
The National
Institute for

Defense Studies

防衛省

防衛研究所



はじめに――防衛研究所の役割 
沿革 
組織 
安全保障に関する調査研究 
　政策指向の調査研究 
　研究課題 
　研究成果の活用 
戦史に関する調査研究等 
　過去を教訓に、現在に生かす 
　調査研究 
　研究課題 
　海外における戦史史料の調査・収集事業 
　「オーラル・ヒストリー」の作成
　戦史史料の公開
　戦史研究センター史料室
幹部自衛官及び幹部職員に対する教育 
　国家安全保障における将来のリーダーを育成する教育
　カリキュラムの特徴
　教育内容
　外国人留学生
　部外講師 
国際交流 
　多国間の国防大学校長等会議への参加 
　研究・教育における交流 
　国際会議の主催 
　研究者の海外派遣・海外研究者の受け入れ 
情報発信
　出版物 
　公開セミナー 
　ホームページ 

1
2
3
4
4
4
5
6
6
6
7
7
7
8
9

10
10
10
11
12
12
14
14
14
16
17
18
18
21
21

Contents



The National Institute 
for Defense Studies

1

　防衛省のシンクタンクである防衛研究所は、我が国で唯一の国立の安全保障に関する学術研究機関であり、
安全保障や戦史に関する政策指向の調査研究を行うとともに、諸外国の国防大学に相当する防衛省・自衛隊の
最高の教育機関として、自衛隊の高級幹部や防衛省及び他省庁の幹部職員等の教育を行っています。また、戦
史史料の管理、公開等を行っており、我が国最大の戦史に関わる機関としての役割も担っています。
　2013 年（平成 25）12 月に国家安全保障会議及び閣議で決定された防衛大綱では、「防衛研究所を中心とする
防衛省・自衛隊の研究体制を強化するとともに、政府内の他の研究機関や国内外の大学、シンクタンク等との教
育・研究交流を含む各種連携を推進する」ことが掲げられました。防衛研究所は、調査研究及び教育訓練に積
極的に取り組み、国際交流と情報発信を重視してきました。これら一連の活動を通じ、防衛研究所は、日本の安
全保障政策においてゆるぎない地位を確立しています。
　これからも防衛研究所は、調査研究及び教育訓練を更に推進していきます。

防衛研究所 Ｆ１棟正面

はじめに――防衛研究所の役割 
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保安庁保安研修所として越中島において発足昭和 27 年８月

防衛庁防衛研修所と改称昭和 29 年７月

陸上自衛隊幹部学校より戦史室を編入昭和 31 年５月

越中島から中野へ移転昭和２９年８月

中野から霞ヶ関へ移転昭和３１年４月

霞ヶ関から目黒へ移転昭和 33 年４月

研究部（６個研究室）及び教育部の２部を新設昭和 48 年４月

戦史室を戦史部（２個研究室）に改編昭和 51 年５月

研究部を第１研究部及び第２研究部に組織改編昭和 59 年７月

防衛庁防衛研究所と改称昭和 60 年４月

陸・海・空自衛隊の各幹部学校及び統合幕僚学校の各図書室を防衛研究所
の図書館（本館）に統合平成６年 10 月

図書館 ( 史料閲覧室 ) が歴史的資料を特別に管理する施設として総務大臣
から指定平成 13 年３月

図書館に史料室を新設平成 14 年４月

統括研究官を新設するとともに、第１研究部及び第２研究部を研究部に改編平成 16 年４月

防衛省防衛研究所と改称平成 19 年１月

研究部に第７研究室を新設平成 21 年４月

企画部を新設するとともに、研究部を政策研究部、理論研究部及び地域研
究部に、戦史部と図書館（史料室）を戦史研究センターに改編平成 23 年９月

研究幹事、特別研究官（国際交流・図書担当）、特別研究官（政策シミュレー
ション担当）を新設平成 27 年４月

地域研究部に中国研究室を新設平成 28 年４月

目黒から市ヶ谷に移転平成 28 年８月
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平成 30 年４月現在

企画部 政策研究部 理論研究部 地域研究部 教育部 戦史研究
センター

特別研究官
( 国際交流・
図書担当 )

