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Keio Initiatives for Political Science (KIPS) 



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                                    

 

慶應義塾大学法学研究科政治学専攻は、文部科学省による 2006（平成 18）年度「『魅力

ある大学院教育』イニシアティブ」に対して、｢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 年度後半から新たな教育プログラムを推進してきた。 
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・教育者の輩出をめざしてさまざまな取り組みを行ってきたが、2008 年

3 月 31 日をもって本事業は終了することになった。以下は、その 2007 年度の成果を含め

た事業報告である。 
  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きた。 
 2006 年度開始の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｣の本格的な導入である。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

たに設置された。専修ユニット履修者は、2006 年度秋学期には 16 名であったが、2007 年

度には 26 名に増加した。2007 年度にはそのうち 5 名がディプロマを取得することができ

たが、その内訳は、EU 研究 3 名、東アジア研究 1 名、コミュニケーション研究 1 名である。 
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および

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

義を行った。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を行った。2007
年度春学期に開講された基礎演習Ⅰでは、政治学の研究分野ごとの研究動向について講義

を行い、履修者には分析能力向上を目的とする方法論レポートを 2 つ課す形式を取った。

この機会を活用して政治学の基礎を学習することで、院生諸君が、狭い自分達の学問領域

に閉じこもり、いわば研究上の「蛸壺」状態にならないように、専修ユニットとさらに充

実した｢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た。この

目的は十分達成されたといえる。 
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」を大幅に増設したことである。2006 年度に引き続き、2007 年

度には海外からの研究者・実務家 6 名を招聘し、主に外国語による 8 科目の講義を新たに

設置した。今年度の科目とは、「アメリカの東アジア政策」、「日韓関係の政治」、「中国政治

外交論」、「日中関係論」、「近代日本と中国」、「中国の近代化と日本」、「韓国の政党と選挙」、

「欧州政治統合論Ⅱ」という専門領域・対象地域が多岐にわたる 8 科目である。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、院生諸君が英語・中国語、時には韓国

語を駆使し、専門分野で外国語によって議論する能力をさらに高めることができた。 
第 4 の成果は、留学生が博士学位の取得を容易にするため、留学生に対する論文執筆日

本語支援体制を整えたことである。博士論文および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、留学生

の支援体制を着々と整えてきた。実際に 2007 年度の博士号取得論文の日本語支援を行うこ

とができたことの成果は大きい。 
本事業は、2007 年度末をもって終了するが、2008 年 4 月以降については、以下のよう

に継続性を維持することになっている。第 1 の「専修ユニット｣については、新たに政治思

想研究（コーディネーター：堤林剣）が設置され、8 つの専修ユニット体制となるが、これ

らのなかから政治学専攻の新コース設置の議論が生まれ、2009 年からは一部の専修ユニッ

トがコースに発展する可能性も生まれてきた。第 2 の「基礎トレーニング支援プログラム」

による基礎演習Ⅰおよび基礎演習Ⅱは、通常の授業科目として継続設置される。第 3 の「外

国人招聘教授による外国語による授業」は、慶應義塾創立 150 年記念事業で誕生した「未

来先導基金」の支援を受けることが決定し、継続される。第 4 の留学生に対する博士論文

日本語執筆支援は、留学生に対する支援プログラムのなかで継続されることになった。 
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。また同時に、院生諸君が KIPS という教育プロ

グラム終了後も不断の努力で今後も研究に邁進することを希求してやまない。 
 
 
 
 



「『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 2 ヵ年に及ぶ重

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 度は、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

員会における審査の結果、46 件（35 大学）が採択された。ここで採択された慶應義塾大学

法学研究科の KIPS とは、2006 年度秋学期から 2007 年度末までの教育プログラムである。 
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2007 年度（平成 19 年度）KIPS 活動記録 
 
4 月 3 日(火) 
第１回 KIPS 運営委員会  

10：30～11：30 於：研究室棟 1 階 B 会議室 
出席者：KIPS 運営委員（田中 俊郎、小林 良彰、有末 賢、大山 耕輔、増山 幹高、 
細谷 雄一、粕谷 祐子） 

KIPS 研究員（春木） 
議題 1．2007 年度専修ユニット科目選定 
議題 2．2007 年度事業計画について 

（配布資料） 
① 2007 年度 RA・TA 公募要項 
② 2007 年度外国人招聘教授リスト 
③ 2006 年度実績報告書（文部科学省提出書類） 
④ 法学研究科政治学専攻パンフレット 

 
4 月 5 日(木) 
 KIPS ニューズレター第 2 号を発行 
 
4 月 6 日(金)   

法学研究科政治学専攻ガイダンス 
  11：30～12：30 於：111 番教室 

(配布資料) 
① 2006 年度 KIPS 事業報告書 
② KIPS ニューズレター第 2 号 
③ 専修ユニット認定科目一覧 

 
4 月 12 日(木) 

KIPS の 2007 年度 RA および TA 公募締め切り 
 
4 月 24 日(火)  
 新規雇用者向けの業務説明会 

11：00～11：30 於：KIPS 事務局 
出席者：新規専修ユニット RA (大石、呉、甲原) 

(配布資料) 



① RA 業務内容 
② KIPS 事業報告書作成マニュアル 

 
 政治学専攻パンフレットを日本国内の大学（政治学科を有する大学中心）に送付 
 
4 月 26 日(金) 
 新規雇用者向けの業務説明会 
出席者：専修ユニット RA (手嶋) 

 
5 月 1 日(火) 
 新規雇用者向けの業務説明会 
出席者：事業推進 RA (江藤) 

 
ホームページ更新の手続き引継ぎ 
出席者：事業推進 RA (林) 

 
5 月 17 日(木)  
 第１回 KIPS 事業推進委員会 

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

  KIPS 研究員(春木、河越) 

  事業推進 RA(林、江藤) 
議題 1．授業評価アンケート実施に関して 
議題 2．キャリアアップサポートセミナー実施の件 
  

6 月 15 日(金) 
 法学研究科委員会 
 2007 年度秋学期授業「近代日本と中国」「中国の近代化と日本」の新設および担当者 

黄自進君の承認。 
 
6 月 22 日(金)  
第 2 回キャリアアップサポートセミナー開催 

12：20～12：55 於：大学院棟 314 番教室 
講師：李 泳采 (恵泉女学園大学専任講師) 

細谷 雄一 (法学研究科准教授) 

（配布資料） 



 「大学院生のための助成金応募ガイド 2007」 
 
6 月 28 日(木) 
 第 2 回 KIPS 事業推進委員会 

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

  KIPS 研究員(春木、河越) 

  論文支援 RA（川上、倉科） 
議題 1．授業評価アンケート実施対象科目の選定 
議題 2．英文パンフレット送付先について 
  ＊ 論文支援 RA に業務内容を説明し、質疑応答を行った。 

 
7 月 2 日(月)－7 日(土) 
授業評価アンケート（春学期）の実施・回収 

 
7 月 7 日(土) 
大学院説明会（政治学専攻）開催 

  14：30～15：30 於：南校舎 434 号教室 
(配布資料) 

 KIPS が作成した法学研究科政治学専攻パンフレット 
 
7 月 17 日(火) 

新規雇用者向けの業務説明会 
出席者：専修ユニット RA（藤田）   

 
7 月 20 日(金) 
 法学研究科委員会 
 2007 年度秋学期授業「中国政治外交論」「日中関係論」の新設および担当者呉寄南君の 

承認。 
 
7 月 24 日(火) 
法学部教員（政治学専攻）宛てにパンフレット(日本語版・英語版)を送付 

 
7 月 27 日(金) 

第 3 回 KIPS 事業推進委員会 
12：00～13：00 於：KIPS 事務局 



出席者：KIPS 事業推進委員（田中、増山、細谷） 
KIPS 研究員（春木）、事務員（蔦尾） 

議題 1．今後の教育方法改善策（faculty development）と各種資料提示案 
議題 2．基礎演習改善策 
（配布資料） 

① 2007 年度専修ユニット申請状況一覧 
② 2007 年度春学期授業評価アンケート集計結果 

 
8 月 22 日(水) 

英文パンフレットを海外の大学・留学センター等（144 ヶ所）に送付 
 
9 月 20 日(木) 
 法学研究科委員会 
 2007 年度集中講義「韓国の政党と選挙」の新設および担当者ソン・ビョングウォン君の

承認。 
 
9 月 26 日(水) 

KIPS ニューズレター第 3 号を発行 
 
10 月 5 日(金) 

第 4 回 KIPS 事業推進委員会および基礎演習Ⅰ・Ⅱ担当者による会合 
12：15～13：00 於：南館 3 階会議室 

出席者：KIPS 事業推進委員（田中、増山、細谷、粕谷） 
法学部教員（堤林、岡山、西野）、KIPS 研究員（河越） 

議題 1．今年度採用の新任教員（岡山・西野、敬称略）との顔合わせ 
議題 2．KIPS 活動の説明(新任者向け) 
議題 3．基礎演習Ⅰ・Ⅱの授業に関して 

（配布資料） 
① 2007 年度春学期授業評価アンケート集計結果 
② KIPS 関連書類（岡山・西野） 

 
11 月 16 日(金) 
 法学研究科委員会 
 2007 年度集中講義「欧州政治統合論Ⅱ」の新設および担当者ミヒャエル・ライテラー君

の承認。 
 



11 月 30 日(金) 
第 5 回 KIPS 事業推進委員会 

12：00～13：00 於：KIPS 事務局 
出席者：事業推進委員（増山、細谷、粕谷） 

KIPS 研究員（春木）、事務員（蔦尾） 
議題 1．秋学期授業評価アンケート実施対象科目の選定 
議題 2．政治学専攻日本語･英語パンフレット改訂版の作成 
議題 3．年度末報告書について 
議題 4．予算消化状況 
（配布資料） 

秋学期授業評価アンケート実施対象科目案 
 
12 月 10 日(月)－15 日(土) 
授業評価（秋学期）アンケートの実施・回収 

 
12 月 26 日(水) 
 KIPS ニューズレター第 4 号を発行 
 
1 月 23 日(水)－31 日(木) 

集中講義「韓国の政党と選挙」開講 
韓国中央大学校社会科学部准教授のソン・ビョングォン君を迎え、英語による授業「韓

国の政党と選挙」を開講した。1 月 23～25 日、28～31 日の 7 日間にわたり、比較政治

学的アプローチを中心に授業が進められた。 
 
2 月 27 日(水) 

KIPS 事業撤収打ち合わせ 
16：00～17：00 於：KIPS 事務局 

出席者：事業推進委員（田中、増山） 
KIPS 研究員（河越）、事務員（蔦尾）、職員（田中、鈴木、礒部、郡山） 

 
3 月 1 日(土)－10 日(月) 
集中講義「欧州政治統合論Ⅱ」開講 
欧州委員会駐スイス大使であるミヒャエル・ライテラー君による英語での集中講義「欧

州政治統合論Ⅱ」を開講した。3 月 1 日、3～8 日および 10 日の 8 日間にわたって合計

15 回の授業が行われた。 
 



3 月 10 日（月） 
基礎演習Ⅰ・Ⅱ担当者による会合 

12：00～13：00 於：KIPS 事務局 
出席者：法学部教員（増山、細谷、粕谷、岡山、西野） 
議題：来年度の「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」授業の運営方法について 

 
3 月 31 日(月) 

KIPS 事業終了 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2007 年度(平成 19 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。 
2007 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 点を重点に置き、事業内容をさらに拡充した。 
2007 年度の事業成果は以下の通りである。 

 
 
（1）事業運営体制の整備 
 
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 13 名からなる「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 事務局の設置と運営 

本事業の事務を円滑に進めるため、KIPS 事業推進事務局を設置し、常勤研究員 1 名お

よび非常勤研究員 1 名、事務補助員を雇用した。研究員は、本事業の RA 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、3 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体制の一環として、基礎演習

Ⅰ(研究動向)・Ⅱ(研究方法)を開講した。基礎演習Ⅰの授業では、政治学の研究分野ごと

の研究動向を、基礎演習Ⅱでは、担当者の専門学問領域における研究手法についてそれ

ぞれオムニバス形式で 4 名の教員と講師が授業を行い、履修者はそれぞれ分析能力向上

を目的とするレポートを作成した。 
 
 



② 専修ユニットの拡充 
2007 年度に新たに近代化研究、安全保障研究、市民意識研究の 3 つの専修ユニットを

導入した。EU 研究、東アジア研究、コミュニケーション研究、公共政策研究を含めて 7
つの専修ユニットを設置し、学内の他研究科や関連諸機関の設置科目も含めた領域横断

的な科目履修の体系化を図った。各ユニットには専任教員 1 名がコーディネーターとな

り、ユニット指定の科目や履修サンプルの作成を統括した。専修ユニットの本格的な導

入の成果として、2007 年度に専修ユニット履修者は 26 名に増加し、うち 5 名がディプ

ロマを取得した。 
 
③ 外国人招聘教授による講義の増設 
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、英語や中国語による授業を大幅に増設した。 
2007 年度は、「アメリカの東アジア政策」(F.ジャヌジ：米上院外交委員会上席アドバ

イザー)、「日韓関係の政治」(リ・ジョンフン：韓国延世大学国際大学院教授)、「近代日

本と中国」、「中国の近代化と日本」(黄自進：台湾中央研究院近代史研究所研究員)、「中

国政治外交論」、「日中関係論」(呉寄南：上海国際問題研究所学術委員会副主任・前日本

研究室長)、「韓国の政党と選挙」(ソン・ビョングォン：韓国中央大学校社会科学部准教

授)、「欧州政治統合論Ⅱ」(M.ライテラー：欧州委員会駐スイス大使)という専門領域・対

象地域が多岐にわたる 8 科目を開講した。 
国際水準の教育・研究に触れる機会を拡充することにより、大学院生の外国語で専門

的知識を習得し、議論する能力および国際水準の研究成果を発信する能力を向上させる

ことができた。 
 
④ 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 として雇用し、留学生の日

本語の博士論文を 2 本添削した。 
 
⑤ 就職支援 
大学院生の就職を支援する目的で、6 月に「キャリアアップサポートセミナー」を開催

するとともに、博士学位取得者をホームページ上で紹介した。 
 
⑥ 広報活動 
広報活動の一環として、法学研究科のカリキュラム等を概説した「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、国内外で政治学を開講している大学および研

究所、留学情報提供機関に送付した。またホームページ上で最新情報を提供するととも



に、年 3 回ニューズレターを発行し、事業の周知に努めた。 
 
⑦ 国際交流 
国内外の会議に大学院生を派遣し、内外の研究者との交流を通じて研究の質を向上さ

せるとともに、研究成果を国際的に発信する機会を提供した。 
 
⑧ 授業評価アンケートの実施 
基礎演習Ⅰ・Ⅱ、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。授業評価の結果を年度末に作成した事業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。 
 
 
 
※本稿は、文部科学書に提出した 2007 年度実績報告書の内容である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KIPS ホームページ紹介 
 
 
 KIPS は、魅力ある大学院教育イニシアティブ事業の広報活動の一環として、ホームペー

ジを開設し、積極的な情報提供を行ってきた。KIPS ホームページには、事業の概要、教育

プログラムの内容、新設科目の案内、基礎演習や外国人招聘教授による講義内容、講義の

感想、学位取得者紹介、事業成果報告等、KIPS が行ってきた活動内容が掲載されている。

その中でも、特に重点的に情報提供を行ってきた項目を紹介する。 
 

HP アドレス http://www.law.keio.ac.jp/~kips/ 
 
 
1. 教育プログラム 
 
教育プログラムの中核的な位置を占める、専修ユニット、基礎トレーニング支援プログ

ラム、外国人招聘教授による講義内容等が掲載されている。単なる教育プログラムの紹介

だけでなく、実際にそれらの教育プログラムを履修した学生側からのフィードバックとし

て、院生の感想をも併せて掲載することで、双方向の情報提供に努めている。 
 

トップページ 



 

 
専修ユニットの紹介 

 
院生の声（感想）の紹介 

 
 さらに、外国人招聘教授による講義では、各学期の通常講義や学期末の集中講義等の形

で新設科目として設立されることが多いため、授業概要・シラバス・参考文献等の最新情

報を随時掲載している。 
 

 
外国人招聘教授による講義の紹介 



2. 事業成果 
 
 KIPS は複数年にわたる事業のため、初年度（2006 年度）における取り組みをまとめた

2006 年度事業報告書をホームページ上においても掲載し、前年度においてどのようなこと

を行ってきたのかについて誰もが閲覧できるように公開している。 
 また、そのような年度全体の報告のみにとどまらず、季刊紙として「KIPS ニューズレタ

ー」を年 3 回発行し、それぞれの時期における最新の事業成果を紹介している。本ニュー

ズレターは、ホームページ上でも閲覧可能である。 
 

 
 

事業成果の紹介 
 
3. 学位取得者紹介 
 
博士課程修了者の就職活動を支援することを目的として、博士学位取得者の活動・業績

等を紹介している。 
 
 
 
 
 
 



専修ユニット履修プラン 
 
 
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

インを指す。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・研究を可能にするものであり、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がその目的である。 
従来から設置されていた EU 研究専修ユニットに加え、本事業採択とともに、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が、2007 年

度には、安全保障研究、近代化研究、市民意識研究の専修ユニットが新たに加わり、現在

は 7 つの専修ユニットが設置されている。 
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、指導教員の特殊演習 4 単位を含めて、16 単位以上を修得した大学院生には、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」が付与され

る。 
専修ユニット履修者は、2006 年秋学期には 16 名であったが、2007 年春学期には 26 名

に増加した。2007 年度には、そのうち 5 名が「ディプロマ」を取得した（EU 研究 3 名、

東アジア研究 1 名、コミュニケーション研究 1 名）。 
各専修ユニットには多数の認定科目がある。ここではまず、各専修ユニットのコーディ

ネーターが指定した認定科目を紹介する。次に、専修ユニット RA が、主に 2007 年度開講

科目の中から作成した履修プランを紹介する。 
専修ユニット RA が作成した履修プランは、専修ユニットの科目候補であり、1 つのモデ

ルにすぎないため、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の指

示を受けることが必要である。 
 
 
1. 「専修ユニット」認定科目 
 
❐「EU 研究」専修ユニット         コーディネーター：田中俊郎 
 

系列 担当教員 学期 科目名 単位 
法学研究科 田中俊郎 春・秋 国際政治論特殊演習 各 2 
法学研究科 田中俊郎 春 国際政治論特殊研究 2 
法学研究科 細谷雄一 春 国際政治論特殊研究 2 
法学研究科 細谷雄一 秋 国際政治論特殊演習(2006 年度) 2 



法学研究科 田中俊郎 春・秋 プロジェクト科目 I、Ⅱ・欧州統合 各 2 
法学研究科 小久保康之 春 国際政治論特殊研究 2 
法学研究科 赤木完爾 秋 国際政治論特殊研究 2 
法学研究科 添谷芳秀 春 国際政治論特殊研究 2 
法学研究科 ネモ他 春 ルイ・ヴィトン寄附講座（2006 年度) 2 
法学研究科 ヴェニンガー 秋 欧州政治統合論（2006 年度集中講義） 2 
法学研究科 庄司克宏 通年 外国法特殊研究（EU 法、博士課程） 4 

法学部 田中俊郎 春・秋 現代ヨーロッパの国際関係 I、Ⅱ 各 2 
法学部 吉武信彦 春 現代ヨーロッパの国際関係Ⅳ 2 
法学部 庄司克宏 春・秋 EU 法 I、Ⅱ 各 2 

経済学部 林秀毅 秋 Japan-EU Economic Relations 2 
※なお、2006 年度に田中俊郎、国際政治論特殊演習各 2 単位、プロジェクト科目Ⅱ（2006
年度プロジェクト科目）2 単位を履修・合格したものは、2007 年度においても履修は可能

であるが、専修ユニットの単位としては認定されない。その他塾内他研究科の科目等につ

いては指導教授・コーディネーターと個別相談する。 
 
 
❐「東アジア研究」専修ユニット       コーディネーター：国分良成 
 

系列 担当教員 学期 科目名 単位 

法学研究科 
小此木政夫 
西野純也 

春 地域研究論合同演習「朝鮮半島研究」 2 

法学研究科 国分良成 春 地域研究論特殊研究Ⅵ「日中関係史研究」 2 
法学研究科 添谷芳秀 春 国際政治論特殊研究「東アジア国際関係」 2 
法学研究科 山本信人 春 国際政治論特殊研究「東南アジア研究」 2 
法学研究科 高橋伸夫 春 地域研究論特殊研究Ⅵ「中国政治史研究」 2 

