボ事件の深層−

石井　久恵 120

コラム：船乗り魂　二勝二敗その1　−「一敗」− 阿久津　定治 128
（歴史読み物）　空母戦術の開拓者
　ジョセフ・M・リーブス(4 海軍大学校入枝、 5 航空戦隊司令官)

谷光　太郎 132

英語誌上講座　英語あれこれ（第27回） 今泉　康昭 161
平成16年度幹部学校指揮幕僚課程及び幹部専攻科課程の学
生選抜第1次試験問題

幹部学校教育部長 167

読者の声 175
事務局だより・編集後記 兵術同好会事務局 176
訂正記事 176

第30巻第1号（通巻第172号）　平成16年5月
（時事評論）　海上自衛隊の海外協力活動 森永　和彦 1
（国際情勢）　イギリスの視点から見たイラク情勢 パート4 寺下　清道 5
（戦記）　フィリッピン沖海戦余話(1) 左近允　尚敏 25
（留学記）　タフツ大学フレッチャー法律外交大学院留学記 黒澤　聖二 49
（回想記）　激動の樺太回想記(1) 飯田　和夫 61
（戦史）　日独連合作戦について
　−潜水艦による独逸との連合作戦を中心に−

山下　啓治 67

（管理）　軍事組織における人的資源管理
　−護衛艦における参加的マネジメン卜の可能性−

宮崎　孝彦 87

（戦史）　日本帝国海軍の水陸両用戦・陸戦(後編) 吉田　昭彦 99
（随想・コラム）　戦史随想シリーズ(27)
　Passion：情熱と受難の行く末 −島原・天草の乱−

石井　久恵 127

コラム：船乗り魂　二勝二敗その2　−「一勝」− 阿久津　定治 136
（歴史読み物）　空母戦術の開拓者（3）　ジョセフ・M・リーブス
　(6 日本海軍の航空艦隊創段、 
　 7 航空戦隊司令官から将官会雌メンバーへ、
　 8 航空艦隊司令官から戦圃艦隊司令官を経て合衆国艦隊司令長官へ)

谷光　太郎 140

英語誌上講座　英語あれこれ（第28回） 今泉　康昭 164
特集：感謝状の贈呈　『波涛』の充実発展に貢献 兵術同好会事務局 171
読者の声 兵術同好会事務局 172
事務局だより・編集後記 兵術同好会事務局 174
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第30巻第2号（通巻第173号）　平成16年7月
（時事評論）　深まる大西洋の亀裂 森永　和彦 1
（国際情勢）　イギリスの視点から見たイラク情勢 パート5 寺下　清道 6
（戦記）　フィリッピン沖海戦余話(2) 左近允　尚敏 36
（海洋安全保障）　海上テロの脅威と海軍の役割(1)
　(シーレーンに潜む黒い影)

秋元　一峰
C.L.ヴィヴァル

60

（回想記）　激動の樺太回想記(2) 飯田　和夫 68
（国際情勢）　フランスの対アフリカ政策(1)
　ーアフリカ諸国の軍事支援とODAを中心としてー

赤羽　敏男 75

（随想・コラム）　戦史随想シリーズ(28)
　謎の脱出劇　−アクティウム沖海戦−

石井　久恵 104

コラム：船乗り魂　二勝二敗その3　−「二勝」− 阿久津　定治 113
（歴史読み物）　日本海軍の創設者達−創業垂統の時代の人々から学ぶ
点、無しとせむや− （第五回、戊辰戦争における榎本釜次郎と荒井郁之助）

谷光　太郎 118

英語誌上講座　英語あれこれ（第29回） 今泉　康昭 144
図書紹介　『稲作民外交と遊牧民外交』 本多　知幸 150
読者の声 兵術同好会事務局 151
事務局だより・編集後記 兵術同好会事務局 152

第30巻第3号（通巻第174号）　平成16年9月
（時事評論）　米国のテロとの戦いの基本路線 森永　和彦 1
（国際情勢）　イギリスの視点から見たパレスチナ紛争 寺下　清道 6
（戦記）　豪州旅行にシドニー特別攻撃隊を思う 寺部　甲子男 33
（ロジスティクス）　日本海軍にとってのロジスティクス 藤井　英登 47
（戦記）　フィリッピン沖海戦余話(3) 左近允　尚敏 55
（回想記）　激動の樺太回想記(3) 飯田　和夫 82
（国際情勢）　フランスの対アフリカ政策(2)
　−アフリカ諸国の軍事支援とODAを中心として−

赤羽　敏男 90

（随想・コラム）　戦史随想シリーズ(29)
　戦国大名の一国平和主義 −名門朝倉氏の選択−

石井　久恵 124

コラム：船乗り魂　二勝二敗その4−「二敗」− 阿久津　定治 133
（歴史読み物）　日本海軍の創設者達−創業垂統の時代の人々
から学ぶ点、無しとせむや−(第六回、荒井郁之助)

谷光　太郎 138

英語誌上講座　英語あれこれ（第30回） 今泉　康昭 168
読者の声 兵術同好会事務局 175
事務局だより・編集後記 兵術同好会事務局 176

第30巻第4号（通巻第175号）　平成16年11月
（時事評論）　テロは東南アジアに拡大するか 森永　和彦 1
（統率）　気持ちがラクになるカウンセリング理論 渡邉　秀樹 4
（作戦要務）　海戦要務令(1)−標準作戦計画立案手続の発展− 高橋　弘道 25
（戦史）　真珠湾攻撃余話(上) 左近允　尚敏 36
（回想記）　激動の樺太回想記(4) 飯田　和夫 57
（随想・コラム）　戦史随想シリーズ(30)
　民主制の中の英雄 −ペルシャ戦争・サラミスの海戦−

石井　久恵 65

（随想・コラム）　林健太郎先生追悼
　副題　歴史を偽るものはいずれ歴史に復讐される

石川　泰志 74
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（歴史読み物）　日本海軍の創設者達−創業垂統の時代の人々
から学ぶ点、無しとせむや− (第七回、小野友五郎)

谷光　太郎 83

英語誌上講座　英語あれこれ（第31回） 今泉　康昭 106
読者の声 兵術同好会事務局 112
事務局だより・編集後記 兵術同好会事務局 113

第30巻第5号（通巻第176号）　平成17年1月
年頭にあたって 兵術同好会会長 1

（時事評論）　日本周辺海域の新たな動き 森永　和彦 3
（戦略）　中国の潜水艦が先導する 坂川　隆人 6
（統率）　相手の能力を引き出す話し方 渡邉　秀樹 18
（作戦要務）　海戦要務令(2)−標準作戦計画立案手続の発展− 高橋　弘道 35
（戦史）　真珠湾攻撃余話(中) 左近允　尚敏 49
（回想記）　激動の樺太回想記(5) 飯田　和夫 75
（科学技術）　強いばかりが能じゃない −非殺傷兵器の現状と今後− 山本　紀義 83
（随想）　戦史随想シリーズ（31）
　源平合戦シビリアンコントロール −源義経vs梶原景時−

石井　久恵 98

（歴史読み物）　日本海軍の創設者達−創業垂統の時代の人々から学ぶ
点、無しとせむや−(第八回、島津斉彬と幕府の有司(永井尚志、岩瀬忠震))

谷光　太郎 107

英語誌上講座　英語あれこれ（32） 今泉　康昭 134
読者の声 兵術同好会事務局 140
事務局だより・編集後記 兵術同好会事務局 141

第30巻第6号（通巻第177号）　平成17年3月
（時事評論）　変わる海上自衛隊の展開軸 森永　和彦 1
（戦史）　アメリカは何故ベトナムで負けたか(政治と軍事の関係からの一考察) 中村　悌次 5
（戦史）　真珠湾攻撃余話(下) 左近允　尚敏 36
（作戦要務）　海戦要務令(3)−標準作戦計画立案手続の発展− 高橋　弘道 63
（回想記）　激動の樺太回想記(6) 飯田　和夫 86
（海洋安全保障）　海上テロの脅威と海軍の役割(2)
　(世界戦略地図の中の“異界”とシーレーン)

秋元　一峰
C.L.Vivar

94

（随想）　戦史随想シリーズ（32）断崖の人工国家−十字軍とサラディン− 石井　久恵 114
（歴史読み物）　日本海軍の創設者達−創業垂統の時代の人々
から学ぶ点、無しとせむや− (第九回、鍋島直正と水野忠徳)

谷光　太郎 124

平成17年度幹部学校指揮幕僚課程及び幹部専攻科課程の学
生選抜第1次試験問題

幹部学校教育部長 150

図書紹介　国際軍事データ2005（財団法人ディフェンス リサーチ
センター）、自衛隊の誕生（増田弘著）

金子　吉宏 158

読者の声 兵術同好会事務局 159
事務局だより・編集後記 兵術同好会事務局 160

第31巻第1号（通巻第178号）　平成17年5月
（時事評論）　混乱深める旧ソ連領 森永　和彦 1
（国際情勢）　イギリス海軍中東派遣部隊の現状(1) 寺下　清道 4
（戦史）　真珠湾攻撃余話(4) 左近允　尚敏 18
（作戦要務）　海戦要務令(4)−標準作戦計画立案手続の発展− 高橋　弘道 46
（国際法）　日本軍捕虜とイギリス軍捕虜−日英交流史のー側面− 山根　俊一 63
（回想記）　激動の樺太回想記(7) 飯田　和夫 75
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（海上安全保障）　海上安全保障の現状と問題点 石橋　督悦 83
（随想・コラム）　戦史随想シリーズ（33）
　戦国の危険地帯、焦土と化す−天正伊賀の乱と伊賀越え−

石井　久恵 99

（随想・コラム）　わが「戦友」ただ独り海を旅す 阿久津　定治 108
（歴史読み物）　日本海軍の創設者達−創業垂統の時代の人々
から学ぶ点、無しとせむや−(第十回、西周と赤松則良)

谷光　太郎 113

英語誌上講座　英語あれこれ（33） 今泉　康昭 142
図書紹介　「情報」と国家戦略（太田文雄著） 金子　吉宏 148
読者の声 兵術同好会事務局 148
事務局だより・編集後記 兵術同好会事務局 149

第31巻第2号（通巻第179号）　平成17年7月
（時事評論）　米国の新国防方針 森永　和彦 1
（国際情勢）　イギリス海軍中東派遣部隊の現状（2） 寺下　清道 4
（戦史）　真珠湾攻撃余話(5) 左近允　尚敏 14
（作戦要務）　海戦要務令(5)−標準作戦計画立案手続の発展− 高橋　弘道 42
（国際法）　竹島に関する一考察(1) 武田　功 55
（回想記）　激動の樺太回想記(8) 飯田　和夫 65
日本海海戦100周年特集　日本海海戦におけるわが決定的勝因を考える 外山　三郎 72
日本海海戦100周年特集　バルチック艦隊の極東派遣に伴う海軍
戦略の実相−『千九百四・五年露日海戦史』を中心にして− 

影山　好一郎 85

日本海海戦100周年特集　「艦隊決戦」と「追撃戦」 田中　宏巳 98
日本海海戦100周年特集　戦策と秋山海軍中佐
　「海軍基本戦術第二編」から見た丁時戦法

北澤　法隆 107

日本海海戦100周年特集
　日本海海戦　勝利の効果はなぜ永続しなかったのか

石川　泰志 117

日本海海戦100周年特集　元帥たちの日本海海戦 岩橋　幹弘 127
日本海海戦100周年特集　（随想）　戦史随想シリーズ（34）
　日本海海戦という魔法−「三笠」と「大和」−

石井　久恵 137

日本海海戦100周年特集　（歴史読み物）　日露戦争と二人の米国人
　−ルーズベルトとマハン− (日本海海戦100周年を迎えて)

谷光　太郎 147

英語誌上講座　英語あれこれ（34） 今泉　康昭 173
図書紹介　「目からウロコの勝者の戦略」（杉山徹宗著） 金子　吉宏 181
事務局だより・編集後記 兵術同好会事務局 181

第31巻第3号（通巻第180号）　平成17年9月
（時事評論）　欧州統合に暗雲 森永　和彦 1
（戦記）　太平洋戦争余話(1) 左近允　尚敏 4
（作戦要務）　海戦要務令(6)−標準作戦計画立案手続の発展− 高橋　弘道 32
（回顧録）　東チモール派遣海上輸送　回顧録(1) 山村　洋行 48
（国際法）　竹島に関する一考察(2) 武田　功 64
（回想記）　激動の樺太回想記(9) 飯田　和夫 77
（随想）　戦史随想シリーズ（35）　海洋国家の挑戦−英蘭戦争− 石井　久恵 85
（歴史読み物）　軍の統合問題(1) 谷光　太郎 94
英語誌上講座　英語あれこれ（35） 今泉　康昭 118
読者の声 兵術同好会事務局 125
事務局だより・編集後記 兵術同好会事務局 126
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第31巻第4号（通巻第181号）　平成17年11月
（時事評論）　冷戦後の国際情勢の基本的な変化 森永　和彦 1
（戦記）　太平洋戦争余話(2) 左近允　尚敏 3
（回顧録）　東チモール派遣海上輸送　回顧録(2) 山村　洋行 31
（戦史）　佐久間艇長遺書−米国議会図書館に所蔵されている文書の紹介− 千田　建一 43
（回想記）　激動の樺太回想記(10) 飯田　和夫 51
（随想）　戦史随想シリーズ（36）　消された皇位−壬申の乱− 石井　久恵 59
（歴史読み物）　軍の統合問題(2) 谷光　太郎 68
英語誌上講座　英語あれこれ（36） 今泉　康昭 92
感謝状の贈呈 兵術同好会事務局 100
読者の声 兵術同好会事務局 100
事務局だより・編集後記 兵術同好会事務局 102

