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・・・・・２０１６年７～１２月の主な行事・・・・・ 

 

≪ 防衛研究所の市ヶ谷移転 ≫ 

 

 

防衛研究所は、平成２８年８月に目黒地区から防衛省が所在する市ヶ谷地区に移転しました。防

衛研究所は、昭和２７年に保安庁保安研修所として創設され越中島において発足し、昭和３３年に

目黒に移駐してから約５９年にわたります。その間に組織名も防衛研修所、そして防衛研究所と改

称し、内部組織の改編を行いつつ、日本の防衛政策立案に資するため政策的研究・分析及び戦史に

関する研究を行うとともに、防衛省・自衛隊の最高学府として一般課程及び特別課程等の教育を行

い、これまで約４，８００名の修了者を輩出しました。 

８月３０日には、防衛研究所の市ヶ谷地区移転を祝し、記念式典が挙行されました。式典では稲

田朋美防衛大臣をはじめ、多数の来賓にお越しいただきました。本式典において稲田大臣からは、

今後自衛隊を取り巻く環境が厳しさを増す中、将来の安全保障環境を的確に見通す分析力や従来の
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発想にとらわれない柔軟な創造力に資する斬新な調査研究をおこなうとともに、防衛省最高級の教

育機関として、高い専門的知見と広い国際的視野を持った人材の育成と、今回の移転を機に、ます

ます内局や各幕等への政策的な支援の充実を期待する旨の祝辞をいただきました。中村範明防衛研

究所長は、今回の移転を機に本省と一層連携を密にし、防衛省のシンクタンクとしての機能を強化

するとともに、直面する政策課題に適時、適切に対応できるよう努めていきたいと述べました。 

 

移転に先立ち、７月２８日に閉所式が行われ

ました。式典は、本省より若宮健嗣防衛副大臣

のほか、歴代の所長・副所長等多数の来賓にお

越しいただき、盛大に執り行うことができまし

た。若宮副大臣からは、引き続き防衛省のシン

クタンクとして斬新な調査研究、さらなる戦史

の研究、そして防衛省・自衛隊最高級の教育機

関として期待すること及び、市ヶ谷地区移転後

政策的な支援の充実を期待する旨の訓示をい

ただきました。また中村所長は、国際交流と情

報発信を通じて、防衛研究所が日本の安全保障政策においてゆるぎない地位を確立できたのは、歴

代所長を始めとする諸先輩の御努力のおかげと感謝し、市ヶ谷地区に移転後も心新たに努力するこ

とを強調しました。 

 

    Ｆ１棟正面（市ヶ谷地区側）       Ｆ２棟正面（加賀門側 ※一般の方の入口） 

 

防衛研究所新庁舎は、防衛省市ヶ谷地区の北側に位置し、Ｆ１・Ｆ２の２棟から成ります。Ｆ１

棟は地上６階地下２階建て、延べ面積約１１，０００平方メートルであり、企画部、研究３部、戦

史研究センター及び戦史史料庫のほか、６階には約２００名収容できる同時通訳ブースを備えた国

際会議場が設けられました。史料閲覧室は１階にあり、検索・閲覧端末の増加やレファレンスカウ

ンターの設置など、より利用者の視点に立った施設になっています。Ｆ２棟は地上５階地下１階建

て、延べ面積約７，６００平方メートルであり、教育施設と防衛省職員用の研究図書室を配置して

います。 

新庁舎へのアクセスにつきましては、防衛研究所のウェブサイトをご参照下さい。

（http://www.nids.mod.go.jp/access/index.html） 
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≪ 中村新所長着任行事 ≫ 

 

７月１日、防衛研究所の新所長として中村範

明 前・防衛大学校副校長（企画・管理担当）

が着任しました。 

着任挨拶において中村所長は、間近に迫った

防衛研究所の円滑な移転の実施、移転に伴う本

省との適切な関係の構築と、それらにともなう

具体的な課題等について把握・対処していく旨

を強調するとともに、風通しのよい組織を目指

すことを職員に求めました。 

なお鈴木良之前所長は、同日付で人事教育局    

長に転任しました。 

 

 

・・・・・２０１６年７～１２月の主な研究会・・・・・ 

 

 

≪ 安全保障国際シンポジウム ≫ 

 

 

