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（１９９８年６月～２００７年９月）

第１巻第１号（１９９８年６月）

刊行の辞

大森敬治

冷戦後の国際社会と米中関係

長尾雄一郎、吉崎知典、佐藤丙午、岡垣

知子

安保対話、日米同盟とアジア太平洋諸国

小川伸一

第１次クリントン政権下における日米防衛関

係

上野英詞、内野龍之、内藤 正

海上防衛力の意義と新たな役割―オーシャン

ピース・キーピングとの関連で

高井 晉、秋元一峰

「安全保障」概念の明確化とその再構築

高橋杉雄

第１巻第２号（１９９８年１１月）

インド・パキスタン間の信頼醸成措置

伊豆山真理

NATOの拡大―「軍事同盟」から「協調的安

全保障機構」へ？

金子 讓、吉崎知典

冷戦後の戦略環境変化とクリントン政権―東

アジア・日本政策を中心として

川上高司

露中関係―ロシアからの視点

三井光夫

ボスニア・ヘルツェゴビナにおける安全地域

橋本靖明

金融危機と安全保障―中南米累積債務危機と

アジア通貨危機の比較分析の試み

小野圭司

ワシントン会議と太平洋防備問題

横山隆介

第２巻第１号（１９９９年６月）

東アジア戦略環境の展望―主要国安保対話の

可能性

小川伸一、長尾雄一郎、兵頭慎治、村井

友秀

新生NATOの行方―東方への拡大からミッシ

ョンの拡大へ

金子 �
ロシアの兵器移転と地域安全保障に及ぼす影

響

宮内一雄

韓国・北朝鮮の政治・外交・国防の中期的展

望と日本の防衛政策への示唆

武貞秀士

太平洋上の「満州事変」？―日本海軍による

海南島占領・統治

相澤 淳

第２巻第２号（１９９９年９月）

米国の対中政策―第１０５議会における大量破

壊兵器不拡散問題を中心に

佐藤丙午

協調的安全保障概念の再定義とアジア太平洋

「地域」の安全保障

高橋杉雄

中国人民解放軍５０万人兵力削減と軍近代化の

動向

間山克彦

インドネシア国軍の二重機能―社会政治機能

の現状とスハルト後の展望

松浦吉秀

中東における地域的安全保障―「脆弱性」と
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「安全保障のジレンマ」

小塚郁也

大東亜戦争開戦前における戦争指導構想―帝

国国防方針のその後

黒野 耐

第２巻第３号（１９９９年１２月）

国内レジームの変遷

長尾雄一郎、坂口賀朗、吉崎知典、菊地

茂雄

冷戦後における我が国の防衛産業の展望とジ

レンマ―経済のグローバル化への対応

木村壮次、松岡久夫

非核地帯―その思想と現実

佐島直子

リデルハート―その軍事戦略と政治思想

石津朋之

再考 ノモンハン事件―国境線の真相と事件

拡大の要因

下河邊宏満

第３巻第１号（２０００年８月）

冷戦後の核兵器国の核戦略

小川伸一、菊地茂雄、高橋杉雄

米欧安全保障関係の展開―冷戦後の軍事ミッ

ションを巡る米欧の角逐を中心に

金子 讓

連邦システムから見た将来のロシアの国家像

兵頭慎治

アメリカの武器輸出政策―冷戦の「戦後処理」

に見るクリントン政権の対応

佐藤丙午

国連安保理事会決議に基づく多国籍軍の法的

考察―安保理事会の「授権」を中心に

吉田靖之

第３巻第２号（２０００年１１月）

諸外国の領域警備制度

高井晉、坂口賀朗、橋本靖明、林宏、吉

田靖之、富井幸雄

冷戦後における米国の通常戦力計画の見直し

上野英詞

統一ドイツにおける「過去」の展示と歴史認

識―ホロコーストを中心として

庄司潤一郎

第二次世界大戦期のベトナム独立運動と日本

立川京一

日本陸軍の軍事技術戦略と軍備構想について

―第一次世界大戦後を中心として

横山久幸

第３巻第３号（２００１年２月）

２国間交流と安全保障―軍事交流を中心とし

て

伊豆山真理、兵頭慎治、松浦吉秀

「兵役法」改正と中国の国防体制の変革

間山克彦

海上輸送力の戦い―日本の通商破壊戦を中心

に

荒川憲一

日本陸軍の軍事技術戦略と軍備構想について

（２・完）―第一次世界大戦後を中心として

横山久幸

第４巻第１号（２００１年８月）

中露の国防政策に与えたコソボ戦争の影響

坂口賀朗、間山克彦

EUとNATO―EUの緊急展開軍創設構想と米

国の対応

金子 讓

２０００年大統領選挙と新政権の外交・安全保障

政策の展望―W. ブッシュ政権の課題

佐藤丙午

低強度紛争概念の再構築

片山善雄

IT革命が軍事的マンパワーに及ぼす影響―自
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衛隊の内部労働市場に関する取引コスト理