第31巻第5号（通巻第182号）　平成18年1月
年頭にあたって 兵術同好会会長 1

（時事評論）　インド洋における洋上補給活動の起源 森永　和彦 3
（統率）　統率余話 中村　悌次 6
（戦記）　太平洋戦争余話(3) 左近允　尚敏 46
（ドクトリン）　ドクトリンの進展を追って 井川　宏 73
（回顧録）　東チモール派遣海上輸送　回顧録(3) 山村　洋行 85
（随想）　戦史随想シリーズ（37）　お茶と阿片と砲弾と−アヘン戦争− 石井　久恵 98
（歴史読み物）　操縦員､設計者､製造会社､ライバルが見た零戦(1) 谷光　太郎 108
英語誌上講座　英語あれこれ（37） 今泉　康昭 133
図書紹介　日本海軍はなぜ滅び､海上自衛隊はなぜ蘇ったのか（是本信義著） 金子　吉宏 140
事務局だより・編集後記 兵術同好会事務局 140

第31巻第6号（通巻第183号）　平成18年3月
（時事評論）　ロシア潜水艦事故の国際緊急支援活動 森永　和彦 1
（戦記）　太平洋戦争余話(4) 左近允　尚敏 2
（安全保障）　隣国中国 朝比奈　峰男 30
（統率）　江田島と「五省」（1） 山根　俊一 46
（安全保障）　海洋国家日本　その進むべき道を歴史に探る
　−大韓民国・自善燁将軍の著作から学ぶ−

石川　泰志 65

（随想）　戦史随想シリーズ（38）　改革の影に個性あり−薩英戦争− 石井　久恵 78
（歴史読み物）　操縦員､設計者､製造会社､ライバルが見た零戦(2) 谷光　太郎 88
英語誌上講座　英語あれこれ（38） 今泉　康昭 120
平成18年海上自衛隊幹部学校指揮幕僚課程及び幹部専攻科
課程学生選抜第1次試験問題

幹部学校教育部長 127

読者の声 兵術同好会事務局 135
事務局だより・編集後記 兵術同好会事務局 136

第32巻第1号（通巻第184号）　平成18年5月
（時事評論）　ユーラシア大陸に収斂するテロ 森永　和彦 1
（戦記）　太平洋戦争余話(5） 左近允　尚敏 3
（卒業式祝辞）　歴史に学ぶ慢心の戒め 福島　康人 31
（統率）　江田島と「五省」（2） 山根　俊一 35
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（安全保障）　イギリスのイラク出口戦略 寺下　清道 53
（随想）　戦史随想シリーズ（39）　信仰の断層と奈落−宗教改革− 石井　久恵 81
（歴史読み物）　米海軍の戦術家ジミー･サッチ（1） 谷光　太郎 92
英語誌上講座　英語あれこれ（39） 今泉　康昭 120
図書紹介　青色発光ダイオードは誰のものか（谷光太郎著）、
　米軍統合に何を学ぶか（熊谷直著）

金子　吉宏 126

感謝状の贈呈 兵術同好会事務局 127
事務局だより・編集後記 兵術同好会事務局 128

第32巻第2号（通巻第185号）　平成18年7月
（時事評論）　国際的に高い評価　イラク紛争への補給/輸送支援活動 森永　和彦 1
（戦記）　太平洋戦争余話(6) 左近允　尚敏 5
（戦史）　第二艦隊洋上慰霊の旅 寺部　甲子男 34
（統率）　江田島と｢五省｣（3） 山根　俊一 46
（作戦要務）　米海軍における図演の現状について 内山　哲也 68
（統率）　職場のメンタルヘルス 渡邉　秀樹 78
（随想）　戦史随想シリーズ（40）　神の戦士たち−キリスト教の伝来− 石井　久恵 94
（歴史読み物）　米海軍の戦術家ジミー･サッチ（2） 谷光　太郎 105
英語誌上講座　英語あれこれ（40） 今泉　康昭 133
事務局だより・編集後記 兵術同好会事務局 140

第32巻第3号（通巻第186号）　平成18年9月
（時事評論）　高く評価されたインド洋洋上補給 森永　和彦 1
（戦記）　太平洋戦争余話(7) 左近允　尚敏 4
（戦記）　米空母「エンタープライズ｣に初の体当たりをした中井一夫大尉 菅原　完 32
（戦争指導史）　ロンドン海軍軍縮条約問題における日本思想の影響の一考察 中尾　剛久 52
（軍政史）　日本海軍と戦後日本の政軍関係（1） 山根　俊一 71
（随想）　戦史随想シリーズ（41）　古きくびきのはてに−第4次十字軍− 石井　久恵 91
（歴史読み物）　米海軍の戦術家ジミー･サッチ（3） 谷光　太郎 102
英語誌上講座　英語あれこれ（41） 今泉　康昭 118
事務局だより・編集後記 兵術同好会事務局 125

第32巻第4号（通巻第187号）　平成18年11月
（時事評論）　インド洋洋上補給作戦の教訓を生かせ 森永　和彦 1
（戦記）　太平洋戦争余話(8) 左近允　尚敏 2
（ロシア海軍）　軍改革下におけるロシア海軍（1）
　−海軍の苦悩(理想と現実の矛盾)に関する実態分析を中心に−

木村　康張 31

（軍政史）　日本海軍と戦後日本の政軍関係（2） 山根　俊一 65
（体験記）　パプアニューギニア体験記 角野　友洋 80
（国際法）　奥野・ノーベル事件　誇り得る海軍士官教育 菅原　完 88
（随想）　戦史随想シリーズ（42）　遅れて来た志士−宮古湾の海戦− 石井　久恵 95
（歴史読み物）　米海軍の戦術家ジミー･サッチ（4） 谷光　太郎 104
英語誌上講座　英語あれこれ（42） 今泉　康昭 118
事務局だより・編集後記 兵術同好会事務局 124
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第32巻第5号（通巻第188号）　平成19年1月
年頭にあたって 兵術同好会会長 1

（時事評論）　自衛隊にとっての今後の課題 森永　和彦 2
特別講話　海軍の伝統と反省 中村　悌次 4

（戦記）　太平洋戦争余話(9) 左近允　尚敏 31
（軍政史）　日本海軍と戦後日本の政軍関係（3） 山根　俊一 58
（ロシア海軍）　軍改革下におけるロシア海軍（2）
　−海軍の苦悩(理想と現実の矛盾)に関する実態分析を中心に−

木村　康張 79

（戦記）　六十年目の真実　ワシントン米海軍歴史センターに展
示されている特攻機の主翼を追って

菅原　完 106

（随想）　戦史随想シリーズ（43）　失われた祖国を求めて−ポーランド悲話− 石井　久恵 123
英語誌上講座　英語あれこれ（43） 今泉　康昭 132

（紹介記事）　防衛大学校（本科）におけるメンタルヘルス教育等
の充実･強化について

中村　信悟 139

事務局だより 兵術同好会事務局 142

第32巻第6号（通巻第189号）　平成19年3月
（時事評論）　冷戦のあとにくるもの 森永　和彦 1
（戦記）　太平洋戦争余話(10) 左近允　尚敏 3
（ロシア海軍）　軍改革下におけるロシア海軍（3）−海軍の苦悩
(理想と現実の矛盾)に関する実態分析を中心に−

木村　康張 31

（戦後史）　戦後日本の海上防衛力整備（1948〜52年） 石田　京吾 49
（戦記）　五十八年目の真実−特攻隊員トミ・ザイの本名を求めて− 菅原　完 67
（随想）　戦史随想シリーズ（44）　裏切りの烙印 −湊川の戦い− 石井　久恵 82
英語誌上講座　英語あれこれ（44） 今泉　康昭 91
平成19年海上自衛隊幹部学校指揮幕僚課程及び幹部専攻科
課程学生選抜第1次試験問題

幹部学校教育部長 98

第33巻第1号（通巻第190号）　平成19年5月
（時事評論）　防衛庁、省に昇格 森永　和彦 1
（戦記）　太平洋戦争余話(11) 左近允　尚敏 3
（ロシア海軍）　軍改革下におけるロシア海軍（4）
−海軍の苦悩(理想と現実の矛盾)に関する実態分析を中心に−

木村　康張 32

（戦史）　シベリアの地政学的意義（1）−日米のインタレストを中心にー 下平　拓哉 60
（技術史）　三六式無線電信機を開発した海軍技師木村駿吉（1）
　−日本海海戦大捷の陰の功労者−

山根　俊一 92

（戦記）　ある特攻機の最後−解けなかった日米の資料による齟齬の謎− 菅原　完 115
（翻訳記事）　Women　Can　Fight Sharon Disher

高山　真砂美 訳
129

（随想）　戦史随想シリーズ（45）　教則の呪縛−英仏の対立とアメリ力の独立− 石井　久恵 133
英語誌上講座　英語あれこれ（45） 今泉　康昭 143
事務局だより 兵術同好会事務局 150

第33巻第2号（通巻第191号）　平成19年7月
（時事評論）　ふさわしい実績への評価 森永　和彦 1
（戦記）　太平洋戦争余話(12) 左近允　尚敏 3
（国際情勢）　ワシントンから見た米中、日米関係 日高　義樹 31
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（統率）　幕僚は考え、指揮官は感じる　[為中級士官] 牧本　信近 46
（戦史）　シベリアの地政学的意義（2）−日米のインタレストを中心に− 下平　拓哉 50
（イギリス海軍）　イギリス国防政策の変遷（1） 寺下　清道 73
（技術史）　三六式無線電信機を開発した海軍技師木村駿吉（2）
　−日本海海戦大捷の陰の功労者−

山根　俊一 105

（統率）　海の干城たちへ−ある古武道のものがたり− 中島　大城 123
（随想）　戦史随想シリーズ（46）　
　海賊大名、戦国の夢−木津川口の戦い−

石井　久恵 137

英語誌上講座　英語あれこれ（46） 今泉　康昭 147
事務局だより 兵術同好会事務局 154

第33巻第3号（通巻第192号）　平成19年9月
（時事評論）　朝鮮半島情勢に新たな動き 森永　和彦 1
（戦記）　太平洋戦争余話(13) 左近允　尚敏 2
（統率）　『朝倉宗滴話記』の思想−戦闘者の「顔」− 菅野　覚明 31
（イギリス海軍）　イギリス国防政策の変遷（2） 寺下　清道 43
（中東情勢）　湾岸危機以降のサウジアラビア・米国関係（1）
　−特別な関係は継続しているか−

岩澤　努 64

（随想）　戦史随想シリーズ（47）
　聖なる軍隊の軌跡　−テンプル騎士団−

石井　久恵 85

英語誌上講座　英語あれこれ（47） 今泉　康昭 95
事務局だより 兵術同好会事務局 102

第33巻第4号（通巻第193号）　平成19年11月
（時事評論）　受け継がれた洋上給油作戦 森永　和彦 1
（戦記）　太平洋戦争余話(14) 左近允　尚敏 2
（イギリス海軍）　イギリス国防政策の変遷（3） 寺下　清道 30
（中東情勢）　湾岸危機以降のサウジアラビア・米国関係(2)
　−特別な関係は継続しているか−

岩澤　努 55

（随想）　戦史随想シリーズ（48）
　悲運の後継者−長篠設楽原の戦−

石井　久恵 74

英語誌上講座　英語あれこれ（48） 今泉　康昭 84

第33巻第5号（通巻第194号）　平成20年1月
年頭挨拶 兵術同好会会長 1

（時事評論）　朝鮮戦争はまだ終わっていない 森永　和彦 2
特別講話　戦場心理 中村　悌次 4

（戦記）　太平洋戦争余話(15) 左近允　尚敏 24
（統率）　日本人の考え方の根本 日下　公人 53
（外交史）　日蘭交渉の歴史の始まり（1）
　−家康とアダムスとの関係を中核として−

山根　俊一 68

（随想）　戦史随想シリーズ（49）
　神の闇と迷路　−サン・パルテルミの虐殺−

石井　久恵 102

英語誌上講座　英語あれこれ（49） 今泉　康昭 113
事務局だより 兵術同好会事務局 120
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第33巻第6号（通巻第195号）　平成20年3月
（時事評論）　インド洋上補給作戦再開を喜ぶ 森永　和彦 1
（戦記）　太平洋戦争余話(16) 左近允　尚敏 2
（海洋戦略）　米国「新海洋戦略」の概要 綿貫　徳彦 32
（海洋戦略）　A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower
　21世紀のシーパワーのための共同戦略（仮訳）

近藤　日出男 訳 44

（外交史）　日蘭交渉の歴史の始まり（2）
　−家康とアダムスとの関係を中核として−

山根　俊一 73

（随想）　戦史随想シリーズ（50）　叛徒に囁く声−平将門の乱− 石井　久恵 96
英語誌上講座　英語あれこれ（50） 今泉　康昭 107

（随想）　イージス艦、バーク提督そして旧・海軍軍歌 汀　汪生 114
平成20年海上自衛隊幹部学校指揮幕僚課程及び幹部専攻科
課程学生選抜第1次試験問題

幹部学校教育部長 116

第34巻第1号（通巻第196号）　平成20年5月
（時事評論）　改革の好機に 森永　和彦 1
（戦記）　太平洋戦争余話(17) 左近允　尚敏 2
（留学記）　APCSSエグゼクティブ・コース短期留学記 下平　拓哉 31
（日本海軍）　海軍の父　山本権兵衛大将の成し得なかった海
洋国家日本の確立　−海上自衛隊に引き継がれた課題−

石川　泰志 40

（随想）　戦史随想シリーズ（51）　支配と反乱の構図−インドの大反乱− 石井　久恵 49
英語誌上講座　英語あれこれ（51） 今泉　康昭 60
事務局だより 兵術同好会事務局 66

第34巻第2号（通巻第197号）　平成20年7月
（時事評論）　これからの海上自衛隊に期待されるもの 森永　和彦 1
（戦記）　太平洋戦争余話(18) 左近允　尚敏 2
（統率）　自衛隊におけるカウンセリング　−喫緊の課題と対応− 若林　保男 31
（戦史）　もう一つの沖縄戦　ー沖縄戦と住民活動ー 山下　啓治 41
（戦後史）　朝鮮戦争と日本の関わり　−忘れ去られた海上輸送− 石丸　安蔵 58
（随想）　戦史随想シリーズ（52）　海賊王の肖像−藤原純友の乱− 石井　久恵 84
英語誌上講座　英語あれこれ（51） 今泉　康昭 93