７月２５日、平成２８年度の安全保障国際シ

ンポジウムが、ホテル椿山荘東京（文京区）で

開催されました。本シンポジウムは今年度で１

９回目を数え、諸外国の著名な有識者を招いて

公開の場で意見発表及び意見交換を行うこと

により、安全保障対話の一助にすることを目的

としています。 

今年度のテーマは、「北朝鮮をめぐる将来の

安全保障環境」です。近年、朝鮮半島をめぐる

情勢は一段と厳しさを増し、現在も不透明な状

況が続いています。本シンポジウムでは、北朝鮮をめぐる将来の安全保障環境について内外の専門

家の間で議論を深めることを目的として、研究報告と討議を行いました。 

冒頭、熊田裕通防衛大臣政務官（当時）から省代表挨拶を頂き、その後、第１セッション「北朝

鮮の核・ミサイル・サイバー攻撃の脅威」では、ジョエル・ウィット客員上級研究員（ジョンズ・

ホプキンス大学）、ブ・ヒョンウク研究委員（韓国国防研究院）、倉田秀也教授（防衛大学校）が、
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研究報告を行いました。 

第２セッション「北朝鮮・金正恩体制の安全保障政策」では、ブルース・ベクトル教授（テキサ

ス州立アンジェロ大学）、チョ・ドンホ教授（梨花女子大学）、阿久津博康主任研究官（防衛研究

所）が、研究報告を行いました。第３セッション「北朝鮮の将来と関係国の対応」では、スコット・

スナイダー上級研究員（外交問題評議会）、チェ・ガン副院長（峨山政策研究院）、青山瑠妙教授

（早稲田大学）、斎藤元秀客員研究員（中央大学）が、それぞれ研究報告を行いました。 

第４セッションでは総合討議を行い、コメンテーターの質問等に対し各パネリストが回答しまし

た。今回の１０人のパネリストによる発表内容は、北朝鮮の金正恩体制が今年に入って繰り返し行

っている核実験と弾道ミサイル開発の脅威の実態を分析するとともに、同時にその経済を発展させ

るという「並進路線」の行方を示唆するものでした。本シンポジウムは、北朝鮮をめぐる将来の安全

保障環境について内外の専門家の間で議論を深める一助となりました。 

今年度の聴講者は、一般の方々も含めて１７２名にのぼりました。詳細な報告書は、防衛研究所

ウェブサイトで公開しております。本シンポジウムのこれまでの開催実績及び報告書については、

（http://www.nids.go.jp/event/symposium/index.html）をご参照ください。 

 

 

≪ グローバル安全保障セミナーの開催 ≫ 

 

 

９月１４日から１５日の間、防衛研究所においてアレキサンダー・グレイザー准教授（米国プリ

ンストン大学ウッドロウ・ウィルソン公共政策大学院）をお招きして、グローバル安全保障セミナ

ーを開催しました。本セミナーでは、「世界的な原子力平和利用の拡大が国際安全保障に及ぼす影

響」（１４日）、「米国の次期政権における核不拡散政策の見通しと課題」（１５日）をテーマに

報告を行い、その後は参加者を交えて活発な質疑応答と議論を行いました。原子力平和利用は世界

的に拡大傾向にあります。こうしたなか、核兵器の拡散や核テロの脅威を念頭に、いかに濃縮・再

処理技術を管理すべきなのか、また停滞しつつある核軍縮についても、どのように核兵器国のコミ

ットメントを確保すべきなのかなど、技術的な側面も踏まえつつ、安全保障政策としての核不拡散

を巡る充実した議論となった本セミナーは、政権交代後の米国の核不拡散政策や日米原子力協力に

関する考察を深める貴重な機会となりました。 

 

 

≪ 戦争史研究国際フォーラム ≫ 

 

 

９月２８日、平成２８年度の戦争史研究国際フォーラムがホテル椿山荘東京（文京区）で開催さ

れました。本フォーラムは、今年度で１５回目を数え、戦争史に関して二国間または多国間の枠組

みで比較研究することにより、戦争史を多角的視点から再検討することを目指しています。また、

当該国との相互理解を深めて信頼醸成に寄与することを目的としています。 
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今年度のテーマは「歴史から見た日本の同

