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・・・・・２００４年７月の主な出来事・・・・・ 

 

《新所長の着任》 

 

日（金）付けで、防衛研究所

一氏が着任いたしました。小

、昭和２３年生まれで、東京

。東京大学法学部卒業後、昭

防衛庁に入庁し、昭和６２年

画室企画官を務めました。そ

経歴としては、平成５年石川

長、平成１３年契約本部副本

１４年防衛施設庁次長、平成

教育局長などを歴任されています。 

着任の挨拶を述べる小林所長 

長は着任の辞の中で防研について、政策研究機関として質の高い研究成果の

とともに、最高教育機関としてのあり方の検討を進め、時代の要請に応えう

員一人一人の意識の確立を図って行きたい旨の抱負などを述べられました。 

澤協二前所長は、４月１日付で退職し、内閣官房副長官補（安全保障・危機

に任命されており、小林新所長着任までの間は飯原一樹防衛局長が所長事務

ておりました。 

 

 

 

 

《防衛研究所研究職職員募集中》 

の研究職職員を募集しています。受付期間は平成１６年９月１３

ある方の応募、関心のある方のお問い合わせをお待ちしています。

研究所職員（研究職）募集のお知らせ】をご覧下さい。 
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《第５０期特別課程》 

 

 第５０期特別課程は、７月５日（月）から２３日（金）の日程で、防衛庁各機関課

長クラスの職員１６名、将補・1 佐クラスの幹部自衛官１８名、他省庁課長クラスの

職員６名及び民間企業の職員１２名、計５２名の過去最大の規模の研修員をもって、

国際関係及び安全保障に関する研究を通じて、我が国の防衛についての認識を深める

ことを目標として実施されました。 

 ５日（月）の入所行事に始まり、守屋武昌防衛事務次官、石川亨統合幕僚会議議長、

軍事評論家 江畑謙介氏及び所内講師による講義のほか、セミナーや班討議が実施さ

れました。また、１４日（水）には陸上自衛隊東部方面総監部及び航空自衛隊第７航

空団・偵察航空隊、２０日（火）には硫黄島の現地研修を実施しました。 

２３日（金）には修了行事が実施され、研修員代表８名による所見発表に引続き、

鈴木陽副所長から研修員一人一人に修了証書が授与されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月９日

第４回日米

て以来、今

長も出席し

 

修了式風景
 

 

《日米テレビ会議の開催》 

 

（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

テレビ会議が実施されました。本会議は、昨年６月に第１回会議を開催し

回で４回目となります。今回は、セッションに入る前に高見澤防衛政策課

、「Japan’s Defense Posture Review」と題したブリーフィングと質疑応
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答を行うとともに、これに続いて、北朝鮮の核開発問題に関する６か国協議の概括と

今後の行方について意見交換を行いました。 

その後行われた２つのセッションに

おいては、「イラク問題処理における

米国の対応と日本の役割」（第１セッ

ション）及び「ＮＰＴ体制強化に向け

ての施策」（第２セッション）をテー

マとし、活発な議論が行われました。 

第１セッションでは、ＩＮＳＳ ヤ

ーフェ博士及びプリシュタップ博士に

よる「Iraq Transition」と題した発表

を受けて議論が行われ、主権移譲後の

イラク情勢の見通しについて、周辺諸国（特に、イラン、トルコ等）との関係やジハ

ード派とローカル集団との関係を含めて具体的な意見が交わされました。また、日本

のイラク復興支援に対しては、米国側から高い評価と感謝の意が示されました。 

テレビ会議システムを使用した会議の風景 

 第２セッションでは、防衛研究所研究部 吉崎主任研究官による「Nonproliferation 

and U.S.-Japan Relations」と題した発表を受けて議論が行われ、拡散安全保障イニ

シアティブ（ＰＳＩ）の今後の課題と取り組みを中心に、日米の役割と関係各国への

働きかけ等について意見が交わされました。 

 最後に、日米双方から、今後もフォローアップを続けていくこと、差し当たっては、

９月に防研において予定している日米韓３か国による研究会での再会を約して、会議

を終えました。 

 

