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《第５１期一般課程》 

一般課程は、９月１日（月）から翌年の６月２５日（金）までの日程で、

る将来にわたり内外情勢の動向を総合的に分析・検討し、我が国の安全保

察して防衛政策のあり方を探求させる。」ことを教育方針としてスタート

 

（火）に行われた入所式は、赤城副長官(当時)をはじめ、多数の来賓の出

われ、国家斉唱の後、柳澤防衛研究所長式辞、赤城副長官訓示に続き、来

て石川統幕議長の祝辞（代読）をいただき、厳粛な雰囲気の中で終了しま

官からは、自衛隊の活動に対する国民の理解と期待が高まる中で、研修期

て我が国の安全保

諸課題について

から取り組み、防

隊を率いていく高

に相応しい者とな

待する旨の訓示を

石川統幕議長から

衛隊から働く自衛

しつつある中で、

テーマ・課題をも

な研修期間を送る

日々の生活におい

尽くす」ことを期待する旨の祝辞をいただきました。 

防衛庁及び他省庁の事務官等並びに１佐・２佐の自衛官のほか、中華人民

韓民国、タイ王国、アメリカ合衆国から６名の外国人留学生、さらに、日

）、川崎重工業（株）から２名の民間人を加え、合わせて４３名を研修員

ています。それぞれに所属や国籍等の異なる研修員は、関連行事終了後に
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実施した懇親会で和気あいあいの雰囲気の中で親睦を深めるとともに、研修の充実を

誓い合いました。 

 入所式に引き続き、９月２日（火）から１０日（水）まで「安全保障に関する概要

を理解させる。」ことを主眼に安全保障コースを､また９月１１日(木)から９月２４日

（水）まで「軍事に関する概要を理解させる。」ことを主眼に軍事概論コースを実施

しました。また、９月２５日（木）からは「我が国の安全保障問題・防衛政策を考察

するに必要な軍事史に関する概要を理解させる。」ことを主眼に軍事史コースを実施

中です。 

《Ⅰ種事務職職員研修》 

 ２６回目を迎えるⅠ種事務職職員研修（防衛理論研修）は、平成１５年９月２９日

（月）から１２月１２日（金）までの日程でスタートしました。 平成１３年度に入庁

した１１名の内部部局勤務Ⅰ種採用事務官に対し、「国際関係、戦略理論、軍事等に

関する基本的な知識の修得を通じ 、将来の我が国の防衛政策を総合的に考察する能力

を涵養させる。」ことを目的として行われるものです。 

 ２９日の開講行事にあたり、研修員は、入庁以来実務を通じて得た知識に加え、こ

の約二ヶ月の研修で、安全保障の基本をしっかりと学びたいとの意欲を力強く述べま

した。 

 

《防衛戦略研究会議の開催》 

９月１０日(水)、グランドヒル市谷において平成１５年度第１回防衛戦略研究会議

が開催されました。参加者は、委員１４名のほか、防衛庁から高見澤防衛政策課長、

防衛研究所からは、柳澤所長、鈴木副所長、近藤第１研究部長、林戦史部長が参加し、

約２時間にわたって充実した議論が行われました。 

 本会議は、平成１１年度に設置されて以降、定期的に実施してきていますが、本年

度は「イラク戦争後の同盟と日本の役割」をテーマとして４回の会議が予定されてい

ます。 

 会議は、事務局長である柳澤防衛研究所長の挨拶に始まり、議長である渡邉昭夫（財） 

平和・安全保障研究所理事長の司会によって進められました。 

会議の前半は、渡邉昭夫氏から「イラク戦争後の国連、同盟、有志連合」と題した報

告と問題提起を受けて議論が行われ、米国の国際戦略の動向と我が国の対応、有志連

合のあり方、国連改革の可能性等について意見が集中しました。後半は、高見澤防衛

政策課長による平成１５年度防衛白書の特徴等についての報告に続き、これに対する

質問を含めて防衛庁の業務に対する質問・意見交換が行われました。 

 最後に、平成１３～１４年度の成果報告の取り扱いと次回の予定について打ち合わ

せを行い、会議が閉会されました。 
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《中国人民解放軍国防大学研修団の来訪》 