法学研究科 
国分・山本 
高橋・粕谷 

秋 地域研究論合同演習「アジア地域研究」 2 

法学研究科 国分良成 秋 
地域研究論特殊演習Ⅳ「中国政治外交研

究」 
2 

法学研究科 呉寄南 秋 「日中関係論」※ 2 
法学研究科 リ・ジョンフン 春 「日韓関係の政治」(英語) 2 

※外国人招聘教授（特別研究教員）による講義。 
 
 
 



❐「コミュニケーション研究」専修ユニット   コーディネーター：大石裕 
 

系列 担当教員 学期 科目名 単位 
法学研究科 鶴木眞･大石裕 春 マス･コミュニケーション論合同演習 2 
法学研究科 鶴木眞･大石裕 秋 マス･コミュニケーション論合同演習 2 
法学研究科 谷藤悦史 春・秋 政治・社会論特殊研究 各 2 
法学研究科 大石裕 春・秋 政治・社会論特殊研究 各 2 
法学研究科 大石裕 春・秋 政治・社会論特殊演習 各 2 
法学研究科 大井眞二 春・秋 政治・社会論特殊研究 各 2 

社会学研究科 菅谷実 通年 
コミュニケーション特論 
<コミュニケーション特殊研究>※ 

4 

社会学研究科 萩原滋 通年 
社会心理学特論 
<社会心理学特殊研究>※ 

4 

※カッコ内は、後期博士課程の講義名。 
 
❐「公共政策」専修ユニット         コーディネーター：小林良彰 
 
コース 系列 担当教員 学期 科目名 単位 

A・P 法学研究科 

小林良彰 
大山耕輔 
河野武司 
増山幹高 

春 
プロジェクト科目「公共政策論」Ⅲ 

（2006 年度） 
2 

A・P 法学研究科 

小林良彰 
大山耕輔 
河野武司 
増山幹高 

秋 
プロジェクト科目「公共政策論」Ⅳ 

（2006 年度） 
2 

A・P 法学研究科 
小林良彰 
大山耕輔 
河野武司 

春 プロジェクト科目「公共政策論」Ⅴ 2 

A・P 法学研究科 
小林良彰 
大山耕輔 
河野武司 

秋 プロジェクト科目「公共政策論」Ⅵ 2 

A・P 法学研究科 大山耕輔 秋 
政治・社会論特殊研究 

－行政学・政策研究・ガバナンス－ 
2 

A・P 法学研究科 河野武司 春 
政治・社会論特殊研究 

－合理的選択の政治学を読む－ 
2 



A・P 
 

法学研究科 
 

河野武司 
 
秋 
 

政治・社会論特殊研究 
－合理的選択の政治学を読む－ 

2 

A・P 
 

法学研究科 
 

増山幹高 
 
春 
 

日本政治論特殊研究 
－比較議会制度論－ 

2 

A 
 

法学研究科 
 

増山幹高 
 
秋 
 

日本政治論特殊演習 
－比較議会制度論－ 

2 

A・P 
 

法学研究科 
 

谷藤悦史 
 
春 
 

政治・社会論特殊研究 
－政治とマス・メディア研究－ 

2 

A・P 
 

法学研究科 
 

谷藤悦史 
 
秋 
 

政治・社会論特殊研究 
－世論研究－ 

2 

A・P 
 

法学研究科 
 

大井眞二 
 
春 
 

政治・社会論特殊研究 
－政治とメディアの新しい関係－ 

2 

A・P 
 

法学研究科 
 

大井眞二 
 
秋 
 

政治・社会論特殊研究 
－政治とメディアの新しい関係－ 

2 

P 
 

法学研究科 
 

小林節 
尾西雅博 
佐久間健一 
花岡信昭 

 
通年 

 

プロジェクト科目 
「公務員制度改革と民主主義」 

4 

A・P 法学部 石上泰州 春 統計情報処理Ⅰ 2 
A・P 法学部 石上泰州 秋 統計情報処理Ⅱ 2 
A・P 法学部 河村和徳 春 統計情報処理Ⅲ 2 
A・P 法学部 河村和徳 秋 統計情報処理Ⅳ 2 

P 経済学部 小澤太郎 秋集 公共経済学 4 
P 経済学部 池尾和人 通年 日本経済システム論 4 

※ A は、将来、研究者になることを志望する学生に薦める科目。 
  P は、将来、国家公務員など実務家になることを志望する学生に薦める科目。 
※※ その他、履修者の研究上、必要と思われる科目で広い意味で公共政策と関係するも

のについては、本人ならびに指導教授とコーディネーターが相談して追加する。 
 



❐「安全保障研究」専修ユニット     コーディネーター：赤木完爾 
 

系列 担当教員 学期 科目名 単位 

法学研究科 赤木完爾 春 
国際政治論特殊研究「安全保障研究の基

礎」 
2 

法学研究科 赤木完爾 秋 国際政治論特殊演習 2 
法学研究科 赤木完爾 春 プロジェクト科目 I・安全保障研究 2 

法学研究科 
田中俊郎 
細谷雄一 

春 プロジェクト科目 I・欧州統合 2 

法学研究科 
小此木政夫 
西野純也 

春 地域研究論合同演習 2 

法学研究科 添谷芳秀 春 国際政治論特殊研究 2 
法学研究科 細谷雄一 春 国際政治論特殊研究「外交史料の読み方」 2 
法学研究科 国分良成 春 地域研究論特殊研究 IV「日中関係史」 2 

法学研究科 山本信人 秋 
国際政治論特殊研究 
「Revisiting Asian Regionalism」 

2 

法学研究科 萩原能久 春・秋 
政治思想論特殊研究 
「正義の戦争と不正義の戦争」 

各 2 

法学研究科 玉井清 春・秋 日本政治論特殊研究「戦前昭和期の政治」 各 2 

法学研究科 
小林節 

小山内高行 
通年 憲法特殊演習「国際政治と日本国憲法」 4 

法学研究科 田村重信ほか 通年 憲法特殊講義「日本の安全保障講座」 4 
法学研究科 明石欽司 通年 国際法特殊講義 4 

法学研究科 
ジャヌジ・ 
フランク 

春 
アメリカの東アジア政策（United States 
Foreign Policy Toward East Asia：An 
Insider’s View）  

2 

法学研究科 リ・ジョンフン 春 日韓関係の政治(英語) 2 
法学部 赤木完爾 春 現代国際政治 II 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



❐「近代化研究」専修ユニット         コーディネーター：玉井清 
 

系列 担当教員 科目名 講義主題 

法学研究科 玉井清 
日本政治論特殊研究

（春）（秋） 
西園寺公望の政界観察談を通じて日

本の政治的近代化を考える 

法学研究科 玉井清 
日本政治論特殊演習

（春）（秋） 
日本の政治的近代化について各自の

研究から発表討論 

法学研究科 笠原英彦 
日本政治論合同演習

（春）（秋） 
 

法学研究科 岩谷十郎 法制史特殊研究 近代日本の法制史研究 

法学研究科 小此木政夫 
地域研究論特殊研究

Ⅴ（春） 
日韓、日朝関係史 

法学研究科 高橋伸夫 
地域研究論特殊研究

Ⅴ（春） 
近現代中国の政治文化 

法学研究科 霞信彦 法制史特殊講義Ⅰ 
明治一五年陸軍刑法について（※「法

制史（基礎）」・「法制史（日本）」の履

修済が必要） 

法学研究科 岩谷十郎 法制史特殊講義Ⅰ 
日仏法文化交流史（※初級フランス語

の知識が必要） 

法学研究科 霞信彦他 法制史合同演習 
近代日本法制史（※「法制史（基礎）」・

「法制史（日本）」の履修済が必要） 
法学研究科 森征一他 法制史総合合同演習 日本の近代法学形成過程の諸相 

文学研究科 井奥成彦 
日本史特殊講義ⅢB
（春） 

近代日本の社会経済史関係史料の購

読 

文学研究科 杉山伸也 
日本史特殊講義ⅢC
（春） 

英国からみた幕末・維新期の日本 

文学研究科 井奥成彦 
日本史特殊講義ⅣB
（秋） 

近代日本の社会経済史関係史料の購

読 

文学研究科 杉山伸也 
日本史特殊講義ⅣC
（秋） 

英国からみた幕末・維新期の日本 

文学研究科 江夏由樹 
東洋史特殊講義演習

ⅠA（春） 
近代中国東北地域における在地勢力

の台頭と土地問題 

文学研究科 並木頼寿 
東洋史特殊講義演習

ⅠB（春） 
近代中国の政治と社会 

文学研究科 江夏由樹 
東洋史特殊講義演習

ⅡA（春） 
近代中国東北地域における土地問題

と日本の企業活動 



文学研究科 並木頼寿 
東洋史特殊講義演習

ⅡB（秋） 
近代中国の政治と社会 

文学研究科 山道佳子 
西洋史特殊講義Ⅰ

（春） 
スペイン近現代政治文化史 

文学研究科 山道佳子 
西洋史特殊講義Ⅱ

（秋） 
スペイン近現代政治文化史 

社会学研究科 浜日出夫 社会学史特論 近代化論 

経済学研究科 杉山伸也 
欧米経済史・日本経

済史 
17世紀から1970年代までの日本経済

史 

経済学研究科 崔在東 
欧米経済史・日本経

済史 
近代から現代までの欧米経済史 

経済学研究科 小室正紀 
経済学史・思想史特

論 
明治 10 年代までの福澤諭吉の経済思

想 

経済学研究科 小室正紀 
経済学史・思想史特

論 
明治 20 年代以降における福澤諭吉の

経済思想 
国際センター

設置講座 
太田昭子他 

近代日本の対外交流

史（秋） 
 

国際センター

設置講座 
飯倉章 

政策決定、歴史的記

憶、人種から見る明

治期日本外交 
 

福澤研究セン

ター設置講座 
岩谷十郎他 近代日本研究Ⅰ（春） 『学問のすすめ』とその時代 

福澤研究セン

ター設置講座 
西澤直子 近代日本研究Ⅱ（秋） 

福澤の「一身独立」、「独立自尊」につ

いて 
福澤研究セン

ター設置講座 
寺崎修 

近代日本研究演習Ⅰ

（春） 
福澤の「分権論」、「通俗民権論」、「通

俗国権論」について 
福澤研究セン

ター設置講座 
松崎欣一 

近代日本研究演習Ⅱ

（秋） 
福澤書簡の研究 

福澤研究セン

ター設置講座 
西澤直子 

明治期日本女性論と

福澤諭吉Ⅰ（春） 
福澤の女性論について 

福澤研究セン

ター設置講座 
西澤直子 

明治期日本女性論と

福澤諭吉Ⅱ（秋） 
福澤の女性論について 

法学部 
（政治学科） 

鈴木朝生 
近代政治思想史Ⅰ

（春） 
ヨーロッパの歴史における政治と政

治思想の発展 
法学部 

（政治学科） 
鈴木朝生 

近代政治思想史Ⅱ

（秋） 
ヨーロッパの歴史における政治と政

治思想の発展 



法学部 
（政治学科） 

光田剛 
東洋政治思想史Ⅰ

（春） 
近代中国政治思想の展開 

法学部 
（政治学科） 

寺崎修 
日本政治思想史Ⅰ

（春） 
福澤諭吉の政治論 

法学部 
（政治学科） 

寺崎修 
日本政治思想史Ⅱ

（秋） 
福澤諭吉の政治論 

法学部 
（政治学科） 

玉井清 
近代日本政治史Ⅱ

（秋） 
原敬と立憲政友会 

法学部 
（政治学科） 

清水唯一朗 
近代日本政党史Ⅰ

（春） 
政党と官僚の近代化 

法学部 
（政治学科） 

清水唯一朗 
近代日本政党史Ⅱ

（秋） 
政党と官僚の近代化 

法学部 
（政治学科） 

新邦徹夫 日本行政史Ⅰ（春） 明治初期太政官制改革について 

法学部 
（政治学科） 

新邦徹夫 日本行政史Ⅱ（秋） 地方行政の史的展開について 

法学部 
（政治学科） 

吉田博司 
日本政治運動史Ⅰ

（春） 
明治維新について 

法学部 
（政治学科） 

吉田博司 
日本政治運動史Ⅱ

（秋） 
大正デモクラシーと昭和維新 

法学部 
（政治学科） 

玉井清 
近代日本政治史特殊

研究Ⅰ 
昭和戦前期の対独意識 

法学部 
（政治学科） 

玉井清 
近代日本政治史特殊

研究Ⅱ 
満州事変の衝撃と内外の反応 

法学部 
（政治学科） 

寺崎修 
日本政治思想史特殊

研究Ⅱ 
福澤諭吉の手紙 

法学部 
（政治学科） 

高橋伸夫 中国政治史Ⅰ 
アヘン戦争から辛亥革命までの中国

近代史 
法学部 

（政治学科） 
高橋伸夫 中国政治史Ⅱ 20 世紀前半の中国革命史 

法学部 
（政治学科） 

鈴木雄雅 
マス・コミュニケー

ション発達史Ⅰ（春） 
日本の近代化とジャーナリズム 
 

法学部 
（法律学科） 

岩谷十郎 法制史Ⅰ（日本）（春） 
明治時代以降の日本法の近代化過程

を論点的に考察する 
法学部 

（法律学科） 
國分典子 法思想史Ⅱ（秋） 近代における法思想と法学の発展 



法学部 
（法律学科） 

出口雄一 法制史演習（秋） 
大正・昭和戦前期および占領期の法制

史・法思想 
文学部 柳田利夫 日本史概説Ⅱ 近代日本の特徴について 
文学部 柳田利夫 日本史概説Ⅲ 近代日本の特徴について 
文学部 井奥成彦 古文書学 近代文書の読み方・扱い方 

文学部 中村尚史 日本史特殊 
地域史研究のフロンティア― 
比較地域史の試み― 

文学部 三谷博 日本史特殊 
日本史の中の普遍、19 世紀東アジア

の国際関係 
文学部 石丸由美 東洋史購読 A 近代オスマン社会の変容 
文学部 山本英史 東洋史概説Ⅱ 中国近世近代史 
文学部 田中比呂志 東洋史特殊 H 近代中国の国家建設と社会の変化 

文学部 山道佳子 西洋史概説Ⅲ 
スペインから見たヨーロッパ近現代

史 
文学部 原信芳 西洋史特殊 A 1920 年代の欧米諸国 
文学部 前田更子 西洋史特殊 F 近代フランスの国家と社会 

文学部 小川浩一 
特殊研究Ⅰ・Ⅱ（春）

（秋） 
日本の近代化とマス･メディア 

経済学部 柳沢遊 近代日本と東アジア 
近代日本と東アジア諸地域との相互

関係 
※ 本履修科目案は大部分 2006 年度の履修案内に基づいて作成している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



❐「市民意識研究」専修ユニット        コーディネーター：有末賢 
 

系列 担当教員 学期 科目名 単位 

法学研究科 
小林・有末 
河野・澤井 

秋 
プロジェクト科目Ⅰ・市民意識研究

Ⅰ 
2 

法学研究科 有末賢 春 
政治・社会論特殊研究社会調査論 
（質的研究） 

2 

法学研究科 有末賢 秋 
政治・社会論特殊研究社会調査論 
（質的研究） 

2 

法学研究科 有末賢 春 政治・社会論特殊演習 2 
法学研究科 有末賢 秋 政治・社会論特殊演習 2 
法学研究科 関根政美 春 政治・社会論特殊演習 2 
法学研究科 関根政美 秋 政治・社会論特殊演習 2 

法学研究科 霜野寿亮 春 
政治・社会論特殊研究 
（社会学理論研究） 

2 

法学研究科 霜野寿亮 秋 
政治・社会論特殊研究 
（社会学理論研究） 

2 

法学研究科 澤井敦 春 
政治・社会論特殊研究 
（不安・リスク・モダニティ） 

2 

法学研究科 澤井敦 秋 
政治・社会論特殊研究 
（不安・リスク・モダニティ） 

2 

法学研究科 James L. McClain 秋 東京の近代（英語） 2 

法学研究科 谷藤悦史 春 
政治・社会論特殊研究 
（政治とマスメディア研究） 

2 

法学研究科 谷藤悦史 秋 
政治・社会論特殊研究 
（政治とマスメディア研究） 

2 

法学研究科 吉野耕作 春 
政治・社会論特殊研究 
（ナショナリズムとグローバル化） 

2 

法学研究科 吉野耕作 秋 
政治・社会論特殊研究 
（ナショナリズムとグローバル化） 

2 

社会学研究科 浜日出夫 通年 社会学史特論 4 
社会学研究科 藤田弘夫 通年 社会学特論 4 
社会学研究科 渡辺秀樹 通年 社会学特論 4 
社会学研究科 橋本和孝 通年 社会学特論 4 
社会学研究科 倉沢・清水 通年 社会史演習 4 
 



2. 専修ユニット RA 作成の履修プラン 
 
❐「EU 研究」専修ユニット 
 
【プラン 1 】 

系列 担当教員 学期 科目名 単位 
法学研究科 田中俊郎 春•秋 国際政治論特殊演習 各 2 
法学研究科 田中俊郎 春 国際政治論特殊研究 2 
法学研究科 細谷雄一 春 国際政治論特殊研究 2 

法学研究科 
田中俊郎 
細谷雄一 

春•秋 プロジェクト科目 I、II・欧州統合 各 2 

法学研究科 小久保康之 春 国際政治論特殊研究 2 
法学研究科 赤木完爾 秋 国際政治論特殊研究 2 

 
 
 
 
【プラン 2 】 

系列 担当教員 学期 科目名 単位 
法学研究科 小久保康之 春 国際政治論特殊研究 2 
法学研究科 田中俊郎 春 国際政治論特殊演習 2 
法学研究科 田中俊郎 春 国際政治論特殊研究 2 

法学研究科 
田中俊郎 
細谷雄一 

春 プロジェクト科目 I・欧州統合 2 

法学研究科 細谷雄一 春 国際政治論特殊研究 2 
法学研究科 田中俊郎 秋 国際政治論特殊演習 2 

法学研究科 
田中俊郎 
細谷雄一 

秋 プロジェクト科目 II・欧州統合 2 

経済学部 林秀毅 秋 Japan-EU Economic Relations 2 
 
 
 
 
 
 
 



❐「東アジア研究」専修ユニット 
 
【プラン 1 】 

系列 担当教員 学期 科目名 単位 

法学研究科 
小此木政夫 
西野純也 

春 地域研究論合同演習 2 

法学研究科 国分良成 春 地域研究論特殊研究Ⅵ 2 
法学研究科 添谷芳秀 春 国際政治論特殊研究 2 
法学研究科 高橋伸夫 春 地域研究論特殊研究Ⅵ 2 
法学研究科 山本信人 秋 国際政治論特殊研究 2 
法学研究科 国分良成 秋 地域研究論特殊演習Ⅳ 2 
法学研究科 呉寄南 秋 「日中関係論」 2 
法学研究科 リ・ジョンフン 春 「日韓関係の政治」(英語) 2 

 
 
【プラン 2 】 

系列 担当教員 学期 科目名 単位 

法学研究科 
小此木政夫 
西野純也 

春 地域研究論合同演習 2 

法学研究科 国分良成 春 地域研究論特殊研究Ⅵ 2 
法学研究科 添谷芳秀 春 国際政治論特殊研究 2 
法学研究科 高橋伸夫 春 地域研究論特殊研究Ⅵ 2 

法学研究科 

国分良成 
山本信人 
高橋伸夫 
粕谷裕子 

秋 地域研究論合同演習 2 

法学研究科 国分良成 秋 地域研究論特殊演習Ⅳ 2 
法学研究科 呉寄南 秋 「日中関係論」 2 
法学研究科 リ・ジョンフン 春 「日韓関係の政治」(英語) 2 

 



❐「コミュニケーション研究」専修ユニット 
 
【プラン１】 

系列 担当教員 学期 科目名 単位 
法学研究科 大井眞二 春 政治・社会論特殊研究 2 
法学研究科 大石裕 春 政治・社会論特殊研究 2 
法学研究科 大石裕 春 政治・社会論特殊演習 2 

法学研究科 
鶴木眞 
大石裕 

春 マス･コミュニケーション論合同演習 2 

法学研究科 大井眞二 秋 政治・社会論特殊研究 2 
法学研究科 大石裕 秋 政治・社会論特殊研究 2 
法学研究科 大石裕 秋 政治・社会論特殊演習 2 

法学研究科 
鶴木眞 
大石裕 

秋 マス･コミュニケーション論合同演習 2 

 
 
