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《国際安全保障コロキアムの開催》 

１１月６日（木）から７日（金）の間、防衛研究所において「国際安全保障コロキ

アム」が開催されました。このコロキアムは、国内外の著名な有識者を招聘し、安全

保障問題に関する専門的な報告及び討議を行う会議で、平成１１年に第１回が開催さ

れて以来、今年で５回目を迎えるものです。今回は、「イラク戦争後の同盟の在り方」

と題し、オーストラリア、ドイツ、韓国、英国及び米国の５か国から専門家を招聘し、

各国もしくは地域の視点から見た同盟の将来とその在り方等について多角的な視点か

らの報告と討論を行いました。 

「同盟の在り方」というテー

マについては、今年３月、同じ

５か国から研究者を招聘して

実施した国際ワークショップ

に続くものです。前回は、９．

１１以後イラク戦争前の情勢

において同テーマを議論しま

したが、今回は、その成果を踏

まえ、イラク戦争後の新たな状

況に着目しつつ更に議論を深

めることを狙いとしました。 

１日目の会議では、近藤第１研究部長（議長）からの主旨説明に続いて柳澤所長の

開会挨拶及び問題提起があり、その後、「ヨーロッパの同盟」「アジア・太平洋地域

の同盟」「日米同盟」をそれぞれテーマとした３つのセッション及び総合討議におい

て活発な意見交換・議論が行われました。 

第１セッションでは、欧州と米国の戦略文化が異なることによる同盟関係への影響

やＮＡＴＯにおける軍事力の役割等について、第２セッションでは、米韓同盟の動向

やアジア太平洋地域の同盟の手がかり等について、第３セッションでは、新たな脅威
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認識の下における同盟の在り方等について、同盟国間の軍事能力に格差が生じている

現状を踏まえつつ活発な意見交換が行われ、将来の日米同盟の在り方等に関する検討

の資を得ることができました。 

２日目は、フォローアップ会議として実施され、前日の議論を更に深めるものとな

りました。 

 

各セッションにおける発表テーマ、発表者は以下のとおりです。 

<第１セッション：ヨーロッパの同盟> 

○テーマ「ドイツから見た同盟の将来」 

 発表者：ドイツ国際安全保障政策研究所コンサルタント 

 クラウス・ヴィースマン退役中将     

○テーマ「英国から見た同盟の将来」 

 発表者：ロンドン大学ＬＳＥ校教授 クリストファー・コーカー博士 

 

<第２セッション：アジア・太平洋地域の同盟> 

○テーマ「オーストラリアから見た同盟の将来」  

 発表者：クイーンズランド大学教授 ロドニー・ライオン博士 

○テーマ「韓国から見た同盟の将来」 

 発表者：韓国国防研究院責任研究委員 金 昌秀 博士 

 

<第３セッション：日米同盟> 

○テーマ「米国から見た日米同盟の将来」 

 発表者：米国国防大学国家戦略研究所特別客員研究員 

 ラスト・Ｍ・デミング大使 

○テーマ「日本から見た日米同盟の将来」 

 発表者：防衛研究所第２研究部主任研究官 佐藤 丙午 

 

なお、各セッションの細部については、防衛研究所企画室（連絡先は 終ページに

記載）までお問い合わせください。 

 

《第１０回アジア・太平洋諸国安全保障セミナー（ＡＰＳＳ）の開催》 

１１月１６日（日）から２９日（土）までの２週間にわたり、第１０回アジア・太

平洋諸国安全保障セミナーが防衛研究所において開催されました。 

 本セミナーは、参加各国軍人との意見交換・交流により相互信頼を深め、将来に向

けての信頼醸成の一助とするとともに、幹部自衛官の国際性の向上とアジア・太平洋
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地域の安全保障に資することを目的として毎年開催されているものです。 

