
 
執 筆 者 略 歴 
 
 伊豆山 真理 （いずやま まり） 第２研究部第２研究室助手 
 1964年米国マサチューセッツ州生まれ。上智大学卒。東京大学大学院博士課程単位取得退学。

1994年より防衛研究所勤務。専門分野は南アジア地域研究。主な論文に「アメリカの戦略の中

の南アジア政策－対パキスタン援助と核不拡散のリンケージを中心に」近藤則夫編『現代南ア

ジアの国際関係』（アジア経済研究所、1997 年）、他。 
 
 金子 讓 （かねこ ゆずる） 第２研究部第１研究室長 
 1952 年神奈川県生まれ。早稲田大学卒。一橋大学大学院修士課程修了。1979 年より防衛研

究所勤務。ロンドン・スクール・オブ・エコノミックス歴史学部研究員。専門分野は国際政治

学、米欧政治外交史、軍備管理・軍縮（欧州）等。著書に『「日欧」新時代の選択－なぜヨーロ

ッパと手を結ぶのか』（共著、三田出版会、1995 年）、他。 
 
 吉崎 知典 （よしざき とものり） 第２研究部第１研究室主任研究官兼防衛庁防衛局防

衛政策課研究室部員 
 1962年神奈川県生まれ。慶応義塾大学卒。同大学院修士課程修了。ロンドン大学キングス校

客員研究員。1987年より防衛研究所勤務。専門分野は欧州の安全保障。著書に『戦争：その展

開と抑制』（共著、勁草書房、1997 年）、他。 
 
 川上 高司 （かわかみ たかし） 第２研究部第１研究室主任研究官 
 1955年熊本県生まれ。京都産業大学卒。同大学院修士課程修了。フレッチャー・スクール外

交政策分析研究所研究員。ランド研究所客員研究員。1997 年より防衛研究所勤務。専門分野は

国際政治学、米国国防・経済政策。主な著書に『米国の対日政策』（同文館、1996 年）、『国際

秩序の解体と統合』（東洋経済新報社、1995 年）、他。 
 
 橋本 靖明 （はしもと やすあき） 第１研究部第２研究室主任研究官 
 1959年栃木県生まれ。金沢大学卒。慶応義塾大学大学院修士課程修了。ユトレヒト大学客員

研究員。1993年より防衛研究所勤務。専門分野は国際法、宇宙法。著書に『宇宙と法』（共著、

シー・エス・ピー・ジャパン、1990 年）、他。 
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 小野 圭司 （おの けいし） 第１研究部第３研究室助手 

 1963 年兵庫県生まれ。京都大学卒。青山学院大学大学院修士課程修了。1997 年より防衛研

究所勤務。専門分野は経済政策。論文に「冷戦終了とASEAN の兵器市場－ASEAN への兵器

移転推移の統計的分析」『新防衛論集』第 26 巻第１号（1998 年６月）他。 
 
 三井 光夫 （みい みつお） 第２研究部第２研究室主任研究官 
 1943 年香川県生まれ。防衛大学校卒。拓殖大学研修。1989 年より防衛研究所勤務。専門分

野はロシアおよび旧東欧諸国の安全保障問題、旧ソ連・東欧地域の地域紛争。主な論文に「ロ

シア（極東）と中国関係」『外交時報』第 1316 号（1995 年３月）、他。 
 
 横山 隆介 （よこやま りゅうすけ） 戦史部第２戦史研究室所員 ２等海佐 
 1948 年広島県生まれ。防衛大学校卒。艦艇職種（潜水艦）。指揮幕僚課程修了。青山学院大

学大学院研修。1992年より防衛研究所勤務。専門分野は国防政策史、軍事外交史、海軍軍縮。 
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編集委員    編集事務 

 第1研究部長 近 藤 重 克  第1研究部教官 小 村 隆 史 
 第2研究部長 茅 原 郁 生  第2研究部教官 小 塚 郁 也 
 研究調整官  長尾 雄一郎  企画室企画係長 根 岸 信 好 
 
 『防衛研究所紀要』は、防衛研究所研究職員の研究成果を広く社会に発信することを目

的として発行するものです。 
 防衛研究所は、防衛庁の研究・教育機関であり、防衛、安全保障及び戦史に関する研究

と、幹部自衛官及びその他事務系幹部職員の教育を行っています。また近年、諸外国の国

防研究機関との研究交流に力を注いでいます。 
 防衛研究所における研究や研究交流の成果は防衛政策に寄与している他、『防衛研究所

紀要』や『東アジア戦略概観』として広く部内外へ提供されています。 
 本『紀要』に示された見解は執筆者個人のものであり、防衛研究所または防衛庁の見解

を代表するものではありません。論文の一部を引用する場合には、必ず出所を明示してく

ださい。また長文にわたる場合には、事前に当研究所へご連絡ください。 
 
 防衛研究所 〒153-8648 東京都目黒区中目黒2-2-1 
 企画室  長尾 雄一郎（研究調整官） 根岸 信好（企画係長） 
 TEL：03-5721-7005 (内線6522) 
 FAX：03-3713-6149  e-mail：planning@nids.go.jp 
 
 
防衛研究所研究職員一覧      (平成10年11月30日現在) 

 第１研究部 部長 近藤 重克 
秋元 一峰 生山 代至伸 池田 茂実 石田 敏晴 上野 英詞 
内野 龍之 大場 一石 小川 伸一 小野 圭司 片山 善雄 
菊地 茂雄 木村 壮次 木村 忠信 小村 隆史 高井  晉 
高橋 杉雄 長尾 雄一郎 野島  豊 橋本 靖明 林  政夫 
平原  誠 松岡 久夫 室岡 鉄夫 蓑毛 順次 
 第２研究部 部長 茅原 郁生 
石津 朋之 伊豆山 真理 伊藤 信之  乾  一宇 岡垣 知子 
金子  讓 川上 高司 小塚 郁也 坂口 賀朗 佐島 直子 
佐藤 丙午 武貞 秀士 恒川  潤 兵頭 慎治 松浦 吉秀 
松田 康博 間山 克彦 三井 光夫 道下 徳成 宮内 一雄 
吉崎 知典 
 戦史部 部長 辻川 健二 
相澤  淳 青山 利雄 荒川 憲一 五十嵐 憲一郎 河合 正廣 
河内 保男 菊田 愼典 喜田 邦彦 木田 秀人 木村 和夫 
黒野  耐 葛原 和三 下河邊 宏満 庄司 潤一郎 進藤 裕之 
高橋 弘道 立川 京一 千田  収 永井 煥生 中尾 裕次 
服部 省吾 部當 千明 松本 圭介 溝下 素夫 本山  優 
柳葉  繁 山村  健 横山 久幸 横山 隆介 

(五十音順) 
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