 

《研究会》 

 

○７月１６日（金）、オハイオ州立大学名誉教授兼米国防衛分析研究所研究員 ウィリ

アムソン・マレー（Williamson Murray）氏を講師として招聘し、「Effects‐Based 

Operations」をテーマとする研究会が実施されました。 

「Effects－Based Operations」（ＥＢＯ）とは、軍事力を使用することによって達

成しようとしている政治目的を基準とした作戦のことです。第二次世界大戦以前まで遡

る概念ですが、湾岸戦争以降、改めて注目されるようになりました。ＥＢＯの戦略的な

側面、ＥＢＯに見られる政軍関係の重要性などについてマレー氏が発表された後、トラ

ンスフォーメーションに取り組む今日のアメリカにおけるＥＢＯの意義等について、マ

レー氏と防研側の参加者との間で活発な議論と意見交換が行われました。 
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・・・・・第５１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防研ウェブサイトで紹介し

ています。今月は、寺岡謹平海軍中将（兵４０期）の日誌回想の特集です。 

 公開史料は､次のとおりです。 

１ 史料題名等 

「昭１２支那事変随筆（上海海戦の陣中随筆）」『寺岡謹平』他５８冊 

２ 史料内容 

   寺岡謹平海軍中将（兵４０期）が昭和１２年７月支那事変勃発時から昭和２０年

８月大東亜戦争終戦時までの間の多彩な勤務を通じ、その時々の体験、見聞、所感を

記録されていたものを複製したもの。 

 

 詳しくは、防衛研究所（史料閲覧室）のウェブサイト＜www.nids.go.jp＞、第５１

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。 

 

主権移譲後のイラク情勢とアメリカの中東政策 

 

防衛研究所研究部第五研究室主任研究官 

小塚郁也 

 

はじめに 

 ６月２８日、本来の予定日であった３０日より２日早く、連合国暫定当局（CPA）か

らイラク暫定政権に対する主権移譲が実施された。米軍管理区域（グリーン・ゾーン）

での厳重な警戒の下、隠密裏に行われた式典では、CPA を代表するブレマー行政官よ

り主権移譲の文書を手渡された暫定政権のアイヤード・アラウィ首相が、治安状況を

コントロールする自信があることを明言した。しかし、それ以後約１ヶ月間を経た現

在のイラクの治安状況を見ても、事態のはっきりとした改善はなお実現されていない。

今春以降、むしろ勢力を拡大し、相互の連携を強めたテロリスト及び武装抵抗勢力は、

主権移譲後、治安安定化の責任が CPA からイラク暫定政権に引き継がれたことに伴っ

て、米軍や警察署といったハードな標的に直接損害を加える攻撃のみならず、暫定政

権高官や警察幹部の暗殺、外国人人質の拘束と殺害、石油パイプラインの破壊といっ

た、発足直後の暫定政権自体の治安維持能力を嘲笑し、そのイラク国民に対する権威

を失墜させるような巧妙な戦術を多用するようになっている。アブ・ムサブ・ザルカ

ウィら外国人テロリストからアラウィ首相自身が格好の標的にされているイラクの治

安の厳しい現実は、今後当分の間は継続するだろう。 

 

１ イラク暫定政権の治安安定化への取り組み 

 イラク暫定政権の立ち上げは、主権移譲の４週間前の６月１日に行われた。暫定政

権の首班に指名されたアラウィ氏は、イスラム教シーア派に所属し、亡命イラク人反

体制組織であったイラク国民合意（INA）書記長の現職にある。富裕な名家の出身で元

バース党員の経験を持っているが、旧サダム・フセイン政権と対立してロンドンに亡
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命した８０年代以降、米中央情報局（CIA）との密接な関係を構築し、９６年には CIA