第34巻第3号（通巻第198号）　平成20年9月
（時事評論）　インド洋上での教訓 森永　和彦 1
（戦記）　太平洋戦争余話(19) 左近允　尚敏 2
（訪中記）　護衛艦「さざなみ」初訪中記 徳丸　伸一 31
（NCW）　まさにNCWであった日本海海戦 伊藤　和雄 48
（歴史読み物）　太平洋の前線とワシントン
　（海軍省、海軍作戦部）の双方で活躍したマケイン提督（1）

谷光　太郎 84

（随想）　戦史随想シリーズ（53）　海洋国家の系譜−カルタゴの興亡− 石井　久恵 108
事務局だより 兵術同好会事務局 118

第34巻第4号（通巻第199号）　平成20年11月
（時事評論）　海上自衛隊のさらなる活躍を 森永　和彦 1
（安全保障）　海洋新時代における海上自衛隊
　―JMSDF in the New Maritime Era―

武居　智久 2
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（戦記）　太平洋戦争余話（20） 左近允　尚敏 30
（安全保障）　日米同盟とSea Control 秋元　一峰 60
（歴史読み物）　太平洋の前線とワシントン
　（海軍省、海軍作戦部）の双方で活躍したマケイン提督（2）

谷光　太郎 72

（随想）　戦史随想シリーズ（54）
　攘夷の亡霊と覚醒の志士　−四国艦隊下関砲撃事件−

石井　久恵 100

英語誌上講座　英語あれこれ（53） 今泉　康昭 111

第34巻第5号（通巻第200号）　平成21年1月
年頭挨拶 武田　壽一 1

（時事評論）　今後の課題 森永　和彦 3
（戦記）　太平洋戦争余話（21） 左近允　尚敏 4
（安全保障）　9.11が米軍の脅威認識に与えた影響
　―米軍戦略文書の比較分析を中心として―（1）

石原　敬浩 32

（随想）　ニュージーランド主催大量破壊兵器拡散防止イニシア
ティブ(PSI)海上阻止訓練に参加して

北原　浩一 72

（随想）　戦史随想シリーズ（55）
　大帝の夢、女帝の野望　−帝政ロシアの黒海進出−

石井　久恵 85

英語誌上講座　英語あれこれ（54） 今泉　康昭 96
兵術同好会会員の皆様にお知らせ〈懸賞論文募集〉 水交会研究委員会 104
事務局だより 兵術同好会事務局 106

第34巻第6号（通巻第201号）　平成21年3月
（時事評論）　海賊対策に海上自衛隊派遣 森永　和彦 1
（戦記）　太平洋戦争余話（22） 左近允　尚敏 2
（投稿記事）　平成20年度日米共同方面隊指揮所演習
　「ヤマサクラ−55」に参加して

香田　洋二 31

（安全保障）　9.11が米軍の脅威認識に与えた影響
　―米軍戦略文書の比較分析を中心として―（2）

石原　敬浩 48

（近代政治思想）　明治日本の対外政策と思想
　−アジア主義と「脱亜論」を中心に−（1）

平野　龍二 87

（随想）　戦史随想シリーズ（56）
　ふたつの落城　−大坂城の陣と江戸無血開城−

石井　久恵 107

英語誌上講座　英語あれこれ（55） 今泉　康昭 117
平成21年海上自衛隊幹部学校指揮幕僚課程及び幹部専攻科
課程学生選抜第1次試験問題

幹部学校教育部長 124

第35巻第1号（通巻第202号）　平成21年5月
（時事評論）　変わりゆく海上自衛隊の使命 森永　和彦 1
（戦記）　太平洋戦争余話（23） 左近允　尚敏 3
（米海軍事情）　10年後の提督達を育てる米海軍
　−トヨタに学ぶリーン・シックスシグマ戦略−

下平　拓哉 32

（安全保障）　9.11が米軍の脅威認識に与えた影響
　―米軍戦略文書の比較分析を中心として―（3）

石原　敬浩 46

（近代政治思想）　明治日本の対外政策と思想
　−アジア主義と「脱亜論」を中心に−（2）

平野　龍二 86

（随想）　戦史随想シリーズ（57）
　華麗なる海賊の世界史　−海の無法者の興亡−

石井　久恵 103
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英語誌上講座　英語あれこれ（56） 今泉　康昭 114

第35巻第2号（通巻第203号）　平成21年7月
（時事評論）　「ひゅうが」就役−明るい「ヘリ空母」の将来性− 森永　和彦 1
（戦記）　太平洋戦争余話（24） 左近允　尚敏 2
（近代史）　日本の開国と幕府海軍の創制（1）
　−オランダ国の支援と阿部老中の事績を中核として−

山根　俊一 32

（伝記）　ジョッコー・クラーク伝
　−ニミッツ、ミッチャーから最も信頼された高速空母群指揮官−（1）

谷光　太郎 78

（随想）　戦史随想シリーズ（58）
　もうひとつの関が原　−三成と兼続、幻の密約と戦略−

石井　久恵 108

英語誌上講座　英語あれこれ（57） 今泉　康昭 119
事務局だより 兵術同好会事務局 127

第35巻第3号（通巻第204号）　平成21年9月
（時事評論）　情報リテラシ　−情報の信を問う− 高橋　弘道 1
（防衛構想）　C4ISR再生　−見過ごされてきた幾つかへの挑戦− 吉田　正紀 5
（戦記）　太平洋戦争余話（25） 左近允　尚敏 23
（近代史）　日本の開国と幕府海軍の創制（2）
　−オランダ国の支援と阿部老中の事績を中核として−

山根　俊一 52

（伝記）　ジョッコー・クラーク伝
　−ニミッツ、ミッチャーから最も信頼された高速空母群指揮官−（2）

谷光　太郎 96

（随想）　戦史随想シリーズ（59）
　地球を廻す者、天を廻す者　−ガリレオの戦い−

石井　久恵 120

英語誌上講座　英語あれこれ（58） 今泉　康昭 132
事務局だより 兵術同好会事務局 141

第35巻第4号（通巻第205号）　平成21年11月
（時事評論）　「北極の氷が溶ける?」−その軍事的意味− 高橋　弘道 1
（海上自衛隊の施策）　将来の海自後方体制に係る課題とチャレンジ 細谷　正夫 5
（海上自衛隊の歴史）　「朝鮮戦争期(1950〜'51年)における日本の海上防
衛力再建構想」−日本の海上防衛力再建の模索とアメリカの対日期待−

石田　京吾 24

（統合）　「統合雑感」 宮島　俊信 40
国際法誌上講座(序論)　「『万国公法』or『国際法』?」
　−法律用語の抜本的改革?−

永福　誠也 44

国際法誌上講座(1)　「海峡の通航に関する特別な制度」
　−ダーダネルス・ボスポラス海峡の通航に関する規則−
部外師講話　「日米安保が変わる」−これからどうなるのか日米安保― 日高　義樹 56

（戦史）　「太平洋戦争余話」（26） 左近允　尚敏 76
（近代史）　「日本の開国と幕府海軍の創制」（最終回）
　−オランダ国の支援と阿部老中の事績を中核として−

山根　俊一 104

（伝記）　「ジョッコー・クラーク伝」
　−ニミッツ、ミッチャーから最も信頼された高速空母群指揮官−（最終回）

谷光　太郎 145

（随想）　戦史随想シリーズ（60）
　皇帝を名乗ろうとした男　−恵美押勝の乱−

石井　久恵 179

（一般投稿）　「靖国論争と近代日本の歩み」（前）
　−明治の戦争を軸として−

平野　龍二 193

推薦図書　「新渡戸稲造−武士道−」（奈良本辰也・訳、解説） 畑中　裕生 207
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英語誌上講座（59） 今泉　康昭 210
事務局だより 兵術同好会事務局 217

（国史）　「天皇をどう理解するか」（1）
　−現行憲法に欠落した軍の伝統理念−　※巻末から開始

小堀　桂一郎 230

第35巻第5号（通巻第206号）　平成22年1月
（巻頭写真）　「第9回指揮幕僚課程学生多国間セミナー」
年頭挨拶 兵術同好会会長 1

（時事評論）　「金融の使者」−金の意味を問う− 高橋　弘道 3
（海上自衛隊の施策）　「人材育成の理念と展望」−教育施策を中心に− 鮒田　英一 7
（統合）　「統合幕僚監部の現状」 高嶋　博視 17
国際法誌上講座（2）　「海戦における虚偽の旗章と今日的問題」 塩川　洋志 23

（戦史）　「太平洋戦争余話」（27） 左近允　尚敏 32
（伝記）　「エーリッヒ・レーダー伝」(1) 谷光　太郎 61
（随想）　戦史随想シリーズ（61）　赤髯と呼ばれた海賊−プレヴェザの海戦− 石井　久恵 75
（一般投稿）　「北極海の制海権を巡る角逐」 秋元　一峰 86
（一般投稿）　「靖国論争と近代日本の歩み」（後）−明治の戦争を軸として− 平野　龍二 101
推薦図書　「鬼平犯科帳 −池波正太郎−」 武田　壽一 111
英語誌上講座（60） 今泉　康昭 114
事務局だより 兵術同好会事務局 217

（国史）　「天皇をどう理解するか」（2）
　−現行憲法に欠落した軍の伝統理念−　※巻末から開始

小堀　桂一郎 136

第35巻第6号（通巻第207号）　平成22年3月
（巻頭写真）　「最後の補給支援活動」「日米安保条約改定50周年記念行事」
（時事評論）　「効果的な目標」−その意味を問う− 高橋　弘道 1
（海外事情）　「防衛駐在官だより（サウジアラビア）」−石油と砂漠の国から− 森下　治彦 5
（海上自衛隊の施策）　「今後の後方支援態勢の見直しの方向性」
　−後方支援組織・機能の検討を中心として−

矢野　一樹 16

（海上自衛隊の歴史）　「もし敵を撃破できないのであれば、敵に加わるべし」
　−日米軍事交流と戦後日本の潜水艦部隊の発展(1955−1976)−

アレッシオ・パタラーノ　
源田　孝 訳

28

（安全保障）　「海洋安全保障シンポジウム」（第1部）
　−海洋安全保障のための国際協力−

海洋安全保障シンポジウム事務局 44

国際法誌上講座（3）　「大陸棚の延長について」 數野　倫明 66
（戦史）　「太平洋戦争余話」（28） 左近允　尚敏 74
（伝記）　「エーリッヒ・レーダー伝」(2) 谷光　太郎 88
（随想）　戦史随想シリーズ（62）　王朝貴族の防衛術−刀伊の侵攻− 石井　久恵 99
（一般投稿）　「五月二十七日の天気図（前）」 伊藤　和雄 110
（一般投稿）　「米軍のナレッジ・マネジメント」（前） 松岡　秀樹 125
推薦図書　「徳川家康〜山岡荘八」 河野　克俊 145
英語誌上講座（61） 今泉　康昭 148
平成22年海上自衛隊幹部学校指揮幕僚課程学生及び幹部専
攻科課程学生選抜第一次試験

幹部学教育部長 156

事務局だより 兵術同好会事務局 161
（国史）　「天皇をどう理解するか」（3）
　−現行憲法に欠落した軍の伝統理念−　※巻末から開始

小堀　桂一郎 174
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第36巻第1号（通巻第208号）　平成22年5月
（巻頭写真）　「日本海海戦の水彩画」
　「第13回アジア太平洋諸国海軍大学セミナー」

（時事評論）　「日本海海戦」−NCW嚆矢の意味を問う− 高橋　弘道 1
（外国から見た日本）　「東京散策」−伝統と現代性の狭間で− ヤン・マルボフ 3
（海上自衛隊の施策）　「将来護衛艦の創製にむけて」
　−艦船建造と研究開発のふん合−

曽我　眞二 5

（海上自衛隊の歴史）　「もし敵を撃破できないのであれば、敵に加わるべし」（後）
　−日米軍事交流と戦後日本の潜水艦部隊の発展(1955−1976)−

アレッシオ・パタラーノ　
源田　孝 訳

12

（安全保障）　「海洋安全保障シンポジウム」（第2部）
　−経済大動脈の安全確保に向けた取組み−

海洋安全保障シンポジウム事務局 20

（統合）　「統幕勤務雑感」 鈴木　純治 27
国際法誌上講座（4）「国際水域における侵害行為への対処」 永福　誠也 28

（戦史）　「太平洋戦争余話」（29） 左近允　尚敏 33
（伝記）　「エーリッヒ・レーダー伝」(3) 谷光　太郎 40
（随想）　戦史随想シリーズ（63）
　社会の悲劇、個人の悲劇　−マルクス社会主義秘話−

石井　久恵 47

（一般投稿）　「五月二十七日の天気図」（後） 伊藤　和雄 53
（一般投稿）　「米軍のナレッジ・マネジメント」（後） 松岡　秀樹 62
推薦図書　「百年の遺産〜岡崎久彦」 方志　春亀 71
英語誌上講座（62） 今泉　康昭 73
事務局だより 兵術同好会事務局 76

（国史）　「天皇と軍隊」（一）
　−現行憲法に欠落した軍の伝統理念−　※巻末から開始

小堀　桂一郎 82

第36巻第2号（通巻第209号）　平成22年7月
（巻頭写真）　「エルトゥールル号遭難120周年行事」「平成22年度練習艦隊出港」
（時事評論）　「無人機NCW」−その効果を問う− 高橋　弘道 1
（海外事情）　「防衛駐在官だより」
　−インドネシア国軍の歩みと今後の防衛交流−

杉本　雅春 3

（海上自衛隊の施策）　「戦闘外傷治療」−海上自衛隊における態勢整
備の必要性−　−It 's not medicine, but the organization−