 ９月８日（月）、中国人民解放軍国防大学副校長 許 志功陸軍少将を団長とする

研修団４３名が在京中国大使館武官とともに防衛研究所を来訪し、所長表敬及び意見

交換を行いました。同研修団の来訪は防研一般課程訪問との相互交流の位置付けにあ

り、昨年１２月に引き続き４回目となります。 

記念品を交換する許少将（右）と柳澤所長 

 意見交換は、第１研究部 宇都主任研究官の「イラク戦争の教訓」と題したブリー

フィングに続いて実施され、中国側から「イラク戦争が東アジアの安全保障環境や日

本の防衛政策に及ぼした影響」

「９．１１以降の日本の防衛戦略

の変化」「宇宙空間の軍事利用の

方向性」などについて活発な質問

がなされ、熱のこもった議論が行

われました。 

歓迎レセプションにおいては、

柳澤防衛研究所長からの「友好関

係を超えた戦略的パートナーを目

指して」との挨拶・乾杯に続き、

一部筆談を交えながらも双方言葉

の壁を乗り越えた意思疎通に努め、

終始和気あいあいとした雰囲気の中での歓談となりました。 

  

 

《ニュージーランド国防軍指揮幕僚大学研修団の来訪》 

 ９月１０日（水）、ニュージーランド国防軍司令部財源担当副部長 デービッド・

バムフィールド准将を研修団長とする国防軍指揮幕僚大学研修団４０名が在京大使館

武官とともに防衛研究所を来訪し、所長（代理：第１研究部長）表敬及び意見交換を

行いました。同研修団の訪問は今回がはじめてです。 

 意見交換は、第２研究部 佐藤主任

研究官による「地域安全保障が日本に

及ぼす影響について」と題した報告に

続いて実施され、約５０分間にわたっ

て数多くの論点について幅広い議論

が行われました。特に、北朝鮮問題や

イラク支援等に対する日本の対応に

質問・意見が集中し、中には「日本の意見交換中の研修団 
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国連安保理常任理事国入り」や「日本の核武装」について突っ込んだ質問もあり、議

論が白熱しました。 

 

 

《オーストラリア国防大学防衛戦略研修センター研修団の来訪》 

記念品を交換するバーサニー氏（左）と柳澤所長

９月１８日（木）、オーストラリア国防大学防衛戦略研究センター長ポール・バー

サニー氏を研修団長とする研修団 29

名が在京大使館武官とともに防衛研

究所を訪問し、所長表敬の後、意見

交換を行いました。意見交換は、第

２研究部 道下主任研究官の「北朝

鮮の核問題を巡る情勢」と題した報

告に引き続いて行われ、北朝鮮問題

を中心とした北東アジアの安全保障

問題について議論が行われました。

特に、朝鮮半島の統一の可能性と日

本の対応に質問が集中するとともに、

北東アジアの将来的な安全保障機構

の必要性についても意義深い質問がありました。このうち、北東アジアについては、

ＴＣＯＧ（日韓米３国調整グループ）やＫＥＤＯ（朝鮮半島エネルギー開発機構）の

ような個別具体的な対応が現実的で望ましいとの日本側の回答に理解を示していまし

た。 

 このあと、昼食会において更なる個別の議論により親睦を深め、研修団一行は目黒

基地を後にしました。 

   

 

《英国王立国防大学研修団の来訪》 

記帳されるアーマー氏（右） 

 ９月３０日（火）、英国王立国防大学教務主任ニコラス・アーマー氏を研修団長と

する研修団１２名が在京大使館武官と

ともに防衛研究所を訪問し、所長表敬

の後、意見交換を行いました。意見交

換は、第２研究部 川勝主任研究官に

よる「中国の国家目標と日本へのイン

プリケーション」と題した報告に引き

続いて行われ、東アジア地域の安全保
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障において日本が中国及び北朝鮮あるいはロシアをいかに見るか等について幅広い議

論がなされました。特に、北朝鮮の核開発問題の６か国協議における日・中の役割や

朝鮮半島の行方等について活発な質問がなされました。同研修団の訪問は昭和３８年

以降今回で３４回目となります。  

 

 

