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  ブリーフィング・メモ 

本欄は、安全保障問題に関する読者の関心に応えると同時に、防衛研究所に対する理解を深め

ていただくために設けたものです。 

御承知のように『ブリーフィング』とは背景説明という意味を持ちますが、複雑な安全保障問

題を見ていただく上で本欄が参考となれば幸いです。 

なお、本欄における見解は防衛研究所を代表するものではありません。 

 

原子力潜水艦領海侵犯事件と日中関係―対立と対立できない構造― 

 

防衛研究所研究部第６研究室助手 

増田雅之 

 

１ 中国は「遺憾」を表明 

 2004年 11月 10日、中国海軍の原子力潜水艦が先島群島周辺の日本領海を侵犯した。

日本政府は 12 日に当該潜水艦が中国海軍に属するものであると判断し、町村外相が駐

日中国大使館の程永華公使を呼んで、強く抗議するとともに、中国側に謝罪を求めた。

町村外相の申し入れに対して、程公使は、中国も既に調査を行っていると述べるとと

もに、それ故「直ちに抗議を受け入れ、謝罪をするという訳にはいかない」と回答し

た。 

 中国による調査結果は 16 日に日本側に伝えられた。中国外交部の武大偉副部長は阿

南駐中国大使に対して「調査の結果、中国の原子力潜水艦であることを確認した」と

伝え、「通常の訓練過程で、技術的原因により、日本の石垣水道に誤って入ったもの

で、事件発生を遺憾に思う」と述べた。また、武副部長は「隣国との間でパートナー

シップを築いていく方針に変わりはない」と述べ、対日関係を重視する中国の方針を

確認したのである。外交部の章啓月スポークスマンは、武副部長による日本側への説

明によって、「問題はすでに適切な解決をみた」との認識を示したのである（香港紙

『信報』11 月 17 日）。 

 しかし、武大偉副部長による「遺憾」の意の表明について、中国ではまったく報道

されなかった。外交部のホームページには武大偉副部長の発言が記載されず、外交部

スポークスマンの記者会見についても、事件について触れた質疑応答部分が削除され

て翌日の主要紙に掲載されたのである。たしかに、事件の発生そのものが、中国にお

いてまったく伝えられていない訳ではない。11 月 16 日発行の週刊紙『青年参考』は、

「潜水艦事件を口実に中国に矛先を向ける日本」との見出しで、事件を伝えたものの、



謝罪を求めた日本政府の対中姿勢について「中国に対するいわれのない叱責」と指摘

したのである。武大偉副部長による説明が日本にとって、満足のいくものであったか

否かは別として、事件発生に対する中国政府の対応は慎重であった。報道によれば、

事件の発生を受けて、外交部は緊急会議を招集し、事件の確認を進めるとともに対応

を検討した（香港紙『文匯報』11 月 13 日ほか）。人民解放軍も関連情勢について調

査したのである（『南洋商報』11 月 13 日）。事件発生翌日の 11 月 11 日には、曾慶

紅国家副主席が訪中した橋本元首相と会見し、事件について「関心をもっている」と

述べるにとどめ、「友好、協力、互恵、ウィン・ウィンの新しい日中関係をともに構

築したい」と協力の必要性を強調した。同じく橋本元首相と会見した曹剛川国防部長

は「問題を拡大することなく処理したい」と述べた。 

 国内では武大偉副部長の発言についての報道を控え、日本に対しては対日関係重視

の姿勢を繰り返し強調する中国の姿勢は、国内での反日論調の高まりを警戒しながら

も、「政冷経熱（政治は冷え込んでいるが、経済は盛ん）」と言われるほど政治的に

冷え込んだ日中関係のさらなる悪化を回避するためのものであったと言ってよい。そ

れ故、武副部長は日本に対して「謝罪」ではなく、「遺憾」の意を示したのである。 

 

