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はじめに 
 

 
法学研究科｢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」 
 

拠点リーダー：田中 俊郎（法学部教授）                                    

 
近年、文部科学省は、公的な資金で大学および大学院を支援する際に、オープン・コン

ペ方式を頻繁に採用している。そこでは、独立行政法人化された国立大学だけでなく、公

立大学も、慶應義塾のような私立大学も、競争資金を申請・獲得しなければならない。今

回、教育分野でも、文部科学省から「『魅力ある大学院教育』イニシアティブ」の募集があ

り、慶應義塾大学大学院法学研究科政治学専攻は、｢グローバル化時代の政治学総合教育拠

点形成｣提案で応募し、資金獲得に成功し、KIPS（Keio Initiatives for Political Science）
として、2006 年度後期から新たな教育プログラムを推進している。以下は、その 2006 年

度の事業報告である。 
  KIPS は、グローバル化時代に国際水準で活躍できる総合的知識と高度な専門性を兼ね

備えた政治学研究者・教育者の輩出を目指している。慶應義塾大学大学院法学研究科政治

学専攻は、わが国最大のスタッフと教育体制を備えた大学院として、これまで 5 つの系列 

(政治思想論、政治・社会論、日本政治論、地域研究論、国際政治論)を基礎とした教育をお

こなってきた。KIPS では、これら既存の 5 系列体制を領域横断的な形で発展させるととも

に、国際的な教育・研究活動の強化および学位取得支援策の一層の充実を図っている。 
 2006 年度、本事業による具体的な成果の第 1 は、専門分野の知識を体系的に履修できる

科目選択ガイドラインである「専修ユニット｣の導入である。これまで修士課程の一部に導

入されていたが、本事業の採択により後期博士課程にまでひろげ、新たな専修ユニットを

導入した。これまでの EU 研究（コーディネーター：田中俊郎）に加えて、2006 年度に東

アジア研究（同：国分良成）、コミュニケーション研究（同：大石裕）、公共政策研究(同：

小林良彰）を設置した。さらに、2007 年度には、近代化研究（同：玉井清）、安全保障研

究（同：赤木完爾）、市民意識研究（同：有末賢）の専修ユニットが新たに設置される。 
第 2 の成果は、「基礎トレーニング支援プログラム」の新設であり、基礎演習Ⅰ、基礎

演習Ⅱを新たに導入して、オムニバス形式で最先端の研究動向と研究手法に関する講義を

行うことである。すでに 2006 年度秋学期には、基礎演習Ⅱが導入され、研究手法について

4 名の教員と講師が、それぞれの専門学問領域における研究手法について講義とダイアロー

グを行った。2007 年度春学期に開講される基礎演習Ⅰでは、政治学の研究分野ごとの研究
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動向について講義とダイアローグをおこなう予定である。政治学の基礎を学習することで、

院生諸君が、狭い学問領域に閉じこもり、いわば｢蛸壺｣状態にならないように、専修ユニ

ットや新年度さらに充実される｢プロジェクト科目」とともに、問題関心と視野をひろげる

ことを目的としている。 
第 3 の成果は、国際的な場で活躍する研究者・教育者を育成するため、「外国人招聘教授

による外国語による授業」を増設したことである。2006 年度には、「アメリカ外交政策」、

「欧州政治統合論」、「比較政治体制論」の 3 科目を設置した。2007 年度には 6 名の研究者・

実務家を海外から招聘し、外国語による 6 科目の講義を新たに設置することを計画してい

る。このような国際的水準のセミナーを設置することによって、院生諸君が国際的に活躍

する能力をさらに高めることが期待されている。 
第 4 の成果は、留学生の博士学位取得を容易にするため、博士論文等の日本語論文執筆

支援体制も整えたことである。博士論文の一部となることが期待されている『法学政治学

論究』に投稿する留学生の論文の日本語チェックも受け付けるようになった。 
最後に、文部科学省、日本学術振興会、慶應義塾大学関連部門のスタッフの本事業に対

するご支援とご協力に対して深く感謝するとともに、本事業を 2007 年度においてさらに発

展させることをお誓いするものである。しかし、このような教育プログラムをどう使うか

は、院生諸君の問題である。ウォーミングアップの期間は終わった。本事業が本格的に展

開する 2007 年度において、ぜひより大いに積極的に本教育プログラムを活用していただき

たい。 
 
 
 
 
 
 
「『魅力ある大学院教育』イニシアティブ」は、2005 年度より開始された文部科学省の事業

である。現代社会の新たなニーズに応えられる創造性豊かな若手研究者の養成機能の強化

を図るため、大学院における意欲的かつ独創的な教育プログラムに対し重点的な支援を行

うことにより、大学院教育の実質化（教育課程の組織的展開の強化）を推進することを目

的としている。 
2006 年度の公募では、268 件（129 大学）の申請があり、「魅力ある大学院教育」イニシ

アティブ委員会よる審査の結果、46 件（35 大学）が採択された。 

 
 

 



 4 

目 次 
 

 
 
 
 

はじめに   1 
 
 KIPS 活動記録 4 
 KIPS ホームページ 7 
 
 2006 年度事業の概要 8 
 専修ユニット履修プラン 9 
 外国人招聘教授による講義の開設  

1. アメリカ外交政策 11 
2. 欧州統合論 12 
3. 比較政治体制論 13 

 授業報告書  
1. 専修ユニット RA 15 
2. 基礎演習 TA 16 

 出張成果報告 17 
 留学生のための学位取得支援 18 
 KIPS キャリアアップサポートセミナー 19 

 
 KIPS スタッフ 6 
 
DATA 
 授業評価アンケート 20 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

KIPS 活動記録 
 

 
準備段階 
 
2006 年 3 月 16 日（木） 

応募：「魅力ある大学院教育」イニシアティブ計画調書を日本学術振興会に提出。 
 事前準備担当タスクフォース：田中、増山、細谷、粕谷 
 
6 月 8 日（木） 
 「魅力ある大学院教育」イニシアティブ・ヒアリング 

14：20～14：50 於：独立行政法人日本学術振興会一番町事務室 5 階会議室 
プレゼンテーション・質疑応答 

 出席者：西村常任理事、小此木、田中、細谷 サポート：増山、粕谷、友田（学事） 
 
7 月 10 日（月）採択内示。 
 
7 月 12 日（水）採択正式公示。 
 
7 月 18 日（火） 
タスクフォース  

15：00～17：00 於：研究室棟会議室 
出席者：田中、小此木、増山、細谷、粕谷 

 正式採択に伴い、7 月 21 日開催予定の政治学科専任者会議および研究科委員会で、報告

および最終的な承認を得る。また、大学院問題検討小委員会に報告する必要があり、そ

のための準備を行った。 
 
7 月 21 日（金） 
政治学科専任者会議 

10：00～11：00 於：塾監局第 3 会議室 
政治学科専任者会議で説明、大枠について了解を得た。 
法学研究科委員会 

13：00～15：00 於：研究室棟 B 会議室 
法学研究科委員会で説明、大枠について了解を得た。「魅力ある大学院教育」イニシアテ

ィブ運営委員会（KIPS 運営委員会）新設の許可を得た。 
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7 月 28 日（金） 
大学院問題検討小委員会 

16：30～17：00 於：研究室棟 B 会議室 
大学院問題検討小委員会で説明。 

 
KIPS 実施段階 
 
8 月 4 日（金） 
研究拠点形成費等補助金交付申請書を文部科学省に提出。  
 
第１回 KIPS 運営委員会  

15：00～16：00 於：研究室棟第 2 会議室 
出席者：田中、小此木、国分、小林（良）、有末、大石、大山、増山、細谷 
議題 1 法学研究科「魅力ある大学院教育」イニシアティブ(以下、法研イニシアティブ

と呼ぶ)の内容について。 
     専修ユニット：16 単位、内 4 単位は学部授業で可。同一担当者の授業は 1 回の

みで再履修分は認めない。2006 年度春学期履修分は認める。 
議題 2 事業推進委員会の設置とメンバーについて（田中、増山、細谷、粕谷の 4 名とす

る）。 
 
8 月 30 日（水） 

2006 年度（平成 18 年度）｢魅力ある大学院教育」イニシアティブ計画調書（修正変

更版）等を日本学術振興会に提出。 
 
9 月 20 日（水） 
大学院問題検討小委員会 

13：30～14：15 於：研究室棟第 2 会議室 
議題 1 計画調書（修正変更版）を 8 月 30 日に、日本学術振興会に提出した。 
議題 2 事務担当補助員（派遣）を採用、週 3 回（月、水、金）9:00～17:00 勤務とする。 
議題 3 KIPS 事務局は、南館地下 1 階に置く。 
 
第 2 回 KIPS 運営委員会 

14：15～15：00 於：研究室棟第 2 会議室 
出席者：田中、小此木、関根、国分、小林（良）、有末、大石、大山、増山、細谷 

議題 1 計画調書（修正変更版）提出に伴う変更（予算、授業計画、基礎演習）の承認。 
議題 2 講義の新設（基礎演習Ⅱ、アメリカ外交政策）、新任人事（岡崎君、フランク・
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ジャヌジ君）。 
議題 3 9 月 21 日の法学研究科委員会終了後、研究補助員、RA、TA 等の募集を開始し、

9 月 29 日の運営委員会で最終選考を行うことを決定。 
 

9 月 21 日（木） 
政治学科専任者会議 

11：30～12：45 於：塾監局第 3 会議室 
政治学科専任者会議で KIPS の概要について説明、了解を得る。 
法学研究科委員会 

13：00～13：45 於：塾監局第 3 会議室 
法学研究科委員会で KIPS の概要について説明、了解を得る。 

 
9 月 22 日 (金) 

KIPS ホームページを開設 
KIPS ホームページを作成し、9 月 22 日に公開した。 

 
9 月 28 日（木） 

KIPS 説明会  
13：00～14：30 於：321 番教室 

大学院生向けに KIPS の概要を説明し、公募の案内と提出書類の受付を行った。 
 第１回 KIPS 事業推進委員会 

16：45～19：00 於：研究室棟 B130 会議室 
議題 1 研究補助員、RA、TA 等の選考資料の準備。 

 
9 月 29 日（金） 
第 3 回 KIPS 運営委員会  

10：30～11：15 於：研究室棟 B130 会議室 
出席者：田中、国分、小林（良）、有末、大石、大山、増山、細谷、粕谷 
議題１ 研究補助員、RA、TA の選考。 

 
10 月 13 日（金）  

「2006(平成 18 年度)研究拠点形成費等補助金」追加配分用交付申請書を文部科学 
省に提出。 

 
10 月 20 日（金） 

第 2 回 KIPS 事業推進委員会 
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16：30～17：30 於：KIPS 事務局 
出席者：事業推進委員(田中、増山、粕谷、細谷)、堤林 

KIPS 研究員(春木、河越) 
議題 1 追加公募の専修ユニット RA の選考。 
議題 2 外国人招聘教授の採用。 

 
11 月  

KIPS パンフレット作成・送付 
KIPS の事業に関するポスターおよびパンフレットを作成し、パンフレットを法学研究

科政治学専攻の全教員、大学院在籍者および関係各所に送付した。 
 

11 月 9 日（木） 
第 3 回 KIPS 事業推進委員会 

12：00～1：00  於：KIPS 事務局  
出席者：事業推進委員（田中、粕谷、増山、細谷）、堤林 

KIPS 研究員（春木、河越）、事業推進 RA（李、柴田） 
議題 1 外国人招聘教授による集中講義の新設。 
議題 2 予算・事業推進に関する打ち合わせ。 
議題 3 基礎演習Ⅰ(2007 年春学期）概要。 
議題 4 大学院説明会開催を提案し、KIPS の説明を行う。 

    
11 月 10 日 (金)  

第 4 回 KIPS 運営委員会  
10：00～10：30 於：研究室棟 A 会議室 

出席者：田中、小林（良）、有末、大石、大山、増山、細谷、粕谷 
議題１ 特別集中講義設置・担当者について。 

2007 年 1 月に「欧州政治統合論」を新設し、担当者としてミヒャエル・ヴェニ

ンガー君（欧州委員会 BEPA メンバー）を承認。 
議題 2 大学院説明会の開催（12 月 16 日）。 
議題 3 追加予算についての報告（最終予算を再作成し専修ユニット RA 追加採用の人件

費等として充当）。 
 

11 月 10 日（金） 
政治学科専任者会議 

10：30～11：30 於：研究室棟 A 会議室 
議題１ 特別集中講義設置・担当者について。 
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    「欧州政治統合論」の新設および担当者ミヒャエル・ヴェニンガー君の承認。 
議題 2 大学院説明会の開催（12 月 16 日）。 
議題 3 追加予算について。 

 
11 月 13 日 (月) 
ポスターセッションに出展 
パシフィコ横浜で開催された文部科学省・(財)文教協会主催「大学教育改革プログラム

合同フォーラム」ポスターセッションに KIPS が出展し、KIPS の概要について説明する

とともに、ポスター展示、パンフレット配布を行った。 
参加者：粕谷（専任講師・KIPS 事業推進委員）、春木（KIPS 研究員） 

 
11 月 16 日（木） 

第 4 回 KIPS 事業推進委員会  
12：00～1：00 於：KIPS 事務局 

出席者：事業推進委員（田中、増山、粕谷）、堤林 
KIPS 研究員（春木、河越）、論文支援 RA（原田、速水、川上、岩谷） 

議題 1 2007 年度の集中講義「欧州政治統合論」の開設（講師の待遇、日程の調整）。 
議題 2 大学院説明会における KIPS に関する広報。 

＊論文支援 RA に今後の留学生論文支援の進め方を説明した。 
 
11 月 30 日（木） 

第 5 回 KIPS 事業推進委員会 
12：00～1：00 於：KIPS 事務局 

出席者：事業推進委員（田中、増山、粕谷、細谷）、堤林、KIPS 研究員（春木、河越） 
専修ユニット RA（EU 研究：小栗、東アジア研究：杉浦、兪） 

議題 1 2007 年度の集中講義の開設（講師の待遇、日程の調整）。 
議題 2 大学院説明会における KIPS 関連配布物（KIPS パンフレット、ニューズレター

第 1 号）。 
＊専修ユニット RA に業務内容を説明し、質疑応答を行った。 

 
12 月 7 日（木） 

第 6 回 KIPS 事業推進委員会 
12：00～1：00 於：KIPS 事務局 

出席者：事業推進委員（増山、粕谷、細谷）、KIPS 研究員（春木、河越） 
専修ユニット RA（コミュニケーション研究：平井、山越） 

議題 1 集中講義について（ミヒャエル・ヴェニンガー君のビザの件、マーク・トンプソ



 10 

ン君の集中講義の日程）。 
議題 2 講師謝礼の件。 
議題 3 法学研究科政治学専攻パンフレット作成について。  

   ＊専修ユニット RA に業務内容を説明し、質疑応答を行った。 
    
12 月 13 日 （水）  

KIPS ニューズレター第 1 号発行 
ニューズレター第 1 号を発行し、政治学科教員および大学院在籍者に発送した。 

 
 
12 月 14 日（木） 
第 7 回 KIPS 事業推進委員会 

12：00～1：00 於：KIPS 事務局 
出席者：事業推進委員（田中、増山、粕谷、細谷）、堤林、KIPS 研究員（春木、河越） 

専修ユニット RA（公共政策研究：慶、裴） 
議題 1 招聘教授人事と招聘手続き。 
議題 2 公共政策に関する参考資料の扱い（KIPS 事務局で保管）。 

   ＊専修ユニット RA に業務内容を説明し、質疑応答を行った。 
 
12 月 15 日（金） 

第 5 回 KIPS 運営委員会 
10：15～11：00 於：研究室棟会議室 B 

出席者：田中、有末、大石、大山、増山、細谷、粕谷  
議題 1 2006 年度 秋学期外国人招聘教授による「集中講義」開設に関する経過報告。 
議題 2 2007 年度 外国人招聘教授の講義の新設。 
議題 3 授業評価アンケート実施について。 

 
12 月 16 日（土）  

大学院説明会（法学研究科）開催 
11：00～12：00 民事法学・公法学専攻     103 番教室 
12：00～12：15 法学研究科委員長挨拶（小此木政夫）   105 番教室 
12：15～13：00 政治学専攻説明     105 番教室 

  ＊政治学専攻の説明会会場にて KIPS ニューズレターおよびパンフレットを 
   配布するとともに、拠点リーダーより口頭で説明し、質疑応答に応じた。 
 
12 月 21 日（木） 
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第 8 回 KIPS 事業推進委員会 
12：00～1：00 於：KIPS 事務局 

出席者：事業推進委員（田中、増山、細谷）、KIPS 研究員（春木、河越） 
議題 1  ミヒャエル・ヴェニンガー君の契約書（教授ビザ取得目的）の件。 

  議題 2 事業予算の検討。 
 
2007 年 1 月 
 授業評価アンケート実施 

2006 年 12 月 21 日（木）に、RA・TA を対象に、授業事業評価アンケート実施に関す

る説明会を行った。KIPS 事務局が授業評価アンケートを作成し、各 RA および TA が、

28 科目を対象に行われた授業評価アンケートを回収した。 
 
1 月 10 日（水）  

KIPS ニーズレター臨時増刊号発行 
KIPS ニューズレター臨時増刊号を作成し、政治学科教員と大学院在籍者に発送した。 

 
1 月 11 日（木） 
第 9 回 KIPS 事業推進委員会 

  12：00～1：00 於：KIPS 事務局 
出席者：事業推進委員（田中、増山、粕谷、細谷）、堤林、KIPS 研究員（春木、河越） 

専修ユニット RA（安全保障研究：レノン、崔）  
議題 1 政治学専攻パンフレット構成案。 
議題 2 授業評価アンケート集計について。 
議題 3 予算審議について。 

＊専修ユニット RA に業務内容を説明し、質疑応答を行った。 
 
1 月 18 日（木） 

第 10 回 KIPS 事業推進委員会  
12：00～1：00 於：KIPS 事務局 

出席者：事業推進委員（田中、増山、粕谷）、堤林、KIPS 研究員（河越） 
専修ユニット RA（近代化研究：後藤、靏岡）  

議題 1 次年度プロジェクト科目「安全保障」で招聘する講師案の承認について。 
なお、その報酬に関して、KIPS で振込願等書類を作成する。 

議題 2 KIPS 事業終了後のシステム作りについて。 
議題 3 KIPS ホームページ運営について。 
議題 4 授業評価アンケート集計方法。 
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   ＊専修ユニット RA に業務内容を説明し、質疑応答を行った。 
 
1 月 24 日（水）～30 日（火） 

集中講義「欧州政治統合論」開講 
欧州委員会 BEPA メンバーのミヒャエル・ヴェニンガー君を講師に迎え、外国人招聘 

教授による英語の講義「欧州政治統合論」を開講した。1 月 24～26 日、29、30 日の 
5 日間にわたり、15 回の講義が行われた。 

 
1 月 26 日（金） 
第 11 回 KIPS 事業推進委員会 

12：00～13：30 於：KIPS 事務局 
出席者：事業推進委員(田中、増山、粕谷、細谷)、堤林、KIPS 研究員(春木) 

事務員(蔦尾)、専修ユニット RA (市民意識研究：奥田、藤田) 
議題 1 予算要望書の添付に関して。 
議題 2 基礎演習評価の方法について。 
議題 3 授業評価アンケートの取り扱いについて。 
議題 4 キャリアアップサポートセミナーの開催（20007 年 3 月 2 日に実施）。 

＊専修ユニット RA に業務内容を説明し、質疑応答を行った。 
 
2 月 13 日（火） 

政治学科専任者会議 
11：00～11：30 於：第 2 共同研究室 

議題 1 2007 年度春学期、講義｢韓日関係の政治｣新設と担当者：イ・ジョンフン君（韓

国延世大学準教授）の承認。 
 
2 月 20 日（火） 

第 12 回 KIPS 事業推進委員会 
12：00～13：30 於：KIPS 事務局 

出席者：事業推進委員(田中、増山、粕谷、細谷)、堤林、KIPS 研究員(春木) 
議題 1 新規招聘教授の人事と招聘手続きの進捗状況。 
議題 2 RA および TA の新規募集（公募日程に関しては後日決定）。 
議題 3 2006 年度予算の状況。 
 

3 月  
法学研究科政治学専攻パンフレット作成 
KIPS の活動内容を含めた法学研究科政治学専攻パンフレットを作成した。 
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 「2006 年度 KIPS 事業報告書」作成 
「2006 年度 KIPS 事業報告書」を作成、発行した。 
 
3 月 2 日（金）   
「KIPS キャリアアップサポートセミナー」開催 

11：00～12：30 於：大学院棟 314 番教室 
「KIPS キャリアアップサポートセミナー」を開催した。 
（セミナーの内容は本報告書の「KIPS キャリアアップサポートセミナー」のページを参照） 

 
第 13 回 KIPS 事業推進委員会 

12：30～13：30 於：KIPS 事務局 
出席者：事業推進委員(田中、増山、細谷、粕谷)、KIPS 研究員(春木)、事務員(蔦尾) 
議題 1 法学研究科政治学専攻パンフレットの校正。 

 議題 2 KIPS 年度末報告書作成の構成案。 
 
3 月 7 日（水）～13 日（火） 
集中講義「比較政治体制論」開講 
独エアーランゲン大学教授のマーク・トンプソン君を講師に迎え、外国人招聘教授によ

る英語の講義「比較政治体制論」を開講した。3 月 7～9 日、12、13 日の 5 日間にわたり、

15 回の講義が行われた。 
 
3 月 8 日（木） 

2007 年度（平成 19 年度）｢魅力ある大学院教育｣イニシアティブ研究拠点形成費等補

助金交付申請書を文部科学省に提出。  
                     

   
KIPS 事務局 (南館地下 1 階)         南館（法科大学院） 
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KIPS ホームページ 
 

 
KIPS ホームページには、教育プログラムの内容、新設科目の案内、KIPS 事業に対する

感想(院生の声)、公募情報等が掲載されている。また、KIPS 事業に関する最新情報が随

時更新されているので、参照されたい。 
HP アドレスは以下の通りである。 

 

HP アドレス  http://www.law.keio.ac.jp/~kips/         

 
トップページ  
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2006 年度(平成 18 年度) KIPS 事業概要 
 

 
KIPS では、グローバル化時代に活躍する総合的知識と高度な専門性を兼ね備えた研究 

者の輩出をめざしている。 
2006 年度は、①総合的知識の習得を可能にする領域横断的な政治学総合教育プログラム

の展開、②高い専門性を涵養する「専修ユニット」の導入、③国際水準で活躍する研究者

の育成の 3 点を事業の柱として推進した。 
2006 年度の事業成果は以下の通りである。 

 
※本稿は、文部科学省に提出した 2006 年度実績報告書の内容である。 

 
(1) 事業実施体制の整備 

 
①「KIPS 運営委員会」「事業推進委員会」の設置 

拠点リーダーの田中俊郎を含む専任教員 11 名からなる「KIPS 運営委員会」(KIPS
運営委員会)を設置し、同委員会が、KIPS の事業実施体制を統括した。 
また、拠点リーダー（田中）と教員 3 名（増山、細谷、粕谷）からなる「事業推進

委員会」を定期的に開催し、本事業の運用、計画、点検を継続的に行った。 
 
② 事務体制の整備 

三田キャンパス南館地下 1 階に、KIPS 事業推進事務局を設置し、常勤研究員 1 名、

非常勤研究員 1 名および事務補助員 1 名を雇用した。研究員は、本事業の RA や TA の

業務内容の管理、授業関連の学事業務、海外からの研究者の招聘、広報活動等の業

務に従事した。また、2 名の事業推進 RA が広報活動等の業務を補佐した。 
 

(2) 教育体制の充実化 
 
① 基礎トレーニング支援プログラムの導入 

政治学の多様な研究アプローチや分析枠組みを習得する「基礎演習Ⅱ（研究方法）」

を開講した。授業では、オムニバス形式で 4 名の教員と講師が、それぞれの専門学問

領域における研究手法について講義を行い、履修者は分析能力向上を目的とする方法

論レポートを作成した。なお、2007 年度春学期には「基礎演習Ⅰ（研究動向）」が開講

される。 
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② 専修ユニットの拡充 
既存の EU 研究に加えて、新規に 6 つの専修ユニット（東アジア研究、コミュニケ

ーション研究、公共政策研究、近代化研究、安全保障研究、市民意識研究）を導入し

た。各ユニットの整備・体系化を図るため、ユニット・コーディネーターの指導の下、

各ユニットに 2 名の RA を配置した。専修ユニット RA は、自ら「ディプロマ」取得に

向けて履修を進め、年度末には、各ユニットの主要科目の概要を整理した報告書およ

び履修プランを提出した。これらの履修プランを参考とすることによって、大学院生

は独自の科目履修を構築し、専修ユニット修了のディプロマ取得に取り込むことが期

待できる。 
 
③ 外国人招聘教授による講義の開設 

大学院生に国際水準の研究・教育に接する機会を提供するため、研究者や実務家を

海外から招聘し、英語による講義を設置した。2006 年度は、「アメリカ外交政策」（フ

ランク・ジャヌジ：米上院外交委員会上席アドバイザー）、「欧州政治統合論」（ミヒャ

エル・ヴェニンガー：欧州委員会 BEPA メンバー）、「比較政治体制論」（マーク・トン

プソン：独エアーランゲン大学教授）の 3 科目を開講した。外国人招聘教授による講

義を開設することで、英語で専門的知識を習得し議論する能力を向上させる環境を整

えた。 
 
④ 教育体験支援・就職支援 

教育体験支援の一環として、学部講義補助（5 名）、基礎演習補助（4 名）を TA とし

て配置し、大学院生の授業担当能力の向上に努めた。また、大学院生の就職を支援す

る目的で、3 月に「KIPS キャリアアップサポートセミナー」を開催した。 
 
⑤ 留学生のための学位取得支援 

   留学生の学位取得を促進するため、留学生の日本語での論文執筆を支援する体制を

充実させた。具体的には日本人の大学院生 4 名を論文支援 RA として配置し、留学生

の日本語論文を添削させた。 
 
⑥ 広報活動 

KIPS 事業に関する広報用ポスターおよびパンフレットを作成し、2006 年 11 月 13
日に開催された「大学教育改革プログラム合同フォーラム」にて掲示、配布した。広

報用パンフレットは、学内外の関係各所に送付した。また KIPS ホームページを開設し、

ニューズレターを発行する等、KIPS 事業の周知に努めた。さらに、KIPS の広報活動

の一環として「慶應義塾大学大学院法学研究科政治学専攻」案内を作成した。 
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⑦ 授業支援 
可動式大型ディスプレイ、プロジェクター、ディスプレイ・スクリーン、ラップト

ップ PC を購入し、投影機器設備のない小規模教室や会議室での授業支援体制を整備し

た。 
 
⑧ 国際交流 

国内外の会議に大学院生や本事業関係者を派遣し、研究成果の発信、海外研究機関

との国際交流のあり方を検討した。 
 
⑨ 授業評価アンケートの実施 
  基礎演習Ⅱ、外国人招聘教授による講義、専修ユニットの主要科目を対象として、授

業評価アンケートを実施した。授業評価の結果を本報告書で公表することにより、履

修者の評価が授業内容に反映されるとともに、大学院生が履修科目を選択するにあた

っての参考となることが期待される。 
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専修ユニット履修実績 
 

専修ユニットとは、高度な専門分野の知識を体系的に履修できる、科目選択のガイドラ

インのことである。専修ユニットの目的は、従来の研究系列体制では難しかった学際的な

専門家を養成することにある。専修ユニットは、法学研究科の設置科目だけでは学ぶこと

ができない分野を含めた学習・研究を可能にする。 
従来は修士課程のみを対象としていたが、本事業の採択にともない、後期博士課程まで

履修を広げた。既存の EU 研究に加えて、2006 年度には、東アジア研究、コミュニケーシ

ョン研究、公共政策研究の専修ユニットを設置した。2007 年度には、近代化研究、安全保

障研究、市民意識研究の専修ユニットが新たに設置される。 
各専修ユニットのコーディネーターは、以下の通りである。 
 

専修ユニット名 コーディネーター 
EU 研究 田中 俊郎 
東アジア研究 国分 良成 
コミュニケーション研究 大石  裕 
公共政策研究 小林 良彰 
近代化研究 玉井  清 
安全保障研究 赤木 完爾 
市民意識研究 有末  賢 

 
各「専修ユニット」の認定科目（法学研究科他専攻および塾内他研究科の科目を含む）

の中から 16 単位以上履修し合格した大学院生には、修士課程ないし博士課程修了時に、当

該「専修ユニット」修了を明記する「ディプロマ」（下記のイメージを参照）が付与され

る。       

修 

了 

証 
              

○
○ 

○
○  

   

  

本
塾
大
学
院
法
学
研
究
科
に
お
い
て 

「
Ｅ
Ｕ
研
究
専
修
ユ
ニ
ッ
ト
」
を
修
了 

  

し
た
こ
と
を
証
す
る 

         

平
成
○
○
年
○
月
○
日 

    

慶
應
義
塾
大
学
法
学
研
究
科
委
員
長 

小
此
木
政
夫 
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16 単位の中には、学部の科目（研究会を除く）を 4 単位まで加えることができるが、大

学院入学前に取得済みの学部の科目は認めない。また、原則として同一科目の再履修は認

めない。 
ただし、同一年度の特殊演習（春）（秋）、特殊講義・特殊研究（春）（秋）、合同演習（春）

（秋）は認める。「基礎演習Ⅰ」、「基礎演習Ⅱ」、「アカデミックライティング」、「アカデミ

ックプレゼンテーション」は、「専修ユニット」の認定科目とはならないので留意されたい。 
 
1. 履修実績 (2006 年度) 
 
各「専修ユニット」にはそれぞれの認定対象科目があるが、ここでは履修実績として、

幾つかのモデルを紹介する。ここに提示されているものは、専修ユニット RA が、主に 2006
年度開講科目の中から履修したものである。近代化研究、安全保障研究、市民意識研究に