特別研究官
（政策シミュレー

ション担当）

所　長

副所長

研究幹事

総務、人事、会計並びに調査研究及び研修の総合的な企画及び調整企画部

我が国の防衛政策、諸外国の国防政策、戦略理論、グローバルな安全保障に関する調査研究政策研究部

我が国及び諸外国の政治、法制、社会及び国防経済学や紛争後の復興に関する調査研究理論研究部

国際関係及び諸外国の情勢に関する調査研究地域研究部

幹部自衛官その他幹部職員への安全保障に関する教育教育部

戦史に関する調査研究、戦史の編さん及び戦史史料の管理・公開・調査研究戦史研究センター

国際的な研究交流に関する調査研究及び図書等の提供による調査研究・教育活動の支援特別研究官
（国際交流・図書担当）

政策シミュレーションに関する調査研究特別研究官
（政策シミュレーション担当）

3

組　織
職員数

研究員 

管理職員

合　　計

91 名

45 名

136 名
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安全保障に関する調査研究
　我が国を取り巻く安全保障環境は「様々な課題や不安定要因がより顕在化・先鋭化」し、一層厳しさを増し
ている一方で、それら課題と不安定要因は「複雑かつ多様に広範」なものとなっており（28 年版防衛白書）、そ
のような状況の中で、防衛研究所の果たすべき役割の重要性も増しています。防衛研究所は、防衛省の政策ニー
ズに適時・適切に応えるため、我が国の安全保障に関する諸問題について調査研究を行っています。
　防衛研究所においては、幅広い分野において研究を積み重ねてきた文官の研究者と、自衛隊における実務経
験を有する自衛官が協力して、調査研究に取り組んでいます。また、国家安全保障局などの政府機関、国内外
の大学やシンクタンクなどの学術機関、民間企業などのビジネスコミュニティ、報道機関などのメディアとも知
的交流を推進しています。

　防衛研究所は、防衛省の内部にあって政策策定の動きに接しつつも、学術的な研究機関として一定の自律性
とアカデミック・フリーダムを持つという複合的な側面を持ち合わせています。防衛研究所において調査研究を
行う上では、防衛省の政策ニーズを踏まえ、広範な学術的基礎に立脚し、広い視野と中長期的な視点から政策
に貢献する知的インプットとすることを志向しています。

政策指向の調査研究 

　現在の日本を取り巻く流動的な戦略環境に対応するよう配慮しており、日本の安全保障に深く関わるテーマと
して、例えば、次のような課題に取り組んでいます。

●アジア太平洋地域の戦略環境
　防衛研究所は、我が国の安全保障に大きな影響を与えるアジア太平洋地域の戦略環境について、米国、中国、
朝鮮半島、ロシア、東南アジアなどを中心に調査研究を進めています。その際、外交、経済、内政、軍事を含
めた総合的な観点から独自の分析を行っています。

●世界の重要地域の安全保障情勢
　我が国の安全保障は、地理的には遠隔の、しかし重要な地域の情勢からも大きく影響を受けています。そのた
め、防衛研究所においては、中東や欧州、アフリカといった様々な地域の安全保障情勢の分析も行っています。

●グローバルな安全保障課題
　国際社会は、国際テロリズム、大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散、海賊行為、サイバー攻撃等の様々な脅
威に直面しています。また、海洋、宇宙及びサイバー空間のいわゆるグローバルコモンズの安定的利用に対する
リスクも高まっていることも懸念されます。防衛研究所では、これらのグローバルな安全保障課題への対応と軍
事力の役割の在り方についての調査研究に取り組んでいます。

研究課題



The National Institute 
for Defense Studies

5

　防衛研究所では、その研究成果が適時適切に提供され、活用されるよう様々な取り組みを行っています。
　防衛省のシンクタンクとして研究成果が防衛省や、さらには国家安全保障局等における政策立案の資として活
用されることは極めて重要であり、防衛省政策担当部局の要請に基づき調査研究を実施することに加えて、東ア
ジアの安全保障動向や我が国の安全保障問題について、防衛大臣をはじめとする防衛省幹部、国家安全保障局
等の他省庁関係者などに対して、ブリーフィングを行っています。さらには講演会への講師派遣など、国民に対
する安全保障に関する情報の提供にも努めています。
　防衛研究所では、毎年、国内外から幅広い分野の専門家を招いた研究会を数多く実施するとともに、軍・国
防省のトップクラスを含む各国政府関係者・代表団や、著名な安全保障専門家の訪問を受け入れ、防衛研究所
の研究者と意見交換を実施しています。これらの機会においては、防衛研究所がこれまでに培ってきた、安全保
障や地域情勢に係る知見が活用されています。
　防衛研究所が行う調査研究の成果は出版物としても広く提供されています。『防衛研究所紀要』は、防衛研究
所の研究成果のうち、現代の安全保障問題を中心とした論文を掲載しています。また、東アジア地域の戦略環
境や安全保障に関わる重要な事象を分析した『東アジア戦略概観』、中国の戦略的・軍事的動向を分析した『中
国安全保障レポート』は、日本語版だけではなく、それぞれ、英語、あるいは英語・中国語に翻訳、刊行され、
その分析は内外のメディア、政府関係者、専門家にも注目されています。

研究成果の活用

●現代の紛争と軍事力の役割
　現代の紛争は、ますます多様化するとともに複合的な性格を帯びるようになる一方で、軍事力の役割も変化し
つつあります。防衛研究所では、現代の紛争の原因と形態を分析し、これらの紛争の予防、対応、さらには紛争
後の復興支援に至るまで、様々な取り組みについて研究を行っています。

●防衛力の整備・運用・制度等に関する調査研究
　防衛省のシンクタンクである防衛研究所は、防衛戦略、安全保障法制、防衛力整備、危機管理、日米同盟や
国防組織の在り方、諸外国との防衛交流や装備協力の動向などに関する調査研究を内部部局や各自衛隊と連携
しながら実施しています。
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　防衛研究所は、我が国最大の戦史に関わる機関として、防衛政策ニーズ・自衛隊の教育訓練に適切に応える
ため、国内外の戦史研究を行い、更に近年、歴史となりつつある戦後の安全保障政策史の研究へと幅を広げる
とともに、戦前・戦中期の日本の国防に関する史料を管理し、広く一般公開しています。
　また、戦史研究室、安全保障政策史研究室、国際紛争史研究室からなる３個研究室及び史料室を包含した体
制において、戦史研究センターとしての態勢を整えています。