《研究会》 

○９月３日（水）、｢米国におけるオーラルヒストリーの現状｣と題した研究会が、政

策研究大学院大学特別研究員 武田 知巳 氏を講師として招聘し、防衛研究所のほ

か海上自衛隊幹部学校からの参加を得て実施されました。 

 この研究会は、当該テーマに関して造詣の深い部外有識者を招聘し、我が国の安全

保障政策史に関するオーラルヒストリーの作成に資することを狙いとしたものです。 

 研究会では、講師による「米国でのオーラルヒストリー現状調査とそこから学んだ

こと」「オーラルヒストリーの目的と方法」「オーラルヒストリーの利用法について」

という内容の講義に続いて活発な質疑応答が行われました。特に、オーラルヒストリ

ーという研究手法の活用法、聞き取りにおける留意事項等について質問が集まり、今

後、我が国の安全保障政策史に関するオーラルヒストリーを作成していくにあたって

極めて有意義な研究会となりました。 

 講師は、日本政治史の専門家であり、著書「重光葵と戦後政治」が学会から高い評

価を得ると同時に、政策研究大学院大学の C.O.E.オーラルヒストリー政策研究におい

て複数のプロジェクトに携わる等、日本における第一人者です。 

 

○９月１２日（金）、｢敗戦国の外交戦略－吉田外交とその継承者－｣をテーマとする

戦争史研究会が、京都大学教授 中西寛氏を講師として招聘し、実施されました。 

 この研究会は、今秋実施される第２回戦争史研究国際フォーラム｢日米戦略思想の系

譜｣に資することを目的としており、講師は当フォーラムにおいて当該テーマについて

発表を予定しております。 

 研究会では、講師から、｢敗戦国としての地位のからの脱出｣、｢反共封じ込め｣及び｢市

民生活の安定｣の三つの目標を吉田茂がいかに達成していったかについて｢対米依存｣

｢自尊心｣の観点から講義がなされ、その後質疑応答が行われました。特に、軍事力の

意義づけや対米関係に関する吉田ドクトリンの｢遺産｣が、今なお深い影響を及ぼして

いることが指摘され、きわめて現代的な示唆に富んだ研究会となりました。 

 講師は、著書『国際政治とは何か』で最近｢吉野作造賞｣を受賞するなど、国際政治

史、国際関係論に関する新進気鋭の研究者として活躍されています。 
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○9 月 25 日（木）、「ロシアの行方」をテーマとするロシア・東欧研究会が前在ロシ

ア防衛駐在官 荒瀬弘毅１等陸佐を講師に迎え、２０名あまりの参加者を得て実施さ

れました。 

 この研究会は、所指定研究に資するため、現地の実情を踏まえたロシアの行方に関

する専門的な意見を聞くとともに意見交換を行い、じ後の研究及び教育に資すること

を目的に行われました。 

研究会では、講師の３年間にわたるロシアでの勤務経験にもとづいた貴重なブリー

フィングの後、講師と参加者の間で熱心な意見交換が行われ、特に、ロシア軍の現状、

ロシア軍が考える将来の脅威等に関して貴重な成果を得るとともに、日露防衛交流の

あり方に関しても貴重な示唆を得ることができました。 

 講師は、防衛大学校２６期卒で、防衛研究所第４６期一般課程を卒業後、2000 年 6

月から 2003 年 7 月の間、防衛駐在官としてモスクワで勤務し、現在は陸上自衛隊幹部

学校教育部戦略教官室の教官として勤務されています。 

 

○９月３０日（火）、１０月１日（水）の２日間、ロシア科学アカデミー極東研究所

日本研究センター長 パヴリャチェンコ、ヴィクトル・ニコライヴィッチ氏を講師と

して招聘し、ロシア研究会が実施されました。 

この研究会は、所指定研究及び「東アジア戦略概観２００４」の執筆にあたっての

資を得るとともに、所員の専門的知識の向上及び調査研究の質的向上を図ることを目

的として実施したものです。 

初日は、「９・１１以後のロシアの対米政策」をテーマとし、パヴリャチェンコ氏

のほか、大東文化大学国際関係学部教授 松井弘明氏を招聘し、同氏による「９．１

１以降のロシアの対米政策」と題したブリーフィングに引き続いて、米露関係の現状

と将来について活発な意見交換が行われました。特に、米国による一極世界とロシア

の主張する多極世界について意見が集中しました。２日目は、パヴリャチェンコ氏に

よる「９．１１以降のロシアの国際安全保障概念及び軍事ドクトリンの改定動向」と

題した報告に続いて、国際環境が大きく変化する中でのロシアの軍事ドクトリンの改

定の方向性について有意義な議論が行われました。 

パヴリャチェンコ氏は、東アジア問題に関するロシアの専門家であり、ロシアの対

外・安全保障戦略や安全保障政策に関する多くの著書・論文を発表しておられます。 
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《第４１回「史料公開ニュース」 図書館》 