の支援を受けてフセイン政権打倒を目指したクーデターを計画したが失敗した。その

際には、イラク国内の多数の協力者が処刑されたといわれる。 

 当初イラク暫定政権の人選のための調整に当っていたラフダル・ブラヒミ国連事務

総長特別顧問は、親米色の強いアラウィ氏の首相就任には難色を示していた。当初の

ブラヒミ案では、大統領と２人の副大統領、そして首相と各閣僚の人選においては、

宗派や民族、各政治勢力の派閥均衡人事を避け、実務能力が高く、来る選挙には立候

補しない中立的な人物が選出される予定であった。しかし、この国連案に関しては、

主権移譲後も影響力の維持を図りたいイラク統治評議会が強く反発し、結局、ブレマ

ー行政官の黙認の下、統治評議会が自らアラウィ氏を首相に選出し、一方的に公表し

てしまった。CIA と強いつながりを持つアラウィ氏の首相就任が確定すれば、イラク

統治に米国の影響力が色濃く残る可能性があるため、国連は困惑し、イラク戦争をめ

ぐって米国と対立した仏独などには反発の恐れもあった。しかし、現実的に統治評議

会各勢力の協力なしに有効な活動ができないブラヒミ特別顧問も、結局は統治評議会

の人選を追認せざるを得なかったのである。 

 イラク帰国後のアラウィ氏は、イラク国内における自らの政治基盤の強化に必ずし

も熱心ではなかったといわれる。ただ、彼の経歴から推測できることは、旧バース党

系の治安・軍関係者、CIA との関係が、今後のイラク統治における強力な支持基盤を

形成するということである。実際、アラウィ氏が率いるイラク暫定政権発足後のここ

２ヶ月間の政策は、治安回復最優先の強権発動色の強いものであった。６月１日の発

足式典での第一声でも、治安回復に向けて「敵と戦うために」連合国の支援を求める

ことが強調された。 

６月７日には、米軍との衝突を継続しているムクタダ・サドル師の民兵組織「マハ

ディ軍」を除く、クルド民主党（KDP）とクルド愛国同盟（PUK）のクルド人２大政党

が保有する「ペシュメルガ」、シーア派最大組織イラク・イスラム革命最高評議会

（SCIRI）の「バドル軍」など合計１０万人とされる民兵組織の９割を来年１月までに

解体し、国家の治安組織に編入することを、主要な政治勢力９派と合意したと発表し

た。また、武装勢力による要人暗殺（６月１２日のバッサム・クバ外務次官暗殺事件）

や自爆テロ（６月１７日のバグダッドでの自動車を使った連続自爆テロ、死者約４０

人）が相次いだため、７月７日には武装勢力の活動が活発で、市民生活が脅かされる

と暫定政権が判断した地域において原則６０日を期限とする非常事態令の発動などを

可能にする、国家安全法が発効した。アル＝ハッサン司法相は、また、サウジアラビ

アやヨルダン、シリア国籍の外国人テロリスト２９人を拘束したとも発表した。他方、

反米活動に加わったイラク人への恩赦の実施も予定されているが、これにはアメリカ

側から異論も出されている。 
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確かに、現時点では、治安を回復して悲惨な生活環境を改善してくれるならば、誰

でもいいから支持するというのがイラク国民の大多数の心境であろう。しかし、こう

したアメとムチを取り混ぜたやり方は、かつてのサダム・フセイン政権の最も得意と

した国民分断の統治手法をイラク国民に思い出させる可能性がある。流血のクーデタ

ーを何度も経験してきたイラクの歴史においては、アラウィ政権が親米的な独裁政権

に変貌しないという保証はどこにもない。イラクの民主化と政治プロセスの再建につ

いては、国連だけではなく、国際社会全体が厳しくその行方を見守っていく必要があ

るだろう。 

 