盟」でした。平成２８（２０１６）年は日米

安全保障条約（旧条約）締結から６５年目に

当たることから、一つの節目の年と考え、日

本が過去に締結した戦前の日英同盟及び日

独伊三国同盟、戦後の日米同盟を対象として

比較検討することにより、日本にとっての同

盟のあり方、さらには同盟の本質とは何かと

いう点について理解を深めることを目的と

して実施しました。 

冒頭、小林鷹之防衛大臣政務官からの省代表挨拶を頂き、その後、マーク・ストーラー名誉教授

（米バーモント大学）による「特別な関係？ 第二次世界大戦時の英米同盟」と題した特別講演が

行われました。午後には、坂元一哉教授（大阪大学）による「新時代の日米同盟と地政学」と題し

た基調講演が行われました。 

各セッションでは、「戦前の同盟」、「日米同盟１：１９７０年まで」、「日米同盟２：１９７

０年以降」という３つのテーマが設定され、発表者による報告と討論者からのコメントを交え、活

発な討議を行いました。最後に、庄司潤一郎戦史研究センター長が議長総括を行いました。 

今年度の聴講者は一般の方々も含めて２５４名にのぼりました。なお、本フォーラムの詳細な報

告書は、防衛研究所ウェブサイトで公開する予定です。本フォーラムのこれまでの開催実績及び報

告書は（http://www.nids.mod.go.jp/event/forum/index.html）をご参照ください。 

 

 

≪ 赤十字国際委員会（ICRC）セミナーの開催 ≫ 

 

 

１０月１４日、防衛研究所において、赤十字国際

委員会（ICRC）国際平和協力セミナーが開催されま

した。同セミナーは「２１世紀の軍隊における国際

人道法への取組」という主題で行われ、リン・シュ

レーダー氏（ICRC 駐日代表）、スーザン・マクガ

ービー氏（米海軍第７艦隊法務官）、カービー・ア

ボット氏（ICRC クアラルンプール地域代表部軍事

顧問）、および柴崎大輔氏（ICRC 駐日事務所政策

担当官）が参加されました。日本側からは、防衛省・

自衛隊の専門家等、約７０名が参加しました。 

報告セッションでは「作戦における武力紛争法の実施」（マクガービー氏）、「陸上自衛隊にお

ける現状と課題」（山口尚彦防衛研究所主任研究官）、「国際人道法の統合：ICRCによる軍に対す

る活動」（アボット氏）という３つの発表が行われました。続いて、討議セッションでは、セミナ

ー参加者によるパネル・ディスカッション及び会場参加者を交えた質疑応答をいただき、有益な研
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究会となりました。 

 

 

≪ 国際安全保障フォーラム・イン・東京の開催 ≫ 

 

 

１１月２９日、政策研究大学院大学（GRIPS）と当研

究所との共催による「国際安全保障フォーラム・イン・

東京 2016」を政策研究大学院大学（東京都港区）にて

開催しました。本フォーラムは、一般参加者とともに国

際安全保障の諸問題について、様々な側面から理解を深

めることを目的としています。2回目の開催となる今回

は、「中国の海洋進出と米国の対応」「米国新政権の対

アジア政策の課題と日本の対応」の2つのセッションを

設け、政策研究大学院大学からは道下徳成教授、徳地秀

士シニアフェローが、防衛研究所からは飯田将史主任研

究官と高橋杉雄政策シミュレーション室長が研究報告

を行いました。約６０名の多様な参加者を交え、質疑応答では中国の南シナ海進出や、米国の航行

の自由作戦の含意、米国新政権のアジア政策の行方、日米同盟として取るべき施策等について、活

発な議論が行われました。 

 

 

≪ 国際平和協力研究会の開催 ≫ 

 

 

１２月２２日、防衛研究所において、墓田桂教授(成蹊大学)を講師に迎え、「非伝統的安全保障

の課題としての難民問題」という主題で、国際平和協力研究会を開催しました。墓田教授からは今

日の難民問題の現状や安全保障の視点から見たその複合的な諸影響について分析が示され、これを

受けた意見交換では、現在の国際政策上の課題や今後の展望について活発な質疑が行われました。 
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・・・・・２０１６年７～１２月の主な国際交流・・・・・ 

 

≪ 中国国際戦略研究基金会とのワークショップ ≫ 

 

 

 ７月１８日から１９日の間、中国（北京）に

おいて、中国国際戦略研究基金会（CFISS）と

の共催で国際危機管理に関するワークショッ

プを行いました。防衛研究所からは吉崎知典特

別研究官（政策シミュレーション担当）以下５

名の研究者が参加し、中国側からは、CFISSの

ほか、国防大学、軍事科学院、海軍軍事学術研

究所、中国社会科学院、北京大学から専門家が

参加しました。 ワークショップでは、日中両

国の安全保障戦略や国際危機管理に関する研

究成果をそれぞれが発表し、研究者間で活発な議論を行いました。 

 

 