 防衛研究所では所蔵史料のうち、新たに公開した史料をホームページで紹介してい

ます。今月は、陸・海軍将校の日誌、回想録類の特集です。 

 公開史料の１例は､次のとおりです。 

１ 「第７０師団廣徳作戦資料」『内田孝行』（昭和４３年） 

   廣徳作戦（第７０師団関係）についての内田師団長の回想録 

２ 「支那事変、中央の対支関係」『稲田正純他』（昭和４２年） 

   中央の政戦略指導について記載した元作戦課長稲田大佐他の回想録 

３ 「ソロモン島作戦回想録」『今井秋次郎』（昭和４２年） 

   ソロモン島作戦で体験した諸事項を記載した筆者の回想録 

 

 詳しくは、防衛研究所（史料閲覧室）のホームページ＜www.nids.go.jp＞、第４１

回「史料公開ニュース」（掲載予定）をご覧下さい。 
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ブリーフィング・メモ 

本欄は、安全保障問題に関する読者の関心に応えると同時に、防衛研究所に対する理解を深め

ていただくために設けたものです。 

御承知のように『ブリーフィング』とは背景説明という意味を持ちますが、本欄が複雑な安全

保障問題を見ていただく上で参考となれば幸いです。 

なお、本欄における見解は防衛研究所を代表するものではありません。 

 

我が国の安全保障上の国益 

第１研究部第１研究室長 

故 長尾雄一郎 

１ 国益に関する議論の登場 

最近、国益に関する関心が高まっている。「我が国の国益が何か」という問題は

直接的には、イラク戦争支持をめぐる論争の中で登場した。イラク戦争の正当性を

国連安保理決議に求めることができない中で、「国益」の議論が出てきたという文

脈がある。しかし、論壇でも国益に関する議論が盛んになされるようになっており、

その背景にはいろいろな意味で日本に余裕がなくなり、安全保障のみならず、経済

社会にわたる諸般の問題について優先順位をつけざるを得ない状況に迫られている

ことがあると考えられる。 

 

２ マージナルな問題への注目 

  一般に国土防衛のような中核的な国益については議論の余地はないのであって、

マージナルな事項に関して、「国益に合致するか否か」の議論が発生しやすい。 

日本の防衛力の役割を見るとき、日本を中心に三層の同心円構造を考えることが

できる。もっとも中心にあるのが日本本土における我が国防衛の役割であり、その

次に周辺地域における対米協力のための後方地域支援の役割がある。そして、最外

部のいわば周辺外地域において国際安全保障（国際秩序形成･維持）のための役割が

あり、これは地理的制限のないグローバルな広がりを持つ役割となる。この国際安

全保障のための役割が国益との関連で論争的になる分野である。 

 

３ 我が国はどのような国を目指すのか 

 我が国は、いわば国として熟年期に入りつつあり、人口動態の将来趨勢では、日
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本では急速な高齢化とともに、2006 年をピークに人口が減少することが明らかにな

っている。急速な高齢化は社会保障費の膨張を軸に、資源配分の逼迫化の問題を提

起することになる。仮に一人あたりの国民所得（GDP）が現状と変らなくても、人口

が減少すれば、マクロ的に見て日本の国力が縮小することは間違いない。我が国で

は、人口減少といったハード面での国力縮小を見込んだ上で、イメージやブランド、

名声や評判といったソフト面で日本をアピールしようとする戦略が生まれつつある。

しかし、国家ブランドや名声といったものは一朝一夕で出来上がるものではなく、

日本がいかなる志を持ち、それを実現するためにどこまで本気であるかという、国

としての生き様と深く関わっている。 

 