 今回は１８か国から大佐・中佐を中心とする１８名の軍人が参加し、また、日本側

から統幕事務局、各自衛隊及び防研（一般課程学生）の陸海空１・２佐自衛官１０名

が参加しました。 

 セミナーは、研究会と現地研修から構成され、研究会はそれぞれのテーマを持つ研

究会Ⅰ「各国の防衛政策」、研究会Ⅱ「アジア・太平洋地域における安全保障協力の

推進」、研究会Ⅲ「総合討議」及び議長総括に区分されて行なわれました。 

 また、参議院議員 武見敬三氏

による「アジア・太平洋地域にお

ける安全保障協力の推進」と題す

る基調講演では、国家安全保障、

協調的安全保障、人間の安全保障

という３つの視点が提示されま

した。 

総合討議の風景 

研究会Ⅰは、各国参加者からの

発表の後、２個グループに分かれ

てグループ討議を行うという方

式で２日間実施し、２日目に総括

として全体討議を行いました。 

 研究会Ⅱ・Ⅲにおいては、高まりつつある国際テロへの関心が反映され、各国間の

政策調整やＰＳＩ（拡散安全保障イニシアティブ）のような措置への議論が活発に行

われました。また、アジア太平洋諸国の安全保障対話を強化するため、ＡＳＥＡＮ地

域フォーラム（ＡＲＦ）の機能強化や国防相会議の定例化等について具体的提案がな

されました。 後に、研究会の締めくくりとして、小野原教育部長がまとめた議長総

括を来年のＡＲＦ国防大学校長会議へ提出することにつき参加者から合意を得ました。 

 現地研修では、陸自富士学

校、海自呉・江田島地区、空

自浜松基地の研修のほか、広

島、京都において日本の伝統

芸能を含む文化歴史研修を行

い、自衛隊及び日本の文化・

歴史等に対する理解と認識を

深めました。 

陸自富士学校での現地研修 

今回のセミナー参加国は、

オーストラリア、カンボディ

 3



ア、カナダ、中国、インド、インドネシア、韓国、ラオス、マレイシア、モンゴル、

ミャンマー、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、ロシア、シンガポール、

タイ、アメリカの１８か国でした。 

 

《日中防衛研究交流の開催》 

１１月１１日（火）から１２日（水）の間、中国国防大学科学研究部副部長 武 桂

馥（ウー グィフ）少将及び中国国防大学戦略研究所研究員（専門:北東アジアの安全

保障）郭 新（グォ シンニン）上校を招聘し、日中防衛研究交流が実施されました。 

意見交換会の様子 

第１セッションにおいて

は「朝鮮半島の非核化へ向

けた日中協力」をテーマと

し、中国側：武少将、防研

側：第２研究部 道下主任

研究官からそれぞれの国の

観点からの報告を受けて意

見交換が行われ、我が国に

とって も重要な懸案事項

である北朝鮮問題について、

北朝鮮と特別な関係にある

中国の研究者と有意義な議

論を行うことができました。特に、６か国協議における日中双方の役割、北朝鮮に対

する安全の保証、北朝鮮の改革・開放の可能性等について活発な意見交換が行われま

した。 

第２セッションにおいては「米国の軍事戦略」をテーマとし、中国側：武少将、日

本側：第１研究部 小川主任研究官からのそれぞれの報告に引き続いて意見交換が行

われ、ミサイル防衛や先制武力行使を中心に、米国の軍事戦略について日中間で幅広

い意見交換を行うことができました。 

また、今後の日中防衛研究交流の更なる発展について忌憚のない意見交換を行い、

研究会を終了しました。 

 

《第２回日米テレビ会議の実施》 

 １１月１４日（金）、防衛研究所と米国国防大学 国家戦略研究所（ＩＮＳＳ）と

の間で第２回日米テレビ会議が実施されました。本会議は、今年６月の第１回会議に

続くもので、テーマについては、第１回に引き続き「イラク問題」（第１セッション）

及び「北朝鮮問題」（第２セッション）を取り上げましたが、議事進行と発表は相互
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主義に基づき、第１回と入れ替えて日本側が「イラク問題」、米国側が「北朝鮮問題」

