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長尾 雄一郎 （ながお ゆういちろう） 企画室研究調整官兼第１研究部第２研究室 

 主任研究官 

 1956年東京都生まれ。東京大学卒。ロンドン大学ＬＳＥ校客員研究員。青山学院大学大学院

博士課程修了、学術博士（国際政治学）。1987年より防衛研究所勤務。専門分野は政治学、国

際政治学、政治外交史。著書に『英国内外政と国際連盟 アビシニア危機 1935－36年』（信山

社、1996年）他。 

 

吉崎 知典 （よしざき とものり） 第２研究部第１研究室主任研究官 

 1962年神奈川県生まれ。慶應義塾大学卒。同大学院修士課程修了。ロンドン大学キングズ校

客員研究員。1987年より防衛研究所勤務。専門分野は欧州の安全保障。著書に『戦争：その展

開と抑制』（共著、勁草書房、1997年）他。 

 

佐藤 丙午 （さとう へいご） 第１研究部第１研究室助手 

 1966年岡山県生まれ。筑波大学卒。同大学院およびジョージ・ワシントン大学大学院修士課

程修了。1993年より防衛研究所勤務。専門分野は国際関係論、アメリカ政治外交。主な論文に

「アメリカの内政と外交政策の将来－日米関係へのインプリケーション」（『新防衛論集』第

23巻第1号、1995年7月）他。 

 

岡垣 知子 （おかがき ともこ） 第１研究部第２研究室助手 

 1963年鳥取県生まれ。上智大学卒。ブリティッシュ・コロンビア大学大学院および上智大学

大学院修士課程修了。東京大学大学院博士課程修了。1997年より防衛研究所勤務。専門分野は

国際政治学、国際関係思想。主な論文に「国連の平和維持活動－冷戦後の活性化議論をめぐっ

て」（『国際政治』103号、1993年5月）他。 

 

小川 伸一 （おがわ しんいち） 第１研究部第１研究室長 

 1948年富山県生まれ。金沢大学卒。同大学院およびカールトン大学（カナダ）大学院修士課

程修了。エール大学大学院博士課程修了、Ph.D.（政治学）。1978 年より防衛研究所勤務。専

門分野は核戦略、核軍備管理・軍縮、日本の安全保障問題。著書に『核軍備管理・軍縮のゆく

え』（芦書房、1996年）他。 

 

上野 英詞 （うえの ひでし） 第１研究部主任研究官 

 1942 年愛媛県生まれ。日本大学卒。同大学院修士課程修了。1987 年より防衛研究所勤務。

専門分野は米国防政策、日本およびアジアの安全保障問題。著書に『新国際秩序の構想』（共

著、南窓社、1996年）他。 
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内野 龍之 （うちの たつゆき） 第１研究部第１研究室所員 １等陸佐 

 1952年長崎県生まれ。防衛大学校卒。機甲科。指揮幕僚課程、幹部高級課程修了。幹部学校、

富士学校、統合幕僚会議事務局等を経て、1996年より防衛研究所勤務。 

 

内藤 正 （ないとう ただし） 第１研究部第１研究室所員 ２等空佐 

 1953年新潟県生まれ。防衛大学校卒。教育職種。指揮幕僚課程、幹部高級課程修了。航空幕

僚監部、教育集団司令部、沖縄地方連絡部等を経て、1997年より防衛研究所勤務。 

 

高井 晉 （たかい すすむ） 第１研究部第２研究室長 

 1943年岡山県生まれ。青山学院大学卒。同大学院博士課程修了。ロンドン大学キングズカレ

ッジ大学院修士課程修了。1976年より防衛研究所勤務。専門分野は、国際法、国際安全保障法。

著書に『国連ＰＫＯと平和協力法』（真正書籍、1995年）、『ＴＭＤ－戦域弾道ミサイル防衛』

（共著、ＴＢＳブリタニカ、1994年）、『ブラウンリー･国際法学』（共訳、成文堂、1989年）

他。 

 

秋元 一峰 （あきもと かずみね） 第１研究部第４研究室主任研究官 １等海佐 

 1944年福岡県生まれ。千葉工業大学卒。航空職種。指揮幕僚課程修了。海上幕僚監部分析室

長、第２航空群首席幕僚等を経て、1995年より防衛研究所勤務。 

 

高橋 杉雄 （たかはし すぎお） 第１研究部第１研究室助手 

 1972 年神奈川県生まれ。早稲田大学卒。同大学院修士課程修了。1997 年より防衛研究所勤

務。専門分野は安全保障論、日本の安全保障政策。主な論文に「沖縄海兵隊撤退論をめぐって

－抑止論による検討」（『新防衛論集』第25巻第3号、1997年12月）他。 
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 第1研究部長 近 藤 重 克  第1研究部教官 小 村 隆 史 
 第2研究部長 茅 原 郁 生  第2研究部教官 小 塚 郁 也 
 研究調整官  長尾 雄一郎  企画室企画係長 根 岸 信 好 
 
 『防衛研究所紀要』は、防衛研究所研究職員の研究成果を広く社会に発信することを目

的として発行するものです。 
 ここに示された見解は執筆者個人のものであり、防衛研究所または防衛庁の見解を代表

するものではありません。論文の一部を引用する場合には、必ず出所を明示してください。

また長文にわたる場合には、事前に当研究所へご連絡ください。 
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秋元 一峰 生山 代至伸 池田 茂実 上野 英詞 内野 龍之 
大場 一石 岡垣 知子 小川 伸一 小野 圭司 片山 善雄 
木村 壮次 木村 忠信 小村 隆史 佐藤 丙午 佐山 光紀 
高井  晉 高橋 杉雄 内藤  正 長尾 雄一郎 野島  豊 
橋本 靖明 畑中  誠 松岡 久夫 蓑毛 順次 武藤 和望 
 第２研究部 部長 茅原 郁生 
石津 朋之 伊豆山 真理 伊藤 信之  乾  一宇 金子  讓 
川上 高司 菊地 茂雄 小塚 郁也 坂口 賀朗 佐島 直子 
武貞 秀士 恒川  潤  林  政夫 兵頭 慎治 松浦 吉秀 
松田 康博 間山 克彦 三井 光夫 道下 徳成 室岡 鉄夫 
吉崎 知典 
 戦史部 部長 辻川 健二 
相澤  淳 青山 利雄 荒川 憲一 五十嵐 憲一郎 河合 正廣 
河内 保男 菊田 愼典 喜田 邦彦 木田 秀人 木村 和夫 
黒野  耐 下河邊 宏満 庄司 潤一郎 進藤 裕之 高橋 弘道 
立川 京一 永井 煥生 中尾 裕次 服部 省吾 平吹 通之 
部當 千明 松本 圭介 村澤 秀文 溝下 素夫 本山  優 
柳葉  繁 山村  健 横山 久幸 横山 隆介 

(五十音順) 
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