４ 安定した国際秩序の形成と維持にかける日本の国益 

  国力を増強しつつある国家と国力が縮小しつつある国家とでは、国際関係にかか

わる国益が大きく異なる。一般に国力を増強しつつある国家は、自らの国力にふさ

わしいステータスを求めるものであり、他方、国力が縮小しつつある国家にとって、

安定した国際秩序の形成・維持が最高の国益となる。今後、国力の縮小が見込まれ

る中で、我が国は安定した国際秩序の形成･維持にいっそう大きな利害関係を持つよ

うになるが、単独で国際秩序の形成力を備えた国ではないため、国際協調の中で、

他国と協力しあい、自らの責任を果たすべき立場にある。 

  今後、国際秩序の形成･維持のために防衛力をいかに使うかという問題が先鋭化す

るだろう。国際安全保障のために防衛力を利用する場合、派遣将兵の中から犠牲者

が出るかもしれないという高いリスクを引き受けなければならない。イラク復興支

援法が成立し、これに基づいて陸自を派遣した場合、それはこれまでの自衛隊の海

外派遣に比べ、はるかに高いリスクをはらむものになろう。国際安全保障のための

国際協力の場はグローバルな広がりを持っており、「何故、そこまでリスクを払っ

て、かの地に自衛隊を派遣するのか、我が国の国益にどう結びつくのか」という問

いが生じるのは自然なことであるが、安定した国際秩序の形成・維持が、我が国の

国益であるならば、相当のリスクを引き受ける覚悟が必要になる。 

 

５ 国際秩序安定とリスク引受けの覚悟 

  イラク復興支援法は成立したものの、自衛隊の派遣について我が国では依然議論

が続いている。イラク戦争開戦前、国連安保理決議が得られず、開戦の正当性をめ

ぐって国際的な議論が展開された中、我が国は真っ先に米英への支持を打ち出し、

それに伴う政治的リスクを引き受けた。我が国は、大量破壊兵器と国際テロリズム

が国際安全保障上の重要問題になっていると認識し、米英への支持に伴うリスクを

引き受ける決断を下したのである。 
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  しかし、イラク復興支援法が成立した後になって、「安全でなければ派遣できな

い」という考えが勢いを増し、陸自の派遣見合わせの動きとなった。イラク戦争開

戦前に、多大の政治的リスクを引き受ける覚悟をして、米英を力強く支持しただけ

に、この後退姿勢はひときわ目立つものになっている。 

イラクに自衛隊を派遣するのは、あくまで復興支援のためであるが、それでも相

当のリスクを伴う。現在、イラクには米英を始めとする各国軍隊のみならず、世界

中の NGO の民間人も自らリスクを引き受け、イラク復興のために活躍している。安

全にこだわる我が国の姿勢は、高い志を持って世界各国から参加している民間人と

のリスクの共有すらできないことを示すことになる。 

 

６ 世界強国米国との同盟 

  我が国の対米関係上の最大の目標は、同盟を通じて、米国の力を借りることとな

る。しかし、それと同時に、単なる対米追随に堕することなく、同盟を通じて米国

の政策に対して影響力を行使し、また、個別具体的な問題において、我が国の国益

を貫くことも重要な目標となる。 

現在のように米国一極構造の下では、米国にとって、同盟国は軍事的には必ずし

も不可欠のものではなくなりつつある。同盟国はフォロワーとなり、米国の考える

国際秩序形成のために動員される対象となる。さらに注目すべき点は、イラク戦争

に際し、同盟の分化が見られたことである。すなわち、有志連合とアセット・アラ

イアンスへの分化が見られたが、その分岐点はリスク共有のいかんによる。価値観

のみならず、リスクを共有し得る国が米国と有志連合を形成し、そうでない国はア

セット・アライアンスにとどまることになる。 

米国に外部から影響力を及ぼすことは難しく、同盟関係を通じて内側から影響力

を及ぼすしかない。これが我が国にとって米国との同盟の持つ最大の利点である。

この利点を引き出すためには、我が国は米国とともに大きなリスクを共有しなけれ

ばならないし、こうしたリスクの共有が、我が国の国益を米国に認めさせる条件に

もなるのである。 

 

７ 恒久法制定の意義 

  日本が国力衰退に直面して成熟国家になればなるほど、国民は安定した国際秩序

の形成・維持が自国の国益であり、その国益実現のために世界強国米国の力を借り

る必要があることを深く自覚するようになることは間違いない。そして、この自覚

の高まりに伴い、国際秩序形成･維持に向けて、よりリスク・テイキングな姿勢で協

力するようになっていくだろう。恒久法制定によって、我が国は国際安全保障のた

めに積極的に、かつ機動的に協力することが可能になる。 
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この恒久法制定にあたっては、国連決議の有無と関係なく、日本側の政策判断に