関しては、2007 年度に新たに設置される専修ユニットであるため、この 3 つの専修ユニッ

トの履修実績は、参考として提示した。 
なお、専修ユニットの履修対象科目とその組み合わせに関しては、以下に提示した限り

ではない。2007 年度の専修ユニットの履修対象科目は専修ユニット・コーディネーターを

中心に決定される。専修ユニットを選択する大学院生は、その履修について指導教授およ

び専修ユニット・コーディネーターの指示を受けることが必要である。 
 
 (1) 2006 年度設置 専修ユニット 
 

❐EU 研究専修ユニット 

 
【実績 1】 

科目名 学期 単位数 
国際政治論特殊演習「欧州統合」（田中俊郎） 春学期 2 
国際政治論特殊演習「欧州統合」（田中俊郎） 秋学期 2 
プロジェクト科目・欧州統合（田中俊郎、細谷雄一） 秋学期 2 
国際政治論特殊演習「外交史料の読み方」（細谷雄一） 秋学期 2 
集中講義「欧州政治統合論」※（ミヒャエル・ヴェニンガー） 秋学期 2 
国際政治論特殊研究（添谷芳秀） 春学期 2 
西洋史特殊講義演習（神田順司） 春学期 2 
国際政治論特殊研究「冷戦史研究」（赤木完爾） 秋学期 2 

 
※ 集中講義「欧州政治統合論」（ミヒャエル・ヴェニンガー）は、2006 年度秋学期に設置
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された特定期間集中講義である。 
 
【実績 2】 

科目名 学期 単位数 
ルイ・ヴィトン・ジャパン寄附講座※ 
「フランス政治論」 
（フィッリップ・ネモ、ピエール・シャバル、細谷雄一） 

春学期 2 

政治思想論特殊演習（萩原能久） 春学期 2 
政治思想論特殊演習（萩原能久） 秋学期 2 
政治思想論特殊研究「フランスにおける政治思想の新たな展開」

（堤林剣） 
秋学期 2 

プロジェクト科目・欧州統合（田中俊郎、細谷雄一） 秋学期 2 
外国法（EU）特殊研究（庄司克宏） 通年 ４ 
国際政治論特殊研究（添谷芳秀） 春学期 2 

 
※ ルイ・ヴィトン・ジャパン寄附講座は、慶應義塾、ルイ・ヴィトン・ジャパン、在日

フランス大使館が、2006 年度春学期に法学研究科に開設した講座である。 
 
 

❐東アジア研究専修ユニット 

 
【実績 1】 

科目名 学期 単位数 
地域研究論特殊研究「日中関係史研究」（国分良成） 春学期 2 
地域研究論合同演習「アジア地域研究」 
（国分良成、山本信人、高橋伸夫、粕谷祐子） 

秋学期 2 

国際政治論特殊研究（添谷芳秀） 春学期 2 
国際政治論特殊研究Ⅴ 「東南アジア地域の暴力と秩序」 
（山本信人） 

春学期 2 

地域研究論特殊研究Ⅴ「近現代中国の政治文化」（高橋伸夫） 春学期 2 
地域研究論特殊研究Ⅴ（小此木政夫） 春学期 2 
政治・社会論特殊研究「ナショナリズムとグローバル化」 
（吉野耕作） 

春学期 2 

国際政治論特殊研究「冷戦史研究」（赤木完爾） 秋学期 2 
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【実績２】 

科目名 学期 単位数 
地域研究論特殊研究「日中関係史研究」（国分良成） 春学期 2 
地域研究論特殊演習「現代中国政治・外交研究」（国分良成） 秋学期 2 
地域研究論合同演習「アジア地域研究」 
（国分良成、山本信人、高橋伸夫、粕谷祐子） 

秋学期 2 

集中講義「比較政治体制論」※1（マーク・トンプソン） 春学期 2 
地域研究論特殊研究Ⅴ (小此木政夫) 春学期 2 
地域研究論特殊演習Ⅲ 「現代中国政治・外交研究」（国分良成） 秋学期 2 
国際政治論特殊研究（添谷芳秀） 春学期 2 
アメリカ外交政策 ※2（フランク・ジャヌジ） 秋学期 2 

 
※1 集中講義「比較政治体制論」（マーク・トンプソン）は、2007 年 3 月に設置された特

定期間集中講義である。 
 
※2「アメリカ外交政策」(フランク・ジャヌジ)は、外国人招聘教授による英語の科目とし

て、2006 年度秋学期に開講された。 
 
 
 

❐コミュニケーション研究専修ユニット 

 
【実績１】 

科目名 学期 単位数 
政治・社会論特殊研究「政治的コミュニケーション論Ⅰ」（鶴木眞） 春学期 2 
政治・社会論特殊研究「政治的コミュニケーション論Ⅱ」（鶴木眞） 秋学期 2 
政治・社会論特殊研究「政治コミュニケーション研究」（谷藤悦史） 春学期 2 
政治・社会論特殊研究「世論研究」（谷藤悦史） 秋学期 2 
政治・社会論特殊研究（大石裕） 春学期 2 
政治・社会論特殊研究（大石裕） 秋学期 2 
政治・社会論特殊演習（大石裕） 春学期 2 
政治・社会論特殊演習（大石裕） 秋学期 2 
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【実績 2】 

科目名 学期 単位数 
政治・社会論特殊研究「ジャーナリズム、メディア研究」 
（大井眞二） 

春学期 2 

政治・社会論特殊研究「ジャーナリズム、メディア研究」 
（大井眞二） 

秋学期 2 

政治・社会論特殊研究「政治的コミュニケーション論Ⅰ」（鶴木眞） 春学期 2 
政治・社会論特殊研究「政治的コミュニケーション論Ⅱ」（鶴木眞） 秋学期 2 
政治・社会論特殊研究（大石裕） 春学期 2 
政治・社会論特殊研究（大石裕） 秋学期 2 
政治・社会論特殊演習（大石裕） 春学期 2 
政治・社会論特殊演習（大石裕） 秋学期 2 

 
 
 
(2) 2007 年度新規設置 専修ユニット（参考例） 
 

❐近代化研究専修ユニット 

 
 
【実績１】 

科目名 学期 単位数 
日本政治論特殊研究「戦前昭和期の政治」（玉井清） 春学期 2 
日本政治論特殊研究「戦前昭和期の政治」（玉井清） 秋学期 2 
日本政治論特殊演習（寺崎修） 春学期 2 
日本政治論特殊演習（寺崎修） 秋学期 2 
日本政治論合同演習「日本政治史の研究」 
（笠原英彦、寺崎修、玉井清） 

春学期 2 

日本政治論合同演習 「日本政治史の研究」 
（笠原英彦、寺崎修、玉井清） 

秋学期 2 

地域研究論特殊研究Ⅴ「近現代中国の政治文化」（国分良成） 春学期 2 
地域研究論特殊研究Ⅴ「中東地域市民社会論と民主化論の文献購

読とセミナー」（富田広士） 
秋学期 2 
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【実績２】 

科目名 学期 単位数 
日本政治論合同演習「日本政治史の研究」 
（笠原英彦、寺崎修、玉井清） 

春学期 2 

日本政治論合同演習「日本政治史の研究」 
（笠原英彦、寺崎修、玉井清） 

秋学期 2 

日本政治論特殊研究「戦前昭和期の政治」（（玉井清） 春学期 2 
日本政治論特殊研究「戦前昭和期の政治」（（玉井清） 秋学期 2 
政治・社会論特殊研究「政治コミュニケーション研究（谷藤悦史） 春学期 2 
政治・社会論特殊研究「世論研究」（谷藤悦史） 秋学期 2 
憲法特殊講義「現代日本における憲政の課題」 
（小林節、平沢勝栄） 

通年 4 

 
 

❐安全保障研究専修ユニット 

 
 
【実績１】 

科目名 学期 単位数 
国際政治論特殊研究「冷戦史研究」（赤木完爾） 秋学期 2 
国際政治論特殊演習（赤木完爾） 秋学期 2 
プロジェクト科目 I・安全保障研究（赤木完爾） 
注：2007 年度設置科目 

春学期 2 

憲法特殊講義「日本の安全保障講座」 
（田村重信、長島昭久、高橋憲一） 

通年 2 

現代国際政治 II（赤木完爾）注：2007 年度設置科目 春学期 2 
憲法特殊講義「現代日本における憲政の課題」（小林節、平沢勝栄） 通年 ４ 
地域研究論特殊研究Ⅲ「ロシア研究」（横手慎二） 秋学期 2 
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【実績 2】 

科目名 学期 単位数 
国際政治論特殊研究「冷戦史研究」（赤木完爾） 秋学期 2 
国際政治論特殊研究（添谷芳秀） 春学期 2 
国際政治論特殊研究「現代国際政治史入門」（細谷雄一） 春学期 2 
国際政治論特殊研究「東南アジア地域の暴力と秩序」（山本信人） 春学期 2 
地域研究論特殊研究Ⅴ「近現代中国の政治文化」（国分良成） 春学期 2 
地域研究論特殊研究Ⅴ（小此木政夫）  春学期 2 
政治思想論特殊研究（萩原能久） 秋学期 2 
日本政治論特殊研究「日本政治史の研究」（玉井清） 秋学期 2 

 

❐市民意識研究専修ユニット 

 
【実績１】 

科目名 学期 単位数 
政治・社会論特殊研究「グローバリゼーションと人種・民族・エ

スニシティ・ナショナリズム・多文化主義・極右台頭の政治・社

会学」（関根政美） 
春学期 2 

地域研究論特殊研究Ⅴ「多文化交錯社会オーストラリアの人種・

民族・エスニシティ・ナショナリズム・多文化主義・極右台頭の

政治・社会学」（関根政美） 
秋学期 2 

政治・社会論特殊研究「世論研究」（谷藤悦史） 秋学期 2 
プロジェクト科目・公共政策論Ⅲ 
（小林良彰、大山耕輔、河野武司、増山幹高） 

春学期 2 

政治・社会論特殊研究「行政学・政策研究・ガバナンスの研究」

（大山耕輔） 
秋学期 2 

政治・社会論特殊研究「ナショナリズムとグローバル化」 
（吉野耕作） 

春学期 2 

プロジェクト科目・欧州統合（田中俊郎、細谷雄一） 秋学期 2 
国際政治論特殊研究（添谷芳秀）  春学期 2 
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【実績２】 

科目名 学期 単位数 
政治・社会論特殊研究「グローバリゼーションと人種・民族・エ

スニシティ・ナショナリズム・多文化主義・極右台頭の政治・社

会学」（関根政美） 
春学期 2 

地域研究論特殊演習「グローバリゼーションと人種・民族・エス

ニシティ・ナショナリズム・多文化主義・極右台頭の政治・社会

学」（関根政美） 
秋学期 2 

地域研究論特殊研究「多文化交錯社会オーストラリアの人種・民

族・エスニシティ・ナショナリズム・多文化主義・極右台頭の政

治・社会学」（関根政美） 
秋学期 2 

政治・社会論特殊研究「政治コミュニケーション研究」（谷藤悦史） 春学期 2 
政治・社会論特殊研究「世論研究」（谷藤悦史） 秋学期 2 
政治・社会論特殊研究「社会調査論（質的研究）特殊研究」 
（有末賢） 

春学期 2 

政治・社会論特殊研究「社会調査論（質的研究）特殊研究」 
（有末賢） 

秋学期 2 

政治・社会論特殊研究「ナショナリズムとグローバル化」 
（吉野耕作） 

春学期 2 
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2006 年度 授業報告書 
 

 
１．専修ユニット RA 
 
KIPS では、7 つの専修ユニットの設置にともない、各ユニットに 2 名の RA を配置した。

専修ユニット RA の役割は、第一に、自ら「ディプロマ」取得に向けて履修を進め、履修プ

ランを作成することである。第二に、各専修ユニットにおける主要な科目の概要を整理す

ることである。2006 年秋学期に、各専修ユニット RA が履修した科目の概要と授業の感想

を紹介する。 
なお、本稿に掲載されている授業科目は以下の通りである。 

 
 
① EU 研究専修ユニット 

科目名 担当者 
国際政治論特殊演習  田中俊郎 
プロジェクト科目Ⅱ・欧州統合 田中俊郎、細谷雄一 
国際政治論特殊演習「外交史料の読み方」 細谷雄一 

 
 
② 東アジア研究専修ユニット 

科目名 担当者 
地域研究論特殊演習 国分良成 
地域研究論合同演習 国分良成、高橋伸夫、山本信人、粕谷祐子 

 
 
③ コミュニケーション研究専修ユニット 

科目名 担当者 
政治社会論特殊研究 大井眞二 
政治社会論特殊演習  鶴木眞 
政治社会論特殊研究 鶴木眞 
政治社会論特殊研究 大石裕 
政治社会論演習 大石裕 
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④ 公共政策研究専修ユニット 
 科目名 担当者 

公共政策論Ⅲ 小林良彰、大山耕輔、河野武司、増山幹高 
政治・社会論特殊研究 大山耕輔 

 
 
⑤ 近代化研究専修ユニット 

 科目名 担当者 
日本政治論合同演習 笠原英彦、寺崎修、玉井清 
日本政治論特殊演習 玉井清 
日本政治論特殊研究 玉井清 

  
 

⑥ 安全保障研究専修ユニット 
 科目名 担当者 

地域研究論特殊演習 小此木政夫 
国際政治論特殊研究 赤木完爾 
国際政治論特殊演習 赤木完爾 

 
 
⑦ 市民意識研究専修ユニット 

 科目名 担当者 
政治・社会論特殊研究 谷藤悦史 
地域研究論特殊研究 関根政美 

 
   
   
1. EU 研究専修ユニット 
 

授業名 国際政治論特殊演習 担当者 田中俊郎 

報告者：小栗裕介 
 
(1)授業の内容 
本授業は、田中俊郎研究会に所属するセ

ミナー員による研究報告を中心として行わ

れた。修士課程在籍者は修士論文構想とテ

ーマに関する報告を、博士課程在籍者は博

士論文作成過程における個々人の研究報告
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を行い、各報告を基に質疑応答がなされた。 
 

◇小栗・黒田：「帰国報告」 
【報告要旨】 
交換留学プログラム終了にあたっての帰

国報告を行った。両名は 2005年 9月～2006
年 6 月までフランス・パリ政治学院に在籍

をしたが、その際に参加した授業、ゼミ活

動について報告を行った。例年田中研究会

では自分の関心のある国へ交換留学を行う

学生が多い。田中研究会セミナー員は、全

般的に、積極的に海外に赴き最新の情報を

収集してくることに関して、意欲的である。

今回の報告においても、そうした学生らの

個人的な体験談に終わるのではなく、田中

研究会セミナー員に対して海外の研究動向

を伝えるという意味において有意義なもの

であった。 
  
◇扇谷：「EU における人権規範―死刑廃止

を事例に」 
【報告要旨】 

EU による人権規範の、世界規模での拡

大に関する取り組みを、EU 加盟条件のひ

とつでもある「死刑制度の廃止」という点

に着目しながら分析する。 
  
◇大久保：「スペインの民主化とヨーロッパ

化―EC 加盟、NATO 残留を問う国民投票」 
【報告要旨】 

1975 年フランコ独裁体制崩壊後のスペ

インの民主化プロセスにつき、社会党ゴン

ザレス政権の民主化とスペイン政治の「ヨ

ーロッパ化」を、EC 加盟、NATO 残留問

題という二つの視点を軸としながら分析す

る。 

◇福井：「欧州統合に対する日本のまなざ

し」 
【報告要旨】 
日本が欧州統合プロセスについてどのよ

うな認識を有しているのかという点を探る

とともに、それが「東アジア共同体構想」

に対してどのようなインパクト、インプリ

ケーションを持つのかについて分析を行う。 
 
◇小澤：「避難民保護における OSCE と

UNHCR の協力――タジキスタンとコソボ

を事例に」 
【報告要旨】 

OSCE（欧州安全保障協力機構）は国連

憲章第八章地域的取り決めに則った地域安

全保障機関として、ユーラシア大陸にまた

がって独自の紛争予防・管理と平和構築活

動を包括的に展開してきた。OSCE は、紛

争避難民の出身国、通過国、受容国を幅広

く包含しており、1990 年代に CIS とバル

カンにおいて続発した地域紛争に、

UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)とと

もに介入してきている。  
UNHCR が主導する紛争避難民（「強いら

れた移動」）の人道的な保護と帰還促進にお

いて、OSCE が重要な位置を占めてきたこ

とは、両機関の交換声明からも明らかであ

る。しかしながら、OSCE と UNHCR の

避難民保護における協力関係を明らかにし

た研究はない。本稿は、法文書、歴史文書、

政策文書の体系的な分析を通じ、ヨーロッ

パ地域安全保障と国際社会の介入の動的な

相関関係のうちに、両機関が「強いられた

移動」をめぐる国際規範の促進において補

完・協力関係にあることを論じる。  
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◇福井：’Japan’s Perspective on European 
Integration’ 
【報告要旨】 
日本の EU 統合に対するパースペクティ

ヴを、EU を日本のパートナーとする視点、

また、地域主義や地域統合のお手本とする

視点の二つから分析を試み、とくに後者が

東アジア共同体の構築にどのようなインプ

リケーションがあるのか、という議論への

発展を試みる。 
 
◇川岸：「ドゴールと欧州統合―政治統合構

想と脱植民地化の関係 1958-1960 年」 
【報告要旨】 
脱植民地化の流れが、ドゴールによって

推進されたフーシェプランへと帰結する政

治統合思想にどのような影響を与えたのか。

脱植民地化のプロセスが、欧州政治統合構

想の発生と展開にどのような影響を与えた

のか、という点につき分析を行う。 
 
◇石司：「イタリアから見る、EU 加盟国の

移民問題」 
【報告要旨】 

1990 年代以降のイタリアの移民政策に

焦点を当て、イタリア国内の移民の社会状

況、政府による移民政策がどのように国民

意識に影響を及ぼしているのか、を検討す

る。また、国内政策と EU による移民政策

との関連性についても考察を行う。 
 
◇久峨：「イラク戦争前後の橋渡しとしての

イギリス―ブレアの外交を中心に」 
【報告要旨】 
イギリスが戦後ヨーロッパ政治において、

アメリカとヨーロッパとの間に立つ橋渡し

の役割を担っていたという点に注目しなが

ら、米欧間亀裂が深まったといわれるイラ

ク戦争において、イギリスがどのような外

交を展開し、米欧を結びつけようとしてい

たのか、という点を分析する。 
 
◇東田：「戦後初期における欧州安全保障の

対米依存要因―スポフォード妥協を中心

に」 
【報告要旨】 
戦後欧州の安全保障体制をテーマとしな

がら、戦後初期において欧州をアメリカに

依存させ、自律的安全保障を不可能とさせ

た要因は何か、という点を分析する。 
 
◇小栗：「フランス第五共和制下における議

会会派の競合・協力の様相について――点呼

投票と政党の凝集性による分析」（修士論文

タイトル） 
【報告要旨】 
議会内投票行動における院内会派の協

力・競合の様相を、「政党の凝集性」という

視点の付加による分析を行う。なお分析に 
あたっては、フランス・第五共和制下の

議会会派をケースとして選択した。 
 
(2) テキスト 
セミナー員の報告により行われる授業で

あるため、課題文献等は一切ない。個々人

のテーマが異なるため、用いる文献も各々

異なるが、ヨーロッパ政治研究ゼミである

ということを踏まえ、ゼミ員全員が EU の

政治過程について基礎的な知識を身につけ

ておくことは最低限の授業参加要件となる

だろう。そのため 田中俊郎『EU の政治』

岩波書店は必読し、基礎的な知識・議論に
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ついてはあらかじめ把握しておくことが望

ましいと考えられる。 
 
(3) 参考文献 

田中俊郎『EU の政治』岩波書店、1998
年 

庄司克宏『EU 法 基礎編』岩波書店、

2003 年 
――――『EU 法 政策編』岩波書店、

2003 年 
 
 
 
 

 

授業名 プロジェクト科目Ⅱ・欧州統合 担当者 田中俊郎、細谷雄一 

報告者：小栗裕介 
 
(1)授業の内容 
本授業は欧州統合と現代ヨーロッパ政治、

EU の政治過程についての英語文献を輪読

し、英語にて内容報告を行うものであり、

欧州統合やヨーロッパ政治についての学問

的知識を養うのと同時に、外国語による口

頭表現技術の向上も目指している。なお授

業においては基本的に一つの論文につき報

告者一人、討論者一人を設け、課題文献に

ついてのより深い理解と高度な議論を目指

す。 
本授業においては、最初の約二ヶ月間を

次の課題文献の輪読に当てた。  
Laatikainen, Katie Verlin, and Karen E. 

Smith, The European Union at the 
United Nations: Intersecting 
Multilateralism, Palgrave Mcmillan, 
2006. 
この文献は「国連における EU」をテー

マとし、国連の場において EU が他国とど

のような相互作用を展開しているのか、と

いう議論を、EU 対外政策の基本路線とし

て掲げられている「多国間主義」という視

点からどのように捉えられるのか、という

点について授業参加者の間で理解を深めた。 
学期後半の二ヶ月については、ヨーロッ

パ現代政治一般について参加者各自が興味

をもつ分野の論文をそれぞれ発表するとい

う形で輪読を進めた。 
課題文献の第一章、二章を読み進めた。

各章のテーマは次の通りである。 
 
◇Chapter 1: Leader, Partner or Failure? 
◇Chapter 2: Farrell,Mary,‘EURepresent- 
ation and Coordination within the Uni- 
tedNations’ 
 
この二章は本章が扱う「国連における

EU」というテーマに関する論点、および議

論の方向性に関する概要を示したものであ

る。特に、近年 EU の国際社会におけるプ

レゼンスの向上を背景として「EU は国際

的なアクターとなりえるか？」「EU は国際

政治上の他のアクターとどのような関係を

構築できるのか？」「EU の掲げる『多国間

主義』の原則、および政策はどの程度実現

可能か？」といった、国際関係論の議論、

ヨーロッパ政治の双方の視点から興味深い
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論点を、この二章は提供しているといえよ

う。本授業においてはこの二章について報

告を受けた後、次の論点を提示しながら考

察を深めた。 
 

①「EU と国連は対立的か、協調的か？ま

たどの程度そうであるのか？」 
②「多国間主義(multilateralism)は効率性

(effectiveness)と両立しうるか？」 
 
三章、四章について報告、および討論を

行った。各章のテーマは以下の通りである。 
 
◇Chapter 3: Hill, Christopher, ‘The Eu- 
ropean Powers in the Security Council’ 

 
◇Chapter 4: Laatikainen, Katie Verlin, 

‘Pushing Soft Power: Middle Power 
Diplomacy at the UN’ 

 
本章においては「国連における EU」と

いうテーマを軍事部門を分析視点とした議

論がなされていた。第三章は「国連安保理

における EU」そして第四章では「EU のソ

フトパワー戦略」という、いずれも、特に

イラク戦争後活発に議論されるようになっ

たテーマを扱っている。 
具体的な内容としては、第三章は国益の

相違に端を発する、EU 諸大国内での意見

の不一致により、国連安保理内部における

EU のプレゼンスが必ずしも十分には発揮

されておらず、むしろその足並みの乱れの

方が目立っているという現状を指摘しなが

ら、今後のあり方を検討するものであった。  
また、第四章においては EU を、大国外

交のアクターとしてよりもむしろ「ミドル

パワー外交」の主体ととらえ、その上でい

かに「多国間主義を達成できるのか」とい

う点に焦点があてられた。 
内容報告を受けた後、各章毎に次の論点

を提示しながら議論を深めた。 
 
第三章 
①「フランスとイギリスとは、EU のプレ

ゼンスを高めるにあたってどの程度協

調を深めることができるだろうか？」 
②「（筆者の）クリストファー・ヒルの国際

政治理解のためのアプローチはどの程

度有効か？」 
 
第四章 
①「EU による『ミドルパワー外交』は、

多国間主義を追及するに当たってどの程

度有効なのか？」 
②「既存の『ミドルパワー』国家のアナロ

ジーを用いながら EU を論じることは妥

当か？どの程度それが可能なのか？」 
 
課題文献の第五章、六章、七章について

の内容報告、および討論を行った。各章の

テーマは次の通りである。 
 
◇Chapter 5: Johansson-Nogues, Eli- 

sabeth, ‘Returned to Europe?  The 
Central and East European Member 
States at the Heart of the European 
Union?’ 

 
◇Chapter 6: Biscop, Sven and Edith 

Drieskens, ‘Effective Multilateralism 
and Collective Security: Empowering 
the UN’ 
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◇Chapter 7: Taylor, Paul, ‘The EU in 

Geneva : Coordinating Policy in the 
Economic and Social Arrangements of 
the United Nation System’ 

 
第五章においては EU と東欧諸国との関

係を論じており、まだ東欧諸国が EU に加

盟する以前の 1980 年代後半から、ソ連崩壊

による民主化の過程を経て、東欧諸国が国

連の場で EU と協調するような動きをはじ

めたという点が論じられている。 
第六章では「多国間主義と集団安全保障」

をテーマにした。そして第七章においては

社会・経済政策、特に雇用・労働問題の面

で EU が UN とどのようにして、また、ど

の程度まで協調的な行動をとることができ

るのか、という点を考察していた。これら

三章についての内容報告を受けた後、次の

論点を提示しながら議論を深めた。 
 
第五章 
①「東欧諸国は、加盟を果たした 2004 年か

ら現在にかけて、『ヨーロッパへの回帰』

を果たすことができたのか？それは EU
が東欧諸国を『ヨーロッパ化』したから

ではないのか？」 
②「なぜ 1980 年代後半から東欧諸国は、

EU との協調路線をとるようになったの

だろうか？」 
 
第六章 
「EU は国際政治上発言力を有することの

できるようなアクターとなることに、どの

程度意欲的であるか、またあるべきだと考

えられるか？」 

 
第七章 
「EU と国連との協力について、欧州委員

会はどの程度その責任を有しているの

か？」 
 
課題文献の第八章ついての内容報告、討論

を行った。各章のテーマについては以下の

通りである。 
 
Chapter 8: Smith, Karen E., ‘The Eu- 
ropean Union, Human rights and the 

United Nations’ 
 
第八章は、EU が国際社会に対して大き

くアピールをしている「多国間主義

(multilateralism)」政策が実際どのように

展開されているのかにつき、人権と「人間

の安全保障」をテーマとして取り上げなが

ら論じている。 
 
本授業の共通課題文献を終えた後、各受

講生が自分の専門、興味にもとづいた論文

を選択し、内容報告、質疑応答と討論をす

るという形式で授業か行われた。 
各報告者のテーマはそれぞれ以下の通り

である。 
 
◇小栗：Hix, Simon, ‘Parliamentary Be- 

havior with Two Principles: Prefere- 
nces, Parties and Voting in the Euro- 
pean Parliament’, American Journal of 
Political Science, 46( 3), 2002, pp. 
688-698.  

【報告要旨】 
欧州議会における議会会派の投票行動決
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定が、「欧州議員団の規律」によって規定さ

れるのか、それとも「各議員の出身母体で

ある国内政党」によって規定されるのか、

という点についての実証分析を扱った論文

である。「欧州議員は、欧州議員団よりも国

内政党によって自らの行動様式をより強く

規定される」というヒックスの実証分析結

果をもとに、比較政治学的な視点より考察

を深めた。 
 
【討論内容】 
欧州議会は、従来の議会研究では観察す

ることのできなかった多くの新しい現象を

提供してくれる。本論文では特に、議員が

ニュアンスの若干異なる二つの政党に同時

に所属するという現象（「欧州議員団」と「国

内出身政党」という二つのグループ）に対

するヒックスの考察を踏まえ、欧州議会に

おける議員団は国内議会とどのような連動

性を有しながら今後活動すると考えられる

か、ひいては国内政党や議会は欧州議会と

の相互作用を受けてどのように変化してい

くのか、また、変化しないのか、という点

につき意見発表を行った。 
 
◇扇谷：Hobold, Sara Binzer, ‘Research 

agenda section’, in Direct Democracy 
and European Integration,  

【報告要旨】 
有権者の投票行動に焦点をあて、それが

政策のアウトプットにどのような影響を及

ぼすのかという点を、国民投票を分析対象

としながら考察する論文。有権者、政治エ

リート間の関係にも同時に注目し、エリー

トが政治、および政治過程において果たす

役割についての考察も行った。筆者の議論

は、近年ヨーロッパにおいて問われ始めて

いる「代議制の危機」という問題意識を背

景としながら、加盟国間で共通の日に国民

投票を行ったらどうなるか等、具体的な政

策提言も視野にいれながら「直接民主制」

の可能性を探っていた。 
 
【討論内容】 

2005 年の欧州憲法条約否決という事実

を踏まえながら、国民投票を今後積極的に

活用していくこと、また、そのような制度

変更を目指す動きは、欧州における「民主

主義の赤字」解消にどのように貢献できる

か、という点につき意見交換を行った。 
 

◇石司：Tottenberg, Gabriel N., ‘Who is 
managing Ethnic and Cultural Di- 
versity in the European 
Condominium?’ in The Moment of En- 
try, Integration, and Preservation  

【報告要旨】 
EU 加盟国内部で、文化および民族的多

様性に関する政策がどのように展開されて

いるのか、また、それが「欧州憲法」とい

う、加盟国を等しく拘束するような制度的

枠組みが将来出現したときに文化・民族的

多様性という価値がどのように保たれてい

くのか、という点を考察した論文。 
 
【討論内容】 
文化的・民族的多様性の議論は、その背

後にある移民問題、とくに帰化移民への市

民権付与と国民への統合というプロセスを

抜きにしては考えることができない。その

ため、この「市民権の付与」という点に着

目し、文化的・民族的多様性がどのように
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して保たれるのか、という可能性を探った。 
 
◇久峨：‘Road Map for a Route March? 

(De-)civilizing through the EU’s Se- 
curity Strategy’, European Foreign 
Affaires Review 11, 2006, pp. 1-15. 

【報告要旨】 
「欧州安保戦略(ESS)」に見られる EU の安

全保障戦略の今後のあり方について、「文民

的パワー(Civilian Power)」というキーワー

ドに着眼しながら、EU がいかに「外交的

手段」による安全保障戦略を展開できるの

か、また、既に展開されている作戦等との

関連はどのようなものか、そして今後同あ

るべきだろうか、という点について考察を

行う論文。 
 
【討論内容】 

ESS の世界規模でのインパクトについて、

また、EU の「文民的パワー」の可能性に

ついて議論を行った。 
 
◇東田：Duke, Simon and Sophie Ven- 

hoonacker, ‘Administrative Governance 
in the CFSP: Development and Pra- 
ctices’, European Foreign Affaires 
Review 11, 2006, pp. 163-182. 