≪ 米APCSS及びモンゴルISS共催ワークショップへの参加 ≫ 

 

 

 ８月２３日から２５日の間、モンゴル(ウランバートル)で米アジア太平洋安全保障研究センター

（APCSS）及びモンゴル戦略研究所（ISS）が共催する「治安部門における考慮すべき組織的な障害

への対処法」ワークショップに参加しました。主催者を含む１３か国５４名が参加しており、防衛

研究所からは田中極子主任研究官以下２名が参加しました。 

 参加国は、治安部門（警察、軍、海上保安機関等）への女性職員の参画を進める上での各国の取

り組みについて紹介するとともに、障害となる要因について分析を報告しました。本ワークショッ

プを通じ、治安部門や安全保障分野への女性包摂に対する課題を明らかにするとともに、女性包摂

は国際的に重要な課題であることについて参加国間での共通認識を深めることができました。 

 

 

≪ 東南アジア防衛研究交流（タイ）および日越防衛研究交流の実施 ≫ 

 

 

９月１３日から１４日の間、庄司智孝米欧ロシア研究室長以下２名は、東南アジア諸国との防衛

研究交流のため、タイ（バンコク）を訪問しました。タイにおいては、まず国防省のシンクタンク

である国防研究所戦略研究センター(SSC)を訪問し、チュンポン所長ほか所員と安全保障及び南シナ

海問題に関して相互の報告と討議を行いました。チュラロンコーン大学安全保障国際問題研究所

（ISIS）では、タイ国内における政治的安定性について、またタイ国家安全保障局(NSC)では、東南
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アジア地域における外交・安全保障問題を中心に意見交換を行いました。 

タイの訪問に引き続き、１６日から１７日の間、日越防衛研究交流のため、ベトナム（ハノイ）

を訪問し、国防国際関係研究所(IDIR)との交流を行いました。チョン所長のほか、多くの研究者が

同席する研究会を実施し、ロシアとアジア太平洋、フィリピンの国連海洋法条約仲裁裁判及び日本

とベトナム・ASEAN との関係について双方が報告して意見を交わし、日越それぞれの南シナ海対応、

対中姿勢、対ロ関係の異なる様相や、研究交流のさらなる深化について認識を深めました。 

両国の訪問を通じ、ASEAN各国の対外関係、内政、南シナ海問題をはじめとする安全保障のトピッ

クについて、貴重な意見を聴取できるよい機会を得ることができました。 

 

 

≪ ARF国防大学校長等会議への参加 ≫ 

 

 

 中村所長以下５名は、１０月５日から１０

月７日の間、インド（デリー）においてイン

ド国防大学が主催する第２０回ASEAN地域フ

ォーラム（ARF）国防大学校長等会議に参加し

ました。同会議は、ARF加盟国の国防大学、国

防研究機関の関係構築及び国防教育・研究機

関が果たす役割の認識の向上を目的として、

平成９年以降、毎年開催されています。 

今年は「２１世紀の挑戦に対する軍教育の

変革」（Transformation in Military 

Education to meet the challenges of 21st Century）と題して、２日間の日程でプレゼンテーシ

ョンと質疑応答で構成される３つのセッションを行い、議長国インドのほか２２か国・地域とASEAN

事務局が参加しました。 

 １０月６日の第１セッション「軍事リーダ

ーシップへの今日的な挑戦に対するプロフェ

ッショナルな軍教育の活性化」では中村所長

の冒頭挨拶の後、池田徳重教育部長が「今日

的な挑戦に対する防衛研究所の教育の再活性

化」と題して報告を行い、防衛研究所が今日

の安全保障問題に対する軍の役割の多様化、

問題への包括的アプローチの必要性を踏まえ、

課程教育において各種見直しを行っているこ

とを紹介しました。 

本会議では参加国が自機関の概要を紹介しつつ、各セッションテーマに関連した自機関の取り組

み、特に現代の安全保障脅威・課題に対応するための「政府一体アプローチ」の適用、課程学生の

多様性拡大（他省庁、民間、海外）、及び教育におけるITの活用強化について言及しました。ほか
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にも他省庁・民間との関わりや「軍事外交官」としての役割等、軍の役割の多様化、IT 化・ソーシ

