
2006 年度 出張成果報告 
 

 
KIPS では、2006 年度の事業として、大学院生の国内外の会議出張にともなう交通費お

よび宿泊代を助成しました。これらの会議参加を通じて、大学院生の研究の質の向上等の

成果が得られました。また、KIPS の事業の充実を図るため、教員および研究員が国内外の

会議に参加しました。以下は出張成果報告書です。 
 

1. 国内出張 
 

会議参加記録 ①  
会議名 「旧ソ連・東欧地域における体制転換の総合的比較研究」 

“体制転換後におけるロシア内政” 
会議の概要 旧ソ連諸国（特にロシア）の内政研究を行っている若手研究者の研究報

告会 
会議開催年月日 2006 年 12 月 2～3 日  

開催地 北海道札幌市 北海道大学スラブ研究センター 
参加者名 修士課程 中馬瑞貴 

 
■□会議参加報告 
「旧ソ連・東欧地域における体制転換の総合的比較研究」の１つとして行われた「体制

転換後におけるロシア内政」という研究会では、若手のロシア研究者を中心とした研究発

表およびテーマごとの討論が行われた。主なテーマは(1)ロシアの政治制度、(2)ロシアにお

ける政治と経済、(3)旧ソ連・ロシアの地方政治・連邦制である。会議参加を通じて、現在、

ロシア内政分野で行われている研究の動向を捉えることができた。大学院生を含む若手の

旧ソ連・東欧研究者の発表では、ロシア内政研究に対する、既存の研究とは違ったさまざ

まな研究アプローチが見られた。そのため、内容だけでなく、研究手法についても討論が

行われ、今後、自分が研究を行っていく上で参考となるものであったと思う。内容は自分

の研究テーマに近いもの、深く関連するものが多かったので、発表後の討論に積極的に参

加することができた。それと同時に、今まで関心を向けなかった分野もあり、新しい知見

を得ることもできた。特にエネルギー・環境分野では日本や中国といった東アジアとの関

連が深いこともあり、ロシアの内政研究を東アジア研究の蓄積と関係づける視点を得た。 



会議参加記録 ② 
会議名 現代韓国朝鮮学会 

会議内容 朝鮮半島研究者が研究成果を報告する研究大会 
会議開催年月日 2006 年 11 月 18 日～19 日 

開催地 静岡県静岡市 静岡県立大学 
出張者 KIPS 研究員 春木育美 

 
■□会議参加報告 
今回の会議参加の目的は、専門領域を異にする学際的な学会に参加し、そこで得た知見

を「専修ユニット」の充実に役立てることである。11 月 18 日に、統一テーマである「朝鮮

半島問題とマスメディア」に関するパネルディスカッションが開かれ、研究者および報道

記者による報告が行われた。19 日の研究報告会およびパネルディスカッション「韓流現象

をどうとらえるべきか」では、政治学のみならず経済、社会学分野の研究者の報告がなさ

れた。７つの「専修ユニット」の中には、「東アジア研究」、「マスコミュニケーション研究」

「市民意識研究」の 3 分野が含まれているが、今回の会議参加を通じて、政治学、マスメ

ディア、社会学といった多様な分野の研究者と意見交換したことは、領域横断的な知識を

得る意義やその必要性を考える上で有益であった。法学研究科設置科目以外の分野の学習

を可能にする「専修ユニット」の利点を、今後はさらに大学院生に周知していきたい。 
また、会議参加を通じて交流した研究者に対し、継続的に KIPS の事業内容をアピールし

ていく必要性を感じた。こうした広報活動は、他大学からの法学研究科政治学専攻への進

学希望者を増やすことにつながるであろうし、今後 KIPS が推進する大学院生の就職支援の

一助にもなると思われる。対外的に KIPS の活動を広く知らしめることを、今後の課題とし

たい。 
 
 

2. 海外出張 
 
会議参加記録 ① 

会議名 International Association of Historians of Asia (19th) 
会議の概要 

 
 

アジア地域研究者たちの国際会議 
1960 年以来、2 年ごとに（時期によって 3 年ごとに）アジア各国で開催

されてきた 
会議開催年月日 2006 年 11 月 22～25 日 

開催地 フィリピン・マニラ 
参加者名 後期博士課程 高木佑輔 

 