戦史に関する調査研究等

　防衛研究所戦史研究センターの歴史
は、1955 年（昭 30）、旧帝国陸海軍の
史料の収集・整理と太平洋戦争に関す
る公刊戦史の編さんを目的として、そ
の前身である戦史室が設立されたこと
に遡ります。
　公刊戦史は、1966 年（昭 41）から
1980 年（昭 55）にかけて全 102 巻の「戦
史叢書」として刊行されました。平成
27 年度末に電子データ化を完了し、現
在ホームページ上での公開に向けて準
備を進めています。

過去を教訓に、現在に生かす

　戦史の調査研究は、現在、そして将来における国家の安全保障環境や安全保障問題を考察する上でその基盤を
提供するものとして必要不可欠です。また過去、相互に影響し合っていた国家間において歴史認識に関して意見
交換を行うことは、将来における相互の関係を維持・促進する上で大きな意味を持っており、過去の戦争をめぐる
諸外国の歴史認識も重要な研究課題となっています。このため、防衛研究所は現在、歴史研究の活動において国
際比較のアプローチを採ることによって、狭い意味での「日本戦史」や「外国戦史」の枠にとらわれずに、調査研
究の幅を広げるよう尽力しています。

調査研究

「戦史叢書」

【「戦史叢書」の刊行】
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　最新の研究動向、史料をもとに、戦史に関わる歴史事実を常に検証し続けるとともに、現在の日本の安全保障
政策に歴史的視点から寄与するために、次のような課題に取り組んでいます。

　新たに公開された史料、最近の研究成果を生かすとともに、外国の視点も取り入れて、先の大戦に関する戦
史の編さんに着手しています。

　既に歴史となりつつある自衛隊の創設・発展過程を含めた戦後日本の安全保障政策についての調査研究のほ
か、オーラル・ヒストリーを実施しています。

　歴史を通じて世界各地で生起した国際紛争について、今後の安全保障政策・自衛隊の教育訓練に資する歴史
的教訓を提供するために、調査研究を実施しています。

研究課題

　戦史編さんには、現在明らかであるとされる史実の検証に加え、これまで明らかとなっていない史実の発掘を
絶え間なく積み重ねていくことが必要です。特に海外では時間の経過とともに、戦史史料が公開されてくること
から必要な戦史史料の調査収集に力を入れ、新たな史実の発見に努めています。

海外における戦史史料の調査・収集事業

　我が国の戦後安全保障政策に関して、
過去の出来事を当事者から聞き取り、
記録に留めるという「オーラル・ヒス
トリー」の作成に力を入れています。

「オーラル・ヒストリー」の作成

●国際紛争史の調査研究

●戦後日本の安全保障政策史への取り組み

●第二次世界大戦に関する戦史の再検討

「オーラル・ヒストリー」
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戦史に関する調査研究等

　防衛研究所戦史研究センター史料室は、前身の図書館史料閲覧室であった 2001 年（平 13）3 月 30 日、歴史
的資料を特別に管理する施設として指定され、2002 年（平 14）及び 2011 年（平 23）の組織改編を経て現在に至っ
ています。
　戦史研究センター史料室で所蔵する主な史料は、1956 年（昭 31）、当時復員業務を担当していた厚生省（現
在の厚生労働省）から戦史室に移管された旧帝国陸海軍の記録や、1945 年（昭 20）の日本の降伏に際して占
領軍に押収され米国国務省公文書部から返還された文書があります。このほか、1868 年（慶 4/ 明 1）の明治維
新から 1945 年（昭 20）に至る間に作成された個人所蔵の史料も収集し、現在では、旧帝国陸海軍に関する約
159,000 冊（陸軍史料約 58,000 冊、海軍史料約 38,000 冊、戦史関連図書等約 63,000 冊）の史料を所蔵しています。
　防衛研究所戦史研究センター史料室では、これらの史料を国立公文書館と同様に一般公開しており、問合せ
も受け付けています。戦史史料に関する国内外からの照会件数は、年間およそ 2,000 件、利用者も約 3,000 名に
達しています。
　また、アジアに関する戦史史料（公文書）をデジタル化して国立公文書館アジア歴史資料センターに提供して
います。

戦史史料の公開

大本営陸軍部の命令（大東亜戦争） 戦闘詳報（日露戦争）
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戦史研究センター史料室

