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KIPS (Keio Initiatives for Political Science) 

  No.2 April 2007  
※ KIPS は、Keio Initiatives for Political Science の略で 

あり、慶應義塾大学大学院法学研究科政治学専攻が推進

する文部科学省「『魅力ある大学院教育』イニシアティブ」「グロ

ーバル化時代の政治学総合教育拠点形成」の通称です。  

 

はじめに 

 新入生の皆さん、大学院にご入学おめでとうござい

ます。慶應義塾大学大学院での実り多い研究生活

をお祈りします。 

さて、今回の KIPS ニューズレターは、昨年度の授

業の感想を中心にお送りします。今年度の履修プラ

ンの参考にしてくださると幸いです。 

 

1 授業の感想 

(1) 「基礎演習Ⅱ」 

注： 「基礎演習Ⅱ」は、基礎的な研究手法を学ぶ 

ため 2006 年度秋学期に新規開設された科目で、4 

人の講師（粕谷祐子、岡崎哲郎、増山幹高、細谷 

雄一、敬称略）によるオムニバス形式の授業です。 

 

 

感想① 

本講座は、リサーチ・デザイン、モデル分析、計量

的分析、政治学の位置付けの４つのテーマから構

成されており、学術論文を書く上で必要な基礎知識

および思考方法を総合的に理解するうえで非常に有

益でした。4人の専門家がそれぞれのテーマを講義す

るため、深い理解に裏打ちされた解説に学問の面白

さを感じることができ、興味深く聴講しました。 

第一部である粕谷先生の講義は、配布資料も豊

富で解説も非常に分かりやすかったです。第一回と

第二回では「社会科学としての政治学～問題設定と

仮説」、「比較分析のリサーチ・デザイン～因果関係

分析のための諸手段と留意点」という主題のもと、ケ

ース・スタディーの理論やリサーチの組み立て方など、

論文作成における手法を具体的に解説していただき

ました。第三回では「ケース・スタディ～その活用法と

特徴」としてケース・スタディーの有効性について論じ

られました。これまで大学院の「講義」として教えられた

ことのない議論が多く、研究手法を客観的に理解す

るのに非常に参考になりました。特にこれから修士論

文に取り組む学生には大いに有用な講義であると思

います。 

 

感想② 

研究というのは自問自答を繰り返す作業ですが、

かといって「何でも独学」というのも、無駄が多いように

思えてなりません。純粋に「知識を得る」という面にお

いては、不必要な回り道をするぐらいなら先生方に教

えを請う方が良いと思います。このような点からみて、

「基礎演習Ⅱ」はきわめて有益でしたが、なかでも印

象深かったのは岡崎先生のゲーム理論に関する授

業です。 

ゲーム理論は理論を数学的な表現に基づくモデル

として定式化するための重要かつ有力なツールであり、

政治学の諸分野においても、これを取り入れて新たな

モデル分析のスタイルが確立・展開されつつあること
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を念頭におけば、これを修得することは必須といえます。

ゲーム理論は文系の学生である我々にとって、独学

が最も難しい分野の一つであることも事実です。 

そんな文系学生の私たちにでも理解できるよう、ゲ

ーム理論に関する正確な基礎的知識を平易な形で

解説していただけたという点で、岡崎先生の授業はと

ても貴重でした。実際、国際政治や選挙研究の分野

でもゲーム理論を応用したモデリングが増加していま

す。政治学のフロンティアを考えるにあたって必要不

可欠の内容を平易に修得できた素晴らしい講義内

容だったと思います。独学だと、きっとこううまくはいきま

せん。院生の皆さんにこそ、この授業がオススメです。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

以上が「基礎演習Ⅱ」（秋学期）の感想です。今

年度春学期には新規科目「基礎演習Ⅰ」が開講し

ます。政治学の様々な研究動向を学ぶ絶好の機会

ですので、ぜひ受講してください。 

 

(2) 「地域研究論合同演習」 

注： 「地域研究論合同演習」は、2006 年度秋学 

期開講で、アジア地域研究がテーマの合同演習

（担当：国分良成、山本信人、高橋伸夫、粕谷祐

子）です。 

 

学生の感想 

後期博士課程 3 年 杉浦康之 

 