■□会議参加報告 
2006 年 11 月 22 日から 24 日の間、フィリピンの首都マニラで開催された International 

Association of Historians of Asia (IAHA)に参加、報告を行った。IAHA への参加は、大き

く 3 つの意味があった。第一に、フィリピンに限らずアジア地域を研究している多くの研

究者に出会い、自身の研究を相対化する機会となった。第二に、発表後、専門誌の関係者

から、投稿を勧められた。もちろん投稿を勧められただけで、掲載される保証は全くない

のだが、専門誌の関係者から声をかけられたことが、今回の学会参加で一番印象的な出来

事だった。第三に、国内外で活躍する同世代の研究者に出会えたことは、プレッシャーを

感じると共に、新たなモチベーションとなった。また、フィリピン研究をしていること、

会議の会場がフィリピンであったことから、多くのフィリピン（人）研究者と今後につな

がる人間関係を築けたことが、長期的にみて、最大の成果であったといえる。 
自分の研究はまだまだ発展途上であるし、英語も未だに中途半端であるが、きちんと準

備すればそれなりの成果があることを実感できた。来年度以降も、国内外の学会に積極的

に参加し、日々の研究活動の糧にしたいと思う。 
 
会議参加記録 ② 

会議名 Europe and Asia: Regions in Flux 
会議の概要 

 
慶應義塾大学を含む日・欧・豪の４つの大学による共同研究 
地域主義の観点から欧州とアジアの動向を分析することを趣旨とする 

会議開催年月日 2006 年 12 月 6～7 日 
開催地 オーストラリア・メルボルン市 メルボルン大学 

参加者名 後期博士課程 福井英次郎 
 
■□会議参加報告 

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たものである。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、非常に有意義だった。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

となった。 
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、世界各地に広がっている。

大学院生が海外で発表する場合の問題の一つは、旅費・宿泊費等の実費をどのように工面

するかだと思うが、今回、KIPS からの支援でこの問題を解決でき、貴重な経験が得られた。 



会議参加記録 ③ 
会議名 日中学長会議第一回学術フォーラム 

会議の概要 
 
 

日中学長会議第一回学術フォーラム「イニシアティブとパートナーシッ

プ（創新と合作）」において、日中大学間の学術交流や復旦大学政治学系

教員との意見交換を行う 
会議開催年月日 2006 年 12 月 8 日～9 日 

開催地 中華人民共和国・上海市 復旦大学 
参加者名 法学部教授 国分良成、法学部教授 増山幹高 

法学部専任講師 粕谷祐子 
 
■□会議参加報告 
「イニシアティブとパートナーシップ（創新と合作）」と題する日中学長会議第一回学術フ

ォーラムが 2006 年 8 日～9 日、復旦大学において開催され、慶應義塾大学からは安西祐一

郎塾長、坂本達哉理事、隅田英子（OGI 事務長）、鶴尾寧（OGI 北京オフィス事務長）に加

えて、KIPS 運営委員である国分良成（東アジア専修ユニット・コーディネーター）、増山

幹高（事業推進委員）、粕谷祐子（同）が参加し、日中大学間の学術交流や復旦大学政治学

系教員との意見交換を行った。とくに国分は第二分科会「21 世紀の日中友好における大学

の使命と役割」において講演し、学術交流の社会還元、大学間のホットライン構築、政治

と学術交流のあり方等について問題提起を行った。また、国分、増山、粕谷は復旦大学政

治学系教員（※）と日中関係や日本政治、学術交流に関する意見交換の機会を持ち、将来

において両大学政治学専攻プログラムの交流を一層発展させ、制度化する方策を検討した。 
さらに、呉寄南・上海国際問題研究所日本研究室長と面会し、2007 年度の招聘教授とし

て来日し、慶應義塾大学法学研究科において講義をして頂く可能性について検討した。 
 
（※） 
燕 爽 （副校長） 
郭定平 （国際関係・公共政策学院教授） 
蔵志軍 （国際関係・公共政策学院教授） 
陳志敏 （国際関係・公共政策学院教授） 
包霞琴 （国際関係・公共政策学院副教授） 
肖佳霊 （国際関係・公共政策学院副教授） 
陳 雲 （国際関係・公共政策学院副教授） 
 
 
 
 



