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東アジア戦略概観２００５
East Asian Strategic Review

内外で高い評価を得ている『東アジア戦略概観』の最新版。新し

い安全保障環境を見据えた各国の動向と展望に加え、東アジアのホ

ットイシューを防衛庁シンクタンクの研究者が明解に分析する

本書の構成
第１章 東アジアにおける海洋の安全保障と大量破壊兵器等の拡

散問題

第２章 東アジアの地域主義と日本のリーダーシップ―─東アジ

ア共同体の構築に向けて

第３章 朝鮮半島――変化する安全保障環境

第４章 中国――「平和的台頭」の光と影

第５章 東南アジア――選挙と新政権の登場

第６章 ロシア──国家統制の強化

第７章 米国―─２１世紀の国防態勢構築を目指して

第８章 日本――新「防衛大綱」と２１世紀の防衛力整備
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