本授業は二つの内容から構成されていました。そ

れは、（１）東アジア研究所講座における大学教授の

講義（他大学を含む）、（２）大学院生による研究報

告です。このような試みは従来の大学院教育では余

り見られないもので、非常に興味深いものでした。 

本授業の主な特徴は、第一に、専門分野・地

域・時代、更には国内外を問わず、現在第一線で

活躍している研究者を多数集め、その講義を拝聴す

ることが出来た点にあります。こうした講義を拝聴する

ことで、それまで関心を有していなかった研究テーマ

の存在を知ることが出来ましたが、そこから得られた

知見は単なる学問的好奇心に留まることなく、自己

の研究をより発展させうるヒントにもなる可能性を秘め

たものでした。 

本授業の第二の特徴は、アジア地域を主に研究

テーマとする教員と大学院生が一同に会し、各々の

研究テーマに関して率直に意見を表明することが出

来たことです。高度に専門が分化した現在の大学院

教育では、自己の研究とそれに関連する研究成果

のみに関心が注がれがちですが、本授業を通じて参

加者は学際的な見地から自己の研究を相対化する

必要性を学んだのではないでしょうか。自己の研究を

して、「政治学」或いは「東アジア研究」として他者の

学問的関心を如何に喚起させるか、この点を深く考

えさせられる授業でした。 

そして、第三の特徴として、自己の研究テーマに

関して、指導教授以外からの教員から指導を得られ

たことも重要な点でした。特に、基本的に指導教授

の授業にのみ参加し、その下で博士論文を完成させ

るという教育システムにおかれている博士課程の学

生にとっては、本授業は非常に貴重な機会でした。 

こうした点に鑑みれば、本授業は極めて「開かれた、

学際的な研究空間」を形成していたと評価できます。 

 

2 集中講義の感想 

（1） 「欧州政治統合論」 

2006 年度秋学期に、特定期間集中講義として

「欧州政治統合論」（講師：ミヒャエル・ヴェニンガー

君）が 5 日間（1 月 24～26 日と 29・30 日）の日程で

行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヴェニンガー君の授業風景 

「基礎演習Ⅰ」 

共同担当者： 増山幹高、堤林剣、細谷雄一、

粕谷祐子の 4 人の講師 

 日時および教室： 木曜 4 限、352 番教室 
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学生の感想 

「集中講義を受講して」 

  後期博士課程 3 年 黒田友哉 

 

 元オーストリアの外交官、そして現在、EU の超国家

的機構のひとつである欧州委員会をとりまとめるバロ

ーゾ委員長のアドヴァイザーであるヴェニンガー先生

による集中講義は、日々刻々と変化する EU 情勢に

関する理解を深めるのに格好の機会でした。 

 実際、EU の最近の動きは、予断を許さぬほどめまぐ

るしいものです。EU における単一の憲法制定を目標と

した欧州憲法条約は、2005年5月末から6月にかけ

てのフランスとオランダによる否決後、批准の行方が

不確かでしたが、現在、ドイツのイニシアティブによって

新たな批准プロセスが開始されつつあります。また、ト

ルコ加盟問題は、EC 当時における 1987 年のトルコの

加盟申請から数えると、二十年来ヨーロッパを悩ます

問題でした。しかし、トルコにおける人権擁護の改善、

民主化の進展などを理由に、2005年10月にEUへの

加盟交渉は開始されました。このような複雑な情勢と

その背景を理解し、そして今後の展望を持つためには、

EU の一機構で現在、実際に政策立案に影響を与え

ているヴェニンガー先生の講義は非常に有益でした。 

 ゼミなどを通して普段から受講生が勉強している分

野ですが、先生の専門分野である宗教問題につい

ての知見は、非常に新鮮でした。ヴェニンガー先生は

実務家であっても、神学と哲学で博士号を取得され

た方で、個人的には大変刺激を受けました。欧米の

一部の知識人の間では、むしろ世俗化していると言

われるEUですが、先生の持論によれば、各国の宗教

制度を見た時には政教分離の国はむしろ例外的であ

り、キリスト教と国家、ひいてはキリスト教と EU 政治との

関わりは、無視できないのです。 

 最終日には、5日間の授業を通して学んだ内容を踏

まえて、模擬欧州理事会を行いました。欧州理事会

とは、現在、EU のかかえる主要事項を加盟国首脳レ

ベルで交渉し、決定する一制度です。模擬欧州理

事会は交渉を行う各国首脳などの立場を各参加者

が演じ、この欧州理事会を再現しようという企画です。

参加者の労力を惜しまない準備の成果もあって、最

終的には、無事、欧州理事会のロールプレイを終える

ことが出来ました。 

今回の集中講義を改めてふりかえってみると、この

模擬欧州理事会も含めて、参加者にとって、EU の諸

制度のみに注目する偏りを避け、欧州統合の歴史と

現在を宗教的な側面も含めてより広い観点で捉え直

す素晴らしい機会であったと思います。 

 

（2） 「比較政治体制論」 

ドイツのエアーランゲン大学からマーク・トンプソン

君をお招きし、特定期間集中講義「比較政治体制

論」が 2007 年 3 月 7～9 日と 12・13 日の 5 日間の

日程で行われました。 

 