【報告要旨】 
安全保障政策についての政策決定過程に

おいて、理事会がどのような重要な役割を

果たしているのか、という点を考察する論

文。中でも特に「ブリュッセル（の高級官

僚）」による意思決定過程とその問題点が取

り上げられていた。 
 
【討論内容】 

政策決定過程における「ブリュッセル化

(Brusselization)」という概念が、本論にお

ける「直接有権者により選ばれたのではな

いアクターによる政策決定」という定義に

当てはまるかどうか、検討を行った。 
 
◇黒田：Jones, Alun, ‘Narrative-Based 
Production of State Spaces for Inter- 
national Building: Europeanization and 
the Mediterranean’, Annals of American 
Geographers, 96(2), 2006, pp. 415-431. 
【報告要旨】 

EU というアクターがある地域、ないし

国家における政治権威をどのように再解釈

するファクターとなりうるか、という可能

性を、地中海諸国をケースとして取り上げ

ながら両者の間での認識の共通点、相違点

を割り出そうとする論文。 
 
【討論内容】 

EU、地中海諸国の間での、「EU の果た

す役割」についての認識の相違がなぜ生じ

ているのか、また、EU の地域政策がこの

論文のケースのように認識の相違を生みか

ねず、したがって成功しないのではないか、

という点につき議論を深めた。 
 
◇池上：Karakas, Camel, ‘Gradual  In- 

tegration: An Alternative Integration 
Process for Turkey and the EU’, Eu- 
ropean Foreign Affaires Review, 2006, 
pp. 432-450. 

【報告要旨】 
EU 拡大における大きな問題の一つであ

る「トルコ加盟問題」について、現在にい

たる交渉過程とそこで生じた問題、そして
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将来のトルコ加盟を果たすためのロードマ

ップ原案について、トルコの視点に立った

議論を考察する論文。 
 
【討論内容】 
トルコ問題につき、広く議論を行った。 
 
◇大久保：Glasius, Marlies, ‘The EU 

Response to the Tsunami and Need for 
a Human Security Approach’, Euro- 
pean Foreign Affairs 11, 2006, pp. 
451-465.  

【報告要旨】 
世界各地の災害救助に EU がどのような

取り組みを見せているのかについて、アチ

ェとスリランカにおいて発生した津波の被

害における救援活動を通して、EU がどの

ようなプレゼンスを発揮しているのかを考

察する論文。 
 
【討論内容】 
アチェ、およびスリランカの教訓より、

国際社会が世界各地の災害援助に関与する

際のクライテリア構築の可能性について議

論を行った。 
 
◇Chen：Casey, Terrence, ‘Of Power and 

Plenty? Europe, Soft Power, and “Gen- 
teel Stagnation”’, Rose-Human Insti- 
tute of Technology, September 2005, pp. 
1-38.  

【報告要旨】 
EU とアメリカとの関係について、EU の

「ソフトパワー」に注目しながら、大西洋

主義が現在どのような状況下にあるのか、

という点について考察を行った。 
 

【討論内容】 
ユーロ圏(Eurozone)の今後の国際競争力

について、議論を行った。 
 
(2)テキスト 

Laatikainen, Katie Verlin, and Karen E. 
Smith, The European Union at the 
United Nations: Intersecting Multi- 
ateralism, Palgrave Mcmillan, 2006. 

 
(3)参考文献 
田中俊郎『EU の政治』岩波書店、1998
年 

庄司克宏『EU 法 基礎編』岩波書店 
2003 年 

――――『EU 法 政策編』岩波書店 
2003 年 

 
 

授業名 国際政治論特殊演習「外交史料の読み方」 担当者 細谷雄一 

 報告者：黒田友哉 
(1)授業の内容 
授業のテーマは、イギリスの対中政策

（1945-48 年）である。授業の目的は、実

践を通じて外交史料の読み方を習得するこ

とである。外交史料を実際に読む前の準備

段階として、担当者により、外交史料の分

類（政府公文書、個人文書、国際機関公文

書）、各種資料の利点と問題点に関する授業

が行われた。 
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報告者 1 名に対し、毎回複数名の討論者

が用意された。討論に関しては、各自の問

題提起により多様な議論が提示された。 
 
議論の参考例： 
問：中ソ一枚岩的認識を抱いていたイギ

リス外務省が、なぜ中ソ離間の可能性を見

出すことになったのか。 
 
理由：国際的には、英米協調を重視する

立場から、米国の「中国チトー化」構想に

追随した。また、国府の腐敗と中共の穏健

化という中国情勢の変化、英植民地帝国に

とって重要な香港の維持という目標が、中

共を懐柔する意味を増した。 
 
以下、授業の概要とそれに関する感想を

記述する。 
授業では、イギリスの外交史料集

Documents on British Policy Overseas 
(DBPO)を扱った。このような外交史料の読

み方を学ぶ授業は、外交史研究を志すもの

にとっては必須であり、かつ法学研究科政

治学専攻においてようやく始動した試みな

ので期待が大きいものであった。 
 公開資料、公刊資料、アーカイヴスとい

った外交史料に関する一般的な区分の説明

に加え、それぞれの資料の限界とその限界

を補うための様々な方法が指摘された。 
 まず公刊史料については、利用にあたり

利便性が高いが、ただし、編纂者により収

録資料に偏りがあり、また、全体の一部で

あることを前提にせねばならないことが強

調された。そしてアーカイヴスに関しても、

諜報関係文書等機密性が高いものに関して

は、永久に公開されないことが多い等、史

料のアクセスに左右される外交史アプロー

チの限界も強調された。 
このような弱点を克服する為の一手法と

して、①二次資料の利用、②議会議事録の

利用、③オーラルヒストリーの利用、④新

聞･雑誌の利用、⑤社会史・文化史・思想史

の利用が例として挙げられた。 
自身の研究だけでなく他の分野について

も広く概観することで、現状分析に比べ一

般に材料に事欠かないと思われている外交

史にも史料の制約があることをあらためて

思い知らされる。 
授業ではその他にも、修士論文報告が行

われた。修士論文報告に関しては、テーマ

は、「英国の中国共産党(中共)政権承認と戦

後アジア・太平洋国際秩序形成をめぐる英

米関係、1948－1950 年」と題されたイギリ

スの対中政策に関する研究報告であった。

報告者の主要な問題意識は、なぜ英国は、

アメリカに比べて早期の政府承認(1950 年

1 月)に踏み切ることができたのかというも

のであった。 
 序文の解説を含め、熱心な議論が交わさ

れた。特にタイトルの「英米関係」と「戦

後アジア・太平洋国際秩序」という語句と

論文の内容が一致していないとの意見が出

された。辛辣な意見ではあったが、納得の

いく意見であったと思う。 
討論内容は以下の通り。 

①英国は中国共産党政府の承認を共産党政

権樹立から 3 ヶ月後の 1950 年 1 月に行

ったが、国交の樹立は、1972 年に行われ

た。これは、受動的に注視する（watchful 
passivity）イギリス外交の表れなのであ

ろうかという問題提起がなされた。 
②イギリスにとって、冷戦戦略としてより、
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自国の通商的利益を確保する、また、東

南アジアに維持したイギリス植民地帝国

としての権益の維持が動機となって、対

中政策は考えられたのではないかという

指摘がなされた。これは、中国共産党を

イギリス政府が承認したことを説明する

一因とされた。 
  
本授業全体の中心的テーマと思われる、

イギリスによる中共政府承認問題に触れた。

しかし実感としては、決定過程を議論する

のには、45 年だけの検討では不十分である。

この問題は、この授業全体を通していくだ

けの大きなテーマであると思われる。 
 
◇イギリスの外交史料集 
（1946 年 1 月-10 月） 
この資料に関する討論では、従来の論点

である英国の対中政策のファクターに加え

て、英米中三国間関係について議論が提起

された。 
この議論で感じたのは、三国間関係は、

具体的な問題に絞れば議論できなくないが、

一般論として規定する場合、かなり困難で

あるということである。ヨーロッパ統合史

の研究者であるラドロウの研究では、6 カ

国関係が論じられているが、政策の焦点を

絞っているために議論が上手く収斂してい

ることもこの感覚を補強するものであると

思う。 
 
◇イギリスの外交史料集 
（1946 年 11 月-12 月） 
この資料に関する討論では、国際法的

な側面から国家承認、政府承認、国交の

樹立の違いが説明された。また、ソ連の

極東政策については、中東、特にイラン

でのソ連の膨張の失敗が、極東の勢力拡

張を促したとする（→ひいては、一地域

をめぐる政策にとどまらず、ソ連の戦略

全体を概観する必要がある）見解が出さ

れた。 
  必ずしも本筋ではないこのニッチな二

つの議論は、当テーマを検討する上で非

常に有益であると思った。 
 
◇イギリスの外交史料集 
（1947 年 1 月-12 月） 
この資料に関する討論では、英国にと

っての米国の存在はいかなるものかであ

り、それが英国の対中政策にどのような

影響を及ぼしたのかといった点が中心に

議論された。この討論点は興味深いが、

やはり二国間関係を規定するのは難しい。

協調と対立の側面が多かれ少なかれ両立

するからである。それを踏まえた上で、

どう明確に表現するかが、今後の課題で

あると思われる。 
 
◇イギリスの外交史料集 
（1948 年 1 月-5 月） 
この資料に関する討論では、この時期の

英国の対中政策決定過程における国内要因、

国際要因、主語の問題が幅広く議論された。

外務省高官の対中政策に対する立場に関し

て、参加する学生の中でも意見がわかれた

ことは興味深かった。突っ込んだ議論の一

例として評価してよいものだと考える。 
 
◇イギリスの外交史料集 
（1948 年 5 月-11 月） 
この資料に関する討論では、徐々に米国
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のチトー化政策（中ソ離間）が現実化して

くる情勢下で中ソ関係等を論点に議論がな

された。授業の途中で担当の先生から、外

交政策決定過程の比較に関する説明があっ

た。文献からでは判明しにくいことであり、

非常に有益であった。 
 
◇イギリスの外交史料集 
（1948 年 11 月-12 月） 
この資料に関する討論では、議論の中心

は、外相ベヴィンのメモランダムであった。

英国の中国政策の転換には、もはや中国を

安定化させることに寄与しえない蒋介石を

支持し続けるアメリカ政府への不信があっ

たということに参加者間でほぼ共通の合意

が見られたと思う。 
参加者の間で、英国の対中政策の転換に

ついてのある共通の合意が得られたことは、

この授業の一つの成果であるかもしれない。 
 
(2)テキスト 

G. Bennet and K.A. Hamilton, (eds.), 
Documents on British Policy Over- 
seas, Series I, Volume VIII: Britain 
and China, 1945-1950,:Frank Cass, 
2002. 

 
(3)参考文献 
特になし。 
 

(4）授業の感想 
全体を振り返ると、討論者の数が多く議

論の時間が不十分であったことから、学生

同士の議論があまり盛り上がらなかったと

いう限界もあった。ただし、限られた時間

の中でも、参加者が各自の解釈を提示し、

それらを比較することで、自身の解釈の特

殊性等、普段気付かない点について知るこ

とができた。その意味でも、英国の対中政

策にとどまらず、新しい知見を得ることが

できたことは、本授業の本当にかけがえの

ない収穫であったと思う。 
 
 
 
2. 東アジア研究専修ユニット 
 

授業名 地域研究論特殊演習 担当者 国分良成 

報告者：杉浦康之、兪敏浩 
 
(1)授業の内容 
 本授業は、国分良成教授を指導教授とし

て、近現代中国政治外交研究を専門とする

修士課程、博士課程の学生が参加して行わ

れた。授業の主たる内容は各自の修士論文、

博士論文の研究報告が中心であった。 
 

◇岩谷：「北伐後における中国国民党組織

の展開とその蹉跌―党務整理と改組派の

活動を中心に」 
【報告内容】 
北伐後中国国民党の統治が順調に浸透で

きず、不安定であったのは不完全な統一の

せいであると従来理解されてきた。岩谷報
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告では実際国民党の支配下にあった地域

においてさえ、支配の不浸透が存在してい

たことに着眼し、その原因は国民党組織自

身に問題があったことを明らかにした。中

国統一を実現した直後の中国国民党の地

方党組織改革を、近年公開された資料を駆

使し、党内政治と関連付けて考察した興味

深い報告であった。 
 
◇兪敏浩：「中国における人間の安全保障

の位相―SARS 問題を事例として」 
【報告内容】 
中国における安全保障は従来国家安全

保障の文脈で理解されてきた。1990 年代

以来中国でも安全保障の概念の拡散が見

られたが、その中での「人間の安全保障」

の位相を SARS を事例として明らかにし

た。2003 年春に発生した SARS 問題を、

「人間の安全保障」の概念に注目しつつ、

中国の国内政治に対して国際環境が与え

る影響を考察した興味深い報告であった。 
 
◇呉茂松：「人間の安全保障に見る中国の

国家と社会の関係―SARS を事例として」 
【報告内容】 
中国社会は従来の政府だけのガバナン

スではカバーしきれなくなっている。呉報

告では SARS を事例として、政府のガバ

ナンスと社会需要の間に生じた制度的空

白をどのような社会団体がどのように補

填したのかを考察した。2003 年春に発生

した SARS 問題を、「人間の安全保障」の

概念に注目しつつ、現地調査等を利用して

中国の国家・社会関係を考察した興味深い

報告であった。 
 

◇クルキ・クリスティアン：「霞みがかか

った国内外政治の差と対中外交」 
【報告内容】 

1990 年代以降の日本の対中外交を、欧

米の視点から解釈するという意欲的な報

告が行われた。クリスティアンの報告内容

は次のようである。日本の対中外交政策決

定は従来、インプット要素が比較的に少な

く、そのため一貫性を保っていた。しかし

1990 年代に入り、官邸の影響力の増加、

自民党の政策能力の増強および利益団体

の関与により、より民主主義的プロセスを

辿るようになった。しかしこのような変化

は逆に日本の対中外交の不安定を招く可

能性もある。 
 

◇李彦銘：「1980 年代以後の日本対中国民

間経済外交研究」 
【報告内容】 

1980 年代の日本の対中国民間経済外交

に関して、過去の先行研究を纏めながらも、

今後の研究の発展性に関する意欲的な報

告が行われた。1970 年代までの日中関係

に関する先行研究では日本の対中外交に

おける利益団体政治が指摘されてきた。し

かし、こうした利益団体政治は 1990 年代

に消えてしまったのであった。そこで李報

告では日中関係における利益団体政治が

何故下火になったかに問題関心を寄せ、過

渡期として1980年代にスポットライトを

当てていた。 
 

◇兪敏浩：「中国の対日経済政策決定過程

に関する―考察―農産物セーフガード問

題を中心に」 
【報告内容】 
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中国の外交政策決定過程に関する研究

は長らく中国外交における聖域とも言わ

れた。ところが近年、とりわけ経済領域に

おいて、中国の政策決定権限が分散化傾向

にあり、情報収集も比較的に可能になって

きた。そこで兪報告では 2001 年に発生し

た日中農産物セーフガード問題に焦点を

あて、中国の対日経済政策過程の解明を試

みていた。近年の農産物セーフガード問題

を事例として、中国の対日経済政策決定過

程を考察した興味深い報告であった。 
 
◇江藤：「『上海ファイブ』における『台湾

問題』」 
【報告内容】 
冷戦後台湾問題は従来の枠組みでは捉

えきれなくなった。とりわけ中国外交のお

ける台湾問題の重要性はいくら強調して

も強調しすぎにはならない。江藤報告では

冷戦後中国と中央アジア諸国との関係に

おいても台湾問題が重要な要因であった

ことを上海ファイブに対する考察を中心

に解明しようとした。中国の「上海ファイ

ブ」に対する外交政策の中で、「台湾問題」

がどのように処理されたのかを考察する

興味深い報告であった。 
 

◇杉浦：「第四次日中民間貿易協定を巡る

中国の対日情勢認識―対日外交情報機関

の役割を中心に」 
【報告内容】 

日中関係史に関する研究は少なくない

が、中国がどのように日本の情報を収集し、

またそれによって対日情勢認識が形成さ

れたのかについての実証研究はほとんど

存在しない。杉浦報告では 1957 年の第四

次日中民間貿易協定を事例として、中国の

対日情報収集・分析は客観性の欠けた、な

おかつきわめて政治化されたものであっ

たことを実証していた。近年公開された史

料に基づき、主に中国の情報収集・情勢分

析・情勢認識に注目した、意欲的な報告で

あった。 
 

◇高木：「カーター政権の中国政策、1977
－78 年―戦略的な米中関係構築への政策

決定と交渉の過程について」 
【報告内容】 
カーター政権期の米中国交樹立につい

てはカーター政権後期の対中政策の転換

が決定的であったといわれていた。高木報

告では、カーター政権初期から既に対中国

戦略関係を模索していたことを明らかに

し、しかし東アジアに対する理解のナイー

ブのため「挫折」したという説を立てた。

近年公開されたアメリカの外交文書を利

用して、カーター政権の中国政策を再検討

した興味深い報告であった。 
 
◇山口：「中国共産党の戦略転換としての

新民主主義段階構想の放棄」 
【報告内容】 
中国共産党は政権をとる直後まで新民

主主義路線の維持を表明していた。しかし

1953 年から過渡期の総路線が提起され、

1956 年には社会主義改造が完成するに至

る。この中国共産党の戦略転換について従

来いくつかの原因が指摘されてはいるも

のの、国内外政治の相互関連の中のダイナ

ミックな政治過程を実証的に考察した研

究はほとんどない。山口報告ではその点に

焦点を当てようとしたものである。1950
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年代中旬における中国共産党の工業化戦

略を、国際関係と国内政治の相関関係に注

目して、再検討した興味深い報告であった。 
 
(2)テキスト 
 特になし。 
 
(3)参考文献 
 特になし。 
 
(4)授業の感想 

(杉浦) 
 本授業の主たる特徴は、第一に、中国

政治という明確な研究対象を設定し、そ

れに関する専門知識を有する学生のみ

が参加する授業であったため、報告内容

に対して学会レベルに相当する高度な

質疑応答を展開する場を形成できたこ

とである。そのため、報告者は本授業で

予め厳しい質疑応答を経験することで、

学会報告に際して、より万全の準備をす

ることが可能となった。実際に本授業の

履修者の中から、2005 年度には兪敏浩

（博士課程）、2006 年度には岩谷（博士

課程）がそれぞれ学会報告を行ったが、

当日の報告に対して両名ともに学外の

研究者から極めて高い評価を頂くこと

できた。 
 第二の特徴は、各自の報告内容に関し

ては、時代的には中華民国期から現在ま

で、分野的には中国の国内政治、外交政

策、さらには中国を取り巻く国際環境と

いうように、個々の具体的な研究テーマ

では極めて多様性に富む空間を形成で

きたことである。これは慶應義塾大学に

おける中国政治研究の層の厚さを示す

ものであると同時に、中国政治という研

究対象の持つ学問的魅力と需要の高さ

を表すものであろう。 
 さらに第三の特徴として、本授業の開

放性が指摘できる。本授業は基本的には

国分教授を指導教授とする学生による

演習であるが、本年度は指導教授の許可

を得て、外部からも 2 名が参加してい

た。大学院教育には一定の閉鎖性が伴う

ものであるが、本授業は正しい手続きと

ルールの下でそうした弊害を克服でき

た。 
 こうした点に鑑みれば、本授業は「高

度な専門性の獲得・多様な研究テーマの

形成・開かれた学問空間の構築」という

課題を実現できたと言える。その意味で

も、本授業は今後も継続させるべきであ

るとともに、より一層それを発展させて

いくことが望まれる。 
 最後に、本授業をよりよくするために、

以下の二点を提案したい。第一には、国内

外を問わず、広く外との交流を実現するこ

とである。慶應の中国政治研究は質量とも

に日本を代表する基盤を構築しているた

め、兎角、外との交流が不足がちであるが、

今後は院生レベルの研究会を実現するな

どして、この点を是正していく必要がある

と思われる。第二の提案としては、第一の

提案とも関連するものであるが、日本語の

みならず外国語（英語、中国語）による報

告を積極的に行わせることである。学問の

国際化が進む中で、海外で研究報告を行う

機会も益々増加する傾向にあるが、そうし

た状況に対応できるような研究者を養成

するべく、本授業でも院生を訓練する必要

があると思われる。
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授業名 地域研究論合同演習 担当者 国分良成、高橋伸夫、山本信人、粕谷祐子 

報告者：杉浦康之、兪敏浩 
 

(1)授業の内容 
■アジア研究所講座 2006 
「台湾の重層する脱植民地化と中国、日本、

アメリカ」 
若林正丈（東京大学教授） 

【感想】 
戦前から戦後の台湾の政治・経済・社会

と国際環境との係わり合いに関して、日本

の台湾研究の第一人者である若林氏から大

変分かりやすい授業を受けられた。中国・

台湾研究を専門にしていない人間からも理

解しやすいとの評価を得ていた。 
  
◇大学院生研究報告 
江藤：「日中航空協定交渉における中国外

交」 
【報告要旨】 

1970 年代の日中航空協定を事例研究と

して、中国外交のパターンを分析しようと

する報告であった。 
 
呉茂松：「人間の安全保障の管理（保護）に

見る中国の国家と社会の関係－SARS を事

例として」 
【報告要旨】 

2003 年に発生した SARS を事例研究と

して、中国における国家―社会関係を「人

間の安全保障」と絡めて考察するという報

告であった。 
 
◇山口：「中国共産党による戦略転換として

の新民主主義段階構造の放棄」 
【報告要旨】 

1950 年代に中国で新民主主義が放棄さ

れ、社会主義体制が確立していく構図を、

国内政治の論理のみならず、国際環境との

係わり合いからも考察するという報告であ

った。 
  
■東アジア研究所講座 2006 
「断髪と頭脳」 
川村邦光（大阪大学教授） 

【感想】 
民族・宗教学の第一人者である川村邦光

氏より、近代社会における「断髪」の意義

に関して極めて興味深い授業を受けられた。

従来このような視点からの話を拝聴する機

会はほとんどなかったため、非常に新鮮な

感覚であった。 
  
■東アジア研究所講座 2006 
「越境する家族と文化－東アジアにおける

国際結婚とコリアン女性」 
鄭暎恵（大妻女子大学教授） 

【感想】 
朝鮮研究者である鄭暎恵氏から、近年の

東アジア社会におけるコリアン女性の結婚

の情況に関する興味深い授業を拝聴するこ

とが出来た。本授業で説明されたような事

象は、今後益々拡大されると思われ、今後

の研究の発展が大いに期待されるものであ

った。 
 

■東アジア研究所講座 2006 
「インドネシア史のなかの日本占領時代」 
倉沢愛子（慶應義塾大学教授） 
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【感想】 
植民地時代のインドネシア研究の第一人

者である倉沢愛子氏から、日本統治下のイ

ンドネシアの情況に関する詳細な授業を拝

聴することができた。特に日本統治下の様

子を写したビデオを見せて頂いたことで、

当時の様子がリアルに伝わってきた。 
  
◇Hank Lim / Tai Wei Lim(Director 
Researcher in Singapore Institute of 
International Affairs) 

Japan’s Strategy and Her Soft Power in 
Trade and Investment: Singapore’s 
Perspectives 
【感想】 
シンガポールの経済研究者であるリム氏

から、経済構造における日本のソフトパワ

ーの影響を説明して頂いた。普段、シンガ

ポールの研究者の日本イメージを知る機会

は殆どないので、非常に貴重な授業であっ

た。 
 
◇Lydia N. Yu Jose(Professor in Ateneo 
de Manila University) Japan’s Cultural 
Diplomacy in the Philippines in the Last 
Fifty Years: An Assessment 
【感想】 
フィリピンの政治学者であるリディア氏

より、戦後のフィリピン社会における日本

の文化外交に関する話を拝聴することが出

来た。特に本授業では、日本占領下の影響

が戦後も長くフィリピン社会に残存したこ

とが理解でき、日本のソフトパワーのあり

方を考えるのに大変示唆的であった。 
  
■東アジア研究所講座 2006 

「ベトナムにおける王朝の終焉－ラストエ

ンペラーたちの近代」 
嶋尾稔（慶應義塾大学教授） 

【感想】 
近代ベトナム研究の第一人者である嶋尾

稔氏より、ベトナム王朝の終焉の経緯を、

近代社会の登場と関連付けた授業を拝聴す

ることが出来た。こうした視点は、今日の

ベトナムを考える上でも、一定の示唆に富

むものであった。 
 
〈大学院生研究報告〉 
 
◇斐元福：「中国の沢国鎮で実施された討論

型世論調査に関する報告」 
【報告要旨】 
 近年、中国で実施された討論型世論調査

に関して、公開資料に基づき意欲的な報告

が行われた。 
 
◇クルキ・クリスティアン：「霞みがかかっ

た国内外政治の差と対中外交」 
【報告要旨】 

1990 年代以降の日本の対中外交を、欧米

の視点から解釈するという報告であった。 
 
◇李彦銘：「1980 年代以後の日本対中国民

間経済外交研究」 
【報告要旨】 

1980 年代の日本の対中国民間経済外交

に関して、過去の先行研究を纏めながらも、

今後の研究の発展性に関する報告であった。 
 
■東アジア研究所講座 2006 
「インド人のまなざし―近代日本における

「印度」の位相―」 
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 中島岳志（北海道大学助教授） 
【感想】 

近代日本人のインドイメージに関して、

新進気鋭のインド研究者から、政治・社会・

文化という様々な角度からの授業を拝聴す

ることが出来た。日本人の近代および現代

インド理解が極めて恣意的であることが理

解でき、非常に興味深い報告であった。 
 
〈大学院生研究報告〉 
 
◇杉浦：「第四次日中民間貿易協定交渉にお

ける中国の対日情勢認識―対日情報機関の

役割を中心に」 
【報告要旨】 

近年公開された史料に基づき、主に中国

の情報収集・情勢分析・情勢認識に注目し

た報告であった。 
 
◇衛藤：「幇、労働者、革命―20 世紀初頭

武漢における『労働者階級』をめぐる政治」 
【報告要旨】 
近代の武漢市における「労働者階級」の

政治行動に関して、近年公開された史料を

利用し、新しい解釈を目指す報告であった。 
 
◇白鳥：「戦後日本外交史研究の現状と展望

―アジア外交研究の隆盛と今後の課題」 
【報告要旨】 

1970 年代を対象とする日本外交史研究

の可能性を提示した報告であった。 
 
◇タリノフスキー：「ポスト冷戦期における

ロシアと東アジア―相互イメージを中心

に」 
【報告要旨】 

冷戦後の日本、アメリカ、中国、ロシア

の相互イメージを、ロイター通信の報道を

材料として解明するという報告であった。 
 

◇高木：「ランでの呪縛をこえて―フィリピ

ンにおける政治的亀裂、政党システムと党

籍変更」 
【報告要旨】 

戦後のフィリピンの政党システムに関

して、従来定説とされた先行研究を、デー

タを駆使することで乗り越えようとする

報告であった。 
 
(4)授業の感想 
①杉浦康之 
 本授業は二つの内容から構成されていた。

すなわち、(1)東アジア研究所講座における

大学教授の授業（他大学を含む）、(2)大学院

生による研究報告である。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

のであり、その点は非常に興味深いもので

あった。 
本授業の主たる特徴は、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、その授業を拝聴することが出来た点に

ある。こうした授業を拝聴することで、そ

れまで関心を有していなかった研究テーマ

の存在を知ること出来たが、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

ントにもあり得る可能性を秘めたものであ

った。 
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
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意見を表明することが出来たことである。

高度に専門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あるが、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だ

ろうか。 
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

られる授業であった。中国を中心とする東

アジア地域への関心が国際社会の中で一層

高まる中で、このような視点を意識するこ

とは、今後も求められることであろう。 
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ある

と思われる。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

に貴重な機会であった。 
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

ていたと評価できよう。その意味でも、こ

うした授業は今後とも継続していくべきだ

と考える。 
最後に、本授業をより良くするために、

以下の二点を提案したい。第一には、授業

に先立って共通の研究課題を設定すること

である。本年度の授業では特定の研究課題

は設定されなかったが故に、却って幅広い

知識を得られた面もあったが、本授業を今

後も長期的に継続していくのならば、年度

毎のテーマ設定を明確にすることが求めら

れると思われる。 

第二の提案としては、折角お招きした他

大学の講師の方にも授業に参加して頂き、

大学院生の研究報告に対して指導を頂くこ

とである。現在の大学院教育の中では、こ

のような機会は基本的に学会以外には殆ど

存在しない点に鑑みても、その価値は極め

て高いものだと思われる。本授業は本年度

から始まったものであるため、改善してい

くべき点は多々あるものの、今後も継続し、

これを発展させるべきだと思われる。 
 
②兪敏浩 
東アジア研究所講座「東アジアの近代と

日本」シリーズは、学内外から 5 人の研究

者を招き、授業を行った。若林正丈氏はと

もすれば通俗化しやすい台湾研究を学術性

の高い言語で説明してくださった点で非常

に印象深かった。また授業の最後には多文

化主義の危うさも指摘するなど、バランス

のとれた内容となった。 
川村邦光氏は授業で大量な写真、現物資

料などを展示しながら幕末武士、中国、朝

鮮、沖縄の断髪を文明開化の文脈のなかで

包括的に説明したので、歴史的深さと、地

域的な広がりの揃えた授業となった。 
鄭暎恵氏の話は日本における国際結婚の

現状とそのなかにおけるコリアン女性の占

める比重を詳しいテータで提示し、その背

景にあるのはグローバル化時代の人口移動

と移民の女性化であると指摘した。この授

業を受講して自分の知らないうちに日本の

国際化がこれほど進んだことに驚いた。 
倉沢愛子氏の話は、東南アジアにおける

日本占領統治は占領地にどのような影響を

与えたのかという問題について、各地域こ

との解説を行った後、インドネシア社会に
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もたらした影響に焦点を絞って説明した。

日本の占領統治の歴史に対する深い理解の

ための貴重な授業となった。 
嶋尾稔氏は、ベトナム王朝のラストエン

ペラーたちの人生を中心とした壮大な歴史

パノラマを描いて下さった。王朝と近代、

東アジアにおける歴史と近代の関係につい

て深く考えさせられる授業であった。中島

氏の話は近代日本のエリートたちがどのよ

うにインドとかかわり、インドを認識して

きたかを中心として解説し、最後に現代イ

ンドをどのように認識すべきかについて示

唆に富む指摘を行った。 
以上のように多様な時代とテーマに関す

る講座であったが、東アジアの近代という

軸を中心につながっており、近代の歴史的

位相を一国だけではなく、東アジアという

地域の文脈からとらえることを可能にした

と思う。われわれは自分の狭い研究領域に

集中しがちであり、その結果学際的で地域

横断かつ比較の視点が足りないことが往々

にある。東アジア研究所の講座はわれわれ

に近代を理解するにあたってより広い視野

を提供してくれたばかりでなく、社会科学

の真の有り方についても示唆を与えてくれ

たと思う。 
 以上、東アジア研究所の講座以外にも 12

人の履修学生による研究発表が行われた。

各自が取り組んでいる修士論文あるいは投

稿論文に関する内容がほとんどで、比較的

に質の高い発表が多かった。とりわけ印象

深かったのは衛藤、斐、高木の報告であっ

た。 
衛藤報告では武漢を舞台とした「幇」の

組織、活動を詳細に検討することによって

20 世紀初頭中国における労働運動の実態

を迫っていたのが斬新であった。斐報告は

中国浙江省泽国镇で行われた討論型世論調

査について行ったケーススタディであった。 
このケースは限られた事例という限界も

あるが、最近中国政治の変化が注目される

なか、中国的な民主政治の行方を考えるう

えで一定の示唆を与えてくれた。高木報告

は二度の国際学会での報告をさらに修正し

た内容であった。 
報告の中で二大政党システムの形成要因、

大規模な党籍変更原因について独自の見解

を鮮明に打ち出したことが、国際学会で高

く評価された理由になったと思われる。中

国研究が多い今回の合同演習で、この報告

はとりわけ貴重に感じられた。

 