論分析

秋本茂樹

第４巻第２号（２００１年１１月）

ミサイル防衛と抑止

小川伸一

NATOによるユーゴ空爆（コソヴォ紛争）の

全容―軍事的視点からの分析

三井光夫

東アジアのエネルギー需給と戦略環境への影響

恒川 潤

情報革命と安全保障

高橋杉雄

第４巻第３号（２００２年２月）

冷戦終結後の軍事交流に関する研究

長尾雄一郎、立川京一、塚本勝也

現代PKOと三つの国連報告書

高井 晉

軍隊による在外自国民保護活動と国際法

橋本靖明、林宏

戦後日本における歴史認識―太平洋戦争を中

心として

庄司潤一郎

プーチン・ロシア新政権の対外・安全保障戦

略

兵頭慎治

第５巻第１号（２００２年８月）

マラッカ海峡周辺海域の海賊と海軍の役割

高井 晉

サイバー攻撃と関連法制度

橋本靖明

インド、パキスタンの核政策

伊豆山真理、小川伸一

アメリカ経済安全保障政策と武器貿易―

DTSIと同盟国の防衛協力

佐藤丙午

イスラム過激主義とロシア

坂口賀朗

第５巻第２号（２００３年３月）

防衛研究所創立５０周年記念特別号

第１部 東アジアの安全保障

新しい国際環境下の日米同盟関係―戦略対話

の必要とその前提条件

近藤重克

通常兵器の軍備管理・軍縮―朝鮮半島の場合

武貞秀士

戦略としての軍備管理・軍縮―ヨーロッパ・

アジア・中国の戦略連鎖と日本の安全保障

金子�、坂口賀朗、間山克彦
中国の「新安全保障観」

高木誠一郎

第２部 戦争と軍事力：過去と将来

モスクワ条約の意義と課題

小川伸一

陸と海と空と、そして…―軍事力の具体的形

態と統合

長尾雄一郎、石津朋之、立川京一

帝国陸海軍の情報と情勢判断―北清事変から

日露戦争へ

五十嵐憲一郎

戦争と経済―１９３０年代における日本の生産力

拡充問題

荒川憲一

第５巻第３号（２００３年３月）

自衛隊と災害NPOのパートナーシップ―アメ

リカの災害救援をてがかりに

中村太、小�順一
情報通信技術（IT）革命と米国国防産業・技

術基盤について―我が国防衛産業・技術基

盤へのインプリケーション

秋本茂樹
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第二次日英同盟と国防方針

黒野 耐

交渉と安全保障

吉崎知典、道下徳成、兵藤慎治、松田康

博、伊豆山真理

第６巻第１号（２００３年９月）

ミサイル防衛の戦略的意義と国際安全保障に

与える影響

小川伸一

韓国の脅威認識の変化と軍近代化の方向

武貞秀士

NATOの東方拡大―第一次拡大から第二次拡

大へ

金子 讓

小型武器問題とミクロ軍縮―新しい国際規範

の形成と国連の役割

佐藤丙午

中国の東南アジアに対する安保協力―ARFへ

の対応を中心に

飯田将史

第６巻第２号（２００３年１２月）

極東地域に所在するロシア軍の将来像―東ア

ジア・太平洋地域の安全保障への影響

三井光夫

テロと国際法

片山善雄、橋本靖明

米軍の共同演習の傾向とアジア太平洋の安全

保障

菊地茂雄、塚本勝也

第６巻第３号（２００４年３月）

ITの発達と軍事組織の研究―情報RMAにと

もなって想定される問題を中心に

濱田 秀

韓国と北朝鮮との間の海上境界画定問題

森田桂子

明治４０年帝国国防方針制定期の地政学的戦略

眼―日本海軍はオレンジ・プランの原型を

読み解けたか

高橋文雄

米国同時多発テロ事件後の米ロ関係とユーラ

シアの戦略環境

坂口賀朗

第７巻第１号（２００４年１１月）

国際政治構造と同盟の変容―脅威の時代から

リスクの時代へ

金子讓、吉崎知典、佐藤丙午、岡垣知子

エネルギーと安全保障

恒川潤、小野圭司、大野拓人、秋本茂樹、

富川英生

イラク戦争と国連安全保障理事会―武力行使

の正当性の問題を中心に

山下 光

再配置を契機とする在韓米軍基地問題の変化

渡邊 武

第７巻第２・３合併号（２００５年３月）

ルール・オブ・エンゲージメント（ROE）―