２ 高まる対中政策見直しの機運 

 武大偉副部長の「遺憾」の意の表明に対して、日本政府はこれを中国が「誤りを認

め陳謝の意を表したもの」と解釈し、「この問題が今後の日中関係の発展に支障にな

らないよう」に中国に再発防止を求めた（参議院外交防衛委員会における谷川外務副

大臣の答弁、11 月 18 日）。APEC 閣僚会議後の 11 月 19 日に行われた日中外相会談に

おいて、李肇星外交部長は事件発生についての遺憾の意を確認し、再発防止に向けて

努力することを明らかにした。APEC 首脳会議に際して開かれた日中首脳会談において、

胡錦濤国家主席は、潜水艦事件について「外相会談ですでに解決済み」との認識を示

し、早期に事件の幕引きを図りたい意向を示唆した。 

 しかし、事件の幕引きはそう簡単ではない。11 月 25 日に開かれた与党安全保障プ

ロジェクトチームの会合で示された新たな「防衛計画の大綱」案には、原子力潜水艦

による領海侵犯に象徴される中国海軍の活発化を念頭に置いた、「軍の近代化や海洋

における活動範囲の拡大などの動向には注目すべきだ」との表現が追加明記された。

また、11 月 10 日には参議院改革協議会が中国への政府開発援助（ODA）について、「引

き続き推進する必要性は見当たらなかった」とする報告書をまとめた。報告書を受け

て、町村外相は 11 月 26 日の参議院本会議で、「中国の経済発展が進む中で、わが国

からの中国向け ODA 供与については減少させていく。近い将来、中国が ODA の卒業生

になることが適当と考える」と指摘した。11 月 30 日に温家宝首相と会談した小泉首

相も、「中国が将来、援助する側に回って頂ければと期待している。大局的に今後の
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ODA のあり方を考えていきたい」と述べ、打ち切りを視野に入れた対中 ODA の削減方

針を中国側に伝えたのである。たしかに、ODA の削減方針は原子力潜水艦による領海

侵犯事件への直接の反応ではないが、事件を契機として、対中政策の見直しの気運が

今後、さらに高まる可能性がある。 

 また、武大偉副部長が説明したように原子力潜水艦による領海侵犯事件が「通常の

訓練過程」で発生したとするならば、少なくともわが国領海に近接する海域が中国海

軍の「通常」の行動範囲に含まれていることになる。領海侵犯をした中国の原子力潜

水艦は、その進路から判断すると領海侵犯前は太平洋側に出ていたと考えられる。当

該潜水艦は浅い海域を潜航したまま、青島付近の潜水艦基地に戻っており、中国海軍

は東シナ海と太平洋をつなぐ海路をすでに確保していることも考えられるのである。

換言すれば、今回の領海侵犯事件によって、米国をにらんだ遠洋海軍化への中国の 20

年に及ぶ取り組みの「中間成果」が示されたのである。中国の遠洋海軍化は、台湾海

峡有事、東シナ海における資源開発、わが国の領土である尖閣諸島の領有権主張にも

かかわるものであり、わが国にとって事件は「すでに解決済み」では済まされない。 

 

３ 対立できない日中関係 

 今回の事件によって明らかになった中国海軍の能力は、遠洋海軍化の「中間成果」

にすぎない。今後も上述した様々な問題を中国はにらみながら、「最終成果」への到

達をめざすはずである。台湾との統一問題は、中国指導部にとって歴史的な使命であ

り、米国の介入を阻止できる能力の確保がめざされる。すなわち、中国は台湾東岸の

太平洋に潜水艦を展開し、米国の空母艦隊の台湾海峡付近への展開を阻止する必要が

あるのである。また、急速な経済成長の実現によって、中国のエネルギー不足が表面

化している今日、東シナ海における資源開発は喫緊の課題と認識されている。 

 こうした状況はわが国にとって決して他人事ではなく、相応の対応が求められる。

また、逆説的ではあるが、問題への対応を難しくしているのは、日中両国にとって、

両国関係の重要性がかつてない程高まっているという事実である。経済的には、2003

年の日中貿易総額は前年比 43.6％増の 1,326 億ドルとなった。これは、国交樹立時の

130 倍であり、日本は 11 年連続で中国の最大の貿易相手国となった。日本企業による

対中直接投資も活発で、2003 年には前年比 20.6％増の 50.5 億ドルに達し、過去最高

を記録したのである。日本にとっても、中国は米国に次ぐ第 2 の貿易相手国であり、

輸入相手国では 2 年連続で米国を抜いて第 1 位となっているのである。 

 日中関係の重要性は経済関係にとどまるものではない。近年、「東アジア共同体」

の構築をめざす地域協力が進展しているが、その成否を左右するのは地域大国である

日本と中国の動向であり、両国関係のあり方と言ってよい。11 月 29 日にラオスのビ

エンチャンで開かれた ASEAN＋3（日中韓）首脳会議では、経済のみならず、政治・安
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全保障分野での課題と協力を検討する「東アジア・サミット」を 2005 年にマレーシア