 
 
 
 
 
 
 



 47 

3. コミュニケーション研究専修ユニット 
 

授業名 政治・社会論特殊研究(社会学特殊研究) 担当者 大井眞二 

報告者：平井智尚 
 
(1)授業の内容 
後期の授業およびテキストに関するイン

トロダクション。授業は、アメリカにおけ

るプレスの誕生と客観性の問題について教

員によるレビューと、受講者による質問と

それに対する応答という形式で進められた。 
 
◇PARTⅡ R. Patnode, Donald L. Shaw 

and Steven R. Knowlton,The 19th Ce- 
ntury: The Evolution of Objectivity, 
2005,pp.65-75（前半） 
 
①ジャーナリズムの客観性と近代につい

て。ジャーナリズムのプロフェッショ

ナリズムや倫理の成立が、近代科学（観

察・類型化・データ化等）の思想とい

かに関連していたかという問題につい

てディスカッションした。 
 
②ニュース・バイアスの類型化、ニュー

スの 5W1H 形式、技術の進歩とニュー

ス伝達に関して歴史的観点からの議論。

教員による解説と受講者による問題提

起がなされた。 
 
③ジャーナリズムの社会的責任の問題に

ついて、組織化・寡占・プロフェッシ

ョナリズムという観点から整理。また、

広告・プロパガンダ・社会運動とジャ

ーナリズムのかかわりについてディス

カッションした。 

 
◇Chapte r 10 

Bruce J. Evensen, Progressivism, 
Muckraking and Objectivity 
 
①pp.136-148（前半） 

1900 年 代 初 頭 に 興 隆 し た

Muckraking Journalism がジャーナ

リズムの客観性の思想に及ぼした影響

について、テキストをもとにして概観

した。社会背景としての革新主義・禁

酒法・女性参政権とジャーナリズムの

位置づけを考えた。 
 
②pp.136-148（後半） 

Muckraking Journalism の具体的

なテキストを取り上げて議論を行った。

Ida Tarbell：History of the Standard 
Oil Company や Lincoln Steffens：The 
Shame of the Cities 等を参考にして、

アメリカ都市の近代化とともに発生し

た社会問題の告発にジャーナリズムが

果たした役割を考察した。 
 
◇Chapter 11 

Objectivity and the Trappings of 
Professionalism, 1900-1950 
 
①pp.149-166（前半） 

1900 年以降のアメリカ・ジャーナリ
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ズムは、急速な産業化・都市化、ホワ

イトカラーの急増等を経験することで

大きく変容していった。イエロージャ

ーナリズムの勃興等も絡めながらジャ

ーナリズムの諸問題について議論した。 
 
②pp.149-166（後半） 
第一次世界大戦に始まり第二次世界

大戦に至るまで、ジャーナリズムは戦

争とどのように関係してきたのかとい

う問題を取り上げた。戦間期のジャー

ナリズムは「第 4 権力」としてではな

く、政府のプロパガンダとして機能す

る よ うに なる 。 Walter Lippman: 
Public Opinion 等も取り上げながら議

論をした。 
 
◇Chapter 12 

Douglas B. Ward, Readers, Research 
and Objectivity 
①pp.167-180（前半） 

20 世紀に入り、ジャーナリズムは産

業としての色彩を強めていき、安定し

た運営を続けていくうえで広告収入に

頼らざるを得なくなっていく。こうし

た構図はここ一世紀で大きく変わって

はいない。このような視座から、ジャ

ーナリズムと広告の問題について現代

的課題とも絡めて議論を行った。 
 
②pp.167-180（後半） 

19 世紀後半から 20 世紀初頭にかけ

て発達した市場リサーチとジャーナリ

ズムの関係についてレビューした。単

なるマーケティングの側面だけでなく、

George H. Gallup が手がけたリサーチ

のように、編集サイドが利用するリサ

ーチ（現在でいう世論調査）にも着目

して整理した。 
 
後期の授業の総括として、ジャーナリズ

ムの現代的課題を考察するうえでの歴史的

視座の重要性についてディスカッションし

た。現代ジャーナリズムの雛型は 1920 年代

にある。 
現在、ジャーナリズムに関して様々な問

題点が指摘されている。こうした諸問題を

論じる際に、歴史的な視座を導入すること

でジャーナリズム論に幅が出るということ

を議論した。 
 
(2)テキスト 

Steven R. Knowlton and Karen L. 
Freeman, eds.Fair & Balanced : A 
History of Journalistic Objectivity 
Vision Press, 2005. 

 
(3)参考文献 

Walter Lippman,Public Opinion  
Harcourt,1922 
（＝掛川トミ子訳『世論』（上・下） 
岩波書店、1987） 
 

(4)授業の感想 
授業内で使用するテキストは英語のテキ

ストなので一定の語学力が必要である。ま

た、教員の専攻がアメリカのジャーナリズ

ム史なので、ジャーナリズム論およびジャ

ーナリズム発達史についての予備知識があ

る程度持っていないと内容を理解するのが

困難かもしれない。修士課程で、なおかつ

関連領域についての初学者が履修する科目
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としてはハードルが高いように思う。 
以上のような課題をクリアできるのであ

れば、非常に充実した授業である。教員の

説明が丁寧なので、本来は理解しづらい歴

史的観点をスムーズに理解できる。学生が

わからない点についても事例をはさみなが

ら説明してくれる。 
また、必ずしも歴史的なアプローチにと

どまるわけでなく、ジャーナリズムの現代

的課題についてディスカッションすること

もある。そのためマス・コミュニケーショ

ン論やメディア論等、関連する領域を専攻

する学生は履修するべき授業だといえよう。 
 個人的にはコミュニケーション論の歴史

的視座が不足している部分があったので、

当授業を履修したことで考察の幅が広がっ

た。また、英語の文献を毎週数十ページ読

むことによって、英語の能力も向上した。

とかく現代の問題に目が向くことが多いが、

改めて歴史的な問題と向き合うことの重要

性を学んだ。 

 
 

授業名 政治・社会論特殊演習（社会学特殊演習） 担当者 鶴木眞 

報告者：平井智尚 
 
(1)授業の内容 
授業の形式は、主に受講者による研究報

告の形でなされた。 
 

◇2 ちゃんねるのコミュニケーション 
2ちゃんねるのコミュニケーションをも

とにしながら、インターネット世論への批

判的考察を行った。既存研究では 2 ちゃん

ねるを「世論の貯蔵庫」と位置づけるよう

な指摘があるが、コミュニケーション論や

社会学的な議論を参考にすると、2 ちゃん

ねるに「世論」の可能性は見出せないので

ある。教員によるコメントも的確であり、

（個人的には）論文執筆に役に立った。 
 
◇デジタル・デバイド論 
デジタル・デバイド論はインターネット

にアクセスする手段を持つか否かという

議論がなされてきたが、インターネットが

普及した現代社会においては既存のデジ

タル・デバイド論には限界がある。報告者

は新たなデジタル・デバイド論の展開とし

て、理論的な視座（文化資本）をとり入れ

て考察を行った。教員からは情報社会論の

既存研究に関するコメントがあり、デジタ

ル・デバイド論との連続性を指摘された。 
続いて、情報通信白書や海外の文献等を

用いてデジタル・デバイド論の既存研究を

整理・発表した。欧米の最新研究も既存の

デジタル・デバイド論の限界を指摘してお

り、先に取り上げた視座に一定の有効性が

あることが明らかになった。教員からは参

加デモクラシーとの関連性を指摘され、今

後論文を執筆していくうえで参考になっ

た。 
 
◇ジャーナリズムの起源 

ジャーナリズムの語義やジャーナリズ

ムの起源について、また、「明六社」のジ

ャーナリズム機能、ジャーナリズムとア
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カデミズムの違い等の着目し、議論を行

った。 
 
◇マルクス主義思想について 

マルクス・エンゲルスの『共産党宣言』

をもとにしながら授業。ドイツの古典哲

学ドイツ観念論）、イギリスの古典派経

済学、フランスの初期社会主義といった

マルクス主義の起源から、革命必然論等

について説明があり、現代の思想体系を

考えるうえで参考になった。 
 
◇ベトナム戦争 

ベトナム戦争についてのドキュメンタ

リーを視聴した。北ベトナムが国際世論

を味方につけるために、日本の通信社に

映像配信を行っていた。アメリカを介さ

ないベトナムの映像は、世界的な反戦運

動のきっかけとなった。国家レベルでの

世論動員政策の問題等について議論し

た。 
 
◇エルサレム 

教員がエルサレムの歴史および現状に

ついて、地図を用いながら解説した。エ

ルサレムはキリスト教・ユダヤ教・イス

ラム教の聖地であり、現代における宗教

間コンフリクトを象徴するような場所

である。エルサレムの地理的事情・イス

ラム原理主義の原点・イスラム法体系等

は、メディア報道で知るには限界がある。

実際に現地に留学をした教員の話は非

常に有益であった。 
 
◇トマス・ペイン 『コモン・センス』、シ

ェイエス 『第三階級とは何か』 

トマス・ペインの『コモン・センス』

や、シェイエスの『第三階級とは何か』

は、それぞれ近代の社会変動・政治変動

期に頒布されたパンフレットである。パ

ンフレットは学のない人々を組織化し、

社会変革の方向性を示した。メディア論

を考えるうえで、パンフレットという原

初的な「マス・メディア」の意味を理解

できたのは非常に有益であった。 
 
◇McQuail Denis：McQuail’s Mass 

Communication Theory 5th Edition の

翻訳指導。テクニカル・タームが多く、

翻訳が困難な個所が非常に多かった。マ

ス・コミュニケーション論を専門とする

教員の指導により、訳語の用法等の理解

が深まった。また、誤訳個所も訂正して

もらった。 
 
◇戦争プロパガンダ 

現代における戦争プロパガンダに関す

るドキュメンタリーを視聴した。湾岸戦争

時における「油まみれの水鳥」や「ナイラ

の証言」がアメリカ世論を動員し、イラク

攻撃を後押しすることになった。現代の戦

争に総じて言えることは、世論の支持なし

に戦争はできないということである。また、

PR 会社（ヒル・アンド・ノールトン）の

影響力も無視できないのである。戦争－映

像－世論の関係性を考えるうえで非常に

示唆的であった。 
 
(2)テキスト 
特になし 

 
(3)参考文献 
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トマス・ペイン（小松春雄訳）『コモン・

センス』岩波書店 
フィヒテ（小野浩譚訳）『ドイツ国民に告

ぐ』角川文庫 
シェイエス（大岩誠訳）『第三階級とは何

か』岩波書店 
マルクス・エンゲルス（大内 兵衛・向坂 逸
郎訳）『共産党宣言』岩波書店 

McQuail Denis,McQuail’s Mass 
Communication Theory 5th Edition 
2005,Sage 

 
(4)授業の感想 

教員が専攻する国際コミュニケーション

論に限らず、ジャーナリズム論・社会学・

サイバーテロリズム等幅広い角度からの問

題提起が行われた。このように様々な議題

を取り上げるのだが、教員が随時解説して

くれるので、履修するうえでの問題がある

わけではない。英語の文献を扱うわけでも

ないので、初学者が履修しても特に負荷に

なることはないと思う。また、かなり自由

度の高い授業であった。 
授業内でドキュメンタリー映像を視聴す

ることもあり、マス・コミュニケーション

とパブリック・ディプロマシーの問題を考

察するうえで、具体的な映像を伴った授業

はとても示唆的であった。とりわけ、現代

の戦争における広報活動の重要性というの

は、イラク戦争における現状を鑑みたうえ

でも参考になった。 
受講者による研究報告も随時行われた。

個人的には、研究報告をした際に適切なア

ドバイスをいただき、論文を執筆するうえ

で参考になった。また、翻訳のチェックを

してもらうこともあった。受講者の自主性

に沿った形で進行される授業はそれほど多

いわけではないので、そのような面におい

ても本授業は有益であったと思う。 

 
 

授業名 政治・社会論特殊研究（社会学特殊研究） 担当者 大石裕 

報告者：平井智尚、山腰修三 
 
(1)授業の内容 
授業では、受講者が英文のテキスト（割

り当て分）を全訳してきたものを発表する

形式で進められた。一回の授業で進む範囲

はそれほど多くはないが、割り当てられる

ページはかなり多かった。 
授業では、テキストとして、以下の文献

を用いた。 
Louw Eric,The Media and Political 

Process, Sage, 2005. 

  
◇Chapter 3: An Evolving of Media and 

Politics,pp.42-45. 
18 世紀のブルジョア公共圏の成立や代

議制政治の歴史的変遷についてのレビュー

を行った。 
 
 ◇Chapter 3: An Evolving of Media and 

Politics,pp.46-48. 
アンドリュー・ジャクソンとリベラル・
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デモクラシーの誕生について。政治プロセ

スにおいて、人々に扇動的なアピールをす

るジャクソンの手法は、エリートによる大

衆の操作と言う今日のコミュニケーション

過程の礎となった。 
 
◇Chapter3: An Evolving of Media and 

Politics,pp.48-52. 
リベラル・デモクラシーとメディアの問

題。ジョン・スチュアート・ミルの思想、

大衆紙の誕生、リベラル・デモクラシーに

おけるスピン産業の発達等。 
 
◇Chapter3: An Evolving of Media and 

Politics,pp.52-56. 
ル・ボン、タルド、リップマン等、公衆

と世論にかかわる研究系譜をレビュー。世

論を操作する手段としてのマスメディアの

位置づけについてレビュー。リベラル・デ

モクラシーを機能させる前提としてのスピ

ン産業について議論した。 
 
◇Chapter 4: Political Media Practice: an 

Outline pp.59-64. 
19 世紀末のイエロージャーナリズムの

勃興から、20 世紀初頭の愛玩ジャーナリズ

ムへの展開、現代社会における敵対的番犬

ジャーナリズムやジャンクヤード・ジャー

ナリズムの要点をレビュー。第四権力とし

てのジャーナリズムの神話について考えた。 
 
◇Chapter 4: Political Media Practice: an  

Outline,pp.64-69. 
商業ジャーナリズムの諸局面について。

フランクフルト学派の文化産業論から始ま

り、トークショー番組、アメリカのイブニ

ング・ニュースにおけるアンカーマン、リ

アリティ TV 等について言及した。 
 
◇Chapter 4: Political Media Practice: an 

Outline,pp.69-75. 
選挙報道の娯楽化・競技化について。テ

レビ時代の選挙は政策を争う場からサッカ

ーやアメフトのような「見世物」へと変容

した。ジャーナリストは権力に対抗するの

ではなく、スピンドクターに操られる存在

となった。この問題は現代の日本の現状に

も当てはまるものであり、非常に示唆的で

あった。 
 
◇Chapter 4: Political Media Practice: an 

Outline,pp.75-80. 
今回の授業における要点は以下のように

要約される。欧米のリベラル・デモクラシ

ーにおいて、主流の商業メディアの優勢な

ニュースフレームは自由主義的・資本主義

的諸言説と一致するようになった。つまり、

ニュースルームの闘争はより広範なヘゲモ

ニー闘争を反映しているのである。 
 
◇Chapter 4: Political Media Practice: an 

Outline,pp.81-86. 
ジャーナリズムの慣習化・制度化につい

て。ニュースはルーティーン化に適応して

いる。議会政治、病院、犯罪を扱う法廷や

警察等は取材担当区域として組織化される。

ジャーナリストたちは、特定の現場から安

定的にニュース・ストーリーが流れてくる

ことを知っているのである。 
 
◇Chapter 4: Political Media Practice: an 

Outline,pp.86-91. 
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政治機構の内部にいるコミュニケーショ

ンの専門家たちは、政策形成者や政党運営

者との直接関係から多様な権力を得ている。

その一方で政治機構の外側にいる者たち

（ジャーナリスト等）は様々な派生的権力

を得ている。それは、政治家たちが宣伝を

広める上でこれらの者たちに依存している

からである。 
 
(2)テキスト 
Louw Eric,The Media and Political 
Process,Sage ,2005 

 
(3)参考文献 
特になし｡ 

 
(4)授業の感想 
①平井 
英語文献の講読力や翻訳力は当然のこと

ながら、マス・コミュニケーション論、ジ

ャーナリズム論、政治コミュニケーション

論等の専門知識が必要となる。そのため、

専攻領域と重複する者が受講するのが望ま

しいと思う。 
本授業では、英語の文献を講読する力は

確実に身につく。大学院の授業で英語の文

献を講読するのは一般的であるが、授業の

中で全訳したものを丹念に読んでいくよう

なことはあまりないように思う。こうした

地道な作業は、専門用語の使い方や文法的

な問題だけでなく、翻訳のテクニック等も

身につけるうえでも役立つ。 
 授業ではテキスト講読に終始するのでは

なく、関連する問題のディスカッションが

行われることもある。当期の授業で扱った、

政治コミュニケーションとスピンドクター

の議論は、日本の政治報道とも密接に関連

した時事的な問題でもあり、理論的観点か

ら考察を進めていくうえでも有用であった。 
 
②山腰 
 後期は前期に続いて Eric Louw の The 
Media and Political Process を輪読した。

本授業の意義は、政治コミュニケーション

研究の最新の動向に関する理解を深めるこ

とができた点である。特に、本書はスピン

産業の PR 産業の発達に伴う政治とメディ

アの関係の変化に関して論じたものであり、

近年の日本の政治現象とも密接に関連して

いる。さらに、本書の著書は、政治史、政

治理論にも精通しており、本書は政治コミ

ュニケーションに関する理論や概念の学習

にも適しているといえる。 
 本書の議論は私の研究テーマ（カルチュ

ラル・スタディーズ以降の批判的コミュニ

ケーション研究の再構成）とも関連してお

り、大きな示唆を受けた。著者はカルチュ

ラル・スタディーズの諸成果を熟知し、そ

れらを摂取した上で、カルチュラル・スタ

ディーズのメディア論とは異なるオーディ

エンス観、社会観を提示している。だが、

あまりにもカルチュラル・スタディーズの

メディア論との差異化を図るために、カル

チュラル・スタディーズによって大幅に進

展した能動的オーディエンスの概念をほと

んど省みていない点が気になった。 
 授業は英語を精読し、英訳の技術だけで

なく、政治コミュニケーション研究におけ

る基本概念（権力、ヘゲモニー、デモクラ

シーなど）の整理に有用であった。また、

議論も活発に行われ、自らの考え方や概念

理解がより一層深まった。 
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授業名 政治・社会論特殊演習（社会学特殊演習） 担当者 大石裕 

報告者：平井智尚、山腰修三 
 
(1)授業の内容 
本授業は、受講者の修士論文、博士論文、

学会発表等にかかわる研究報告を中心に行

われた。 
 

◇宮脇：「社説の制作過程の研究―郵政民営

化法案を事例にして」 
【報告要旨】日本マス・コミュニケーショ

ン学会の個人研究発表のプレ報告。日本の

マス・コミュニケーション研究では「送り

手研究」は不足しており、社説の構成過程

を追った研究は見られない。報告者は論説

委員等に実際にインタビューを行い、社説

の制作過程を明らかにした。報告者の研究

はマス・コミュニケーション研究を発展さ

せる試みとして価値がある。 
 
【討論内容】 
Shoemaker & Reese のニュースの決定モ

デルを用いているが、そのモデルで十分に

説明できているわけではない。したがって、

独自のモデル化を試みたほうが有益ではな

いか。また、各紙の組織文化に関する記述

がまだ十分ではない。そこを書き込んだほ

うが有益である。 
 
◇菅原：「少年犯罪における被害者・加害者

概念の変容―社会問題の社会学における構

築主義の歴史研究への展開に向けて」 
【報告要旨】 
山口県光市母子殺人事件を事例として、社

会問題とクレイム申し立て活動について考

察。構築主義論争を整理しつつ、実際のメ

ディア言説分析への発展を明確にしたとい

う点で示唆に富んでいる。構築主義的アプ

ローチの限界を踏まえつつも、理論的な応

用可能性を明らかにしていくのが今後の課

題であろう。 
  
【討論内容】 
構築主義の方法論についてはここ数年で日

本でも活発に議論されてきた。本報告でも

その点をある程度踏まえているといえる。

だが、日本の構築主義論争が陥った（例え

ばオントロジカル・ゲリマンダリング論争

のような）袋小路にとどまっているといえ

る。近年の構築主義だけでなく、犯罪社会

学におけるラベリング論、あるいは現象学

的社会学、知識社会学等も参照することが

肝要である。 
 
◇平井：「デジタル・デバイドに関する理論

的考察に向けて」 
【報告要旨】 
デジタル・デバイド論の理論的観点から

の考察に向けてのレビュー。デモグラフィ

ックな議論に終始してきたデジタル・デバ

イド論は理論的な考察へと展開する余地が

残されている。この試みは、先々同様の問

題が提起された際にも応用が可能であり、

その点において重要な研究である。 
【討論内容】 
先行研究の整理が十分とはいえない。フ

ァンダイクやカステルのネット社会論をも

とに文化資本概念を抽出しようとしている
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が、構造的不平等に注目するブルデューの

概念との関連性を明確化する必要がある。 
 
◇宮脇：「社説の制作過程の研究―郵政民営

化法案を事例にして」 
【報告要旨】 

日本マス・コミュニケーション学会の個

人研究発表のプレ報告。報告時間 20 分とい

う枠内で報告。前回の指摘が生かされてお

り、要点が明確でコンパクトな発表であっ

た。 
 
◇山口：ICT 利用者の意識におけるデジタ

ル・デバイドに関する一考察―「加入者系

光ファイバー網整備事業」実施後の地方自

治体に焦点を当てて 
【報告要旨】 
日本のブロードバンド政策が変化してき

ているという認識に立ち、それらの政策の

キー概念となっている「デジタル・デバイ

ド」についての理論的な考察。秋田県由利

本荘市における調査は、日本における地域

情報化とデジタル・デバイドの現状を考え

るうえで示唆に富んでいる。政策レベルと

現実の乖離が如実に表れていることを実感

した。 
 

【討論内容】 
地域情報化政策は 1980 年代以降、「地域

振興」を主要な政策理念としてきた。ブロ

ードバンド普及政策においてもその理念の

継承が確認された。現地調査からも、それ

が実体を伴っていない「公共事業」である

ことが分かった。 
だが、資料の整理と提示が不十分である。

また、既存の地域情報化に関する先行研究

との関連性が曖昧である。この地域の歴史

的、社会学的特性との関連性も明確にする

と良いのではないか。その際に、市のレベ

ルではなく、秋田県の県政レベルでこの地

域振興政策をどのように位置づけているの

かを明らかにすると議論が深まる。 
 
◇寺前：音楽過程における間主観性の研究

―シュッツ理論の継承、そして基底レベル

の音楽コミュニケーションの考察に向けて 
【報告要旨】 
音楽のコミュニケーションは、受け手に

よる作曲家のメッセージの捉え方いかんに

かかっていると考えられるが、その過程を

明確にする作業が必要であるという問題意

識のもと、A・シュッツの間主観性理論をも

とに考察したものを報告。コミュニケーシ

ョンにおいて基底的とされる「根本的な賦

課的関連性」とリズムを関連づけた考察に

は研究としての独自性が認められ、音楽社

会論を議論していくうえで有効な視座であ

ると思う。 
 
【討論内容】 
報告者はクラシック音楽／ソナタ形式／

生演奏を音楽コミュニケーションとして特

権化し、ポピュラー音楽／ミニマル／電子

音楽を「ディスコミュニケーション」をも

たらすものとして批判している。リズムと

いう点では、クラシック音楽以外にも共通

して存在しているのではないか。 
報告者はシュッツの諸概念を考察対象とし

ているが、現象学的社会学、文化社会学の

理論的系譜の整理、理論概念の把握がまだ

十分ではない。今後は社会学の基礎概念を

身に付ける必要があるのではないか。 
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◇菅原：「少年犯罪における被害者・加害者

概念の変容―『「社会問題の社会学』の歴史

研究への展開に向けて」 
【報告要旨】 

日本における少年犯罪の犯罪被害者概念

は、加害者概念と関連しながらどのように

展開したかという問題意識のもと、構築主

義のアプローチを採用した考察。犯罪被害

者をめぐる言説がいかに構築されていくか

という問いは、近年の報道とも絡んで重要

な問題である。構築主義的アプローチを採

用することで、ジャーナリズム論等とは一

線を画した新たな知見が得られた。 
 
【討論内容】 
メディア研究の観点からは、とりわけ「パ

ブリックアリーナ・モデル」が示唆的であ

る。このモデルの二つの側面、すなわち、

蓄積された不満の構造と、クレイムが表明

される言説資源の二点を今後発展させてい

く必要がある。その際に、資源動員論等の

社会運動論の諸概念、議論が参考になると

思われる。 
 
(2)テキスト 
特になし。 

 
(3)参考文献 
 特になし。 
 
(4)授業の感想 
①平井 
授業で発表する機会は半期に 1、2 回であ

るが、それ相応の質が要求されるため、単

位を得るために履修するような授業ではな

いだろう。コミュニケーション論を専攻す

る学生で、社会学および政治学の理論的観

点からのアプローチを研究手法として採 
用する者の履修が望ましいように思う。 
受講者は学内に限らず、他大学の院生を

はじめ、外部研究所の研究員もおり、様々

な学術的交流をはかる事ができた点は非常

に有意義であった。報告領域は、社会学、

情報社会論、ジャーナリズム論、マス・コ

ミュニケーション論、インターネット社会

論に至るまで多岐に渡っており、自分の専

攻とは異なる研究領域の最新の研究に触れ

ることができたのは有益であった。 
各自の報告の質もさることながら、報告

後のディスカッションは教員のみならず受

講者からも忌憚なき意見があげられ、学会

における質疑応答にも匹敵するほどであっ

た。各人の研究報告を中心とする授業形態 
は、ともすれば儀礼的になりがちであるが、

当授業では受講者・教員の意欲が非常に高

く、中たるみすることが一切なかったのが

印象的であった。 
 
②山腰 
 後期は社会学研究科の大学院生が中心に

報告が行われたため、法学研究科の立場か

らは、非常に刺激的な内容が多かったとい 
える。特に、シュッツの現象学的社会学や、

ベストらの社会的構築主義（社会問題の社

会学）の詳細な概念整理、理論的考察は、

それらのメディア研究、コミュニケーショ 
ン研究への操作化、応用可能性を議論する

ことを通じて大いに参考になった。 
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 授業名 政治・社会論特殊研究 担当者 鶴木眞 

報告者：山腰修三 
 
(1)授業の内容 
ジャーナリズム論の視座、知的共同体に

ついて学ぶ。 
欧米において、ジャーナリズム論とは通

常、ニュースの製作過程における慣習や技

法を指す。他方、日本においてジャーナリ

ズム論はきわめて精神論、倫理論的な体裁

をとることが多い。ジャーナリズムを政治

コミュニケーションおよび知識社会学の観

点から考察する上で、アカデミズムとジャ

ーナリズムを架橋する「知的共同体」とい

う概念が有用である。 
丸山真男によると、近代日本において、

「知的共同体」の形成は三つの時期におい

て見られたという。すなわち、明治初期の

「明六社」、昭和初期のマルクス主義論争、

終戦後の「悔恨共同体」である。これらの

特徴、意義および限界をジャーナリズム論

の観点から考察する必要がある。 
授業で扱ったテーマは以下の通りである。 

 
◇明六社 

①明六社の歴史と特徴 
②明六雑誌とは何か 
③中心人物は誰か（福沢諭吉、森有礼、

西周、加藤弘之、箕作麟祥） 
④思想的特徴、学術文社中、定例会、演

説、対話的コミュニケーション、讒謗

律 
⑤新聞紙条例による規制と明六社解散と

その際の福沢の論理について 
→「市民社会」の未成熟 
→のちの「悔恨共同体」への連続性 

 
◇日本資本主義論争 

①日本資本主義論争が戦後の日本のジャ

ーナリズム／アカデミズムに与えた影

響について 
②日本資本主義論争の経緯、コミンテル

ン 32 年テーゼ 
③講座派（野呂榮太郎、平野義一郎、山

田盛太郎、羽仁五郎） 
労農派（山川均、堺利彦、荒畑寒村、

鈴木茂三郎、大内兵衛、向坂逸郎） 
④論争の特徴（明治維新の評価をめぐっ

て、戦略論争、封建論争、地代論争、 

『日本資本主義分析』をめぐる論争） 
⑤コム・アカデミー事件、人民戦線事 

 
◇物論研究会 
 
◇悔恨共同体 
◇敗戦直後の「悔恨共同体」の性格とジャ

ーナリズム論からの評価 
①総合誌を媒体とした知識人の諸活動 
②昭和史論争（藤原彰、亀井勝一、竹山

道雄、堀米庸三） 
◇1960 年代以降の悔恨共同体の変容 
 
◇レポート報告 
 ①「「知的共同体」の形骸化と「文化人／

Pundit」によるテレビ上の議論につい

て 
②悔恨共同体の成立と解体 
③テレビの番組編成の変容と「文化人」

概念の成立 
「知識人」と「文化人」 



 58 

④テレビ番組の変遷と「コメンテーター」 
⑤日本のテレビ番組における「文化人／

Pundit」の実態 
  ニュース番組「NEWS23」 
  ワイドショー「スーパーモーニング」 
  バラエティ「TV タックル」 
 
◇国際コミュニケーション 
①ユネスコ 新世界情報秩序 
②先進国と途上国の情報格差と国家の情

報主権 
③非同盟諸国とユネスコの地域通信社構     
 想 
④近代化論 
⑤日本の近代化と価値観 
⑥文化「帝国主義」 
⑦イスラム文化 
⑧キリスト教文化 
⑨異文化間コミュニケーションの課題 