２ アメリカの中東政策 

 ９・１１テロ以降のアメリカ中東政策の特徴は様々に列挙できるが、軍事的に見れ

ば、（１）アル・カーイダなど国際テロリストの掃討、（２）かつてのアフガニスタ

ンやイラクなどテロ支援国家の体制変更、（３）アラビア半島を中心としたペルシャ

湾岸油田地帯でのアメリカの権益の確保（すなわち反米的な体制や地域覇権国の出現

阻止）、であり、また外交的に見れば、（４）中東のみならず、北アフリカ、中央ア

ジア、南アジアを含む拡大中東地域での民主化促進、（５）テロリストの手に渡る可

能性のある大量破壊兵器（WMD）の拡散阻止、（６）イスラエルの安全保障にコミット

しつつ、パレスチナ問題の解決を探ること、である。 

 これらの諸要素は、それぞれがアメリカの中東政策の個別的な目標を形成している

と共に、相互に関連し影響を及ぼしあい、あるときには両立可能であるが、またある

ときにはトレード・オフの関係にもなりうる。例えば、（１）と（５）の政策上の整

合性は高いが、（３）と（４）の論理必然的な結びつきは明らかではない。なぜなら、

急激な民主化政策の追及が、反米的なイスラム急進派の政治参加をかえって促進して

しまう可能性が高いからである（独立後初の複数政党制に基づく９０年６月の地方選

挙、９１年１２月の国民議会選挙でイスラム救国戦線が圧勝し、それが軍による議会

解散と内戦につながったアルジェリアの事例）。 

 また、（６）の要素は、政治的影響力の相対的に強い約６００万人のユダヤ人を抱

えるアメリカのもっぱら内政上の要請によるもので、現在のようにイスラエルの対パ

レスチナ政策が国際的な非難を浴びている状況では、アメリカ自身も国際社会で孤立

してしまう政治的なリスクを抱えることになる。７月２０日、国連総会はイスラエル

に対し、占領地ヨルダン川西岸での分離フェンス建設を国際法違反とした国際司法裁

判所（ICJ）の勧告的意見を遵守することを要求する決議を、賛成１５０、反対６、棄

権１０の圧倒的多数で採択したが、アメリカはイスラエルと共に反対投票を行い、イ

スラエルと対立するアラブ諸国のみならず、賛成側に回った全 EU 諸国や日本との立場

の相違を浮き彫りにした。（２）や（４）、（５）の政策を通じてアラブ諸国やイラ
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ンに厳しくイスラエルに甘いアメリカの「二重の基準」の問題は、今後も EU 諸国や我

が国との間で争点となるだろう。中東の民主化について言えば、６月にアメリカのジ

ョージア州シーアイランドで開催されたＧ８サミットで、「拡大中東・北アフリカ・

パートナーシップ」構想が、当初予定された中東北アフリカ諸国政府の頭越しで民主

化支援を推し進める内容から、アラブ諸国や EU 諸国の意向を取り入れ和らげられた内

容に変更され、イスラエル・パレスチナ紛争の解決に言及されたことが象徴的である。 

 

むすびにかえて 

 ９・１１テロの勃発以後、アメリカの中東政策はかなり軍事力中心で強圧的な色彩

を強めてきたことは否定しがたい。その背景には、９・１１テロによって、くしくも

我が国によるかつての真珠湾攻撃同様の精神的衝撃をアメリカ政府と国民が受けたこ

とがあるといわれる。そうしたテロに対する恐怖心と愛国的な熱情という集団心理的

な盛り上がりが、ブッシュ政権の単独での先制行動も辞さない外交姿勢やイラク戦争

遂行を支持する基盤となったことはいえるだろう。しかし、イラクでの戦後復興と民

主化が、軍事力の行使を中心としたブッシュ政権のイラク政策では到底成し遂げられ

ない事実にアメリカ国民も気付きつつある。アメリカ中東政策の幾分かの軌道修正は、

大統領選直後にも起こりうるかもしれない。 

（２００４年７月３０日脱稿） 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 
10 月大統領選挙へ向けたアフガニスタン・カルザイ政権の内政・外交 