【プラン 2 】 

系列 担当教員 学期 科目名 単位 

法学研究科 
鶴木眞 
大石裕 

春 マス･コミュニケーション論合同演習 2 

法学研究科 
鶴木眞 
大石裕 

秋 マス･コミュニケーション論合同演習 2 

法学研究科 大石裕 春 政治・社会論特殊演習 2 
法学研究科 大石裕 秋 政治・社会論特殊演習 2 
法学研究科 大石裕 春 政治・社会論特殊研究 2 
法学研究科 大石裕 秋 政治・社会論特殊研究 2 
法学研究科 谷藤悦史 春 政治・社会論特殊研究 2 
法学研究科 谷藤悦史 秋 政治・社会論特殊研究 2 

 
 



❐「公共政策研究」専修ユニット 
 
【プラン１】 
コース 系列 担当教員 学期 科目名 単位 

Ａ・Ｐ 法学研究科 

小林良彰 
大山耕輔 
河野武司 
増山幹高 

春 
プロジェクト科目「公共政策論」Ⅲ 

（2006 年度） 
2 

Ａ・Ｐ 法学研究科 

小林良彰 
大山耕輔 
河野武司 
増山幹高 

秋 
プロジェクト科目「公共政策論」Ⅳ 

（2006 年度） 
2 

Ａ・Ｐ 法学研究科 
小林良彰 
大山耕輔 
河野武司 

春 プロジェクト科目「公共政策論」Ⅴ 2 

Ａ・Ｐ 法学研究科 
小林良彰 
大山耕輔 
河野武司 

秋 プロジェクト科目「公共政策論」Ⅵ 2 

Ａ・Ｐ 
 

法学研究科 
 

河野武司 
 
春 
 

政治・社会論特殊研究 
－合理的選択の政治学を読む－ 

2 

Ａ・Ｐ 
 

法学研究科 
 

河野武司 
 
秋 
 

政治・社会論特殊研究 
－合理的選択の政治学を読む－ 

2 

Ａ・Ｐ 
 

法学研究科 
 

谷藤悦史 
 
春 
 

政治・社会論特殊研究 
－政治とマス・メディア研究－ 

2 

Ａ・Ｐ 
 

法学研究科 
 

谷藤悦史 
 
秋 
 

政治・社会論特殊研究 
－世論研究－ 

2 

 
 
 
 
 
 



❐「安全保障研究」専修ユニット 
 
【プラン１】 

系列 担当教員 学期 科目名 単位 
法学研究科 赤木完爾 春 国際政治論特殊研究 2 
法学研究科 赤木完爾 秋 国際政治論特殊演習 2 
法学研究科 赤木完爾 春 プロジェクト科目 I・安全保障研究 2 

法学研究科 
小此木政夫 
西野純也 

春 地域研究論合同演習 2 

法学研究科 山本信人 秋 国際政治論特殊研究 2 
法学研究科 萩原能久 春・秋 政治思想論特殊研究 各 2 
法学研究科 リ・ジョンフン 春 日韓関係の政治(英語) 2 

法学研究科 
ジャヌジ・ 
フランク 

春 
「アメリカの東アジア政策（United 
States Foreign Policy Toward East 
Asia：An Insider’s View）」 

2 

 
【プラン 2 】 

系列 担当教員 学期 科目名 単位 

法学研究科 
小此木政夫 
西野純也 

春 地域研究論合同演習 2 

法学研究科 国分良成 春 地域研究論特殊研究 2 
法学研究科 添谷芳秀 春 国際政治論特殊研究 2 
法学研究科 山本信人 秋 国際政治論特殊研究 2 
法学研究科 小此木政夫 秋 Regional Governance In East Asia 2 
法学研究科 赤木完爾 春 国際政治論特殊研究 2 
法学研究科 赤木完爾 春 プロジェクト科目Ⅰ・安全保障研究 2 

法学研究科 
田村重信 
長島昭久 
高橋憲一 

通年 憲法特殊講義「日本の安全保障講座」 2 

 



❐「近代化研究」専修ユニット 
 
【プラン１】 

系列 担当教員 学期 科目名 単位 

法学研究科 
笠原英彦 
寺崎修 
玉井清 

春 日本政治論合同演習 2 

法学研究科 
笠原英彦 
寺崎修 
玉井清 

秋 日本政治論合同演習 2 

法学研究科 玉井清 春 日本政治論特殊研究 2 
法学研究科 玉井清 秋 日本政治論特殊研究 2 
法学研究科 岩谷十郎 通年 法制史特殊講義Ⅱ 4 
法学研究科 黄自進 秋 「近代日本と中国」 2 
法学研究科 黄自進 秋 「中国の近代化と日本」 2 

 
 
【プラン 2 】 

系列 担当教員 学期 科目名 単位 
法学研究科 玉井清 春 日本政治論特殊研究 2 

法学研究科 
笠原英彦 
寺崎修 
玉井清 

春 日本政治論合同演習 2 

法学研究科 
小林節 
竹田恒泰 

通 プロジェクト科目・憲法と天皇制 ４ 

法学研究科 西澤直子 春 明治期日本女性論と福沢諭吉Ⅰ 2 
法学研究科 玉井清 秋 日本政治論特殊研究 2 

法学研究科 
笠原英彦 
寺崎修 
玉井清 

秋 日本政治論合同演習 2 

法学研究科 西澤直子 秋 明治期日本女性論と福沢諭吉Ⅱ 2 
 
 
 
 
 



❐「市民意識研究」専修ユニット 
 
【プラン１】 

系列 担当教員 学期 科目名 単位 
法学研究科 関根政美 春 政治・社会論特殊演習 2 
法学研究科 関根政美 春 政治・社会論特殊研究 2 
法学研究科 澤井敦 春 政治・社会論特殊研究 2 
法学研究科 有末賢 春 政治・社会論特殊研究 2 
法学研究科 関根政美 秋 政治・社会論特殊演習 2 

法学研究科 

小林良彰 
有末賢 
河野武司 
澤井敦 

秋 プロジェクト科目 I・市民意識研究 I 2 

法学研究科 関根政美 秋 地域研究論特殊研究 VI 2 
法学研究科 澤井敦 秋 政治・社会論特殊研究 2 
法学研究科 有末賢 秋 政治・社会論特殊研究 2 

 
 
【プラン 2 】 

系列 担当教員 学期 科目名 単位 

法学研究科 

小林良彰 
有末賢 
河野武司 
澤井敦 

秋 プロジェクト科目Ⅰ・市民意識研究Ⅰ 2 

法学研究科 関根政美 春 政治・社会論特殊演習 2 
法学研究科 関根政美 秋 政治・社会論特殊演習 2 
法学研究科 有末賢 春 政治・社会論特殊研究 2 
法学研究科 有末賢 秋 政治・社会論特殊研究 2 
法学研究科 吉野耕作 春 政治・社会論特殊研究 2 
社会学研究科 渡辺秀樹 通年 社会学特殊研究(社会学特論) 4 
 
 
 
 
 



外国人招聘教授による講義 
 
                                   

KIPS では前年度に引き続き、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 6 名の研究者・実務家を招聘した。2007 年度には、英語・中国語・日本語

による講義を 8 科目設置した。2007 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。 
 
 

1. 春学期講義「アメリカの東アジア政策」（United States Foreign Policy toward East 
Asia: An Insider’s View） 
 

2007 年度春学期には、米上院外交委員会上席アドバイザーのフランク・ジャヌジ君によ

る講義「アメリカの東アジア政策」が開講された。 
 

講義名 アメリカの東アジア政策（United States Foreign Policy toward 
East Asia：An Insider’s View） 

講師名 フランク・ジャヌジ（Frank Jannuzi） 

学期名 2007 年度 春学期 

言語 英語 

単位認定 2 単位 

 
■□講義内容 

This course will examine the key trends in U.S. foreign policy toward East Asia 
beginning with the Vietnam War and proceeding to President Nixon’s strategic opening 
to China in 1972, and ending with the first and second North Korean nuclear crises. The 
course will examine how the White House, State Department, CIA, the military, 
Congress, think tanks, non-governmental organizations, and the private sector all play 
in a role in shaping U.S. foreign policy. 

Students will trace the evolution of U.S. foreign policy toward East Asia from the Cold 
War and the “strategic triangle” to the present era of globalization. The course will 
reveal the inner workings of the U.S. government foreign policy establishment. We will 
pay particular attention to U.S.-China relations. The role of the U.S.-Japan Alliance 



will be woven into our analysis of America’s shifting goals and priorities in East Asia. 
 Classes will include some lecture material, but will primarily be devoted to group 
discussion, examination of case studies. 

  
◇Literature  
Stephen E. Ambrose, Rise to Globalism: American Foreign Policy since 1938, Allen Lane, 

The Penguin Press, 1971.  
David Halberstam, The Best and the Brightest, Random House, 1972. 
James Mann, About Face: A History of America’s Curious Relationship with China from 

Nixon to Clinton, Alfred A. Knopf, 1999.  
Leon V. Sigal, Disarming Strangers: Nuclear Diplomacy with North Korea, Princeton 

University Press, 1998.  
Don Oberdorfer, The Two Koreas: A Contemporary History, Basic Books, 1999. 

 

 
フランク・ジャヌジ君の授業風景 

 
 
■□学生の感想 
                               林大輔（博士課程）

  
慶應の大学院で政治学を学ぶ大きな特色のひとつとして、単に学問的な講義のみならず、

実際の政策形成の最前線に携わっている方々から直接学ぶ機会に恵まれている、というこ

とが挙げられよう。そのなかでも、アメリカの対東アジア外交政策を勉強するのに、フラ



ンク・ジャヌジ先生はまさに適任というべき素晴らしい先生であった。 
ジャヌジ先生は、米国務省情報調査局（Bureau of Intelligence and Research, U.S. 

Department of State）や米上院外交委員会（U.S. Senate Committee on Foreign 
Relations）において、対東アジア外交・安全保障専門家として長く活躍してきた人物であ

る。彼は 2007 年 2 月に発表された「アーミテージ・レポート II」においても執筆を担当

した 1 人である。また最近では 2007 年 4 月に外交評議委員会による米中関係に関する政策

提言をまとめる上でディレクターを果たすほどのキャリアを誇る。次の大統領選挙におい

て民主党政権が成立した際には、政権内部において対東アジア外交の中核を担う人物の一

人とも目されている。 
そのような注目すべきキャリアの中で、1 年間日立フェローとして来日した際に慶應で授

業を持って下さったことに、受講生一同感銘を受けたものであった。 
本授業は、主に 60 年代のベトナム戦争、70 年代の米中接近、そして 90 年代から 00 年

代の朝鮮半島危機の 3 つに焦点を当て、アメリカの東アジア外交を学ぶものであった。そ

して、それぞれのアメリカ政府内の政策形成の現場でどのような動きがあり、またどのよ

うな葛藤や認識を抱えながら事態が推移していったのかを、受講生自らも政策現場の人間

の視点をもちながら学んでゆく、というものであった。 
その大きな特色のひとつにコースの最後に実施した「6 カ国協議（six-party talks）」の

シミュレーションがある。受講生全員が 6 カ国それぞれの国の代表（2 人ペアで実施）とし

て役割を与えられ、政府からの基本的な指示に基づいて（ジャヌジ先生が簡単な政府指令

を事前に発令・手交）、それぞれの国の国益と優先事項を認識しながら、交渉の場に臨む―

―というスタイルのものであった。受講生は、それぞれの国の代表ペアとしての意識統一

や、国益と優先事項の確認、さらには他国の外交戦略を想定しながら自国がどのように行

動すべきかを綿密に打ち合わせて、実際の会議に臨む。このような試みは、他の授業では

経験し得ないものであり、知識や書籍だけの世界では得ることができないものであった。 
ジャヌジ先生自身、朝鮮半島危機の際に実際に寧辺の核施設を視察したり、ソウルの青

瓦台や外務省等でブリーフィングを行う等の経験を持っている。それゆえ、実際の経験に

基づいた非常に中身の濃い話を数多く頂いた。また、コース期間中アメリカの政策関係者

の一員として、カンボジアや済州島等へ短期出張に行く等の激務をこなしつつも、我々学

生に対しては非常に親切に接して下さり、シビアな内容を伴いつつも家庭的な雰囲気の中

で授業が進められた。 
ジャヌジ先生は、「アメリカがアジアに対して何を期待し、その中で日本がどのような役

割を果たしてゆくべきか、受講生に考えてもらうのに良い機会であった」と語った。中国

の台頭や朝鮮半島問題の進展、さらには東アジア共同体構想の発展に伴って、これからの

日本が主体的かつ協調的に、どのような責任ある役割を模索してゆくべきか、我々はさら

に考えてゆかねばならないだろう。そのような中で、本授業が持つ意味は非常に大きいも

のであったと確信している。 



2. 春学期講義「日韓関係の政治」（The Politics of Korea-Japan Relations: The Diplomatic 
Normalization and Beyond） 

 
 2007 年度春学期にはまた、韓国延世大学国際大学院教授のリ・ジョンフン君による講義

「日韓関係の政治」が開講された。 
 

講義名 日韓関係の政治（The Politics of Korea-Japan Relations: The 
Diplomatic Normalization and Beyond） 

講師名 リ・ジョンフン（Lee Jung-Hoon） 

学期名 2007 年度 春学期 

言語 英語 

単位認定 2 単位 

 
■□講義内容 

This course aims to give an introductory survey of Korean-Japanese relations, with 
special reference to the post-1945 period. Course discussions will inevitably touch on 
some of the major historical events, particularly the colonial period (1910-1945), but the 
focus will remain on the analysis of post-colonial affairs. The diplomatic normalization 
process, as such, is treated as one of the most important developments since Korea’s 
independence, linking the past and the present. Within the broader framework of the 
bilateral relationship, each country's political culture, foreign policy decision-making, 
socio-economic background, and pertinent international relations will also be examined 
closely. Towards the end of the course, it is hoped that the students will have acquired a 
sound understanding not only of this complex bilateral relations, but also of the 
dynamics of domestic political developments. 
  

◇シラバス  

Session 1: INTRODUCTION 
Korean-Japanese Relations in Perspective 
Historical Survey of the Pre- Colonial Period 
East Asia at Crossroads: The 19th Century  

Session 2: COLONIAL PERIOD AND ITS AFTERMATH 
Western Imperialism & East Asia 



Colonization of Korea 
Japanese Colonial Policy 
Pacific War 
Korea Divided 
The U.S. Occupation Policies toward Korea & Japan  

Session 3: COLD WAR IN ASIA 
Korean War 
The San Francisco Peace Treaty 
ROK-Japan Diplomatic Negotiations  

Session 4-5: THE SYNGMAN RHEE ERA & THE TRANSITION PERIOD 
Issues and Problems on the Negotiations Agenda 
(Basic Relations; Property Claims; Korean Residents in Japan; 
Fishery/Peace Line Dispute; and Takeshima 竹島) 
The Kubota Affair 
The Fall of Rhee 
Chang Myon and his Pro-Japan Policy 
Ikeda’s “Low Posture” Policy 

Session 6-7: THE EMERGENCE OF PARK CHUNG HEE & THE 
CONCLUSION OF THE TREATY 
Park and Japan 
Public Opinion 
Conservative Factionalism 
The U.S., Vietnam and the ROK-Japan Talks 
The Signing of the Treaty 
The Ratification of the Treaty 

Session 8-9: ECONOMIC INTERDEPENDENCE & SOCIO-POLITICAL 
FACTORS 
Post-Normalization Economic Relations 
Trade Issues and Problems 
Aid, Investment and Technology 
Loan Negotiations 
The Korean Residents Issue 
Attitudinal Change 
The Threat of Cultural Invasion  



Session 10-11: SECURITY LINK 
The Great Power Linkages 
Shifting Bilateral and Multilateral Relations 
The North Korean Factor 
Prospects for Korean-Japanese Relations 
Security Regime in Northeast Asia 

Session 12: OLD ISSUES, NEW PROBLEMS 
EEZ 
Tokdo(独島) 
Comfort Women 
Japanese Militarism 

 

◇Literature  
Bruce Cumings, Korea’s Place in the Sun : A Modern History, W.W. Norton, 2005.  
John K. Emmerson, Arms, Yen & Power: The Japanese Dilenma, Associated Faculty Pr 

Inc, 1971. 
Gregory Henderson, Korea: The Politics of the Vortex, Harvard University Press, 1968. 
Kwan Bong Kim, Korea-Japan Treaty Crisis, and the Instability of the Korean Political 

System, New York, 1971. 
Cole & Lyman, Korean Development, Harvard University Press , 1971. 
Kim, Hong Nack, “Japan’s Policy toward the Korean Peninsula since 1965” in Tae- 

Hwan Kwak, The Two Koreas in World Politics, Kyungnam University Press, 1983. 
Myung-Ki Kim,“A Study on Legal Aspects of Japan’s Claim to Tokdo,” Korean Observer, 

Vol.28, No.3, 1997. 
Yoo Young Ock, “A Research into Historical Justification of Disputed Territorial Claims 

to Tokto Islets between Korea and Japan,” East Asian Review, Vol.8, No.2, 1996. 
Jin-Hyun Paik, “Exclusive Economic Zones in Northeast Asia,” Korean and World 

Affairs, Vol.21, No3, 1997. 
Mark J. Valencia, “Asia, the Law of the Sea and International Relations,” International 

Affairs, Vol.73, No.2, 1997. 
George Hicks, The Comfort Women :Japan's Brutal Regime of Enforced Prostitution in 

the Second World War, W.W. Norton, 1997. 



 

リ・ジュンフン君の授業風景 

 

 

 ■□学生の感想 
                               李奇泰（博士課程） 

 
「近くて遠い国」と呼ばれる、日本と韓国の近現代関係史を扱った「日韓関係の政治」

は、リ・ジュンフン先生の講義と、受講生のチーム・プレゼンテーションという二つの形

で進められた。 
講義は、大韓民国の成立前と後に区分して進められた。主な講義内容は、大韓民国の成

立後、日韓関係が正常化する過程で生じた両国間の対立と発展に関するものであった。日

韓間で複雑な対立と協力が生じた原因は、日本の「開国」に代表される 19 世紀における日

韓交流、および植民地時代にさかのぼるという内容であった。 
後半の授業では、日韓の政治・経済・文化をテーマとして、受講生が 3 つのチームに分

かれ、パワーポイント等を使用してチーム・プレゼンテーションが行なわれた。ともすれ

ば退屈になりがちな受動的な講義だけでなく、受講生が自ら問題意識を持って英語での発

表および討論を行った。 
日韓間には、未だに歴史・政治問題にみられる否定的な対立要因が存在しているので、

韓国における日本文化の開放、および日本国内の「韓流」といった日韓間の活発な文化交

流に関する議論は、個人的には、発展的・未来指向的な両国関係の将来像を考えるよい機

会になったと思う。 
最後に、今回の授業で最もよかった点は、受講生の構成および授業態度である。日本人

や韓国人だけでなく、多様な国籍の受講生が積極的に授業に参加し、意見を述べたことに



より、日本から、あるいは韓国からという視点だけでなく、グローバルな、客観的かつ幅

広いものの見方を学ぶことができた。このことは、日韓関係に対する視野を広げるのにた

いへん役立ったと思う。 
 
 
3. 秋学期講義「近代日本と中国」 

 
2007 年度秋学期には、台湾中央研究院近代史研究所研究員の黄自進君による講義「近代

日本と中国」および「中国の近代化と日本」が開講された。 
 

講義名 近代日本と中国 

講師名 黄自進 （Huang Tzu-Chin） 

学期名 2007 年度 秋学期 

言語 日本語 

単位認定 2 単位 

 

■□講義内容 

近代日本の中国に対する考えは「アジア主義」に象徴されるが、これは大きく二つに分

けることが出来るであろう。すなわち、大陸拡張論と、日中提携論である。アジア主義に

関する研究が行われる場合、前者の大陸拡張論に焦点を当てる研究に比し、後者の日中提

携論に焦点を当てる研究については必ずしも進捗を見ていない。  

 このため、本講義の目的は、中国革命に深く関与した人物の中でも、日中提携論を唱え

た人々に注目し、彼らの理想、および思想の形成過程を明らかにしようとするものである。

さらに、この講義を通じ、明治時代から第二次大戦に至るまでの期間における対中策をめ

ぐる日本の国内政治の対立図式も理解しようと考えている。 

 
◇シラバス  
 

1. 授業の目的を紹介しながら、かかる問題意識を検討（計 4 回）  

2. テキストを参照しながらの討議（計 5 回）  

3. 履修者各自の上記研究テーマに関連する研究の報告と討議（計 4
回） 

 



◇参考文献 
上村希美雄『宮崎兄弟伝：アジア篇：上、中、下』（葦書房、1999 年） 
吉野作造『吉野作造選集８』（岩波書店、1996 年） 
三谷太一郎『大正デモクラシー論』（中央公論社、1974 年） 
趙軍『大アジア主義と中国』（亜紀書房、1997 年） 
時任英人『明治期の犬養毅』（芙蓉書房、1996 年） 
衛藤瀋吉『衛藤瀋吉著作集第 3 巻：二十世紀日中関係史』（東方書店、2004 年） 
中村勝範編『満州事変の衝撃』（勁草書房、1996 年） 
佐藤東洋士・李恩民編著『東アジア共同体の可能性―日中関係の再検討』（御茶の水書房、