 
◇パンフレットと政治コミュニケーション 

①トマス・ペイン「コモン・センス」 
②シェイエス「第三階級とは何か」 
③フィヒテ「ドイツ国民に告ぐ」 
④マルクス／エンゲルス「共産党宣言」 
⑤文体、語り方の特徴 
⑥それぞれの社会状況→今日のテロリズ

ムとメディア政治との連続性 
 
◇ネットワーク型政治コミュニケーショ

ンとテロリズム 
①アルジャジーラとビンラディンの映像 

   テロ組織のリンケージの維持 
   組織的統一性を与えるメディア表象 
②ネットワーク型組織 

   レーニンの実践 

③インターネットの政治コミュニケーシ

ョン 
 
◇戦争とメディア 
①湾岸戦争における原油流出のニュース

について 
   ニュースをアメリカ政府が利用、そ

の際に情報操作が行われた。その結果、

国際的な反イラク感情、世論を動員す

ることに成功した。 
 
◇「ナイラの証言」 

PR 企業「ヒル・アンド・ノールトン」

社がアメリカ国内の世論を主戦論へと

誘導するために行った情報操作の事例。

同社はテレビ局のニュース制作の過程、

技術を熟知しており、それを有効に利

用した。 
 
◇ベトナム戦争とメディア 
ベトナム戦争もまた、情報戦であった。

アメリカのテレビ局のスタッフは現地入

りし、戦場の生々しい様子を本国へ配信

した。また、北ベトナムは、日本電波ニ

ュース社にニュースを配信させ、その映

像がアメリカの三大ネットのニュース素

材に用いられた。 
その結果、アメリカの内外で反ベトナム

戦争の世論が高まることとなった。今日

のアメリカの戦争報道に対する戦略・規

制はこのベトナム戦争の教訓をいかした

ものである。 
 

(2)テキスト 
特になし｡ 
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(3)参考文献 
 特になし｡ 
  
(4)授業の感想 
 本授業を通じて得た最も有用な意義は、

政治コミュニケーション、ジャーナリズム

論を古典を通じて学習することができた点

である。政治コミュニケーションにおける

今日的なトピックは、グローバル化とデジ

タル技術の革新に伴う国際コミュニケーシ

ョン過程の変容であり、ジャーナリズム論

の観点でいえば、インターネットによる新

たな公共空間の創出の問題である。だが、

これらに通低する幾つかの問いは、実は政

治学や社会学、思想などの古典の中に即に

見出せる場合が多々ある。 
今日的なトピックと古典における根源的

問いかけとを架橋し、連関させる本授業は、

大学院における初学者だけでなく、博士課

程に在籍する学生にとっても自らの研究を

自己反省する上で有用である。 

 
 
 
4. 公共政策研究専修ユニット 
 

授業名 公共政策論Ⅲ 担当者 小林良彰、大山耕輔、河野武司、増山幹高 

報告者：慶済姫 
 

(1)授業の内容 
公共政策論Ⅲでは、公共政策論をめぐる

政治過程に関連して、幅広い内容が扱われ

た。授業は「外部講師の講演」と「授業参

加者の発表」の 2 つの形式で行われたが、

両方とも参考資料は勿論、パワー・ポイン

トや DVD 等の視聴覚資料が多く用いられ、

非常に内容の充実した授業であった。詳し

い内容は次の通りである。 
 

◇上村啓一（横浜市選挙管理委員会選挙課

長）、大橋弘昭(横浜市選挙管理委員会啓

発係長)講演 
「選挙啓発活動の実践と課題」 
【講演内容】 
選挙管理委員会の歴史や組織の構造、ま

た、選挙管理委員会の業務や現在行ってい

る活動などに関して詳しく話した。とりわ

け、低い投票率を高めようとする活動の話

が印象的であった。 
 
〈大学院生報告〉 
◇小栗:「フランス第五共和制下の政党の凝

集性」 
【報告内容】 
「政党の凝集性」や「信任投票プロセス」

などの概念を説明し、政治制度としての「信

任投票プロセス」が政党間の交互作用にど

のようなインパクトを与えるのか、また政

党内部における「政党規律（政党の凝集性）」

に与える影響力はどういったものか。さら

に、「分極的多党制」というフランスの政党

システムにおいて、政党はどのような相互
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作用を示すかなど、関心テーマを明らかに

した。 
 

◇ 石川晴雄(衆議院調査局総務課)講演 
「我が国の政策決定過程と国会職員の役

割」 
【講演内容】 
公務員制度を含め、国会で働く職員の組

織や業務など、現場に関する話をし、リア

ルな情報が得る機会になった。また、アメ

リカ議会の例をあげ、日本の問題点も指摘

した。 
 

◇山中俊之(日本総合研究所・主任研究員)
講演 
「官の世界と民の世界―公務員人事改革

を中心として」 
【講演内容】 

政府の役割に関して歴史的な変遷過程を

説明し、今後の方向性を提示した。その中

で、JR 脱線事故の例をあげ、公務員人事制

度における課題を紹介し、公務員人材の流

動化の必要性をアピールした。 
 
〈大学院生報告〉 
◇慶済姫:「韓国における経済的要因と投票

行動」 
【報告内容】 
経済に関する意識が投票に影響を及ぼす

のは、一見当然であるものの、韓国では長

期間その関係が明らかにならなかった。本

報告では、計量的方法を用いて、ミクロ・

マクロ的に分析し、最近の選挙ほど、経済

が投票において影響力を持つことを明らか

にした。 
 

〈大学院生報告〉 
◇金本:「地方政治における NPC の日韓比

較」 
【報告内容】 

NPC（New Political Culture）の概念を

説明し、日本における従来研究と韓国に関

する研究成果を紹介した。韓国の地方政治

では、まだ NPC と言われるほどの政治文化

が現れていないものの、変化が続いている

韓国において将来の NPC 研究の重要性を

アピールした。 
 

◇荒井広幸(参議院議員) 講演 
「日本の公共政策過程の現状と課題」 

【講演内容】 
日本の公共政策の中で、現在の郵政事業

におけるメリットを説明し、郵政民営化に

反対する意見や論理を明らかにした。また、

議員活動に関する DVD の視聴も行われた。 
 
〈大学院生報告〉 
◇慶済姫:「韓国における市民意識研究」 
【報告内容】 
有権者を中心とした市民の経済意識を調

査し、投票に及ぼす影響力を調べた。 
 
〈大学院生報告〉 
◇中馬:「ロシアにおける連邦制改革の政治

過程―連邦中央と連邦構成主体とのあい

だの権限分割をめぐって」 
【報告内容】 
プーチン政権の下で、なぜ中央集権的な

連邦制改革が可能であったかという問題意

識に対して、「権限分割条約の概念や目的お

よび内容」、「権限分割への批判」、「権限分

割見直しの動き」からアプローチし、連邦
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制改革が可能であった理由を説明した。 
 
〈訪問研究員報告〉 
◇リーマン・ジルケ:「予算編成過程の日独

比較 2001-2006 年度」 
【報告内容】 
「アクター中心の新制度主議論」の視点か

ら、インフォーマル・ルールの影響力やア

クター（政治家）の選好および能力が、予

算編成の過程において影響力を及ぼすか否

かに対して、日本とドイツを比較した。 
 
〈大学院生報告〉 
◇張殷珠:「行政サービスの費用を考慮した

日本の自治体における分権改革に関する

研究」 
【報告内容】 
新公共管理主義改革の概念を用いて、「財

政運営構造と行政改革との関係」、「費用固

定グループの歳出運営構造と行政改革の関

係」、「費用非固定グループの歳出運営構造

と行政改革の関係」を計量的に分析した。

分析結果として、行政改革が活発に進んで

いる市でほど、行政サービスが忠実である

ことを示した。 
 
◇鈴木達次郎(財団法人電力中央研究所・社

会経済研究所上席研究員・東京大学大学

院公共政策大学院客員教授)講演 
「エネルギー・環境政策：世界の課題と日

本の対応」 
【講演内容】 
「世界のエネルギー・環境問題」「日本（ア

ジア）のエネルギー・環境問題」「原子力発

展と核問題」について発表した。世間でい

われている情報とは異なる事実を、表およ

び図を用いて、説得的に説明した。世界の

エネルギー問題は、「量」ではなく「質」の

問題であり、日本のエネルギー問題は「国

際エネルギー市場の政治化」対応と「多様

性」が鍵であること等を主張した。 
 
(2) テキスト 
特になし｡ 

 
(3) 参考文献 
特になし｡ 

 
(4)授業の感想 
 公共政策論Ⅲは、「外部のゲストの講演」

と「参加者の発表」の 2 つの形式で授業が

行われた。アカデミックな方向性を追求す

る大学院生の立場で、現場の話は常に気に

なるものである。自分の考えや研究が現実

と離れているのではないか、すなわち自分

が世間をよく理解していないのではないか

という心配や、自分の主張は現実と異なり、

むしろ世間に悪影響を及ぼすのではないか

という恐れがあるからである。このような

点で、興味深い現場の話が聞ける機会にな

り、有意義な時間であった。 
また、参加者の発表の機会もあり、本来

のアカデミックな自分の研究も進めること

ができた。さらに、自分の研究を、指導教

授や同じゼミの仲間以外、他の教授や学生

たちの前で発表できる機会は少ないが、公

共政策論の授業では、それが可能であった。  
研究分野が異なる教授や学生から頂いた

コメントや質問は自分の研究に斬新な刺激 
になった。そして、他のゼミ生の多様な研

究テーマやスタイルを知るきっかけにもな

った。現場の事情とアカデミックな研究間
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のバランスの取れた授業であった。  

 

授業名 
政治・社会論特殊研究： 

行政学・政策研究・ガバナンス研究 
担当者 大山耕輔 

報告者：裴元福  
  

(1)授業の内容 
グローバル化、IT 化、成熟経済化、少子

高齢化、財政赤字化等の環境変化に、どの

国の政府や行政もいわゆる構造改革（民営

化、地方分権化、政治主導化、NPM 化等）

で対応している。各国の構造改革の課題と

展望は何か。授業では、政策研究とガバナ

ンス論の視点から適当な英文テキスト等を

選んで輪読し、論点を掲示しながら討論を

行い、最後に教員がまとめるという形で進

められた。 
 また、足かけ 30 年にわたる調査に表れた

政策アクターの行動・意見・意識の変化か

ら日本政治の構造において、何が壊され、

何が採用され、転換期の底流に何があるか

について討論した。 

 
(2)テキスト 
村松岐夫・久米郁男編著「日本政治変動

の 30 年―政治家・官僚・団体調査に見る

構造変容」東洋経済新報社、2006 年 
 
(3)参考文献 
 特になし｡ 
 
(4)授業の感想 

授業を通じて、ガバナンスは多様な文

脈で使われ多様な意味を持つが、ガバナ

ンスの概念には核があり、共通の関心や

問題もあるので、分野を超えた協力によ

って共通の問題により適切に対応できる

という認識を持つようになった。

 
 
 

5. 近代化研究専修ユニット 
※近代化専修ユニットは 2007 年度に新規設置されるため、以下の授業は候補科目として

参照されたい。  
 

授業名 日本政治論合同演習 担当者 笠原英彦、寺崎修、玉井清 

報告者：後藤新             

 
（1）授業の内容 

本授業では、各大学院生が現在進めてい

る研究の現状について報告を行った。授業

形式は各時間１人ずつ報告を行い、それに
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対して、他の院生や教授方からの積極的な

質疑応答・討論が行われた。 
 各自、修士論文または博士論文の完成を

念頭に報告を行い、他の院生や教授方と積

極的な討論を行うことで、新たな視点を得

た。また、それぞれが抱えている問題点に

ついて適格なアドバイスを受けた。 
 
◇久保田：「元老院と中島信行」 
【報告内容】 
明治期に自由党の指導者として活躍した

中島信行について、従来考察されることの

少なかった元老院時代を中心に、新史料を

用いながら検証を行った。 
 
◇柏原：「留守政府期における工部省の『対

市民意識』」 
【報告内容】 
工部省技術官僚の思想と行動の研究の一

環として、彼等が民衆（市民）をどのよう

に意識し、いかなる対処をしていたのかに

ついて、北蒲田村付近の鉄道沿線火災への

技術官僚の対応を中心に検討した。 
 
 
◇後藤：「台湾出兵における新聞報道」 
【報告内容】 
明治七年に行われた台湾出兵期における

新聞報道のあり方、またそれに対する明治

政府の対応を考察した。 
 
◇靏岡：「満州事変勃発前後における日本人

の対満蒙意識」 
【報告内容】 

満州事変勃発前後における日本人の対満

蒙意識について、在満州の日本人協会の活

動を中心に考察。 
 
◇犬伏：「萩の乱の裁判過程」 
【報告内容】 
修士論文の中間報告として、明治九年に

おきた士族反乱である萩の乱について、そ

の鎮圧後の裁判過程について、明治政府と

しての対応を中心に考察した。 
 
◇都倉：「福沢諭吉の朝鮮王室観」 
【報告内容】 
福沢の朝鮮王室に対する発言を、『時事新

報』社説を中心に辿り、福沢の朝鮮王室認

識を明らかにした。 
 
（2）テキスト 

特になし。 
 
（3）参考文献 

特になし。各自の報告の際に随時紹介。 
 
（4）授業の感想 

従来、歴史研究とは個人で行うことが

主なため、このような授業は、客観的な

意見を頂く場として、非常に有意義なも

のであった。授業中に受けた指摘を真摯

に受け止め、論文執筆に生かしていきた

いと考えている。 
 

 
 

 



 64 

授業名 日本政治論特殊演習 担当者 玉井清 

報告者：靏岡聡史 
 
(1) 授業の内容 
 戦前期の市民意識を明らかにするため、

現在進行中の 21 世紀 COE プログラムであ

る「戦時日本プロパガンダに見る国民生活

と意識―戦時日本の政府広報誌『写真週報』

の内容分析」という研究主題の下、各自が

『写真週報』の内容分析を行い、それにつ

いて発表を行った。 
 まず、『写真週報』の史料的価値が争点と

なった。『写真週報』の編集目的及び編集過

程について議論した結果、あまり高学歴で

ない読者を対象としたものであること、政

府関係者だけでなく各方面において著名な

民間人も編集に関与していることが指摘さ

れた。 
 次に、『写真週報』の内容分析については、

どのように多方面かつ大量の写真記事を分

類するかが争点となった。その結果、アメ

リカ、イギリス、中国、ドイツなどの国外

関連記事と貯蓄、労働、食糧などの国内関

連記事に分類し分析を行うことで一致した。

また、複数の方面に重複する記事について

は、別途個々的に判断・分類していくこと

に決定した。 
 更に、分類した写真記事については、そ

れぞれ時期的変化を検討した上で、その特

徴を明らかにし、戦前期の市民意識につい

て、来年度以降も引続き検討していくこと

に決定した。 
 一方、COE プログラムとは別に、現在各

自が研究を進めている主題についても発表

を行った。その際、その史料の価値及び分

析枠組みが特に争点となり、その問題点に

ついて議論を行った。 
 
（2）テキスト 

内閣情報局編『写真週報』（第１号-第 375
号） 
日置英剛編『年表 太平洋戦争全史』（国

書刊行会、2005 年） 
清沢洌『暗黒日記 1-3』（筑摩書房、2002
年） 

山田風太郎『戦中派虫けら日記』（筑摩

書房、1998 年） 
山田風太郎『戦中派不戦日記』（講談社、

2002 年） 
 
（3）参考文献 
加納実紀代「「一億玉砕」への道―『写真

週報』「時の立札」から」（『思想の科学』

316 号、思想の科学社、1979 年） 
加納実紀代「「大東亜共栄圏」の女たち―

『写真週報』に見るジェンダー」（池田

浩士他編『戦時下の文学―拡大する戦

争空間 文 学史を読みかえる④』〈イ

ンパクト出版会、2000 年〉所収） 
加納実紀代「戦争プロパガンダとジェンダ

ー表象―『写真週報』を中心に―」（『人

民の歴史学』第 161 号、マルコー企画出

版、2003 年） 
加納実紀代「『写真週報』にみるジェンダ

ーとエスニシティ」（北原恵他編『イメ

ージ＆ジェンダーVol.5』〈星雲社、2005
年〉所収） 

古川隆久「『写真週報』にみる中国観」（三

谷邦明他編『「画像メディアを通してみ
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た日中文化論」報告書』〈ポートサイド 印刷、2002 年〉所収） 
 
 

授業名 日本政治論特殊研究 担当者 玉井清 

報告者：靏岡聡史 
 
（1）授業の内容 
 前年度に引続き、毎週担当者がテキスト

（『西園寺公と政局 第三巻』、『西園寺公と

政局 第四巻』）について、別の史料も併用

しつつ、論点を提示し、全員で討論を行っ

た。 
 特に、本年度は満州事変以降、どのよう

に政党から軍部へ権力が推移し、それに対

して西園寺をはじめ宮中がどのように対応

しようとしていたのかが争点となった。 
 その結果、満州事変以降、政党に対する

支持が急速に失われる一方、軍部に対して

支持が集まりつつあったことが改めて確認

されたが、特に意外であったのは、西園寺

をはじめ宮中だけでなく、政党内部からも

政党に対する冷ややかな空気が漂い始めて

いたことであった。政党内部からは、満州

事変という事態に対して、依然として汚

職・不祥事を繰り返し、有効な対処がし得

ない自身の政党に対して憎悪の感情すら抱

くものや軍部との連携を強めるものも見ら

れたが、こうした事態は、今後の展開を検

討する上でも、極めて重要ではないかとい

う指摘がなされた。 
 しかし、依然として宮中には軍部に対し

て警戒する意見も存在しており、こうした

意見が今後どのように変化していくのかに

ついて、来年度以降、特に注意深く検討し

ていく必要があることで一致した。 
 

（2）テキスト 
原田熊雄述『西園寺公と政局 第三巻』

（岩波書店、1951 年） 
原田熊雄述『西園寺公と政局 第四巻』

（岩波書店、1951 年） 
小林龍夫他編『現代史資料７ 満洲事変』

（みすず書房、1964 年） 
小林龍夫他編『現代史資料 11 続・満洲

事変』（みすず書房、1965 年） 
本庄繁『本庄日記』（原書房、1967 年） 
伊藤隆編『真崎甚三郎日記』（山川出版

社、1981 年） 
伊藤隆編『牧野伸顕日記』（中央公論社、

1990 年） 
木戸日記研究会編『木戸幸一日記』（東京

大学出版会、1966 年） 
岡田啓介『岡田啓介回顧録』（中央公論

社、1987 年） 
 
（3）参考文献 

北岡伸一『日本の近代 5 政党から軍部

へ』（中央公論新社、1999 年） 
戸部良一『日本の近代 9 逆説の軍隊』

（中央公論社、1998 年） 
奥健太郎『昭和戦前期立憲政友会の研究』

（慶應義塾大学出版会、2004 年） 
岡義武『近衛文麿』（岩波書店、1972 年） 
臼井勝美『満洲国と国際連盟』（吉川弘文

館、1995 年） 
近代日本研究会編『年報・近代日本研究 
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昭和期の軍部』（山川出版社、1979 年） 
佐々木隆「荒木陸相と五相会議」（『史学

雑誌』第 88 号、岩波書店、1979 年） 

佐々木隆「挙国一致内閣期の枢密院―平

沼騏一郎と斉藤内閣」（『日本歴史』九

月号、吉川弘文館、1977 年）

 
 

 

 
6. 安全保障研究専修ユニット 
※安全保証研究専修ユニットは 2007 年度に新規設置されるため、以下の授業は候補科目

として参照されたい。 
 

授業名 地域研究論特殊演習 担当者 小此木政夫 

報告者： 崔慶原  
  

(1)授業の内容 
授業では、博士論文および『法学政治学

論究』に投稿する論文の指導が行われた。 
 

◇崔喜植：「アジア太平洋地域協力におけ

る日韓パートナーシップの形成への道

程」 
【報告要旨】 
戦後日韓両国はアジア太平洋地域協力

の問題をどのように認識し、協力してきた

のかを探り、それを日韓パートナーシップ

の形成という観点から論じる。 
まず 60、70 年代のアジア太平洋協議会

とベトナム戦争以後の地域協力をめぐる

日韓両国の政策を、韓国の政治志向アジア

太平洋地域協力政策と日本の脱政治・経済

志向アジア太平洋地域協力政策と名づけ、

その摩擦に注目した。そして 70 年代初頭

の冷戦構造の変容期を経て、80 年代に日

韓認識の接近によって協力の基盤が整え

られた。 
90 年代に入って、日韓両国は APEC を

通じた協力関係を築き、1998 年には小

渕・金大中の日韓首脳会談で日韓パートナ

ーシップ宣言にも踏み切ることになった。 
日韓のそれぞれの異なる志向からの摩

擦がパートナーシップ宣言までたどりつ

いたのは、日韓の規範が歩み寄った結果と

して現れたものである。 
 

【討論内容】 
①日韓パートナーシップという言葉を

どのように定義するか。本報告では、政

治的協力が中心になっているが、日韓の

政治的な協力だけでパートナーシップ

が形成されたといえない。やはり経済部

分での協力についての言及が必要。した

がって日韓パートナーシップという言

葉をタイトルとして使うのは適切では

ないと思われる。 
 
②アジア太平洋地域協力問題をめぐる日

韓関係を説明するに当たって、アメリカ

の役割をどう説明するか。アジア地域の

協力は、ヨーロッパと違ってアメリカを

抜きにしては説明できない。日韓だけで
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アジア太平洋地域協力を描くのは出来

ない。 
 
③日本の立場を脱政治と名づけたが、適切

な表現とは思わない。日本が韓国と違っ

て地域の安全保障問題よりは、地域の開

発や経済協力に力を入れたのは事実だ

が、このような日本の立場も一つの政治

的なスタンスとして捉えるべきである。 
 
◇李成日：「中国の朝鮮半島政策調整と中

韓国交正常化過程―鄧小平期中国外交

転換の視点から」 
【報告要旨】 
中韓国交正常化を中国の外交の観点か

ら検討する。1978 年 12 月の中国共産党

第 11 期第三次全会以後、中国は経済発展

（「4 つの現代化」）という新しい国家戦略

を採択し、その下で国内経済改革、対外開

放政策を実施してきた。そして、1982 年

9 月の共産党第 12 回全大会で、「独立自

主」という新しい外交政策が樹立された。

この外交政策の転換により、朝鮮半島政策

も変化を迎えることになった。中国は、北

朝鮮と伝統的な友好関係を維持しながら

も、貿易、スポーツ、文化等を中心に韓国

との交流を行ったのである。この結果、韓

国は中国の朝鮮半島政策にとって、新しい

存在として浮上したのだった。 
1983 年 5 月、中韓両国は中国民航機ハ

イジャック事件解決を契機に、貿易を中心

としつつも国際大会におけるスポーツ、文

化交流を行い始めた。そして、中国の対韓

政策も敵対から接触、交流へ変化しはじめ

たのである。 
90 年代に入って、中国は、韓国との国

交樹立が、韓国とも正常な外交関係を結び、

朝鮮半島の「平和と安定」を維持し、経済

的には、新興工業国である韓国との経済協

力は、韓国からの資金、先進技術等を導入

して、中国の経済発展および対外開放を促

進する目的をもった。また、政治的にも、

台湾をアジア最後の修交国である韓国と

断交させ、台湾の「弾力外交」に対して効

果的に対抗しようと考えた。 
そして、1992 年 8 月に、中韓両国はつ

いに国交を樹立して、正式な外交関係を結

ぶことになった。 
 
【討論内容】 
①中国外交の観点を絞って論ずるべき。北

朝鮮への政策調整が中心的な論点では

ない。 
②中韓国交正常化のプロセスをどのよう

に描くのか。単なる過程だけでは議論で

きない。既存の研究を踏まえて、分析枠

組みおよび分析用語を考案すべきであ

る。 
③第一章の前史は、抗日武装闘争の時期か

ら始まらないほうがいいと思われる。 
中国の建国から遡るのは、論文としてほ

とんど意味を持たないからである。中ソ

関係に亀裂がおき、米中接近によって北

東アジアの国際関係に変化が起こる時

期からはじめたほうがいいと思われる。 

なぜなら 70年代の国際構造の変化によ

って 80年代に中国が独立自主外交路線

を打ち出し、90 年代に冷戦崩壊ととも

に中韓国交正常化に至るようになった

と論じることができるからである。 
◇李泳采：「北朝鮮の対日外交 (1955-1 

984)―在日朝鮮人帰国運動の展開・変容
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を中心に」 
【報告要旨】 
北朝鮮と朝鮮総連による在日朝鮮人の

帰国運動の展開は、北朝鮮の 55 年主体演

説、58 年の大衆動員的な経済建設、62 年

の四大軍事路線の形成という、北朝鮮内部

の状況と密接に関係した。55 年以後の北

朝鮮は、ソ連、中国からの自立と、日本と

の共存政策の中から在日朝鮮人の帰国運

動を推進した。 
北朝鮮は、国内での「主体性」の確立を

日本の在日朝鮮人運動にも適用させ、「朝

鮮総連」を直接指導し、「民族運動」路線

へと導き、その一環として在日朝鮮人の帰

国運動は実施された。 
56-58 年の間、北朝鮮の内部状況の変化

の中で集団帰国運動へ発展していた。特に

58 年宗派闘争の結果、金日成の指導体制

は危機に直面し、経済計画を実施するため

に大衆動員としての新しい政治的な刺激

が必要であった。日本、中国、サハリン等

の海外からの社会主義民族運動として、金

日成体制の優位性を証明し、体制の維持に

もつながった。 
1960-62 年前後の対内外環境の急激な

変化の結果、在日朝鮮人の任務は、「北朝

鮮帰国」による「民主基地の革命的な強化」

から、祖国統一のための日本内部での「朝

鮮革命の前衛党」に変化した。帰国運動も

64 年から「自由往来」運動へと変わった。

「政治的民族運動としての帰国運動」は終

わったのである。 
 
【討論内容】 
①タイトルである「北朝鮮の対日外交」は

適切であるか。全体的な論旨が「帰国運

動」に絞られている。帰国運動が金日成

体制の維持、強化につながったというの

が主張である。したがって帰国運動を対

日外交として位置付けるのは、無理であ

る。 
②示された分析枠組みは、適切なのか。ま

ずは分析枠組みとして最初の章で提示

した方がよいと思われる。また、帰国運

動がどのように開始され、変化の道を歩

み、結末に至ったのかという流れを分析

枠組みとして設定するのが必要。 
③論文が帰国運動の展開、変容を説明して

いるので、どの部分がどのように展開さ

れ、変容したのか明確に示すように記述

することが求められる。 
④第六章は削除したほうが望ましい。帰国

運動の展開と変容、結末という論旨から

は外れる時期である。70 年代初頭のデ

タントによって対日外交が始まってい

る時期を扱っているが、第五章までの帰

国運動とどんな関係があるのか分から

ない。 
⑤日本、中国、サハリンという三つの地域

からの帰国運動の相違点と共通点を分

けて考える必要がある。 
 
◇崔慶原：「1970 年代初頭日韓関係の一考

察：米中接近と日韓安全保障関係」 
【報告要旨】 

1970 年代の初頭冷戦構造の変容期に日

本外交の外延が拡大され、自律性を高める

なかで、日韓関係はどのように変動された

のかを検討し、70 年代初頭の日本と韓国

の安全保障関係を究明する。北東アジアに

おける冷戦構造の変容に対する日本と韓

国の対応は、緊張緩和への認識、安保政策
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の面で大きな乖離が存在した。日韓の安保

関係を表した 1969 年の日米共同声明の

｢韓国条項｣を日本が一方的に再解釈し、中

国と国交を樹立し、台湾とは断交する過程

を見守った韓国は、日朝交流の拡大を「南

北等距離政策｣として非難し始めた。 
他方、日本にとり日本の北朝鮮への接近

は、日韓関係の相対化に向けた試みであり、

日本外交が冷戦規範から離脱することに

他ならなかった。しかしながら田中政権は、

北朝鮮とは政治接触に応じようとはしな

かった。むしろ北朝鮮との関係が進展する

につれ、韓国との関係をより緊密なものに

しなければならないジレンマに直面した

のである。 
日本の自立は、日韓の安全保障関係によ

る制約を受けるようになったからである。

日韓関係の変化も見られたものの、安全保

障の面では持続の側面が強く現れたと思

われる。 
 
【討論内容】 
①1970 年代初頭は国際的に冷戦構造の変

容が見られた時期で、日韓関係の変化を

どう捉えるか。持続の面を強調したのは

変化を見落とした分析である。日本外交

の変化を緻密に分析する必要がある。 
②韓国が日本の対北朝鮮政策を「等距離外

交」として非難したのはなぜかに着目し

て分析する必要がある。 
③日韓間の「等距離外交」をめぐる論争は、

冷戦規範をそのまま維持しようとする

韓国と、デタント期に外交の外延を広げ

ることによって冷戦規範を克服しよう

とする日本との摩擦として捉えるべき

である。 
 
(2)テキスト 

Lee Chong-sik, Japan and Korea : 
The Political Dimension,CA.Hoover 
Institution Press,1985(小此木政夫･

古田博司訳『戦後日韓関係史』中央公

論社、1989 年) 
小此木政夫編『危機の朝鮮半島』慶應義

塾大学出版会、2006 年。 
 
(3)参考文献 
朴慶植『解放後在日朝鮮人運動史』、三

一書房、1989 年 
小此木政夫・文正仁共編『市場･国家･

国際体制』慶應義塾大学出版会、2001
年 

 楊公素『当代中国外交理論與実践』

（1949－2001）、香港、励志出版社、

2002 年 
Victor D. Cha, Alignment Despite 

Antagonism: The United States 
- Korea-Japan Security , Stanford 
University Press, 1999. (倉田秀也訳

『日米韓反目を超えた提携』有斐閣、

2003 年)。 
大庭三枝『アジア太平洋地域形成への道

程』、ミネルヴァ書房、2004 年 
伊豆見元・張達中編『金正日体制の北朝

鮮』、慶應義塾大学出版会、2004 年 
小菅信子『戦後和解』、中公新書、2005

年 

 



 70 

 

授業名 国際政治論特殊演習 担当者 赤木完爾 

報告者：マイアナ・レノン 
(1)授業の内容 
本授業は、文献の要約を発表した上で、

その内容に関してディスカッションを行な

う形式で進められた。 
 

◇“Introduction: The Social Role of the 
Man of Knowledge,” および “Chapter 1: 
Scientific Management and War, 1910 – 
1960,” in Bruce Kuklick, Blind Oracles: 
Intellectuals and War from Kennan to 
Kissinger, Princeton University Press, 
2006. 
【内容】 

歴史的に知識人と政治の関係の流れがわ

かった。伝統的に知識人が社会においてど

ういった役割を果たしてきたのか、アメリ

カの政界において知識人がどのような地位

をとってきたのかについて考えるよい機会

となった。 
 
◇ “Chapter 2: Theorists of War, 1945- 
1961,” および “Chapter 3: RAND in 
Opposition, 1946- 1961,” in Kuklick, 
Blind Oracles. 
【内容】 
戦後のアメリカにおける政治界では大き

な役割を果たしてきた知識人が次々と紹介

された。ランド研究所の起源や地位も説明

された。意思決定や政策作成の過程におけ

るアイディアまたは政治的な要因の相対的

重要性について考えるよい機会となった。 
 
◇ “Chapter 4: Accented and Unaccented 

Realism, 1946- 1961,” および” “Chapter 
5: RAND and the Kennedy 
Administration, 1961- 1962,” in Kuklick, 
Blind Oracles. 
【内容】 
ケネディ政権における知識人について議

論した。ケネディ政権の評価について議論

して再検討する機会となった。 
 
◇ “Chapter 6: Cuba and Nassau, 1962,” 
および “Chapter 7: Intellectuals in 
Power, 1961-1966,” in Kuklick, Blind 
Oracles. 

