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朝鮮半島情勢の総合分析と
日本の安全保障

安全保障政策のリアリティ・チェック
―新安保法制・ガイドラインと朝鮮半島・中東情勢―



はしがき

本報告書は、平成 27年度外交・安全保障調査研究事業費補助金（発展型総合事業）「安
全保障政策のリアリティ・チェック―新安保法制・ガイドラインと朝鮮半島・中東情勢―」
プロジェクトの一端を担う「朝鮮半島情勢の総合分析と日本の安全保障」研究会の研究
成果を集成したものです。

日本国際問題研究所では、平成 27年度・28年度の 2年間のプロジェクトとして上記「安
全保障政策のリアリティ・チェック」を実施しています。これは「安全保障政策」「中東情勢・
新地域秩序」「朝鮮半島情勢の総合分析と日本の安全保障」の 3研究会による合同プロジェ
クトであり、3つの研究会の自律的な活動と協働を通じて、変化する日本の安全保障環境
を国内・国外の双方の観点から把握するとともに、その知見を政策提言として結実させ
ることを目的とするものです。

本プロジェクトは日本の国内的議論―安全保障関連法（安保法制）の施行がもたらす変
化―と、日本の安全保障にとっての重要な地域である中東と朝鮮半島情勢を対象に設定
し、3研究会が各テーマに専従する形をとりながら、各対象の分析・把握と「政策への貢
献」という視点とのバランスをとりつつ、ボトムアップとトップダウンの双方向から我
が国の安全保障のあり方に関する多面的な理解を目指すものです。

同時に、個々の研究会が単独で価値のある研究成果をあげるとともに、3研究会が明確
な共通認識をもって「つながる」ことによって相乗効果を引き出すことを、プロジェク
ト全体の最終的なねらいとしています。たとえば「朝鮮半島情勢の総合分析と日本の安
全保障」研究会が、他研究会に「朝鮮半島の文脈」を伝達するとともに、あるべき政策
の輪郭（方向性）を念頭に、朝鮮半島―南北朝鮮―の分野別動向分析及び当該地域の状
況に則した政策的課題を提示することとしています。本報告書がそのパーツとしての企
図を十全に満たし、各方面に示唆を与えることを期待しております。

なお、本報告書の記述はすべて各パート執筆者の個人的見解に基づくものであり、日本
国際問題研究所およびメンバー各員の所属先機関の意見を代表するものではありません。

最後に、ご多忙のなかプロジェクト／研究会にご参加いただいたメンバーの方々、そし
てその実施のためにご尽力くださったすべてのみなさまに、厚く御礼申し上げます。

平成 28年 3月

公益財団法人　日本国際問題研究所
理事長　野上　義二
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