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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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