ャルメディアの急速な普及による社会変化、教育の受け手の変化に際して、軍人として必要な知識

と規律を学ばせつつ、いかに軍事教育機関を変革するかが課題として認識されました。防衛研究所

の主要な役割の一つである教育の向上の資を得ることができました。 

 なお、同会議の機会を利用して、中村所長はインドネシア国防大学長イ・ワヤン・ミディオ中将、

カンボジア国防大学副学長ティット・チャンボロメイ少将、韓国国防大学校総長イ・スンホ中将、

タイ国防研究所副所長ジェルドゥット・クラプラヨーン中将、及び主催者であるインド国防大学長

NS・ゲイ中将と二国間会談を行ったほか、会議間に中国人民解放軍国防大学政治委員 劉亜州上将と

懇談し、防衛研究所と各機関との関係発展について話し合いました。 

 

 

≪ 日カナダ研究交流の実施 ≫ 

 

 

 河野桂子主任研究官以下２名は、１０月３日から７日までの間、カナダ（キングストン）のカナ

ダ王立士官学校（RMC）およびクィーンズ大学において、平成２８年度日カナダ研究交流を実施しま

した。日本からはサイバー・セキュリティや北朝鮮に関する発表を通じ、また RMC 側からは研究教

育体制について概要説明を受け意見交換を行いました。本交流を通じ、防衛研究所および RMC との

さらなる交流が今後期待できることとなりました。 

 

 

≪ 日韓戦史研究交流への参加 ≫ 

 

 

 １０月１９日、日韓戦史研究交流が大韓民国（ソウル）の国防部軍史編纂研究所において開催さ

れました。日本からは花田智之主任研究官以下２

名が参加し、日本陸軍及びシベリア抑留に関して

研究を発表しました。今年度の研究会からは両研

究所の研究者だけでなく、コメンテーターとして

ソウル市内の有名私立大学の教授等が参加して

おり、昨年に比し規模が拡大しました。各報告に

対して軍史編纂研究所が招聘した討論者による

コメントが行われ、総合討議では、聴講者も参加

して日韓双方の視点からの意見が活発に述べら

れ、極めて実りの多い議論を実施することができ

ました。 
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≪ 香山フォーラムへの参加 ≫ 

 

 大西裕文防衛研究所副所長以下３名は、１０月１０日から１２日までの間、中国（北京）で開催

された第７回香山フォーラムに参加しました。同会議は、中国軍事科学学会及び中国国際戦略学会

が主催する国際会議で、政府関係者も含めたトラック１．５の枠組みで開催されています。全体テ

ーマを「安全保障対話・協力を通じた新型国際関係の構築」（Build a New Type of International 

Relations through Security Dialogue and Cooperation）として、域内の安全保障協力、海洋安全

保障、対テロ協力につき、全体会合（国防大臣等が出席）と分科会（専門家会合）で発表・質疑が

行われました。 

 

 

≪ 東南アジア防衛研究交流（フィリピン・インドネシア）の実施 ≫ 

 

 

１１月８日から１１日の間、東南アジア諸国との防衛研究交流の一環として、庄司智孝米欧ロシ

ア研究室長以下３名がフィリピン及びインドネシアを訪問しました。フィリピンにおいては国防省

のレイムンド・ホセ・キロップ戦略評価国際局長と面会した後、戦略開発問題研究所(ISDS) および

フィリピン大学海洋研究所(UP-IMLOS)において日本の戦略的地平の拡大への関心とともに、南シナ

海における海洋仲裁裁判所の判決について意見を交換しました。また、国防大学(NDCP)においても、

日本とフィリピンの防衛協力とドゥテルテ大統領の関心について意見を交わしました。 

インドネシアにおいては、国防省において中国の南シナ海進出に対する懸念とASEANと中国の関係、

およびそのなかでのインドネシアの役割について説明を受けました。続いてASEAN事務局政治安全保

障共同体部門政治安全保障局ではARFの有効性のほか、ASEANと日本の協力について意見を交換しま

した。そのほか国家強靭性研究所、海洋問題調整省、政治・法制・治安問題調整省、戦略国際問題

研究センター（CSIS）を訪問しました。 

今回の両国の訪問を通じて、東アジアの安全保障の諸課題、特に南シナ海と米中・米ASEAN関係の

ほか、日ASEAN防衛協力について多くの示唆を得ることができました。 

 

 

≪ ハリファックス国際安全保障フォーラムへの参加 ≫ 

 

 

