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1．はじめに 
 
およそ 2500 年前の戦略の書である孫子は、国

家が自らの存続を確実にすべく行動する、その真

の目的を追求する透徹した思考と論理が、軍事学

の枠を超え、今日の企業価値の最大化を目指す経

営学の理念、統率原理、経営原則に通じる企業経

営の要諦そのものと見られてきた（後, 2005:38 

-52）。「用兵の害を知らざる者は、用兵の利をも知

ること能わざるなり」とし、常に物事の一方に偏

する事なく中道を歩み、戦争における人間の行動

が深い思想的な裏づけを得て、軍事学一般、さら

には人間と社会、人間と国家の問題として、古代

世界では稀有の科学性と合理性を備えた 1）、広範

な論理体系の中で考究されている（金谷, 2000:9 

-22）。 

これまでグローバル経済と自由貿易体制の拡大

は、世界で多くの人々を貧困から救うことに成功

してきた。しかし、経済の相互依存は成長のみで

なく格差も促し、伝統的・非伝統的安全保障、世

界的規模の自然災害、感染症、テロ、難民の発生

など、国際社会に混沌をもたらすグローバルリス

クを生み、経済変動の衝撃が及ぶ範囲と規模を拡

大させている。地球温暖化による気候変動は、長

期におよぶ世界経済の活動が作り出した課題であ

りながら、最早、国際社会が厳格に管理し、影響

を完全に阻止できる段階にないことが指摘されて

いる。インターネットが第４の産業革命とされる

DX（Digital Transformation）の背景となり、オ

ープンソース情報の爆発的な増加は、AI導入と共

に大きな価値を持ち始めたが、アナリストが信頼

性を判断できなければ情報の客観性を保証し難い。

従来の情報の欺騙、欺瞞は軍事や諜報の世界の脅

威だったが、Deepfakeほどの拡大範囲とスピード

はなかった（Zegart and Morell, 2019:訳16-27）。

IT が公正な社会に寄与するリベラルな経済秩序

を支える一方、それを切り崩す脅威とリスクを生

むことも危惧されている。サイバー空間は規制な

き戦場と化し、大量破壊兵器の拡散、国際テロ組

織の増殖と相俟って、各地に非対称性脅威を生み

「世界は国家間の競争関係が引き起こす対立の時

代を克服した」とする安易な見通しを戒め、国際

社会の協力や協調、安全保障のあり方など、新た

な枠組みの構築が大きな課題となっている。

（Ischinger, 2015:訳6-13）。 

伝統的な組織論の研究は、経営学のみでなく国

際政治学の研究にも大きく貢献してきた（Allison, 

1999:4-7）。政治学の理論を、政治の特定の行動や

現象に関する因果法則の集合の束として、原因と

引き起こされた事象を結びつける法則、法則全体

を説明する論述と見るならば（Waltz, 1979:訳

2-12）、孫子の理論は、国家が内外の変化に対して

生存を図り、国家の存続を脅かす危機的環境の中

で、限られた時間と資源で通常とは異なる意思決



 
 

定を行い行動する、今日の国際政治にも通じる説

明能力の高い普遍的法則と、定性的、定量的アプ

ローチの双方を組み合わせた法則全体からなり、

世界とその行動を映し出すモデルを提供している。 

Deutsch（1963:訳28-39）は、社会科学のモデ

ルが個別のデータを秩序化し関係付け、データ間

に存在する類似性や関連性を明らかにする能力を、

モデルの組織化機能として、モデルが孤立した情

報の諸断片から一つの有意味なパターンをもたら

し、有意性を確立した当初の経験的な範囲を超え

て、他の経験的過程にまで対応を確立する度合い

をモデルの組織化力と呼んだ。Evera（1997:訳17）

は、一般に社会科学の理論の説明範囲には強い制

約があるが、広範囲な世界を説明しうる珠玉の理

論も存在し、その説明範囲を意味する能力の高さ

をモデルの組織化力としている。 

本研究は、大戦末期、藤塚,森（1943:10-109）

により「孫子の組織」として研究された、国家が

危機に臨み自国の存続を確実にする普遍的な法則

と、広範囲の説明を可能にする孫子13篇の組織化

力に着目する。孫子の各篇が呼応し、説明範囲を

拡大する構造を、藤塚,森（1943）にならい「孫子

の組織」と呼び、事例研究として軍争篇を中心に

分離配置された第１計篇と第 13 用間篇を取り上

げ、結合して読み進め、相互の脈絡と意味をより

深く理解できる構造を分析する。因果プロセスの

論理的解釈には、世界を複雑なシステムとして捉

えるシステム思考の枠組みを用いる（Sterman, 

2000:訳 43-49）。本稿は「孫子の組織」の重層的

脈絡と循環的推論から生まれる洞察力と説明力を

発展させ、戦いの因果関係を説明し、戦いの理由

や意味を理解可能な文脈におき、ある国がある行

動をとった原因と理由を知り、紛争を防止する一

般的理論の探求と仮説構築に役立てることを目的

とする。 

 