2006 年） 
黄自進『吉野作造対近代中国的認識と評価：1906-1932』（中央研究院近代史研究所、1995
年） 

黄自進『北一輝的革命情結：在中日両国従事革命的歴程』（中央研究院近代史研究所、2001
年） 

 

 
黄自進君の授業風景 

 

 ■□学生の感想 
                               手嶋有紀（修士課程） 
  
台湾から黄先生をお迎えして、近代日本と近代中国に関する様々なテキストを読み進め

皆で議論を行った。その中でも一番印象的だったのは中国の近代天皇制に対する見方であ



った。皇帝と天皇という似て非なる制度を持っている両国だが、その権力やあり方は大き

く異なっており、それがお互いの国に対する見方にも影響していた。特に昭和天皇に対す

る中国人の考え方については、単なる感情論だけで理解できるものではなく、「皇帝」とい

うものに対する概念の違いや天皇制に対する理解度からも検討することができ、大いに興

味深かった。また、明治天皇観においては中国人の複雑な感情を垣間見ることができ、今

後とも検討していく必要があると感じた。 
この授業では、天皇観にとどまらず近代の中国と日本の関係を記しているたくさんのテ

キストを読んできたが、改めてお互いに対する理解不足というものを痛感させられること

となった。現代においては一見すると仲が悪いようにみえる両国だが、実は近代以降も常

にお互いに刺激を与え続けてきた。このことを少しでも知ることによって、相手に親しみ

がわき、今後よりよい関係を築いていけるのではないだろうか。さらにこの授業は中国だ

けでなく、日本を改めて見つめなおすいい契機ともなった。黄先生は日本人が思いつかな

い日本の長所を挙げて下さり、新たな発見がいくつもあった。国際関係を考える上で、自

国を知ることがいかに大切なのかを感じることとなった。今後とも日中関係については、

この講義で得た知識をふまえながら、常に課題として考え続けていけたらと思っている。 
 
 
4. 秋学期講義「中国の近代化と日本」 

 

講義名 中国の近代化と日本 

講師名 黄自進 （Huang Tzu-Chin） 

学期名 2007 年度 秋学期 

言語 日本語 

単位認定 2 単位 

 
■□講義内容 

1912 年 1 月、近代「国民国家」を創出することを目指した中華民国が創立された。中華

民国成立の基盤は、この前年、1911 年 10 月の辛亥革命を通じて築かれた。辛亥革命を遂

行した組織は、1905 年に東京で結成された同盟会であり、当時この革命団体に参加したメ

ンバーは、中国各地から日本に留学していた青年たちであった。これらの留学生が、日本

で近代文明の教育を受けることによって革命家になったこと、および同盟会が日本を拠点

として革命を計画したことからすれば、日本は、中国近代化に思想的基盤を提供し、近代

化されたモデルを展示する空間を提供したということができる。  
 かかる経緯に鑑みれば、伝統中国の近代中国への文明史的転換において日本の役割は無



視出来ない存在であったことがわかり、中国の近代化過程には、あらゆる分野で日本の姿

を見ることができるのである。  
 本講義の目的は、中国がいかにして日本を媒介として西洋近代文明を受容したか、また、

中国の留日学生がいかに日本の明治維新に刺激され、日本の近代化の経験に立脚し中国の

改革を実現しようとしたか、さらには革命に従事していったかに注目しながら、中国の近

代化における日本の位置づけを明らかにしたい。また、このような密接な交流関係が近代

の日中関係史においていかに位置づけられるかにについても考察したい。 
 

◇シラバス  

1. 授業の目的を紹介しながら、かかる問題意識を検討（計 4 回）  

2. テキストを参照しながらの討議（計 5 回）  

3. 履修者各自の上記研究テーマに関連する研究の報告と討議 
（計 4 回） 

 
◇参考文献 
狭間直樹『梁啓超：西洋近代思想受容と明治日本』（みすず書房、1999 年） 
厳安生『日本留学精神史：近代中国知識人の軌跡』（岩波書店、1992 年） 
宋教仁著、松本英紀訳注『宋教仁日記』（同朋舎、1989 年） 
中村哲夫『同盟時代：中国同盟会の成立過程の研究』（人文書院、1992 年） 
鈴木智夫『近代中国と西洋国際社会』（汲古書院、2007 年） 
孫文研究会編『辛亥革命の多元構造』（汲古書院、2003 年） 
兪辛焞『孫文の革命運動と日本』（六興出版、1989 年） 
嵯峨隆『中国黒色革命論：師復とその思想』（社会評論社、2001 年） 
吉野作造『吉野作造選集 7』（岩波書店、1995 年） 
黄自進編『蒋中正先生留日学習実録』（中正文教基金会、2001 年） 
 
 

■□学生の感想  
甲原潤之介（修士課程） 

 
この講義では、主に中国側の視点から近代日本政治史、東アジア史について検討した。

講義は文献の輪読と、受講者と先生の討論によって進められ、文献は受講者各々が自身の

研究テーマにつながるものを選んだり、黄先生が推薦された本を利用した。講義の中心的

なテーマは、辛亥革命期の中国と、革命運動に関わった日本人についての検討であったが、

この論点に限らずあらゆる問題点について非常に幅広い議論が行われた。歴史的には古代



から現代までが議論の対象になり、また地理的には満州や朝鮮のことも話題に上った。東

アジアの歴史についての様々な意見交換を、日本人である受講者と台湾人である先生との

間で行ったことは、非常に有益だった。先生は、日本研究をしていると見落としがちな、

しかし中国史上では大きく扱われる人物や事象についていろいろと紹介してくださり、ま

たこれからの研究活動にも大いに生かせそうな助言もくださった。東アジア諸国間での歴

史認識の食い違いについては、近年でも論議の絶えない問題であり、各国の研究者同士の

交流がこれから盛んに行われていかなければならないと思うが、この講義は国境を越えた

研究交流の第一歩ともなるような、非常に有意義なものであった。 
また講義では、日本政治史という研究分野から離れ、日中・日台の文化交流という視点

から、身近な話題についても意見交換ができた。黄先生は非常に気さくな方で、ご自身の

日本や台湾での経験についてもいろいろと話してくださり、このことも講義の大きな楽し

みであった。 
 
 
5. 秋学期講義「中国政治外交論」 

 

 2007 年度秋学期にはまた、上海国際問題研究所学術委員会副主任・前日本研究室長の呉 

寄南君による講義「中国政治外交論」および「日中関係論」が開講された。 
 

講義名 中国政治外交論 

講師名 呉寄南 (Wu Ji-nan) 

学期名 2007 年度 秋学期 

言語 中国語 

単位認定 2 単位 

 
◇シラバス 
  1.  現代中国政治の読み方 

2.  中国の世界認識と対外戦略 

毛沢東時代、鄧小平時代（江沢民時代と胡錦濤時代）の連続性と非連続性 

（1）毛沢東時代：「革命と戦争」観に基づく「革命外交」 

（2）鄧小平時代：「平和と発展」観に基づく対外開放、独立自主外交 

（3）江沢民時代：新安全保障観と国際分業体制への取り込み 

（4）胡錦濤時代：「平和台頭論」と「調和型世界」の構築 



3.  中国の外交新思考とその実践 

4-1. 大国外交：中国外交の要 

（1）対米外交：建設的な戦略パートナシップ関係 

（2）対露外交：全面的な戦略パートナシップ関係 

（3）対日外交：戦略互恵関係の樹立 

（4）対 EU 外交 

（5）対印外交：国境画定関係 

（6）中国と G8 との関係 

4-2. 辺国外交：中国外交の重点 

4-3. 途上国外交：中国外交の基礎 

4-4. 多国間外交：中国外交の舞台（ASEAN プラス 3、上海協力機構等） 

5.  台湾問題と中国外交 

（1） 何故、台湾問題に対しそれほど敏感になったのか 

（2） 中国指導部の対台湾政策の推移 

（3） 中米関係、中日関係の中の台湾問題 

（4） 台湾問題の展望 

 6. 中国の外交を制限するもの 

6-1. 米国の対中政策：中国にどこまで任せるつもりか。 

6-2. ますます厳しくなる国際世論環境 

6-3. 国内情勢（外交は内政の延長） 

（1）広がりつつある経済格差と目に余る深刻な腐敗事情 

（2）「新左派」の活躍とナショナリズムの台頭 

（3）隠れた利益集団と対外政策決定に対する影響 
 

◇参考文献 
国分良成『現代中国の政治と官僚制』（慶応義塾大学出版会、2004 年) 
国分良成編『グローバル時代の中国』（日本国際問題研究所、2002 年) 
岡部達味『中国の対外戦略』（東京大学出版会、2002 年) 
宇野重昭『中国と国際関係』（晃洋書房、1984 年) 
毛里和子他訳『ニクソン訪中機密会談録』（名古屋大学出版会、2001 年) 
毛里和子他訳『周恩来・キッシンジャー機密会談録』（岩波書店、2004 年) 
太田勝洪、朱建栄『原典中国現代史 第六巻 外交』（岩波書店、1995 年) 



青山瑠妙『現代中国の外交』（慶応義塾大学出版会、2007 年) 
銭其シン『外交十記（中国語）』（世界知識出版社、2003 年) 
李峰『当代中国対外関係概論（中国語）』（中国社会科学出版社、2004 年) 

 

 
呉寄南君の授業風景 

 
 
■□学生の感想 
                              江藤名保子（博士課程） 
 
本講義では中国外交に対する理解を深めることを目的に、中国の内政と外交の歴史的推

移を概観して基礎知識を確認した上で各時代の特性を考察した。構成としては、中華人民

共和国建国の 1949 年から 2007 年までの 58 年間を、78 年に始動した改革開放政策を区切

りに「前 29 年」と「後 29 年」に区分し、現在にいたる中国外交に通底する重要概念や諸

問題について「後 29 年」を中心に議論した。各回の冒頭では 1、2 名の報告者がテーマに

沿って論点の整理を行い、後半は提起された論点を足がかりとしてフリーディスカッショ

ンを行った。 
07 年 10 月に中共第 17 回党大会が開催されたこともあり、大きなテーマの一つに、昨今

の中国外交をいかに理解するかという問題があった。中国研究において冷戦後外交に対す

る体系的な研究手法は確立されていないが、その主要な問題を構造的に理解し、さらに最

新の分析概念を学ぶことができた。日常的には歴史研究を行っている参加者の多くにとっ

ても新鮮かつ有意義であったと思う。またこの講義の特徴的な点として、多くの時間を議

論に費やした。使用言語が中国語であったにも関わらず活発な意見交換がなされ、まるで



中国の大学院にいるかのような刺激があった。さらに、講義担当者である呉先生の造詣に

富んだ挿話がとても興味深く、政策決定に携わったリアルな経験談には質問が殺到してい

た。総じて議論の質が高く、充実した内容であった。 
 受講後に振り返ってみれば、呉先生の「中国を正しく理解して欲しい」という思いが伝

わる講義であったと思う。授業後にも多くの学生が昼食を共にして議論を継続したように、

参加者の問題意識が相対的に高かった点も指摘したい。私個人にとっても、日本人とは異

なる視点や未来志向の発想から多くを学んだ印象深い講義であった。  
 
 
6.  秋学期講義「日中関係論」 
 

講義名 日中関係論 

講師名 呉寄南 (Wu Ji-nan) 

学期名 2007 年度 秋学期 

言語 日本語 

単位認定 2 単位 

 

◇シラバス 

1. 検証：戦後の日中関係の歩み 

（1）冷戦構造に基づく日中関係の断絶 

（2）国交正常化への胎動 

（3）善隣友好時代から友好協力パートナシップ関係へ 

（4）新世紀に入ってからの模索と対立 

 

2. 新段階に引き上げられる日中関係 

（1）何故、日中関係はここまで冷え込んだのか 

（2）日中関係の雰囲気改善の要因はなにか 

（3）戦略互恵関係はどういう意味を指すのか 

（4）安倍訪中と温家宝訪日の成果について 

 

3. 日中関係の中のいくつかの懸案問題 



（1）歴史問題は何故、歴史になれないのか 

（2）日中関係の中の台湾問題とその解決策 

（3）領土問題と領海、専属経済水域問題 

（4）安全保障分野での対立と摩擦 

 

4. 民間交流の視点から見た日中関係 

（1）国交正常化前後の民間交流の推移 

（2）国民の意識構造の変化と日中関係 

（3）マスコミの日中両国世論形成への影響 

（4）日中シンクタンク同士の交流 

 

5. グローバル化の波と日中関係 

（1）何故、アジアは欧州、アメリカに立ち遅れるのか 

（2）東アジア共同体と日中両国の役割分担 

（3）エネルギー分野と環境分野での日中協力 

（4）グローバルガバナンスと日中両国の責任 

 

6. 日中関係の行方について 
 
◇参考文献 
毛里和子『日中関係』（岩波書店、2006 年) 
天児慧『中国・アジア・日本』（ちくま新書、2006 年) 
石井明、朱建栄他『記録と考証 日中国交正常化・日中平和友好条約締結交渉』（岩波書店、

2002 年) 
家近亮子他『岐路に立つ日中関係：過去との対話・未来への模索』（晃洋書房、2007 年) 
朱建栄『胡錦濤 対日戦略の本音』（角川出版社、2006 年)  
ラインハルト・ドリフテ『冷戦後の日中安全保障：関与政策のダイナミクス』（ミネルヴァ

書房、2004 年) 

徐承元『日本の経済外交と中国』（慶応義塾大學出版会、2004 年) 
呉寄南／陳鴻斌『中日関係「瓶頸」論（中国語）』（時事出版社、2004 年) 

 

 
 



■□学生の感想 
                               江藤名保子（博士課程） 
 
 近年、日中関係の在り方は大きく変化し、研究対象としてますます複雑な様相を呈して

きた。民間交流や国際社会での協調、マス・メディアと世論の影響等、二国間関係の構成

要因はますます多様化している。このような日中関係を論じるにあたり、中国における日

本研究の第一人者として数々の政策決定に携わっていらした呉寄南先生を迎えての講義

は、非常に現実的かつ示唆に富むものであった。 
 講義の形式としては、2 限に開講された「中国政治外交論」と同様に、まず 1、2 名の報

告者が各回のテーマに沿った論点の整理を行い、その議論に基づいてフリーディスカッシ

ョンを行った。全 12 回の講義のうち、前半の 6 回は戦後日中関係がどのように発展してき

たかを論じ、後半の 6 回では現在の日中間に横たわる課題を議論した。二国間関係を論じ

る場合に陥りがちな現象の時系列的整理にとどまらず、その要因や影響、内政との関連等

についても踏み込んだ厚みのある講義であった。最終回の「日中関係の展望」では具体的

な政策案を議論する等、自由な雰囲気のなかで率直な意見交換が行われ、参加者には貴重

なトレーニングになったであろう。 
 本講義は構成が優れており、日中関係を理解するうえで必要な知識を短期間で効率よく

吸収することができた。また、中国政治や日本政治を専門としない学生の参加もあったが、

一貫して分かりやすいと好評であった。再び開講されることがあれば是非参加したいと思

う。 
 
 
7．集中講義「韓国の政党と選挙」 
 
 2007 年度秋学期の集中講義として、2 月 23・24・25 日および 28・29・30・31 日にか

けて、韓国中央大学校社会科学部准教授のソン・ビョングォン君による講義が行われた。 
 

講義名 韓国の政党と選挙 

講師名 ソン・ビョングォン（Sohn Byoung-Kwon） 

学期名 2007 年度 秋学期 

言語 英語 

単位認定 2 単位 

 
 



■□講義内容 
 

The lectures in the course aim at sensitizing the Japanese graduate students to the 
main characteristics of Korean party and electoral politics on both presidential and 
parliamentary levels. The lectures will mostly proceed from a comparative perspective, 
highlighting how Korean presidentialism and other Korean political features 
distinguish it from the party and electoral politics of the United States and other 
countries. The lectures will cover such topics as Korean style presidentialism, Korean 
party system and its history, Korean presidential and parliamentary elections, the 
Korean regionalism, and the outcome and implications of the 18th presidential election. 
 
◇シラバス 

Session 1: Introduction to Korean politics in general 1 

Session 2: Introduction to Korean politics in general 2 

Session 3: Korean Presidentialism 1 

Session 4: Korean Presidentialism 2 

Session 5： Korean Presidential Election 2002 

Session 6: Korean Presidential Election 2007 

Session 7: Korean National Assembly 1 

Session 8: Korean National Assembly 2 

Session 9: Korean Party Politics 1 

Session 10: Korean Party Politics 2 

Session 11: Democratization of Korea 

Session 12: Korean Anti-Americanism(optional) 

Session 13: New Right in Korea(optional) 

Session 14: Future Prospect for Korean Democracy(optional) 

 
◇literature 
Croissant, Aurel, “Majoritarian and Consensus Democracy, Electoral Systems, and 

Democratic Consolidation in Asia,” Asian Perspective, Vol. 26, No. 2, 2002.  
Fowler, James, “United States and South Korean Democratization,” Political Science 

Quarterly, Vol. 114, No. 2, 1999.   



Fukuyama, Francis (et. al), “Challenge and Change in East Asia: Facing the Perils of 
Presidentialism?” Journal of Democracy, Vol. 16, No. 2, 2005. 

Han, Yuna, “Asia Pacific: The New Right,” Harvard International Review, Vol. 29, No. 1, 
2007. 

Kim, Hong Nack, “2000 Parliamentary Election in Korea,” Asian Survey, Vol. 40, No. 6, 
2000. 

Lee, Hong Yung, “South Korea 2002: Multiple Political Dramas,” Asian Survey, Vol. 43, 
No. 1, 2003.   

Lee, Hyun-Chool, “Transition to Intra-Party Democracy,” Asian Perspective, Vol. 26, No. 
2, 2002.  

Mainwaring, Scott and Matthew S. Shugart, “Juan Linz, Presidentialism and 
Democracy,” Comparative Politics, Vol. 29, No. 4, 1997. 

Shin, Ki-Wook, “South Korean Anti-Americanism: A Comparative Perspective,” Asian 
Survey, Vol. 36, No. 8, 1996.   

Shugart, Matthew S., “Electoral Cycle and Institutional Sources of Divided Presidential 
Government,”American Political Science Review, Vol. 89, No. 2, 1995. 

Sohn, Byoung Kwon, “The Korean Political System and Power Structure,” notes for 
lecture, 2008. 

Sohn, Byoung Kwon, “Participating in the Standing Committees: The Case of the 
Korean National Assembly,” unpublished manuscript, 2007. 