史料閲覧室

史料庫

　防衛研究所戦史研究センター史料室は、のべ約 18,200 冊に及ぶ次の 2 種類の中核的な史料を所蔵しています。
陸軍省大日記は、陸軍省により作成及び編綴された明治元年から昭和 17 年までの公文書で、約 20 種の項目に
区分され、総計約 7,700 冊に及びます。
　海軍省公文備考は、海軍省により作成及び編綴された明治 9 年から昭和 12 年までの公文書で、20 種の項目に
区分され、総計約 10,500 冊に及びます。
　このほか、戦史研究センター史料室では、陸海軍の各種命令文書、部隊日誌、戦闘詳報などの史料も所蔵し
ています。これら史料は、日清戦争（1894 ～ 95 年）、日露戦争（1904 ～ 05 年）、第一次世界大戦（1914 ～ 18 年）、
第二次世界大戦（1939 ～ 45 年）など日本が関わった戦争を網羅しています。

開館時間：平日 9 時から 16 時 30 分
休館日：土・日曜日、祝祭日・年末年始、特別な行事等の日
連絡先：03-3260-7102　　
※ 戦史研究センター史料室が所蔵する史料の利用を希望される方は、お気軽にお問い合わせください。

戦史研究センター史料室の所蔵史料
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幹部自衛官及び幹部職員に対する教育

　防衛省・自衛隊の高級幹部には、国家安全保障に関する広い識見が求められます。防衛研究所は、国家安全
保障及び国の防衛に関し、軍事的な視点のみならず政策的な視点からの教育を行っています。自衛隊の他の教
育機関と異なり、防衛研究所の研修員は、１佐クラスの幹部自衛官に加え、防衛省・他省庁の幹部職員や民間
企業の職員、諸外国の軍人等の留学生からなっています。防衛省 ･ 自衛隊が、我が国の防衛という役割に加えて、
国際平和協力活動、防衛交流などを通じて世界の安全保障環境の改善のために主体的・積極的に取り組むこと
が求められている中で、防衛研究所における教育の重要性は一層増大しています。

国家安全保障における将来のリーダーを育成する教育

　防衛研究所の教育には 4 つの特徴があります。
　第1の特徴は、様々なキャリアを持つ自衛官と事務官等の研修員相互の切磋琢磨を強調している点です。カリキュ
ラムは我が国の防衛に関する議論を通じて、研修員相互の協同により高度の安全保障に関する知識を修得し得る
よう構成しています。
　第 2 の特徴は、長期的な視点で組み上げられています。教育は修了後の補職に役立つもののみではなく、長期
的な視点から、将来の高級幹部として役立つことを目的としています。
　第 3の特徴は、研修員の視野の拡大と深化を目的としています。戦略に携わるリーダーは、状況を包括的に理解し、
正確な分析に基づいて問題の所在を明確にし、適切な解決方法を見つけ出す能力が求められるからです。
　第 4 の特徴は、多岐にわたるということです。研修員には軍事に限らず、安全保障、国際関係、国内問題、科学技術、
経済など広範多岐にわたる知識の修得を求めています。

カリキュラムの特徴

一般課程講義風景第 64 期一般課程国外現地研修（イタリア）
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　防衛研究所では、毎年、一般課程と特別課程の 2 つの課程を設けて、幹部自衛官及び幹部職員に対する教育
を実施しています。

教育内容

駐日インド大使による講義

政策研究大学院大学連携プログラム学位
（修士）授与者

　主として１佐クラスの幹部自衛官や課長補佐クラスの職員等を対象と
して行われる毎年 9 月から翌年 6 月までの 10 ヶ月間の教育です。また、
防衛省以外の国の機関の課長補佐クラス、外国からの大佐・中佐クラス
の軍人等の留学生及び民間企業の職員も研修員として参加しています。
　教育内容は、安全保障、軍事、科学技術、経済、国際関係、国内
問題等多岐にわたります。研修員は、各種講義から安全保障及び防
衛に関する広範な知識を総合的に修得するとともに、シミュレーショ
ン演習と班討議を通じて、取得した知識を基礎とし、内外情勢の動
向等を分析・検討し、軍事的な視点のみならず政策的な視点の下で、
将来の我が国の安全保障・防衛政策の在り方を探究します。また、
この課程を通じ、研修員は本質を究明する柔軟な論理的思考力と公
正妥当な判断力及び表現力を進展させます。
　各種講義に際しては、防衛研究所の教官に加えて国内外の教育・研
究機関の教授や在日各国大使等を講師として招へいし、諸外国の国防
政策等に対する理解を深めさせるとともに、研修員が様々な専門分野
を各人の関心に応じて学ぶことが出来るよう、セミナーも多数開講し
ています。
　また、本課程では、全ての研修員に研究論文の執筆を求めています。
これは、研修員にとって、これまで履修してきた課程の講義について見
直し、日本の安全保障のあるべき姿について構想する機会となります。
　このほか、課程履修期間に外国の研究機関、部隊等を訪問し、国際的視野の拡大にも努めています。
　なお、防衛研究所は平成 28 年度から政策研究大学院大学と連携して、戦略研究プログラムを開始しました。一
般課程研修員の一部は本プログラムに参加し、大学に在籍する国内外の政府・行政機関からの学生や教授等との
交流を通じて、さらなる視野の拡充や広範なネットワークを形成するとともに、規定の単位の取得及び研究論文の
最終審査に合格した場合は、修士号（政策研究）が授与されます。