2． 孫子の構成と先行研究 
 
2.1 孫子13篇の成立 

 孫子の思想的源流は、紀元前五世紀から前三世

紀の古代中国にある。諸子百家と呼ばれる多様な

思想家群を生んだ春秋・戦国時代（前770~前221）

は、銅から鉄に社会が変化し、生産力の発達、人

口の増加を反映して、政治、経済、文化における

大変動期にあった。歴史家、司馬遷（前 145~前

86）の「史記」（巻65孫子伝）の記述以来、諸説

行われてきた孫子原型のおおよその成立は、前

500 年頃の春秋から戦国初期の間と見られている。

戦国期は戦いの規模、頻度共に大きくなり、韓非

子（前280~前233）の五蠶編では「孫・呉の書を

蔵すもの、家ごとに之有り」と云われ、後漢時代

の班固（32~92）による「漢書・芸文志」では、

孫子兵法 82 篇と記載されるほど世に定着したと

される。 

今日の孫子のテキストは、魏の武帝（曹操

155~220）が注を加えた「魏武注孫子」から出て

いる。考証学では、原型成立の時代とテキストの

時代とが近いほど伝承の間に生ずる誤り、錯簡、

脱簡が少なく、孫子の精善なテキストを得るため

に「魏武注孫子」の古い時代のものを求め、系統

の異なるテキストを対校することが行われてきた。

これまで、時代を遡ることは宋代（960~1279）ま

でが限界とされ、宋代の版本は最も信頼できるテ

キストとして珍重されてきた。「魏武注孫子」は二

系統に分かれる。宋本「孫子」の第一の系統とし

て「武経七書本」と清の時代に宋版本を復刻した

「平津館魏武注本」があり文字の異同は殆どない。

第二の系統として、宋代に過去の歴代の研究者、

名家の注を合わせ、解釈をのせた「十家注本」と、

近年影印出版された「十一家注本」とがあり、第

一の系統とは異同がある（浅野, 1997:291-311）。 

 しかし1972年、山東省臨沂県の銀雀山漢墓（前

141～前118）から、最古の竹簡孫子、漢初の資料

が発掘された。その後の研究で、テキストは 13



篇の完本ではなく、また現行13篇と重なる部分に

ついては、断乱や断簡もあり、解読困難な文字も

少なくないことが判明したが、宋本から一気に

1000年遡り、司馬遷の生きていた時代、更にそれ

以前の孫子の世界に到達することが可能となった。

古代、副葬品に書物を加えることは「書殉」と呼

ばれ、印刷術がなく筆写も容易ではなかった時代

に、書物は貴重品であり、墓主の心そのものであ

ったと云われる。 

 今日、孫子は「史記」列伝の春秋の孫武に関係

付けることが自然とされ、出土した「孫子の道」

という呼称からも、孫子学派とも云うべき伝承の

中で発展したと見られている。また「魏武注孫子」

を遡ること300年、最古の竹簡孫子の本文と、今

日の孫子 13 篇の本文が基本的に一致することか

ら、魏の武帝の時代に、それまで伝承されてきた

孫子の兵書に注を加え「史記」が伝える旧形に復

されたと見られている。孫子13篇の内容には、少

なからぬ構成の乱れが有るが、その全体はある国

の王に対して戦略家が自己の戦略を述べる論旨で

一貫し、全篇の組み立てとして、組織的な意図と

理論があったと云われる。次に先行研究に基づき

孫子各篇を概説する。 

 
2.2 孫子の先行研究 

（1）孫子各篇と先行研究 

古来、孫子の真意は冒頭の第1計篇にあるとさ

れた。戦争が国家存続に関わる大事であり、戦い

を客観的に検証し、廟算 2）を観て勝算を知るべき

とする戦争の認識論から始まる。軍事活動が一時

的な異常行動ではなく意識的な社会行動として、

合理的な効用分析を可能とする歴史上初めて示さ

れた考え方とされる（Griffith, 2014:訳 97-105）。

合理的選択論として、政治、軍事、地勢、気象、

法令の 5 変数（五事）から国力を評価し、軍の精

強度と賞罰を加えた７つの変数により彼我の比較

（七計）を行い、国家戦略と軍事戦略の違いを明

確に区別する。人間は戦場の不確実性に満ちた世

界でヒューリスティク（経験則）に頼り、経験と

記 憶 の 混 同 等 の バ イ ア ス が 発 生 す る

（Kahneman,2014:訳176-346）。不確実性の霧の

中でこの弱点を突き、相手を混沌に導く詭道（き

どう）にふれる。孫子を最古の戦略形成学派と観

るMintzberg（2009:訳102-104）は、戦いに臨み

自らを守り理想的条件を追求する孫子の体系的描

写が、現代経営学のポジショニング学派の精神に

極めて近く、孫子の内容は近代的で、古代から人

の世はあまり変わっていないのではと述べている。

歴史上の多くの戦例から間接アプローチ戦略 3）を

研究した Liddell-Hart（1941:訳 366-369） は、

長期戦が国家の利益にならず、孫子が水の理論に

よる間接アプローチを追求した点に触れ、およそ

戦争の総合的見識や理解の深さで孫子を凌駕する

ものがなく、孫子六千余言が自著20冊以上の戦略

戦術の原理を説くと評価した（Griffith, 2014:訳

7-12）。 

敵を味方につけ、勝って強さを増す第2作戦篇

は、今日の戦いを展開する作戦論と異なり、戦い

に踏み切る意思決定と戦争の経済的影響を述べ、

軍の損耗、物資の不足とインフレーション、民衆

の経済的負担を知り、用兵の利害を知る将軍は、

戦わず勝つことを貴び、長期戦を貴ばず、人々の

生死の運命を握り、国家の安危を決すると説く（佐

藤, 1980:71-80）。そのため第3謀攻篇では、相手

国の無傷降伏を最上の方策とし、百戦百勝ではな

く、己を知り、敵を知り、相手の外交を伐（う）

ち、短期即決の軍事攻撃により敵の意思を破砕す

る不戦屈人の戦略を最善とする。Clausewitz

（1832:訳58）が「戦争は他の手段をもってする、

政治の継続にほかならない」とした有名な戦争の

定義を暗示すると指摘がある 4）。 

孫子には老子の強い影響 5）があると観られ、戦

略原論とも云える続く3篇のうち、第4形篇は、

敵が勝てないポジショニングとして不敗の態勢を

とり、敵の破綻を知り、機会を待ち勝つべきと論

じ、勝利する軍は戦う前に勝ち、敗軍は戦った後



 
 

に勝を求めると説く。形を勢いに変え、積水を千

尋の谷に落とように人々を戦わせる第 5 勢篇は、

大軍を小部隊のごとく治める組織編制、静を動に

変える指揮統制を説き、敵のあらゆる出方に応戦

し敗れないのは、変化に応ずる奇法と普遍的な正

法の融合にあると論じる（Griffith, 2014:訳

101-102）。水が高処を避け低処に赴き、地形によ

り流れが定まる無形を極致とする第 6 虚実篇は、

敵を動かし敵に動かされず、軍に常勢、常形なく、

敵に応じて勝を制する者を神妙と呼び、石で卵を

砕くように実で虚を撃つ間接アプローチの真髄を

規定する（Griffith,2014:訳103-104）。 

後篇の起点となる第７軍争篇は、将軍が主君の

命を受け、軍を編成し、機先を制して機動し、対

陣（会戦）に至る軍争ほど、戦いの法則で難しい

ものはないと説く（佐藤, 1980:130-145）。軍争は

疾きこと風、静かなること林、進攻すること火、

動かざること山、知り難きこと闇、鳴動すること

雷震のごとく、形勢逆転の権謀をかけて機動する。

時間を空間に、空間を時間に換え、後発の不利な

形勢を一挙に逆転する、迂直（うちょく）の計を

知る者は勝つ。それが軍争の法則であると説く（浅

野, 1997:114-120）。 

続く戦いの実相を述べた4篇のうち、正奇の策

を尽くし変転を論じる第 8 九変篇は、地勢に応じ

た九つの戦いの変貌を上げ、将軍がその利害に精

通し洞察すべき危険を説く。古来「九」の字は「窮」

に通じ、究極に達し変ずる（活路を開く）意味と

解されてきた（藤塚,森, 1943:107-108）。軍争で兵

を励まし士気を鼓舞する第9 行軍篇は、行軍の目

的を戦闘の成立におき、法令の公正と人心の掌握

を説く。山鹿素行は、行軍篇を軍の機動のみでな

く軍旅（Campaign）と解釈し、敵国の領内深く

戦闘を行う法とした。行軍篇は、Clausewitzの戦

略の定義「戦争の目的達成のための戦闘の使用」

を暗示するとの指摘がある（佐藤, 1980:157-158）。

地形が兵を助け、戦いの因果法則の活性化と強化

を述べた第 10 地形篇は、地形を知り戦いに用い

る者は勝ち、これを知らずに戦う者は必ず敗れる

とし、事実の微細な観察に基づく実証的な立論は

特筆すべきとされる（金谷, 2000:15）。「はじめは

処女のごとく」後には「脱兎のごとく」攻撃すれ

ば敵は防ぎきれないとする第11九地篇は、九地に

応ずる作戦、軍の屈伸の利得、人心に通じる統率

を述べ、地政に応じる軍争の変貌を説く。古来、

地形篇を常とし、九地篇を変とすることについて、

和漢諸家の説は一致していると云われる（佐藤, 

1980:187）。古代社会に致命的影響を及ぼす第 12

火攻篇は、その正確な管理能力と戦略的な指導力

を問い、聡明な君主は戦争を慎み、良将は戦争を

戒めるとし、国家を安泰にし、軍を全うする道を

説く。慎重な意思決定と戦略的に不透明な将来に

備えた合理的選択論の重視は、核時代の相互確証

破壊戦略を彷彿させると指摘がある（Fox, 2015:

訳102-114）。平時からの一貫した情報活動を述べ

た第13用間篇は、明君賢将のみが、よく上智（優

れた知恵者）を政治的な情報員として大功をなし、

廟算を成功させ、戦争を未然に防ぎ、五事七計の

意思決定を循環させ、戦わず相手を屈する要道を

なすとし、全篇を総括する（佐藤, 1980：213-228）。

次に全体の構成を述べる。 

（2）孫子13篇の構成 

孫子は 4 グループから構成される（後, 

2005:38-52）。冒頭の計篇を大綱として、計、作戦、

謀攻の 3 篇は孫子の戦争観が強く現れた総説とさ

れる。続く形、勢、虚実の3 篇は、戦いの構造規

定を説き、軍争、九変、行軍、地形、九地の 5 篇

は、敵を知り、己を知り、天地の自然条件を知る

実証主義の徹底した戦術論と目され、つづく火攻、

用間の2篇は、冒頭の3篇と相俟って「亡国また

存すべからず、死者また生くべからず（国は破れ、

死者は帰らず）」と冷静な判断を問い「敵情を知ら

ざる者は不仁の至り」として情報活動の重要性を

説き全体を締める。 

山鹿素行（1673）は「孫子諺義」の中で、後半

の自然条件に左右される地形、九地、火攻をまと



め、計と用間は首尾を成すとし、全体の構成に各

篇相互に意味を補い合う卒然（常山の蛇）の勢い

があるとした。孫子13篇を時間軸上に展開した場

合に、戦前の運営、戦時への移行と作戦、戦後の

経営からなる社会的事象の時間的な配列（Pierson, 

2004：訳57）が確認され、戦いの発起と機動、会

戦、変転と終末と続く軍事キャンペーンとも理解

される（佐藤, 1980：267-287）。 

孫子各篇には、固有の内容を保持しながら他の

12篇と呼応して、全体の縮図を映し出す特殊な構

造があり（藤塚, 森, 1943:20）、孫子13篇は秩序

整然として首尾循環し、一遍も欠くことが出来ず、

無窮の妙があり完璧なるがごとしと評価されてき

た（武藤, 1930:5-17）。また冒頭計篇の目的意識が

全篇に浸透し、各篇はその派生的な応用として構

成され、戦いの事象の配列は直線的でも、空間的

な拡がりと精巧な論理構造が張り巡らされ、古来、

難解とされた。孫子の理論がいかに至難であるか

は、13篇を切り離して読み名句をあしらうのみで

はとても理解し難く、全篇をつなぐ多面的で重層

的な仕組みを映し出す「孫子の組織」を知らなけ

れば、本質の把握は困難と指摘されている（藤塚, 

森, 1943:8-9）。以下、その組織を論考する。 

 
2.3  孫子の組織 

藤塚, 森（1943:10-11）は、孫子13篇の構造に、

前篇から後篇へと脈絡を追い時間推移に従い、継

起的に進む直線的な構成の他に、図表 1「孫子の

組織」に示す各篇が全篇の主題と緊密に連携し、

相互に意味を反映する複雑な体系を発見した（佐

藤, 1980:440-445）。前篇と後篇が対称に呼応する

構造を「孫子の組織」と呼び、時間的順序に従う

構造を直線的組織、空間的な広がりのある隠れた

構造を立体的組織と名付けた。その論拠として、

第 1 に漢学研究の立場から論語や孟子の各章、各

句は、他の章句との厳密な関係を意識せず断片的

に解釈しても、ある程度までは意味が通じるが、

孫子は断片的に読んだのでは、教訓的な格言の他、

ほとんど意味を理解できない。第 2 に断片的に読

んで理解できないばかりか、前後の直線的脈絡を

追うだけでは、多面重層的な構成により孫子全篇

に影響を与えている、冒頭計篇の国家存立の主題

を感知できない。第 3 に、孫子軍争篇を中心に前

後対称に隠れた構造があり、基底をなす中心の軍

争篇は、戦いの因果法則を述べた前段 6 篇の結論

であると同時に、軍争の原理から派生する事象の

究明からなる、後段 6 篇の序論となっている。第

4に、図表2「孫子計篇の基本構造」のように、各

篇は共通して序論（起語）、本論、結論（結語）の

順に構成され、本論は2～3章で、各章は共通して

3 節からなり、各節は、概念の世界と物理世界の

境界を超えて、互いに意味を相補う構造があり、

孫子全体の縮図をなしている。 

結論として、孫子の循環的な構造を理解するに

は、対をなす各篇を互いに参照して読み進める必

要があり、首尾を成す計篇と用間篇であれば「軍

事は政治から出発し政治に帰る」と観念された 6）、

廟算における戦略形成の真意を理解すべきとした

（藤塚, 森, 1943: 24-28）。 

図表1 孫子の組織 

  



 
 

図表2  孫子計篇の基本構造 

 

2.4 仮説の導出 

現実の正しい把握を戦略の原点とする孫子が、

どのように戦争の因果関係を認識し、検証を行っ

たかを考察する場合に、混沌とした戦争の単純な

観察から、理論一般 7）の認識に到達することはと

うてい不可能に近い。本研究は、図表 1「孫子の

組織」の時間的次元に焦点を当て、各篇の基本的

な因果メカニズムを対象に、図表 3「ウォーター

フォール型の思考過程」に置き換え、前後対称の

各篇を結合して継起的に読み進め解決の糸口を探

る（Pierson, 2004:訳5-12）。通説では、政治経済

の対抗過程ではアクター間の意図に関わらず、自

らの存続を脅かす危機的環境で生存を図り、自身

の行動や動機を隠遮し、情報を歪曲する強い理由

があり、定量的研究に比較して定性的研究の厳密

な分析は困難とされ、直接的なデータ観察による

因果的推論には限界がある。理論の予測と観察結

果の一致を検証する場合にも、競合する対立仮説

の排除という反実仮想の根本的な難問に直面する

（Brady and Collier, 2010:訳36-40, 訳233）。 

孫子は、第1計篇で「兵は詭道（きどう）なり」

（軍事は尋常とは異なる行動により攪乱を行う）

と観念し、中心の軍争篇で「兵は詐（さ）を以て

立ち、利を以て動き、分合を以て変をなす者なり

（軍は、敵に欺く姿を示し、利をもって動き、集

散離合により変をなす者）」と説き、軍争の原理か

ら派生する後段 6 篇の戦いの実相の検証には、鋭

い観察と深い洞察を必須とした。政治現象やコン

フリクトが応酬する経済や紛争の社会現象の説明

では、広範囲の証拠に基づく推論が求められる。

定性的、定量的を問わず因果プロセスの理解には、

透徹した観察と深い文脈的知識から得られる、潜

在的な未知変数の予知の価値は極めて高い（Aral, 

2018:訳18-33）。 
定性的、定量的研究の結合の観点 8）から、合理

的選択論と歴史的制度論、そして合理的システム

と自然システムの2大潮流（Thompson, 2003:訳

3-17）を念頭におき、戦いの因果法則と価値体系

を述べた前段は、因果法則を中心に問題を設定し

選択肢を導き出し、各選択肢を体系的に評価する

合理的経済人（Simon, 1997:訳 144-149, 訳

184-204）に類似の因果的推論に着目する。戦い

の物理的な実相を記述した後段では、過去から継

続する社会的状況の慣性に従う粘着性のある記述

的推論に着目する。 

戦場の不確実な環境で複雑な問題を予測し判断

する時、意思決定の近道として経験則を適用し、

バイアスが生じても経験や直感を簡単に捨てるべ

きではないとする行動経済学の「ヒューリスティ

クスとバイアスモデル」9）に類似した推論（詭道）

に注目する（Fox, 2016:訳102-114, Khong, 2017:

訳56-64）。軍争篇を中心に前段の概念世界の理論

が、後段の物理世界の行動を説明し、後段の行動

の結果が、前段の理論の検証を可能にする「孫子

の組織」を対象に次の仮説を検証する。 

仮説「軍争篇を中心に分離配置された各篇には

呼応関係が存在し、結合して読み進めることによ

り、孫子13篇の重層的な脈絡と循環的な推論の意

味が通じ、全貌が浮かび上がる構造がある」 

 

  



3. 孫子13篇の分析の方法 
 

3.1 孫子の特徴と思考の枠組み 

孫子の特徴は、観察に基づく戦いの因果法則が

合理的で客観的な点にある。前段の因果的推論は、

国家存立の基盤を評価し、軍事上の問題に答える

理論と目され、国家存続の価値を追求する

（Handel, 2000:訳52-55）。後段の記述的推論は、

物理世界の戦いの実相を即物的な視覚構成を持っ

た事実に語らせ、個別、具体的な史実を殆ど含ま

ない。老子と同様に固有名詞は、皆無に近く、簡

潔な短文で構成され、勢篇の「激水（げきすい）

の疾（はや）くして、石を漂（ただよ）わすに到

るものは勢なり」のように、風景と感情の融合、

自然の現象と人為的情念が交錯し、論理よりも詩

的直感に近い流動的な形象を生み出し、迫力のあ

る動的な文体を形成している。 

King et al.（1994:訳43）は、推論から固有名詞

を排除し、個別から一般化を志向する狙いを、一

般的知識と観察可能な事実のより深い関係の理解

にあるとした。理由として、比較政治や国際関係

の領域では良質のデータが不足し、不明な事実が

多く残され、通常の説明に期待できない。鋭い洞

察に基づく複雑な出来事の記述は、優れた理論に

よる説明に依存し、事象の記述（What）と、因果

関係の説明（why）は対立ではなく支持し合うと

し、因果的推論による仮説の展開と記述的推論の

質の高い情報は、理論とデータをつなぐ観察可能

な含意（Implication）を通じて、補完の効果を生

むと指摘している。 

以下、孫子13篇の基本的な因果メカニズムを対

象に、前段の概念世界の因果的推論では、様々な

初期条件を結果に変換する意思決定過程を観察単

位におき、一群の証拠を時間的な連鎖のサイクル

に従い評価する過程追跡を分析する。後段の物理

世界の記述的推論では、前段の過程観察から洞察

とデータを得て、因果メカニズムに情報を提供し、

因果的推論の妥当性に貢献し、観察可能な含意か

ら観察できない事象を予知するプロセスを分析す

る。図表 3「ウォーターフォール型の思考過程」

の推論アルゴリズム（読み進め方）により、計篇

の国家存立の主題が全篇に透徹する、解釈の多面

性と変貌に富む孫子の構文による秩序形成を考察

する。「孫子の組織」を分析するモデルとして、世

界を複雑なシステムとして見るシステム思考 10）

の枠組みを適用し、継起的な因果の連鎖を構成す

図表 3 ウォーターフォール型の思考過程 



 
 

る意思決定プロセスを論理的に解釈する。 

 