を担当しました。 

テレビ会議システムを使用した会議の風景 

 第１セッションでは、第２研究部 小塚主任研究官の「イラク戦争後の中東情勢」

と題した報告を受けて意見交換が行われ、イラクの現状と今後の復興の課題、特に治

安の回復と主権委譲の段取

り等について具体的な意見

が交わされました。 

 第２セッションでは、ＩＮ

ＳＳ プリシュタップ博士

の「北朝鮮の核による挑戦」

と題した報告を受けて意見

交換が行われ、６か国協議に

おける中国の役割、「安全の

保証」の文書化等に関し、日

米双方の立場から意義深い

議論が行われました。 

 約２時間有効な議論が実施できたことに加え、フラナガンＩＮＳＳ所長から次回開

催の提案もあり、今後の更なる進展が期待されます。 

 

 

《イスラマバード政策研究所副所長の来訪》 

記帳されるボッカリ氏 

１１月２０日（木）、イスラマバード政策研究所副所長 イムテイアズ Ｈ．ボッ

カリ氏が防衛研究所を訪問し、所

長表敬されました。同研究所は、

パキスタン、南アジア及び世界情

勢に影響を及ぼす重要な国内及び

国際的政治戦略問題を分析評価す

る研究機関であり、１９９９年に

設立されました。 

 所長表敬中の懇談においては、

柳澤所長が先月パキスタンを訪問

した際の印象やカシミール問題、

パキスタンの対米、対インド政策

等について幅広く意見交換が行われました。また、パキスタン国防大学と防衛研究所

との留学生の交流について話題に上りました。 
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《上海社会科学院アジア太平洋研究所副所長の来訪》 

 １１月２１日（金）、上海社会科学院アジア太平洋研究所副所長 王 少普（ワン 

シャオプ）氏が防衛研究所を訪問され、所長表敬に引き続き意見交換を行いました。 

懇談中の王 副所長（左）と柳澤所長 

所長表敬においては、王 副所

長から、北朝鮮問題をうまく乗り

切れば北東アジアは更に発展す

るであろうとの認識が示されま

した。また意見交換の場において

は、「北朝鮮の核問題と朝鮮半島

における日中の役割」をテーマに、

本問題に関する北朝鮮と米国の

今後の対応について日中双方か

ら見た認識を確認するとともに、

日中双方の役割について活発な

議論が行われました。特に、６か国協議における北朝鮮の「安全の保障」の文書化に

関しては、拉致問題や弾道ミサイルの脅威といった日本の立場を踏まえた上での枠組

み作りの可能性等について、熱のこもった議論が行われました。 後に、王 副所長

から、今後の継続的な交流を期待する旨の発言があり、意見交換を終了しました。 

 

《フランス外務省アジア太平洋局長の来訪》 

柳澤所長と懇談するダナ局長 

 １１月２６（火）、フランス外務省アジア太平洋局長 ティエリー・ダナ氏はじめ

４名が防衛研究所を訪問し、所長表敬と意見交換を行いました。ダナ局長は、所長表

敬時からイラク問題や北朝鮮問題について中長期的な観点からの見通しについて強い

興味を示されました。意見交換にお

いても、まず北朝鮮問題における日

本の役割の重要性について敷衍し

た後、北朝鮮問題における中国の役

割と今後の安全保障体制への影響

や、北東アジア地域における米国の

軍事的プレゼンスの変化の可能性

等について論点が提示され、これら

を中心に有意義な意見交換が行わ

れました。 後に、ダナ局長から、

北朝鮮問題に関していずれは欧州

諸国も役割が果たせるであろうとのコメントを得て意見交換を終了しました。 
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《研究会》 