瓜生田　曜造 6

（トピックス）　「韓国哨戒艦沈没事案と朝鮮戦争休戦協定」
　−朝鮮国連軍創設から休戦協定を中心に−

倉谷　昌伺 14

国際法誌上講座（5）
　「PSI（Proliferation Security Initiative）に関する法的一考察」

沼田　良亨 25

（統率）　「体験的指揮官心得」（前）−後輩へ遺したい教訓− 織田　邦男 30
（戦史）　「太平洋戦争余話」（30） 左近允　尚敏 40
（伝記）　「エーリッヒ・レーダー伝」（4） 谷光　太郎 47
（随想）　戦史随想シリーズ（64）　英雄の思国歌−ヤマトタケルの伝説− 石井　久恵 55
（一般投稿）　「軍事の民間委託」（前）−米軍における民間軍事会社の活用− 福田　慶藏 60
（一般投稿）　「日米同盟の将来」−歴史と現状、そして展望− 鳶根　麻衣 73
−桜林美佐の「国防日記」波涛限定版−　第1回「行進曲と近代日本」 桜林　美佐 76
推薦図書　「斜陽に立つ〜古川薫」 小野原　正信 80
英語誌上講座（63） 今泉　康昭 83
事務局だより 兵術同好会事務局 86
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訂正記事 86
（国史）　「天皇と軍隊」（二）
　−現行憲法に欠落した軍の伝統理念−　※巻末から開始

小堀　桂一郎 94

第36巻第3号（通巻第210号）　平成22年9月
巻頭　「元 海上幕僚長 故 中村悌次氏を偲ぶ」
追悼特集　「中村悌次提督の思い出」 James E.Auer 1
追悼特集　「中村提督の葉書」 阿川　尚之 3
追悼特集　「私の仕えた指揮官」 中村　悌次 7

（時事評論）　「龍馬法螺を吹く」−その意味を問う− 高橋　弘道 22
（海上自衛隊の施策）　「信頼される装備品の創製と国の安全保
障への貢献」−技術開発官(船舶担当)の取り組み−

安達　孝昭 24

（論文）　「わが国の海洋戦略について」−「海のPKO」
　−国益と国際益の調和を目指して−

布施　哲 29

（統率）　「体験的指揮官心得」（後）−後輩へ遺したい教訓− 織田　邦男 33
（戦史）　「太平洋戦争余話」（31） 左近允　尚敏 39
（伝記）　「エーリッヒ・レーダー伝」（5） 谷光　太郎 44
（随想）　戦史随想シリーズ（65）
　西欧を席巻する海賊王　−ヴァイキング・ロロの軌跡−

石井　久恵 49

（一般投稿）　「軍事の民間委託」（後）−米軍における民間軍事会社の活用− 福田　慶藏 54
（一般投稿）　「「ひゅうが」型護衛艦を含む部隊運用コンセプト」 下平　拓哉 63
（一般投稿）　「Hybrid Warfareと超限戦」−今、『超限戦』を読み直す− 石原　敬浩 68
−桜林美佐の「国防日記」波涛限定版−　第2回「美佐日記」 桜林　美佐 73
推薦図書　「生涯海軍士官〜中村悌次」 吉田　正紀 77
英語誌上講座（64） 今泉　康昭 79
事務局だより 兵術同好会事務局 84

（国史）　「天皇と軍隊」（三）
　−現行憲法に欠落した軍の伝統理念−　※巻末から開始

小堀　桂一郎 92

第36巻第4号（通巻第211号）　平成22年11月
（巻頭写真）　「米海軍・海上自衛隊　若手士官シンポジウム」「平成22
年度練習艦隊帰港」「指揮幕僚課程学生多国間セミナー」

「米海軍・海上自衛隊　若手士官シンポジウム」
　−過去から現在、そして新たな「海の友情へ」−

吉川　尚徳 1

（時事評論）　「真珠湾の悲劇」−開戦通告の意義を問う− 高橋　弘道 7
（海外事情）　「防衛駐在官だより」−米海軍の戦略と現状について− 江川　宏 9
国際法誌上講座（6）　−「低潮線保全法」について− 塩川　洋志 14

（論文）　「我が国の海洋戦略について」
　−海上事故防止協定(INCSEA)の国際制度化を中心として−

石原　敬浩 19

（統率）　「巡洋艦『矢矧』での海戦体験と日本の戦後」 池田　武邦 26
（戦史）　「太平洋戦争余話」（32） 左近允　尚敏 34
（伝記）　「エーリッヒ・レーダー伝」（最終回） 谷光　太郎 40
（随想）　戦史随想シリーズ（66）
　知識の灯りで国を守った男　−大臣にまで上り詰めた学者：吉備真備−

石井　久恵 49

（一般投稿）　NCMO　INITIATIVE
　−RIMPAC2010に見る新たなる挑戦の道−

下平　拓哉 54

（一般投稿）　「うつ病予防による自殺対策の薦め」 渡邉　秀樹 60
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（教養）　クラシック・ナビゲイション
　−海に因むクラシック音楽の水先案内−
　第1回：船乗りになりたかった・船乗りだった作曲家たち

等松　春夫 66

−桜林美佐の「国防日記」波涛限定版−　第3回「美佐日記（2）」 桜林　美佐 70
推薦図書　「大海軍を想う〜伊藤正徳」 武居　智久 73
英語誌上講座（65） 今泉　康昭 75

第36巻第5号（通巻第212号）　平成23年1月
（巻頭写真）　「Pacific Partnership 2010 Reviw」
年頭挨拶 兵術同好会会長 1

「Pacific Partnership 2010 Review」−「知」の蓄積のための場の提供− 齋藤　雄介 2
（時事評論）　「アフガン補給戦」−補給線の意義を問う− 高橋　弘道 5
（海外事情）　「防衛駐在官だより」−米中央軍連絡官勤務雑感− 吉岡　猛 7
（統合）　「日米共同統合演習」−統合運用を担う若い諸君へ− 廣中　雅之 12
（海上自衛隊の施策）　「抜本的（組織）改革」−知識という武器を持って− 早野　禎祐 16
（論文）　「杜正熙政権初期の政治運営」（前）
　−3つのレベル5つのファクターで見る李承晩と朴正照の非常戒厳令−

清水　博史 25

（論文）　「わが国の海洋戦略について（その2）」
　−最近の西太平洋における動向を踏まえて−

石原　敬浩 34

（戦史）　「太平洋戦争余話」（33） 左近允　尚敏 37
（伝記）　太平洋戦争初期の米海軍新指導部成立と空母部隊指
揮官フレッチャー（1）

谷光　太郎 43

（随想）　戦史随想シリーズ（67）　神話と史実の狭間で−トロイア戦争− 石井　久恵 50
（一般投稿）　「水陸両用戦再考」
　−陸自・米海軍/海兵隊共同演習でのフィールドワークから−

中山　健太朗 55

（教養）　クラシック・ナビゲイション
　−海に因むクラシック音楽の水先案内−　第2回：「宿命の海」

等松　春夫 67

−桜林美佐の「国防日記」波涛限定版−　第4回「美佐日記（3）」 桜林　美佐 71
推薦図書　「軍艦「矢矧」海戦記〜井川聡」 加藤　耕司 75
英語誌上講座（66） 今泉　康昭 77
事務局だより 兵術同好会事務局 80

第36巻第6号（通巻第213号）　平成23年3月
（巻頭写真）　「第14回アジア太平洋諸国海軍大学セミナー」
「第14回アジア太平洋諸国海軍大学セミナー」
　−親睦の場から多彩な情報集約の場へ−

古賀　丈憲 1

（時事評論）　「ウィキリークスの波紋」−情報の洪水の意味を問う− 高橋　弘道 5
（海外事情）　「防衛駐在官だより」−艦艇の中国訪問：本土と香港− 山本　勝也 7
国際法誌上講座（7）−安保理決議第1874号等の実効性を確保
するための我が国の法整備について−

數野　倫明 11

（統合）　「C4SC」−サイバー部隊創設に向けて− 島田　正登 19
（論文）　「杜正熙政権初期の政治運営」（後）−3つのレベル5つ
のファクターで見る李承晩と朴正照の非常戒厳令−

清水　博史 23

（戦史）　「太平洋戦争余話」（34） 左近允　尚敏 35
（伝記）　「太平洋戦争初期の米海軍新指導部成立と空母部隊
指揮官フレッチャー」（2）

谷光　太郎 41

（随想）　戦史随想シリーズ（68）　雷神になった右大臣−菅原道真− 石井　久恵 47
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（一般投稿）　「過去からの警鐘」
　−第11代海上幕僚長中村悌次海将、離任にあたっての講話−

幹部学校教育部長 52

（一般投稿）　「米国勤務雑感3題」 江之口　讓 63
（一般投稿）　「海軍資料の保存と管理」−教育参考館を中心に− 金澤　裕之 67
（教養）　クラシック・ナビゲイション
　−海に因むクラシック音楽の水先案内−
　第3回：『青少年のための海洋楽入門』

等松　春夫 74

−桜林美佐の「国防日記」波涛限定版−　第5回「美佐日記（4）」 桜林　美佐 78
推薦図書　「「白紙召集」で散る
　−軍属たちのガダルカナル戦記−　〜笹幸恵」

松下　泰士 81

英語誌上講座（67） 今泉　康昭 83
平成23年海上自衛隊幹部学校指揮幕僚課程学生及び幹部専
攻科課程学生選抜第一次試験

幹部学校教育部長 86

次号予告 兵術同好会事務局 90
事務局だより 兵術同好会事務局 91

第37巻第1号（通巻第214号）　平成23年5月
（巻頭写真）　「災害派遣」「特別講話」
特集「平成23年度以降に係る防衛計画の大綱」
　特別講話録　「新たな国際情勢と日本」

加藤　良三 1

特集「平成23年度以降に係る防衛計画の大綱」
　特別講話録　「新防衛大綱について」

島田　和久 10

特集「平成23年度以降に係る防衛計画の大綱」
　特別講話録　「22大綱を掘り下げる」

齋藤　隆 23

（時事評論）　「孫子は生きている」−孫子の兵法の意義を問う− 高橋　弘道 31
（海外事情）　「防衛駐在官だより」−韓国海軍の軌跡と日韓防衛協力・交流− 大江　保友 33
（統合）　『統合スピリット』に関する一考察−ゲーム理論の視点から− 市川　武彦 40
「海自の施策」−動的防衛力の基盤としての「人、もの、金」の課題− 村川　豊 46
（戦史）　「太平洋戦争余話」（35） 左近允　尚敏 51
（伝記）　「太平洋戦争初期の米海軍新指導部成立と空母部隊
指揮官フレッチャー」（3）

谷光　太郎 57

（随想）　戦史随想シリーズ（69）
　殺したい上司・追いつめられた部下−本能寺の変−

石井　久恵 64

（一般投稿）　「ORのすゝ め」−ミッドウェイ海戦への適用事例を通して− 中林　健 70
（一般投稿）　「サイマル・アカデミー研修（幹部高級英語）を通じて学んだ英
語学習法」−多忙な勤務の海上自衛官に勧める英語学習のノウハウ−

齋藤　雄介 75

−桜林美佐の「国防日記」波涛限定版−　第6回「美佐日記（5）」 桜林　美佐 83
推薦図書　「もしも日本が戦争に巻き込まれたら〜小川和久」
　「なぜ『万葉集』は古代史の真相を封印したのか〜岡　裕二」
　「なぜ、韓国はパチンコを全廃できたのか〜若宮　健」

倉本　憲一 87

事務局だより 兵術同好会事務局 89

第37巻2号（通巻第215号）　平成23年7月
（巻頭写真）　「練習艦隊出港」「被災地支援日米共同」
（時事評論）　「対衛星攻撃能力の示威」−宇宙軍備管理の意義を問う− 高橋　弘道 1
（武官手記）　「日豪海上安全保障協力の緊密化で高まる防衛
能力」（在京オーストラリア大使館付武官）

ティモシー・F・ジェレル 3

「海自の施策」　−海上自衛隊における医学研究− 平田　文彦 8
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（論文）　「東日本大震災における日米共同作戦　−海軍力の有効性−」 下平　拓哉 14
（論文）　「米海軍の21世紀ヴィジョンの意義」（前）
　−米海軍は「シー・パワー21」により何を目指そうとしたのか?−

大西　哲 23

（戦史）　「太平洋戦争余話」（36） 左近允　尚敏 33
（伝記）　「太平洋戦争初期の米海軍新指導部成立と空母部隊
指揮官フレッチャー」（4）

谷光　太郎 39

（随想）　戦史随想シリーズ（70）
　戦場を駆けるレントゲン車　−マリー・キュリーと放射能−

石井　久恵 43

（一般投稿）　カウンセリング技法の活用法
　−リスニング、メンタリング、コーチング、話育−

渡邉　秀樹 48

（一般投稿）　「島嶼防衛の新たな設計図」
　−変わりゆく安全保障環境と「広域安全ネットワーク」の形成−

中村　友哉 54

（教養）　クラシック・ナビゲイション
　−海に因むクラシック音楽の水先案内−　第4回：『海賊稼業』

等松　春夫 58

−桜林美佐の「国防日記」波涛限定版−　第7回「美佐日記（6）」 桜林　美佐 62
推薦図書　「凌ぐ波濤　−海上自衛隊をつくった男たち−　〜手塚　正己」 高島　辰彦 66
英語誌上講座（68） 今泉　康昭 68
兵術同好会会則（2次改正版） 兵術同好会事務局 72
事務局だより 兵術同好会事務局 75

第37巻3号（通巻第216号）　平成23年9月
（巻頭写真）　「災害救助犬」
（時事評論）　「サイバー戦争」−その勝ち目を問う− 高橋　弘道 1
（海外事情）　「防衛駐在官だより」−都市国家シンガポールの国家政策− 小林　知典 3
国際法誌上講座（8）　「海洋の調査に関する国際法上の規則」 永福　誠也 9

（論文）　「沖縄問題の現状と我が国安全保障上の課題」 下平　拓哉 12
（論文）　「米海軍の21世紀ヴィジョンの意義」（後）
　−米海軍は「シー・パワー21」により何を目指そうとしたのか?−

大西　哲 18

（戦史）　「太平洋戦争余話」（37） 左近允　尚敏 30
（伝記）　「太平洋戦争初期の米海軍新指導部成立と空母部隊
指揮官フレッチャー」（5）

谷光　太郎 36

（随想）　戦史随想シリーズ（71）
　佐々木助三郎の史跡探訪　−『大日本史』の功罪−

石井　久恵 44

（随想）　「初動全力、独断専行」　−救助犬出動の教訓から− 山田　道雄 50
（一般投稿）　「防衛革命思想の構築に関する一考察」
　−“日米防衛力の質的格差縮小”への鍵−