3.2 システム思考による意思決定プロセス

の分析 

システム思考は、複雑な要素のつながりをシス

テムとして捉え、要素間の因果関係と相互作用に

洞察を加えパターンを明らかにし、システムを有

効に変化させる方法を学習する知識とツールの総

体を云う（Senge,1990:訳 190-223）。戦争、政治

変革、経済変動などの説明に理論をあてはめ説明

するシステム思考の枠組みは、人間を無力な反応

者ではなく、積極的に現実を形成し、環境から知

識を得て未来を創造する主体として捉え、個別事

象の関係を全体的に把握し、静止的な断片から変

化のパターンを学習し意思決定を行い行動する姿

を、科学的探求の一つのタイプとして認識論的に

表明した図表4 の枠組みからなる。人間の細部的

判断を短期的なOODAループ11）により構造化し、

一貫して作用する諸力を長期的な PDCA サイク

ルにまとめるシステム思考は、①方針や意思決定

ルールを適用した ②意思決定 ③行動と情報のフ

ィードバックから状況の理解を深め、④評価・検

証し、全体を現実の目標に近づける意思決定のサ

イクルからなる。現実の様々な目標を比較し、現

実世界（物理世界）を望ましい仮想世界（概念の

世界）に近づける意思決定と行動は、得られた情

報に①方針やルールを適用した結果であり、方針

自体も組織の制度、戦略、文化の影響を受ける ⑤

メンタルモデル（Argyris, 2010:訳59-62）に支配

されると見る。メンタルモデルは、システムの因

果構造、システムの境界と範囲、時間軸に関する

認知を含み、経験を分類する類型方法、言葉を解

釈する論理構造など、自らのポジションと全体の

関係を知る因果と認識のイメージからなる。自ら

をどのように見て、外の世界をどう見るかを本質

とするメンタルモデルは、人間の心の深層にある

世界の仕組みに関するイメージからなり、知識の

暗黙の鏡として意識下に隠れて恒常的に働き、人

がどのように行動するかに大きく影響している。

Argyris は「人は自らの支持する理論に、必ずし

も調和した行動を起こさないが、自らの理論（メ

ンタルモデル）には、調和的に行動する」と指摘

している（Senge, 1990:訳190-223）。メンタルモ

デルは人の見方に常に影響を与え「眼には、自分

自身の姿が映らない」ように、自らが常時使って

いる理論を見極めるのは非常に困難とされ、孫子

図表 4 システム思考モデル 



は「彼を知り、己を知り、天地を知れば、必ず勝

つ」（謀攻篇）としている。老子第15章では「最

もすぐれた人々は、鋭敏、精妙で神秘的な洞察力

を備え、それは理解できないほどの深さであった。

理解されないが故に（その世に現れる）、容（すが

た）を語るほかない」として、メンタルモデルの

外形の容子を描写している（小川,1997:40-42）。 

 

3.3 システム思考による検証の手順 

 孫子 13 篇の推論の構造を以下の手順で検証す

る。（1）孫子の検証テキストを定め、図表3に従

い前篇と後篇の関係を確認する。（2）藤塚, 森

（1943:627-659）のテキストに従い、各篇共通に

序論（起語）、本論（各章、各節）、結論（結語）

に沿って進む、継起的な推論の基本プロセスを確

認し、表 1「検証テキストの書き下し文」を設定

する。（3）図表 4「システム思考モデル」の推論

サイクルに従い、①方針・意思決定ルールの理論

の提示に計篇の序論をおき、物理世界の記述に用

間篇の序論をおく。同様に結論を⑤メンタルモデ

ルの理論の確認及び物理世界の確認におく。（4）

図表2「孫子計篇の基本構造」を参考に、13篇の

本論が 2～3 章で構成され、各章とも 3 節、第 1

節を意思決定、第2節を行動、第3節を評価（検

証）とする意思決定のサイクルと配列（事象と過

程の時間的順序）を確認する。（5）計篇の各章第

1 節を図表 4 の②意思決定の因果法則の提示にお

き、用間篇の各章第1節を物理世界の準備におく。

同様に各章の第 2 節を、③行動の因果法則の適用

及び物理世界の行動におき、第3節を、④評価（検

証）の因果法則の検証及び物理世界の観察におく。

（6）図表5「検証の過程」に示す計篇と用間篇の

V型の配列を並列に結合したW型の配列を作成す

る。（7）図表5の縦方向の矢印に示すV型推論の

アルゴリズムに従い、時間経過と共に進展する配

列を直線的に読み進める。システム思考モデルの

定義に従い、前篇の因果的推論が後篇の行動を説

明し、後篇の記述的推論が前篇の因果法則の検証

を可能にする、直線的なアルゴリズムの妥当性を

確認する。（8）図表 5 の横方向の矢印に示す、

過程の長期的な展開に着目したW型推論のアル

ゴリズムに従い、序論と結論、本論第 1 章と第 3

章、第2章の前・後段と、配列を横に読み進める。 

 
 

図表 5 検証の過程 



 
 

Ｗ型配列の左側は Verification に相当し、理論か

ら行動をデザインし、その行動のデザインから理

論が正しいことを確認する。W 型配列の右側は、

理論に基づく実際の行動の妥当性を実証する

Validation に相当し、理論と照合し実際の行動が

有効であることを確認する。W型推論アルゴリズ

ムの妥当性を、IF～（Verification），Then～

（Validation）．の推論形式に従って読み進め、孫

子の前篇と後篇が呼応し、全体の意味と立体的な

脈絡が浮き彫りとなる「孫子の組織」を論理的解

釈により検証する。 

 

4．検証テキストの書き下し文 
 
事例として、表1「検証テキストの書き下し文」

藤塚, 森（1943）の十家注本の系統の漢語原文を

基に、訳文は金谷（2000）を参考に示す、第1計

篇と第13用間篇を対象とする。 

 
表1  検証テキストの書き下し文 

        第 1 計篇       第 13 用間篇 
序論 

（始計） 
 
（方針） 

孫子曰く、兵とは国の大事なり、死生の

地、存亡の道、察せざるべからざるなり。 

孫子曰く、およそ師を興（お）こすこと十万、出征す

ること千里なれば、百姓（ひゃくせい）の費、公家の

奉、日に千金を費し、内外騒動して、事を操（と）る

を得ざる者、七十万家、相い守ること数年にして、

以て一日の勝を争う。 

本論 

第１章 

（五事） 

第 1 節 

（ 意 思

決定） 
 

故に、これを経（はか）るに五事を以てし、

これを校（くら）ぶるに計を以てして、その

情を索（もと）む。 

 

しかるに、爵禄百金を愛（おし）んで、敵の情を知ら

ざる者は、不仁の至りなり。人の将に非（あら）ざるな

り。主の佐に非ざるなり、勝の主に非ざるなり。 

 第２節 
（行動） 

一に曰く道、二に曰く天、三に曰く地、四

に曰く将、五に曰く法なり。道とは、民をし

て上と意を同じくし、これと死すべくこれと

生くべくして、危（うたが）わざるなり。天と

は、陰陽・寒暑・時制なり。地とは遠近・険

易・広狭・死生なり。将とは、智・信・仁・

勇・厳なり。法とは、曲制・官道・主用なり。 

ゆえに明君賢将の動きて人に勝ち、成功すること衆

に出ずる所以（ゆえん）のものは、先に知ればなり。 

 

 第３節 
（評価） 

凡そこの五者は、将は聞かざることなき

も、これを知る者は勝ち、知らざる者は勝

たず。 

先に知る者は鬼神に取るべからず。事に象（かた

ど）るべからず、度に験すべからず。必ず人に取り

て敵の情を知る者なり。 

本論 

第２章 

（七計） 

第１節 
（ 意 思

決定） 
 

ゆえにこれを校（くら）ぶるに計をもってし

て、その情を索（もと）む。 

 

故に間（かん）を用うるに五あり。郷間あり、内間あ

り、反間あり、死間あり、生間あり。五間ともに起こっ

て、その道を知ることなし、これを神紀と謂（い）う。

人君の宝なり。 

 第２節 
（行動） 

曰く、主いずれか有道なる、将いずれか

有能なる、天地いずれか得たる、法令い

郷間なる者はその郷人に因（よ）りてこれを用うるな

り。内間なる者はその官人に因りてこれを用うるな



 
 

ずれか行なわる、兵衆いずれか強き、士

卒いずれか練（なら）いたる、賞罰いずれ

か明らかなると。 

り。反間とはその敵の間に因りてこれを用うるなり。

死間なる者は誑事（きょうじ）を外に為し、わが間を

してこれを知って、敵に伝えしむるなり。生間なる者

は反（かえ）り報ずるなり。 

 第３節 
（評価） 

われ此を以て勝負を知る。将わが計を聴

くときは、これを用うれば必ず勝つ、これを

留めん。将わが計を聴かざるときは、これ

を用うれば必ず敗ぶる、これを去らん。 

 

故に三軍の親（しん）は間より親しきはなく、賞は間

より厚きはなく、事は間より密なるはなし。聖智に非

（あら）ざれば間を用うること能（あた）わず。仁義に

非ざれば間を使うこと能わず。微妙に非ざれば間の

実を得ること能わず。微なるかな微なるかな、間を

用いざるところなきなり。間事いまだ発せずしてまず

聞こゆれば、間と告るところの者とは、みな死す 

本論 

第３章 

（詭道） 

第１節 
（ 意 思

決定） 
 

計、利としてもって聴かるれば、すなわち

これが勢をなして、もってその外を佐（た）

すく。勢とは利以て、権を制するなり。 

 