で開催することが合意され、日本政府はマレーシアとの共同議長に名乗りをあげた。

2003 年 12 月の日本・ASEAN 特別首脳会議で署名された「東京宣言」においても「東ア

ジア共同体」の「構築をめざす」方針が打ち出されている。しかし、「政冷経熱」と

言われる日中関係が打開されなければ、東アジア共同体の構築実現は難しい。東アジ

ア・サミットの開催が決定し、日中両国が東アジア共同体の構築に向けた積極姿勢を

示しているものの、日中関係の現状を鑑みた悲観論が消えない。シンガポールの『ビ

ジネス・タイムズ』紙（11 月 26 日付）は、「いつ日中関係は本当に暖かくなるのか」

と題する記事を掲載し、日中協力を「東アジア共同体の核心」と位置付けた。同記事

は、日中関係の協力局面を肯定しながらも、日中間の厳しい問題を「棚上げして達成

されるであろう」協力の程度に現状が達していないことを指摘し、日中協力の停滞状

況に不満を呈したのである。 

 こうした観点が日中両国の指導者の間で共有されていない訳ではない。11 月 21 日

（現地時間）に行われた日中首脳会談で、中国の胡錦濤国家主席は「中日両国は重要

な影響力をもつ国家として、アジアと世界の平和と発展に重大な責任を有している」

と指摘し、「長期的展望と大局に立ち」、日中関係を推進し、地域的・国際的な協力

を進めるべきとの考えを示したのである（『人民日報』11 月 23 日）。小泉首相も、

胡錦濤主席の発言に対して「多くの点で共通認識を分かち合っている」と応え、「両

国間にあるいくつかの懸案について、お互いに友好関係を推進していくという大局的

見地に立って、協議しながら解決していく」ことで両国首脳は一致したのである。ASEAN

＋3 首脳会議後に開かれた温家宝首相との会談において、小泉首相は 2005 年 3 月に開

幕する愛知万博に合わせた温首相の訪日を要請し、日中関係の現状を打開する意思を

示した。 

 様々な問題を抱えながらも、そう簡単に対立できない構造が日中関係にはすでにビ

ルトインされている。こうした共通認識は両国指導者の間ですでに形成されており、

共通認識に基づく積極的な取り組みが日中双方に求められる。 

（2004 年 12 月 1 日脱稿） 
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2004 年大統領選挙を巡るアメリカ社会の現状 

 

防衛研究所研究部第五研究室主任研究官 

佐藤丙午 

 