　将補・１佐の幹部自衛官や内部部局課長クラスの職員等を対象として毎年 7 月に行われる約 3 週間の短期集中の教
育コースです。
　教育内容は、国際情勢、安全保障・防衛問題に加え、直近の政策課題に重点が置かれます。
　なお、防衛省以外の国・自治体の課長クラス、民間企業の職員も研修員として参加しています。　
　防衛研究所の教育が、いかに有効であるかは、修了者の経歴により立証されてきました。両課程の修了者は、各
幕僚長をはじめとする主要な指揮官、高級幕僚などの政策決定に携わる地位に就いています。

●一般課程

●特別課程
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幹部自衛官及び幹部職員に対する教育

　一般課程では、1981 年（昭 56）以来、多数の国から大佐級の将校を受け入れています。国際交流を促進する
ための政策に沿って、防衛研究所は 1998 年（平 10）から教育訓練の履修を支援するための給付金を、2001 年（平
13）から宿舎を提供しています。

  一般課程では、部外の各国駐日大使、各政党国会議員、在日米軍司令官、外務事務次官、大学教授、民間研究
者等を講師として招いています。

外国人留学生

部外講師

第 65 期一般課程留学生（インド、ミャンマー、韓国（2
名）、タイ、米国（2 名）、ベトナムからの留学生）

デニス・ブレア元米国家情報長官
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修了式入所式

国外研修

研究論文作成 研究論文発表

第１学期 ( ９月～１２月 ) 第２学期 ( １２月～２月 ) 第３学期 ( ２月～４月 ) 第４学期 ( ４月～６月 )

講
座
等

国際安全保障論
戦略理論
米国の安全保障政策
東アジアの安全保障１
法と安全保障
戦争史原論
冷戦と日本の安全保障政策
経済と安全保障

紛争と国際社会
地域安全保障１
東アジアの安全保障２
経済と安全保障
軍備管理・軍縮・不拡散
日本の防衛

科学技術と安全保障
社会の安全と危機管理
近代日本の軍事史
サイバーと安全保障
地域安全保障２
日本の防衛

日本の防衛

セミナーⅠ セミナーⅡ セミナーⅢ  
政策シミュレーション

特別講義、戦争史研究国際フォーラム、安全保障国際シンポジウム等
国内研修（政府等機関・陸海空自衛隊、民間企業等）

■表１：一般課程の概要

■表２：研修員の構成（一般課程・特別課程）

■表３：留学生の派遣国（一般課程）

■表４：国外現地研修先（一般課程）

61 期 62 期 63 期 64 期 65 期
アメリカ合衆国 ○ ○ ○ ○ ○

オーストラリア連邦 ○ ○ ○
大韓民国 ○ ○ ○

インドネシア共和国 ○ ○
タイ王国 ○ ○ ○ ○

ベトナム社会主義共和国 ○ ○
ミャンマー連邦共和国 ○

インド ○ ○ ○ ○
フランス共和国 ○

ドイツ連邦共和国 ○

60 期 61 期 62 期 63 期 64 期
アメリカ合衆国 ○ ○

カナダ ○
オーストラリア連邦 ○ ○ ○

中華人民共和国 ○ ○ ○ ○ ○
大韓民国 ○ ○
モンゴル ○ ○

インドネシア共和国 ○ ○
マレーシア ○
タイ王国 ○ ○

ベトナム社会主義共和国 ○ ○
フィリピン共和国 ○

ミャンマー連邦共和国 ○
インド ○ ○ ○

ブルネイ ･ ダルサラーム国 ○
イタリア共和国 ○ ○

スイス連邦 ○
フランス共和国 ○
ベルギー王国 ○ ○

ドイツ連邦共和国 ○
英国 ○

※ 一般課程の目的である我が国の安全保障政策研究の中で、国際環境を考察す
るために、安全保障環境上、重要なブロックとして 60 期より４コースに分け、
毎年国外研修を実施している

特別課程の研修員実績
（第 1 期〜第 63 期：計 2,471 名）

一般課程の研修員実績
（第 1 期〜第 65 期：計 2,463 名）
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国際交流

　防衛研究所は、1997 年（平 9）の第 1 回会合以来、ARF 国防大学校長等会議のメンバーとして、毎年会合に
参加しています。2001 年（平 13）に東京で行われた第 5 回会合は防衛研究所が主催しました。
　なお、2017 年（平 29）にマニラで行われた第 21 回フィリピン会合で防衛研究所は共同議長を担当しており、
2018 年（平 30）の第 22 回会合は防衛研究所が主催を担当する予定です。

多国間の国防大学校長等会議への参加

　同盟国である米国とは日常的に、政府機関・軍やシンクタンク、大学の専門家との間で研究会や意見交換を
行っています。例えば、米国との安全保障政策面での協力関係の強化に資するため、国防大学の国家戦略研究
所（INSS）との交流を実施しています。また、東アジア情勢を議論するため、毎年、防衛研究所の研究者を派
遣しています。近年は米国からハイレベルの来訪が増えています。

　人民解放軍国防大学との間で、教官派遣による講義の他、研究会や研修団の訪問を行っています。また、
2009 年（平 21）の日中防衛首脳会談の共同プレス発表に基づき、人民解放軍の最高研究機関である軍事科学院
との関係強化を進めています。さらに、中国国際戦略研究基金会との共同研究を実施しています。その他にも、
中国社会科学院、中国現代国際関係研究院、外交学院など多数の研究機関との間で交流があります。