およそ軍の撃たんと欲するところ、城の攻めんと欲

するところ、人の殺さんと欲するところは、必ずまず

その守将、左右、謁者、門者、舎人の姓名を知り、

わが間をして必ずこれを索知せしむ。 

 第２節 
（行動） 

兵は詭道なり。ゆえに能なるもこれに不能

を示し、用なるもこれに不用を示し、近くと

もこれに遠きを示し、遠くともこれに近きを

示し、利にしてこれを誘い、乱にしてこれ

を取り、実にしてこれに備え、強にしてこ

れを避け、怒にしてこれを撓（みだ）し、卑

にしてこれを驕（おご）らせ、佚（いつ）にし

てこれを労し、親にしてこれを離す。その

無備を攻め、不意に出ず。 

必ず敵人の間の来たりてわれを間する者を索め、よ

りてこれを利し、導きてこれを舎す。ゆえに反間得て

用うべきなり。これによりてこれを知る。ゆえに郷間・

内間、得て使うべきなり。これによりてこれを知る。ゆ

えに死間、誑事をなして敵に告げしむべし。これに

よりてこれを知る。ゆえに生間、期のごとくならしむ

べし。 

 

 第３節 
（評価） 

これ兵家の勝、先には伝うべからざるな

り。 

五間の事こと、主必ずこれを知る。これを知るは必

ず反間にあり。ゆえに反間は厚くせざるベからざる

なり。 

結論 

（廟算） 

 

廟算 
（メンタル

モデル） 

それいまだ戦わずして廟算（びょうさん）し

て勝つ者は、算を得ること多ければなり。

いまだ戦わずして廟算して勝たざる者

は、算を得ること少なければなり。算多き

は勝ち、算少なきは勝たず。いわんや算

なきにおいてをや。我これをもってこれを

観（み）るに、勝負見（あら）わる 

昔、殷の興（お）こるや、伊摯、夏にあり。周の興

（お）こるや、呂牙、殷にあり。ゆえにただ明君賢将

のみよく上智をもって間となす者にして、必ず大功

を成（な）す。これ兵の要にして、三軍の恃みて動く

ところなり。 

 

 

  



5．V型推論アルゴリズムによる解釈 
 

 孫子の継起的に進む直線的な構成を対象に、検

証テキストの書き下し文を現代語訳にまとめ、図

表5のV型推論のアルゴリズムに従い、計篇と用

間篇を意思決定サイクルに従い交互に読み進める。

因果的推論を、原因と結果の因果メカニズムに焦

点を絞り、用間篇で観察された情報から因果関係

を学ぶ過程（King et al.（1994:訳7））として、記

述的推論を、観察から事象の体系的特徴をパター

ンとして知り、計篇の因果関係を基に、他の観察

されていない事象を学ぶ過程（Brady and 

Collier,2010:訳37-38）として解釈する。以下、計

篇の因果法則が用間篇の記述的推論を説明し、用

間篇の記述的推論から得た情報が、計篇の因果法

則の検証を可能にすることを確認する。 

（X篇第1章第1節をX篇1.1と略記する） 

 

5.1 序論 方針・意思決定ルール 

（理論の提示 計篇 因果的推論） 

孫子曰く、戦争は国家の大事、死生、存亡にか

かわる事であり、察せられないことがあってはな

らない。（なぜならば） 

（物理世界の記述 用間篇 記述的推論） 

戦争で軍をおこすこと 10 万、千里の外征とも

なれば、民衆の負担と財政は一日に千金を費やし、

国内外に騒動が起こり、仕事に専従出来ない者は

70万にのぼる。こうして数年間にわたる対峙を経

て、一日の決戦を争う。 

［解題］冒頭「戦争は国家の大事、死生、存亡の

道、察せざるべからざるなり」は千載不易の格言

（山鹿素行）、13 篇をおおって余りある（吉田松

陰）中心的な思想（佐藤, 1980:270）と云われ、

戦争を意識的な社会行動と観る、歴史上初めて示

された哲学的な問題認識（Griffith, 1963:訳 97）

とされ、全篇の大綱をなす意思決定ルールと観ら

れてきた。「軍をおこし、数年の経済的苦難と対峙

を経て、一日の決戦を争う」戦争の体系的特徴と、

その岐路の重大さを自覚し（用間篇）、暗黙のうち

にも（起こらなかったことにも）因果的な見逃し

があってはならない（計篇）とする、用間篇の観

察から計篇の因果法則の深層を学ぶ論理的循環を

洞察できる。 

 

5.2 第1サイクル 

（1）意思決定 

（因果法則の提示 計篇1.1 因果的推論） 

ゆえに、五つの事柄（五事）の筋道をたどり、

計をもって比較衡量し彼我の実情を求める。 

（物理世界の準備 用間篇1.1 記述的推論） 

しかるに、必要な爵位や俸禄、費用を惜しんで、

敵情を知ろうとしない者は、人への思いを欠き、

人を率いる将とは云えず、君主の補佐とも云えず、

勝利の主ではない。 

（2）行動 

（因果法則の適用 計篇1.2 因果的推論） 

五つの事柄（五事）とは、一に道、二に天、三

に地、四に将、五に法をいう。道とは、人々が 

上と意思を同じくし、共に死に、共に生き、危険

をおそれないことである。天とは、天候・季節・

時期などの自然条件をいい、地とは距離・険しさ・

広さ・高低など地理的条件をいう。将とは、将軍

の知謀・信義・仁慈・勇敢・威厳をいい、法とは、

軍の編制と法規、官職の治め方、組織編制をいう。

（なぜならば、五事は時間と場所により変化し、

敵味方の情報活動は拮抗するので） 

（物理世界の行動 用間篇1.2 記述的推論） 

聡明な君主と賢い将軍が行動を起こして人に勝

ち、並外れた成功を収めるのは、ことが起きる前

に、敵よりも先に五事を知ることによる。 

（3）評価（検証） 

（因果法則の検証 計篇1.3 因果的推論） 

およそこの五者は、将たる者で聞かない者はい

ないが、これを知る者は勝ち、知らない者は勝た

ない。（実際に、敵情を知らずに戦うことになるの

で） 



 
 

（物理世界の観察 用間篇1.3 記述的推論） 

先に知る者は、占いに頼るのでなく、経験から

の類推でなく、自然法則から推し量るのでもなく、

必ず人を用いて生きた情報を集め敵情を知る。 

［解題］意思決定ルールに従い国家の 5 つの変数

（五事）の因果プロセス（筋道）をたどり、計を

もって比較衡量した結果は（計篇1.1）、情報を提

供する情報組織が正しく機能していることを以て

担保される（用間1.1）。そのため五事（我）を定

義し、時間と共に遷移する法則に照らし（計篇1.2）、

敵よりも先に五事を知る組織行動をとる（用間篇

1.2）。先に知る者は勝ち、知らない者は勝たない

因果法則を根拠に（計篇1.3）、占いや経験則、自

然則ではなく、必ず人による情報活動が行われて

いることを確認して評価し、五事七計の妥当性の

検証にフィードバックすべきであると解釈できる

（用間篇1.3）。 

 

5.3 第2サイクル 

（1）意思決定 

（因果法則の提示 計篇2.1 因果的推論） 

ゆえに、計を以て比較衡量し実情を求める。（そ

のために必要な） 

（物理世界の準備 用間篇2.1 記述的推論） 

間諜（情報員）の用い方には、五つの方法があ

る。敵国の住民を使う郷間、敵国の内通する内間、

我が方についた敵国の間諜の反間、必死の活動を

する我が方の死間があり、生きて帰る我が方の生

間がある。五種の間諜の同時の活動とその知られ

ざる道筋は、計り知れない神の紀律として、君主

の宝とすべきことである。（このことを以て） 

（2）行動 

（因果法則の適用 計篇2.2 因果的推論） 

いわく、君主はいずれが人心を得ているか、将

軍は有能か、自然界の巡り合わせと地理的条件は

何れに有利か、法令は遵守されているか。軍は何

れが強く、士卒は何れが精強か、賞罰は厳正かを

知る。（そのために） 

（物理世界の行動 用間篇2.2 記述的推論） 

郷間とは敵の村里の人を用い、内間とは敵の官

吏を間諜として用いる。反間とは敵の間諜を我の

間諜として用い、死間とは偽り事を為して、身方

の間諜に知らせ敵方に伝えさせる。生間は敵国か

ら生還して報告する。（結果として） 

（3）評価（検証） 

（因果法則の検証 計篇2.3 因果的推論） 

我はこれをもって勝負を知る。将軍がわが計を聴

くときは、これを用いれば必ず勝つので任用する。

将軍が計を聴かないときは、これを用いれば必ず

敵に敗れるので更迭する。（実際に） 

（物理世界の観察 用間篇 2.3 記述的推論） 

全軍の中で間諜より親しいものはなく、間諜よ

り手厚い賞与はない。間諜の仕事より機微はなく、

聖智（透徹した聡明さ）がなければ間諜を用いる

事は出来ない。理解と正義がなければ間諜を使う

ことができず、微妙な深慮がなければ間諜から真

実を得ることができない。限りなく微細なことも、

間諜により知ることが出来る。間諜の情報が未だ

報告される前に知られたならば、間諜とその情報

を告げた者はともに死罪とする。 

［解題］五事から七計を行い微妙に変化する実情

を知るため（計篇2.1）、神の紀律と呼ばれる五種

類の間諜から成る情報組織の編制を決定する（用

間篇2.1）。七計を用いて彼我の能力を比較衡量し、

戦いの帰趨を求め（計篇2.2）、必要な情報を得る

五種類のパターンの情報活動を行う（用間篇2.2）。

計の結果から、未だ戦う前に勝敗を知り、将軍が

計を聴くか否かを評価し任用を決定する（計篇

2.3）。聖知を以て間諜を用い、得られた情報の保

全と検証により信頼性を確保すべきであると（用

間篇2.3）解釈できる。（将軍の任用とは別に、主

君が計を聴くか否かで、自らの去就を決めると解

釈する説がある（金谷, 2000：30）。間の意味は深

く、社会的地位と職域は広大とされる（佐藤, 1980: 