 

 

ソン・ビョングォン君の授業風景 

 



 ■□学生の感想  
柴田公子（博士課程） 

 
韓国の中央大学校社会科学部の Sohn Byoung Kwon 先生による集中講義「韓国の政党と

選挙」では、韓国政治の歴史、大統領制や大統領選挙、国会、政党等の政治制度、地域主

義等の政治文化、民主主義の定着、市民社会の動きや反米主義等の問題について基礎的な

文献を講読した。具体的には、韓国の大統領制と米国やフランスの大統領制の比較、韓国

の大統領弾劾問題とフィリピン、インドネシアの大統領弾劾問題の比較、韓国の反米主義

と中東諸国の反米主義の比較等、比較政治学の視点から韓国政治の普遍性と特殊性を学ん

だ。そのため、韓国研究を専門としていない学生にとっても非常に有意義な授業内容であ

ったと思う。 
授業は受講者の報告とそれに対する先生のコメントという形で進められた。先生のコメ

ントは報告に対する補足説明だけでなく、受講者の専攻や関心分野を配慮したものであり、

受講者の関心と理解を深める工夫がされていた。そのため、授業中は質疑応答が活発に行

われ、また、1 日 2 時限ずつ、7 日間という集中講義であったために、短期間に集中的に基

礎的な知識を吸収することができた。さらに、個人的に関心のある韓国の反米主義につい

て、その起源と歴史的な変化について学べたことは大きな収穫であった。特に、1990 年代

の韓国の反米主義の特徴を把握するために、いくつかの統計資料を用いて丁寧に検討でき

たことは今後の研究の糧になるであろう。 
 最後に、この授業は全て英語で行われたが、事前のレジュメの配布や、分かりやすい解

説等先生の配慮のお陰で、英語自体による難しさを感じることは殆どなかった。また、受

講生は短期間のうちに報告を 2 回ずつ担当する等、英語での報告のチャンスにも恵まれた。

残念ながら学期末ということもあり受講者が少なかったが、その代わり、先生や受講生同

士の親交を深めることができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. 集中講義「欧州政治統合論Ⅱ」（The European Union’s Foreign Policy at Work） 
 
2007 年秋学期の集中講義として、2008 年 3 月 1 日、3・4・5・6・7・8 日および 10 日

に、欧州委員会駐スイス大使のミヒャエル・ライテラー君による講義が行われた。 
 

講義名 欧州政治統合論Ⅱ（The European Union’s Foreign Policy at Work） 

講師名 ミヒャエル・ライテラー（Michael Reiterer） 

学期名 2007 年度 秋学期 

言語 英語 

単位認定 2 単位 

 
■□講義内容 

Goal of the course:  to familiarize students with the actual working of the EU’s 
foreign policy making from a practical point of view. Starting from the distinguishing 
factors of the EU as a non-nation state actor in international politics, the development 
of the foreign policy machinery is traced until the Lisbon Treaty of 2007. The Common 
Trade Policy played a particularly important role as it served as the role model for the 
development of the CFSP. Because of the slow movement of the Doha Development 
Round the multilateral trading system which was championed by the EU is under 
heavy strain, bilateral agreements seem to gain in importance. EU enlargement, 
bringing the new states of Eastern Europe and the Baltic states into the democratic 
European family is one of the biggest achievements of the European Union. However, 
the question of the borders of Europe is getting more and more important as well as the 
question whether the EU still has the capacity and willingness to enlarge further. 
Which price to be paid? The success (so far) of the EU turned it into a role model for 
other regions; at the same time it is one of the features of the EU’s foreign policy to deal 
with regions whenever possible, thus the interaction of regions, inter-regionalism, gains 
importance. Europe is not only concentrating on its neighbourhood, but it also deals 
with Asia because of globalization and its global reach being one of the most important 
economic powers worldwide. Inter-regionalism contributed to the formation of ASEM, 
while the EU-ASEAN relationship is one the most longstanding ones. Special attention 
will be paid to the development of the EU-Japan relationship: Japan is not only one of 
the largest economic and trade powers but also one of the very few democracies in Asia, 
thus a natural albeit distant partner for the Union. 



◇シラバス 

Session 1: The EU’s (Foreign) Policy Making Process:   
Actors (EU vs. nation state), process, subsidiarity, democracy 
in foreign policy 

Session 2: The European Union at 50:  
・ What to Celebrate? 
・ From Cooperation to Diplomacy 

Session 3: The European Union: A Soft Power in International Relations? 

Session 4: The EU’s Trade Policy: 
・ FTAs vs. WTO? 
・ The Trade and Environment Debate 

Session 5: EU-Enlargement: How Far How Fast? 
・ Eastern Europe and the Balkans 
・ The Case of Turkey 

Session 6: Inter-regionalism: A New Diplomatic Tool? 

Session 7: The EU and East Asia, including the Asia Europe Meeting 
(ASEM) 

Session 8: Japan and the EU: Shared Foreign Policy Interests 

 
◇Literature 
Karen E. Smith, European Union: Foreign Policy in a Changing World, Polity, 2003. 
Karen E. Smith, The Making of EU Foreign Policy: The Case of Eastern Europe, 

Palgarave, 2004. 
Hill/Smith (ed), International Relations and the European Union, Oxford University 

Press, 2005. 
Bretherton/Vogler, The European Union as a Global Actor, Routledge, 2006. 
 
◇Selected bibliography 
Asia and Europe: Do They Meet? Reflections on the Asia Europe Meeting (ASEM), 

World Scientific/ASEF, 2002. 
“The Asia Europe Meeting (ASEM): The Third Summit in Seoul – A Roadmap to 

Consolidate the Partnership between Asia and Europe,” European Foreign Affairs 
Review, Vol.6, 2001. 

“Globalisation and the ASEM Process: European Perspective,” Institute of Foreign 



Affairs & National Security, Seoul/Korea/ASEF, 2001. 
“The Asia Europe Meeting and the Investment Promotion Action Plan: A Bureaucratic 

Exercise or the Way Ahead?” The Journal of World Investment, Vol. 2, No. 4, 2001. 
“Strategic Framework for Enhanced Partnerships: The 2001 Asia Strategy of the 

European Commission,” Singapore Institute of International Affairs Reader, Vol. 2, 
No. 1, 2002. 

“The Asia Europe Meeting (ASEM): The Importance of the Fourth ASEM Summit in the 
Light of the 11 September Attacks,” European Foreign Affairs Review, Vol.7, 2002. 

“Japan-EU Relations after EU Enlargement,” Asia Europe Journal, Vol. 2, No. 1, 2004. 
“ASEM: Value Added to the Theory of International Relations and to the Asia-Europe 

Relationship?” in Stockhof/van der Velde/Yeo (ed), The Eurasian Space – Far More 
Than Two Continents, ISEAS, 2004. 

“A European Strategy to Promote Corporate Social Responsibility (CSR) across Europe,” 
Buraku Kaiho Kenkyu (The Bulletin of Buraku Liberation), No. 158, 2004. 

“The Role of Education in the New International Relations – A Special Challenge for the 
Asia Europe Meeting (ASEM),” Asia Europe Journal, No. 2, 2004. 

The Future of the Enlarged EU and Its Relations with Asia, Especially Japan, The 
Sasakawa Peace Foundation, 2004. 

“Asia-Europe: Which Cooperation in the Face of Globalisation?” Paper presented at the 
Asia Euro Conference: Globalisation and Its Impact on the World, October 5, 2004. 

“Asia – Europe: Do They Meet? – Revisited,” Mantaha/Tanaka (ed.) Enlarging European 
Union and Asia, 10th ASEF University, 2005. 

“Regional Free Trade Arrangements and Multilateral Trade Policy: The View from 
Europe,” The Annual Bulletin of the Japan Academy for International Trade and 
Business (JAFTAB), No. 42, 2005. 

“The New Constitution for Europe: The European Union as a Global Actor,” EU Studies 
in Japan, No.25, 2005.  

“The New Regionalism and Identity Building: A lesson from the Asia Europe Meeting 
(ASEM),” Hirotaka Watanabe (ed.) Rethinking International History from Asian 
Perspectives, Tokyo University of Foreign Studies, 2005. (CHIR Conference on 
Regional Integration and Cooperation, Tokyo University for Foreign Languages, 
September 2004, http://www.polestra.com/comintrel/Reiterer.pdf) 

“Regional Integration and Cooperation from European and Asian Perspectives: The 
European Union as a Global Actor” in Hirotaka Watanabe (ed.) Rethinking 
International History from Asian Perspectives, 2005. 

“Interregionalism as a New Diplomatic Tool: The EU and East Asia,” European Foreign 



Affairs Review, Vol, 11, 2006. 
“The Future of EU-Japan Relations: Shared Foreign Policy Interests,” Asia-Europe 

Journal, Vol. 3, 2006. 
“The European Union and East Asia: A New Start?” Sabev Ventzeslav (ed.) Europe at 

50: Change the paradigm…Save the dream!, Association des Anciens de l'Institut HEI, 
2007. 

 

 
ミヒャエル・ライテラー君の授業風景 

 
 
■□学生の感想 

            大石之浩（修士課程） 
 
3 月 1 日から 3 月 10 日まで、欧州委員会駐スイス大使を務められるミヒャエル・ライテ

ラー先生により、EU の外交政策についての集中講義が行われた。 
近年、その経済成長と供に、EU は政治的アクターとしても大きな役割を期待されている。

その EU が従来の国民国家の枠組みを越えて、いかに政治的プレゼンスを国際政治の場に

おいて確立しつつあるのか。そのような EU の外交政策は、従来の国際政治学の観点に対

してどのような新たな見地をもたらそうとしているのか。欧州統合に関する国際政治理論、

および欧州統合史の基礎的知識を踏まえながら、ライテラー先生ご自身の欧州委員会にお

ける体験を織り交ぜつつ進められた講義は、書物やインターネットを通じての、普段の研

究では知ることのできなかった EU の外交政策の様相を知ることができ、有意義なもので

あった。そもそも EU の外交政策とは、従来の国民国家による外交政策とはどのように異



なるのか。素朴な疑問ではあるが、27 の国民国家より構成される EU の外交政策を検討す

るにおいて、避けては通れない問題からライテラー先生の授業は始まった。過去の EC/EU
統合の深化と拡大、および欧州近隣地域へのアプローチを通して、ライテラー先生は EU
の外交政策の特徴を、価値や規範の伝播といったソフトパワーに見出した。いかにして

EC/EU がそのソフトパワーを外交政策に行使してきたのか、そして EU のソフトパワーと

はどのようなものであるか。欧州統合の歴史、政治理論のみならず、国際政治史、および

国際政治学の基礎的理論を参照しながら進められた講義は、国際政治学として欧州統合を

捉える基本姿勢を改めて知る機会となった。 
今回の集中講義を通じて、欧州統合の普遍性、そして特殊性を知るには、国際政治学の

基礎的素養が必要であることを痛感させられた。複雑な問題に直面したときこそ初心に帰

るという学問の基本姿勢を改めて自身に問い直すことができた、充実した集中講義であっ

た。 
 



授業報告書 
 
１．専修ユニット 

 
KIPS では、7 つの専修ユニットの設置にともない、前年度に引き続き、各ユニットに

RA を配置した。専修ユニット RA の役割は、まず自ら「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り、つぎに、各専修ユニットにおける主要な科目の

概要を報告書として整理することである。2007 年春学期に、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、本報告書に掲載されている授業科目は以下の通りである。 

 
 
■□ 春学期 ■□ 
 
① EU 研究専修ユニット 

科目名 担当者 
国際政治論特殊研究 田中俊郎 
国際政治論特殊演習  田中俊郎 
プロジェクト科目Ⅰ・欧州統合 田中俊郎・細谷雄一 
国際政治論特殊研究 細谷雄一 

 
 
② 東アジア研究専修ユニット 

科目名 担当者 
地域研究論特殊研究Ⅵ 国分良成 
地域研究論特殊研究Ⅵ 高橋伸夫 

 
 
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・社会論特殊研究 大石裕 
政治・社会論特殊演習 大石裕 
マス・コミュニケーション論合同演習 大石裕・鶴木眞 

 



④ 公共政策研究専修ユニット 
 科目名 担当者 

プロジェクト科目Ⅰ・公共政策論Ⅴ 小林良彰・大山耕輔・河野武司 

 
 
⑤ 近代化研究専修ユニット 

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

 
⑥ 安全保障研究専修ユニット 

 科目名 担当者 
地域研究論合同演習 小此木政夫・西野純也 
国際政治論特殊研究 赤木完爾 
プロジェクト科目Ⅰ・安全保障研究 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 関根政美 

 
 
 
① EU 研究専修ユニット 
 

授業名 国際政治論特殊研究 担当者 田中俊郎 

                                報告者：大石之浩 
 
(1)授業の内容 

EU の外交、安全保障政策についてのテ

キストを基に、ゼミナール方式で隔週 2 時

間、各章の報告者、討論者が発表を行う。

その後、参加者による議論、担当者による

助言を織り交ぜながら授業が進められた。 

 

◇規範、倫理、モラルの観点から EU の国

際政治における役割を議論した。主に、安 
全保障の側面における EU の役割について

テキストを基に議論を行った。 
 



◇世界における米欧関係の役割の検討、リ

ージョナルパワーとしての EU の役割、EU
とロシアの関係、国際舞台における人権問

題に対する EU の役割について、報告およ

び議論を行った。  
 
◇多国籍間の移民管理政策と ASEM の移

民管理における EU の役割、歴史的側面か

らの EU の開発政策について考察し、EU
市民の EU 外交に対する意識について報告

と議論を行った。 
 
◇貿易政策における EU の責任、欧州をめ

ぐる安全保障環境の変化に伴う EU の安全

保障政策の変化について議論と報告をした。

EU 域内、域外、国際貿易世界全体への EU
の貿易政策による影響と責任について議論

がなされた。安全保障に関しては、EU の 
域外、域内の安全保障の区分が変わりつつ

あるが、それに対し、いかに EU が対応し

てゆくのかについて論じた。 
 
◇EU の拡大に伴う中東欧と西欧の間の安

全保障政策の統一、イラク戦争に見られる

米欧の安全保障上の見解の相違、欧州憲法

条約が EU の安全保障政策にもたらした影

響について、報告と議論を行った。 
◇EU の対ロシア政策、国際関係の変容に

ともなう EU-NATO 関係の変化、大西洋関

係の変化の中でのカナダの果たす役割につ

いて、報告および議論がなされた。 
 
(2)テキスト 
Mayer, Hartmut & Vogt, Henri (eds.), A 

Responsible Europe? Ethical 
Foundations of EU External Affairs, 

Palgrave, 2006. 
Gänzle, Stefan & Sens. G, Allen (eds.), 

The Changing Politics of European         

Security Europe Alone?, Palgrave, 
2007. 

 
(3)参考文献 
 特になし。 
 
(4)授業の感想 
本授業は、2 冊のテキストを基に、EU の

外交政策、および安全保障政策についての

報告・議論を行った。 
 EU の外交政策については、規範的パワ

ーという観点から見た、国際政治のアクタ

ーとしての EU 像が議論の対象となった。

20 カ国以上の加盟国を擁する EU が、国際

政治・国際経済において統一された政策を

採ることがいかに困難であるかということ

は、イラク戦争の例からも明らかとなった。 
しかし、国際政治における規範的側面（人

権、自由主義経済の促進等）から解釈する

と、EU の負うべき政治的、経済的責任は

大きく、国際政治における EU の役割が増

大している事実が分かる。 
規範的主体としての EU、そしてその外

交政策を分析するアプローチは、EU の能

力と期待のギャップを焦点とした従来の

EU 研究とは異なる側面を有している。本

授業において、そのような新たな切り口を

学べたことは有意義であった。 
EU の安全保障政策については、EU 拡

大に伴う東西ヨーロッパ諸国間における安

全保障観の統一、NATO の再編、対ロシア

関係が報告、議論の主な対象となった。特

に EU 拡大、EU 域内における国境検問の



廃止等により、従来の域内・域外安全保障

の概念自体が変容を迫られているという議

論は、従来の国民国家による領域支配、安

全保障観とは異なる EU 独自の統治体制を

垣間見ることができ、有益なものであった。 
 授業はあくまで EU の外交政策、安全保

障政策をメインとしたものであった。しか

し、統合の深化と拡大を続ける EU の外交

安全保障政策は、これまでの国民国家をベ

ースとした国際関係学に新たな問題を投げ

掛けている。本授業はそのような変動する

国際関係学の姿をつかむことが出来たこと

でも、意義深いものであった。  

 
 

授業名 国際政治論特殊演習 担当者 田中俊郎 

        報告者：黒田友哉 
 
(1)授業の内容 
 EU、欧州統合史等を専門とする大学院

生を中心に研究報告を行い、それを土台に

議論し、EU 全体について理解を深めるこ

とを目的とした大学院ゼミである。なお、

現役ゼミ生以外でも、例年のように EU を

専門とする研究者の参加もあった。 
 
◇明田（國學院大學）「縛られた巨人：WTO
貿易外関心事項のルール形成における

EU」 
【報告内容】 
この報告においては、多国間貿易ルール

形成における EU のパワー（「存在として

のパワー」、「関係としてのパワー」に分類）

を検討するとともに、主として WTO の制

度的発展と規範の制約により、両者が有機

的に結び付いていないことが、EU のバー 
ゲニング能力を制限していることについて、

緻密かつ包括的に論じられた。 
なお報告後の討論においては、EU の交

渉能力を制限した主体が見えにくいという

コメントもあった。 

 
◇黒田「モレ政権のユーラフリック秩序構

想とローマ条約の成立―1956-1957 年―」 
【報告内容】 
この報告においては、従来別々に論じら

れがちであった第四共和制末期のフランス 
の武力行使による対アルジェリア政策とリ

ベラルな対海外領土政策の有機的連関を論

証することが第一の目的であった。また、

その具現化であったヨーロッパ共同体にア

フリカを包摂するユーラフリック構想が、 
ローマ条約の成立において経済的利益の計

算により、より緩やかな連携に収縮してい

った過程が論じられた。 
討論においては、政策決定におけるアク

ターの関係の定義、説明が若干曖昧である

とのコメントも寄せられた。 
 
◇細谷「欧州統合における基本権保護の役

割」 
【報告内容】 
この報告においては、欧州司法裁判所に

よる判例をたどることで、欧州統合のプロ



セスで欧州司法裁判所が基本権保護をどの

ように発展させてきたのかを検討すること

を目的としていた。 
討論においては、「欧州統合」を共同市場

による経済統合に限定する本報告の立場に

対し、「モノの自由」対「環境の保護」とい

った権利の衝突をどう解決していくかとい

う視点からより広範囲な視点で論じる必要

があるのではないかという意見が出された。 
また、欧州審議会（欧州評議会、Council 

of Europe）と ECJ との関係についても質

問があった。 
◇萩原「ミッテラン・サッチャー政権の対

ドイツ統一観―1989 年 11 月から 1990 年

10 月を中心に―」 
【報告内容】 
この修士論文中間報告の趣旨は、仏大統

領ミッテランと英首相サッチャーの役割に

注目し、1989 年 11 月 9 日のベルリンの壁

崩壊から 1990 年秋に至るまでのドイツ統

一の過程を英仏首脳の視点から考察しよう

とするものであった。 
 この報告について、非常に多岐に渡る意

見が出された。大きく分けると以下の四点

(①枠組み、②NATO との関連、③資料、

④先行研究)である。 
 ①については、国際要因、国内要因につ

いて、本報告ではどのように検討されてい

るのかと問いが出された。②については、

ドイツ問題を報告者が軸にすえる場合、

NATO への統一ドイツ帰属問題との関連

が無視されてよいのかという疑問が呈され

た。③については、一次史料の制約がある

中でどのような打開策が可能なのかという

質問がされた。そして、④については、特

に英仏関係の先行研究がカヴァーされてい

ないのではないかとの意見があった。 
 
◇石司「EU 加盟国の移民問題―イタリア

の例―」 
【報告内容】 
この修士論文の中間報告では、イタリア

における移民問題を扱った。特に、Grillo
によって取り上げられている Openness と

いう概念を用いて、それが、イタリアの特

徴といえるのかを検討した。そして移民政

策の変遷、EU の公式な世論調査である

Eurobarometer を用いて、検証するという

手順が示された。 
 この報告について、多数の意見が出され

たが、主要だと思われるコメントは、専門

領域の問題に関してであった。報告者がと

っていたどちらかというと社会学的な手法

に対し、政治学的な手法に則り、国内の政

治過程の検討からイタリア的特質を検討で

きるのかというコメントがなされた。 
 
◇東田「英国における WEU 設立構想の成

立過程―英国が欧州安全保障体制の確立に

果たした役割―」 
【報告内容】 
この報告の趣旨は、修士論文の中間報告

として、戦後欧州安全保障体制のいくつか

の特徴は、戦後約 10 年間に形成されたと

いう前提に立ち、その過程で、米国のコミ

ットメント確保と大西洋同盟の軍事機構化

に重要な役割を果たしたイギリスに焦点を

当て、英国内の構想形成過程を検討すると

いうものであった。 
 まず、使用史料について質問がなされた。

また、報告者の前提である戦後約 10 年間

に欧州安全保障体制の基本的特徴が形成さ



れたという議論に対し、Trachtenberg のよ

うな 1963 年における戦後欧州安全保障体

制の構築という別の立場の議論については、

どう思うかという質問が出された。 
 
◇川岸「ドゴール外交―アングロサクソ

ン・ヨーロッパ・植民地からヨーロッパへ 

1958-1960 年―」 
【報告内容】 
修士論文の中間報告として、偉大さの追

求といわれるドゴール外交の基盤がどこに

置かれたのかを問題意識とした報告が行わ

れた。特に、サブタイトルに見られるよう

に、英米、ヨーロッパ、植民地という複数

の基盤からヨーロッパという一つの基盤に

1958年から 1960年にかけてシフトしてい

ったというのがその骨子であった。 
 この報告について、一次史料による実証、

ドゴールにおける構想の変化の要因、転換

点についてそれぞれより踏み込んだ検討を

する必要があるのではないかというコメン

トがあった。 
 
◇久峨「欧州における子供の人身売買問題

への取り組みに関する一考察―人間の安全

保障の視点から―」 
【報告内容】 
修士論文の中間報告として、人身売買問

題に対する EU の司法内務分野での取り組

み、また人権問題からの取り組みを諸国際

機関との関係の中で検討し、人間の安全保

障概念に基づく新たな欧州安全保障の一形

態を考察する道筋が示された。 
 この報告に関して、同問題で重要である

と考えられる欧州審議会 (Council of 
Europe)との協力関係を取り上げる意味は

ないのか等、数々の質問がなされた。 
 
◇大石「CARDS 援助プログラムにおける

人間の安全保障の伝播についての考察―規

範伝播主体としての EU―」 
【報告内容】 

修士論文の中間報告として、EU が西バ

ルカン地域 5 カ国（アルバニア、ボスニア・

ヘルツェゴビナ、クロアチア、ユーゴ、マ

ケドニア）に対して 2000 年 12 月に発足さ

せた援助プログラムである CARDS を「国

際文化論」のアプローチから取り上げ、人

間の安全保障を中心とする規範の伝播主体

としての EU を検討する報告であった。 
この報告に関して、拡大のプロセスとの

関係、規範の伝播を具体的にどのように実

証するのかについて質問、コメントがなさ

れた。 
 
◇ワグナー（准訪問研究員）“The build up 
of strategic EC/EU-Japan political 
cooperation (1991-2006)” 
【報告内容】 
この報告の趣旨は、EC/EU・日本関係に