１ アメリカ政治の潮流 

 2004 年の大統領選挙は、「予想し易い」選挙であった。それは、再選を目指した共

和党の現職のブッシュ大統領が対立候補を凌駕するほどの人気を博しており、84 年の

レーガン大統領や 96 年のクリントン大統領のように、選挙結果があらかじめ見通せた

という意味ではない。2004 年の大統領選挙は、2000 年のゴア対ブッシュの時と同じよ

うに、両者の支持率が拮抗しており、非常に厳しい選挙であった。にもかかわらず、

選挙が｢予想し易い｣とする理由は、70 年代以降のアメリカ政治の潮流の背後にある社

会政治構造に変化の兆しが見られなかったためである。この結果、一定の予想の幅の

中で選挙の動向を見ることができたためである。 

 このように論ずることは、ブッシュ大統領が選挙戦に際して直面したさまざまな状

況に鑑みれば、意外に感じられるかもしれない。2004 年のアメリカは、国内外で批判

が大きいイラク戦争の最中にあり、原油価格も１バレル＄50 を超え、経済は好調であ

ったが新規雇用の創出は低いレベルにあった。これまで幾人もの大統領が、直面する

悪条件の前に再選を阻まれてきた歴史を振り返るとき、2000 年にかろうじて当選した

大統領が、2004 年には一般投票で史上最高の投票数を獲得するまでに支持を延ばした

ことは、きわめて異例であった。 

 今日のアメリカ政治の潮流は、1968 年の大統領選挙を境に作られてきたものである。

ベトナム反戦運動や新左翼運動がアメリカ社会の分裂を、とりわけ民主党の支持基盤

の分裂を決定的にした 1968 年の大統領選挙は、今日に至るまでアメリカ政治に大きな

影響を及ぼしている。クリントン元大統領は回顧録の中で、68 年を「保守的な民衆
ポ ピ ュ

主義
リ ズ ム

が、国に支配的な政治勢力として、進歩的な民衆主義に取って代わった年。法と秩序

と力が共和党の本分となり、民主党が混沌と脆弱、無関心と身勝手なエリート主義と

結び付けられるようになった年。そしてニクソンからレーガンへ、さらにギングリッ

チからジョージ･W･ブッシュへ至る道のりが作られた最初の年でもあった」と書き記し

ている。 

クリントンのアメリカ政治に対する評価には、賛否両論あろう。しかし、注目すべ

き点は、クリントンが、現在に至るアメリカ政治の潮流が形成された原因を、中流階

級の反動に求めていることである。この反動は、アラン・ブルームなど保守系の論客

や、リベラルと評される論者までもが指摘しているアメリカ社会の今日的様相と一致

する。もし、アメリカの中流階級が、国内にはびこる価値相対主義やエリート主義に
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対する反発を強めているのが事実だとすれば、その反動としての保守主義への回帰、

そしてその象徴的な意味を持つアメリカの「道徳」を再確認しようとする試みが強調

されるのは、自然な流れなのかもしれない。事実、2004 年の大統領選挙は、このよう

なアメリカの政治的潮流の中で、「道徳的価値（moral value）」が最大の争点となっ

ていったのである。 

 

２ 2004 年大統領選挙の結果 

 アメリカ政治の現状は、2004 年の大統領選挙の結果と 2000 年の選挙との比較を通

じて、その特徴をより明確にすることができる。2000 年の大統領選挙は、「司法が行

政に介入した」と民主党支持者が怨嗟の声を上げるように、フロリダ州の投票の再集

計実施を裁判所が差し止めることで結果が確定した。一般投票でブッシュ共和党候補

を上回った民主党のゴア副大統領は、選挙人（electoral college）の過半数を獲得す

ることができず、共和党の大統領誕生を許した。この選挙の大きな特徴は、民主党が

北東部と太平洋岸の諸州、そして中西部のミネソタ、ワイオミング、ミシガンの三州

を獲得したものの、それ以外の南部、南西部（ニューメキシコ州は民主党が獲得した）、

ロッキー山脈、中西部の諸州を共和党が獲得したことである。そして、2004 年の選挙

でも、イリノイ州とニュー･ハンプシャー州が民主党に、そしてニューメキシコ州が共

和党に変わった以外、大きな変動は見られなかった。このように、州ごとに党派性が

固定される傾向は、今日のアメリカ政治の一つの特徴となっている。 

 これに加え、両党が獲得した州に変動が見られないにもかかわらず、獲得選挙人数

に差が出てきていることに、人口動態の変化というアメリカ社会のもう一つの特徴を

見ることができる。アメリカは 10 年ごとに国勢調査が実施され、その結果を各州の選

挙人数に反映させている。2004 年の大統領選挙には 2000 年の国勢調査が反映されて

おり、もし、2004 年に両党が 2000 年と同じ州を獲得した場合、共和党が 8 票上回る

ことになっている。それは、従来、民主党の地盤であった州の人口が流出していると

いうことであり、次期国勢調査の結果によっては、マサチューセッツやニューヨーク

などでも選挙人数が削減される可能性があるということである。アメリカ企業の製造

工場の海外移転による雇用の減少と相まって、今後民主党の支持基盤と、アメリカの

大多数の国民との間に乖離が発生する恐れが指摘されている。 

 したがって、民主党は自身に付けられた「混沌と脆弱」というイメージを払拭し、

国民全体にアピールするイデオロギーを発見する必要がある。68 年以降、民主党が政

権を獲得したのは、76 年のカーター大統領と、92 年及び 96 年のクリントン大統領に

限られる。両者共に、若く活動的なイメージを前面に押し出した。カーター大統領は、

ウォーターゲート事件に起因する反ワシントンの国民感情を糾合することに成功し、

クリントン大統領は冷戦終焉後のアメリカの課題が国内及び経済政策への重心のシフ
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トであると主張して、国民に鮮烈な印象をもたらした。いずれの大統領も、南部の知