研究・教育における交流

　国際交流は近年急速に拡大しています。防衛研究所は、防衛省の防衛交流・安全保障対話の一翼を担う機関
として、また地域の安全保障コミュニティの一員として、安全保障環境の改善や一層の安定化に貢献しています。
　防衛研究所は、安全保障シンクタンクとして、各国の安全保障・国防研究機関との間で定期的な相互訪問等
により研究会・意見交換を積極的に推進しています。国防大学相当機関としては、教官の相互派遣による講義の
実施（教官交流）、教育課程研修団の相互訪問、多国間の国防大学校長等会議への参加などを進めており、平成
30 年度は 17 年振りに第 22 回 ARF 国防大学校長会議の主催を担当する予定です。
　また、海外の研究者・専門家を研究会の講師として招へいしたり客員研究員として受け入れることや、防衛研
究所の研究者による外国調査出張、国際会議参加、在外研究を通じて、防衛研究所の調査研究の向上とネットワー
ク構築を図っています。
　防衛研究所は、これまで蓄積してきた研究成果や各分野の専門家が持つ研究能力を活用して、深みのある交
流を行い得る点に強みがあります。同時に、政策研究を基盤に持つ防衛研究所が行う研究会、国際会議は、政
策立案にも貢献するものとなっています。

●米　国

●中　国
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　参謀本部軍事戦略研究センター及び参謀本部大学
との間で、互いの教官による講義や研究会を実施し
ています。

　韓国国防研究院（KIDA）、国防大学校（KNDU）
との間で、教官派遣による講義の他、研究会や研修
団の訪問を行っています。また国防部軍史編纂研究
所との戦史研究に関する交流もあります。

　国防大学及び戦略政策研究所（ASPI）との間で、
研究会、講師の派遣、研修団の相互訪問、客員研究
員の相互受け入れを行っています。また、オースト
ラリア国立大学（ANU）との共同研究の実績もあり
ます。安全保障政策面での日豪関係の発展に伴い、
研究分野での関係も強化されています。

　東南アジア諸国が抱える安全保障上の課題につい
て相互の理解と信頼を深めることを目的として、国
防省関係の研究機関や民間研究機関との交流を実施
しています。とりわけインドネシア、シンガポール、
タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシアなどの間
で活発な往来が行われています。

　インド防衛研究所（IDSA）との交流を実施してい
ます。この交流は、2008 年（平 20）に両国首脳間
で合意された日印安全保障共同宣言及び 2014 年（平
26）に締結された日印防衛協力・交流に関する覚書
の一環として行われるものです。

　欧州の多数の安全保障研究・教育機関との間で、
研究者や研修団の相互訪問、意見交換・研究会を実
施しています。近年の例では、スウェーデン国防研
究所（FOI）や英国王立防衛安全保障研究所（RUSI）
と共同研究を実施しています。また、2013 年（平
25）の安倍総理とラスムセン NATO 事務総長によ
る共同政治宣言にみられるような日・NATO 間の
安全保障協力を強化する取り組みを受けて、NATO
国防大学との交流を開始しています。

　上記の国・地域以外にも多くの研究・教育機関と
の交流を実施しています。2010 年（平 22）に開始
したカナダとの交流は王立士官学校（RMC）を主な
カウンターパートとしています。
　また、中東地域諸国の国防大学や研究機関との交
流を 2014 年（平 26）に開始しました。パキスタン
とも 2012 年（平 24）に国防大学との交流を開始し
ています。

●ロシア ●欧　州

●その他諸国

●韓　国

●オーストラリア

●東南アジア

●インド
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国際交流

　防衛研究所は、毎年、安全保障、戦史に関する国際会議を主催しています。学術的なテーマばかりではなく、
国際的あるいは地域の問題、政策上の課題など幅広く時宜を得たテーマを扱うことが特徴です。

国際会議の主催

　1985 年（昭 60）に国際円卓会議として始まり、
1999 年（平 11）に現在の名称に改称されました。
防衛研究所が主催する国際会議の中で最大のもので
す。毎年、国内外から著名な有識者を招へいし、講演、
プレゼンテーション、パネルディスカッションを行っ
ています。一般公開のシンポジウムであり、聴講者
は政府・軍関係者から研究者・専門家、報道関係者、
一般の方々まで多岐に及びます。広く安全保障問題
についての理解を深めていただく意味でも重要な活
動となっています。開催実績はホームページに掲載
しています。

●安全保障国際シンポジウム

　2002 年（平 14）、戦史に関して多角的な視点から
再検討を行うことを目的として開始されました。こ
のフォーラムは、各国の研究者が戦史に関する研究
成果を発表し、戦史に関する知見の交換さらには相
互信頼の向上を狙いとしています。会議は一般公開
しており、開催実績はホームページに掲載していま
す。