【内容】 
主にキューバ危機における知識人の役割

について議論した。キューバ危機における

「良き意思決定」の評価について議論して

再検討する機会となった。 
 
◇ “Chapter 8: The Kennedy School of 

Government, 1964 - 1971,” および 
“Chapter 9: The Pentagon Papers,” in     
Kuklick, Blind Oracles. 

【内容】 
ペンタゴン・ペーパーについて議論した。

ペンタゴン・ペーパーがどういうものだっ

たのか、その作成理由が紹介されて、その

意義について考えることができた。 
 
◇ “Chapter 10: Henry Kissinger,” およ

び “Chapter 11: Diplomats on Foreign 
Policy, 1976- 2001,” および “Conclusion” 
in Kuklick, Blind Oracles.  
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【内容】 
キシンジャーの主な書籍が紹介されて、

クックリックがキシンジャーを評価してい

る点がいろいろな議論を導いた。また、ク

ックリックの結論について議論した。この

本の様々な議論をもとに知識人と社会の関

係、知識人と政治の関係に関する自分たち

の考えを再び整理する機会となった。 
 
◇アメリカ政府における知識人の役割およ

び関係について議論し、日本におけるシ

ンクタンクと比較した。 

【内容】 
知識人および政治家の役割の相違点につ

いて考える機会となった。 
 
（2）テキスト 

Kuklick, Bruce, Blind Oracles: 
Intellectuals and War from Kennan 
to Kissinger,, Princeton University 
Press, 2006. 

 
（3）参考文献 
 特になし。 

 
 

授業名 国際政治論特殊研究 担当者 赤木完爾 

報告者：マイアナ・レノン 
 
(1)授業の内容 
本授業は、文献の要約を発表した上で、

その内容に関してディスカッションを行な

うという形式で進められた。 
 
◇冷戦史と安全保障、米ソ戦略と外交（Ⅰ） 
①Leffler, Melvyn P., “National Security,” 

in Michael J. Hogan and Thomas G. 
Paterson, eds., Explaining the Hi- 

story of American Foreign Relations 
2nd Edn. , Cambridge University 
Press, 2004, pp.123-136.  

②Painter, David S. and Melvyn P. Leffler, 
“Introduction: The International 
System and the Origins of the Cold 
War,” in David S. Painter and 
Melvyn P. Leffler, The Origins of the 
Cold War: An International History , 
Routledge, 2005.  

③Leffler, Melvyn P., “Chapter 1: National 
Security and US Foreign Policy,” in 
David S. Painter and Melvyn P. Leff- 

ler, The Origins of the Cold War. 
④Roberts, Geoffrey, “Chapter 2: Stalin 

and Soviet Foreign Policy,” in David 
S. Painter and Melvyn P. Leffler, The 
Origins of the Cold War. 

を講読し、冷戦期の安全保障について議

論した。 
【内容】 
冷戦期の安全保障に関する議論が紹介さ

れており、冷戦とはどういうものだったか

について考える機会となった。 
 
◇米ソ戦略と外交（Ⅱ）、冷戦の危機 
①Sherwin, Martin J. “Chapter 3: The 

Atomic Bomb and the Origins of the 
Cold War,” in David S. Painter and 
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Melvyn P. Leffler, The Origins of the 
Cold War. 

②Holloway, David, “Chapter 4: Stalin 
and the Bomb,” in David S. Painter 
and Melvyn P. Leffler, The Origins of 
the Cold War. 

③Raine, Fernande Scheid, “Chapter 5: 
The Iranian Crisis of 1946 and the 
Origins of the Cold War, in David S. 
Painter and Melvyn P. Leffler, The 
Origins of the Cold War. 

④Sfikas, Thanasis D., “Chapter 7: The 
Greek Civil War,” in David S. Painter 
and  Melvyn P. Leffler, The Origins 
of the Cold War. 

これらを講読し、核兵器および冷戦につ

いて議論した。 
 
【内容】 
核兵器および冷戦について議論した。核

兵器の位置づけ、核兵器を巡る危機が紹介

されており、あまりいまではなじみのない

当時の核兵器の怖さについて考えさせられ

た。 
 
◇研究発表 
赤木ゼミ院生（修士課程）による修士論文

の発表（3 名） 
【内容】 
ヴェイン体制などについて研究発表が行

われた。他の学生の研究報告を聞いて、議

論する機会となった。 
 
◇赤木完爾「冷戦の終結」添谷芳秀・赤木

完爾編『冷戦後の国際政治－実践・政策・

理論』（慶應義塾大学出版、1998 年、3-38

頁）を講読した。 
 
◇冷戦とヨーロッパ 
①Kent, John, “Chapter 8: British Policy  

and the Origins of the Cold War,” in 
David S. Painter and Melvyn P. 
Leffler, The Origins of the Cold War. 

②Reynolds, David, “Chapter 9: The 
European Dimension of the Cold 
War,” in David S. Painter and 
Melvyn P. Leffler, The Origins of the 
Cold War. 

③Dimitrov, Vesselin, “Chapter 10: 
Communism in Bulgaria,” in David S. 
Painter and Melvyn P. Leffler, The 
Origins of the Cold War. 

④Maier, Charles, “Chapter 13: 
Hegemony and Autonomy within the 
Western Alliance,” in David S. 
Painter and Melvyn P. Leffler, The 
Origins of the Cold War. 

これらを講読し、アジアにおける冷戦と

は対照的であるヨーロッパにおける冷戦

について議論した。 
【内容】 

アジアにおける冷戦とは対照的である

ヨーロッパにおける冷戦について議論し

た。それぞれの事例によって冷戦につい

ての理解を深めることができた。 
 
◇冷戦と第三世界・アジア 
①Wood, Robert E., “Chapter 14: From 

the Marshall Plan to the Third 
World” in David S. Painter and 
Melvyn P. Leffler, The Origins of the 
Cold War. 
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②Hunt, Michael H. and Steven I. Levine, 
“Chapter 15: Revolutionary 
Movements in Asia and the Cold 
War,” in David S. Painter and 
Melvyn P. Leffler, The Origins of the 
Cold War. 

③Weathersby, Katherine, “Chapter 16: 
Stalin and the Korean War,” in David S. 
Painter and Melvyn P. Leffler, The 
Origins of the Cold War. 

④Jian, Chen, “Chapter 17: Mao and 
Sino-American Relations,” in David S. 
Painter and Melvyn P. Leffler, The 
Origins of the Cold War.  

これらを講読し、アジアにおける冷戦の 
特徴について論じた。 

【内容】 
アジアにおける冷戦の特徴について議論

した。アジアにおける冷戦およびヨーロッ

パにおける冷戦を比較して議論するよい機

会となった。 
 
（2）テキスト 

Leffler, Melvyn P., “National Security,” 
in Michael J. Hogan and Thomas G. 
Paterson, eds., Explaining the 
History of American Foreign 
Relations  2nd Edn., Cambridge 
University Press, 2004, pp.123-136. 

Painter, David S. and Melvyn P. Leffler, 
The Origins of the Cold War: An 
International History , Routledge, 
2005. 

 
（3）参考文献 
  特になし。  

 
 
 
7. 市民意識研究専修ユニット 
※市民意識研究専修ユニットは 2007 年度に新規設置されるため、以下の授業は候補科目

として参照されたい。 
 

授業名 政治・社会論特殊研究 担当者 谷藤悦史 

報告者：奥田明子 
 
(1)授業の内容 
 
本授業は、レジュメに沿って文献内容の

発表を行い、残りの時間でディスカッショ

ンを行なう形式で行われた。発表者がレジ

ュメに沿って、担当章の要約を発表する。

そして、適宜教授が補足をしたり、履修者

が質問をしたりして、文献の理解を深める。

その後、章全体を通してのディスカッショ

ンを行なう。 
本文献で述べられている理論を用いて、

現代社会の世論の特徴や、今後の世論研究

に求められている課題について議論を交わ

す。この時間の中で、履修者の質問やコメ

ントに対して、教授や他履修者がコメント

を返してくれるため、自分の理解を深める
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ことができる。 
文献内容の要約は、以下の通りである。 

 
◇Wolf gang and Patterson ‘Partisanship, 

Professionalism and Political Roles in 
Five Countries, in John Street, Mass 
media, Politics and Democracy, 
Palgrave, 2001. 
個々の国ごとに行なわれたジャーナリス

トの研究では、その研究生の妥当性を広い

コンテクストの中で判断することができな

いという筆者の見解に対して、比較研究の

意義を考えた。比較研究によって、国ごと

のジャーナリスト研究の相似性と特異性を

見出すことができる。それによって、ある

一つの条件を設定すると、ある特色をもっ

たメディアが育つ等の構造を提言すること

が可能になる。 
  
◇Patrick Rössler ‘Political  

Communication messages’ 
 
テレビニュースは視聴者に新しい情報を

提供するのみならず、西側世界の多元主義

社会で、政治の方向に影響を与える等して、

政治コミュニケーションに影響を及ぼす存

在になっているという筆者の見解に対して、

世界の報道システムの役割を考えた。 
世界の報道システムによって、世界がニ

ュースの中心国と周辺国に分けられ、その

国に対するイメージを形成することが他方

で指摘されている。そのため、ニュース報

道が受け取り手の認識に与えている影響を

細かく分析していくことが必要である。 
                            

◇Chapter one: the meanings of public 

opinion  
 
世論とは、論理的に行動し、批判的に考

察する能力を持つ公衆（パブリック）の意

見の集合体であると、本章では定義されて

いる。世論形成においては、現代の問題

（issue）、コミュニケーションのあり方

(communication)、個人(person)の 3 つの要

素が必要である。 
民主主義社会の要となるのは、情報収集

に長けていて、それらを批判的に見る能力

を持つ市民である。しかし、最近の研究成

果では、現代人は十分な情報を持たずに、

意見を形成する特徴があるとも指摘されて

いる。 
 
◇Chapter two: The History of Public 

Opinion（19 世紀以前） 
 
アリストテレス等の前四世紀のギリシャ

哲学者から、トクヴィル、マルクス等、世

論の影響力が認知され始めた 19 世紀の西

欧の哲学者の考えを本章で概観する。世論

の歴史での分岐点は、近代で世論の位置づ

けが逆転することにあった。前近代までは、

公衆は啓蒙される存在であって、彼らの意

見は統治されるものだった。 
しかし、近代では、世論が社会を統治す

る原理の一つとされ、公衆の意見が社会を

統治するという考え方に変化した。これは、

理性主義へと人間観が変化したことに原因

がある。 
 
◇ Chapter two: The History of Public 

Opinion（19 世紀後半以降） 
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17 世紀になると、コーヒーハウスやサロ

ンに人が集い、世論を形成する場となった

ため、当時の権力層にとって、世論を理解

する道具となった。19 世紀以降、世論の機

能や政治・社会への影響力に対する研究が

進んだことが本章で指摘された。例えば、

人々の意見伝達手段は国によって様々であ

る。 
例えばイギリスでは、議会が世論の集約

を担っているが、アメリカでは、議会、利

益団体等、世論を集約する場所が分散され

ている。 
 
◇Chapter three: Methods for Studying 

Public Opinion（サーベイ調査） 
 
本章では四つの研究方法が紹介されてい

る。まず、サーベイ調査に関しては、国勢

調査、街頭調査、多段階抽出法（サンプル

全体を層に分けて、各層からサンプルを抽

出する方法）等の手法が本章で紹介されて

いる。しかし、どのサーベイ調査を行なう

にしても、調査目的を明確にする必要があ

ることが指摘された。 
調査目的は、調査の柱として、その調査

から分かる仮説を決定する。そして、その

仮説を導くために必要な調査方法を選択す

る必要がある。さらに、調査仮説に基づい

て、質問内容を作成するため、調査結果に

影響を与える。 
 
◇Chapter three: Methods for Studying 

Public Opinion 
（フォーカスグループ、実験、内容分析） 
 
第 3 章で紹介されている残りの 3 つの研

究方法について検討した。フォーカスグル

ープとは、小規模の集団内で行なわれる自

由議論を通して、意見形成過程を見る方法

である。実験とは、特定の環境を作り出し、

その環境の中での人々の意見形成過程を見

る方法である。内容分析とは、新聞等のメ

ディア分析によって時代の流れ全体を把握

する手法である。これら 4 つの手法の概観

から、自分の分析対象に応じて扱う手法を

選ぶ必要があることが指摘された。かつ、

どの方法を用いても、世論の一つの側面し

か見ることができないため、自分の研究対

象を包括的に検討するために、複数の手法

を用いることが重要である。 
 

◇Chapter four: Psychological 
Perspectives 

 
世論研究の始まりは、心理学的研究にあ

る。彼らは、私達の心理学的な要素が、新

しい情報によって変化し、行動や態度の表

明へとつながる過程に関心を向けた。本章

では、これらの心理学的研究の歴史を概観

した。先行研究では、特定問題の態度の上

に、意見や行動があることが前提とされて

きた。しかし、現在の研究では、特定問題

への認識は、誤解の上に成立されているた

め、人々の態度も問題の真の特徴に対して

表明されたものではないことが指摘された。 
 
◇Chapter five: Sociological Perspectives 
 
社会学的研究は、社会的な要因が世論表

明に与える影響を分析する、制度論的アプ

ローチである。世論は、個人単位の意見を

集約したものだが、その形成過程において、
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他者からも影響を受ける。そのため、心理

学が研究対象としてきた個人よりも広範囲

な単位である集団あるいは集団的アイデン

ティティという概念が重要だと本章で述べ

られている。 
しかし、現代社会では、社会的規範が多

元化してきているため、集団ごとの認知の

あり方を細かく分析することが必要である

ことが指摘された。 
 

◇Chapter six: Perception and Opinion 
Formation 

 
本章では、認知のしかたが、意見形成過

程に与える影響力を扱っている。私達は他

者ともつ接触によって判断し、意見を形成

する。そのため、認知は意見変化の過程で

重要な要因となることが述べられている。

本章で紹介されている理論の中で、最も重

要な理論は、沈黙の螺旋モデルであること

が指摘された。このモデルは、自分達の意

見が支持を得ていると感じている人は、そ

の意見を社会に対して発信する一方で、支

持されていないと感じる人は、支持を得て

いる態度をとるように変化することを示し

た。そのため、社会は潜在的に個人を不安

にさせる存在になることが指摘された。 
  
◇まとめ 

世論研究は、1930 年代、党派心の強さは、

態度に出るという前提から始まった。個人

の態度の作るのは、地域、集団、メディア

等の属性が媒介として機能した。しかし、

1950 年代、党派心が衰退し、大きな社会変

動がないにも関わらず、保守回帰への流れ

が見られ、経済モデルの必要性が唱えられ

た。 
例えば、合理モデル、争点投票モデルが

一定の説明力を持った。しかし、現在では、

これらの経済モデルは説明力を失った。何

故ならば、世論の Americanization と呼ば

れる現象で、世論の揺れと揺れ幅が拡大し

たからである。この揺れが拡大すると、人々

のニーズに答えた政策を決定するという民

主主義の前提が崩れることが指摘された。 
 

(2)テキスト 
Caroll Glynn et al, Public Opinion, 

Westview Press, 1999. 
本書は、アメリカの大学で一般的に使わ

れている世論研究の教科書である。そのた

め、世論に関する既存理論、先行研究成果、

問題点等が体系的に書かれている。 
 
(3)参考文献 
 特になし。 

 
(4)授業の感想 
本授業は、レジュメに沿って文献内容の

発表を行い、残りの時間でディスカッショ

ンを行なう形式である。発表者がレジュメ

に沿って、担当章の要約を発表する。そし

て、適宜教授が補足をしたり、履修者が質

問をしたりして、文献の理解を深める。そ

の後、章全体を通してのディスカッション

を行なう。本文献で述べられている理論を

用いて、現代社会の世論の特徴や、今後の

世論研究に求められている課題について議

論を交わす。この時間の中で、履修者の質

問やコメントに対して、教授や他履修者が

コメントを返してくれるため、自分の理解

を深めることができる。 
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本授業は、世論研究に関心があるが、今

まで体系的に研究したことがない人に是非

受講を勧めたい。本授業では、文献講読の

章立てに従って、世論の定義、世論が形成

されるまでの歴史、そして既存理論を網羅

的に扱う。アメリカで一般的に使われてい

る世論研究の教科書を用いているため、知

識を体系的に身につけることができる。ま

た、世論研究を専門にしている人にとって

も、新たな発見をすることができる。谷藤

教授は世論研究を最先端で行なっているた

め、その研究成果の話を聞くことができる。 
私の場合、今後の自分の研究の中で、世

論を扱っていきたいと考えていたため、世

論研究全体を概観する本授業を履修して良

かったと考えている。講読文献は、平易な

英語で書かれているため、文章の意味を理

解することでなく、内容全体から各理論の

問題点等を考えることに注力できた。また、

内容に関しての質問や、自分の研究と照ら

し合わせて思ったことを質問した際に、教

授や他履修者から丁寧なコメントをもらう

ことができる。このように、教授と履修者

の双方向のディスカッションが行なわれて、

世論研究の方法について理解を深めること

ができた。 
 
 

授業名 地域研究論特殊研究 担当者 関根政美 

報告者：藤田智子 
 

(1)授業の内容 
 本授業は、政治学専攻および社会学研究

科の授業として開講されている。オースト

ラリア、特に多文化主義や移民、難民問題

に関わる内容の文献の輪読が行われる。 
各回の担当者は、章の要約およびコメン

トをレジュメにして配布し、授業は、その

担当者による発表の後に、クラス全体の議

論という構成で行われる。 
授業で扱った文献の内容は以下の通りで

ある。 
 
◇Chapter 1 “Liberalism and 

Exclusionism: A Prehistory of the 
White Australia Policy” (Ann 
Curthoys) 

 
【本章の内容】 

本章では、民主主義社会におけるリベラ

リズムと排除の関係についての分析がなさ

れていた。オーストラリアという国家が、

白豪主義にいたる過程を、特に 1830 年代以

降の NSW に焦点をあてて分析がなされて

いる。NSW においては、労働力不足から、

インド人、中国人の年季契約労働者への需

要が高まった。しかしその一方で、リベラ

リストからは反対がなされ、さらにゴール

ドラッシュに伴って流入した中国人に対し

て、反中国人暴動が起こった。 
その後、NSW 議会にて中国人移民制限法

案が審議され、可決された。1888 年には中

国人を含む移民を乗せた Afghan 号の上陸

が拒否された。これは、近年起こった

Tampa 号事件と類似していた。 
民主主義国家は、包摂と排除、同化への

欲求の両者を持つ。リベラリズムが排除の
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可能性を内包しているがために、民主主義

社会において、排除は不可欠な要素となっ

ている。オーストラリアにおいては、植民

地化の際に民主主義社会における排除が始

まったのであった。 
 

【討論内容】 
自由民主主義にとって、排除は不可欠な

側面である。前近代においては、国王が主

権を持っていたため、包摂と排除というこ

とは問題にはならなかった。しかし、近代

民主主義国家においては、国民が主権を有

している。誰が国民であるのかということ

が、誰が主権を有するのかということと同

様のこととなり、国民として包摂されるこ

とが非常に重要なこととなっている。 
包摂と排除は表裏一体であり、だからこ

そ、自由民主主義国家にとって、排除とい

うのは不可欠な側面となってしまう。 
オーストラリアにおいては、連邦化と同

時に白豪主義という人種による排除のシス

テムが構築された。それは戦後の大量移民

政策と多文化主義政策の導入によって崩壊

したが、それでも 100 年前と同じことが起

こってしまっている。 
それは、民主主義国家システムが壊れ行

く今、それを守ろうとしているからである。

そのシステムをまさに作ろうとしていた

100 年前と同様のことが行われるのは理解

に易い。 
 
 ◇Chapter 2 “Race Building and the 

Disciplining of White Australia”  
(David Walker) 

 
【本章の内容】 

本章では、白豪主義がいかに理論付けら

れ、正当化されたかに焦点が当てられてい

た。1901 年以降 1960 年代まで、オースト

ラリアにおいて白豪主義は強く支持されて

おり、批判の言説はあまり見られなかった。

連邦化以前から、中国をはじめとするアジ

ア人に、オーストラリアがのっとられてし

まうという危惧が語られていた。 
アジアは急速に発展しており、人口も増

加し続けており、オーストラリアはその余

剰人口の移送先となってしまうのではない

か。イギリスはそのような状況に対して対

策を講じないのではないか。安全で確固と

した土地を、国を建設したいという切望が

高まっていたのである。 
その後、知識人で政治家の Pearson によ

ってなされた議論は、白豪主義成立に大き

な影響を与えた。彼は拡大の限界にあるヨ

ーロッパ人の中でも、オーストラリアはそ

れを許された最後の土地であるとし、アジ

ア人に対抗するヨーロッパ人の希望の土地

であるとした。そしてそれを維持するため

の「肉体」を手に入れることや、世界の人

口増加率を上回る人口増加の維持等が言わ

れた。1940 年代からは、ヨーロッパ系に限

定した大量移民背計画が練られた。 
 
【討論内容】 
オーストラリアは、英帝国のもっとも周

縁に位置しており、本国から非常に遠い。

さらにオーストラリアは気候や土地の上で、

白人が住むことが出来る場所も限られてい

る。その一方でアジアの発展はめまぐるし

く、人口増加率も高い。アジアからもオー

ストラリアは遠隔地にあたるが、それでも

そのような余剰人口が土地を求めてやって
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くる可能性があるという危惧が、オースト

ラリア人の中には常にあった。 
白豪主義政策が取られたのは、オースト

ラリアが民主主義国家であったからである。

つまり、誰が国民になるのかということが、

国家の主権を持つもの、権利を持つものと

同等の意味となるため、それを白人に限定

するべく、民主主義国家オーストラリアは

白豪主義を取ることとなったのである。民

主主義には、包摂と排除が必然的要素とし

て入り込んでいるのである。 
 
◇Chapter 3 “From White Australia to 

Fortress Australia: The Anxious 
Nation in the New Century” (Ien 
Ang) 

 
【本章の内容】 

オーストラリア人は、ヨーロッパから遠

い場所にあり、アジアの方が近いにもかか

わらず、アジア人ではないということから、

アジア人に対する恐怖が強くあり、それが

空間的、人種的（文化的）不安へとつなが

っている。 
白豪主義オーストラリアは、そのような

背景の中から生まれてきたが、戦後の大量

移民政策および難民政策の中で、白豪主義

は終焉を迎え、アジア人が大量に流入して

くることになった。 
このような中で出てきた、近年の難民受

け入れ拒否等の動きについて、筆者は、白

豪主義の再演（「ホワイト・ネーション」）

ではなく、ポーリ・ハンソンの政党名をか

りて、「ワン・ネーション」への目指したも

のであると説明する。   
移民の流入によって、オーストラリアは

すでに「ホワイト・ネーション」にはなり

えないほど多文化化している。近年の動き

は、そのような中でもなお、オーストラリ

ア文化によって多様性を一元化し、「ワン・

ネーション」にしようとする、つまり移民・

難民に文化的同化を強制するものであると

いうのである。 
 
【討論内容】 
まず、本章の中で出てきた、 ”Pacific 

Solution”の用語説明が行われた。その後、

「ワン・ネーション」とは、メルティング・

ポットなのか、それとも「ホワイト・アン

グリカン・ワン・ネーション」、つまりひと

つの人種によって作られるネーションなの

か、という議論が行われた。 
さらに、このような議論は、決してオー

ストラリアだけのローカルな議論に終止し

てはならず、他の先進国にも当てはまる議

論ではないかとされた。 
 
◇Chapter 4 “Australian Religious 

Culture From Federation to The New 
Pluralism” (Hilary M. Carey) 

 
【本章の内容】 
本章では、ホワイト・オーストラリアの

議論における、宗教的問題について、分析

が行われていた。オーストラリア憲法にお

いて、キリスト教はほとんど議論の対象と

はされず、宗教の自由が憲法によって保障

されていたが、統計上は、キリスト教徒が

圧倒的に多く、白豪主義との関係も強かっ

たため、白豪主義オーストラリアは、キリ

スト教国家であったということが出来ると

いう。 
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その後、移民・難民が流入し、多文化主

義が導入された。白豪主義が終焉を迎え、

宗教上も多元的になった。しかしながら

2001 年の動向は、1901 年の白豪主義形成

時に似ており、興味深い。 
 
【討論内容】 

白豪主義がいつ終焉を迎えたのかという

議論がなされた。関根教授は、1975 年の人

種差別禁止法制定にその時期を見る。その

後、1978 年に非人種的移民法の制定、そし

て 1980 年代には本格的に多文化主義政策

が導入されたが、1989 年、そして 1999 年

には政策見直しが行われている。 
現在の動向では、「多文化主義」という言

葉自体がなくなるかもしれない状況にある。

今後の特に連邦選挙の動向を見守りたい。 
 
◇Chapter 5 “Legacies: The White 

Australia Policy and Foreign 
Relations since 1973” (Sean Brawley) 

 
【本章の内容】 

本章においては、白豪主義が終焉を迎え

たとされる現在においても、難民問題や政

治家の発言において、その「亡霊」が復活

しているとされる。その例がタンパ号事件

であり、その亡霊は連邦の選挙戦や外交の

場にも見て取れる。 
多くの研究によれば、白豪主義は、多文

化主義が登場して以後も継続しており（ガ

ッサン・ハージは、白豪主義が多文化主義

に移行しただけであるとする）、特にハワー

ド政権発足後は、その要素が強く見える。

このような白豪主義的あり方への対策につ

いては、他国からの非難があまり見られな

い以上、国内の動向にゆだねるしかないが、

それも難しいそうである。 
 
【討論内容】 
まず冒頭では、新聞記事が配布され、「多

文化主義」について、関根教授からのお話

があった。多文化主義に反対する人々は、

“multicultural （ 多 文 化 ） ” で は な く

“diversity（多様性）”という言葉を使用す

るという。それは前者が左翼的な言葉と認

識されているからと考えられる。 
そして民主主義国家においては、都合の

よいものだけが民主主義の名の下に正当化

され、それ以外のものはそこから外れるも

のとして否定されるという。 
 本章の内容についてであるが、特にオー

ストラリア移民政策の歴史的概略を概観し、

19 世紀後半から 20 世紀初めは、人種によ

る差別が行われた古典的人種差別期であり、

その後 20 世紀前半は、同化主義期であった

とされた。 
その後 1970 年代以降は多文化主義期に

入るが、1980 年代半ばより、このような流

れへのバックラッシュが起こり、新人種主

義として文化、あるいは価値による差別が

起こるようになっているという。 
この価値とは、つまり民主主義的な価値

であり、それは白人が見出したものである。

オーストラリアの多文化主義は、他国によ

って模倣され、取り入れられるようになっ

たが、オーストラリアにおいては、終息の

一途をたどっており、これは多文化主義自

体の限界ではなく、国民国家自体が崩壊し

つつあることが原因と考えられる。 
 
◇Chapter 6 “White Australia, National 
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Identity and Population Change”  
(Gavin W. Jones) 

 
【本章の内容】 

本章では、オーストラリアの人口変動と

ナショナル・アイデンティティ、移民政策

について論じられている。オーストラリア

の人口動態・民族構成の変容は、アングロ

‐ケルト（第二次大戦まで）→南欧・東欧

からの移民流入による全ヨーロッパ化（第

二次大戦後）→アジア系移民増加によるコ

スモポリタン化（1973－）という流れにな

る。 
この変動に伴って、オーストラリアのナ

ショナル・アイデンティティもアングロ‐

ケルト系であること→白人であること→文

化的多様性・マルチカルテュラリズムとい

う流れを辿る。これらの変容は、政治的・

経済的・社会的状況の変化とナショナル・

アイデンティティの緩やかな修正の結果で

ある。 
このような中で、今後のオーストラリア

の人口動態は緩やかな多民族化が進むと考

えられる。そのため、アボリジニとの和解

を含め、敬意を持った多民族統合が行われ

なければならない。 
 

【討論内容】 
本章は、移民の流入とナショナル・アイ

デンティティの関係についての議論である

が、近年は移民に対する価値観、考え方が

変化しているという。これまでは移民はあ

まり優秀と考えられていなかったが、近年

は移民政策のあり方にもかかわって、移民

は優秀というように考えられるようになっ

ている。その一方で難民はそうでないもの

と考えられがちであり、オーストラリア国

家に対して貢献度が低い、あるいは重荷に

なるとみなされてしまう。オーストラリア

をはじめとする先進諸国は、経済的に利益

となる移民、優秀な移民だけを受け入れよ

うとしている。 
 
◇Chapter 7 “The Politics of Exclusion in 

an Era of Globalisation” (Alastair 
Davidson) 

 
【本章の内容】 
本章では、オーストラリアがいまだに古

い国民国家の原理に基づく排除の政策を行

い続けているとされる。現在は、グローバ

リゼーションによって、大量の移民が流入

し、国民国家のあり方に見直しが求められ

ている。また、自由民主主義の概念に関し

ては、かつては国民的同質性を前提とした

ものであったが、グローバリゼーションに

よって定義が変容し、文化的差異を前提と

するものへと移行した。 
そしてそのような状況の中で、人権等の

事項は、ローカルではなく、グローバルな

基準から考察されるべきものとなったので

ある。 
しかしながら、現在のオーストラリアは

いまだに国家がひとつの集合的記憶の上に

成り立つとして、排除的な政策を行ってお

り、今後は移民・難民の声を聞き、より包

括的な政治体制を構築していくことが必要

であるとされる。 
 

【討論内容】 
現在オーストラリアでは、移民さらには

観光客等へも、入国時にシティズンシッ
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プ・テスト（つまり民主主義のテスト）を