その意義と役割

橋本靖明、合田正利

韓国大統領の外交・安全保障政策補佐機構―

盧武鉉政権のNSCを中心に

室岡鉄夫

胡錦濤政権の外交政策

川勝千可子

中国外交と国際システム―NATOとの「戦略

対話」提起の論理と行動

増田雅之

イラク問題と地域安全保障の動向

小塚郁也

第六潜水艇沈没事故と海軍の対応―日露戦争

後の海軍拡張を巡る状況に関する一考察

山本政雄
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武力紛争の第三国に対する武力行使の正当性

森田桂子

第８巻第１号（２００５年１０月）

中国の軍事外交試論―対外戦略における意図

の解明

松田康博

PKO概念の再検討―「ブラヒミ・レポート」と

その後

山下 光

緊急人道支援のディレンマと軍隊の役割―国

際人道組織との協働連携に関連して

小�順一
専守防衛下の敵地攻撃能力をめぐって―弾道

ミサイル脅威への１つの対応

高橋杉雄

研究ノート 訓練・演習からみた中国人民解

放軍の近代化―２００４年を中心に

鴻上富男

第８巻第２号（２００６年２月）

東南アジアにおける地域主義と域外国の対応

―FTAを中心として

恒川 潤、大野拓人

武力紛争時の第三国領域使用の帰結―武力攻

撃への該当性の観点から

森田桂子

軍事行動に関わる経費分析―２００３年イラクに

対する軍事作戦の戦費について

小野圭司

研究ノート 旧日本軍における文官等の任用

について―判任文官を中心に

氏家康裕

第８巻第３号（２００６年３月）

「イラクの自由」作戦の米軍変革に対する影

響

菊地茂雄

朝鮮戦争と警察予備隊―米極東軍が日本の防

衛力形成に及ぼした影響について

葛原和三

朝鮮戦争と日本の対応―山口県を事例として

庄司潤一郎

研究ノート ベトナム・中国間の国境線画定・

領土問題

庄司智孝

第９巻第１号（２００６年９月）

米国の安全保障戦略とイラク―先制攻撃・民

主化・撤退戦略への影響

佐藤丙午

「先制」と「予防」の間―ブッシュ政権の国家

安全保障戦略

岡垣知子

研究ノート 米陸軍の文官・文民人的資源管

理―SES制度改革とNSPS導入をめぐって

小塚郁也

研究ノート 旧日本軍における人事評価制度

石田京吾、濱田 秀

第９巻第２号（２００６年１２月）

国際平和協力活動における「専門部隊」とそ

の理論的背景

山下 光

欧州における安全保障環境の再編

金子 �
旧陸海軍軍法会議法の制定経緯―立法過程か

ら見た同法の本質に関する一考察

山本政雄

研究ノート 米国のトランスフォーメーショ

ンと主要国の対応

大嶋康弘、伊藤清登、古本和彦、吉田則

之、宮内由幸、小山田隆、大江健太郎

第９巻第３号（２００７年２月）

１９９０年代以降の防衛分野における立法と政党

総目次

165



の態度

助川 康

国際平和協力活動における民軍協力―大規模

自然災害復興支援、平和構築支援を中心に

今村英二郎

戦後日本の航空兵力再建―米国の果たした役

割を中心として

岡田志津枝

研究ノート 朝鮮戦争と日本の港湾―国連軍

への支援とその影響

石丸安蔵

第１０巻第１号（２００７年９月）

米国民主党の再挑戦―新たなる外交・安全保

障政策に向けて

山口 昇、岡垣知子、坂口大作

米国のトランスフォーメーションと我が国の

防衛力の在り方―NCWへの対応を中心と

して

大嶋康弘、宮内由幸、古本和彦、吉田則

之、岩下 寛、佐藤 明、大江健太郎

旧軍における捕虜の取扱い―太平洋戦争の状

況を中心に

立川京一

南シナ海問題における中国の新動向

飯田将史

※『防衛研究所紀要』のバックナンバーは、防衛研究所ホームページ<http://www.nids.go.jp>の

「出版物」メニューから入手できます。
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