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　小川　伸一（おがわ　しんいち）　第２研究部主任研究官

　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。

　三井　光夫（みい　みつお）　第２研究部第２研究室主任研究官

　1943年香川県生まれ。防衛大学校卒。拓殖大学研修。1989年より防衛研究所勤務。専門分野

は、ロシアおよび旧東欧諸国の安全保障問題および地域紛争。「ユーゴスラヴィア紛争」『世界

の戦争・革命・反乱』（共著、自由国民社、1998年）等のほか、主な論文に、「ミロシェヴィッ

チ裁判とその意義」『世界週報』（2001年９月４日）、「コソヴォ問題に対する大国の介入」『ロシ

ア・東欧学会年報』99年版28号（2000年４月）、「原潜とともに沈没したロシアの威信」『世界

週報』（2000年10月10日）等。

　恒川　潤（つねかわ　じゅん）　第１研究部第３研究室長

　1950年愛知県生まれ。南山大学卒。日本貿易振興会勤務。1998年より防衛研究所勤務。専門

分野は、アジア経済。著書に、『アジア経済読本』（共著、東洋経済新報社、1998年）、他。

　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、安全保障理論、日米安保体制。主な論文に、「沖縄海兵隊撤退論をめぐって―抑止

論からの検討」（『新防衛論集』第25巻第３号、1997年12月）、他。
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　『防衛研究所紀要』は、防衛研究所研究職員の研究成果のうち現代の安全保障問題を扱ったも

のを中心に広く安全保障問題の専門家に向けて発信することを目的として刊行するものです。

　防衛研究所は、防衛庁の研究・教育機関であり、防衛、安全保障及び戦史に関する研究と、幹

部自衛官及びその他事務系幹部職員の教育を行っています。また近年、諸外国の国防研究機関

との研究交流に力を注いでいます。

　防衛研究所における研究や研究交流の成果は防衛政策に寄与している他、『防衛研究所紀要』

や『東アジア戦略概観』及び『防衛研究所戦史研究年報』として広く部内外へ提供されていま

す。

　本『紀要』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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