大熊　康之 57

（教養）　クラシック・ナビゲイション
　−海に因むクラシック音楽の水先案内−　第5回：『威風堂々の海』

等松　春夫 70

−桜林美佐の「国防日記」波涛限定版−　第8回「美佐日記（7）」 桜林　美佐 74
推薦図書　「ミクロ経済学」、「マクロ経済学」〜ジョセフ・E・スティグリッツ　

「VERLORENE SIEGE（失われた勝利）」〜エーリッヒ・フォン・マインシュタイン
矢野　一樹 78

英語誌上講座（69） 今泉　康昭 80
事務局だより 兵術同好会事務局 84

第37巻4号（通巻第217号）　平成23年11月
（巻頭写真）　「次世代海軍士官短期交流プログラム」、「練習艦隊帰国」
「第1回WPNS次世代海軍士官短期交流プログラム」
　−NAVY FAMILYの絆を基盤とした人的ネットワーク−

下平　拓哉 1
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（時事評論）　「中国の空母」−その意味を問う− 高橋　弘道 6
（海上自衛隊の施策）　「将来の海自後方体制に係る検討」
　−グローバル・リーチとシームレス・サポートに向けて−

細谷　正夫 8

（論文）　「国連軍地位協定とは何か」 三上　大二 15
（論文）　「大韓民国における維新体制形成の淵源」
　−大国に翻弄された朴正照政権の決断−

西川　康彦 28

（戦史）　「太平洋戦争余話」（38） 左近允　尚敏 41
（伝記）　「太平洋戦争初期の米海軍新指導部成立と空母部隊
指揮官フレッチャー」（最終回）

谷光　太郎 47

（随想）　戦史随想シリーズ（72）
　イギリス海賊の原点　−征服王ウィリアム1世の即位−

石井　久恵 53

（一般投稿）　「自衛隊地方協力本部長を経験して思うこと」 竹本　三保 58
（教養）　クラシック・ナビゲイション
　−海に因むクラシック音楽の水先案内−　第6回：『静かな海と楽しい航海』

等松　春夫 62

−桜林美佐の「国防日記」波涛限定版−　第9回「美佐日記（8）」 桜林　美佐 66
推薦図書　「文明が衰亡するとき〜高坂　正堯」 山口　透 70
英語誌上講座（70） 今泉　康昭 72
事務局だより 兵術同好会事務局 76

第37巻5号（通巻第218号）　平成24年1月
（巻頭写真）　「CS課程学生韓国研修」
年頭挨拶 兵術同好会会長 1

（時事評論）　「海国兵談」−その意味を問う− 高橋　弘道 2
（教育交流）　第59期CS課程学生韓国研修
　−教育交流を通じた新たな日韓関係の始動−

下平　拓哉 4

国際法誌上講座（9）−潜水艦戦と難船者− 塩川　洋志 9
（図演）　海上自衛隊における図上演習の概要と今後の展望 浴　哲生 16
（戦史）　「太平洋戦争余話」（39） 左近允　尚敏 22
（伝記）　米海兵隊を取り巻く歴史と人物
　〜司令官トーマス・ホロコムを中心に〜（1）

谷光　太郎 28

（随想）　戦史随想シリーズ（73）
　日本国家草創期の象徴　−聖徳太子と古代国家の動乱−

石井　久恵 36

（教養）　クラシック・ナビゲイション
　−海に因むクラシック音楽の水先案内−　第7回：『不撓不屈』

等松　春夫 41

−桜林美佐の「国防日記」波涛限定版−　第10回「美佐日記（9）」 桜林　美佐 45
推薦図書　「蒼海に消ゆ−祖国アメリカへ特攻した海軍少尉
　「松藤大治」の生涯〜門田隆将」

佐々木　孝宣 49

英語誌上講座（71） 今泉　康昭 51
事務局だより 兵術同好会事務局 56

第37巻6号（通巻第219号）　平成24年3月
（巻頭写真）　「第15回アジア太平洋諸国海軍大学セミナー」
（時事評論）　「サイバー戦略」−その意味を問う− 高橋　弘道 1
（海外事情）　「防衛駐在官だより」
　−伊海軍「地中海を制した海洋国家の末裔たち」−

久保　健明 3

（論文）　「北方領土問題から見た安全保障上の課題」 下平　拓哉 9
（留学記）　「NATO国防大学留学記」 高橋　秀典 14
（戦史）　「太平洋戦争余話」（40） 左近允　尚敏 19
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（伝記）　米海兵隊を取り巻く歴史と人物
　〜司令官トーマス・ホロコムを中心に〜（2）

谷光　太郎 25

（随想）　戦史随想シリーズ（74）　独裁者というキャラクター −ヒトラーの時代− 石井　久恵 32
（一般投稿）　「えい船の放射線防護工事」−東日本大震災災害派遣の記録− 吉田　伸蔵 37
（一般投稿）　「将来の海上自衛隊における後方態勢に係る一提言」
　−調達改革の視点から−

鈴木　学 42

−桜林美佐の「国防日記」波涛限定版−　第11回「美佐日記（10）」 桜林　美佐 47
推薦図書　「横須賀と海軍〜森田　衛（海兵73期）」 河村　克則 51
英語誌上講座（72） 今泉　康昭 53
平成24年海上自衛隊幹部学校指揮幕僚課程学生及び幹部専
攻科課程学生選抜第一次試験

幹部学校教育部長 57

事務局だより 兵術同好会事務局 61

第38巻1号（通巻第220号）　平成24年5月
（時事評論）　「象山と小楠」−その意味を問う− 高橋　弘道 1
国際法誌上講座（10）　−排他的経済水域における我が国の主
権的権利を適切に行使するための法整備について−

數野　倫明 3

（論文）　「MENA諸国の民主化の可能性」
　−エジプトにおける権威主義持続要因と民主化第四の波−

福田　隆宏 7

（一般投稿）　「福島第一原子力発電所沖での海洋観測」 土居　七奈美 22
（戦史）　「太平洋戦争余話」（41） 左近允　尚敏 27
（伝記）　米海兵隊を取り巻く歴史と人物
　〜司令官トーマス・ホロコムを中心に〜（3）

谷光　太郎 33

（随想）　戦史随想シリーズ（75）　「さかのぼり」できない歴史 −保元の乱− 石井　久恵 39
（教養）　クラシック・ナビゲイション
　−海に因むクラシック音楽の水先案内−　第8回：『離島をめざして』

等松　春夫 44

−桜林美佐の「国防日記」波涛限定版−　第12回「美佐日記（11）」 桜林　美佐 49
推薦図書　「戦中派の死生観〜吉田満遺稿集〜」 福本　出 52
英語誌上講座（最終回） 今泉　康昭 54
事務局だより 兵術同好会事務局 58

第38巻2号（通巻第221号）　平成24年7月
（時事評論）　「鉄道ネットワーク」−その意味を問う− 高橋　弘道 1
（論文）　「米国のグローバル・コモンズに対する認識の変遷」　
−中国海軍の能力及び行動−

吉田　誠 3

（戦史）　「太平洋戦争余話」（42） 左近允　尚敏 30
（伝記）　米海兵隊を取り巻く歴史と人物
　〜司令官トーマス・ホロコムを中心に〜（4）

谷光　太郎 36

（随想）　戦史随想シリーズ（76）
　成すことへの渇望　−大航海時代とエンリケ王子−

石井　久恵 42

（教養）　クラシック・ナビゲイション
　−海に因むクラシック音楽の水先案内−　第9回：『海難の音楽』

等松　春夫 47

−桜林美佐の「国防日記」波涛限定版−
　第13回（刊行時、第12回と表記）「美佐日記（12）」　　　　

桜林　美佐 51

推薦図書　「組織の盛衰〜堺屋太一〜」 山本　敏弘 55
英語誌上講座　花輪教官の英語教務（1時限目）
　“1100 Words You Need to Know”と単語帳

花輪　淳 57

事務局だより 兵術同好会事務局 60
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第38巻3号（通巻第222号）　平成24年9月
（時事評論）　「兵とは詭道なり」−その意味を問う− 高橋　弘道 1
（海上自衛隊の施策）　「海上自衛隊の研究開発について」 内嶋　修 3
国際法誌上講座（11）　「違法であるが正当?
　−人道的介入（Humanitarian Intervention）を例として−」

沼田　良亨 8

（研究論文）　新しい外交手段としての航空戦力の役割
　−コソヴォ紛争を事例として−

福本　正志 12

（研究論文）　島嶼部の戦いにおける成功要因と教訓
　−米軍のガダルカナル戦での勝因について−

関口　高史 29

（戦史）　「太平洋戦争余話（43）」 左近允　尚敏 52
（研修紹介）　民間企業のCSR活動の実状 尾﨑　元気 58
（研修紹介）　沖縄戦における海上作戦 飯田　将裕 60
（伝記）　米海兵隊を取り巻く歴史と人物
　−司令官トーマス・ホロコムを中心に−（5）

谷光　太郎 63

（戦史）　日本海軍の潜水艦作戦における教訓（1） 勝目　純也 72
（教養）　SASA’S　BOOK　BARへようこそ!　第1回
私の人生を変えた本『アーロン収容所』会田雄二（中公新書）

笹　幸恵 77

（随想）　戦史随想シリーズ（77）
　ヲホド王の貢献と古代王朝の交代　−継体天皇と磐井の乱−

石井　久恵 79

−桜林美佐の「国防日記」波涛限定版−
　第14回（刊行時、第13回と表記）「美佐日記（13）」

桜林　美佐 83

推薦図書　「人を動かす　〜カーネギー〜」 三木　伸介 87
英語誌上講座　花輪教官の英語教務（2時限目）
　“540Words”/イギリス英語

花輪　淳 89

（投稿）　ミッドウェイ諸島紀行（ミッドウェイ海戦70周年記念行事に参加して） 香田　洋二 92
事務局だより 兵術同好会事務局 96

第38巻4号（通巻第223号）　平成25年1月
年頭挨拶 兵術同好会会長 1

（評論）　零戦と20粍機銃　−その意味を問う− 高橋　弘道 2
（防衛駐在官だより）　ノルウェーの北部地域政策について 西田　勝利 4
（海上自衛隊の施策）　今後の艦艇取得態勢に対する一考察 岩﨑　洋一 11
国際法誌上講座（研修報告）　人道法国際研究所国際軍事課
程研修記　−イタリア共和国Sanremo市で武力紛争法を学ぶ−

高山　裕司 17

（研究論文）　中国の非伝統的安全保障への取り組み
　−ARFでの取り組みを中心に−

山口　宜久 21

（留学生だより）　韓国合同軍事大学留学記 山本　貴文 34
【第60期指揮幕僚課程学生 海外（韓国）研修】
　日韓防衛交流の一分野として

市川　明伯 40

【第60期指揮幕僚課程学生 海外（韓国）研修】
　在韓米軍の現状と課題　「戦時作戦統制権の返還」

窪田　修司 44

（伝記）　米海兵隊を取り巻く歴史と人物
　−司令官トーマス・ホロコムを中心に−（最終回）

谷光　太郎 47

（戦史）　日本海軍の潜水艦作戦における教訓（2） 勝目　純也 55
（教養）　SASA’S　BOOK　BARへようこそ!  第2回
　これがオトコの生きる道 『海賊と呼ばれた男』百田尚樹（講談社）

笹　幸恵 61
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（教養）　クラシック・ナビゲイション
　−海に因むクラシック音楽の水先案内−　第10回：「舟の中の3人男」

等松　春夫 63

（随想）　戦史随想シリーズ（78）
　粛清の連鎖　−ロベスピエールの独裁−

石井　久恵 67

推薦図書　「日本のこころの教育　〜境野　勝悟〜」 井上　力 72
英語誌上講座　花輪教官の英語教務（3時限目）
　センター試験・東大の入試問題

花輪　淳 73

（投稿）　海軍の災害救援に関する一考察
　−鎮守府令と陸海軍の任務協定の視点から−

大井　昌靖 76

（投稿）　情報見積り手法の形成過程と分析手法の紹介 楠　公一 83
事務局だより 兵術同好会事務局 98

第39巻1号（通巻第224号）　平成25年4月
特別講話　「日本の選択」 加藤　良三 1
第16回アジア太平洋諸国海軍大学セミナー 井上　高志 9

（評論）　パレートの法則　−その意味を問う− 高橋　弘道 13
（海上自衛隊の施策）　サイバー空間における活動とインテリジェンス 大塚　海夫 15
（Operation Art & Design）　米海軍の知識管理講習 平山　茂敏 27
（Operation Art & Design）　豪国防軍の作戦計画と統合マインド 板前　信博 37
（留学生だより）　カリフォルニア大学サンディエゴ校留学記 古賀　丈憲 40
【第60期指揮幕僚課程学生 第2回首都圏研修】
　彰古館で学んだもの　−軍事医学の遺産−

角道　保史 46

（研究論文）　戦国時代の海戦　「第一次及び第二次木津川口
の戦い」　−「非対称性」の視点から−

小牟田　秀覚 48

国際法誌上講座（12）　−北極海航行上の法的留意事項− 恩蔵　洋 69
インテリジェンス・コラム　第1回　南シナ海とミャンマーの意外な関係 熊谷　貴和 74

（伝記）　“ピート”・エリスの生涯と上陸作戦予言（1） 谷光　太郎 78
（戦史）　日本海軍の潜水艦作戦における教訓（3） 勝目　純也 83
（投稿）　ペリー提督の階級について 光中　義隆 88
（随想）　戦史随想シリーズ（79） 戦国の重要参考人　−黒田官兵衛− 石井　久恵 93
英語誌上講座　花輪教官の英語教務（4時限目）　英語の小説のすすめ 花輪　淳 99

（教養）SASA'S　BOOK　BARへようこそ!
　第3回　海軍の“伝統”を学ぶ
　『海軍の男たち 士官と下士官兵の物語』手塚正巳（PHP研究所）

笹　幸恵 102

推薦図書　「中　庸」 西山　中庸 104
シリーズ道を究める　「第1回　禅と武人」 波涛編集委員会 105
海上保安大学校蔵『旧海軍大学校図書』 波涛編集委員会 107
事務局だより 兵術同好会事務局 108

