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・・・・・２００４年６月の主な出来事・・・・・ 

 

《第５１期一般課程修了式》 

日（金）、石破防衛庁長官はじめ多数の来賓の出席を得て、第５１期一般課

を講堂において挙行しました。 

は、海上自衛隊東京音楽隊の演奏による国歌斉唱の後、防衛研究所長事務代

研修員への修了証書授与及び式辞に続き、防衛庁長官から訓示を、来賓を代

統合幕僚会議議長から祝辞を頂いた後、研修員を代表して武谷１等陸佐が感

修の成果及び今後の決意を力強く述べました。 

所を大会議室に移して、和やかな雰囲気の中懇談会が実施され、懇談会終了

研修員は、海上自衛隊東京音楽隊の演奏と多数の職員の拍手に見送られなが

れの任地に向け防衛研究所を後にしました。 

訓示を行う石破防衛庁長官 修了式風景 

般課程は、６月４日（金）まで共同研究、６日（日）から１３日（日）まで

国」、「韓国・中国」、「マレーシア・フィリピン」の３コースに分かれて、

修を実施しました。帰国後、１０ヶ月間にわたる研修の締めくくりとして、
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１５日（火）から２２日（火）までの間、各研修員による課題論文発表を、２４日（木）

に国外現地研修発表会及び飯原防衛研究所長事務代理による講話を実施し、全ての教育

を終了しました。 

 

 

《第５１期一般課程国外現地研修》 

 

６月６日(日)から１３日(日)の間、第５１期一般課程の研修員は、訪問国の軍事、政

治、社会等にわたる幅広い研修を通じて、国際感覚を養うとともに、我が国の安全保障

を考える上での知見を得ることを目的に、３つの研修団に分かれて米国、韓国・中国、

マレーシア・フィリピンにおいてそれぞれ国外現地研修を実施しました。 

各訪問国では、国防省、国防大学及び種々の軍事施設等を研修し、それぞれの国防組

織の概要、任務遂行状況、将来の課題等に関して訪問国の実態を把握するとともに安全

保障に関する見識を深め、今後の防衛政策を考える上で意義深い資を得ることができま

した。 

 

１ 米国（団長 小野原教育部長以下１４名） 

 今回の米国研修は、ワシントンＤＣ、ニューヨーク、ホノルルの３ヶ所を訪問す

る６泊８日の研修となりました。 

ワシントンＤＣでは、国防大学（Ｎ

ＤＵ）を訪問し、その主要機関の一つ

である国家戦略大学（ＮＷＣ）におい

て、国防大学の教育とアジア太平洋の

戦略環境等について、ＮＷＣの教授及

び学生並びに国家戦略研究所（ＩＮＳ

Ｓ）の研究者との意見交換を行いまし

た。また、ワシントンＤＣに所在する

多数の著名な建造物やアーリントン

国立墓地、スミソニアン博物館群等を

見学し、凝縮された米国を肌で感じました。 

NWC における意見交換の様子 

次にニューヨークでは、国連本部の見学に引き続いてＰＫＯ局軍事計画部及びＵ

ＮＭＯＶＩＣに派遣されている自衛官からブリーフィングを受け、その後、国連本

部及び国連日本政府代表部の邦人職員との懇談を行いました。その中で、国際協力

における自衛隊への期待の大きさを改めて感じるとともに、多国間外交の先端にお

られる邦人職員の苦労を伺い知ることができました。 
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最後の訪問先となったホノルルでは、故レーガン元大統領の葬儀で休日となった

にもかかわらず予定通り研修は実施されました。 

米太平洋軍司令部第５部(ＰＡＣＯＭ Ｊ―５)においては、概要説明に引き続い

てアジア太平洋地域における安全保障環境と今後の日米同盟について意見交換を実

施しました。アジア太平洋安全保障センター(ＡＰＣＳＳ)においても、概要説明に

引き続いて、ＡＰＣＳＳの教授陣との間で意見交換が行われ、特に、将来の日米関

係について活発に意見が交わされました。 

イラク戦争後の治安維持、テロとの戦いをはじめ、あらゆる面で世界をリードす

る米国の現状を垣間見るとともに、そのスケールの大きさを実感できた研修でした。 

 