213）） 

 



5.4 第3サイクル 

（1）意思決定 

（因果法則の提示 計篇3.1 因果的推論）  

計が有利として皆に聴かれれば、これが勢とな

って、外の場面に即した現れ方をする。勢とは、

有利な情勢をもって、権（秤の重り）を制するこ

とにある。（そのため） 

（物理世界の準備 用間篇3.1 記述的推論） 

およそ撃破したいと思う軍、攻めようとする城、

倒さんとする人がある場合は、まずその守将、左

右、謁者、門者、舎人の姓名を知り、わが間諜に

必ずこれを調べさせる。（なぜならば） 

（2）行動 

（因果法則の適用 計篇3.2 因果的推論） 

軍事行動の要諦は、正常に反した方法（詭道）

で敵を混沌に導くことにある。能力があっても不

能に見せ、必要なものを不用とし、近くを遠くに

遠くを近くに見せる。利をもって敵を誘い、攪乱

して敵を取り、充実した敵には備え強敵は避ける。

敵を怒らせて乱し、低姿勢に出て驕らせ姿を消し

て疲れさせ、親しくして敵を分裂させ、敵の備え

の無い処を攻め不意に乗ずる。（そのため） 

（物理世界の行動 用間篇3.2 記述的推論） 

必ず我が方を調べる敵の間諜を求め、利益を与

え反間として用いる。反間から敵情を知り、郷間、

内間を得て用いる。反間から敵情を知り偽り事を

なし、死間は敵にこれを告げ、生間を計画どおり

働かせる。（秘匿と臨機応変を本則とする） 

（3）評価（検証） 

（因果法則の検証 計篇3.3 因果的推論） 

これが兵家のいう勢（勝）であり、開戦前には

伝えることは出来ない。（実際に） 

（物理世界の観察 用間篇3.3 記述的推論） 

五つの間諜の活動を君主は知るが、確証を得る

のは必ず反間による。ゆえに反間は厚遇すべきで

ある。 

［解題］計の結果が有利として皆に聴かれれば、

勢いをなし、外の場面（戦場）に即した現れ方を

する。この因果メカニズムに従い利を以て権を制

すること（Sensemaking）が、勢いの所以である

とし（計篇3.1）、必要な臨機応変の情報活動を決

定する（用間3.1）。軍事行動の要諦は、敵を詭道

に導き（Sensegiving）「己を知り、相手を知る」

敵の判断の誤りを待ち、虚を実で撃つ戦略の実践

（Doing Strategy）にあると述べ（Johnson et al. 

2007:訳 183-204）（計篇 3.2）、反間から得た敵情

を基に我の情報活動を行う（用間篇3.2）。これが

戦略家の云う勢（勝ち方）であり、戦いに応じ変

転し、秘匿度が高く、開戦前に伝えることはでき

ない（計篇3.3）。この因果関係を根拠に、情報の

確証は反間から得るため、反間の信頼性を確保し

評価すべきである（用間篇3.3）と解釈できる。（通

説では、テキストの兵家の「勝」（勝ち方）は字形

が近い「勢」と読み、魏武注から曹操が見たであ

ろう字形とされる（武内, 1979:200）（金谷, 

2000:31））。 

 

5.5 メンタルモデル 

（理論の確認 計篇 因果的推論） 

戦う前に廟算して勝つ者は、勝算を得ることが

多いからであり、廟算して勝てない者は勝算が少

ないからである。算が多いものは勝ち、算が少な

いものは勝たない、算がなければ論外となる。我

はこの原理、原則から廟算を観て勝負を知る。（実

際に） 

（物理世界の確認 用間篇 記述的推論） 

昔、殷の国が興るとき、伊摯（いし）が夏にあ

り。周の国が興るときには、呂牙（りょうが）が

殷にあった。明君賢将のみがよく上智（優れた知

恵者）を間諜として活動させ大功を成す。これこ

そ用兵の要であって、三軍がそれを恃みとして動

くところである。 

［解題］始計・用間篇の首尾一貫は「用間にて敵

情を知り、始計にて勝負の本質を極む（山鹿素行）」

とされてきた（佐藤, 1980: 214）。未だ戦わず、五

事から我を知り、七計から敵を知り、天と地を知



 
 

り、勝負を知る廟算と、貴重な情報を得て人知れ

ず大功をなし、用兵の要となる活動との無限の循

環を洞察できる。 

 