●戦争史研究国際フォーラム

安全保障国際シンポジウム　2017 年 7 月

戦争史研究国際フォーラム　2017 年 9 月
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　研究者の研究能力向上や博士号取得を目的として防衛研究所の主として中堅クラスから若手クラスの研究者
を海外の研究機関や大学に派遣するとともに、海外から安全保障分野の研究者を客員研究員として受け入れて
います。また、防衛研究所の費用負担によって海外から研究者を招へいするフェローシップ制度を立ち上げまし
た。これらの事業を通じて、アジア太平洋地域との交流が深まるとともに、近年では欧州・中央アジア・中東等
との交流も進んでいます。こうした人的交流は、防衛研究所の研究・教育の質の向上に寄与し、研究者同士や
シンクタンク間のネットワーク構築に資するものであることから、積極的に行っています。

研究者の海外派遣・海外研究者の受け入れ

　
　2010 年（平 22）から、アジア太平洋地域が抱える
安全保障問題について意見交換することを目的に開
催しています。地域各国の安全保障研究者とワーク
ショップ形式で対話・議論を行います。その成果は『国
際共同研究シリーズ』としてホームページで公表して
います。

　 国や地域を超えたグローバルな安全保障課題への理解を深めるため、2013 年（平 25）から開催しています。
欧州における宇宙協力（平 26）、原子力平和利用が国際安全保障にもたらす影響（平 28）などをテーマとして、
国外の専門家を招へいしてセミナーを行うとともに、防衛省内外における実務担当者との意見交換の場として
活用されています。

　国際人道法や人道支援の分野で活躍する ICRC の専門家や実務家を招へいし、2009 年（平 21）より開催してい
ます。現代の紛争が提起する人道法上の諸問題や、人道支援、国家再建をはじめとする国際平和協力の現状およ
び課題について、防衛省・自衛隊等の実務担当者を交えた意見交換を行っています。

●アジア太平洋安全保障ワークショップ

●グローバル安全保障セミナー

●赤十字国際委員会（ICRC）国際平和協力セミナー

アジア太平洋安全保障ワークショップ　2017 年 1 月



18

情報発信

　1996 年（平８）に刊行を開始したもので、東アジ
ア地域の戦略環境や安全保障に関する重要な事象に
ついて、防衛研究所の研究者が専門的な見地から独
自に分析した年次報告書です。対象地域は、朝鮮半
島、中国・台湾、東南アジア、ロシア、米国及び日
本です。また、東アジアの周辺地域や東アジアの安
全保障に関わるトピックについても取り上げていま
す。毎年、日本語版と英語版を刊行し、いずれも市
販しています。

　2010 年（平 22）に刊行を
開始したもので、防衛研究
所の研究者が独自の視点か
ら中国の軍事・安全保障動
向を分析し、広く内外に提
供するものであります。こ
のレポートは毎年 1 回、日
本語版、英語版及び中国語
版で刊行しています。

出版物

　防衛研究所の情報発信には二つの目的があります。その一つは、安全保障に関する見解・研究成果を発信し、
議論を活発化するとともに学術的な基盤強化に貢献することです。第二の目的は、部外への積極的な情報提供
です。特に海外の研究者に情報を発信することは、相互の客観的・建設的な議論を促進することによって、相
互理解と信頼関係を醸成することにつながります。このため、防衛研究所では各種の出版物を公刊するとともに、
公開セミナーを実施しています。

●東アジア戦略概観

●中国安全保障レポート

東アジア戦略概観　日本語版・英語版（2017）

中国安全保障レポート　日本語版・英語版・中国語版（2018）
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　1998 年（平 10）に刊行を開始したもので、防衛
研究所の研究者の研究成果のうち、現代の安全保障
問題を扱ったものを中心に公刊しています。日本語
で年 2 回、英語で年 1 回刊行しています。

　1997 年（平 9）に刊行を開始したもので、防衛研究所の日頃の活動を広く内
外に知らせることを目的として発行しており、ホームページにも掲載していま
す。また、防衛研究所戦史研究センターが所蔵する公開史料の紹介も実施して
います。

　1997 年（平 9）に刊行を開始したもので、戦史に関する研究論文及び戦史
研究センターの活動を掲載するとともに、戦史史料に関する情報を掲載して
います。

●防衛研究所紀要

●防衛研究所ニュース（NIDS NEWS）

●戦史研究年報

防衛研究所紀要　日本語版・英語版（2017）

防衛研究所ニュース

戦史研究年報（2016）

■平和維持活動派遣国に対する国際支援

■米国における IAMD（統合防空ミサイル防衛）に関する取組み

■中国・インド関係における核抑止

■ アジア太平洋リバランスの再考
   ――オバマ政権後期における安全保障政策を中心に――

■沖縄の施政権返還に伴う沖縄への自衛隊配備をめぐる動き
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情報発信
　

　2002 年（平 14）9 月以降ほぼ毎月、防衛研究所のホー
ムページに掲載しており、その時々の安全保障・防衛
問題等について時宜にかなった分析を提供しています。

　2008 年（平 20）に刊行を開始したもので、各国研究機関・
研究者と行っている共同研究の成果を取りまとめた論文集
です。

『朝鮮戦争と日本』
　朝鮮戦争休戦協定 60 周年（2013 年）を節目に、これまでの
防衛研究所における朝鮮戦争に関する調査研究の成果から、特
に日本との関連を分析した論文を集大成して、刊行・公表して
います。