２ 韓国・中国（団長 林戦史部長以下２３名） 

６月７日に韓国入りをした研修団はまず、ソウルの日本国大使館で米韓同盟の将来に

ついて説明を受けました。 

翌８日、戦争記念館、国立墓地を見学した後に訪問した韓国国防大学では、韓国にお

ける若年層の北朝鮮脅威認識、在韓米軍の配置換えが日韓両国の安全保障に及ぼす影響

等について有意義な意見交換を行いました。 

９日が韓国研修の最終日となりましたが、研修団は板門店を見学し、非武装地帯（Ｄ

ＭＺ）における南北対峙状況を直接確認する機会を得ました。 

この他に研修団は７日と８日に景福宮、青瓦台等で史跡研修も行いました。 

１０日朝、中国・北京に移動した研修団はまず日本国大使館を訪問し、防衛駐在武官

から人民解放軍の編成、階級など、意見交換・部隊研修を行う上で参考となる事項につ

いての説明を受けました。 

翌１１日、研修団は空軍第２４師団

及び北京軍区第６砲兵旅団を訪問し、

両部隊の訓練展示等を見学しました。 

人民解放軍陸軍砲兵第６旅団で栄誉礼を受ける 

林 研修団長（右端） 

部隊研修に引き続いて研修団は国

防大学を訪問し、大学教授及び学生

（防研の特別課程研修員に相当する

少将～上校）と実施した意見交換にお

いて、国際協力における医療部隊の運

用、米軍の世界的な軍事態勢見直し、

日米同盟等について活発な議論が行

われました。 

１２日と１３日にかけて、研修団は

軍事博物館及び抗日記念館を訪問した他、史跡研修として盧溝橋等を見学しました。 
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地勢的に我が国の近隣国であり、安全保障上重要な影響を及ぼす韓国及び中国の情勢

を実地に研修することにより、最近の日韓の政治・経済・文化等の多角的な交流が進ん

でいる現状や、板門店における南北軍事的対峙の現実、米韓同盟の将来に対する韓国の

不安、我が国の歴史認識に対する中国の考え方、日米同盟強化等に対する中国の対応等、

韓国及び中国の様々な実情を直に確認することができ、それぞれの国の理解を深める上

で有意義な研修となりました。 

 

３ マレーシア・フィリピン（団長 小川研究部長以下１６名） 

東南アジア方面に向かった研修団は６月７日に、まずマレーシア国軍司令部を訪問し

ました。マレーシアの安全保障に携わる機関（国王・内閣・国家安全保障会議・国防省

等）の組織・役割・機能等についての説明を受けた後、マレーシアを取り巻く地域大国

（米国、日本、中国、インド）の動向、テロ組織による脅威、南シナ海の島嶼の領有権

問題などをはじめとする東南アジア情勢、マレーシアの安全保障に影響を及ぼすアジ

ア・太平洋地域の戦略的・地政学的情勢等に関してブリーフィングを受けました。 

次に訪問したマレーシア国防大学校では、学校長スタルジ海軍准将を表敬し、米国の

テロ対策、パレスチナ問題、イラク復興における国連の関与などについての学校長の意

見を伺いました。その後、国防大学校の組織、役割、機能について概要説明を受けまし

た。 

その後、研修団は国際海事局において、国際海事局及びその下部組織の海賊報告セン

ターの任務や最近の海賊の状況等についてブリーフィングを受けました。 

翌８日、研修団はマレーシア陸軍第３師団司令部を訪問し、同師団の機械化や密輸・

不法入国対処を中心とする、平時における役割の増大等に関するブリーフィングを受け

ました。その後、第１０空挺旅団のサバイバル訓練センターを見学し、ジャングル内で

の自活に必要な有用植物や食糧調達方法等について、森林内の実コースで具体的な説明

を受けました。 

９日にフィリピンに移動した研修団一行は翌１０日、に国防省でフィリピンの防衛政

策に関するブリーフィングを受けた後、国防長官を交えた懇談会に参加しました。その

中でフィリピンの戦略環境、主要な安全保障問題、フィリピン防衛政策の目的、国際的

な防衛及び安全保障への関与等について議論が行われました。 

研修団は次に国軍司令部を訪問し、フィリピン軍の任務、機能、編成及び諸活動の概

要説明を受けました。 

次の訪問先・国防大学校では、研修団は同大学校の組織と役割についての説明を受け

た後、「大量破壊兵器、テロリズムと安全保障協力」に関する自由討論に参加し、東南

アジアにおける大量破壊兵器の拡散防止、船舶航路の安全確保、「９・１１」を境とし

たテロ行為の変化の有無について活発な意見交換を行いました。 
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意見交換の模様 