 

 

 
 
 
 
 

トンプソン君の授業風景 

学生の感想 

後期博士課程 2 年 高木祐輔 

 

3 月 7 日から 13 日までの 5 日間トンプソン教授に

よる集中講義に参加しました。講義では、主に体制変

動論と階級分析についての基礎的文献を読みました。

比較政治学の一つの重要なサブ・テーマである政

治変動論について、マルクスやウェーバーの古典か

ら始まり、ハンティントン、ムーアやリンスらの代表的業

績、トンプソン教授自身の論考までを扱いました。 

 振り返って見ると、筆者にとって講義参加は三つの

意味がありました。第一に、短期集中で一つのサブ・

テーマを追うことで、間延びせず基本的な考え方を吸

収できたことです。第二に、学説史の重要性を再確

認できたことがいえます。学説史を追う事は、関連す

る知識の吸収だけではなく、先行研究を批判的に検

討し、自身の議論を固めていく作業に直結することを

再確認できました。 

 第三は、筆者個人の研究と関係することです。ラン

チの時間を含めた休み時間などに自分の研究のこと
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などを相談できました。普段なかなか話す機会のな

い他大学、他地域の研究者と自身の研究について

議論し、相談できたことが大きな収穫となりました。 

 春休みの最中に開催されたこともあり、参加者が少

なかったように思いますが、その分ディスカッションに時

間を割くことができました。また、一週間にわたりほぼ半

日を一緒に過ごしたことで、招聘教授とアカデミックな

関係以外の人間関係を築くこともできました。集中講

義への参加は、とかく個人作業となりがちな院生生

活の中で貴重な刺激となりました。 

 

2 新学期開講講義のお知らせ 

 2007 年度春学期新規開講講義をご紹介します。

講義内容は、KIPS ホームページ “What’s New”でもご

覧になれます。 

 

（１） 「アメリカの東アジア政策」 

 2006 年度秋学期に好評を博した講義「アメリカの外

交政策」に続く第二弾です。ぜひ受講してください。 

担当者： フランク・ジャヌジ（Frank Jannuzi）君 

日時及び教室： 火曜 4 限、356 番教室 

使用言語： 英語 

 

（２）  「日韓関係の政治」 

 リ・ジョンフン君は、オックスフォード大学で博士号を

取得した韓国延世大学国際大学院の教授です。こ

の機会をお見逃しなく受講してください。 

担当者： リ・ジョンフン（Lee Jung-Hoon）君 

日時及び教室： 水曜 3 限、124 番教室 

使用言語： 英語 

 

4 会議参加成果の報告  

「海外発表の感想」 

 

 

 

 

 

 

後期博士課程 3 年   福井 英次郎 

 

私は 2006 年 12 月 6-7 日にオーストラリアのメルボ

ルン大学で開催された“Europe and Asia: Regions in Flux”

に参加し、学会発表する機会を持つことができました。

この国際学会は、欧州とアジアという躍動を続ける 2

つの地域の関係を多岐に渡る視点で研究することを

目的に、欧州委員会の支援により開催されました。 

今回は、私にとっては初めての英語での発表であ

ったことに加え、セッションの司会者の方が私の発表

する分野の第一人者であったこともあり、非常に緊張

しました。発表後には、司会者の方やフロアから有益 

なコメントを頂くことができ、非常に有意義でした。また

ティー・ブレイクやレセプションを通じて、著名な研究者

の方々と知り合い意見交換できたことは、今後の研

究を進める上での刺激となりました。 

研究発表の機会は、日本国内で開催される学会

だけでなく、世界各地に拡がっています。大学院生が

海外で発表する場合の問題の一つは、旅費・宿泊

費などの実費をどのように工面するかだと思います。

私の場合、KIPS から研究支援を頂くことによって、こ

の問題を解決でき、貴重な経験をさせて頂きました。

本当に有難うございました。 
 

5 編集後記 

  今回の記事は、KIPS 事業報告書中に記載され

たものが中心です。こちらの報告書もご参照ください。 

な お 、 KIPS の 詳 細 は ホ ー ム ペ ー ジ （ HP:  

http://www.law.keio.ac.jp/~kips/）でもご覧になれます。 

＜第 2 号編集委員： 河越真帆、柴田公子（RA）＞ 

 

KIPS 事務局： 

（春木育美、河越真帆、蔦尾祐子） 

〒108-8345 

東京都港区三田 2－15－45 

慶應義塾大学 南館地下 1 階 

Tel： （03）5418－6731 

Fax: （03）5418－6732 

E-Mail:kips-jimu@adst.keio.ac.jp 

http://www.law.keio.ac.jp/~kips/ 