行おうとする動きが見られる。つまり民主

主義というものが、排除の道具となってい

るのである。 
グローバル、リージョナル、ナショナル、

ローカルの各レベルに分けて問題を考察し

てみると、各レベルにおいてその見解にず

れが見えることがわかる。 
グローバルなレベルにおける民主主義概

念（普遍的な価値としての民主主義）にお

いては、難民受け入れは「なされるべきこ

と」となるが、ナショナルなレベルでは同

じ民主主義の下に、受け入れが拒否される。

このように問題をさまざまなレベルで考察

していくことが重要である。 
 
◇Chapter 8 “An Unequal Membership: 

The Constitution’s Score on Citi- 
zenship” (Kim Rubenstain) 

 
【本章の内容】 

本章は、法律やそれを巡る議論、裁判の

分析を通して、オーストラリアにおける「シ

ティズンシップ」とはいかなるものかを分

析したものである。 
議論の中では、オーストラリアにおける

シティズンシップが、法律的、排他的なも

のとなっていることが示され、その原因が、

シティズンシップを巡る議論が十分に行わ

れてこなかったこと、あるいは行われても

それが憲法上の文言として明文化されなか

ったことにあるとされている。そして筆者

は、より包摂的、普遍的なシティズンシッ

プのあり方を推進し、特にそれを憲法のな

かで明文化していくことが必要であるとし

ている。 

 
【討論内容】 
まずオーストラリア憲法についてである

が、これはオーストラリアにおいては、連

邦と州を分離し、州の権限を守るために作

られたものである。制定は 1986 年であり、

それまでオーストラリア人の中には、イギ

リス臣民も含まれていた。つまりこの年に

なって初めて、オーストラリア市民のみが

国民となり、オーストラリアは、真の独立

国家になったとも言える。本稿で多用され

ていた「シティズンシップ」とは、コミュ

ニティのメンバーシップのことである。こ

れを前回のようにグローバルからローカル

までのレベルに分けて考察すると、果たし

てグローバルなシティズンシップが、ナシ

ョナルな動きに取り込まれないという保障

はあるのかということが疑問としてあげら

れる。特にグローバル化の中で、新自由主

義が台頭している現在においてはその可能

性は高いだろう。 
 
◇Chapter 9 “The Road to Tampa”  

(Robert Manne) 
 
【本章の内容】 
本章では、2001 年におこった Tampa 号

事件（オーストラリアがボートピープル受

け入れを拒否し、Pacific Solution 等によっ

て他国に彼らを移送した事件）や子供投げ

込み事件等を中心に、その時期以降オース

トラリアにおいて起こっている難民排除の

動きが分析されている。そして、このよう

なハワード首相の政策が受け入れられる背

景には、自らの土地に対する不安や白豪主

義があるとされる。さらに、ポーリン・ハ
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ンソンの大衆に対する影響や、移民、難民

に好意的な戦略をとってきたそれ以前の政

権（ウィットラムから特にキーティング政

権）の流れに対する反抗という面もあると

される。 
 
【討論内容】 
このような難民排除の政策の背景には、

新自由主義経済に対する人々の不満を難民

と 9.11 に向けることによって、沈静化しよ

うとしているという事実がある。 
現ハワード政権の前の政権であるキーテ

ィング労働党政権は、経済的には新自由主

義的政策を、そして文化的にはリベラルな

政策（多文化主義等）を行った。それによ

って、人々は前者による生活不安と後者に

よる文化不安の両者を抱えることになり、

それはポーリン・ハンソンのワン・ネーシ

ョン党が出てくることに寄与した。 
一方、現政権は、経済的には同様に新自

由主義を推し進めているが、文化的には新

保守であり、難民の排除等を行うことによ

って、文化不安は終息しているといえる。

しかし根本原因は経済的、生活不安であり、

新自由主義である。それが新保守主義的な

政策によってごまかされているのである。  
経済的にはグローバルな動きが広まる一

方で、特に文化的にはナショナリズムの高

揚が見られており、さまざまなレベルで異

なる動きが連動して起こっている。 
 

◇Chapter 10 “Of Continuities and Dis- 
continuities: Reflections on a Century 
of Australian Immigration Control”  
(Andrew Markus) および Chapter 
11 “Fin de Siecle Musings” (Laksiri 

Jayasuriya) 
 
【本章の内容】 

10 章では、現代オーストラリアにおける

白豪主義政策の歴史的遺制の影響を踏まえ、

白豪主義政策の成立とその後の系譜が論じ

られている。ヨーロッパとの情緒的・文化

的つながり、アジア太平洋諸島との地理的

位置関係、アボリジニ問題等が複雑に絡み

合っている状況が、オーストラリアにおけ

る移民問題を解決困難なものにしていると

される。 
白豪主義はその成立は明確に示すことが

出来るが、その終焉についてはあいまいで

あり、特に終焉期に登場した多文化主義に

対する認識のまばらさが、ハワード政権に

よる多文化主義への反動を可能にしている

とする。 
 最終章においては、このような白豪主義

政策にかかわるメンバーシップのあり方を、

自由主義的、普遍的な価値規範に基づくも

のへと変化させていくことが必要とされ、

多元性を含みつつ、統一を創造するような

シティズンシップ概念のモデルが必要であ

るとされる。 
 
【討論内容】 
まず白豪主義の実質的完成の時期につい

ては、さまざまな論があり、また、終焉に

ついても同様であるとされる。関根教授は、

1975 年であると考える。 
民主主義においては、文化的な寛容や承

認等がいわれるが、そもそも「寛容」をい

うこと自体が、非常に他の文化を劣等と見

ており、問題である。さらに民主主義では

ない文化を承認できるのかという問題もあ
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る。近代国民国家の根本的原理である民主

主義には、そもそも差別の論理が入り込ん

でおり、そのためいまだにオーストラリア

においては「白豪主義の亡霊」等の議論が

なされるのである。 
シティズンシップも結局のところは、そ

のネーションのメンバーシップを決定する

ものであり、国境を決める論理に過ぎない。

必要なのは構築主義的な文化観である。現

代の日本には、オーストラリアにも負けず

劣らず外国人が居住しているという事実を

無視することはできない。 
 
(2)テキスト 

Jayasuriya, L., Walker, David, and 
Gothard, Jan ed., Legacies of White 
Australia: Race, Culture and Nation, 
University of Western Australia Pre- 
ss, 2003. 

 
（3）参考文献 
  特になし。

 
 
 
（2）基礎演習 TA  
 
 「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

目である。「基礎演習Ⅱ」に配置された４名の TA が作成した授業の概要と感想を紹介す

る。 
 

授業名 基礎演習Ⅱ 担当者 粕谷祐子、岡崎哲郎、増山幹高、細谷雄一 

  報告者：福井英次郎、江藤名保子、速水淑子、西川賢 
 
(1) 授業の内容 
「基礎演習Ⅱ」は、4 人の教員・講師によ

るオムニバス形式で行われた。 
 
（a）粕谷祐子担当回 
第一回 
「社会科学としての政治学―問題設定と

仮説」 
米国での分析手法について。トピックの

選択、リサーチ･クエスチョンの設定→仮説

の設定→リサーチ・デザインの設計→デー

タ収集→データ分析→論文執筆という論文

作成の流れについて説明が行われた後、「科

学的な知見とはなにか」、「リサーチ・クエ

スチョン」、「仮説」、「変数（Variable）」、「変

数の操作化」、「分析単位」、「研究動向分析」

に関する授業が行われた。 
 
第二回 
「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」 
まず、リサーチ･デザインの定義づけを行

った上で、授業が行われた。「リサーチ・デ

ザイン」とは、広義にはクエスチョンの設
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定からデータ収集方法などを含む分析の全

工程のプランを指すが、ここではより狭義

に「研究者がどのようにリサーチ･クエスチ

ョンを分析するかの計画」とする。「リサー

チ・デザインの種類」を紹介してから、「実

験を行うリサーチ・デザイン」、「（実験を伴

わない）比較のリサーチ・デザイン」の内

容を説明した。また、この回では、比較の

リサーチ・デザインを作る際の留意点も紹

介した。 
 
第三回 
「ケーススタディ―特徴と活用法」 
はじめにケーススタディ手法とは何かと

いう点を説明した。ケースの定義とは、狭

義には「変数の値が変化しないひとつの事

象」であり、広義には「複数の理論的に重

要な側面を含むひとつの事象」である。ケ

ーススタディ手法の特徴（統計手法、とり

わけ回帰分析との比較の点で）をその長所

と短所に分けて授業が行われた。 
実際にケーススタディを単なる叙述に終

わらせないために必要な手順を説明した。

さらに、複数の複数のリサーチ・デザイン

の併用を補足し、最近の傾向（自分の主張

を検証する方法として、3 つの手法を併用

すること）を紹介して受講者のケーススタ

ディ実施上の注意を促した。 
 
（b）岡崎哲郎担当回 

政治学（のみならず他の社会科学）が科

学として成立するためには、それらの理論

は何らかの形で検証されねばならない。そ

うした検証を客観的に行うためには、理論

そのものが明確に与えられる必要がある。 
明確性を確保するためには理論の意味す

るところを数学的に表現に基づくモデルと

してすることが最適である。ゲーム論はそ

のための重要かつ有力なツールである。 
まずゲーム論とは「複数の意思決定主体

の間に相互依存関係が存在する下での意思

決定」であるとする定義を説明した。続け

て、政治学（例；政治経済学）の諸分野に

おいても、近年ではゲーム論的発想を取り

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を、資料を引き

つつ説明した。 
以上の問題意識に基づき、全部で三回の

授業は、政治学の修士課程在籍者を対象に、

従来から誤解を生じやすいゲーム理論に関

して正確な基礎的知識をなるべく平易な形

で解説するべくはじめられた。 
 
第一回 
一回目の授業では、ゲーム論の概説のほ

か、非協力ゲームの戦略形（標準形ゲーム）

を中心とする考察が多様な例を説明しつつ

なされた。 
 
第二回 
二回目の授業では、非協力ゲームの戦略

形（標準形ゲーム）を中心とする考察に引

き続き、非協力ゲームの展開形、完全均衡

点、そして繰り返しゲームに関する説明が

なされた。 
 
第三回 
三回目の授業では、プレイヤーが相手プ

レイヤーの選好についてどれほどの情報を

有するかを問題とする「不完備情報・非対

称情報ゲーム」、特に「不完備情報の動学ゲ

ーム」を中心に、「完全ベイジアン均衡概念」
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の解説、そして応用例の解説が行われた。 
適宜、「アカロフのレモンと逆淘汰（逆選

択）の原理」など、企業行動や市場競争を

理解するために必要な基礎的（経済）分析

の概念・道具の説明を中心にゲーム論の現

在のフロンティアといえる領域にも言及が

あり、知的興奮に富んだ内容となった。 
 

（c）増山幹高担当回 
第一回 
一回目の授業の目的は、計量分析、デー

タ分析の初歩を学ぶことであった。まず、

仮説の検証を以下のような図を用いて説

明した。 
 

１ 仮説の検証とはなにか 
(1)仮説の検証 

 右のような図柄が人間の性別をあらわす

モデルであると検証するにはどうしたら

いいか。たとえば、それぞれの図柄のつい

たドアのどちらに入るかを、男女に聞いて

みることができる。男女がそれぞれ別のド

アを選べば、モデルは検証されたことにな

る。 
(2)反証可能性 
それ自体を検証することはできないが、

それが正しければ一定の事象が予測でき

るものが、仮説である。そのため、仮説は

必ず反証可能でなければならない。 
 
2 計量的な検証とは 
(1)尺度化 
 計量分析は、尺度化による分析である。

尺度化は、共約可能性（ある人と別の人が

どのように共通に問題を理解できている

か）を高める手段のひとつである。 

尺度化の四つのパターン（増山『計量政

治分析入門』15 頁以下） 
①名義尺度(nominal scale)：カテゴリー 
②順序尺度(ordinal scale)：間隔の持つ意

味が異なる  
③間隔尺度(interval scale)：間隔の持つ

意味が同じ  
④比率尺度(ratio scale) 
 

(2)演習 
フリーダムハウスのホームページに掲載

さ れ て い る Freedom in the World 
Country Ratings のデータを用いて、演習

を行った。 
 
第二回 
二回目の授業は、計量分析の特徴と仮

説の立て方、記述統計量に関してであっ

た。 
 

1 計量分析の特徴 
計量分析には、データの数によって情報

量を補うが、個々の情報の特性が失われる

という二面性がある。個々の特性の情報を

重視する場合は、事例研究や歴史研究が適

する。研究手法は対象に依存する。large-n 
か、small-n か、どの情報を貴重だと思う

かが重要。 
 
2 仮説の立てかた 

・観察から複数の仮説を立て、検証する。  
・適切な分析単位を採用する。 

 
3 記述統計量 
分析内容によっては、グラフだけでは明

確にわからない場合がある。その際には、
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記述統計量(descriptive statistics)を用い

る。 
 
第三回 
三回目の授業は、まずレポートについ

ての説明から始まり、相関分析などの手法

に関する授業が行われた。 
◇ 前回の復習（エクセルの使用、デー

タ：投票行動） 
・データ処理（欠損値の削除）、F 検定（等

分散の検定有意確率＝0.076）、ｔ検定

（平均値を比較） 
・検定の意義：差が誤差の範囲内か。（サ

ンプルから導かれた結論が母集団  

に適するかを検討する。） 
・標準誤差：  

v( x )  =  n
V   (V ：分散 ) 

  SD( x ) = nV / = 
n  

SD  

 
1 相関分析(エクセル) 
・連続的数値に関して分析する手法 
・相関をｒで表す。 

ｒ＝
(x - x )å (y - y  )

x - x ( )å y - y ( )å
  

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
=

)()(
),(

ySDxSD
yx共分散  

・相関係数：相関関係が強いほど１(正の

相関の場合)または‐１（負の相関の場

合)に近づく。無相関の時に０を取る。 
 

2 新しい統計プログラム（SPSS） 
・クロス表：区分されたカテゴリーの分

析（連続性がない）について、度数分

布の関係性を分析する。 
・χ2（カイ二乗）検定 
・SPSS にデータを入れる。 

分析→記述統計→クロス集計表→行に

act-experience(vote)、列に gender を

取る→統計量の指定(カイ二乗、ファイ

と Cramer)→統計結果 
・漸近有意確率が高い→男女に差がない

(漸近有意確率が低い、すなわち男女間

に差があるとするのは 0.05 以下の場

合) 
・ポイント：SPSS では複数の変数が同

時に分析できる。 
3 その他 
・共分散の説明 
・回帰分析(regression analysis)の説明 

 
（ｄ）細谷雄一担当回 

 
第一回 
「政治学と歴史学―境界線を越えて」 
「歴史学は政治学に役に立つのか」いう

設問から始まり、政治理論と歴史理論の説

明を行った。演繹論（deduction）と帰納

論（induction）などがある政治学理論を紹

介し、歴史学の歴史（「古典的歴史主義

（Classical Historicism）＝ランケ史観」

「ヘーゲル主義とマルクス主義」「アナー

ル革命」「クローチェからカーへ」「ポスト

モダニズム」とながれる歴史学の歴史）に

ついて説明した。 
最後には、「歴史学の衰退？」というテ

ーマで、最近の研究動向に関する授業が行

われた。 
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第二回 
「外交史と国際関係史―歴史的視座から

の国際政治論」 
はじめに、授業の目的である「外交文書

を読む能力をつけること」を明らかにした

上で、外交史研究の位置づけの整理を行っ

た。また、外交史研究の源流から始まって

外交史研究のおかれている現状を説明した。

とりわけ第一次世界大戦後の変化を詳論し

た。 
最後に、「外交史」から「国際史」への発

展というトピックでは、国際政治的な影響

に触れつつ、「一国（national policy）」か

ら「国際社会（international society）」と

いう研究対象の変化を説明した。 
 

第三回 
「マルチ･アーカイヴァル･アプローチと

戦後外交史研究」 
今回の授業では、ゲストスピーカーであ

る政策大学院大学助教授の宮城大蔵氏の話

を聞き、その後質疑応答が行われた。 
はじめに授業のテーマであるマルチ・ア

ーカイヴァル・アプローチの効用を戦後外

交史研究の事例から説明することが明らか

にされた。この回のトピックは、「冷戦の相

対化」、「日本外交分析（特に意思決定・政

策立案過程）の精緻化」、「公文書館の運用

面での各国の特徴」であり、外交文書の各

国の公開状況とあわせて説明した。 
最後には質疑応答の時間もあり、主な内

容は以下の通り。 
 

Q１：マルチ・アーカイヴァル・アプロー

チを取ると多くの視点を得ることが可能

になるだろうが、それらのバランスのと

り方について。また多くの要因の中で、

どれを重要とみなすのか。 
 

A１：解釈や選択として、筆者の立場は必ず

出るものである。しかしどれを中心とし、

どれを背景化するかの選択こそが

identity である。良い結論とは、高次の

視点を導入しより広い分野に適応できる

ものであると信じる。 
 
Q2：ジャーナリストと研究者の違いはなに

か。 
 
A2：書いたものの賞味期限。また研究者と

は、直接事件を調べるジャーナリストと、

記事の中でどれを一面にし、どれを不採

用にするのかというエディター・デスク

の両面がある。特に、後者は Q１と関係

するが、感性の領域でもある。そして研

究を進めていけば身につく能力でもある

と考える。 
 

(2)テキスト 
特になし。 

 
(3)参考文献 
（a）粕谷祐子担当回  
Alan D. Monroe, Essentials of Political 

Research ,Westview Press, 2000. 
Janet B. Johnson and H.T. Reynolds, 

Political Research Methods 5th ed.,CQ 
Press, 2005. 

 
（b）岡崎哲郎担当回 
第一回 
武藤滋夫『ゲーム理論入門』（日本経済新聞
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社、2001 年） 
鈴木光男『新ゲーム理論入門』（勁草書房、

1994 年） 
ローバート・オーマン『ゲーム論の基礎』

丸山・立石訳（勁草書房、1991 年） 
Drew Funderberg, Jean Tirole, Game 

Theory, MIT Press, 1991. 
John Von Neuman, Oskar Molgenstern, 

Harold Kuhn, Theory of Games and 
Economic Behavior, 60th Anniv. Ed., 
Princeton U.P., 2004. 

Ruce and Raiffa, Games and Decisions: 
Introduction and Critical Surv- 
ey ,Dover, 1989. 

Anatol Rapoport, N-Person Game Theory: 
Concepts and Applications, Dover 
2001.  

Harold W. Kuhn (ed.) Classics in Game 
Theory. Princeton U.P., 1997. 

 
第二回 
James Morrow, Game Theory for Political 

Scientists,Princeton U.P., 1994. 
Martin J. Ozborne, A Course in Game 
Theory, MIT Press, 1994. 

Klaus Ritzberger, Foundations of Non- 
Cooperative Game Theory, Oxford U.P., 
2002.  

 
第三回 
ロバート・ギボンズ『経済学のためのゲー

ム理論入門』福岡他訳（創文社、1995 年） 
曽我謙吾『ゲーム理論と官僚制』（東京大学

出版会、2005 年） 
武藤滋夫『投票システムのゲーム分析』（日

科技連出版社、1998 年） 

中村慎助・小澤太郎・クレーヴァ香子『公

共経済学の理論と実際』（東洋経済新報社、

2003 年） 
Fernando Vega-Redondo, Economics and 

Theory of Games,(Cambridge U.P., 
2003.  

Vijay Krishna, Auction Theory ,Academic 
Press, 2002. 

John C. Harsanyi, A General Theory of 
Equilibrium Selection in Games ,MIT 
Press, 1998.  

 
（c）増山幹高担当回 
増山幹高『計量政治分析入門』（東大出版

会、2004 年） 
 
（d）細谷雄一担当回 
第一回 
①�  国際関係史関連 
Finney, Patrick (ed.), International 

History. Basingstoke Palgrave, 2005. 
Gaddis, John Lewis, “History, Science, 

and the Study of International 
Relations” in Ngaire Woods (ed.), 
Explaining International Relations 
since 1945. Oxford: Oxford 
University Press,1996. 

Hogan, Michael J. and Paterson, 
Thomas G., Explaining the History of 
American Foreign Relations,  2nd 
edition. Cambridge: Cambridge 
University Press,2004.  

Iggers, Georg G., Historiography in the 
Twentieth Century: From Scientific 
Objectivity to the Postmodern 
Challenge. New England: Wesleyan 
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University Press, 1997.  
Iriye, Akira, “The Internationalization of 

History”, American Historical Review, 
94,1989. 

Marks, Sally , “The World According to 
Washington”, Diplomatic History, 
11,1987. 

Steiner, Zara, “On Writing International 
History: Chaps, Maps and Much More”, 
International Affairs, 73(3),1997. 

Thorne, Christopher, Border Crossings: 
Studies in International History. 
Oxford: Blackwell, 1988. 

Trachtenberg, Marc, The Craft of 
International History. Princeton: 
Princeton University Press,2006. 

 
②歴史学方法論（邦語） 
エルマン、コリン/エルマン、ミリアム・フ

ェンディアス編『国際関係研究へのアプ   
ローチ 歴史学と政治学の対話』渡辺昭

夫監訳（東京大学出版会、2003 年）。 
バーク、ピーター『歴史学と社会理論』佐

藤公彦訳（慶應義塾大学出版会、2006 年） 
ギャディス、ジョン・Ｌ『歴史の風景 歴

史家はどのように過去を描くのか』浜林

正夫・柴田知薫子（大月書店、2004 年） 
服部龍二『国際政治史の道標―実践的入門』

（中央大学出版会、2004 年） 
キャナダイン、デイヴィッド『いま歴史と

は何か』平田雅博・岩井淳・菅原秀二・

細川道久訳（ミネルヴァ書房、2005 年） 
エヴァンズ、リチャード・Ｊ『歴史学の擁

護 ポストモダニズムとの対話』今関恒

夫・林以知郎監訳（晃洋書房、1999 年） 
 

③外交史の通史的研究 
渡邊啓貴編『ヨーロッパ国際関係史』（有斐

閣、2002 年） 
佐々木卓也編『戦後アメリカ外交史』（有斐

閣、2002 年） 
佐々木雄太・木畑洋一編『イギリス外交史』

（有斐閣、2005 年） 
五百旗頭真編『新版・戦後日本外交史』（有

斐閣、2006 年） 
石井修『国際政治史としての 20 世紀』（有

信堂、2000 年） 
ナイ、ジョセフ・S『国際紛争 理論と歴史

[原書第５版]』（有斐閣、2005 年） 
キッシンジャー、ヘンリー・A『外交（上・

下）』（日本経済新聞社、1996 年） 
ジロー、ルネ『国際関係史 1871-1914 ―
ヨーロッパ外交、民族と帝国主義』渡邊啓   
貴他訳（未来社、1998 年） 

岡義武『国際政治史』（岩波書店、1955 年） 
マストニー、ヴォイチェフ『冷戦とは何だ

ったのか』秋野豊・広瀬佳一編（柏書房、

2000 年） 
入江昭『二十世紀の戦争と平和（増補版）』

（東京大学出版会、2000 年） 
 
第二回 
五百旗頭真編『新版・戦後日本外交史』（有

斐閣、2006 年） 
石井修『国際政治史としての 20 世紀』（有

信堂、2000 年） 
入江昭『20 世紀の戦争と平和（増補版）』（東

京大学出版会、2000 年） 
エヴァンズ、リチャード・Ｊ『歴史学の擁

護 ポストモダニズムとの対話』今関恒

夫・林以知郎監訳（晃洋書房、1999 年） 
江口朴郎・高橋幸八郎・林健太郎『国際関
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係の史的分析』（お茶の水書房、1949 年） 
エルマン、コリン／エルマン、ミリアム・

フェンディアス編『国際関係研究へのア

プローチ 歴史学と政治学の対話』渡辺

昭夫監訳（東京大学出版会、2003 年）。 
岡義武『国際政治史』（岩波書店、1955 年） 
北岡伸一『清沢冽・増補版』（中央公論新社、

2004 年） 
キッシンジャー、ヘンリー・A『外交（上・

下）』（日本経済新聞社、1996 年） 
ギャディス、ジョン・L『歴史の風景 歴史

家はどのように過去を描くのか』浜林正

夫・柴田知薫子（大月書店、2004 年） 
清沢冽『外交史』（東洋経済新報、1941 年） 
キング、G，コヘイン、R・O、ヴァーバ、

S『社会科学のリサーチ・デザイン 定性  
的研究における科学的推論』（勁草書房、

2004 年） 
斉藤孝『戦間期国際政治史』（岩波書店、1978

年） 
酒井哲哉「古典外交論者と戦間期国際秩序」

『国際政治』第 139 号、2004 年 
佐々木卓也編『戦後アメリカ外交史』（有斐

閣、2002 年） 
佐々木雄太・木畑洋一編『イギリス外交史』

（有斐閣、2005 年） 
ジロー、ルネ『国際関係史 1871-1914―ヨ

ーロッパ外交、民族と帝国主義』渡邊啓   
貴他訳（未来社、1998 年） 

ナイ、ジョセフ・S『国際紛争 理論と歴史

[原書第 5 版]』（有斐閣、2005 年） 
バーク、ピーター『歴史学と社会理論』佐

藤公彦訳（慶應義塾大学出版会、2006 年） 
服部龍二『国際政治史の道標―実践的入門』

（中央大学出版会、2004 年） 
服部龍二『東アジア国際環境の変動と日本

外交 1918-1933』（有斐閣、2001 年） 
林毅陸『最近欧州外交史』（慶應出版社、1947
年） 
林毅陸『近世欧州外交史』（叢文閣、1908
年） 
細谷雄一「英国学派の国際政治理論 ―国

際社会・国際法・外交―」『法学政治学論

究』第 37 号、1998 年 
細谷雄一『戦後国際秩序とイギリス外交 

戦後ヨーロッパの形成 1945～1951 年』

（創文社、2001 年） 
宮城大蔵『戦後国際秩序の模索と日本 「海

のアジア」の戦後史 1957-1966』（創文

社、2004 年） 
リーヴィ、ジャック「事実の説明と理論の

構築」エルマン＝エルマン『国際関係研究

へのアプローチ』（2003 年） 
渡邊啓貴編『ヨーロッパ国際関係史』（有斐

閣、2002 年） 
Adams, Simon, “What is diplomatic 
History?” in Juliet Gardiner (ed.), What 
is History Today? Basingstoke: Macmi 
-llan, 1988. 

Black, Jeremy and Karl Schweizer , “The 
Value of Diplomatic History: A Case 
Study in the Historical Thought of 
Herbert Butterfield”, Diplomacy & 
Statecraft, 17,2006.  

Bull, Hedley, “The Theory of 
International Politics, 1919-1969”, in 
Brian Porter (ed.), The Aberysthyth 
Papers: International Politics 1919-1969. 
Oxford: Oxford University Press,1972. 

Bullen, Roger, “What is Diplomatic 
History?” in Juliet Gardiner (ed.), What 
is History Today? Basingstoke: Mac- 
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millan, 1988. 
Carr, E.H., International Relations since 
the Peace Treaties, Macmillan, 1937. 

Dockrill, Michael and McKercher, Brian , 
Diplomacy and World Power: Studies in 
British Foreign Policy, 1890-1950, 
Cambridge University Press, 1996. 

Elman, Colin and Elman, Miriam Fen- 
dius, “Diplomatic History and    
International Relations Theory: 
Respecting Differences and Crossing 
Boundaries” International Security, 
22-1, 1997. 

Finney, Patrick (ed.) , International 
History. Basingstoke: Palgrave, 2005.  

Gaddis, John Lewis , “History, Science, 
and the Study of International 
Relations” in Ngaire Woods (ed.), 
Explaining International Relations 
since 1945, Oxford University Pre- 
ss,1996. 

Hogan, Michael J. and Paterson, Thomas 
G. , Explaining the History of American 
Foreign Relations, 2nd edition, 
Cambridge University Press,2004.  

Renouvin Pierre et Jean-Baptiste 
Duroselle, Introduction À  l’Histoire 
des Relations Internationales, 4e edition,  
Armand Colin, 1991. 

Schroeder, Paul W. , Systems, Stability, 
and Statecraft: Essays on the Inter- 
national History of Modern Europe, Pal- 
grave, 2004. 

Steiner, Zara, “On Writing International 
History: Chaps, Maps and Much More”, 
International Affairs, 73(3), 1997. 

Trachtenberg, Marc , The Craft of 
International History. ,Princeton 
University Press,  2006. 

Walt, Stephen M., “International 
Relations: One World, Many Theories”, 
Foreign Policy, Spring, 1998. 

Waever, Ole , “The Sociology of a Not so 
International Discipline: American and 
European Developments in Inter- 
national Relations” in Peter J. Katzen- 
stein, Robert O. Keohane, and Stephen 
D. Krasner (eds.), Exploration and 
Contestation in the Study of World 
Politics, MA: The MIT Press,1999. 

Watt, Donald Cameron, How War Came: 
the Immediate Origins of the Second 
World War 1938-1939. , Heinemann, 
1989. 

Westad, Odd Arne, The Global Cold War. 
Oxford: Oxford University Press, 2005. 

Young John W. and John Kent , 
International Relations since 1945: A 
Global History. , Oxford University 
Press, 2004. 