６月１１日、研修団は第二次世界大

戦の激戦地・コレヒドール島で実施

された史跡研修で、要塞跡等を見学

し、翌日、全日程を終了して帰国し

ました。 

マレーシア及びフィリピンにおけ

る研修を通じて、両国の政府・軍の

要人から国防政策や安全保障問題等

について、我が国の安全保障を考察

する上で示唆に富む有意義な意見交

換ができたものと思われます。また、

様々な史跡を見学し、市民の生活ぶりなど、それぞれの国情を肌で感じ取る機会にも恵

まれ、国際感覚を養うとともに、我が国の安全保障を考える上での知見を得るという、

研修の当初の目的を達成することができました。 

フィリピン・コレヒドール島戦没者慰霊の碑 

 

《東アジア安全保障シンポジウム（ＳＥＡＳ）研修団の来訪》 

 

６月４日（金）、東アジア安全保障シ

ンポジウム（ＳＥＡＳ）研修団一行が、

防研を訪問しました。ＳＥＡＳは、東ア

ジアの安全保障と同地域における米軍

の役割に対する理解増進を目的として、

１９８６年から米太平洋軍と国務省が

共催するプログラムで、過去には防研の

研究者も参加しています。 

今回ＳＥＡＳに参加した２０ヶ国２

９名の研修員は、ホノルルを起点として、

東京、ソウル、北京、マニラに滞在し、米軍施設や国防関係機関、シンクタンク等を

約１ヶ月かけて訪問します。日本での訪問地は、米軍横田基地、横須賀基地、外務省、

防衛庁、平和・安全保障研究所、防衛大学校です。防研には平成４年以降、毎年来訪

しており、今回が９回目です。 

鈴木副所長への表敬に続き、過去のＳＥＡＳ参加者でもある兵頭主任研究官が防研

の概況を説明した後、東アジアの多国間の安保枠組みに関して山下助手がブリーフィ

ングを行い、引き続いて東アジアの安全保障問題や国際社会における日本の役割等に

関して、活発な意見交換を実施しました。 
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・・・・・第５０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、陸軍関係者の日誌、回想録の特集です。 

 公開史料の１例は､次のとおりです。 

１ 「神田正種中将回想録」『神田正種』（昭和３３年） 

   筆者の旧軍に関する回想録 

２ 「要塞兵備に関する回想録」『北島驥子雄』（昭和３１年） 

   筆者の要塞兵備に関する回想録 

３ 「永見俊徳回想録１／６～６／６（６冊）」『永見俊徳』（昭和４７年） 

   筆者の旧軍（大正８年～昭和１８．５）に関する回想録 

 

 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５０

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、複雑な安全保障問

題を見ていただく上で本欄が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。 

 

最近の米ロ関係 

 

防衛研究所研究部第五研究室長 

坂口賀朗 

（２００４年７月執筆） 

 

ソ連崩壊によって生まれた新生ロシアにどのように接するかは、米国の政権にとっ

て難しい問題であった。ソ連崩壊後の一時期、米国は、ロシアが市場経済化と民主化

の改革を進めれば、ロシアは根本的に変わるという一種の幻想を抱いていた。しかし、

ロシアの本質はなかなか変わることはなく、エリツィンの改革は迷走し、西側でもロ

シア国内でも改革に対する幻滅が広がった。 

プーチンの登場によりロシアは安定と秩序を回復したが、その政治体制はますます

権威主義的になりつつある。２００４年のロシア大統領選挙の際のプーチン政権によ

るマス・メディア統制の動きに対し、ライス大統領補佐官やパウエル国務長官ら米国

の要人が、ロシアの民主主義のあり方に懸念を表明したことからもそれが窺われる。 

しかし、こうしたロシア内政の動きに対する米側の懸念にもかかわらず、米ロ関係

は緊密化してきている。こうした傾向は、とりわけ米国同時多発テロ事件（以下９・

１１事件）後、顕著である。以下、９・１１事件後の米ロ協調関係を生み出した背景

と今後の米ロ関係の展開について考える。 

 