 

防衛研究所研究部第五研究室助手 

湯浅 剛 

 

１ 剣が峰に立つカルザイ大統領 

今秋、ターリバーン政権崩壊後のアフガニスタンでの平和構築は一つの区切りを迎

えようとしている。２００１年末のボン合意で示されたスケジュールにあるように、

民主的な国政選挙が１０月にも実施される予定であり、これをもって現在の移行政権

は役割を終えることとなる。しかし、選挙が近づくにつれ、国内の混乱も目立つよう

になってきており、後述のように若干のスケジュールの変更をきたしている。米国主

導で打ち出された国家再建プロセスの一つの締めくくりであるこの選挙は、カーブル

のカルザイ政権はもとよりアフガニスタン国家の成否をはかるうえでも重要な節目に
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なる。ここでは、その現状と問題点について、この数ヶ月間のカルザイ政権、アフガ

ニスタン駐留国際治安支援部隊（ISAF）の展開をはじめとする欧米や日本の動静を中

心に整理してみたい。 

カルザイ大統領をはじめ政府関係者が折に触れて指摘する、安定化のための「３つ

の課題」というものがある。テロリズム、民兵（一部の軍閥）、そして麻薬である。

これらを取り除くことによって初めてアフガニスタンは統一国家としての安定がもた

らされる、というのである。しかし、カルザイ政権はこれらの不安定要因を効果的に

排除する道筋を見出しえないまま時を過ごしている。 

今年６月１５日、カルザイはシーアイランドＧ８首脳会議へのゲスト参加に続き、

ワシントンでブッシュ米国大統領と会見した。共同記者会見の席上、ブッシュは「ア

フガニスタンはもはやテロリストの温床ではない」とカルザイ政権３年間の成果を強

調した。しかし、記者から寄せられるアフガニスタン関連の質問は、国内情勢の不安

や政権と軍閥の関係に集中した。これに対しカルザイは、秋に予定されている国政選

挙を平和裏に遂行し、国民を民主化されたよりよい未来に導くことが自分の仕事であ

ることを強調し、また軍閥を一括して否定的に扱うべきではなく、中には尊敬を受け

る指導者もいると反論した。 

この訪米を含め、選挙に向けたカルザイの布石は、しばらくの間外交という形であ

らわれた。６月末に彼はイスタンブールでの北大西洋条約機構（NATO）首脳会議にゲ

スト参加し、ISAF 増派の早期実現を求めた。 

 

２ ISAF 増員をめぐる思惑 

 ターリバーン政権崩壊後のアフガニスタンには、首都カーブルとその周辺の治安維

持を主たる目的として、欧州諸国を中心とする ISAF が２００１年１２月の国連安保理

決議にもとづき展開している。２００３年８月以降は正式に NATO 主導下の部隊となり、

より常設的な性格を帯びるようになっている。ISAF の発足以来、カルザイ政権は再三

にわたって同部隊の派遣規模と活動範囲の拡大を要請していた。NATO も一般的な方針

として、既に首都以外の地方にまで活動を拡大する意向を示しているものの、アフガ

ニスタンに要員を派遣している各加盟国が地方情勢不安を危惧し、大規模な増派に踏

み切ることはなかった。 

 イスタンブール首脳会議初日（２８日）、NATO はきたるアフガニスタン大統領選挙

に向け ISAF の要員を現状の約６,５００名から１０,０００人に増員すると表明した。

カルザイはこれに一応の満足を示すが、アフガン国民がより多くの要員派遣を望んで

いること、また、９月までに増派を実現してほしいことを加盟国首脳に向け主張した。

最終的にまとめられた共同声明で具体的な増員数が示されることはなかったが、「地

方復興チーム」（PRT）の増設、有権者登録をはじめとする選挙実施のための支援が明
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記された。PRT とは、カーブル政府による統制の拡張と治安維持を目的としてアフガ