 
(4) 授業の感想 
（a）粕谷担当分 
本授業は、リサーチ・デザイン、モデル

分析、計量的分析、政治学の位置付けとい

う、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

益だった。4 人の専門家がそれぞれのテー

マで授業が行われたため、深い理解に裏打

ちされた解説に学術の面白さを感じること

ができ、興味深く聞いた。 
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粕谷担当分の授業は、配布資料も豊富で

解説も非常に分かりやすかった。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

の理論やリサーチの組み立て方など、論文

作成における手法が具体的に解説された。 
これまで大学院の「授業」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った。

特にこれから修士論文に取り組む学生には

大いに有用な授業であると思う。 
 
（b）岡崎担当分 
三回の授業では、近年政治学の諸分野に

おいても、ゲーム論的発想を取り入れて新

たなモデル分析のスタイルが確立・展開さ

れつつあることを念頭におき、ゲーム理論

に関する正確な基礎的知識をなるべく平易

な形で解説する試みがなされた。 
第一回目の授業では、ゲーム論の概説の

ほか、非協力ゲームの戦略形（標準形ゲー

ム）を中心とする考察が多様な例を説明し

つつなされた。 
第二回目の授業では、第一回の非協力ゲ

ームの戦略形（標準形ゲーム）を中心とす

る考察に引き続き、非協力ゲームの展開形、

完全均衡点、そして繰り返しゲームに関す

る説明が例を交えつつなされた。 
第三回目の授業では、プレイヤーが相手

プレイヤーの選好についてどれほどの情報

を有するかを問題とする「不完備情報・非

対称情報ゲーム」、特に「不完備情報の動

学ゲーム」を中心に、「完全ベイジアン均

衡概念」の解説、そして応用例の解説が行

われた。 
特に最後の授業では「アカロフのレモン」、

「逆淘汰（逆選択）の原理」など、企業行

動・市場競争を理解するために必要な基礎

的（経済）分析の概念・道具の説明があり、

知的興奮に富んだ内容となった。国際政治

や選挙研究の分野でも「逆選択」や「モラ

ル・ハザード」を応用したモデリングが増

加していることを考えれば、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

授業内容であったといえるだろう。 
 
（c）増山担当分 
今回の授業を受講して、統計分析が意外

にも身近にあったことに気づいた。 
授業では、仮説を検証する方法について

の総論的な解説のあと、検証の一手段とし

て、統計的手法の考え方を学び、ホームペ

ージからダウンロードしたデータをもとに

エクセルと SPSS による簡単な実習を行っ

た。 
お手洗いの男の子・女の子マークのよう

な日常生活に即した話題から、いつの間に

かパソコンソフトでの実習に移り、ついに

自分のパソコンの画面で分析結果が表示さ

れる過程は、思いがけない喜びだった。 
統計的手法を、専攻する政治思想史の分

野にどう生かすことができるか、いまはま

だよくわからない。しかし、統計的手法を

用いた政治学の論文を積極的に参照しよう

という契機を得たことはたしかである。 
 
（d）細谷担当分 
基礎演習Ⅱ（研究方法）では、特に政治

学と歴史学を扱ったこの授業に関心を持っ

た。細谷担当分の授業は、政治学を歴史的
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に研究することを望む大学院生が、素養・

能力（research literacy）を獲得し向上さ

せることを目的としていた。授業のメイン

テーマは「政治学と歴史学」、「外交史と国

際政治史」、「マルチ・アーカイヴァル・ア

プローチ」で、1 月 11 日は政策大学院大学

の宮城大蔵氏がゲストスピーカーに招かれ

た。 
大学院生になると、先行研究を「読む」

作業に加え、自らの論文を「書く」作業が

中心となる。しかし、大学院に進学後、タ

ームペーパーを通じて「書く」という経験

は少しずつ増えていっているが、どのよう

に書けば良いのかという問題に苛まれてき

た。加えて、より専門的にいうと、「どうや

ったら歴史的アプローチになるのか」とい

ったディシプリンの欠如を実感することが

多くなってきていた。今回の授業は、この

ような問題を解決するものであった。 
内容としては、政治学理論と歴史学理論

のどちらも明瞭に説明しつつ、両者の関係

性についても明確に示してもらった。政治

学において歴史的アプローチを取ることを

望む学生には有意義であったと思う。 
また授業では、外交史から国際史の発展

過程等、歴史学の歴史についても論じられ

ていた。特に、米英仏の各国の研究傾向が

異なっているという指摘は興味深かった。

同じ分野（と思っている）の研究であって

も、それぞれにスタイルが異なっているこ

とは意識していなかった。今後の先行研究

分析では、この相違に気をつけることで、

より深く評価できるのではないかと考えて

いる。 
最後に、研究する上での諸問題について、

先生方の率直な意見を聞くことができたこ

とは多くのことを考えさせられた。大学院

生は修士論文や雑誌論文など論文を書かね

ばならない立場であるが、先生方の意見を

参考にしつつ、自分の研究スタイルを確立

したいと考えている。 

 
 
 

 
「基礎演習Ⅱ」授業風景 
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外国人招聘教授による講義 
 

                                    
KIPS では、大学院生に国際水準の研究・教育に接する機会を提供するため、海外から研

究者・実務家を招聘し、2006 年度には、英語による講義を 3 科目設置した。2006 年度に

開講された外国人招聘教授による講義のシラバスおよび講義の感想を紹介する。 
 

11..  秋秋学学期期講講義義「「アアメメリリカカ外外交交政政策策」」（（UUnniitteedd  SSttaatteess  FFoorreeiiggnn  PPoolliiccyy::  AAnn  IInnssiiddeerr ’’ss  VViieeww））  
 
2006 年度秋学期に、米上院外交委員会上席アドバイザーのフランク・ジャヌジ氏による

講義「アメリカ外交政策」が開講された。 
 

講義名 アメリカ外交政策 
（United States Foreign Policy::  AAnn  IInnssiiddeerr ’’ss  VViieeww） 

講師名 フランク・ジャヌジ（Frank Jannuzi） 

学期名 2006 年度 秋学期 

言語 英語 

単位認定 2 単位 

 

「アメリカ外交政策」授業風景 
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■□「アメリカ外交政策」シラバス 
 

Session 1: Introduction. 
・Course description. 
・Overview of contemporary foreign policy apparatus. 
・Discussion of the contradictions between foreign policy 

theory and practice. 

Session 2: DPRK nuclear test. 
・Class discussion on implications for East Asian security 

structure. 

Session 3: Origins of contemporary U.S. foreign policy. 
・The National Security Act of July 26, 1947. 
・The origins of the Cold War. 

  ・NSC-68 and containment of the Soviet Union. 

Session 4: “Roll-Back” or Containment? Eisenhower, Dulles, and how 
rhetoric and reality are often odds. 

Session 5: The Presidency and foreign policy leadership – Commander-in 
-chief or “Persuader”-in-chief 

Session 6: The bureaucracy and foreign policy execution. The Cuban 
Missile Crisis case study. 

Session 7: The Vietnam War, “Vietnam Syndrome”, the War Powers Act, 
and the rise of Congress in foreign affairs. 

Session 8: Game theory and foreign affairs. 

Session 9: The power of analogies (and their misapplication) in foreign 
affairs. 

Session 10: DPRK Revisited.  
・The First North Korean Nuclear Crisis, 1993-94. 
・Second North Korea Crisis = Class Simulation 

Session 11: The “Rise of China” and forces shaping changes in U.S. 
attitudes in U.S. attitudes toward China. 

Session 12: Unilateralism, Multipolarity,or Integration? Future directions 
in U.S. foreign policy. 
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◇Literature 
S. Ambrose, Rise to Globalism, Allen Lane The Penguin Press, 1971. 
R. Neustadt, Presidential Power, The Free Press, 1990. 
G. Allison and P. Zelikow, The Essence of Decision, Longman, 1999. 
T. Schilling, The Strategy of Conflict, Harvard University Press, 1960. 
R. Neustadt and E. May, Thinking in Time, The Free press, 1986. 
L. Seagal, Disarming Strangers, Princeton University Press, 1998. 
J. Mann, About Face: A History of America’s Curious Relationship with China from 

Nixon to Clinton、Alfred A. Knopf, 1999. 
R. Haass, The Opportunity, Public Affairs, 2005. 
 

 

■□学生の感想  
李彦銘（修士課程） 

 
この授業では冷戦期をめぐって、冷戦におけるアメリカの対外政策を検討しながら、対

外政策プロセスのモデルと特徴を勉強した。学部時代に習った決定過程の理論モデルにつ

いて、実務経験のあるアメリカ人の先生の解説により、その全体像と特徴をより深く理解

できた。さらに、アメリカの対外政策の特徴と、他の国との共通点もよりよく理解できた。

また、冷戦の起源と過程において、双方の対外政策の相互作用を学んだ。 
授業は先生による英語の講義が行われた後、毎回英語で議論を行った。ジャヌジ先生の

講義は非常に丁寧で聞き取りやすく、英語での議論は、ジャヌジ先生の励ましと受講者の

協力で、難しいことはなかった。私自身も本格的に英語で議論する授業は初めて受講した

が、ジャヌジ先生と受講者の助けにより、正しいかどうかに関わらず、自分の意見を話し

てみようという自信を身に付けた。 
ジャヌジ先生は、毎回配布する資料と話し方に配慮したり、受講生の英語のレベルに合

わせて調整したりと、できるだけ分かりやすく教えてくれた。毎回ジャヌジ先生が自分の

キャリアに関係する面白い話をしてくれたこともまた、授業のもう一つの楽しみであった。 
 

 
 
22..  集集中中講講義義  「「欧欧州州政政治治統統合合論論」」（（EEuurrooppeeaann  PPoolliittiiccaall  IInntteeggrraattiioonn））      

 
2006 年 1 月に、EU（欧州連合）の欧州委員会の政策顧問（BEPA メンバー）を務めて

いるミヒャエル・ヴェニンガー氏による集中講義「欧州政治統合論」が開講された。 
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講義名 欧州政治統合論（European Political Integration）  

講師名 ミヒャエル・ヴェニンガー（Michael Weninger） 

開 講 日 2007 年 1 月 24 日～26 日、29 日、30 日 

言語 英語 

単位認定 2 単位（2006 年度秋学期設置科目） 

 

 

「欧州政治統合論」授業風景 

 
■□「欧州政治統合論」シラバス 
Ⅰ History of European Integration  

Session 1: The political, cultural and societal conditions of the European 
integration process 

・The rise of national states and the fall of the empires 
・The Habsburg Empire as an early "united" Europe 
・The Pan-European Union 
・The Federation of Nations 
・Others 

Session 2: Brief history of 50 years of European Integration 

Session 3: EU-institutions 
  ・Characteristics 
  ・Tasks 
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Ⅱ Decision-making  

Session 4: Decision-making Process 
・The role of confessional and non-confessional 

lobbyists in European decision-making 

Session 5: Actual legal basis for EU-policy making 
   ・Treaty of Nice 
    ・Treaty of Amsterdam 

Session 6: The Treaty establishing a Constitution for Europe 

  

Ⅲ Enlargement  

Session 7: The process of enlargement 
・Enlargement and reforms of the institutions 

 ・Pre-accession instruments 
 ・Association and Stabilisation Pact  
 ・Perspectives 

 
Ⅳ External relations of the EU 

Session 8: The war-torn dissolution of the SFR of Yugoslavia 
・ENP and the relations with the Russian Federation 

Session 9: CFSP and ESDP 

Session 10: External relations of the EU 

 
ⅤI issue-specific  

Session 11: The Barroso Commission: tasks and future 

Session 12: The impact of Islam in European policy 
  ・Turkey ? A European challenge? 

 
Ⅵ The future possible political architecture of the EU  

Session 13: Con-federation?, Federation?, Or another alternative? 

Sessions 
14＆15: 

Possible simulation of a European Summit in real terms 
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◇ Literature 
H. Arikan, Turkey and the EU : an awkward candidate for EU membership?,2nd edition, 
Ashgate, 2006. 

F. Cameron, The Future of Europe: Integration and Enlargement, Routledge, 2003. 
P. Norman, Accidental Constitution: The Making of Europe's Constitutional Treaty, 
EuroComent, 2005.  

N. Nugent (ed.), The European Union Enlargement, Palgrave-Macmillan, 2004. 
G. Stuart, The Making of Europe’s Constitution, Fabian Society, 2003. 
H. Wallace, and W. Wallace, Policy-making in the European Union, 5th edition, Oxford 
University Press, 2005. 

G. Marks and M.R. Steenbergen, European integration and political conflict, Cambridge 
University Press, 2004.  

T. Inglis, et al. (eds), Religion and Politics : East-west contrasts from contemporary 
Europe, University College Dublin Press, 2000. 

 
 
■□学生の感想  

黒田友哉（後期博士課程） 
  
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政策アドバイザーの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あった。 
 実際、EU の最近の動きは、予断を許さぬほどめまぐるしいといえる。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だったが、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る。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、20 年来ヨーロッパを悩ます問題であった。しか

し、トルコにおける人権擁護の改善、民主化の進展等を理由に、2005 年 10 月に EU への

加盟交渉は開始された。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、非常に有益であった。 
 ゼミ等を通して普段から受講生が勉強している分野であるが、ヴェニンガー先生の専門

分野である宗教問題についての知見は非常に新鮮であった。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保有される方で、個人的には大変刺激を受けた。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 だが、ヴェニンガー先生の
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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、無視できないのである。 
 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った。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、決定する制度

である。模擬欧州理事会とは、交渉を行う各国首脳等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あった。参加者各自が各国の選好を理解し、ヨーロッパ

の将来に対してどのようなシナリオを描けるのかを考えるための絶好の材料でもあった。

また、このような企画は、欧州理事会について熟知される先生がいてはじめて成り立つも

のである。本番での時間の制約上、EU が実際抱える問題の中でも、懸案の憲法問題を我々

は最終的に選んだ。基本的に一ヶ月程前から各自準備を行い、修士論文の提出を控えた者

は、提出後の 2、3 日で担当部分を準備してもらわないといけない荒業であった。しかし、

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、模擬的な欧州理事会

を終えることが出来た。 
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、今回の集中講義では、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う。 
 

 
  
33..  集集中中講講義義「「比比較較政政治治体体制制論論」」（（DDiiccttaattoorrsshhiipp  aanndd  DDeemmooccrraattiizzaattiioonn））  

 
2007 年 3 月に、独エアーランゲン大学教授のマーク・トンプソン氏による集中講義「比

較政治体制論」が開講された。 
 

講義名 比較政治体制論 (Dictatorship and Democratization) 

講師名 マーク・トンプソン（Mark Thompson） 

開 講 日 2007 年 3 月 7 日～9 日、12 日、13 日 

言語 英語 

単位認定 2 単位 

注：この科目の単位履修は 2007 年度春学期となる。 
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 「比較政治体制論」授業風景 

■□「比較政治体制論」シラバス  
Ⅰ Introduction 

Session 1: What is Dictatorship and Democracy? 
(Linz and Stepan) 

Session 2: What is Democratization? 
(Huntington, Schmitter and O’Donnell)  

  
Ⅱ Regime Types 

Session 3: Weber’s Three Forms of Legitimate Authority 
(Weber, Economy and Society)  

Session 4: Regime Types and Democratization 
(Linz and Stepan, Huntington) 

Session 5: The Negotiation Model of Democratic Transition 
(O’Donnell and Schmitter, Huntington) 

Session 6: "Democratic Revolutions" and Transition 
(Thompson Ⅰ , Huntington) 

Session 7: "Electoral Authoritarianism" and Democratization 
(Schedler) 

Session 8: Stolen Elections as Triggering Events 
(Schedler, Thompson and Kuntz) 
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Ⅲ Class Analysis 

Session 9: Marx’s Theory of Revolution and "Substantive" Democracy 
(Marx and Engels, Selected Works) 

Session 10: Barrington Moore I: Class Origins of Democracy 
(Moore) 

Session 11: Barrington Moore II: Class Origins of Authoritarianism 
(Moore) 

Session 12: Rueschemeyer, Stephens and Stephens: Capitalism, Class, 
and Democracy 
(Rueschemeyer, Stephens and Stephens) 

Session 13: Modernization Theory and "Bourgeois" Democratization 
(Przeworski, et al) 

Session 14: "Late Democratization" in Pacific Asia 
(Morley, ThompsonⅡ ) 

Session 15: Exam 

 
◇ Literature 

S. P. Hungtington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth 
      Century, University of Oklahoma Press, 1991. 

J.J. Linz and A. Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation:  
Southern Europe, South Africa, and Post-Communist Europe, Johns Hopkins 
 Press, 1996. 

B. Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy; Lord and Peasant in the  
Making of the Modern World, Beacon Press, 1966 

J.W. Morley, Driven by Growth: Political Change in the Asia-Pacific Region, M.E.  
Sharpe, 1999. 

A. Przeworski, et al, Democracy and Development: Political Institutions and  
Well-being in the World 1950-1990, Cambridge University Press, 2000. 

D. Rueschemeyer, E.H. Stephens and J.D. Stephens, Capitalist Development and  
Democracy, Polity Press, 1992. 

G. O’Donnell, P. C. Schmitter, and L. Whitehead, Transitions from Authoritarian 
 Rule: Comparative Perspectives, Johns Hopkins University Press, 1986. 

A. Schedler (ed), Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition,  
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Lynne Rienner Publishers, 2006.  
M. Thompson, Democratic Revolutions: Asia and Eastern Europe, Routledge, 2004. 
M. Thompson, "Late Industrializers, Late Democratizers: developmental states in  

the Asia-Pacific”, Third World Quarterly, vol.17, No.4, pp.625-647, 1996. 
J.J. Linz and A. Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation:  

Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, The Johns  
Hopkins University Press, 1996. 

 
 
■□学生の感想  

高木祐輔（後期博士課程） 
 
集中講義では、主に体制変動論と階級分析についての基礎的文献を読んだ。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、トンプソン先生自身の論考

までを扱った。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った。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

とである。 
第二に、学説史の重要性を再確認できたことである。例えば、ムーアはマルクスの議論

を体制変動論に引用しつつも、ブルジョアの形態の差異と体制変動の多様性を論じた。そ

の後なされたルシュマイヤーらの議論では、ムーアの強調したブルジョアではなく、労働

者階級と体制変動との関係が論じられている。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

再確認できた。 
 第三に、筆者個人の研究について相談できたことである。トンプソン先生の博士論文は、

1986 年のフィリピンにおける政治変動がテーマであった。授業の中でフィリピン政治が論

じられることはほとんどなかったが、ランチの時間を含めた休み時間等に、自分の研究の

こと等について相談することができた。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ゆっくりと議論し、相談できたことは大きな収穫となった。 
 春休みの真ん中に開講されたこともあり、参加者は多くはなかったが、その分ディスカ

ッションに時間を割くことができた。また、一週間にわたりほぼ半日を一緒に過ごすこと

もあり、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った。 
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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

加した。以下は出張成果報告書である。 
 

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 
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■□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。 
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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） 
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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。 
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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。 
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留学生のための学位取得支援 
 

 
KIPS では、留学生の学位取得を支援する目的で、後期博士課程の日本人大学院生による

論文支援 RA が留学生の日本語での論文を添削する「論文支援」事業を実施している。添削

対象は、博士論文および『法学政治学論究（以下論究）』に提出予定の完成原稿である。2006
年度は、『論究』に提出した日本語の論文添削等を行った。 
  
 
■□ 論文添削を希望する留学生は、以下の申請手続きを行うこと。 

 
1）申請書を KIPS のホームページからダウンロードするか、KIPS 事務局（南館地下 1

階）で受け取る。 
 

2) 指導教授の承認印を受けた申請書と完成原稿を、KIPS 事務局に提出する。 
 
 
 

注意事項 
 
◇『論究』提出論文の場合は、『論究』締め切り日の最低 2 週間前までに、申請書および

完成原稿を提出すること。 
  
◇ 博士論文に関しては、原稿の様式を『論究』投稿用フォーマットに準じたものにす

ること。 
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KIPS キャリアアップサポートセミナー 

 
 

KIPS では、大学院生のキャリア形成を支援するために、2007 月 3 月 2 日に、キャリア

アップサポートセミナーを開催した。以下はセミナーの報告概要である。 
今後も KIPS では、大学院生のキャリアアップと就職支援を推進していく予定である。 
 

■□キャリアアップサポートセミナーの内容□■  
 

 
  ご挨拶 拠点リーダー：田中俊郎 

 
第一部 研究資金の獲得 

(1)「フルブライト奨学金を得る」  西川賢（後期博士課程） 
(2)「学術振興会特別研究員になる」 靏岡聡史（後期博士課程） 

 
第二部 大学に就職する 

(1) 粕谷祐子（法学部専任講師） 
(2) 増山幹高（法学部教授） 

 

 

キャリアアップセミナーの風景 
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第一部 研究資金の獲得 
 
(1)「フルブライト奨学金を得る」 西川賢（後期博士課程） 
 
フルブライト奨学金に応募するにあたっては、成績、英語力、推薦状の 3 つが非常に重要

であると考える。  
第一に、成績は学部からの成績をすべて提出しなければならない。学部の成績は大学院の

推薦入試が受けられるレベル（学部全体の上位 10％前後、GPA で 3.6～3.7 程度を目安とす

る）、大学院の成績は B・C 評価がないことがひとつの目安となる。また、論文や学会発表、

あるいは過去に獲得した研究資金等、アピールしうるだけの研究業績が蓄積されているこ

とが望ましいと思う。 
第二に、A4 版 2 枚のフォーマットの推薦状 3 通の提出が義務付けられている。推薦状の

内容は具体的かつ詳細であるほどよいと思うので、普段から授業や学会報告等で最善を尽

くす等の努力を積み重ね、先生方との信頼関係を築いておくことが重要である。 
第三に、英語力の TOEFL の足切り点は CBT215（550）点となっているが、理想的には

最低でも 260～270 点程度が必要とされている。特に、270 点以上あれば、他の候補者に比

しても相応の競争が可能であると思う。また、TOEFL の得点のみならず、願書中における

「パーソナル・ヒストリー」や「研究計画」について、英語で具体的に過不足なく表現で

きるだけの能力も必要であることに留意する必要がある。 
最後に、面接は（おそらくは）3～4 倍程度の倍率ではないかと思う。ここでは英語での

プレゼン能力は勿論のこと、専門分野の基礎知識、人柄、あるいは舞台度胸等も問われて

いるのではないかと思った。 
 
❐質疑応答❒ 

 
Q：推薦状はどのような人に書いてもらうのが適切か。 
 
A：信頼関係があり、具体的な内容の推薦状を書いてもらえる方がよいと思う。 
 
Q：パーソナル・ヒストリーにはどのようなことを書けばよいのか。 
 
A：学部時代からのアカデミック・キャリアを書けばよいと思う。 
 
Q：研究計画書はどのように書けばよいのか。 
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A：これまでの研究経緯・研究内容の紹介と今後の研究計画を、具体的に書けばよいと思

う。 
 
Q：面接の時間と内容について教えてほしい。 
 
A：面接の時間は個人差もあると思うが、概ね 10～30 分くらいだった。質問内容は、自

分の研究に関連する専門分野の基礎知識や研究の意義等についてであった。 
 
 
(2)「学術振興会特別研究員になる」 靏岡聡史（後期博士課程） 
 
日本学術振興会特別研究員には月給に加え、別途科学研究費補助金が支給される。最近は

DC の採用数が増加傾向にあり、応募するチャンスではないかと思う。 
申請手続きは、学内の三田研究支援センターを通じて行う。提出書類は、研究計画書、研

究業績書、自己評価書、推薦書である。締め切りは 5 月中旬なので、余裕をもって作成し

てほしい。書類審査の結果は 10 月下旬に通知され（場合によっては、書類審査のみで合格

することもある）、書類審査合格者を対象に、さらに 1 月下旬に面接審査が行われる。面接

審査は、面接官（８～10 人程度）に対して、10 分程度で各自の研究テーマをわかり易く発

表し、その後質疑応答が行われる。 
研究計画書は、審査官に対して「おもしろそうだな」と興味を引かせるような記述を心が

けてほしい。しかし、過度に意識するあまり、確かに内容については興味を引かせるもの

に仕上がっているが、研究目標の達成が困難であるという印象を審査官に抱かせないよう

に注意すること。私の場合は、既に新史料を発見していたので、その旨を記述し、「直ちに

研究が開始できる」ということをアピールした。また、通説を批判し、自説を展開する場

合等は、特に具体的な根拠を示す必要がある。そうしないと、審査官に対して、説得力を

持たせることができない（私の場合は、新史料を発見したことを書いた）。 
研究業績書は、どんなに小さな業績でも書いたほうがいい。ただし、卒業論文や修士論文

は厳密には研究業績ではないので、DC1、2 を申請される方は注意してほしい。これらを書

くと逆に研究業績がないことが審査官に知られてしまうので、なるべく書かないほうがよ

いと思う。自己評価書では、語学力や積極性等をアピールし、「研究者として将来性があり

そうだ」と審査官にアピールできればと良いと思う。その際、「社会貢献」という語句は必

ず挿入するようにしたほうがいい。最後に、推薦書については、担当指導教授との信頼関

係が重要であると思う。これ以外の詳細な手続きについては、三田研究支援センター（研

究室棟一階）に問い合わせてほしい。 
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❐質疑応答❒ 
 
Q：他の奨学金はキャリアになるか。 
 
A：キャリアになると思う。但し、書き方に注意すること。どのような点が評価され、さ

らにその奨学金をもらったことが、どのように今後の研究につながるのかを書くべき

だと思う。 
 
Q：研究計画書の具体的な書き方について、もう少し具体的な説明をお願いしたい。 
 
A：審査官に興味を引かせるには、色々方法はあるが、やはり通説の欠点を指摘し、自分

の研究がこれを補う、或いは覆すという点で重要であると説得できることだと思う。

その通説が広く認められていればいる程、それを覆す説はやはりおもしろくなる。し

かし、その分だけ当然通説を覆すことは難しくなるので、それなりの具体的な根拠が

必要だと思う。私の場合は、既に新史料を発見していたので、それに基づいて自説を

展開した。 
 
Q：推薦書はどのように書いてもらったのか。 
 
A：それについては、担当指導教授に相談してほしい。一般的なことだが、具体的にどの

ような点が優れているかを書いてもらうとよいと思う。私の場合は、既に 21世紀COE
において研究活動していたので、その旨を積極性と絡めて、記述して頂いた。また、

特筆すべき事項では、理数系出身であるため、計量分析も得意であるとの旨を将来性

と絡めて書いて頂いたと思う。 
 
Q：研究計画書に図表等を用いてもよいのか。 
 
A：やはり分かりやすく書くことが一番重要なので、必要であればグラフや図を用いて書

いてももちろん構わない。また、原稿を担当指導教授に見て頂いて、分かりやすいか

否かを判断してもらうのもよい。 
 
 
 
 
 
 



第二部 大学に就職する 
 
(1) 粕谷祐子（法学部専任講師） 

 
失敗したのは公募での面接である。公募では面接の段階までいって、すべて不合格だった。

自分の研究を一生懸命伝えることばかり考えていたが、採用する側の視点が欠けていた。

採用する側は同僚としてなにができるか、どのような科目を担当できるかということを期

待していたのである。 
何が就職に結びつくかわからないので、常に最善を尽くす姿勢が大切である。私の場合、

国際会議で慶應義塾大学の先生に出会ったことが就職のきっかけになった。 
また、非常勤講師の経験は就職時にポイントになるので、機会があればやったほうがよい

と思う。履歴書は、求められたらすぐ出せるよう用意しておく等、準備を常にしておく必

要がある。 
就職するまでに時間がかかる人もいるが、マーケットは長期的には必ず動くので、マーケ

ットにとどまっておくことが必要である。公募の際の年齢的な制約は、ケースバイケース

である。 
 

(2) 増山幹高（法学部教授） 
 

KIPS と公募の関連について紹介しておく。JREC-IN 研究者人材データベース

（http://jrecin.jst.go.jp/）には多くの公募情報が寄せられており、私自身、前任校で採用さ

れたのは、このサイトで公募情報を知り、応募したのがきっかけとなった。また、このサ

イトには求人だけでなく、求職している側が個人情報をデータベースに登録しておくこと

もできる。ただし、こうした求職は、いわば道端で店を開いているようなものであり、ア

メリカの大学では、学部のサイトで学位取得者の紹介をして、就職をサポートしている。

例えば、下記のサイトは私が所属したことのある UCSD とミシガン大学の「うちの大学院

生雇って（hire our Ph.D）」ページである。 
http://polisci.ucsd.edu/hire/hire.html 
http://polisci.lsa.umich.edu/placement/index.html 
KIPS も慶應の政治学専攻の大学院生をマーケットに売り込むことに力を入れたいと考

えており、 
http://www.law.keio.ac.jp/~kips/degree/degree.html 

はまだ整備中だが、このサイト上で院生の申請によって、自身のアピール（研究課題や専

門分野）をできるようにしたいと考えている。こうした取り組みを KIPS では今後推進して

いくので、新しくなった KIPS のホームページ 
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http://www.law.keio.ac.jp/~Ekips/ 
もこまめにチェックするようにしてほしい。 
また、KIPS では、基礎演習等を通じて、大学院生が政治学の基本的科目を講義できるよ

うになることを目指している。これは就職支援の一環でもあり、基礎的な政治学といった

科目を担当できるようになっておくことが就職の機会を増やすことにつながるからである。

採用する大学側としては、応募してくる人の研究能力も重要だが、当然のことながら、即

戦力として授業を担当できるかということを重視している。こういう意味で、蛸壺的な専

門分野の科目しか担当できないものよりも、一般的な概論的政治学を講義できるようにな

っておくことは就職する機会を増やすことになるし、さらに非常勤講師をやっておくと、

それは講義担当能力をアピールすることにもなる。そうした非常勤講師の口を得るにあた

っても、就職適齢期に入った大学院生を学外的にアピールする窓口として、KIPS を活用し

ていって欲しいと思う。 
 
❐質疑応答❒ 

 
Q：教員になってから研究時間はどれくらいとれるのか。 
 
A：自分の研究に時間はとれなくなるので、忙しい中でもペーパーが書けるように、時間

のある大学院生のうちに一生懸命勉強しておくこと。博士論文の次に何をやるか等長

期的なプランニングが必要である。 
 
Q：リサーチ中心のキャリアはあるのか。 
 
A：研究所、大学付属の研究所、民間の会社等で可能である。しかし、生産部門のない研

究組織は縮小傾向にあるため、就職できてもその組織がなくなるかもしれない。 
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KIPS スタッフ 
 

 
 

 拠点リーダー                      田中俊郎 
 

 事務局                          春木育美、河越真帆、蔦尾祐子 
 

 事業推進 RA  柴田公子、李泳采 
 

 論文支援 RA   岩谷将、川上洋平、原田健二朗、速水淑子 
 

 専修ユニット RA 
EU 研究：                小栗裕介、黒田友哉 
東アジア研究：           杉浦康之、兪敏浩 
コミュニケーション研究：  平井智尚、山腰修三 
公共政策研究：           慶済姫、裴元福 
市民意識研究：           奥田明子、藤田智子 
安全保障研究：           マイアナ・ レノン、崔慶原 
近代化研究：             後藤新、靏岡聡史 

 
 基礎演習 TA    江藤名保子、西川賢、速水淑子、福井英次郎 

 
 学部講義 TA    川上洋平、高木 祐輔、島本 絵里 

    中馬瑞貴、靏岡聡史 
 

 KIPS 運営委員会                  小此木政夫、田中俊郎、関根政美、小林良彰 
国分良成、有末賢、大石裕、大山耕輔 
増山幹高、細谷雄一、粕谷祐子 
 (2007 年度より 赤木完爾、玉井清) 

 
 KIPS 事業推進委員会   田中俊郎、増山幹高、細谷雄一、粕谷祐子 

 
 

 