１ プーチンの対米姿勢 

 唯一の超大国となった米国との関係が自国の対外政策における最重要課題であるこ

とはほとんどの国に共通している。ロシアも例外ではない。ソ連指導部も、新生ロシ

アの指導部も、一義的には欧州、そしてその先の米国を向いて対外政策を考えている

点では一貫している。しかし、ロシアの２人の指導者、エリツィンとプーチンの対米

関係へのアプローチを比較すると、際立った違いが存在するように見受けられる。エ

 7  



リツィンは、ソ連時代の指導部の一角を占めていた人物であったため、米国との対等

意識を払拭できず、米国と軋轢を起こすことがしばしばあった。他方、プーチンは、

ロシアが米国に比べ弱体化した現実を受け入れ、ロシアの国力回復のために米国と無

益な軋轢を起こさないようにしている。同時にプーチンは、エネルギー資源等、ロシ

アが保有する数少ないカードを使っていかに国際的な影響力を維持するかに腐心して

いる。 

９・１１事件はプーチンにとって対米関係を強化する絶好の機会となった。プーチ

ンがエリツィンから政権を引継いだ時、ロシアの対外政策の方向は、欧米重視のそれ

ではなかった。欧米との一体化を目指したエリツィン時代初期の改革が挫折した結果、

エリツィン時代後半の対外政策は欧米と一線を画す方向へと流れを変えていたからで

ある。エリツィンは米国一国主義を牽制するために中国との戦略的協調関係を重視し

た。プーチンは、米ロ関係が必ずしもよくなかった時に政権を引継ぎ、まずは、CIS

や旧ソ連と関係が深かった国との関係を再構築し、欧州そして米国との関係改善を模

索するという、エリツィンとは逆のプロセスで外交を進めることになったのである。

こうした時に起こったのが９・１１事件であった。 

 

２ 米ロの戦略的利益の接近 

９・１１事件後、米ロの戦略的、地政学的利益の接近が見られ、こうした利益の共

有が米ロ協調関係の推進力になっている。 

第１は、イスラム過激主義の脅威に対する共通の認識の確立である。チェチェン問

題を抱えるロシアは、９・１１事件以前からイスラム過激主義の脅威を深刻に受け止

めていたが、米国はロシアのこうした脅威認識には理解を示さなかった。しかし、９・

１１事件後、この脅威を体験した米国は、国際テロリズムの撲滅を安全保障の重要な

課題に据え、ロシアのチェチェン軍事作戦にも理解を示すようになった。 

第２は、中央アジアをめぐる米ロの地政学的利益の接近である。ロシアは、自国へ

のイスラム過激主義の浸透を阻止するため、中央アジア地域へのイスラム過激主義の

拡大を押さえ込む必要がある。米国も、アフガニスタンがイスラム過激派の温床にな

ったことから、この地域の新興諸国の安定のために関与する必要があることを認識し

た。米ロ両国は、この地域で協力することが双方の戦略的利益に合致することを理解

しはじめたのであり、こうした考え方は、ソ連時代からのこの地域への影響力拡大を

めざす米・ソ（ロ）間のゼロ・サムゲーム的な地政戦略的考え方とは根本的に異なる

ものである。 

 第３は、エネルギー戦略上の利益の接近である。プーチンのエネルギー戦略は、欧

米諸国に対するエネルギーの安定した供給者になることによって、エネルギー資源と

いうロシアが持つ有力なカードを欧米諸国との関係強化に使おうとするものであり、
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石油の輸入元を多角化したい米国と利害が一致したのである。２００２年５月のモス

クワでの米ロ首脳会談では、エネルギー分野での協力が謳われている。 

 