ニスタン各地に設置される小規模部隊で、２００４年１月にドイツ軍が主導して北部

クンドゥスに設置された。今次サミットを契機に、マザーレ・シャリーフ、マイナマ

（以上、英国主導）、ファイザバード（ドイツ主導）、バグラム（オランダ主導）と

いった北部および西部の拠点に、計７００名以上の規模で ISAF は以下の PRT が設置さ

れることとなっている。この PRT の展開に加え、今回の ISAF の拡大は、スペイン軍に

よる緊急即応部隊とイタリア軍による戦域内の（すなわち、アフガニスタン領内には

当面駐留しない）作戦待機部隊の派遣を見込んだものである。報道によれば、仏伊両

軍の増員はそれぞれ約１,０００名程度の規模になる模様である。 

アフガニスタン国内への実質的な増派が２,０００名程度のものにとどまること、ま

た派遣される要員の約半数の展開期間が選挙をまたぐ８週間というきわめて短期間と

されていることは、カーブル政府の立場からすれば不十分な増員方針と言わざるを得

ない。しかし、少なからぬ NATO 諸国が執拗に ISAF 増員を求めるカルザイの姿に批判

的な中で、NATO 加盟国間の中でアフガニスタンでの活動規模の拡大という方針が維持

されてきたことは、イラクでの要員派遣方針について欧米間に亀裂があるのと比べ注

目すべきであろう。「イラクのようにアフガニスタンを破綻させる余裕をわれわれは

持ち合わせていない」（デホープスヘッフェル NATO 事務総長）という思いは強い。ISAF

とは別に２００４年に入ってからアフガニスタン駐留米軍はおよそ２万人に増えたが、

カーブル政府による国内統制のため一層の自助努力を要求しつつも、NATO 諸国がアフ

ガニスタン情勢を重視し要員派遣を維持する方針は、今後も継続するものと考えられ

る。 

 