会議参加記録 ④ 
会議名 ローマ条約調印 50 周年を記念した欧州統合を回顧する国際会議 

会議の概要 
 

今日の EU の基礎となるローマ条約調印より 50 年目の節目を迎え、欧

州統合を回顧するテーマを扱う研究大会 
会議開催年月日 2007 年 3 月 23～24 日 

開催地 イギリス・ロンドン（英国外務省） 

参加者名 KIPS 研究員 河越真帆 

 
■□会議参加報告 
この国際会議は 1957 年 3 月 25 日に調印されたローマ条約の 50 周年を記念し、英国内

外の第一線の EU 研究者が欧州統合を回顧するために開催された。河越は KIPS の EU 研

究専修ユニットを充実させるため、英国マンチェスター大学のサイモン・バルマー教授か

ら英国における EU 研究の教育カリキュラムについて情報収集を行った。また、本会議の

主催者であるロンドン大学公共政策学院のルーク・フォスター氏と面談し、国際的な学術

交流の手配の仕方、海外からの研究者の招聘の仕方等、本会議の具体的な事例について紹

介頂いた。 
具体的には、会議の第一日目である３月 23 日にバルマー教授がパネリストとして参加す

る「EU の政策・制度の発展」が開かれ、河越はバルマー教授と面談した。バルマー教授に

英国の大学院での EU 研究の最近のプログラムに関して質問を行い、慶應義塾大学大学院

の「EU 研究専修ユニット」を国際政治学・比較政治学・政策過程論といったさまざまな領

域から多角的に拡充するための方策について意見を求めた。そして、日本における EU 研

究者の養成のために、欧州での EU 諸機関での研修制度等について、キャリアアップに関

する有意義なアドバイスをもらうことができた。 
また、フォスター氏とは 3 月 23 日に面談し、外国の研究者との国際的な交流に関してイ

ンタビューを行い、KIPS 事業にとって、海外からの研究者を今後迎える上で大学間の相互

交流の方策(国際会議に関する情報配布の徹底、受け入れ態勢の整備等)に関する知見を得る

ことができた。 
この他、会議の第一日目である 3 月 23 日には、上記の「EU の政策・制度の発展」に加

えて「欧州統合史」、「欧州統合の国際的インパクト」と題するセッションが開かれ、また、

第二日目である 3 月 24 日には、「経済・通貨同盟」、「欧州統合の法的側面」、「欧州統合と

加盟国」のセッションが行われた。これらのセッションにも参加することによって、政治

学のみならず法・経済の分野の研究者たちの報告を聞くことができた。パネリストら EU
研究の第一人者たちと意見交換し、政治学と隣接分野の関わりを考えて専門分野の違う授

業の相互承認制度の拡充等に関する示唆を得たことは、KIPS の EU 研究専修ユニットの

整備・拡充に役立つことになると思う。 
 



会議参加記録 ⑤ 
会議名 アジア学会 Association for Asian Studies Annual Meeting 
会議内容 世界各国のアジア研究者が研究成果を報告する研究大会 

会議開催年月日 2007 年 3 月 22 日～25 日 
開催地 米国・ボストン Marriott Copley Place 
出張者 KIPS 研究員 春木育美 

 
■□会議参加報告 

ボストン Marriott Copley Place で開催されたアジア学会の年次大会では、研究報告の

みならず、研究分野ごとに会合やラウンドテーブルが開かれた。今回の会議参加の第一の

目的は、大学院課程におけるアジア研究者の養成に関する知見を得ることである。第二の

目的は、大学院生のキャリアアップと就職サポートに関する情報を収集することである。

その目的達成のために、世界各国から政治学、歴史学、社会学、文学等、多様な領域の研

究者が結集するアジア学会は、最適の場であった。 
第一の目的を達成するため、3 月 22 日に開催された Korean Studies Meeting において、

デニス・マクラナマ教授（ジョージ・タウン大学）とマイラン・ヘスネマク教授(ペンシル

バニア大学)と面談した。さらに、カーター・エッカート教授（ハーバード大学）と面談す

るため、3 月 25 日に行われたセッション Moving beyond Nationalist Narratives に参加し、

米国および韓国におけるアジア研究の現状と、研究者養成の課題について意見を得た。 
第二の目的を達成にあたり、ワシントン大学のクラーク・ソレンソン助教授､マーク・

カプリオ教授に面談するため、3 月 24 日に開催された In Memory of J. Palais（アジア学

会の重鎮であったジェームズ・パレイ教授の追悼式）に出席した。2 人の話は、求職活動に

関するご自分の経験を交えた具体的な話であっただけに、非常に示唆に富むものであった。 
その他にも学会開催期間中に、各国から集まった大学教員に、大学院生の学位取得に向

けてどのような取り組みがなされているのか、また、大学院生の就職活動に対するサポー

トをどのような形で行っているのか、意見を得た。それにより、KIPS が今後どのようなサ

ポート体制を構築していくことが必要なのか、その課題が明確になった。 
KIPS では大学院生の就職支援を、2007 年度の事業目標の一つとして掲げている。今回

の会議参加を通じて得た知見を、KIPS の事業推進に役立ていきたい。 
 