○１１月２０日（木）、防衛研究所客員研究員 黄 鍾洙（ファン ジョンス）韓国

陸軍大佐を講師とし、｢韓半島安保の展望と韓国軍の発展方向｣と題した朝鮮半島研究

会が実施されました。 

 この研究会は、北朝鮮の核開発問題や２００３年８月に韓国大統領が新たに打ち出

した「自主国防」政策等の情勢を踏まえて開催するもので、黄大佐が今年５月に防衛

研究所に客員研究員として招聘されて以来研究を進められてきたテーマに焦点をあて

たものです。 

 研究会は、講師による報告（①北朝鮮北東アジアの安全保障情勢についての概観と

主要国の動向 ②北朝鮮体制の変化と展望 ③韓国軍の発展方向）を受けて活発な意

見交換が行われました。参加者の質問や意見は、報告の核心となる韓国軍の発展方向

において主要課題と位置付けられた「世界化と軍事革新」に集中し、特に、世界化と

いう方向性の中で、米韓同盟、自主防衛、国連といったものをいかに位置付けていく

かについて活発な意見交換が行われました。 

 講師は、１１月２９日（土）をもって客員研究員としての期間を終え、韓国に帰国

されました。 

 

○１１月２５日（火）、シンガポール国防戦略研究所 アンドリュー・タン教授を講

師として招聘し、｢東南アジアの武器調達｣と題した研究会が実施されました。 

 この研究会は、東南アジアにおける武器調達及び軍の近代化に関する 新の情報に

ついて意見交換することにより、「東アジア戦略概観 ２００４」執筆の資とするこ

とを狙いに実施するものです。 

 研究会では、講師から「東南アジアにおける軍の近代化の動向」と題し、東南アジ

ア諸国における武器の近代化の現状と動向について、各国の特性を踏まえたブリーフ

ィングを受け、引き続いて活発な質疑応答・意見交換が行われました。特に、東南ア

ジア諸国の多くが複数の先進国から武器を調達している現状に鑑み、インターオペラ

ビリテイについてどのように考えているのかといった点についての意見が多く出され

ました。 

 講師は、東南アジアの政治・経済及び安全保障研究の第一人者であり、これまでに

も防衛研究所における研究会、東南アジア地域との防衛研究交流等に参加しています。 
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《第５１期一般課程》 

一般課程は、１０月２７日（月）から１１月１４日（金）まで「科学技術の現状と

趨勢を理解させ、我が国の安全保障に及ぼす影響について考察させる。」ことを主眼

に科学技術コースを実施しました。 

１１月２１日（金）には、東京近郊在住の大学院生等２８名を当研究所に迎え、Ⅰ

種事務職職員研修員とともに、安全保障について意見交換を行う「大学院生等との交

流セミナー」を実施しました。 

また、１１月２５日（火）には、「陸上自衛隊化学学校を研修し、化学兵器をはじ

めとする大量破壊兵器について理解するとともに、昨今の国際関係における大量破壊

兵器に係る諸問題への認識を深める。」ことを目的に大宮地区現地研修を、１１月２

６日（水）から１１月２７日（木）には、「中京地区に所在する防衛産業及び部隊を

研修し、防衛産業等の実状を認識させる。」ことを目的に中京地区現地研修を実施し

ました。 

 

《第４３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、陸軍及び海軍関係者の日誌・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 「甲谷悦男大佐回想録」『甲谷悦男』（昭和２９年） 

   大東亜戦争の初期、大本営陸軍部第１５課長たりし筆者の回想録 

２ 「東条英機大将大森拘禁所内における感慨」『東条英機』（昭和４４年） 

   参謀本部総務課長たりし榊原大佐が東条大将の口述（２０年１１月）を２０年１

２月に筆書した史料 

３ 「海軍勤務回想（一～三）海軍中将小林仁」『小林仁』（昭和５１年） 

   小林中将の海軍兵学校以降の海軍勤務について記録した史料 

 

 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４３

回「史料公開ニュース」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。 

 

北朝鮮の経済改革と日本による経済協力のあり方 

 

第２研究部第３研究室長

室岡 鉄夫 

 