おいてあまり注目されなかった政治的、戦

略的協力に注目し、それを制度的次元

(institutional dimension)、地域的次元

(regional dimension)、グローバルな次元

(global dimension)の三次元にわたって、包

括的に検討するというものであった。 
 この報告に対しては、制度的次元を強調

する別の立場からの研究があるが、それに

ついてどう思うか等質問された。また、

EC/EU・関係における制約については、ど

のように考えるかという質問もなされた。 
 



◇林「イギリスの中華人民共和国政府承認

問題 1948 年-1950 年：戦後アジア・太平

洋国際秩序形成をめぐる英米関係」 
【報告内容】 
この報告の趣旨は、なぜイギリスは、

1950 年代に中共政権の早期の政府承認に

踏み切ることが出来たのかという中心的問

題に対し、英米関係を中心にその因果関係

とプロセスを考察するものであった。 
 この報告に対して、政府承認と国交回復

というイギリスにとっての二つの政策的手

段が理論的に存在し得た中で、当時、国交

回復との関係で、どのように政府承認が捉

えられていたのかということを明らかにす

る必要があるのではないかという問題提起

等多くの質問、問題提起がなされた。 
 
◇河越（KIPS 研究員）「超国家的アクター

と制度―EC 航空パッケージの成立過程に

おけるコミッションの役割―」 
【報告内容】 
一般的な制度論を中心に先行研究が抱え

る問題に対し、アクターを中心にした制度

論にアイディアという概念を加えて、航空

政策をめぐる EC の規制を、コミッション

を航空自由化促進のアクターとして検討し

た研究報告であった。 
アイディアというどちらかというとコン

ストラクティヴィズムの範疇に入る概念と

制度論がどのように整合性を持つのか、グ

ローバリゼーションという外在的要因の影

響は同研究でどのように捉えられているの

か、等の質問がなされた。 
 
◇浅見（北里大学）「EU のガヴァナンス」 
【報告内容】 

報告者が初学者向けの概説書に掲載予定

の論文を題材にした報告であった。ＥＵを

一筋縄では説明のつかぬ「やっかいな政体」

としながら、EU のガヴァナンスをわかり

やすく概説するという試みに対し、「司令

塔」と「監督」といったサッカーやスポー

ツ分野での比喩を取り込む等、様々な工夫

がなされた。 
 構成、表現を簡潔にする工夫等に関して、

いくつかのコメントが寄せられた。 
 
(2)テキスト 
特になし。 

 
(3)参考文献 
特になし。 

 
(4)授業の感想 
 授業の参加者が大学院生にとどまらず、

教員として実際に EU 等の専門分野を教え

る諸研究者数名の参加が常時あったことか

らも、議論の専門性が、大学院生レベルを

超えるものであったといっても過言ではな

い。このような恵まれた環境で、自身の研

究報告についてアドヴァイス、批判をいた

だき、また一方で、他の参加者の研究報告

について議論できるのは、非常に幸運であ

ったと思う。 
 また、参加者の研究テーマが非常に多岐

に渡ることから、同演習において報告され

たテーマも、EU の現状分析、理論的関心

からの検討、EU 加盟国の国内政治、外交

史という多種多様な学問分野の範疇に入る

ものであった。そのため、このようなある

意味で「学際的な」ゼミへの参加を通じて

EU に関わる諸側面について学ぶことが出



来たと同時に、自己の研究手法についても、

その位置付けを考えるための非常によい機

会となった。 
 ただし、このような貴重な機会も、時間

の都合上、事実上、参加者の一人あたりの

報告数が限られていることが残念であった。    
 今後の課題としては、それぞれが自身の

関心に従って、専門の研究を深める上で、

例えば、ゼミに付属する形で、院生、若手

研究者等からなる研究会等を同時平行で行

っていくことがあげられる。このような試

みは、理論研究等一部の分野で行われてお

り、それ以外の分野でも、同様に付属的な

研究会を行うのも一案であると思われた。 
  
 

授業名 プロジェクト科目Ⅰ・欧州統合 担当者 田中俊郎・細谷雄一 

           報告者：黒田友哉 
 
(1)授業の内容              
戦後欧州統合史を主題とし、田中俊郎・

庄司克宏編『EU 統合の軌跡とベクトル』

（慶應義塾大学出版会、2006 年）、中村民

雄編『EU 研究の新地平』（ミネルヴァ書房、

2004 年）の一部を扱った。一方で、欧州統

合史、欧州国際政治史における気鋭の若手

研究者をゲストスピーカーとして招き、そ

れぞれの専門分野についての授業と質疑応

答を行うという形式で授業が行われた。 
 
◇イントロダクション 
授業概要、授業スケジュールの説明があ

り、それに沿って報告、討論の割当が行わ

れた。 
 
◇『EU 統合の軌跡とベクトル』 
第 1 章「域内市場白書と単一欧州議定書―

EU 統合史の分岐点」 
第 3 章「EU 統合と拡大」 
【報告内容】 
 第 1 章の討論では、域内市場白書と単一

欧州議定書を同時に分析した視点が再評価

された。第 3 章の討論では、EU 拡大の理

論的検討がなされた。第五次拡大について

あてはまるように思われる「レトリック上

の行動」が拡大をめぐる交渉を突き動かし

たとするシメルフェニヒの説明が、歴史的

に概観した時に、民主化の後に拡大した南

欧諸国（スペイン、ポルトガル、ギリシャ）

への拡大プロセスではあてはまらないので

はないかとの指摘があった。 
 
◇『EU 統合の軌跡とベクトル』 
第 9 章「ドイツと EU」 
第 10 章「フランスと EU」 
【報告内容】 
 第 9 章、第 10 章ともに、独仏関係（仏

独関係、以下、独仏関係と記述）について

取り扱ったものであり、討論者からは、独

仏関係の歴史的展開、今後の展望について

議論が出された。論点は多岐に渡ったが、

主に二点から論点が提示された。 
論点の一つ目は、理性の結婚と呼ばれる

ことが多い独仏関係を「恋愛結婚」として

再検討する必要があるのではないかという



ことである。議論においては、特に 1963
年に締結されたエリゼ条約の意義に焦点が

あたった。エリゼ条約は前文に大西洋主義

を挿入し独仏枢軸と呼べる様な実体をとも

なったものではないという解釈が成り立つ

一方、それが例えば 10 年という時間をお

いて実体をともなってきた側面、人的交流

を拡大した側面は否定できないとの意見が

出された。 
二つ目は、独仏関係の中でのパワーバラ

ンスについてであり、討論者は現在の状況

においてドイツがフランスを優越している

と論じた。 
 
◇『EU 統合の軌跡とベクトル』 
第 11 章「イギリスと EU」 
第 12 章「東欧の大国ポーランドと EU 加

盟」 
【報告内容】 
 「大国と EU」と題された第 3 部の中の

二章を取り扱った。討論においては、第 11
章のイギリスと EU について、イギリスが

三つのサークル（①英米関係、②コモンウ

ェルスとの関係、③ヨーロッパとの関係）

の中で、統合欧州をどのように位置づけた

かが論じられた。特に、三回の加盟申請を

経て、イギリスはようやく 1973 年に EC
加盟へと至るが、1940 年代後半にはじまる

英仏中心の欧州協調の模索からどのように

イギリスの選好が変化してきたのかを戦後

史全般に渡って幅広く議論した。 
また、個別的な論点においては、欧州統

合をめぐる英仏関係の一転換点とされる

1956 年のスエズ危機の意義について議論

があった。著者が述べるように、1956 年

11 月にスエズ共同作戦の途中で、イギリス

がアメリカの要求をのんで撤退を一方的に

決定したことによる英仏関係の断絶は、英

仏協調から仏独枢軸への転換点とする見方

がある。この点に関しては、実際は、1955
年からはじまるメッシーナ会議以降の欧州

統合再建プロセスにおいて徐々に進行して

きたプロセスの頂点であり、スエズ危機を

転換点として強調し過ぎることに異議が唱

えられた。 
 また、第 12章のポーランドについては、

ポーランドをそもそも「大国」と見なすと

いうこの本全体、また著者の見方に対して

疑問が呈された。特に、それは、「大国意識」

という自己認識の問題ではないかとの批判

が寄せられた。 
 
◇『EU 統合の軌跡とベクトル』 
第 13 章「欧米関係と EU の共通安全保障・

防衛政策」 
第 14 章「EU と ASEM」 
第 15 章「EU と日本」 
【報告内容】  
 討論者からは、第 13 章の安全保障、防

衛政策における EU の近年の動きに対する

問題提起がなされた。近年、EU において

危機管理を目的にした即応部隊の拡充があ

ったのは、9.11 同時多発テロ以降の EU の

テロリズムに対する脅威認識の高まりによ

るとする意見であった。 
 また、全体の討論においては、イラク戦

争の欧米関係に及ぼす影響について議論が

交わされた。著者の議論では、安全保障、

防衛政策における EU 側のインフラストラ

クチャーの整備が、欧米関係におけるバー

ドン・シェアリングを可能にし、そのこと

が欧米関係の安定化に資するとされていた。



しかし、イラク戦争での欧米間の分裂、あ

るいは、独仏等の古いヨーロッパと中東欧

諸国を中心とする新しいヨーロッパの分断

は、現在、修復の兆しを見せていない。そ

のことを考えると、欧米関係の安定化が導

かれるというのは、やや楽観的すぎるので

はないかとの反論が呈された。 
 
◇『EU 研究の新地平』 
第 1 章「日本におけるヨーロッパ連合研究

のあり方」 
第 2 章「政体の観点から EU を考える」 
第 3 章「新しい統治としての OMC（開放

的協調）とヨーロッパ化する政党政治」 
【報告内容】 
 討論では、第 2 章を中心に、EU はどの

ような方向に向かっているのか、という点

を中心に問題提起がなされた。 
 最終形態としての連邦、政府間協調とい

うモデルに対し、この点に関して、最終形

態として政府間協調にとどまるのではない

かという意見があった。 
 同テキストの立場のみならず、イギリス

等ヨーロッパ諸国における現在の EU 研究

の動向を俯瞰した場合、EU とは超国家機

構を頂点とする垂直的な連邦でもなく、単

なる政府間協調の場でもなく、ガヴァナン

スの点で「マルチレベルガヴァナンス」で

あるとする見方が指摘された。 
また、ユーロ等、EU レベルへの主権の

移譲が見られるケースを考えた場合、EU
における決定を政府間による取引として見

る政府間主義の枠組みが超国家機構のもた

らす影響を第一義的とする超国家主義より

妥当であるとしても、政府間主義だけで捉

えるのは不可能であるとの議論も出された。 

 
◇：特別講演（金子新講師） 
「戦後ドイツ外交と欧州統合」 
【報告内容】 
第二次世界大戦後ドイツ（統一以前は、

西ドイツ）外交の特質を、1950 年代を中心

に、論じることが中心的テーマであった。 
 一点目の要点は、ドイツ外交の一大課題

であった主権回復が、欧州統合という主権

移譲を通して行われたという逆説である。 
二点目の要点は、ドイツ外交におけるイ

デオロギーの重要性である。この点は、外

交史家によって、あまり扱われてこなかっ

た側面であったが、講師はトーマス・マン

といった第二次世界大戦以前から活躍した

思想家のヨーロッパ観に起源を求めるアプ

ローチを提示された。 
主な質問としてドイツ外交の自律性に関

して質問がなされた。外交資源、国際法上

の制約下で、ドイツ外交の選択の幅をどの

ように説明できるのかという、より突っ込

んだ質問であった。 
 

◇特別講演（上原良子講師） 
「戦後フランス外交と欧州統合」 
【報告内容】 
第四共和制期におけるフランス外交の特

質を論じることが中心テーマであった。 
 第一に強調されたことは、戦後フランス

外交の柱が、①ドイツ問題の克服、②近代

化、③国益とヨーロッパ、の三点であった。 
第二には、冷戦下で対独安全保障よりも、

大国（Puissance）の地位獲得のために、

近代化を第一義的に追求してきたというこ

とが指摘された。 
様々な質疑応答のなされた中で主なもの



は、今日の EU に連なる制度としての「主

流」の歴史に対し、欧州審議会の歴史を扱

う意義についての質問であった。これに対

し、講師は、欧州統合史を重層的に理解す

る必要性、また冷戦後の東方拡大の前段階

に「民主主義の学校」として機能した欧州

審議会の持つ役割の重要性から欧州審議会

を扱う意義があると応答された。 
 
◇特別講演（川嶋周一講師） 
「独仏関係と戦後ヨーロッパ国際秩序」 
【報告内容】 
近著『独仏関係と戦後ヨーロッパ国際秩

序』の解説と近年研究が進展を見せている

1965 年からはじまる空席危機とルクセン

ブルクの妥協についての研究動向の紹介が

行われた。 
講師が説明されたことは、ヨーロッパと

アフリカにまたがる秩序たる「ユーラフリ

ック」、独仏ヨーロッパ、大西洋からウラル

までのヨーロッパ・全ヨーロッパという三

つのヨーロッパ像が、1958 年から 1969 年

において、ほぼ時系列的に順を追って、展

開されていったということである。 
二点目には、ドゴールが空席危機を引き

起こしたという通説的理解に対して、近年

の研究によれば、ドゴールではなく、むし

ろ超国家機構のひとつである欧州委員会が

60 年代の危機の原因を招いたとする新解

釈が登場していることが示された。 
数々の質問がなされたが、主な質問は、

デタント（緊張緩和）と全ヨーロッパの模

索の関係性についてであった。デタントを

行うことで安全保障を確保するという目的

実現のために、大西洋からウラルまでの全

ヨーロッパの模索がドゴールによって成さ

れたという講師の解釈が示された。 
 

◇特別講演（小川浩之講師） 
「イギリスの EEC 加盟問題」 
【報告内容】  
 三つのサークル論を参照軸に、マクミラ

ン政権が1961年のEEC第一次加盟申請に

至るまでのプロセスを、英米関係、コモン

ウェルスとの関係、ヨーロッパとの関係と

いうイギリスを取り巻く環境の変化から説

明した、イギリス外交の全体像を捉えた講

演であった。 
 主な質問、問題提起は、三つのサークル

論の射程と限界についての質問であった。 
講師によれば、三つのサークル論は、実態

を反映していなくても、外交目標のような

ものとして、意義を持ち続けたということ

であった。 
 
◇特別講演（齋藤嘉臣講師） 
「デタントと安全保障」 
【報告内容】 

1960年代末から 1970年代前半に至るま

での欧州でのデタントに関する最新の研究

に基づいた講演であった。 
授業の概要は第一に、冷戦が変容した 60

年代、デタントの 70 年代が、終わりと始

まりを持つ一つの完結した時代としての冷

戦史において、「終わりの始まりとしての」

意義を持ったという点である。 
第二に、マルチアーカイヴァルな研究、

国際機関への焦点という方法論に則り、従

来看過されてきた複眼的な分析軸（東西関

係、西西関係、両関係の中のイギリス）を

用いて、イギリス外交のデタントにおける

役割を再定義するということであった。特



に、「人、情報、思想の自由移動」という条

項を CSCE に挿入しようという行動等に

見られたイギリスの「デタントの管理者」

としての役割が説明された。 
 多くの質問があったが、主要なものを一

点、ここで挙げておく。50 年代のデタント

と比べて、70 年代のデタントはいかに異な

ったのかという質問があった。これに関し

ては、70 年代には、1955 年に西ドイツが

NATO に加盟、WTO（ワルシャワ条約機

構）の成立という形で冷戦が制度化した後

に、冷戦を変容させようとした点に、スタ

ーリン死後の雪解けで目指された 50 年代

のデタントとの相違が見られるという答え

が出された。 
 
◇『EU 研究の新地平』 
第 7 章「動く多元法秩序としての EU」 
第 8 章「政治哲学問題としての欧州統合」 
【報告内容】  
討論では、第 8 章において論じられた、

EU におけるデモクラシーの可能性を検討

し、いかなる形で「ヨーロッパ」という理

念が支えられるのかについて議論がなされ

た。討論者によれば、ヨーロッパに民主主

義の支え手が存在し得ない可能性があり、

その点からは、デモクラシーの可能性は悲

観的であるとの意見が出された。これに関

しては、EU 研究の古典的な研究の一つと

されるワイラーの EU におけるデモスの不

在という議論に類似するものであるという

解説がなされた。 
 
(2)テキスト 
田中俊郎・庄司克宏編『EU 統合の軌跡と

ベクトル』（慶應義塾大学出版会、2006

年） 
中村民雄編『EU 研究の新地平 前例なき

政体への接近』（ミネルヴァ書房、2005
年） 

 
(3)参考文献 
田中俊郎『EU の政治』（岩波書店、1998
年） 

アンジェル／ラフィット、田中俊郎監修『ヨ

ーロッパ統合』（創元社、2005 年） 
川嶋周一『独仏関係と戦後ヨーロッパ秩序』

（創文社、2007 年） 
齋藤嘉臣『冷戦変容とイギリス外交』（ミネ

ルヴァ書房、2006 年） 
上原良子「『ヨーロッパ文化』と欧州審議会

の成立」『国際政治』第 129 号（2002 年） 
小川浩之「『英米特殊関係』とイギリスの第

1 回 EEC 加盟申請，1955-61 年｣『日本

EU 学会年報』第 25 号（2005 年） 
金子新「西ドイツ再軍備とシューマン・プ

ラン」『法学政治学論究』第 59 号（2003
年） 

 
(4)授業の感想 
 今回の授業を通して、欧州統合史、欧州

国際関係史について体系的に学べたことは

非常に有意義であった。特に 5 回にわたっ

て行われた特別講演では、新進気鋭の若手

研究者の方から、著書や研究論文からだけ

では知ることのできない研究の背景に対し、

質疑応答し、新たに知ったり、確認するこ

とが出来た。様々な観点からの質疑応答が

あったことからも、特別講演の意義に関す

る同報告者の意見に賛同する諸氏も少なく

ないのではないかと思う。 
 また、本授業は、EU の進展において、

それぞれ、中心的な役割を果たしてきた仏



独英の欧州統合関与の歴史を整理するよい

機会であった。これによって、EU の成り

立ちを複眼的に、そして、より立体的に捉

えやすくなったのではないかと思う。 
 また、テキスト、特別講演とともに、方

法論、テーマにおいて多様であっただけで

なく、他ゼミからの参加者および、他大学

からも参加している大学院生がいたことか

らも受講者の多様性も確保されていたとい

える。ただ、他大学の EU 研究に対しては

必ずしも外に開かれておらず、もし、他大

学の EU、欧州統合史、欧州国際政治史の

大学院生、若手研究者が一堂に会し、シナ

ジー効果を生むフォーラムを授業の内外で

形成していければ幸いである。 

 
 

授業名 国際政治論特殊研究 担当者 細谷雄一 

報告者：大石之浩 
 

(1)授業の内容 
ゼミナール形式による授業。アメリカの

外交史料 Foreign Relations of the United 
States, 1958-1960 を基に、毎週報告者、

討論者が担当箇所を発表した。その後参加

者による議論、担当者による史料の時代背

景や問題点の解説が行われた。 
 

◇授業全体の目的と使用テキストが紹介さ

れた。外交資料をいかに読み、論文作成に

いかに役立てるのかといったことについて

の説明が行われた。 
 
◇アメリカ外交を研究する上で必要な外交

史料の紹介がなされた。政府公刊史料から

政治家の回顧録まで、アメリカ外交史を研

究する上での必須史料が紹介され、その使

用上の注意が説明された。 
 
◇NATO がいかに形成され、変容していっ

たのか。アメリカと西欧諸国との NATO に

おける外交関係について、報告と議論を行

った。使用テキストはゲア・ルンデスタッ

ドの『ヨーロッパの統合とアメリカの戦略』、

1~7 章である。 
 
◇Foreign Relations of the United States 
(FRUS)1958-1960、の序文についての報告

と議論。FRUS の概説と収録史料や編纂原

則についての紹介もあった。また、NATO
加盟主要国の外交史料も提示された。 
 
◇NATO 加盟国の外相、国防相会議におい

て、NATO の軍事委員会決議である MC70
をめぐる協議が如何に行われたのかについ

て、報告と議論が行われた。NATO 同盟国

間の政治、経済、軍事協力体制の基礎的関

係が構築される過程においての問題点も議

論の焦点になった。 
 
◇NATO におけるアメリカの核の傘問題

とソビエトとの関係、西ドイツの軍事力の

規模問題、NATO 加盟国間における軍事力

拠出のバランス問題をめぐる加盟国間の外



交についての報告と議論が行われた。議論

は、NATO にとって 1958 年がその後の冷

戦体制の礎となったことを軸に展開した。 
 
◇NATO の運営をめぐるアメリカ、フラン

スの見解の相違について報告と議論を行っ

た。米英仏の三頭政治を望むフランスとそ

れに対するアメリカ、および他の主要加盟

国の動向を中心に行った。議論は、大西洋

同盟における経済と安全保障の関係、そし

てドゴールの大西洋同盟における位置付け

が焦点となった。 
 
◇第二次ベルリン危機直前期の NATO 内

部の外交動向についての報告と議論がなさ

れた。NATO 加盟国内、特にアメリカと西

欧間における同盟観の相違が議題となった。 
 
◇NATO における MC70 の目標到達をめ

ぐる加盟国間の見解の相違、そして米仏間

のアルジェリア政策をめぐる見解の相違が

フランス地中海艦隊の NATO 撤退に繋が

る過程について、報告と議論があった。

NATO における三頭体制、ベルリン危機、

フランス地中海艦隊の NATO 撤退に関し

て議論した。 
 

◇フランス地中海艦隊の NATO 撤退につ

いての報告と議論を行った。フランス地中

海艦隊がどのような政治的心理的影響を

NATO に及ぼしたのかという焦点で報告、

議論を展開した。 
 
◇第二次ベルリン危機、フランス地中海艦

隊の NATO 撤退により、NATO 改革の必

要性が発生したが、各国の見解の相違、そ

してアメリカの西欧における核の傘につい

て西欧諸国の不信感についての報告と議論

があった。主にアメリカとドゴールの対立

を焦点に議論が繰り広げられた。 
 
◇1959年9月以降のNATOにおける兵力、

経済力における負担分担をめぐるアメリカ

と西欧諸国間での外交協議について、報告

と議論を行った。議論では、1959 年の

NATO における米仏関係が焦点になった。 
 
(2)テキスト 
Foreign Relations of the United States, 

1958-1960: Volume VII, Part 1: 
Western European Integration and 
Security; Canada, United States 
Government Printing Office, 1993. 