 １１月１８日から２０日の間、カナダ（ハリファックス）において開催されたハリファックス・

フォーラム（Halifax Forum）2016に、吉﨑特別研究官（政策シミュレーション担当）が参加しまし

た。今回はハルジット・シン・サージャン・カナダ国防大臣、ジャン＝イヴ・ル・ドリアン仏国防

大臣、ハリー・ハリス米太平洋軍（PACOM）司令官などが参加し、ウクライナ問題、海洋の安全保障、

サイバーセキュリティなど国際安全保障上の課題について幅広く討議しました。直前にアメリカ大

統領選挙が開催されたこともあり、同盟関係の「静かな危機」についての意見も交わされ、最先端

の議論や知見を吸収するとともに、防衛研究所としてのネットワーク拡大を図ることができました。 
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・・・・・２０１６年７～１２月の主な教育・・・・・ 

 

 

≪ 第６２期特別課程 ≫ 

７月４日から７月２７日までの日程で、第６２期特別課程を実施しました。 

本課程では「アジア太平洋地域の安全保障環境と日本の安全保障政策」を全般テーマとし、政策

シミュレーションを基軸に講義、特別講義及び現地研修を行いました。 

講義は、所内の研究者が「安全保障概論」「各国・地域の安全保障情勢」及び「戦史」について

実施しました。 

特別講義としては、黒江哲郎防衛事務次官が「日本の防衛政策」、河野克俊統合幕僚長が「自衛

隊の統合運用」、兼原信克国家安全保障局次長が「東アジアの情勢と日本の安全保障」について実

施しました。 

政策シミュレーションでは、森本敏防衛大臣政策参与（当時）による「日本の安全保障政策」に

ついての講義に引き続き、政策シミュレーション手法（模擬演習）を活用して、アジア太平洋地域

の安全保障に関して我が国が果たすべき役割について、幅広く考察しました。 

その他、東部方面総監部、在日米軍司令部、航空総隊司令部、自衛艦隊司令部及び硫黄島を研修

しました。 

 

≪ 第６４期一般課程 ≫ 

 

 

平成２８年９月７日から、平成２９年６月

２７日までの日程で、第６４期一般課程教育

を開始しました。本課程教育は、安全保障及

び国の防衛に関する知識を修得するとともに、

内外情勢の動向等を分析・検討し、軍事的な

視点のみならず政策的な視点の下で、わが国

の安全保障問題を総合的に考察させることを

目標としています。今期からは、政策研究大

学院大学と連携した「戦略研究プログラム」

も開始され、研修員のうち１０名が修士号獲

得を目指しています。今期の研修員は、事務官・技官８名、自衛官２４名、他省庁３名及び留学生

５名（オーストラリア連邦１名、インド１名、タイ王国１名、アメリカ合衆国２名）の４０名であ

り、小林鷹之防衛大臣政務官ご臨席のもと入所式を実施しました。 
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第１学期は、各種講座・セミナーのほか、

特別講義（１０月：中西寛公共政策大学院

長(京都大学)、１１月：野中郁次郎名誉教

授（一橋大学））を受けました。また、研

修としては、１０月１９日から３日間、西

方現地研修、１１月１６日から３日間、厚

木・中京（留学生は、上記に代え広島・京

都）及び伊勢研修を行い、自衛隊各部隊及

び防衛産業の現状を学び日本の文化、伝統

に触れました。 

１１月末からは第２学期が始まり、新しい講座のほかに特別講義（１２月：折木良一（富士通株

式会社常任顧問））を受けました。 
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・・・・・「史料紹介コーナー」（その１）・・・・・ 

 

 

 

 

《 豊田
とよだ

 貞次郎
ていじろう

 1885～1961年 》 

－和歌山県出身の海軍大将－ 

 

 

対尼港策私見（登録番号：②戦史-１次大戦-8） 

豊田貞次郎大将は、明治 38年 11月、海軍兵学校（33期）を卒業、

海軍次官を経て、商工大臣、外務大臣兼拓務大臣、軍需大臣兼運輸通信

大臣などの要職を務めています。この史料は「第六編機密補輯 大正四

年乃至九年戦役 海軍戦史附録」（昭和 16年 8月 12日、海軍大学校調製）に

綴られている「対尼港策私見 其一、其二」（大正9年6月14日、15日）で、

当時軍務局員であった豊田少佐の尼港（ニコライエフスク）事件後の対

策を述べたものです。尼港事件は、大正9年3月、ニコライエフスクに

駐留していた日本軍守備隊がロシア過激派の攻撃を受けて全滅し、5月

下旬、収監中の俘虜及び居留民が殺害された事件です。軍務局は大正9

年6月中旬以来、海軍に関する諸施策を考究していましたが、豊田の「私

見」は「這般ノ消息ヲ了知スヘキ好資料ナル」と評価されています。 

 