よって少なくとも後方支援の実施が可能になるようにすべきである。もし、国連決

議や国際機関の要請がなければ、派遣の歯止めがなくなるというのであれば、国会

の関与を強めればよく、それは我が国の文民統制を成熟させることにもつながる。 

  恒久法が制定されても、我が国はあらゆる問題地域に介入すべきだということに

なるわけではない。一般論として、安定した国際秩序の形成・維持は我が国の国益

になるものの、あらゆる地域に介入することはオーバーコミットメントの愚を犯す

ことになる。「何故、その地に自衛隊を派遣するのか」の個別論の問いに答える絶

対的な基準はないが、検討のための実際的な尺度として二点挙げられよう。一つは

その問題に対する我が国自身の持つ利害の深さの程度である。二点目が米国との関

係である。今後、米国の力を借りようとするのであれば、そして、そのために米国

とのリスク共有が必要であると判断できるのであれば、介入を是とする決断があっ

てよい。 

  ところで、防衛力の運用のあり方であるが、現行憲法の理念に照らせば、非戦闘

任務が限度であろう。この非戦闘任務とは、米国で言われている MOOTW（Military 

Operations Other Than War）のことであり、それなりに高いリスクを伴う。防衛力

の役割の三層構造に引き付けていえば、その中核である日本防衛については、当然

に自衛隊は戦闘任務に入る。その戦闘任務が最強度のリスクを伴うものであっても、

それを受忍すべきことは自明のことである。しかし、国際安全保障のための役割に

ついては、非戦闘任務が限度となろう。しかし、この任務にも一定のリスクがつき

ものであり、我が国はリスク回避を図ることなく、誠意を持ってこの任務にあたら

なくてはならない。そのことは憲法改正問題との関係で重要な意味を持つ。仮に憲

法改正がなされて、現行の防衛力に関わる制約が外れたならば（集団的自衛権など）、

米国をはじめとする国際社会からいっそうの軍事的貢献が求められる可能性がある

が、その時、我が国は憲法を盾にしてリスク・フリーの活動に逃げ込むことはもは

やできなくなる。したがって、現行憲法の枠内での活動であっても、それに伴うリ

スクを全面的に引き受ける覚悟が国民の間に熟成されない限り、憲法改正は時期尚

早なのである。 

 

７ 米国との役割分担   

我が国が今後、本格的に国際安全保障の役割を果たすにあたって、米国とのロー

ルズ・アンド・ミッションの分担を明確にすることが必要である。現在、世界的に

見て米国とその同盟国との役割分担の方向が明確になりつつある。東チモールでは、

豪州が東チモール国際軍、引き続く平和維持活動で主力を担い、米国は主に後方支

援（ロジスティック）を担当した。その一方、アフガニスタン軍事作戦やイラク戦

 11



争のような大規模な戦闘を伴う軍事作戦では米国が主力をつとめた。 

 このように大規模な戦闘は米軍が、平和維持活動を始めとする非戦闘任務は同盟

国が担当するという構図が明確になりつつある。日本は従来から、日本防衛につい

ては「米軍が矛、自衛隊が盾」という役割分担を受入れてきたが、国際安全保障の

分野についても、米軍を中心とする世界的な役割分担の趨勢を踏まえて我が国の役

割を明確に位置付けるべきであろう。そのような我が国の役割の一つとして、例え

ば、海洋の国際秩序維持のための OPK（Ocean Peace Keeping）（注）が構想されてよ

いだろう。この構想は日本発のオリジナルなものであり、太平洋地域で定着すれば、

国際安全保障にイニシアティブを発揮する日本という名声の確立につながるであろ

う。 

（本稿は、故長尾雄一郎第１研究部第１研究室長が執筆した原稿を、坂口賀朗研究

調整官が編集し掲載するものである。） 

 

（注）OPK については、防衛研究所図書館長 高井 晉「OPK と海洋安全保障協力」 

『NIDS NEWS』平成 15 年６月号を参照してください。 
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