ゲア・ルンデスタッド『ヨーロッパの統合

とアメリカの戦略』（NTT 出版、2005 年） 
 
(3)参考文献 
細谷雄一 ｢ヨーロッパの復興と自立」、渡

邊啓貴『ヨーロッパ国際関係史』（有斐閣、

2002 年） 
川嶋周一『独仏関係と戦後ヨーロッパ秩序』

（創文社、2007 年） 
 
(4)授業の感想 
 本授業は、1958 年から 1960 年までの

NATO 形成について、アメリカ政府がどの

ように捉えていたのか、外交史の観点から

考察することを目的としている。 
 テキストにはアメリカ外交の公刊史料を

用いた。しかし、決して事実を羅列、記憶

するだけに留まらないように工夫が施され

ていた。本授業は、あくまで外交史を研究



する時に、いかに外交史料を用いるか、外

交史料の使用法を習得することを念頭に置

いたものであった。そのため、公刊史料の

講読に入る前に、テキストである史料の作

成背景、時代背景等、史料のバックグラウ

ンドを授業の初期段階で学べたことはその

後の史料講読に大いに役立った。 
 史料講読は、報告者による史料の担当箇

所の内容発表と、討論者による同箇所の論

点の提示という形式で進められた。毎回、

予習の度にその複雑な NATO の組織関係

や国際関係に悩まされたが、授業での史料

の背景説明、そして関連文献のレジュメ配

布により、予習で分からなかった箇所が授

業では理解し把握できるようになった。討

論においても、あくまで「外交史研究」の

訓練であることを念頭に置いた授業である

ため、その史料をいかに修士論文、あるい

は博士論文に用いるかといった技術的なこ

とを学び取ることが出来たのは意義深かっ

た。 
また、アメリカ政府外交官の手による外

交史料ゆえ、本文の英語そのものが難解な

箇所も多かった。しかし、NATO の専門用

語・俗語等で意味が不明瞭な箇所は、ゼミ

ナール形式の授業ゆえに忌憚なく質問でき

たため、大きな障害となることはなかった。 

 
 
 
② 東アジア研究専修ユニット 
 

授業名 地域研究論特殊研究Ⅵ 担当者 国分良成 

報告者：兪敏浩 
 

(1)授業の内容 
 本授業は、国分良成教授の指導の下で日

中関係史に関心を持つ大学院生が参加して

行われた。授業の主たる内容は各自の研究

テーマとの関連で日中関係を考察すること

が中心であった。 
 
◇杉浦康之：「1990 年代の日中関係―72 年 
体制の隆盛と変容」 

【報告内容】 
 日中関係における 1972 年体制とは（イ）

日本は台湾との国交を断絶させる形で、中

国との国交を正常化する；（ロ）中国は日米

安全保障体制を容認する；（ハ）尖閣諸島問

題に代表される領土問題は棚上げする；

（ニ）歴史問題に関して、日本側の謝罪を

前提として、中国側はこれに寛容な姿勢を

示す；（ホ）日中関係には、政府レベル、政

党レベル、民間レベルの様々なパイプが存

在する等を包括的に指す。この 1972 年体

制は 1990 年代に入って、一定の変容を遂

げながらも、維持され続けたというのが、

杉浦報告の主張である。報告ではさらにそ

の原因についても詳細な検討がなされた。 
 
◇李彦銘：「1980 年代以後の日本対中国民



間経済外交研究」 

【報告内容】 
 1971 年周恩来総理が日本の経済界に対

して提示した四つの条件―周四条件につい

て日本の経済界はどのように受け止め、対

応したかが本報告の中心的な問題意識であ

った。最初日本の経済界は消極的であった

が、次第に雪崩現象が起こり、結果的に日

本政府の対中国交正常化への政策決定に大

きな役割を果たした。 

 

◇杉浦康之：「戦後日中関係の「断絶」にお

ける中国の対日情勢認識―第四次日中民間

貿易協定交渉過程と長崎国旗事件を中心に

―」 
【報告内容】 
 本報告では、第四次日中民間貿易協定交

渉過程および長崎国旗事件における中国の

情報収集、情勢分析、情勢認識に注目し、

そこから中国が何を根拠にし、また、何を

目的として、「断絶」を決めたのか、このと

き中国は何を洞察し、洞察出来なかったの

かを解明し、併せてそうした中国の洞察の

限界が何に起因していたのかを考察するも

のである。 
 本報告はその後アジア政経学会東日本研

究大会で口頭発表され、参加者からきわめ

て高い評価を受けた。 

 

◇兪敏浩：「中国の反覇権外交と日本―安全

保障戦略の視点から」 
【報告内容】 
 1970 年代の中国外交は反覇権外交だと

いわれていた。本報告ではこうした中国の

反覇権外交の実質について、安全保障問題

かそれとも大国意識かを問い、それに対す

る分析を試みた。1970 年代初期の米中接近、

日中国交正常化は中国から見れば、中国主

導の反ソ統一前線形成であったが、1970
年代末の米中、日中関係の展開は結局中国

が米国のジュニアパートナーでしかないこ

とを示したことが、その後の中国が反覇権

外交から独立自主外交へと方向転換した重

要な原因であると指摘した。 

 

◇ 山口信治：「反冒進の政治力学―脱スタ 
ーリン化の観点から」 
【報告内容】 
 1955 年末に起きた「冒進」と呼ばれる野

心的経済発展構想および社会主義化の加速

という一連の政策は、1956 年前半に急速に

「反冒進」に転換した。これに対する従来

の研究ではスターリン批判の中国への影響

を指摘し、主に中国が独自の道を歩む起点

となったという点を強調してきた。本報告

では反冒進への転換は、ソ連共産党 20 回

大会の影響によるものであった、というこ

とを認めながら、必ずしも独自性のみでと

らえることができないことを指摘した。 
 
◇ 蒋

じゃん

崢
すん

：「中国におけるナショナル・ヒ

ストリーの創造―高句麗問題を中心に

―」 
【報告内容】 
 本報告は高句麗問題をケーススタディ

ーとして、中国におけるナショナル・ヒス

トリーの創造問題を分析した。ナショナ

ル・ヒストリーの創造の行き先は帝国なの

かそれとも国民国家なのかという現代中

国研究におけるきわめて重い課題に直接

取り掛かった本報告の結論は、帝国への可

能性が高いことに傾いていた。 



 
◇髙木康守：「1976 年の中国―「毛沢東以

後」へのマンスフィールドの見方」 
【報告内容】 
 本報告は 1976 年中国を訪問したアメリ

カ国会議員マンスフィールドの報告書を丹

念に分析したものである。「親中国」議員で

あった、マンスフィールドは混乱の最中の

中国を訪問したにもかかわらず、中国の将

来性を高く評価し、米中関係の重要性を強

調したことは今日の中国外交、米中関係に

照合してみても、きわめて示唆的であると

いえよう。 
 

◇江藤名保子：「『独立自主』外交と対日政

策」 

【報告内容】 
中国外交にとって基本路線となった「独

立自主」の方針に関しては、これまでに多

くの研究がなされてきた。従来は、「主要敵

論」に基づく反ソ親米路線の撤回と対外開

放路線のための実質的な外交戦略への発展

とされ、その開始は 1980 年代初頭までの

戦略的な対外政策とそれ以降のメルクマー

ルと捉えられるのが一般的である。しかし、

このような「独立自主」外交と対日政策の

関連についてはあまり考察されていない。

本報告では中国の「独立自主」という方針

決定過程における対日政策の変化を考察し

た。「独立自主」外交の重要な政策的意図は、

対米政策方針の転換にあった。中国の対米

戦略が変化に伴い、必然の結果として対外

戦略における日本の位置付けが移行したの

であった。 
 

◇林聖愛：「冷戦の終わりと中国の対外政策

路線の転換―90 年代の日中関係を中心に」 
【報告内容】 

 本報告は1990年代の日中関係について、

国際関係、日中関係、中国国内状況等三つ

の次元から総合的に考察したものである。

結論としては 1990 年代の半ばに日中関係

は「最悪関係」にまで陥ったが、その後急

速に回復したという。 
 
◇ジァ シャオジー：「中国の対日報道と愛

国主義―90 年代を中心に」 
【報告内容】 
 2000 年代に入ってからの中国国内の反

日感情の高まりに対して、1990 年代半ばの

愛国主義教育に原因を求めることが一般的

であるが、本報告は反日感情の高まりに重

要な役割を果たしたメディアと愛国主義教

育の関係に焦点を当てたものである。その

結論は、メディアは報道規制と市場確保の

ために、愛国主義に基づくセンセーショナ

ルな対日報道を読者に伝え、それに対して、

愛国主義は改革・開放の深化に伴う構造改

革を直面する党指導部がそれを回避するた

めに打ち出した最後のイデオロギーであり、

市場化しつつ、またメディアを再統合する

ための一つの手段でもある。愛国主義キャ

ンペーンの実施によって、メディアは報道

の焦点を国際問題に絞り、国内矛盾は一時

棚上げになった。90 年代のメディアは愛国

主義的市場化の道を歩んできた。 
 
◇呉茂松：「中国における農民工の政治的な

意味」 
【報告内容】 
 本報告は 1 億 2 千万人にも達するといわ

れる農民工の「維権」（権利維持）運動につ



いて、その現状、問題点等を考察した上で、

中国の政治社会において、農民工は農民と

労働者の運動の接着剤になりうるのかとの

仮説を提示した。 
 
◇クルキ・クリスティアン：「中国に対する

開発援助と外務省の影響力低下の原因を探

って」 
【報告内容】 
 本報告は日本の外交政策決定における外

務省の影響力低下、政党・世論の影響力強

化現象について、対中 ODA を事例として分

析したものである。日本の外交政策決定に

おける各ファクターの影響力の消長につい

て、多様な角度からその原因を分析した興

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 
本特殊研究は当初 1990 年代の日中関係

をメインテーマとした共同研究であった。

そこで担当者から最初に 1990 年代に関す

る概略説明を行い、続いて杉浦報告「1990
年代の日中関係―72 年体制の隆盛と変容」、

李報告「1980 年代以後の日本対中国民間経

済外交研究」、クリスティアン報告「中国に

対する開発援助と外務省の影響力低下の原

因を探って」が順次行われた。 
 しかし 1990 年代は公式資料以外に利用

可能な資料が極めて限られていたため、ゼ

ミ参加者から問題意識を絞りにくいという

意見が存在した。そこで本特殊研究をより

実りある共同研究にするために、担当者は

時期を広め、1950 年代から 1990 年までの

中国国内政治、対外関係を幅広く議論する

中で 1990 年代日中関係に対する理解をよ

り深めることを目指すことへと方向転換し

た。 
 その結果、参加者は各自得意の時期を扱

うことができるようになり、報告全体の質

が著しく向上した。報告のテーマも中国国

内政治、高句麗問題、対米関係等と幅広い

分野をカバーするようになり、こうしたタ

テ、ヨコの比較の中で参加者たちは 1990
年代の中国および日中関係に対する認識を

深めることができた。 
 本特殊研究に参加して印象深かったもう

一つの点は議論が極めて活発であったこと

である。いつも独自研究に閉じこもりがち

な大学院生にとってこうした活発な議論は

知的刺激を得られる貴重な舞台にもなった

と思われる。 

 
 

 
 

授業名 地域研究論特殊研究Ⅵ 担当者 高橋伸夫 

報告者：呉茂松 
 



(1)授業の内容 
 本授業は中国の市民社会、あるいはその

可能性について論じた文献を吟味しながら、

中国における国家と社会の関係の性格につ

いて検討することを目的としていた。具体

的には以下の基本問題を設定し、議論を展

開した。 
1. 市民社会とは如何なる含意を持った概

念なのか 
2. われわれは中国に市民社会を見出すこ

とができるのか 
3. 中国における国家―社会関係の歴史的

性格と現状を如何に理解すべきなのか 
4. 中国の知識人は市民社会の概念を用い

て、いかなる国家―社会関係を構築しよ

うとするのか 
 
◇高橋伸夫「市民社会の概念をめぐって」 
【報告内容】 
初回の授業では、担当者からの市民社会

の定義とその経緯、そして分析概念として

の有用性等に関する問題提起があった。市

民社会の狭義的な概念と広義的な概念を紹

介した上で、「国家、市場、私的領域の間に

ある社会的自己組織の空間、つまり結社、

サークル、ネットワーク、非政府組織等の

領域を指す。この領域は公的議論、紛争と

協調の空間であり、諸個人とグループの自

立的空間である」と包括的に定義し、市民

社会の形成基盤、または市民社会論の認知

基盤となる公共圏について説明を行った。

古代のギリシャからの市民社会概念の誕生、

発展、変化等の歴史的な経緯をヘーゲル、

マルクスの文脈を基本に顧みた。最後に、

現代の政治社会を理解する、または民主化

の可能性を議論する意味で、市民社会概念

の有用性について問いを投げかけた。本格

的な市民社会に関する議論を行う前に、概

念の整理、発展の経緯およびその意義に対

して問題提起したことにより、議論全体の

方向性を明確に提示してくれた。 
 

◇靏岡聡史 
【報告内容】 
 市民社会概念はヘーゲルを原点としてい

て、西洋の歴史に基づいた哲学、政治社会

学の文脈から生まれた概念である。第二回

目の授業ではウォールツァーの「市民社会

論」の文献を扱った。今日における市民社

会論の盛行とその意味を若干言及した上で、

著者は民主的なシティズンシップ、社会主

義的な協働、資本主義市場、ナショナリズ

ムという四つの視点から市民社会論を位置

づけ、検討した。他方、以上の四つの視点

は「人間社会の複雑性、関与と忠誠との対

立」を看過し、民衆と労働者階級以外の共

同生活を過小評価している等と指摘した。

また資本主義社会と不平等、国民国家とナ

ショナリズムとの必然性も指摘し、結論と

して国家権力の善用が健康な市民社会形成

に重要であると主張した。現在における市

民社会の意義に照らしながら、市民社会論

のいくつかの文脈を体系的に紹介し、それ

ぞれの限界を示したこと、さらに国家の役

割を明確にしたことが非常に重要であった。 
テキスト：ウォールツァー「市民社会論」 
 
◇衛藤安奈 
【報告内容】 
 第三回目の授業からは市民社会の分析対

象を中国とし、いくつかの代表的な文献を

読んだ。具体的に中国の清朝の特定な地域



を対象として、William T. Row “The 
Problem of ‘Civil society’  in Late 
Imperial China”である。論文では中国の歴

史、とりわけ清朝末期の中国における社会

の実態を紹介しつつ、国家と社会の視点か

ら市民社会の萌芽の有無を議論し、その萌

芽の現れが著者の結論である。しかし、報

告者が発表で論点にしたのは、まさに

William が中国研究に携わる際に、終始抱

えていた難題でもあった「エスノセントリ

ズムにもオリエンタリズムにも陥らずに近

代の中国社会を描くには、どうしたらよい

のか」という点である。中国の特殊性を尊

重しながら、西洋から生まれた市民社会の

分析概念を使用することの意義と限界はど

こにあるのかは、現行の中国研究の方法論

をめぐる基本的課題であった。 
テキスト：William T. Row, “The Problem 
of ‘ Civil society ’ in Late Imperial 
China.” 
 
◇金雪 
【報告内容】 
本論文は西洋研究者たちの中国市民社会

研究の現状を紹介し、さらに、二つの対照

的なアプローチを比較しながら考察したも

のである。著者の結論は、「誰にも開放され

ており、接近可能なことを前提にしている

公共圏」を中国に適用することには限界が

ある。西洋において、「民主主義」を前提と

して市民社会が成り立つ、つまり西洋の「政

治的」プロセスとしての市民社会と中国の

「経済的な活動」としての市民社会概念は

差異があると指摘した。中国の市民社会の

兆しとして見られる同郷、同業の団体は国

家と強いつながりを持っていた上で、役割

を果したことである。これを通じて中国に

おける国家権力の重要性を強調した。 
テキスト：Frederick Wakeman, The Civil 
Society and Public Sphere Debate. 

 
◇山口信治 
【報告内容】 
第三の領域という概念で国家と社会の間

を説明する三分法を主張している Philip 
Huang の論調を紹介した。第三領域とは

国家と社会の間にあり、その両者がここに

参加する空間である。著者は清、民、現代

を通じて常に第三の領域が中国の政治社会

生活に存在し、清朝期にはアド・ホックか

つ準公式的であったが、20 世紀に次第に制

度化したと論じる。そこで、実際の中国社

会政治的変化は、社会の国家に対する自律

性からくるのではなく、第三領域における

国家社会関係の働きから来るのであると主

張した。これに対して、履修者は第三領域

とは普遍的な価値なのか、著者の問題意識

と視点等について議論を加えた。 
テキスト：Philip Huang, “Public Sphere/ 
Civil Society in China.” 

 
◇何建 
【報告内容】 
市民社会の一つの担い手であり、シンボ

ルでもある社会組織を議論した授業であっ

た。改革開放政策の実施に伴い中国に様々

な社会経済活動が現れ、様々な社会組織も

登場した。これらは活動領域によって、社

会の自発的な組織もあり、国家が意図的に

作った組織もある。しかし、これらの組織

は管理、運営等の面で国家との関係から独

立することが困難である。コーポラティズ



ム、市民社会、多元主義等多くの分析枠組

みが登用されているが、著者によればコー

ポラティズムは公式社団に適用し、市民社

会は文化等大衆、自発の社会団体に適用で

きる。だが、中国においてはすべての社会

組織の活動を解釈可能なモデルは存在しな

いという結論を出している。現在の社会利

益の多様化と社団の発展によって、自発的

な社会の管理能力も向上し、政府は多くの

権力を社団に移す可能性があると指摘し、

共感を持った。 
テキスト：Yijiang Ding, Emerging Civil 
Society: Associations. 