第39巻2号（通巻第225号）　平成25年7月
海上自衛隊幹部候補生学校の卒業式における祝辞 スコット・H・スウィフト 1

（海上自衛隊の施策）　海上自衛隊教育ビジョンについて 齋藤　聡 4
（Operation Art & Design）　米海軍の東日本大震災対応に学ぶ
（1）−現代の軍事組織は如何にあるべきか− 

岩﨑　英俊 11

（Operation Art & Design）　米軍の作戦計画立案の考え方 稲垣　芳朗 15
（Operation Art & Design）　戦略級海軍図上演習
　−The Strategic Naval War Game or Chart Maneuver−

W. McCarty Little　
平山　茂敏

20
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（海洋戦略）　コーベットを知らずして海洋戦略思想を語るなかれ
　−マハンと異なるその戦略思想の特徴−

関根　大助 31

（戦略入門）　戦略を学ぼう　−第1回「戦略とは何か」− 廣田　佳郎 41
（留学生だより）　インド国防大学留学記 夏井　隆 44
（留学生だより）　英国統合軍指揮幕僚大学留学記 阿部　直樹 50
（留学生だより）　インドネシア海軍大学校指揮幕僚課程留学記 山下　貴大 53
【第61期指揮幕僚課程学生 中部研修】
　富士の裾野の海外訓練　−国際活動がつなぐ海自と陸自−

長岡　善成 57

【第61期指揮幕僚課程学生 中部研修】　ヤマハ株式会社掛川
工場研修　−ヤマハのピアノ作りから再認識したこと−

瀧本　憲司 59

国際法講座　サイバー攻撃に係わる法的問題
　−各論点をめぐる議論の状況−

高山　裕司 62

インテリジェンス・コラム　−第2回 在アルジエリア邦人に対する
テ口事件で浮き彫りとなった情報の手薄な地域−

熊谷　貴和 70

（評論）　「エースの条件」−その意味を問う− 高橋　弘道 75
（部外講師講話）　海軍甲種飛行予科練習生
　−航空学生に対する予科練出身者による講話−

木村　康張 77

（伝記）　“ピート”・エリスの生涯と上陸作戦予言（2） 谷光　太郎 87
（戦史）　日本海軍の潜水艦作戦における教訓（4） 勝目　純也 93
（戦史）　いわゆる「海軍式」と海軍の伝統について
　−日本海軍の成立ちを理解するために−
　第1回　海軍食の始まりは威臨丸が最初とする考察から

高森　直史 98

（随想）　歴史随想シリーズ（番外編）　記者会見あれこれ 石井　久恵 102
（随想）　戦史随想シリーズ（79） 戦国の重要参考人
　−黒田官兵衛−（224号掲載時乱丁のため再掲載）

石井　久恵 106

（教養）　クラシック・ナビゲーション
　−海に因むクラシック音楽の水先案内−　第11回：「海の都の音楽」

等松　春夫 111

英語誌上講座　花輪教官の英語教務（5時限目）　
　TOEICリーディング対策

花輪　淳 115

（教養）　SASA'S　BOOK　BARへようこそ!
　第4回　人情の機微、ここにあり
　『かかる軍人ありき』伊藤桂一（光人社名作戦記）

笹　幸恵 118

推薦図書　「7つの習慣」〜スティーブン・R・コヴィー〜
　−自らの人生を生き抜くために−

山下　万喜 120

推薦図書　「明日を拓く現代史」〜谷口智彦〜
　−海上自衛隊士官候補生のための現代史−

大塚　海夫 122

シリーズ道を究める　「第2回　刀を鍛える」 刀工“宗泰”上畠　誠 124
事務局だより 兵術同好会事務局 125

第39巻3号（通巻第226号）　平成25年10月
左近允 尚敏氏追悼　『左近允さんの戦闘旗』 福本　出 1
左近允 尚敏氏追悼　『左近允さんを偲ぶ』 松下　泰士 3
左近允 尚敏氏追悼　『左近允尚敏先輩の思い出−市来会を中心に』 平間　洋一 4
左近允 尚敏氏追悼　『左近允尚敏さんを偲ぶ』 勝目　純也 6
左近允 尚敏氏追悼　『左近允先生へ』 石井　久恵 8
左近允 尚敏氏追悼　『ビールと焼肉と左近允先生』 笹　幸恵 9
左近允 尚敏氏追悼　駆逐艦・梨の戦闘（再掲） 左近允　尚敏 11
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米海軍の東日本大震災対応に学ぶ（2）
　−現代の軍事組織は如何にあるべきか−

岩崎　英俊 19

エアシー・バトル対オフショア・コントロール 平山　茂敏 25
（戦略入門）　戦略を学ぼう（2）　−第2回「軍事戦略理論の分析」− 廣田　佳郎 29
（研究論文）　英国の防衛産業政策における装備協力
　−米国と欧州の狭間で−

猪森　聡彦 32

（研究論文）　アーミテージ・レポートの狙いと課題 北島　久仁彦 45
（国際法誌上講座）　国際法を巡るパラダイム・シフト
　−9.11 同時多発テ口を例として−

沼田　良亨 59

インテリジェンス・コラム
　−第3回 科学技術力発展を支えている技術情報収集−

熊谷　貴和 65

（留学生だより）　韓国合同軍事大学校留学記 船木　伸吾 72
日本海軍の伝統・体質（1）（再掲：平成2年「増刊号」として発刊） 中村　悌次 76

（時事評論）　「次元とは」−その意味を問う− 高橋　弘道 81
（伝記）　“ピート”・エリスの生涯と上陸作戦予言（3） 谷光　太郎 84
（統率）　死の観念修行−『葉隠』の死生観を巡って− 菅野　覚明 89
（戦史）　日本海軍の潜水艦作戦における教訓（5） 勝目　純也 93
（戦史）　いわゆる『海軍式』と海軍の伝統について（2）
　−日本海軍の成立ちを理解するために−
　第2回薩英戦争 −見落としがちな日本海軍のルーツ

高森　直史 100

（随想）　戦史随想シリーズ（80） 会津戦争 石井　久恵 105
(一般教養)　『7つの習慣Ⓡ』の勧め
　−訓育充実への強力な教材に向けて−

茂津目　晴道 110

英語誌上講座　花輪教官の英語教務（6時限目）
　TOEICリスニング対策/「いずも」進水

花輪　淳 118

（教養）　SASA’S BOOK BARへようこそ!  第5回
　『流氷の海　ある軍司令官の決断』相良俊輔（光人社NF文庫）

笹　幸恵 121

シリーズ道を究める　「第3回　歌舞伎の魅力」 片岡　孝太郎 123
事務局だより 兵術同好会事務局 124

第39巻4号（通巻第227号）　平成26年1月
年頭挨拶 福本　出 1

（海上自衛隊の施策）　「研究開発への取り組み」 舩木　洋 3
「現代シーパワーの基本概念と全体構造」（前） 関根　大助 21
（戦略入門）　戦略を学ぼう−最終回「我が国の採る防衛戦略の分析」− 廣田　佳郎 39
「終わらない旅」環境変化への適応と組織変革
　組織変革のリアリティ −日本IBM社を訪れて−

安達　卓俊 45

（研究論文）　「緊縮時代の米国の大戦略」
　−オバマ政権(第2期)の安全保障政策を中心に−

吉田　太郎 54

（研究論文）　「大規模災害における自衛隊の役割について」
　−救援物資供給の視点から−

許斐　栄一 79

インテリジェンス・コラム（4） −広域監視機能− 熊谷　貴和 109
（留学生だより）　ハワイ・パシフィック大学留学記 熊代　威 119
第61期指揮幕僚課程海外（韓国）研修
　〜韓国海軍大学学生との交流を中心に〜

藤村　智治 130

日本海軍の伝統・体質（2）（再掲：平成2年「増刊号」として発刊） 中村　悌次 137
（時事評論）　「進化の果てに」−その意昧を問う− 高橋　弘道 147
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（伝記）　“ピート”・エリスの生涯と上陸作戦予言（終） 谷光　太郎 152
（戦史）　日本海軍の潜水艦作戦における教訓（終） 勝目　純也 161
（戦史）　「太平洋戦争余話（終）」
　−太平洋戦争・本(と、あるテレビ番組)にあった間違い−

左近允　尚敏　
解説：平間　洋一

174

「いわゆる『海軍式』と海軍の伝統について（3）
　−日本海軍の成立ちを理解するために−
　第3回：海軍は薩英戦争に、陸軍は戊辰戦争にルーツ

高森　直史 185

（一般投稿）　「吉野」と「春日」の衝突事故について 大井　昌靖 196
（随想）　戦史随想シリーズ（81） 
　蒼き狼の戦記　−チンギス・ハーンの大帝国−

石井　久恵 211

英語誌上講座　花輪教官の英語教務（7時限目）　今月の新聞記事から 花輪　淳 221
（教養）　SASA’s BOOK BARへようこそ!
　第6回　『「戦争」の心理学 人間における戦闘のメカニズム』
　デーブ・クロスマン、ローレン・W.クリステンセン（二見書房）

笹　幸恵 224

書評　「海洋国家としてのアメリカ」−パクス・アメリカーナへの道−
　（田所昌幸、阿川尚之 編）

齋藤　聡 228

シリーズ道を究める　「第4回　香りに聞く」 伊達　晟聴 232
事務局だより 兵術同好会事務局 235

第40巻1号（通巻第228号）　平成26年4月
中国国防白書（2012年版）から見る中国の対外戦略 色川　喜美夫 1
現代シーパワーの基本概念と全体構造（中） 関根　大助 19
ジュリアン・コルベットの生涯とその著作　−海軍史家としての再評価− 平野　龍二 29
平時における海軍の活動
　−単なる「烈度の低い戦争」ではない−

Ivan T.Luke
平賀　健一 訳

47

米海軍の朝鮮戦争
　−朝鮮戦争以降における海軍の役割の多様化について−

大森　浩昭 67

インテリジェンス・コラム（5）−間違った情報の伝達− 熊谷　貴和 86
米国海軍大学留学記 羽渕　博行 97
国際法誌上講座
−武力紛争時における避難文民の輸送に関する国際法的考察−

塩川　洋志 106

日本海軍の伝統・体質（3）（再掲：平成2年「増刊号」として発刊） 中村　悌次 118
「力の数値化」−その意味を問う− 高橋　弘道 130
いわゆる『海軍式』と海軍の伝統について（4）
　−日本海軍の成立ちを理解するために−
　第4回 陸海軍創設と西南戦争の戦訓

高森　直史 135

戦史教育を面白く役に立つものにする方法
　−聞かせる教育から語らせる教育へ−
　ケースブックメソッドの活用

高橋　哲一郎 146

戦史随想シリーズ（82）　鎌倉武士の防衛戦−文永・弘安の役− 石井　久恵 153
英語誌上講座　花輪教官の英語教務（8時限目）
　発音について（1）　発音を良くする方法

花輪　淳 163

SASA’s BOOK BARへようこそ  第7回
　『昭和二十五年 最後の戦死者』城内康伸（小学館）

笹　幸恵 168

推薦図書　「大人の見識」〜阿川弘之 坂田　竜三 172
事務局だより 兵術同好会事務局 176
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第40巻2号（通巻第229号）　平成26年7月
米海軍リーダー育成戦略（仮訳） ジョナサン・W・グリナート著

福田　達也 訳
1

海上自衛隊の新たな水上艦艇整備に関する提言 村中　壽雄 15
現代シーパワーの基本概念と全体構造（後） 関根　大助 38
インテリジェンス・コラム（6）−地球は凸凹− 熊谷　貴和 46
NWDCのCircle of Life 北口　周右 60

（第62期指揮幕僚課程中部研修（三菱重工））　航空機開発と製
造の現状について−次世代国産航空機へのアプローチ−

福澤　信夫 66

国際法誌上講座　−海賊行為に対する普遍的管轄権− 荻野目　学 71
日本海軍の伝統・体質（最終回）（再掲：平成2年「増刊号」として発刊） 中村　悌次 78

「大東亜経済戦争敗北」−臨時特会の意味を問う− 高橋　弘道 90
ティルピッツとドイツ帝国海軍（1） 谷光　太郎 94
いわゆる「海軍式」と海軍の伝統について（5）
　−日本海軍の成立ちを理解するために−
　第5回「敵は脚気衝心にあり」−海軍のもう一つの戦い

高森　直史 106

海上自衛隊員が実学、実践的学問に学ぶ意義（上）
　−ビジネススクールの授業が教えてくれること−

安達　卓俊 117

戦史随想シリーズ（83）　避戦の果ての代償−朝倉義景− 石井　久恵 128
英語誌上講座　花輪教官の英語教務（9時限目）
　発音について（2）　発音を学ぶスクール

花輪　淳 138

SASA’s BOOK BARへようこそ　第8回
『映すは君の若き面影　大東亜戦争70年展II
　靖國神社遊就館講演録』笹幸恵（青林堂）

笹　幸恵 142

推薦図書　「西欧世界と日本」〜G.B.サンソム 鍛治　雅和 146
事務局だより 兵術同好会事務局 150

第40巻3号（通巻第230号）　平成26年10月
艦艇建造における予算措置の変遷について（前）
−公共事業費との比較から見た継続費制度適用に関する考察−

石原　明徳 1

NATO国防大学留学記 長廣　誠 13
オーストラリア国防大学指揮幕僚課程留学記 麻生　玲於奈 26
韓国合同軍事大学校留学記 白石　豪 33
英王立国防大学留学記 降旗　琢丸 41
英国統合軍指揮幕僚大学留学記 熊井　亮 51
米国海軍大学留学記 佐野　浩之 58