6．W型推論アルゴリズムによる解釈 
 
 孫子の立体的で循環的な論理構造を理解するた

め、図表5の基本プロセスを並置したW型配列を

横方向に読み進める。事例として序論から結論へ

読み進めた場合を図表6に示す。以下、W型推論

のアルゴリズムに従い読み進めた場合の全体の結

果を示す。 

 
6.1 始計と廟算 

戦争は国家の大事、死生、存亡にかかわる事で

あり、察せられないことがあってはならない（計

篇序論）。（なぜならば）戦争で10万の軍をおこし、

千里の外征となれば、民衆の負担と財政は一日に

千金を費やし、国内外に騒動が起こり、仕事に専

従出来ない者は70万にのぼる。こうして数年間に

わたる対峙を経て、一日の決戦を争う（用間篇序

論）。（従って） 

未だ戦わずして廟算し勝つ者は、勝算が多く、

勝たない者は少なく、算多ければ勝ち少なければ

勝たず、なければ論外となる。我はこの原理から

勝敗を予見する（計篇結論）。昔、殷の国が興ると

き、伊摯（いし）が夏にあり。周の国が興るとき

に、呂牙（りょうが）が殷にあった。明君賢将の

みがよく上智（優れた知恵者）を間諜として（実

情を知り）必ず大功を成す。これこそ用兵の要で

あり、三軍が恃みとして動くところである（用間

篇結論）。 

［解題］戦争を国家の大事、死生存亡の地として

時間の中におき、長期に及ぶ経済的損耗、民衆の

経済的負担を洞察し、戦いに至る選択が正しいか

を検証（verify）する。その際、察せられない事が

あってはならない。それは暗黙のうちに、起こら

なかったことと比較することにより行われ、競合

する説明をどう排除するか難問に直面する

（Brady and Collier, 2010:訳25,訳38）。そのため

廟算を行い、その結果に照らし、用兵の要となる

反間（上智）から敵情を知り、勝敗の予見が正し

くなされていることを検証（validate）すべきで

あると解釈することができる。 

図表 6 Ｗ型検証の事例 



 
6.2 計と反間 

そのため五つの事柄（五事）の筋道をたどり、

計をもって比較衡量し（勝敗を知り）、実情を求め

る。（計篇1.1）しかるに、必要な爵位や俸禄、費

用を惜しみ、情を知ろうとしない者は、人への思

いを欠き、人を率いる将とは云えず、君主の補佐

とも云えず、勝利の主ではない（用間篇1.1）。 

これ（計を以て勝敗を先知する）が、兵家のい

う勢（勝ち方）であり、開戦前に伝えることは出

来ない（計篇3.3）。（実際に）五つの間諜の活動を

君主は知るが、確証を得るのは必ず反間による。

ゆえに反間は厚遇すべきである（用間篇第3.3）。 

［解題］廟算に必要な情報を提供する情報活動の

不在を戒め、五事の筋道から我を知り、計の比較

衡量から敵を知り勝敗を知る活動が、正しく行わ

れていることを確認（verify）すべきとする。実際、

計を以て、彼我の実情を知り、戦争という社会行

動を説明できる理解可能な文脈におき、勝敗を知

ることが、兵家のいう勢い（勝ち方）であり、秘

匿性が高く臨機応変で、先に伝えることはできな

い。計を根拠に五間の情報活動を行うが、情報の

確証を得るには、相手国の文化に対する深い知識

が必須であり、それを備えた反間を得て、信頼性

を確保し検証（validate）すべきであると解釈で

きる（「作戦計画は第一会戦までしか立たない」と

云われる（石原, 1993:124））。 

 
6.3 五事と詭道 

その五事とは、道、天、地、将、法をいう。道

は人々が上と意思を同じくし、共に死に共に生き、

危険をおそれないことである。天は、天候・季節・

時期などの自然条件をいい、地は距離・険しさ・

広さ・高低など地理的条件をいう。将は、将軍の

知謀・信義・仁慈・勇敢・威厳をいい、法は、軍

の編制と法規、官職の治め方と組織編制をいう（計

篇1.2）。明主賢将が行動を起こして人に勝ち、並

外れた成功を収めるのは、敵よりも先に五事を知

る（先知）からである（用間篇1.2）。（従って、我

も敵も情報活動を競い、先知を争うので） 

軍事行動の要諦は、正常に反した方法（詭道）

で敵を混沌に導く応変にある。能力があっても不

能に見せ、必要なものを不用とし、近くを遠くに

遠くを近くに見せる。利をもって敵を誘い攪乱し

て敵を取り。充実した敵には備え強敵は避ける。

敵を怒らせて乱し、低姿勢に出て驕らせ、姿を消

して疲れさせ、親しくして敵を分裂し、敵の備え

の無い処を攻め不意に乗ずる（計篇3.2）。（そのた

め）必ず我が方を調べる敵の間諜を求め、利益を

与え反間として用いる。反間から敵情を知り（全

般を掴み）、郷間、内間を得て用いる。反間から敵

情を知り、偽り事をなし、死間は敵にこれを告げ、

生間を計画どおり働かせる（用間篇3.2）。 

［解題］五つの変数を定義し、明主賢将が並外れ

た成功を収めるのは、敵よりも先に五事を知るこ

と（先知）から、現在の環境でどの「変数」が重

要な政治的帰結を生じさせているかを把握（verify）

すべきである。実際に敵も「己を知り、相手を知

る」情報活動行う。そのため「我を知らせず、敵

を誤らす」詭道の双方向的な予測の立場から、相

手国の行動が行動する個々の人にとり、どのよう

な意味を持つかを熟知する反間から敵情を知り、

五間の情報活動を紀律（validate）すべきである

と解釈できる。 

 
6.4 先知と勢 

この五者は、将たる者で聞かない者はいないが、

知る者は勝ち、知らない者は勝てない（計篇1.3）。

（なぜならば）先に知る者は、占いに頼るのでな

く、経験からの類推でなく、自然法則から推し量

るのでもない。必ず人を用いて生きた情報を集め

敵情を知る（用間篇1.3）。（従って） 

計が有利として皆に聴かれれば、これが勢とな

って、外（戦い）の場面に即した現れ方をする。

勢とは、有利な情勢をもって権を制することにあ

る（計篇3.1）。（そのため）撃破したい軍、攻めよ



 
 

うとする城、倒さんとする人がある場合、まずそ

の守将、左右、謁者、門者、舎人の姓名を知り、

わが間諜に必ずこれを調べさせる（用間篇3.1）。 

［解題］五事（我）を知らずに勝てないことがあ

ってはならない、占いや、経験則、自然法則によ

る類推ではなく、人による観察から、文化的な文

脈のより深い理解を得て実情を知り、廟算（verify）

すべきである。実際に、七計の結果から敵を知り

我を知り、勝敗が有利として皆に聴かれれば、自

己強化過程とも云える強い慣性のある勢いとなっ

て戦いに表れることから、敵を知るため、敵勢力

の鍵となる特徴を、敵の実体の中から間諜が調査

（validate）すべきであると解釈できる。 

 
6.5 七計と五間 

得られた情報から、計を以て比較衡量し実情を

求める（計篇2.1）。間諜の用い方には五つの方法

がある。敵国の住民を使う郷間、敵国官吏の内通

する内間、我が方についた敵国間諜の反間、必死

の活動をする我の死間があり、生きて帰る生間が

ある。五種類の間諜の同時の活動と知られざる道

筋は、計り知れない神の紀律として、君主の宝と

すべきことである（用間篇2.1）。（従って）我はこ

れ（7 計の結果）をもって勝負を知る。将軍がわ

が計を聴くときは、用いれば必ず勝つので任用す

る。計を聴かないときは、用いれば必ず敗れるの

で更迭する（計篇2.3）。（実際に）全軍の中で間諜

より親しいものはなく、手厚い賞与はない。間諜

の任務より機微のことはなく、聖智（透徹した聡

明さ）と人間への理解と正義がなければ間諜を使

うことができない。微妙な深慮がなければ間諜か

ら真実を得られないが、限りなく微細なことも知

ることが出来る。間諜の情報が未だ報告される前

に知られたならば、間諜と情報を告げた者はとも

に死罪とする（用間篇2.3）。 

（その内容とは）いわく、君主はいずれが人心

を得ているか、将軍は有能か、自然界の巡り合わ

せと地理的条件は何れに有利か、法令は遵守され

ているか。軍は何れが強く、士卒は何れが精強か、

賞罰はいずれが厳正かを知るものであり（計篇

2.2）。（そのため）郷間は敵の村里の人を用い、内

間は敵の官吏を間諜として用いる。反間は敵の間

諜を我の間諜として用い、死間は、偽り事を為し

てわが間諜に知らせ、敵方に伝えさせる。生間は

敵国から生還して報告をする（用間篇2.2）。 

［解題］五種類の間諜からなる情報組織を編成し、

七計から彼我の能力比較を行い、実情を求め、勝

敗を検証（verify）する。わが計の結果から勝敗を

知り将軍の任用を決める（「組織は戦略に従う」機

構を整える）。七計の因果律を根拠に、聖知をもっ

て間諜を理解し、敵国を観る新たな視点と検討す

べき仮説を知り、敵国の情報活動を排除して情報

組織を整え検証（validate）すべきであると解釈

できる。そのため七計に必要な情報要求の内容を

明らかにし、情報活動の紀律を説く。 

 

7．検証の結果と考察 
 
本研究は「孫子の組織」の対称に分離配置され

た計篇と用間篇を事例として取り上げ、仮説命題

とシステム思考モデルによるテキスト分析を突き

合わせて検証を行った（Evera, 1997:訳21-41）。

藤塚, 森（1943:10-11）により直線的組織と名付

けられた、時間順序と共に進展する事象配列を V

型推論アルゴリズムに従い読み進め、意思決定、

行動、評価と継起的に進むプロセスを論理的に解

釈した。結果、計篇の因果法則と用間篇の観察か

ら得られる情報は、五事、七計、詭道という理論

と情報をつなぐ観察可能な含意（Implication）を

通じて、計篇の因果法則により用間篇の観察が説

明され、用間篇の観察と情報から因果法則をさら

に深く学び、計篇の理論の検証を可能にする相互

補完の関係を確認できる。 

次に立体的組織と名付けられた、各篇が計篇冒

頭の主題と緊密に連携し相互に意味を反映する空

間的な広がりのある構造を、孫子全篇の社会的事



象の時間的な配列を W 型推論アルゴリズムによ

り、長期的な展開に着目して解釈を行った

（Pierson, 2004:訳 7-9）。結果として、計篇の因

果法則から用間篇の行動を確認し、理論が正しい

かを検証する Verification と、計篇の因果法則と

照合し実際の行動が有効であることを実証する

Validation の論理的解釈から、計篇と用間篇が呼

応し、相互の意味と立体的な脈絡が浮き彫りとな

る「孫子の組織」の構造を確認できる。 

今日、AI時代の競争優位で、サイバー攻撃と偽

データの攪乱など、データ観察に基づく因果的推

論には限界が指摘されている（Aral, 2018:18-33）。

孫子はこの世界を詭道として扱い、理論から予測

を立て観察結果との一致を検証する場合、競合す

る対立仮説の排除の難問に対し、五間の活動から

体系的特徴をパターンとして知り、反間の情報と

照合し、観察されない事象を理解する過程がある

とする。Schelling（1980:訳 1-17）はこれをゲー

ム理論の「双方向的な予測」として、相手の戦 

略 12）の選択に関し「正しい」期待に到達できるよ

う試みると同時に、相手も我の期待を予測するこ

とを前提とする決定を「相互依存的決定」と呼び、

相手の選択の予測のみでなく、相手の選択に影響

を与える意図を持った我の選択が行われることに

着目し、相互依存的決定は正しい予測に依存する

が、我の行動への相手の反応をどう予測するかに

かかるとした。「孫子の組織」の廟算と間（情報活

動）による循環の本質を窺うことができる。 

 