 

御前会議議事録（登録番号：中央-戦争指導重要国策文書-1087） 

昭和20年6月、硫黄島に次ぐ沖縄の失陥により、本土に対する空襲は

一段と激化し、大都市はほとんど消失、B-29の機雷投下と敵潜水艦の活

動によって、内地と大陸間及び内地港湾相互の海上交通も困難になりま

した。この史料は「今後採るべき戦争指導の大綱 御前会議議事録」（昭

和20年6月8日）で、国力の現状や豊田軍需大臣の発言要旨などが載って

います。これによれば、「今後ノ軍需生産維持ハ主トシテ海上輸送力ノ

確保如何ニ関シマスルガ故ニ両統帥部ニ於テハ空襲ニ対スル海陸輸送

機関ノ防衛ニ関シ強力ナル措置ヲ講ゼラレンコトヲ特ニ要望スル次第

デアリマス」と述べています。既に長期の戦争を遂行して相当な国力を

消耗した我が国は、空襲被害の激増と海上交通の途絶により更なる国力

の減退をきたしていました。 

 

平成 28年度も、各都道府県出身の陸海軍将官を取り上げて、戦史研究センター史料室が
所蔵するその人物などに関連する史料を紹介しています。 
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・・・・・「史料紹介コーナー」（その２）・・・・・ 

 

《 秦
はた

 彦
ひこ

三
さ

郎
ぶろう

 1890～1959年 》 

－三重県出身の陸軍中将－ 

 

 

秦哈爾濱特務機関長の意見具申（登録番号：満州-支那事変-49） 

秦彦三郎中将は、明治 45年 5月、陸軍士官学校（24期）を卒業後、

参謀本部ロシア班長、ソ連大使館附武官等の要職を務めた後、昭和 13

年 7月15日ハルピン特務機関長に就任、関東軍司令官植田謙吉大将よ

り、「対ソ戦争ヲ考慮シ戦争及作戦ノ指導竝ニ謀略ノ実施ニ必要ナル資

料ノ収集」などの任務を与えられます（「秦大佐に与うる命令．指示写送付の

件」（登録番号：陸軍省-陸満密大日記-S13-16-76））。そして昭和14年11月11

日、当時関東軍内にあった対ソ守勢の意見に対し、「全軍挙ケテ進攻作

戦ヲ敢行シ得ル如ク時期的ニモ将又地域的ニモ兵備充実ノ重点ヲ定メ

各段階毎ニ逐次之ヲ完成スルヲ緊要トス」とする意見を、関東軍参謀副

長の飯村穣中将に提出しています。この史料は「対『ソ』兵備充実に関

する秦哈爾濱特務機関長の意見具申」で、上記意見が記されています。 

 

 

東「ソ」「ソ」軍後方準備調書（登録番号：満洲-全般-152） 

ハルピン特務機関長を経て、関東軍参謀副長等の要職を務めた秦中将

は、昭和20年4月7日、関東軍総参謀長に就任します。満州へのソ連軍侵

攻が懸念されるなか、ここに本格的な対ソ持久作戦の準備が開始されま

した。この史料は、当時大本営陸軍部が作成した「東『ソ』『ソ』軍後

方準備調書」（昭和20年4月調製）で、その「前言」において、「近代戦ノ

総力戦乃至補給戦タル様相ニ徴シ後方戦力ノ優劣ガ勝敗ノ帰趨ヲ決定

スト称スルモ敢ヘテ過言ニアラザルベシ」、従って「東『ソ』後方準備

ノ実態ヲ究明シ得バ『ソ』軍ノ作戦企図竝ニ規模等ヲ判断シ得ベシ」と

しています。しかし4か月後の日ソ開戦時の関東軍の兵力は、80個師団

以上の戦力を有するソ連軍に対し僅かに24個師団余り、これは従来から

ある師団の約8個師団相当の戦力でしかありませんでした。 
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・・・・・「史料紹介コーナー」（その３）・・・・・ 

 

《 上原
うえはら

 勇作
ゆうさく

 1856～1933年 》 

－宮崎県出身の陸軍大将－ 

 