（第62期指揮幕僚課程中部研修（中部電力））　原子力発電に
おける安全対策−福島の教訓と大規模災害等への対応−

渡邉　昌幸 68

国際法誌上講座−国家の独立と国家承認− 上野　博嗣 72
インテリジェンス・コラム（7）−情報をめぐる環境は変わり続ける− 熊谷　貴和 75

「海洋戦略の次元」−次元の意味を問う− 高橋　弘道 89
ティルピッツとドイツ帝国海軍（2） 谷光　太郎 93
いわゆる「海軍式」と海軍の伝統について（6）
　−日本海軍の成立ちを理解するために−
　第6回 海軍グルメ発展の背景を考える

高森　直史 102

海上自衛隊員が実学、実践的学問に学ぶ意義（下）
　−ビジネススクールの授業が教えてくれること−

安達　卓俊 113
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英語誌上講座　花輪教官の英語教務（10時限目）
　Podcastによるリスニング学習

花輪　淳 126

SASA’s BOOK BARへようこそ　第9回
　『福田恆存語録 日本への遺言』中村保男、谷田貝常夫編（文春文庫）　

笹　幸恵 128

推薦図書　「防衛大学校で、戦争と安全保障をどう学んだか」
　〜杉井敦、星野了俊

鈴木　学 132

事務局だより 兵術同好会事務局 135

第40巻4号（通巻第231号）　平成27年1月
年頭挨拶 兵術同好会会長 1
戦略環境の変化と電子戦 飯田　俊明 3
艦艇建造における予算措置の変遷について（後）
　−公共事業費との比較から見た継続費制度適用に関する考察−

石原　明徳 16

Vanderbilt大学留学記 平野　和男 27
第62期指揮幕僚課程韓国研修 三野宮　弘人 35
国際法誌上講座−病院船等の保護について− 數野　倫明 40
海洋戦略の目的−目的の意味を問う− 高橋　弘道 51
ティルピッツとドイツ帝国海軍（3） 谷光　太郎 55
いわゆる「海軍式」と海軍の伝統について
　−日本海軍の成立ちを理解するために−
　第7回(最終回) 海軍のよき伝統とは

高森　直史 65

戦史随想シリーズ（84）
　踊る世界大戦　−女スパイ マタ・ハリと第一次世界大戦−

石井　久恵 76

英語誌上講座　花輪教官の英語教務（11時限目）
　TOEICで間違えやすい単語

花輪　淳 86

SASA’s BOOK BARへようこそ  第10回
　『紺碧の果てを見よ』須賀しのぶ（新潮社）　　　　　

笹　幸恵 90

事務局だより 兵術同好会事務局 93

第41巻1号（通巻第232号）　平成27年4月
塩月弥栄子先生を偲んで 北川　文之 1
1980年代米海軍における「海洋戦略」の成立（前） 高橋　英樹 3
環境変化への継続的適用（前）−ゲーム・チェンジへの組織的適用− 羽田　忠行 10
短期現役軍医科士官制度の研究（前）−海上自衛隊への継承に
よる人的戦力拡充策としての現代的意義−

伊古美　文隆 19

戦史を学ぶことについて−その意味を問う− 高橋　弘道 29
ティルピッツとドイツ帝国海軍（4） 谷光　太郎 33
第2特務艦隊の残したもの「爆雷編」（前） 大井　昌靖 41
戦史随想シリーズ（85）
　志士とテロリズム　―攘夷決行と禁門の変―

石井　久恵 48

英語誌上講座　花輪教官の英語教務（12時限目）
　特別企画：鹿島事務官の英語教務

花輪　淳 58

SASA’s BOOK BARへようこそ　第11回
　『日本軍は本当に「残虐」だったのか―反日プロパガンダとして
の日本軍の蛮行』丸谷元人（ハート出版）

笹　幸恵 63

事務局だより 兵術同好会事務局 66
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第41巻2号（通巻第233号）　平成27年7月
幹部学校改革の推進　−次の60年を見据えて− 山下　万喜 1
1980年代米海軍における「海洋戦略」の成立（後） 高橋　英樹 14
ソ連海軍の外洋進出とその運用思想に関する一考察（前） 久保　正敏 27
環境変化への継続的適用（後）−ゲーム・チェンジへの組織的適用− 羽田　忠行 36
インテリジェンスコラム（8）−AIIBでの英国の裏切り・・− 熊谷　貴和 43
短期現役軍医科士官制度の研究（後）
−海上自衛隊への継承による人的戦力拡充策としての現代的意義−

伊古美　文隆 48

国際法誌上講座
　−武力紛争時における自然環境の保護（前）−

荻野目　学 59

佐賀藩海洋国家の挫折−その意味を問う− 高橋　弘道 67
ティルピッツとドイツ帝国海軍（5） 谷光　太郎 71
第2特務艦隊の残したもの「爆雷編」（後） 大井　昌靖 78
戦史随想シリーズ（86）
　戦争の悲劇と英雄譚　―第二次世界大戦終結70年―

石井　久恵 85

英語誌上講座　花輪教官の英語教務（13時限目）
　ウェブサイト “English Language & Usage”

花輪　淳 94

SASA’s BOOK BARへようこそ  第12回
　『沖縄戦 二十四歳の大隊長：陸軍大尉 伊東孝一の戦い』
　笹幸恵（学研プラス）

笹　幸恵 98

事務局だより 兵術同好会事務局 101

第41巻3号（通巻第234号）　平成27年10月
ソ連海軍の外洋進出とその運用思想に関する一考察（後） 久保　正敏 1

「パネー号事件」の米日危機管理と現代的意義（前） 橋本　金平 12
ISO9001の概要と今後の取組みへの一考察 高山　忠 22
日米両海軍と「距離の暴威」及び「大戦略」に関する考察 藤井　佑 32
英王立国防大学留学記 池田　亮 45
米海軍大学幕僚課程の魅力 臼井　洋太郎 54
韓国合同軍事大学校留学記 中島　隆雄 61
国際法誌上講座　−武力紛争時における自然環境の保護（後）− 荻野目　学 68
海洋戦略の転換点−その意味を問う− 高橋　弘道 75
ティルピッツとドイツ帝国海軍（6） 谷光　太郎 79
第2特務艦隊の残したもの−水中聴音機と爆雷戦術− 大井　昌靖 88
戦史随想シリーズ（87）　日本一の兵と呼ばれた男ー語り継がれる真田戦記ー 石井　久恵 95
英語誌上講座　花輪教官の英語教務（14時限目）　
　日本や外国のエスカレーターの乗り方

花輪　淳 104

SASA’s  MUSICAL BARへようこそ　第13回
　ミュージカル−ウィキッド−

笹　幸恵 108

事務局だより 兵術同好会事務局 111

第41巻4号（通巻第235号）　平成28年1月
年頭挨拶 兵術同好会会長 1
海洋監視の視点に立った地球観測衛星等情報の利用 上床　健治 3

「パネー号事件」の米日危機管理と現代的意義（後） 橋本　金平 13
外国戦史から導く戦争の普遍的要素について 岡田　航 24
米国防大学留学記 佐藤　哲朗 32
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英国統合軍指揮幕僚大学留学記 水野　達彦 40
国際法誌上講座　−低潮高地の埋め立てに関する国際法的考察− 塩川　洋志 44
海洋戦略の位置づけ−その意味を問う− 高橋　弘道 54
ティルピッツとドイツ帝国海軍（7） 谷光　太郎 58
日本に情報提供したスパイ　−日本海軍航空術教官センピル卿− 高知尾　隼 67
第2特務艦隊の残したもの−掃海具など− 大井　昌靖 72
戦史随想シリーズ（88）
　神話と歴史の狭間に立つ初代天皇　−神武天皇崩御2600年−

石井　久恵 78

英語誌上講座　花輪教官の英語教務（15時限目）　
　Word of the Year（今年の流行語）

花輪　淳 86

SASA’s  BOOK BARへようこそ　第14回　
　『竹林はるか遠く―日本人少女ヨーコの戦争体験記』
　ヨーコ・カワシマ・ワトキンス（ハート出版）

笹　幸恵 90

事務局だより 兵術同好会事務局 93

第42巻1号（通巻第236号）　平成28年4月
電磁波/サイバー領域における戦いへ備える 益田　徹也 1
海上自衛隊の将来を担う人材への大学院修士レベルの教育について 川浪　祐 9

「戦例（日本海軍史）から得られる、外部環境の変化に対する日本
型組織の環境適応の在り方について」

富田　直明 30

海軍軍令部第三部に見る情報組織の環境適応の在り方について 右田　明彦 45
国際法誌上講座　−軍用機は領空侵犯だけど、軍艦は?− 石井　浩一 58
海洋戦略の位置づけ　−位置特定の意味を問う− 高橋　弘道 65
ティルピッツとドイツ帝国海軍（最終回） 谷光　太郎 69
私の樺太体験記 飯田　和夫 79
戦史随想シリーズ（89）
　独裁者を呼ぶ時代　−アメリカ大統領選挙戦の危機−

石井　久恵 88

英語誌上講座　花輪教官の英語教務（16時限目）
　本の紹介 “The Elements of Style”

花輪　淳 97

SASA’s  BOOK BARへようこそ　第15回　
　『蒼茫の海―提督加藤友三郎の生涯』
　豊田穣（光人社NF文庫）　

笹　幸恵 101

事務局だより 兵術同好会事務局 104

第42巻2号（通巻第237号）　平成28年7・10月
防衛装備庁における艦船設計−新艦艇における新たな取り組み− 柴田　弘 1

「伝統の継承」と行政文書管理（前）(問題提起編) 相澤　輝昭 12
サイバー戦入門−サイバー攻撃の仕組みと技術的対策− 三村　守 22
通信教育（戦史）優秀課題答申　技術行政から見出す環境適応
の性質　−日本海軍の戦闘機開発を通して−

田口　絵理根 47

オーストラリア国防大学指揮幕僚課程（統合）留学記 天沼　知之 52
国際法誌上講座　Peacetime Espionageに関する法的考察
　−累積理論適用可能性に関する小考察−

若山　五郎 62

ジブチの日本人 三宅　隆夫 74
「次元の高さについて」　−その意味を問う− 高橋　弘道 78
米海軍作戦部長列伝(1) 谷光　太郎 82
米村中佐と天測計算表 大井　昌靖 88

−90−

題　名 筆　者 頁



戦史随想シリーズ（90）
　戦国を生き抜いた女虎　―井伊直虎の生涯―

石井　久恵 92

英語誌上講座　花輪教官の英語教務（17時限目）
　TOEIC大幅リニューアル

花輪　淳 100

SASA’s  BOOK BARへようこそ　第16回　『帰郷』浅田次郎（集英社） 笹　幸恵 105
事務局だより 兵術同好会事務局 108

第42巻3号（通巻第238号）　平成29年1月
安全保障における海上自衛隊の役割 山下　万喜 1
航空後方の将来VISION 石田　伸介 15

「伝統の継承」と行政文書管理（後）（改善提案編） 相澤　輝昭 25
サイバー戦入門（2）　−サイバー戦の概念と作戦− 三村　守 35
幹部高級課程特別研究　2014年欧州議会選挙と正統性の転換
　―機能主義から市民参加へ―

松田　光央 55

部内通信教育（戦史）優秀課題答申　日本海軍にみる、大艦巨
砲主義から航空主兵への転換及び通商破壊・海上護衛戦への
対応から抽出される特質と環境適応の在り方についての考察

大塚　智裕 83

知識と経験に裏打ちされたイノベーション部隊　−NWDCにおける取り組み− 渡邉　拓也 96
タフツ大学フレッチャースクール留学記 佐藤　耕輔 107
留学経験者の一視点 里見　幸恭 115
国連安保理決議に基づく禁輸執行活動の現状
　−海上阻止活動（MIO）を中心として−

石井　浩一 126

制約理論について　−その意味を問う− 高橋　弘道 141
米海軍作戦部長列伝(2) 谷光　太郎 145
英語誌上講座　花輪教官の英語教務（18時限目）
　TOEICリーディング対策

花輪　淳 152

SASA’s  BOOK BARへようこそ　第17回
　『権威』 後藤静香（善本社）

笹　幸恵 156

事務局だより 兵術同好会事務局 160

第43巻1号（通巻第239号）　平成29年4月
16DDHの戦力化と研究開発 島村　雄司 1
サイバー戦入門（3）　−攻撃者の正体を暴く− 三村　守 13
部内通信教育「戦史」優秀課題答申
　兵器の発達に見る航空管制器材の現状及び将来の問題の考察

佐藤　亮一郎 34

部内通信教育「戦史」優秀課題答申
　南雲司令長官の意思決定　―情報伝達の重要性―

宮内　亮平 40

インドネシア海軍大学留学記 大樂　健太郎 46
英国統合軍指揮幕僚大学留学記 廣神　敏 57

「情報の共有について」−その意味を問う− 高橋　弘道 64
米海軍作戦部長列伝(3) 谷光　太郎 68
戦史随想シリーズ（91）　権力者が犯す現在的殺人　―兄弟の相克― 石井　久恵 73
英語誌上講座　花輪教官の英語教務（19時限目）
　symbol, pictogram, traffic sign

花輪　淳 84

SASA’s  BOOK BARへようこそ　第18回
　『反・民主主義論』佐伯啓思（新潮社）

笹　幸恵 89

事務局だより 兵術同好会事務局 93
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第43巻2号（通巻第240号）　平成29年7月
サイバー戦入門（4）　−DDoS攻撃の仕組みとその対策― 三村　守 1
平和安全法制に関する政府見解にみる国際法（前） 児島　健介 25
ロジスティックスの再定義に関する一考察（前）−軍事と民間の定義の比較から− 森木園　剛 40
ワシントンD.C.で海上自衛官が学ぶということ 齋藤　雄介

中野　友朗
55

海上自衛隊指揮統制システム事始め 小滝　國雄 62
「3Dプリント革命について」−その意味を問う− 高橋　弘道 77
米海軍作戦部長列伝(4) 谷光　太郎 81
戦史随想シリーズ（92）　理由は明確でなくても戦いは起こる　―応仁の乱― 石井　久恵 88
英語誌上講座　花輪教官の英語教務（20時限目）
　birthday（誕生日の歴史と悲しい事実）