事出身の白人であり、この条件が少なからず選挙に影響したことにも留意すべきであ

る。これに対し、2000 年のゴア副大統領は、94 年の中間選挙以降拡大したアメリカ社

会の保守化傾向に抗することができず、2004 年のケリー候補は、国全体にアピールす

るイデオロギーとして「反ブッシュ」に依存しすぎた。 

 現在の民主党と共和党が拮抗しているアメリカ政治の状態を、50 対 50 政治と呼ぶ

論者も多い。また、この状態を「アメリカ社会の分裂」や「二つのアメリカ」と形容

する政治学者も数多く見られる。しかし、政治勢力同士が拮抗状態にあるとき、その

差異が過度に強調されることはしばしば見られる傾向であり、両党が全く異なった価

値観に基づいて主張を繰り広げていると考えるべきではない。では、2004 年の大統領

選挙で有権者が重視し、ブッシュ大統領再選の鍵となった「道徳的価値」とは何であ

ろうか。 

 

３ 「道徳的価値」を巡る政治 

 ここに興味深いデータがある。これは CNN が 2004 年大統領選挙後の出口調査をまと

めたもので、それぞれの属性に基づいた投票行動を示すものである。それによると、

ブッシュ大統領に投票した国民の特徴として、男性（ブッシュ 55％・ケリー44％、以

下同じ順）、白人（58％・41％）、プロテスタント（59％・40％）、熱心に教会に通

う国民（61％・39％）、道徳的価値を重視する国民（80％・18％）、テロ問題を重視

する国民（86％・14％）、郊外居住者（52％・47％）、田舎在住者（57％･42％）とい

う姿が浮かび上がってくる。この傾向は、各州内の郡別の投票結果を見ても、ある程

度推測できる結果であった。 

 2004 年の大統領選挙では、両党の選挙戦略の相違も注目された。民主党は、ブッシ

ュ大統領及び共和党の外交政策や国内政策での「失敗」を攻め立て、民主党こそが国

をまとめ、アメリカに対する国際社会の敬意を回復することができるとアピールした。

これに対し共和党は、同党の支持基盤を固め、保守層を中心とした投票者数を増やす

ことが選挙に勝利する道であると考えていた。そして、この共和党の戦略が功を奏す

ることになったが、その際に重視されたのがアメリカ社会の「道徳的価値」であった。 

 アメリカの「道徳的価値」の実体を探ることは難しく、他の世論調査ではイラク戦

争に対する支持が道徳的価値より重視されたという結果もあるので、それがどれだけ

決定的な要素であったのか判別するのは難しい。しかし、共和党が重視した「道徳的

価値」は、彼らの支持基盤が信奉するものであったとして相違ない。2004 年の大統領

選挙では、様々な「道徳的価値」が選挙に活用された。たとえば、銃規制や中絶問題

から、指導者としてのあるべき資質（ケリー候補のベトナム戦争のパープル･ハート勲

章論争なども、これに分類されるであろう）に至るまで、多くの争点が道徳の名のも

 7  



とに語られている。しかし、多様化したアメリカ社会の中で、一つの価値観が道徳体

系の基盤を提供すると考えるのは奇妙なことである。ただ、共和党が自身の支持基盤

を固める際に主張した「道徳的価値」には、一つの共通項があった。 

 その共通項として考えられるのが、家族の価値（family value）と強力な指導力で

ある。家族の価値を強調することは、伝統的な共同体の重要性の再確認という意味が

ある。これは、2000 年大統領選挙では「思いやりある保守主義（compassionate 

conservatism）」として地域共同体（教会や慈善団体など）の活性化という主張につ

ながり、昨今では所属社会（ownership society）というスローガンの下での、政府か

らの家族の自立という運動を介して、伝統的価値と自由主義の一体化が進んでいる。

また、強力な指導力に関しては、世界を均一化してゆくグローバリゼーションに対す

るアンチテーゼを提供することが重視されており、外交政策にどれだけ自身の価値観

を投射する決意があるかに力点が置かれている。 

 新保守主義者（ネオコン）が評価されるのは、外交･安全保障政策に一定の方向を示

したからである。これと同様に、国内政策においても、アメリカ社会で進行する保守

化の潮流が、一種のナショナル･アイデンティティを確認しようとする運動と軌を一に

したことを考慮する必要がある。すなわち、アメリカが「道徳的価値」を強調する際、

それはナショナルな実態を再確認する作業と考えるべきであり、その意味で 2004 年の

大統領選挙は、アメリカ人が自らの心的特性を確認するための選挙でもあったとも言

えるのである。 

 