二個師団増設理由書・同所要額調（登録番号：文庫-宮崎-53） 

上原勇作大将は、明治12年12月、陸軍士官学校（旧3期）を卒業後、

日清戦争では第1軍の参謀を、日露戦争では第4軍の参謀長を務めたの

ち、明治45年4月、第2次西園寺内閣の陸軍大臣に就任します。そし

て大正元年11月22日、上原陸軍大臣は財政難を理由に延期されていた

2個師団増設案を改めて閣議に提出しますが、西園寺首相以下閣僚は反

対し、12月 1日否決されます。上原はこれを不服とし、翌 2日単独で

辞表を天皇に提出します。上原の後任を得られなかった西園寺内閣は、

12 月 5 日に総辞職します。この史料は、その時の「二個師団増設理由

書・同所要額調」で、横浜駐在の露国武官サモイロフ少将に、この 2

個師団増設案が露国本国に翻訳され漏洩した事案とともに綴られてい

ます（他に、「師団増設理由漏洩ノ件」登録番号：陸軍省-軍事機密大日記-T-3-3-3）。 

 

要塞整理ノ件照会（登録番号：陸軍省-軍事機密大日記-T10-3-3） 

陸軍大臣を辞任した上原は、第3師団長、教育総監の要職を経て、大

正4年12月参謀総長に就任します。この史料は、大正8年4月14日、

上原参謀総長から田中義一陸軍大臣に宛てた「要塞整理ノ件照会」で、

別冊「要塞整理要領」が添付されています。本「整理要領」では、「帝

国ハ有事ノ日敵情ノ如何ニ拘ラス本土、大陸間ノ交通連絡ヲ確保スルコ

ト緊要ナリ又兵略上必要ナル諸海峡ハ之ヲ制扼セサルヘカラサル」とし、

朝鮮海峡要塞系・豊予要塞・津軽要塞・室蘭要塞・大連要塞の新設、芸

予要塞・広島湾要塞の廃止と函館要塞の改編などが予定されています。

さらに同年7月、太平洋方面の防備を強化するため、父島要塞と奄美大

島要塞の建設が決定されました（「要塞整理要領追加ノ件照会」登録番号：陸軍

省-軍事機密大日記-T10-3-3）。 
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《 栗林
くりばやし

 忠道
ただみち

 1891～1945年 》 

－長野県出身の陸軍大将－ 

 

香港攻略作戦に関する所見及教訓（登録番号：支那-支那事変南支-64） 

栗林忠道大将は、大正3年5月、陸軍士官学校（26期）を卒業後、 

アメリカ、カナダの公使館附武官として勤務、その後は第2騎兵旅団長、

第1騎兵旅団長などの要職を務め、開戦直前の昭和16年9月16日には、

香港攻略を任務とする第23軍参謀長に就任します。そして12月8日、

第 23軍は香港対岸の九竜半島を攻撃、わずか4日で攻略したのち香港

島に上陸、12月25日夕刻、英軍は降伏して香港攻略作戦は終わりまし

た。この史料は、作戦直後の昭和17年1月10日、第23軍司令部が作

成した「香港攻略戦ニ関スル所見及教訓」で、その「緒言」において、

「軍隊指揮官タルモノハ戦史ノ研究ヲ深刻ニシ以テ典範令ノ示ス諸原

則ノ適用ヲ誤ラス之ヲ活用スルコトノ特ニ緊要ナルヲ痛感セン」と記し

ています。 

 

幕僚参考資料綴（登録番号：中央-作戦指導その他-48） 

昭和19年5月27日、小笠原方面の防衛を担任する第109師団長に親補さ

れた栗林中将は、6月8日、硫黄島に着任します。そして昭和20年2月19

日の米軍上陸から日本軍が玉砕した3月26日までの36日間、熾烈な戦闘

を繰り広げます。この史料は「幕僚参考資料綴」で、3月7日夜、栗林中

将が秦彦三郎参謀次長及び蓮沼蕃侍従武官長（陸大学生時の兵站教官）

宛てに発した電報「膽参電第三五一号」が綴られています。電報には、

「防御上最モ困難ナリシハ全島殆ト平坦ニシテ地形上ノ拠点ナク且飛

行場ノ位置設備カ敵ノ前進楔入ヲ容易ナラシメタルコト」、「更ニ致命

的ナリシハ彼我物量ノ差余リニモ懸隔シアリシコトニシテ結局戦術モ

対策モ施ス余地ナカリシコト」と記されています。硫黄島の戦いは、日

本軍の死傷者数を上回る損耗を米軍に与えて終わりました。 

 

《お知らせ》 

 史料保存のためのマイクロ撮影にともない、一時的に閲覧できない史料があります。 

 詳しくは、防研ウェブサイト「閲覧が一時不能となる史料」をご覧下さい。 

 

 
※ 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、記事の無断転載・複製はお断りします。 
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