8．おわりに 
 
 司馬遷は史記列伝（BC90）の中で、兵を論ずる

者で孫子13篇を述べないものはないと述べ、後世

の「漢書」芸文誌（AD78）に記載された孫子 82

篇より以前に、既に原型が13篇であったことを示

唆した（小川, 1969:訳19-20, 訳26-27）。我が国

の2名の漢学者、藤塚鄰（東京帝国大学哲学専攻）、

森西洲（東京帝国大学宗教学専攻）は、孫子 13

篇の構造を「孫子の組織」と呼び、孫子の複雑な

思想を叙述するためには、このような方法より他

はなかったとの結論に達した。この構造は、孫子

の理解を飛躍的に高め、上古のテキストの損缼、

錯簡、脱簡、後世の加筆の修正と復元にも寄与す

るものと思われる。 

本稿は「孫子の組織」を活用し、紛争を防止す

る一般的理論の発展と仮説の構築に役立てること

を目的として、二つのアルゴリズムの論理的解釈

により、因果法則と観察から得た情報を結合する

説明力のある枠組みを得た。この構造は文脈から

意味を理解する AI 時代の情報管理のあり方を示

唆し、DX の助けともなる。今後の課題として、

他篇の検証結果の報告を期したい。 

 

注 
１）科学的と観る論拠は、King et al.（1994:6-9）の社

会科学の4つの特徴を踏襲している。①目的を推論に

おき、直接的なデータを超え直接には観察されない広

範囲の何かについての推論「先知」を試みている。②

情報（定性的、定量的）の分析を、明示的で体系的な

手法「五事七計」に従い進めている。③推論の未だ不

完全な過程を「詭道」として結論の不確実性を評価し、

定性的・定量的データを生み出した現実世界の探索

「用間」を、必ず人が行うようにしている。④推論の

ルールを厳守し、妥当性を「廟算」のルールに依拠し

ている。古代、占いや鬼神（宗教）の強い影響があっ

た時代、事象間に客観的なきまりや原理を発見し、体

系化して説明しようとする「孫子の組織」を広い意味

で科学的と理解する。 
２）開戦に先立ち、王の祖先の霊廟で、彼我の勝算を比

較衡量し計画（War Plan）を策定した。 
３）真の力の集中は、計算された分散の結果とする戦略。

戦いの均衡を覆すのは、相手の最小予期線と最小抵抗

線を利用し、過失を強制する攪乱と引き続く戦果の迅

速な拡張にあるとする。 
４）Nicolson（1963:訳12-14）は、Thucydides を引用

し、孫子と同時代のスパルタで開催された外交会議

（BC432）にアテネの代表団の出席が許されたことに

ふれ、ある集団と他の異なる集団の秩序ある関係行為

としての外交が、都市国家の策略や軍事行動で統制、



 
 

調整できるものではなく、目前の利害や便宜を超えた

外交慣行として、暗黙の法に従う必要性が認識されて

いたと判断している。 
５）老子第 43 章に「あらゆる中で最もしなやかなもの

が、最も堅いものを突進する。実体がないので、隙間

のないところに入り込む」とあり、第 78 章では「天

下に水より柔軟なものはなく。堅強な者を攻めてこれ

に勝るものはない。弱の強に勝ち、柔の剛に勝つこと、

天下に知らぬ者はない」とある（小川,1997：105-104）。
大戦末期に東北帝国大学で行われた孫子の研究（1944）
では、用語の酷似など、老子と孫子の影響なしとしな

いが、道を哲学する道家と、戦いで実践する兵家とで

は、本質的な相違が指摘されている（武内 , 
1979:178-180）。吉田松陰が「孫子評注」で、水は積

水の状態では静であるが動に転じて勢いとなり、潜め

ていた絶大な力を発現すると論じたことは、驚くべき

見識との指摘がある（佐藤, 1980:100）。 
６）大戦末期に「戦争類型史論（1943）」を上梓した酒

井鎬次は、アジアの兵学（軍事学研究）が政治から始

まり政治に戻っていったことにふれ、孫子・呉子の春

秋・戦国時代の歴史的環境にもよるが、その後の時代

を通じ、中国がこの考え方を変えなかった点は特色と

見るべきとした。この点、ヨーロッパの軍事学研究は、

技術に走り政治を見失いがちであり、Clausewitzほど

の戦争論でも、その片鱗を感ぜられると述べている

（浅野, 1974:222-223）。 
７）孫子の理論を、戦い事象群から観察される法則、事

象間の因果関係の仮説、原因と結果の因果的説明、法

則と仮説を強化する先行条件の束とする（Evera, 
1997:訳 7）。メカニズムを「妥当かつ頻繁に観察され

る事象の生じ方」として捉え、孫子の継起的に進行す

る意思決定過程に沿って、根本的メカニズムを特定・

解明する推論のアルゴリズム（読み進め方）を適用す

る。 
８）社会科学の定性的・定量的研究に大きな影響を与え

たKing et al. （1994:訳7）は、推論を既知の事実か

ら未知の事実を推測する過程として捉え、記述的推論

を、観察から類似した出来事の体系的特徴をパターン

として知り、観察されない現象を理解する過程とし、

因果的推論は、原因と結果の因果メカニズムに焦点を

絞り、観察された情報から因果関係を知る過程とした。

因果メカニズムの証明には、因果効果を定義し、デー

タを測定し、命題の真偽と事実を照合する検証が必要

となり、理論が正しければ観察できる含意（仮説が正

しければ、観察可能な事象）を効果測定の照準として

いる。 
９）計量経済学のEconometrica誌（1979）に掲載され、

同誌史上、最も多く引用され、経済分析と政治学の前

提見直しの契機となった Kahneman と Tversky の

「プロスペクト理論」は、不確実な環境の意思決定が、

期待される結果の価値よりも、結果が損か得かの認識

に左右され、一般的理論とは逆に、損となる意識が得

になる意識よりも（人間の判断に）大きな影響力を持

つとする、イスラエル軍の中東戦争の研究に端を発し

ている（Khong, 2017:訳139-145）。 
10）システム思考は、システム制御理論や非線形ダイナ

ミックス理論等を基礎に，認知心理学，社会心理学，

経済学等の社会科学を応用し、人間社会とシステムの

改善を図る効果的な意思決定と学習に関する研究か

ら発達した知的判定法（Sterman, 2000:訳15-21）。事
象を中心とする世界観から事象の複雑なつながりを

システムの全体像として捉え、全体の挙動を理解する

理論と、その理解に基づき効果的な方針や施策を構築

する手法からなる。 
11）OODAループは、米空軍のBoydが戦訓から導出し

た、観察（Observe）、情勢判断（Orient）、意思決定

（Decide）、行動（Act）の活動からなる思考過程。そ

の意義は西洋の戦略思想の枠組みの中で、直感的認識

や判断を復活させ、戦略的思考に決定的な精神面の働

きを再構築した点にあると云われる（Yuen, 2014：訳

207-211）。システム思考の図表 3 の①②を意思決定

（Decide）とし、④を観察（Observe）、⑤メンタルモ

デルを情勢判断（Orient）におき速度を上げると同型

となる。不確実な環境下のOODAループは、AI、IoT
時代に必須のアジャイル開発やサイバーセキュリテ

ィの分野で研究が進んでいる（Humble et al. 2015:訳
59-66）。経営学での内容は Boyd の指導を得た

Richards（2004:訳127-171）に詳しい。 
12）秋山真之は海軍大学校の応用戦術の講義で戦略の定

義にふれ、相手の意思を屈服するため、兵力の撃滅、

要地の占領、兵資の奪取、交通遮断等の作戦目的の連

鎖をたどり、究極の政治目的を達成する技術を戦略と

呼んだ。組織の卓越した能力を基礎に戦闘効果を最大

限に高めうる戦略が、逆に戦闘を最小限に抑え、強力

な戦闘の合理的な集中が、結果的に戦闘の頻度を最小

にするゲーム理論の双対性原理を彷彿とさせる、不戦

屈人の思想を最善の戦略としている（秋山 , 
2005:206-209）。 
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Sun Tzu's “Organizing Power”: Logical Interpretation by Systems 

Thinking 

                                                           

SHINDOH Takeshi 

 

As a study of the organizations in conflict, Sun Tzu’s “The Art of War” 

applies to competition and conflict in general, on every level from the 

interpersonal to the international. Its aim is invincibility, victory 

without battle, and unassailable strength through understanding of the 

physics, economics, politics, and psychology of conflict. 

Most social science theories have a narrow range, but“The Art of War” 

explain many diverse domains. This study clarifies organizing power for 

attributes similar to what we call explanatory range, with organizing 

power defining the correspondence of the theory to phenomena other 

than those it was first used to explain. 

As a case study, we will interpret the first chapter “Strategic Assessment” 

and the final chapter “On the Use of Spies” in combination. The final 

chapter deals espionage, thus coming full circle to link up with the 

opening chapter on strategy, for which intelligence is essential. The 

results indicate that the related chapters are symmetrically 

arrangement around the seventh chapter "Armed Struggle". By 

combined interpretation of each chapter, we understand the multi-

layered context of Sun Tzu, and the meaning of waterfall-type algorism 

and organizing power emerges. 

 

 