花輪　淳 97

SASA’s  BOOK BARへようこそ　第19回
　『日記で読む近現代日本政治史』
　黒澤文貴、季武嘉也・編著（ミネルヴァ書房）

笹　幸恵 102

事務局だより 兵術同好会事務局 105

第43巻3号（通巻第241号）　平成29年10月
サイバー戦入門（5）　−標的型攻撃の仕組みとその対策− 三村　守 1
平和安全法制に関する政府見解にみる国際法（後） 児島　健介 32
ロジスティックスの再定義に関する一考察（後）−軍事と民間の定義の比較から− 森木園　剛 51
両大戦間末期におけるフランスの対独姿勢　−ダラディエの場合− 鈴木　学 62

「制高について」−その意味を問う− 高橋　弘道 83
米海軍作戦部長列伝(5)　−第2代海軍作戦部長クーンツ− 谷光　太郎 87
戦史随想シリーズ（93）
　時代の風を読み切った風見鳥
　−革命渦中のカメレオン：ジョセフ・フーシェ−

石井　久恵 107

英語誌上講座　花輪教官の英語教務（21時限目）
　schwa（地味だけど重要な発音記号）

花輪　淳 118

SASA’s  BOOK BARへようこそ　第20回
　『戦争の大問題』 丹羽宇一郎（東洋経済新報社）

笹　幸恵 123

事務局だより 兵術同好会事務局 126

第43巻4号（通巻第242号）　平成30年1月
サイバー戦入門（6）　−制御システムへのサイバー攻撃とその対策− 三村　守 1
海上における抑留対象者の取扱いについて
　−捕虜に該当する商船乗組員の取扱い−

數野　倫明 21

中国人民解放軍の行動根拠に関する考察
　−軍の部隊レベル行動に対する共産党の影響力とは−

熊谷　貴和 41

インド国防大学留学記 竹嶋　広明 68
出ずる日の道 −ある日本の旅− マリオ・ヴァッターニ　

草皆　伸子 訳
75

日本海軍の海兵隊　−水陸機動団の精神的なルーツとして− 大井　昌靖 89
「一帯一路について」−その意味を問う− 高橋　弘道 97
米海軍作戦部長列伝(6)
　−第3代海軍作戦部長 エドワード・W・エーベル−
　(1923年7月21日−1927年11月14日)

谷光　太郎 102
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戦史随想シリーズ（94）
　好かれて嫌われる英雄像　−明治維新150年の寓話−

石井　久恵 124

英語誌上講座　花輪教官の英語教務（22時限目）
　リスニング（初級者〜中級者編）

花輪　淳 134

SASA’s  BOOK BARへようこそ　第21回（掲載時は第22回で表記）
　『一九八四年（新訳版）』 ジョージ・オーウェル著（早川文庫）

笹　幸恵 138

事務局だより 兵術同好会事務局 141

第44巻1号（通巻第243号）　平成30年4月
日本海海戦の待機位置の選択に関する一考察
　−OR(階層分析法)による分析− 

倉谷　昌伺 1

我が国領海における外国軍艦の無害通航に該当しない航行への対応について 恩蔵　洋 28
部内通信教育（戦史）優秀課題答申　日本型組織の適応能力 尾上　盛太郎 39
世界の学び舎「米海大」での武者修行 東川　哲也

二河田　厚志
64

「エルトゥールル号事件と海軍」−その1 事件の概要と海軍の海難救助− 大井　昌靖 71
「イラン無人機の点と線」−その意味を問う− 高橋　弘道 77
英語誌上講座　花輪教官の英語教務（23時限目）
　リスニング（上級者編）

花輪　淳 81

SASA’s  BOOK BARへようこそ　第22回
　『ペリリュー島戦記』ジェームズ・H・ハラス（光人社NF文庫）

笹　幸恵 85

事務局だより 兵術同好会事務局 90

第44巻2号（通巻第244号）　平成30年7月
サイバー戦入門（7）　−サプライチェーン・リスク― 三村　守 1
−国際法誌上講座−　外国軍艦等対処と国際海上衝突予防規
則の関係　−進路規制・接舷規制を中心に−

塩川　洋志 19

ジョンズホプキンス大学高等国際関係大学院留学記 齋藤　久就 42
「エルトゥールル号事件と海軍」（2）
　−なぜ「八重山」はドイツ軍艦に先を越されたのか−

大井　昌靖 51

「さとりを開く」―その意味を問う― 高橋　弘道 57
海軍作戦部長列伝(7)
　−第4代海軍作戦部長　チャールズ・F・ヒューズ−
　(1927年11月14日−1930年9月17日)

谷光　太郎 62

戦史随想シリーズ（95）
　美食なる会議　−フランス革命を終結させた外交官：タレーラン−

石井　久恵 86

英語誌上講座　花輪教官の英語教務（24時限目）
　odd one out（仲間外れを見つけよう）

花輪　淳 96

SASA’s  BOOK BARへようこそ　第23回（掲載時は第24回で表記）
『彩雲のかなたへ』田中三也（光人社NF文庫）

笹　幸恵 99

事務局だより 兵術同好会事務局 104

第44巻3号（通巻第245号）　平成30年10月
多国籍海上作戦部隊司令部幕僚養成プログラム（I−MSOC）の概要
　―アメリカ海軍大学における海自教官の視点から―

浅野　潔 1

“Read. Write. Fight.”（米海軍作戦部長論文・翻訳） 富塚　康弘 16
統合ドクトリン（Joint Publication 5−0, 2017）の紹介（第1部）
　−エグゼクティブサマリを中心に（考察と抄訳）−

中田　英彦 23

「エルトゥールル号事件と海軍」−その3 八重山艦長　三浦大佐の見識− 大井　昌靖 50
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「信長の海洋戦略」−その意味を問う− 高橋　弘道 57
海軍作戦部長列伝(8)
　−第5代海軍作戦部長　ウィリアム・V・プラット−
　（1930年9月17日−1933年6月30日)

谷光　太郎 62

戦史随想シリーズ（96） 海で戦うコスチューム・プレイ　−DVDのなかの海戦− 石井　久恵 89
SASA’s  BOOK BARへようこそ　第24回（掲載時は第25回で表記）
　「〔ビジュアル版〕私たちが知らなかった天皇と皇室」
　高森明勅（SBビジュアル新書）

笹　幸恵 99

事務局だより 兵術同好会事務局 103

第44巻4号（通巻第246号）　平成31年1月
戦後航路啓開業務の概要と掃海殉職者顕彰碑−伝統の継承のために− 河上　康博 1
ISO9001：2015（JIS Q 9001：2015）についての紹介
　−ヒューマンエラーの防止などに役立てるために−

鈴木　正明 14

英国統合軍事大学　留学記 籔田　周作 23
米統合ドクトリン（Joint Publication 5−0, 2017）の紹介（抄訳）（2）
　−エグゼクティブサマリを中心に（考察と抄訳）−

中田　英彦 32

「エルトゥールル号事件と海軍」−その4　「比叡」と「金剛」の派遣
　なぜわずかな準備期間で出航できたのか―

大井　昌靖 56

「人口論について」―その意味を問う― 高橋　弘道 64
海軍作戦部長列伝（9）
　−第6代海軍作戦部長　ウィリアム・H・スタンドレー−
　（1933年7月1日−1937年1月1日)

谷光　太郎 68

英語誌上講座　花輪教官の英語教務（25時限目）
　最近のTOEICに出る語（前編）

花輪　淳 91

SASA’s  BOOK BARへようこそ　第25回（掲載時は第26回で表記）
　『兵隊たちの陸軍史』 伊藤桂一（新潮文庫）

笹　幸恵 94

事務局だより 兵術同好会事務局 98

第45巻1・2号（通巻第247号）　平成31年4月・令和元年7月
新領域（宇宙・サイバー・電磁波領域）への対応 星　直也 1

「海空重視論」の不備を指摘する。　−陸上防衛力の今日的意義− 岩上　隆安 22
米統合ドクトリン（Joint Publication 5−0,2017）の紹介（抄訳）

（3）−エグゼクティブサマリを中心に（考察と抄訳）−
中田　英彦 51

明治海軍の三大航海から（その1）
　−人材育成としての初の遠洋練習航海(明治8年「筑波」)−

大井　昌靖 74

「無人から猿の惑星へ」　−その意味を問う− 高橋　弘道 81
海軍作戦部長列伝(10)
　−第7代海軍作戦部長ウィリアム・D・リーヒ−
　(1937年1月2日−1939年8月1日）

谷光　太郎 85

英語誌上講座　花輪教官の英語教務（26時限目）
　最近のTOEICに出る語（後編）

花輪　淳 109

SASA’s  BOOK BARへようこそ　第26回（掲載時は第27回で表記）
　『脱属国論』−田原総一郎/井上達夫/伊勢崎賢司　著（毎日新聞出版）

笹　幸恵 113

事務局だより 兵術同好会事務局 117
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第45巻3号（通巻第248号）　令和元年10月
サイバー戦入門　その8　−センサ・セキュリティ− 三村　守 1
英西戦争初期におけるイングランドの間接作用
　−アルマダ海戦の勝利に至る低地ネーデルランド出兵−

村上　摩利与 16

新たなフェーズを迎えた海洋の情報管理 角田　智彦 39
米統合ドクトリン（Joint Publication 5−0, 2017）の紹介（抄訳）（4）
　−エグゼクティブサマリを中心に（考察と抄訳）−

中田　英彦 49

明治海軍の三大航海から（その2）　明治8年「筑波」その2
　−北米大陸への長期航海−

大井　昌靖 87

海軍作戦部長列伝(11)
　−第8代海軍作戦部長　ハロルド・R・スターク−
　（1939年8月1日−1942年3月26日)

谷光　太郎 97

英語誌上講座　花輪教官の英語教務（27時限目）
　くだけた会話で使う語（前編）

花輪　淳 118

SASA’s  BOOK BARへようこそ　第27回（掲載時は第28回で表記）
　『月白の道』−丸山 豊 著（創言社）

笹　幸恵 122

事務局だより（兵術同好会の閉会と会誌『波涛』の廃刊について） 兵術同好会事務局 126

第45巻4号（通巻第249号）　令和2年1月
インド洋における海運経済
−海運利益を確保するためのインド洋における海自部隊派遣の分析−

齋藤　聡 1

「戦艦「大和」沖縄進出阻止/攻撃のための米軍統合作戦」
　−｢大和ミュージアム｣と｢鉄のくじら館｣とのつながり−

河上　康博 21

サイバー戦入門　その9　〜人工知能の仕組みとその活用〜 三村　守 38
米統合ドクトリン（Joint Publication 5−0,2017）の紹介(抄訳)（5）
　−エグゼクティブサマリを中心に（考察と抄訳）−

中田　英彦 50

明治海軍の三大航海から（その3）明治11年「清輝」
　−明治海軍初の留学生　伊月一郎−

大井　昌靖 95

海軍作戦部長列伝(12)
　−第9代海軍作戦部長アーネスト・J・キング−
　(1942年3月26日−1945年12月15日)

谷光　太郎 103

英語誌上講座　花輪教官の英語教務（28時限目）
　くだけた会話で使う語（後編）

花輪　淳 132

SASA’s  BOOK BARへようこそ　第28回（掲載時は第29回で表記）
　「紀元二千六百年 消費と観光のナショナリズム」
　−ケネス・ルオフ著/木村剛久訳（朝日新聞出版）

笹　幸恵 136

事務局だより　兵術同好会閉会と会誌『波涛』廃刊に伴う事務処理について 兵術同好会事務局 140

最終記念号（通巻第250号）　令和2年3月
最終号の発刊にあたって 兵術同好会会長 1

（巻頭特集）「波涛」の歩みに寄せて
　兵術同好会解散と「波涛」廃刊に寄せて

牧本　信近 3

（巻頭特集）「波涛」の歩みに寄せて　永遠(とわ)の『波涛』 福本　出 5
A Review on the JMSDF’s Overseas Activities
海上自衛隊の海外での活動を振り返る〜一海上自衛官の回想〜

伊藤　弘 17

日本の海上防衛における日米「役割分担」の起源
　−『旧海軍残務処理機関における軍備再建に関する
　研究資料』からの考察−

神子　真一 30
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私が〝出会った″短現の人たち 高森　直史 55
（付記）「波涛」創刊の頃あれこれ 高森　直史 69
「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」
　構想と海上自衛隊が目指してきたもの

相澤　輝昭 71

サイバー戦入門　その10　〜フェイクニュースと世論操作〜 三村　守 88
明治海軍の三大航海から（その4） 明治11年「筑波」
　−初の赤道航過・豪州航海−

大井　昌靖 105

海軍作戦部長列伝(13)
　−第10代海軍作戦部長 チェスター・W・ニミッツ−
　（1945年12月15日−1947年12月15日）

谷光　太郎 114

英語誌上講座　花輪教官の英語教務（29時限目）
　最終回（皆さんの質問に答えます）

花輪　淳 137

SASA’s Book BARへようこそ　第29回
　『組織の不条理−日本軍の失敗に学ぶ』菊澤研宗（中公文庫）

笹　幸恵 145

事務局だより　兵術同好会閉会後の事務処理などについて 兵術同好会事務局 152

増　刊　号
題　名 筆　者 刊行年月日 総頁数

「プエブロ」事件とその教訓 兵術同好会 昭和56年8月 88頁

日米両海軍の提督に学ぶ 
　―第二次世界大戦における統率の教訓― 中村悌次 昭和63年6月 526頁

日本海軍の伝統・体質 兵術同好会 平成2年9月 100頁

−96−

題　名 筆　者 頁



（最終記念号別冊付録）

総目次巻

兵  術  同  好  会

令和 2 年 3 月

総
目
次
巻
（
最
終
記
念
号
別
冊
付
録
）　
　
令
和
二
年  

三
月

表紙写真は創刊以来、平成 30 年 1 月号（通巻第 242 号）まで使
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元咸臨丸復元保存協会会長　片山臨舟氏　旧蔵 
原画製作者：ジョン・Ｍ・ブルック米海軍大尉（当時の咸臨丸に同乗）

表 紙 題 字：「　 」･･･ 鮫島博一　元統合幕僚会議議長
表 紙 写 真： 万延元 (1860) 年、太平洋横断中の「咸臨丸」