 本ニュースが発行される頃、北京では第２回六者会合が開催されているであろうか。

本稿執筆時点（12 月初旬）ではまだそのメドが立っていないが、仮に開催されていた

としても、現実的かつ も楽観的なストーリーとしては、北朝鮮側が核開発放棄の意

向があることを、米国側が他の参加国とともに北朝鮮の安全を保証する文書を作成す

る用意があることを、それぞれ表明し、協議の継続を約束し合うというあたりであろ

う。 

 今後このプロセスがさらに前進することを期待したいが、その中では北朝鮮核放棄

の「促進剤」として、あるいは「代償」として、日本による財政貢献や経済援助を期

待する声が内外で強まる可能性も否定できない。だが日本が経済協力を実行するまで

には、核問題以外にも解決されたり、検討されるべき問題が残されている。第一に言

うまでもなく、日本政府がその解決なくして国交正常化も経済協力もあり得ないと明

言している拉致問題である（もっとも六者プロセスと国内世論の狭間で日本政府が苦

しい決断を迫られる可能性はあるかもしれない。1998 年８月のテポドンミサイル発射

から２か月で朝鮮半島エネルギー開発機構<KEDO>への経費負担を決定せざるを得なか

ったことを想起されたい）。第二に弾道ミサイルや化学・生物兵器といった日本の安

全に直結した問題が放置されてはならないだろう。 

 第三に日本が提供する援助が、北朝鮮の軍事ではなく民生向上に役立つのかどうか。

実は対北朝鮮経済協力の有用性を説く者の多くには、ある種の前提がある。それは北

朝鮮が軍事優先から経済開発へと政策転換を行いつつある、というものである。その

証拠として引用されるのが、北朝鮮が 2002 年７月１日に開始した経済改革である。そ
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れならば、この経済改革はどのような性格を持っているのか、それは「先軍政治」を

溶解させうるものなのか。 

 2002 年７月改革の直接的な始点は、2001 年 10 月３日に金正日総書記が党や国家機

関の幹部たちに与えた「教示」にある。総書記は「社会主義原則を確固として守りな

がら も大きな実利を得られるように」「経済管理を改善」することを命じ、さまざ

まなアイデアを示した。主なものは①経済計画の策定において重要指標は国家計画委

員会が、細部指標は省、地方などが担当、②地方工場が生産した消費財の価格は、国

家・上級機関による基準・監督の下、当該工場が決定、③資材供給では計画を基本と

するものの、過不足の生じる一部の原資材、部品などは社会主義物資交流市場を通じ

企業間で融通、④計画において質、原価・利潤・財政などを重視し、企業では独立採

算制を厳格に適用、⑤分配は、平均主義を止め、成果に応じて実施、⑥無償供給や福

祉を大幅縮小し、勤労者は自らの収入で食糧やサービスを購入、⑦物価と賃金を全面

的に改定、などである。 

 これらのうち⑦が 2002 年７月１日に実施された。例えばコメについて、政府買い入

れ価格を１キログラム当たり 0.8 ウォンから 40 ウォンへ約 50 倍、小売価格を同じく

0.08 ウォンから 44 ウォンへ約 550 倍引き上げた。また労働者の賃金を月平均 110 ウ

ォンから 2,000 ウォンへと約 18 倍引き上げた。これと並行して、労働者には⑤の成果

給が適用されるようになった。同年８月１日には、通貨ウォンの公定レートが大幅に

切り下げられた。１ドル 2.15 ウォンが 150 ウォンとなり（当時の闇レートは 200 ウォ

ン）、外貨兌換券が廃止された。 

 これら一連のアイデアや措置の主な狙いは、労働者に対する物質的インセンティブ

を強化したり、企業間で市場機能を部分的に利用したりすることにより、生産性・効

率性を高めることにあったといえる。しかも計画経済の枠内で、あるいは計画経済建

て直しのために、である。そのことはコメの政府買い入れ価格の設定の仕方によく現

れていた。それは１キログラム 47～49 ウォンの闇価格につられ、闇市場に流れ出して

いたコメを再び国営流通ルートに引き戻すことを目指すものだったといえる。 

 闇市場という言葉を使ったが、これについては注記が必要であろう。かつての北朝

鮮では農村を集団化する一方、農家に一定の自留地（北朝鮮ではソ連風に住宅付属地

と呼ぶ）を許し、そこで生産される野菜などを農民市場と呼ぶ市場で売ることを認め

てきた。計画経済ではまかないきれない消費品を補うための、旧ソ連から学んだ知恵

であった。その後、計画経済のマヒのため、遅くとも 1990 年代にはこの農民市場では

ほとんどあらゆる商品が売買されるようになった。制度が想定していない品目が取り

扱われているという点に着目すれば、農民市場が闇市場化したということになる。 

 2002 年７月の経済改革に話を戻すならば、価格改定による闇市退治のもくろみは奏

効しなかったようで、2003 年３月以降はむしろ「市場」の機能を活用していく方向が
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打ち出されるようになる。同月からは「工業製品も流通している実情を反映」して農