３ 米ロ軍事関係の進展 

 ２００４年５月１７日から５月２２日まで、米国とロシアはモスクワ近郊のソルネ

チノゴルスク演習場で、共同演習「トルガウ―２００４」を行った。この指揮所演習

は、ロシア地上軍、在欧米陸軍各１個旅団が参加し、ロシア一般兵科軍大学第一副校

長ポタポフ中将と南欧米陸軍作戦部隊司令官カミヤ准将の統裁の下、米ロ両軍が国連

の枠組みの中で第３国を防衛するという想定に基づいて行われた。また米ロ両軍は、

この演習の目的として、統一司令部における共同活動の際の両国の軍人の相互連携の

向上を掲げたのである。 

今回の共同演習によって、両国は、冷戦後の信頼感を向上させる目的の演習を行う

段階から共同行動のための実際的演習を行う段階へと軍事関係を発展させつつあるこ

とを示した。最終日に演習を視察したコルミリツェフ・ロシア地上軍総司令官とベル

在欧米陸軍司令官は、両軍の相互関係の発展の重要性に言及したのである。コルミリ

ツェフ総司令官は、世界の様々な地域で平和創造、対テロ等の作戦に参加するために

米ロ間で作戦レベル、戦術レベルの相互運用性を高める演習を行うことが重要である

と述べている。 

 もう一つ注目すべき点は、ロシアが、ブッシュ政権の進める拡散防止構想（PSI）に

参加したことである。２００４年５月、ボルトン国務次官がモスクワを訪問し、PSI

へのロシアの参加問題を協議した後、ロシアは参加を正式に表明した。ロシア外務省

の当局者は、PSI は、国際的な不拡散体制の強化を促すものであるとの肯定的な評価

を与えた。このボルトン次官がモスクワを訪問した際の米ロ協議で、イランの核開発

問題も大きな論点になった。イランの原子力発電所建設にはロシアが関わっており、

この点に関し米ロ間に利害の対立が存在するが、イランの核兵器開発を防止する点で

は、米国とロシアの立場に違いはない。ボルトン次官も、この点での米ロ間の戦略的

利益は一致していると発言している。 

 

４ 米ロ関係の展望 

他方で、プーチン自身も認めているように、米ロは、必ずしも利害が一致していな

い諸問題を抱えていることも事実であるが、現状は、９・１１事件後の戦略的、地政

学的利益の接近が、両国の利害の違いを後景に追いやっているといえよう。長期的に

こうした利害の違いが顕著になってくる可能性は排除できないが、両国がテロとの闘

いという終わりなき作戦を重視し続ける限り、双方の利害の不一致に基づく軋轢は表

面的、戦術的なもので、遠からず修復されるとみる方が妥当と思われる。 
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ここでは今後米ロ間に軋轢を起こす可能性のある要因をあげてみよう。 

第１は、ブッシュ政権の先制攻撃論をめぐる評価である。ロシアは先制攻撃の考え

方をまったく否定しているわけではない。ただ、ロシアの議論は、先制攻撃の対象と

なる脅威が差し迫っている場合という条件つきであり、しかも、バルエフスキー参謀

総長の指摘によれば、米国は｢悪の枢軸｣というかたちで最初から先制攻撃の対象とな

りうる相手を名指ししているが、ロシアはこうした相手をあらかじめ想定することは

していない。 

第２は、９・１１事件後のロシアの対米協調に対する米国からの見返りが乏しいと

の反発がロシア国内にあることである。NATO のバルト３国への拡大に対し、ロシア軍

部は依然強く反発している。バルエフスキー参謀総長は、欧州通常戦力（CFE）条約（注）

の締約国でないバルト３国の NATO 加盟は、同条約が欧州にもたらした軍事的安定を損

なう恐れがあると述べている。さらに彼は、ロシアの対米協力が、すべての問題でロ

シアが米国に譲歩することを意味しないと警告している。ただし、この問題では NATO

側もバルト３国の CFE への加盟が実現するまで、この地域に新たな軍事インフラを置

かないことを約束している。また、NATO はロシアとの対テロ協力を含む軍事面での協

力を進めようとしている。 

第３は、中央アジアへの米軍の駐留が長期化する可能性である。米国内にはこの地

域への米軍駐留の長期化を求める意見がある。これに対し､ロシアは米軍駐留の長期化

には反対している。９・１１事件後の米ロ協調が進む中で弱まっているように思われ

る、この地域をめぐる米ロの伝統的な地政戦略が再びぶつかり合う可能性は否定でき

ない。将来、ロシアの国力が回復すれば、米国が対ロ封じ込め戦略を再びとる可能性

がある。しかし、こうした可能性は相当先のことになると考えるべきであろう。 

 イラク問題にみられたような米国とロシアの対立を強調しすぎてはならない。米国

とロシアの戦略的利益は接近しており、表面的な対立があっても、協調関係は相当長

期にわたって続くと考えるべきであろう。 

 

（注）正式名称は、Treaty on Conventional Armed Forces in Europe。冷戦時の東西

両陣営の対峙を前提として、NATO とワルシャワ条約機構（WTO）との間で低いレベル

での通常戦力の均衡を図ることを目的とした軍備管理・軍縮条約。１９９０年１１月

に調印されたが、その後、冷戦終結に伴う WTO の消滅等の状況の変化を受け、従来の

東西両ブロックごとの戦力保有制限を国別の保有制限に変える合意がなされた。旧ソ

連諸国は、１９９２年５月、ソ連に割り当てられた戦力保有枠を再配分する協議を行

ったが、バルト３国はこの協議に参加せず、事実上、CFE による戦力保有制限が適用

されない地域になっている。 
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・・・・・・・・・・・・・・ 

編集後記 

ＮＩＤＳ･ＮＥＷＳの発行号数についてですが、前号までは、「第７７号」というよう

に通算発行号数を記載していましたが、発行時期を明確にするために、今回から発行

年月により表示することといたしました。 
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