●ブリーフィング・メモ

●国際共同研究シリーズ

『フォークランド戦争史』　
　フォークランド戦争開戦 30 周年（2012 年）を節目に、
同戦争を外交的側面及び軍事的側面から分析することによ
り、現在へのインプリケーションを検討、刊行・公表して
います。

●国際紛争史研究

●戦史特集　

 

 1   

        
  朝鮮半島非核化と冷戦期ＮＡＴＯ：韓国の戦術核配備論 

 

 

地域研究部アジア・アフリカ研究室主任研究官  渡邊 武 

 

 

 

北朝鮮の核開発の進展に対応し韓国内では自由韓国党および国民の党（それぞれ第二党と第三党）を

中心に米国の「戦術核」を朝鮮半島に再配備する議論が浮上した。この議論は北大西洋条約機構

（NATO）の二重決議（double-track decision）と核共有制度（nuclear sharing arrangements）

を参照しているとみられるが、それぞれに込められていた意図は異なる。二重決議は敵対者との軍備管

理に主眼があり、核共有制度は同盟内での核不拡散に重点を置いて成立した。本稿は、その両者を引用

する韓国の戦術核配備論から、朝鮮半島の非核化が直面する課題を検討する。  

 

 

１．軍備統制と非核化の隘路 

まず1970年代末のNATO二重決議に似た戦術核配備の目的として、韓国の議論であげられている

のは第一に北朝鮮の核への抑止を補完することと、北朝鮮の非核化を進める交渉カードとすることであ

る。NATO二重決議もまた、米国の中距離弾道ミサイルの配備によってソ連SS-20ミサイルによる抑

止の信頼性低下（デカップリング）の憂慮を相殺するとともに、その段階的配備をもってソ連に米国と

の核軍備管理交渉を促すものであった。自由韓国党のウェブ上の解説では実際、NATO二重決議の帰結

である中距離核戦力（INF）全廃条約が戦術核配備の妥当性を示す事例として引用されている。 

しかしながら、INF条約のような軍備管理・軍縮を目指すのなら検討されるべき点が韓国内の議論に

欠けているようにも思われる。戦術核と韓国が考える短い射程の核兵器を配備した場合でも、北朝鮮が

それによって戦力削減のための交渉を促されるのは、同様な射程の兵器に関してだけであろう。つまり

戦術核配備による非核化交渉が実現したとすれば、それは INF条約がそうであったように、北朝鮮が別

途、米国と大陸間弾道ミサイルなど戦略核削減交渉に乗り出すことを前提とするものとなり得る。それ

は北朝鮮が、自らの核兵器国たる地位を明らかにする機会となりかねない。 

北朝鮮の核武装に著しく批判的な韓国の戦術核配備論者が、核兵器国としての地位を北朝鮮が米国に

認めさせるかのような事態を受け入れる意思を現時点で持っているとは思えない。そうだとすると戦術

核配備の議論には軍備管理・軍縮とは別の動機が働いていると考えられよう。 

北朝鮮による核開発の進展は韓国にとって、民族内の競合国家として自立性の競争で後れを取ったこ

とも意味している。つまり北朝鮮だけが、1992年の南北非核化宣言による制約から逃れたのである。

同宣言は南北朝鮮がいずれも、領域内で核実験や核兵器の製造、配備、あるいは核濃縮ないし核再処理

のための施設を保有しないことを明言している。米国の戦術核を韓国内に配備することは、韓国も非核

NIDS
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●防衛研究所ホームページ（http://www.nids.mod.go.jp）で公開している出版物等

　防衛研究所が主催する国際会議（16 ページ参照）のうち、安全保障国際シンポジウムと戦争史研究国際フォー
ラムは、一般の方にもご聴講していただけます。なお、公開セミナーの実績、内容、開催時期等の詳細は、ホー
ムページなどでお知らせしています。

　出版物のほとんどの内容と各種会議の報告書などの概要は、以下のとおり防衛研究所のホームページ（http://
www.nids.mod.go.jp）でご覧になれます。

公開セミナー

ホームページ

【学術出版物】
・東アジア戦略概観
・防衛研究所紀要
・戦史研究年報
・中国安全保障レポート
・ブリーフィング・メモ
・NIDS コメンタリー
・国際共同研究シリーズ
・防衛戦略研究会議論文集
・戦史特集『朝鮮戦争と日本』
・フォークランド戦争史

【各種会議の概要等】
・安全保障国際シンポジウム（概要・報告書）
・戦争史研究国際フォーラム（概要・報告書）
・アジア太平洋安全保障ワークショップ（概要・報告書）

【その他出版物】
・防衛研究所ニュース（NIDS NEWS）
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FAX：03-3260-3039（総務課）
URL：www.nids.mod.go.jp 

302
319

曙橋駅

四谷駅

市ヶ
谷駅

牛込柳町駅

防衛省

防衛研究所

薬王寺門
加賀門

正門

マクドナルド

ホテル

JICA

靖国通り

新宿通り

JR
中央
本線

交番交番

外
堀
通
り