民市場を「市場」と呼ぶようになり、11 月の南北経済協力推進委員会では平壌におい

て国営の市場を試験的に運営していることを韓国代表に明らかにしている。この間、

外国訪問客によっても市場の興隆が確認されている。 

 いずれにしても、このように見ていくと北朝鮮は「市場経済化」を着々と進めてい

るかのように思われる。しかしそうした見方にはいくつかの異なるレベルでの疑問を

呈しておきたい。 

 まず市場化の進展が見られるのは、消費財部門に限られているということである。

2001 年 10 月３日教示の③に言う社会主義物資交流市場なるものが、北朝鮮や旧ソ連・

東欧圏において企業間での原料・部品のやりくりに活躍した資材引受員（トルカーチ）

以上の機能を果たしていることを示す報道等はまだ見られない。 

 今後、市場化がさらに拡大していく可能性についてはどうか。中国の改革・開放や

ベトナムのドイモイは、リーダーシップの交代、党の内部・公式機関でのディベート、

学者の意見表明などを通じ、経済における危機を認識し、改革のアイデアを生んでい

った。 

 こうしたメカニズムが北朝鮮にはなく、あるいはその作動までにはきわめて長い時

間を要する。指導者の地位は世襲されており、金正日にとって改革、すなわち既存路

線の変更は正統性の損傷という高いコストを払わなければならない。「唯一思想体

系」の下、官僚や学者の作文は金日成・金正日の「お言葉」の引用と解説という形に

限られている。 

 経済改革の成功のためには外国投資の誘致が必要であるが、そのために不可欠な統

計などの情報も公開されていない。2001 年 10 月３日教示や 2002 年７月改革の内容で

すら明確には発表されていないのだ。 

 経済改革の成果を相殺するような政策も目立つ。例えば国民に公債を購入させた上

でそれを献納させるというものがある。さらなる市場経済化のために不可欠な私有財

産権の認定に逆行する動きといえる。 

 試行錯誤があるにせよ、軍事優先から経済開発へと政策の重点を移している、とい

う見方についてはどうか。北朝鮮の公式論調を読む限り、先軍政治は「永遠に握り続

けるべき」路線、金正日体制と表裏一体のものである。その中で経済は「飴玉ではな

く鉄砲玉を作る道」、すなわち国防工業を 優先するものとされている。北朝鮮にと

って経済改革・開発と軍建設は排他的なものではなく、むしろ後者のために前者が必

要とされているといってよい。 

 そのように考えるならば（拉致問題を持ち出すまでもなく）北朝鮮に対する経済支

援はきわめて慎重に検討されるべきである。KEDO の発電所が完成したとして、その

2000 メガワットの電力を流せる送配電網が北朝鮮にはないことにわれわれは後知恵
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で気づかされた。この教訓を踏まえるとき、支援に先だっては時間をかけての徹底し

た調査が不可欠である。その上で非軍事化、改革促進、民生向上といったわれわれ側

の条件を受け入れさせるための北朝鮮との協議が行われるべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 記事に関する御意見、御質問等は下記へお寄せ下さい。 

なお、記事の無断引用はお断りします。 

防衛研究所企画室 

専用線 : ８－７５－６５２２、６５８８ 

外 線 : ０３－３７１３－５９１２ 

ＦＡＸ : ０３－３７１３－６１４９ 

E-mail :  nidsnews@nids.go.jp 

� 防衛研究所ホームページ：http://www.nids.go.jp 
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