３ 混迷続く国家建設と大統領選挙の展望 

有権者登録作業の停滞やカーブル政府による地方情勢の把握の不徹底などから国政

選挙をはじめとする復興スケジュールは当初の予定より遅れている。本年 1 月に採択

された新憲法では、大統領と議会（下院）選挙を同時に実施するよう努めることが明

記されていたが、７月になってカルザイは同時選挙を断念し、議会選挙については来

年４月頃の実施にすることとなった。大統領選挙についても当初の予定から幾分遅く

なり１０月９日に実施することとなった。 

大統領候補者は２名の副大統領候補を指名することとなっているが、７月２６日、

カルザイは大統領選挙への自身の立候補にあたって、現職副大統領であるハリリ（ハ

ザラ人）を指名する一方で、現職の副大統領で国防相を兼任していたファヒーム（タ

ジク人）をしりぞけ、やはりタジク人であるマスウード駐露大使を副大統領候補に指

名した。「パンシェールの獅子」として名を馳せ、９.１１事件の直前に暗殺された旧

北部同盟のマスウード司令官の実弟である。もう一人の副大統領候補として指名した

 10  



のは現職のハリリ副大統領（ハザラ人）であった。選から漏れたファヒームは反改革

派と見なされており、現政権に否定的な軍閥とも接点のある人物といわれている。カ

ルザイは大統領再選に向け、旧北部同盟の指導者の一人であるラッバーニー元大統領

や西部ヘラート州知事であるイスマーイール・ハーンといった主要地方勢力指導者の

支持を取りつけている。 

カルザイ再選の可能性が高い中で、同政権に求められていることは、来たる国政選

挙が公正かつ民主的に実施されたとの評価を内外から受け、国家建設のための政権基

盤をより磐石なものとすることである。その意味では、２３名の大統領候補者の中で

もドゥストム（国防次官、マザーレ・シャリーフを拠点とする軍閥。ウズベク人）、

カヌーニ（前教育相、タジク人）といった有力候補の選挙戦と、選挙後の彼ら自身の

対応に注目すべきであろう。特にカヌーニは、前述の副大統領候補指名から漏れたフ

ァヒームから支持を取り付け、状況によってはカルザイとの対立色を強くさせる可能

性がある。２０年以上にわたるアフガニスタンの内戦が、「武器なき内戦」である民

主的選挙に取って代わることができるかどうかは、これらの主要指導者の認識に大き

くかかっているといえる。 

アフガニスタンの国家建設は、結局のところ前述の３つの課題と共存しながら進行

させざるを得ない。ターリバーン残党の潜伏地域に近い南部を中心に、今後選挙が近

づくにつれ反政府勢力によってテロが頻発する可能性がある。また、「民兵」と呼ば

れるカーブル政府とは一線を画する武装勢力は、依然各地で勢力を維持している。こ

れに関連して UNAMA（国連アフガニスタン支援ミッション）と協力して日本政府も担

当している武装解除・動員解除・社会復帰（DDR）事業は、カーブル政府の脆弱さ、軍

閥にとっての「旨味」の欠如などから遅々とした作業となっている。一部の軍閥やそ

こに社会的にも経済的にも組み込まれているアフガニスタンの住民にとっては、効率

的に利益を得ることのできる麻薬の生産と密輸こそ、自身の生存にとって不可欠の生

業なのである。 

以上のような状況から判断すれば、前述のカーブル政府の指摘する３つの課題とは、

アフガニスタン社会に深く根ざした複合的な不安定要因であり、即刻解消できる対象

ではない。わが国は前述の DDR を含め総額約７億９,０００万ドル（２００４年５月現

在）の対アフガニスタン復興支援を実施しているところである。これは前述の DDR を

含め、麻薬対策やインフラ、農業・灌漑整備などを含め、アフガニスタンの複合的不

安定要因の解消を包括的に進めることをめざしたものである。日本は支援方針策定や

実施規模の点で主導的な立場にあるといえる。混乱の続く現実を甘受しつつも、新憲

法に基づく政治体制の確立と合法的な経済活動を漸進的に浸透させることが、カーブ

ル政府、そして日本を含めた支援諸国の長期的な課題である。 

（２００４年８月１１日脱稿） 
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防衛研究所職員（研究職）募集案内 
 

『選考採用』 

 

防衛研究所では、今年度、教育及び研究行政に関わる業務を行う職員（研究職）を募集します。 

 

採用分野 米国の安全保障及び国防政策（日米防衛関係を含む。） 

採用予定者数 １名 

受験資格 (1) 昭和４２年４月１日以前に生まれた者で、調査研究に従事した経験を

有し、採用分野に係る研究論文又は研究論文に準ずる研究業績等（以下

「提出論文等」という。）を提出できるもの。 

 (2) 英語について、「ＴＯＥＦＬ」５８０点（ＣＢＴ方式換算２３７点）

以上、又はこれに相当する語学力を有する者 

受付期間 平成１６年８月１３日（金）～平成１６年９月１３日（月） 

試験日、試験種目 (1) 第１次試験：平成１６年９月１３日（月）までに提出された提出論文

等による審査 

 (2) 第２次試験：平成１６年１０月中旬、口述試験及び身体検査 

   ※ 第２次試験の細部については、第１次試験合格通知書で通

知します。 

試験場 防衛庁防衛研究所 

 

細部については、下記までお問い合わせ下さるか、防衛研究所ホームページ

（http://www.nids.go.jp）でご確認下さい。 

〒153-8648  東京都目黒区中目黒２－２－１ 防衛庁防衛研究所総務課人事係 

TEL03-5721-7005(内線 6527) 

 

 

 

 
 

※ 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 

※ 防衛研究所ウェブサイト：http://www.nids.go.jp 
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