４ 外交･安全保障政策のコンセンサス 

最後に、アメリカの対外政策の趨勢を占う意味で、2004 年大統領選挙における外交･

安全保障政策の議論を振り返ってみよう。精査すればわかるように、民主党と共和党

の外交･安全保障政策の間に、大きな違いがあるわけではない。民主党の政策綱領を読

む限り、先制攻撃を正当化し、アメリカが国際社会から枷を嵌められないことを重視

しており、政権についた場合は、おそらく共和党以上に一国主義的な政策を打ち出す

ことが予想された。さらに興味深い点として、イラク戦争に対する評価がある。ケリ

ーとエドワーズは共に、イラク戦争の投票に賛成票を投じたことで知られるが、2004

年選挙の民主党政策綱領では、ブッシュ政権の失敗を「作戦を完遂するために充分な

兵力を投入しなかったこと」に求めている。この綱領には、イラク戦争以外の点にお

いても、右派的な主張がちりばめられており、ケリー候補のリベラルな政治的傾向や

92 年以降民主党の主流を占める中道勢力の主張とも異なっていた点に特徴があった。 

 このように、民主党が「右より」の主張を取り入れた背景には、同時多発テロ以降

ブッシュ政権が進めてきた外交・安全保障政策が、両党のコンセンサスとも言えるも

のに発展したことがある。当選直後のブッシュ政権は、外交・安全保障政策において
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現実主義的な言説が多かったが、同時多発テロを契機としてアメリカの優越性

（primacy）を強調する路線に転じた。この転換により、新保守主義者たちが政治の表

舞台で脚光を浴びることになったのである。だが、アメリカが優越性を誇示し、テロ

との戦いや拡散問題への取り組みにおいて教条的なイデオロギーを繰り返し強調し過

ぎると、国際社会からのさらなる孤立を招く恐れがある。したがって、アメリカは孤

立を避けるために、クリントン政権期のウィルソン流の国際主義に近づくという、楽

観的な予想にも一定の説得力があるのである。 

 2004 年の大統領選挙において、外交・安全保障政策は大きな争点とならなかった。

しかし、多くの論者が指摘するように、アメリカは引き続き中東地域の民主化を支援

する義務があり、なおかつ北朝鮮などのように核保有を目指す国の意思を挫くことに

対して利益を有している。また、アメリカ軍は変革（transformation）を進め、前方

展開の見直しにも着手している。このような、2004 年の大統領選挙では大きな話題に

なっていない数多くのアジェンダに対し、ブッシュ政権は今後どのような政策を打ち

出してゆくのだろうか。少なくとも、選挙戦の中で両者の意見は、イラク戦争の評価

以外は一致している。そして、このことは、アメリカの外交･安全保障政策に党派的な

断絶がなく、一貫性があることを示すものとなっているのも事実なのである。 

（2004 年 12 月 6 日脱稿） 
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最近のブリーフィング・メモ一覧 

２００４年 

１１月 「在日米軍の将来―米国のトランスフォーメーションとＧＰＲ」 高橋杉雄 

１０月 「チェチェン・テロリズムとプーチン政権」          兵頭慎治 

９月 「民防空関係有事法制の史的考察―国民保護の視点から―」   氏家康裕 

８月 「主権移譲後のイラク情勢とアメリカの中東政策」       小塚郁也 

「１０月大統領選挙へ向けたアフガニスタン・カルザイ政権の内政・外交」 

湯浅剛 

７月 「最近の米ロ関係」                     坂口賀朗 

６月 「海洋テロ対処の重要性と沿岸国主権の壁」          近藤重克 

５月 「国際テロに対する自衛権の援用について」          森田桂子 

４月 「地政学とは何か―地政学再考―」             庄司潤一郎 

３月 「集団的自衛権問題に関する一つの論点整理」         柳澤協ニ 

２月 「北朝鮮の軍事的脅威とは何か」               武貞秀士 

「専守防衛と大量破壊兵器搭載弾道ミサイル」         小川伸一 

１月 「国益の観点から、自衛隊イラク派遣の意義を考える」     柳澤協ニ 

※過去のブリーフィング・メモは、防衛研究所ウェブサイトで閲覧できます。 

 

ブリーフィング・メモに関する御意見、御質問等は下記 

へお寄せ下さい。 

なお、記事の無断引用はお断りします。 

防衛研究所企画室 

専用線 : ８－７５－６５２２、６５８８ 

外 線 : ０３－３７１３－５９１２ 

ＦＡＸ : ０３－３７１３－６１４９ 

E-mail :  nidsnews@nids.go.jp 

※ 防衛研究所ウェブサイト：http://www.nids.go.jp 
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