 
◇李彦銘 
【報告内容】 
 中国の市民社会研究の代表的な論者であ

る鄧正来の市民社会論とその結論について

検討した。まず、中国近代化の課題を「伝

統的な政治枠組みと権威形態をどう改造す

ればいいか」と明記した上で、市民社会論

を一つのモデルとして提示した。中国市民

社会の役割を計画経済の解体による国家が

撤退する部分を市民社会が補充すること、

そして国家から独立する力として、権威の

専制への回帰を防ぎ、日常での国家権力を

抑制すること、さらに契約性の規則、自治

能力と利益の多元化を実現し、社会生活と

経済生活の非政治化、社会安定させること

であると述べた。また、市民社会構築の戦

略として二段階論を提案した。つまり、国

家と市民社会が共同で努力し、上からの改

革、撤退と下からの構築という経済領域に

集中する形成段階と市民が自己発展すると

同時に、公共圏に入り、政策決定に参加し、

国家と良性な「互動」関係を形成する成熟

段階である。これは現段階においては、中

国市民社会論の主流である。 
テキスト：鄧正来「建構中国的市民社会」 
 
◇高橋伸夫「中国『市民社会』の歴史的展

望を求めて」 
【報告内容】 
 報告者は中国の市民社会研究の対象時期

が清朝末期から民国初期まで、改革開放以

後の時期に断片化していることに対し、歴

史研究と現代研究を融合して論じた。そし

て、中国の市民社会の発展可能性について

四つのシナリオを描いた。一方、市民社会

の構成要素、民主化との内在的関連性、先

進国における市民社会と近代化建設の最中

にある市民社会の含意の相違性等について、

検討が必要という課題も提示した。 
 
(2)テキスト 
マイケル・ウォルツァー「市民社会論」、『思

想』第 867 号（1996 年） 
William T. Row, “The Problem of ‘Civil 

Society’ in Late Imperial China,” 
Modern China, Vol.19, No.2, 2003.  

Frederick Wakeman Jr, “The Civil 
Society and Public Sphere Debate,” 
Modern China, Vol.19, No.2, 2003. 

Philip C. C. Huang, “Public Sphere/ Civil 
Society in China,” Modern China, 
Vol.19, No.2, 2003. 

Yijiang Ding, Emerging Civil Society: 
Associations. Chinese Democracy after 
Tiananmen, Stanford University Press, 
2005. 

鄧正来「建構中国的市民社会」『国家与社

会―中国市民社会研究』（四川人民出版



社、1998 年） 
 

(3)参考文献 
 特になし。 

 
(4)授業の感想 
 本授業履修を通じ、以下の四つの感想を

持った。 
1. 本授業で扱った関連テキストが担当者

の明確な問題意識の下で厳密に選定さ

れた内容であることである。中国にお

ける市民社会論に関する最前線の論文

を把握すると同時に、市民社会を論ず

る際に必要不可欠な説明要素をめぐる

議論と、評価のために大変参考になっ

た。 
2. 初回の問題提起と最終回での結論は全

体的に整合性があった。担当者が最後

に報告し、初回に提起した諸問題に解

答すると同時に、授業で交わされた議

論をまとめるという形式はほかの授業

とは異なる。このような総括を通じて、

本授業で扱うテーマに対して再考し、

整理し、さらに今後の課題を検討する

意味で、とても有意義であった。 
3. 担当者の謙虚さが授業の議論を深める

よき環境を提供した。毎回の授業にお

いて担当者は常に問題提起と関連研究

の紹介を基本軸に発言し、学生に議論

に参加するよう指導した。 
4. 履修者は中国政治を研究している学生

のみならず、日本近代史を研究してい

る院生もいて、日本との比較、近代化

プロセスにおける市民社会論の位置づ

け、市民社会と民主化の内在的な関連

性等を議論するのに斬新な視点を与え

てくれた。



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 担当者 大井眞二 

報告者：平井智尚 
 

(1)授業の内容 
 本授業は文献講読、質疑応答、テーマ・

ディスカッション の形式で進行した。 
 
◇受講者の自己紹介および教員から授業

の進め方についてのガイダンス 
 
◇イントロダクション。政治コミュニケ

ーション研究におけるマス・メディアの

影響については、投票行動の分析が主で

あり、ジャーナリズムの役割等に十分に

関心が払われてきたとは言えない。こう

した問題について日本のマス・メディア

の現状と照らし合わせながら議論した。 
 
◇受講者間でマス・コミュニケーション

論の理解に差があるため、文献をパラグ

ラフごとに講読。ジャーナリズムの役割

モデルについて、「観客」「番犬」「奉

仕者」という分類に基づいた議論をした。

社会背景をふまえながらジャーナリズム

の役割について考察する有効性が確認さ

れた。 
テキスト：Susan J. Pharr and Ellis, S. 
Krauss (eds.), Media and politics in 
Japan, University of Hawai'i Press, 
1996. Chapter1: Susan J. Pharr, Media 
as Trickster in Japan: A Comparative 
Perspective: 19-21. 
 
◇日本のジャーナリズムと政治の関係性

についての概論。日本のジャーナリスト

は「無党派」であることを標榜し、権力

に対する番犬であると意識している。そ

れは、ある意味では中立性を越えた立場

ともいえる。 
また、日本特有のシステムとして記者

クラブの問題点等も議論した。欧米の研

究者の視点から見た日本のジャーナリズ

ムに関する議論は新鮮であった。 
テキスト：Susan J. Pharr, Media as 
Trickster in Japan: A Comparative 
Perspective: 21-23. 
 
◇日本のジャーナリズムの現状や役割を

ふまえたうえで、諸制度とのかかわりに

ついて改めて議論。ジャーナリズムの自

画像とは対照的に、その役割は首尾一貫

しているわけではない。政治コミュニケ

ーションにおける広範なアクターとして

のジャーナリズムという視座は重要であ

る。 
テキスト：Susan J. Pharr, Media as 
Trickster in Japan: A Comparative 
Perspective: 23-24. 
 
◇「トリックスターとしてのメディア」

について。トリックスターは社会的秩序

の隙間に現出する存在である。一方にお

いて、ノモス（既定の秩序）とカスモス

（ノモスに意味付与をする価値・信念の

領域）を媒介 する立場にあり、また他方

において、ノモスとカオス（混沌）を媒

介する立場にある。トリックスターの活

動範囲はリミナリティ（境界）や周縁の

領域に置かれている。トリックスターは



構造や制度にかかわる象徴的な領域と普

通の世界を媒介しているので、その世界

を基底する象徴的構成を絶えず批判する。

こうしたトリックスターの役割をメディ

ア（ジャーナリズム）の問題へと適用す

る可能性について考えた。 
テキスト：Susan J. Pharr, Media as 
Trickster in Japan: A Comparative 
Perspective: 24-25. 
 
◇ジャーナリストの「周縁性」という問

題について議論。ファーは戦前～1950
年代までの日本のジャーナリストの位置

づけ（フロックコートを着たくず拾い）

に言及し、そこに周縁性を見出せるとし

ている。 
また、ジャーナリストの個々の意識か

らアプローチした場合、現在の文脈にお

いても周縁性は担保できるとしている。

この点について問題提起が行われた。 
ディスカッションにおいては、組織に

属するジャーナリストたちの社会階層を

考慮に入れると、その多くが高学歴の「エ

リート」であるために、位置づけが周縁

的であることはまずありえないという批

判が受講者から出た。 
テキスト：Susan J. Pharr, Media as 
Trickster in Japan: A Comparative 
Perspective: 25-27. 
 
◇トリックスターとしてのメディアとい

う議論を補強する「モザイク」という概

念について議論。マクルーハンの「モザ

イク」に関する議論は、メディアの首尾

一貫性のなさに言及する際に一定の有効

性はあるとしたうえで問題提起がなされ

た。 
その一つとして、インターネット上に

見られる「マスコミをめぐる言説」があ

げられた。つまり、他のトリックスター

的な存在（インターネット）によってマ

ス・メディアが批判されたり称揚された

りすることもあるという観点は示唆的で

あった。 
テキスト：Susan J. Pharr, Media as 
Trickster in Japan: A Comparative 
Perspective: 28-36. 
 
◇前期授業の総括。前半は「トリックス

ターとしてのメディア」に関する議論を

おさらいし、現在の政治コミュニケーシ

ョンの状況とつき合わせる作業を改めて

行った。 
 後半は受講者個々の問題関心、ならび

に研究の進捗状況を口頭で報告。様々な

問題関心に触れることができたのは有意

義であった。また、講師や他の受講者か

ら個々の研究の発展につながるよう等バ

イスがなされた。 
 
(2)テキスト 
Susan J. Pharr and Ellis S. Krauss 

(ed.), Media and politics in Japan, 
University of Hawai'i Press, 1996. 

 
(3)参考文献 

特になし。 
 
(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、ジャーナリズム論やマス・コミュ

ニケーション論等関連する学問領域につ

いての知識をある程度持っていることが

必要とされる。 
ただし、本年度前期は受講者 4 名のう

ち修士課程 1 年の学生が 3 名であり、ジ

ャーナリズム論やマス・コミュニケーシ



ョン論に関する理解がどの程度あるのか

わからなかったので、それらの基礎的な

議論を丁寧に追いながら授業が進められ

た。 
テキストに関しても、担当者が専門用

語や英語の語句等について逐次適切な

説明を行っていたので修士課程の学生

でもついていけたと思う。そのため、修

士課程の学生やコミュニケーション論

の初学者にとって有意義な授業であっ

たのではないだろうか。また、授業内で

は必ずしもテキストの枠内にとどまる

わけでなく、ジャーナリズムの現代的課

題や受講者個々の研究・問題関心につい

てディスカッションすることもあった。

マス・コミュニケーション論やメディア

論、ジャーナリズム論等、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。個人的には本年度前期の授

業で取り上げた「トリックスターとして

のメディア」という議論は、現在の政治

状況とメディア（コミュニケーション）

の関係性を考えるうえで示唆的であっ

たように思う。

 
 

授業名 政治・社会論特殊研究 担当者 大石裕 

報告者：平井智尚 
 

(1)授業の内容 
授業形式は英文翻訳、質疑応答、ディ

スカッションを中心とした。 
 
◇受講者の自己紹介および教員から授業

の進め方についてのガイダンス。 
 
◇メディアと政治に関する現代的な問題

について。現代政治におけるジャーナリ

ズムの機能、アジェンダ・セッティング

やフレーム研究等のマス・コミュニケー

ション論における政治的争点の分析につ

いて議論した。また、インターネット時

代の政治コミュニケーションの問題にも

踏み込むことができたのは有意義であっ

た。 
使用文献：蒲島郁夫・竹下俊郎・芹川洋

一『メディアと政治』（2007 年） 
 
◇スーザン・ファーによる「トリックス

ターとしてのメディア」に関する議論、

「コミュニティ構造論争」に関するハン

ターとダールの議論、ノエレ＝ノイマン

の「沈黙の螺旋」に関する議論等、メデ

ィアと政治コミュニケーションの問題を

考えるうえで重要な理論および概念につ

いてディスカッションが行われた。 
使用文献：蒲島郁夫・竹下俊郎・芹川洋

一『メディアと政治』（2007 年） 
 
◇三谷：Chapter 5 National Identity 
and Communication 
【報告内容】 
 政治コミュニケーションにおけるヘゲ

モニーの確立について。ヘゲモニーの確

立には支配集団間の同盟、被支配者によ

る合意の調達、強制力が必要とされる。

特に、「合意」を調達するプロセスにお

いてコミュニケーション（産業）が深く

かかわっているという問題を集中的に議

論した。このような観点は、ある意味で

「常識」のように思えるが、それを「常



識」と見なすことがヘゲモニーの確立を

表し、その議論の有効性を示している。 
 
◇三谷：Chapter 5 National Identity 
and Communication 
【報告内容】 
 国民的アイデンティティの形成につい

て。「国民」というアイデンティティが

イギリスにおいて生み出され、それが国

外へ「輸出」されることでアングロ的な

リベラル・デモクラシーが世界的に波及

していったとされる。こうした観点は歴

史的な議論として、すでに共有されてい

る。だが、そこに「コミュニケーション」

という条件を加えると議論はさらに示唆

的になる。なお、授業内では歴史的な文

脈にとどまらず、現代の「パックス・ア

メリカーナ」とコミュニケーション産業

の関係性についてディスカッションが行

われた。 
 
◇三谷：Chapter 5 National Identity 
and Communication 
【報告内容】 
 アングロモデルに基づいた国家形成の

諸問題について議論した。アングロ的な

モデルは世界的に波及したが様々な諸問

題も噴出している。モデルを「輸出」し

たとしても、コミュニケーションの基盤

や中流階級の脆弱性といった諸用件が国

家形成を阻害することになった。また、

コミュニケーションの基盤を整備したと

しても国家統合が必ずしも達成されるわ

けではないという議論は現在直面してい

る問題であり、とても示唆的であった。 
 
◇曾：Chapter 5 National Identity 
and Communication 

【報告内容】 
 国民的アイデンティティの形成につい

て議論。国家ないし国民の形成に関する

議論は多岐にわたっている。国家ないし

国民は構成されたものであるとするモダ

ニストの議論と、言語的表象であり、実

体がないものとするポストモダン的な議

論の違い等は代表的である。授業内のデ

ィスカッションではポストモダン的な国

家・国民観の問題点が指摘され、ポスト

モダンの議論の一定の有効性を認めなが

らも、いまだ「国家の拘束性」は強い影

響力を有しているという議論が展開され

た。 
 
◇曾：Chapter 5 National Identity 
and Communication 
【報告内容】 
 ジャーナリストがリベラル・デモクラ

シー体制の中で果す役割について。ジャ

ーナリストたちは社会における意味形成

者であり、物語、神話、象徴等を広める

ことによって体制の正当化・維持に貢献

してきた。この知見は、コミュニケーシ

ョン研究者にとっては所与のことである

が、近代社会の政治的プロセスを考える

うえでジャーナリストの位置づけをない

がしろにすることはできないことを改め

て感じた。この点を踏まえたうえで、現

在の日本政治やメディアの状況を想定し

た議論が授業内で展開された。 
 
◇曾：Chapter 5 National Identity 
and Communication 
【報告内容】 
 リベラリズムとアングロ・アイデンテ

ィティに関する議論。政治思想としての

リベラリズムの発展とアングロ・アイデ

ンティティの関係性については、政治コ



ミュニケーションの領域ではある程度共

有されている議論であるが、そこにジャ

ーナリズムの役割を加えて議論している

点がとても示唆的であった。授業内では、

こうした視座をパックス・アメリカーナ

やグローバリズムといった現代的な問題

にまで発展させたディスカッションが行

われた。 
 
◇杉浦：Chapter 6 New Media: New 
Politics? New Identity? 
【報告内容】 
 ポスト産業社会／情報社会に関する議

論。ポスト産業社会／情報社会の到来は

産業社会の諸問題を解決する、といった

ような楽観的な議論が散見されるが、実

際には構造・組織の大規模な変容が起こ

るわけではない。むしろ、時代的な連続

性を念頭に入れなければならない。こう

した観点に基づいて、現在の状況と照ら

し合わせながら議論が行われた。その中

で示唆的だったのは、ポスト産業社会／

情報社会と関連する議論が持つイデオロ

ギー性に関する議論であった。 
 
◇杉浦：Chapter 6 New Media: New 
Politics? New Identity? 
【報告内容】 
 ニューメディアに対する懐疑的視座に

ついて議論。ニューメディアが持つ双方

向性、参加、情報発信等には一定の期待

がかけられていたが、実際のところその

ような潜在性は十分に生かされていない。

ニューメディアを通じてやり取りされる

様々な情報は、コミュニケーションの専

門家がマス・オーディエンスに適合する

ように作ったものである。そして、マス・

オーディエンスは依然として受動的な存

在である。こうした状況はニューメディ

ア（インターネット）が普及した現在の

日本社会にも当てはまることである。こ

の点をふまえて、選挙におけるインター

ネット利用や政治的市民参加の問題につ

いて議論した。 
 
(2)テキスト 
蒲島郁夫・竹下俊郎・芹川洋一『メディ

アと政治』（有斐閣アルマ、2007 年）  
P. Eric Louw, The Media and Political 
Process, Sage, 2005. 

 
(3)参考文献 
Susan J. Pharr and Ellis S. Krauss 
(ed), Media and politics in Japan, 
University of Hawai'i Press, 1996. 
ノエレ＝ノイマン『沈黙の螺旋理論―世

論形成過程の社会心理学』（池田謙

一・安野智子訳、ブレーン出版、1997
年） 

 
(4)授業の感想 

授業では、英文のテキストの割り当て

分を受講者が全訳してきたものを報告す

る。 
1 回の授業で進む範囲は 4-5 ページ前

後であるが、割り当てられるページは結

構多い（10 ページ程度）。そのため、英

語文献の講読力や翻訳力のレベルが高く

ない場合には多少の負担となるかもしれ

ない。 
また、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、社会学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ように思う。 
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える。ただ、この作

業は英語の文献を講読する力を身につけ

るうえで重要である。 
本年度前期を通じての感想としては、

修士課程の学生に報告が割り当てられて

いたために、専門用語の訳語や英文の訳

し方等の点で若干未熟な面が見られた。 
しかし、回を重ねるごとに英語の文献

を読む能力が高くなっているように思わ

れた。 逐一全訳をしていくというのは、

地道であり大変な作業であるが、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

も役立つのである。 
また、教員や受講者による問題提起と

それを中心にしたディスカッションでは、

受講者が積極的に発言・参加しており、

テキストの枠組みにとどまらない議論が

行われた点はとても有意義であった。 

 
 

 
 

授業名 政治・社会論特殊演習 担当者 大石裕 

報告者：平井智尚 
 

(1)授業の内容 
授業形式は個人研究発表（修士論文構

想、論文投稿）を中心とした。 
 
◇担当者によるガイダンス 
 
◇平井「インターネット・コミュニケー

ションとフレイミング―ブログ炎上に関

する一考察」 
【報告内容】 

ブログ炎上という比較的新しいインタ

ーネット上の現象に着目した点は興味深

い。また、安易なインターネット批判と

は一線を画し、コミュニケーション状況

を取り巻く「規範」という概念からアプ

ローチした点も示唆的である。しかし、

論点が絞り切れていないという批判があ

り、論文の焦点を明確に絞る必要性を感

じた。 
 
◇杉浦「『感動』をキータームとした、

マス・メディア表象研究」 
【報告内容】 

マス・メディアにおいて「感動」とい

うタームが構築するリアリティについて

分析するという目的のもと、ルーマンの

社会理論に依拠しながら議論を進めてい

る。報告者の指摘しているとおり、1990
年代後半から「感動」というタームがメ

ディア上で頻繁に使われるようになって

いる。このような問題意識自体は納得で

きるが、ルーマンの社会理論との架橋が

適切に行われていないように思えた。報

告者はルーマンの社会理論におけるマ

ス・メディアへの言及に有用性を見出し

ているが、それが既存のマス・コミュニ

ケーション研究で看過されていた点であ

るかというと疑問である。まずは、ルー

マンの社会理論を適用する有効性につい

て考察を進めてほしい。 
 
◇三谷「日本の政策決定過程（外交）に

対する米国の影響―従軍慰安婦問題に見

る日米メディアと世論を中心に」 
【報告内容】 

米下院における従軍慰安婦問題をめぐ



る決議案が持つ外交的意味、ならびにそ

れが日本の世論に与える影響力等につい

て言及していた。報告者は日米韓の 3 者

関係を念頭に、メディアと外交政策に関

する考察へと発展させたいようであった

が、それ以前に論点が絞りきれていない

ように感じた。まずは昨今の従軍慰安婦

問題に関する諸々の事例を丹念に読み解

くことから始めるべきである。 
 
◇曾「犯罪報道と国民的アイデンティテ

ィの構築―日本におけるアジア系犯罪者

に対する報道分析」 
【報告内容】 

アジア系犯罪者の報道が日本人の国民

的アイデンティティの構築にいかなる影

響を与えているかという問題意識はとて

も興味深いものがある。実際に、外国人

犯罪に関する報道は「外国人」という枠

組みを強調し、その特異性に焦点化する

傾向にある。日本人はそれを無意識のう

ちに受容し、その過程において日本人と

してのアイデンティティが確認されると

いう議論の流れも良い。今後は、具体的

なメディア言説の分析を進めながら、理

論的枠組みを確定する作業を進める必要

がある。 
 
◇三谷 : “ Mass Communication and 
Diplomacy: a Theoretical Framework” 
【報告内容】 

ジャーナルの論文を要約したものを発

表。国際政治におけるメディアと外交の

問題を取り上げた理論的枠組みが脆弱で

あるという問題意識のもと、論文の筆者

は様々なモデルを類型化していた。この

類型をもとにして、報告者は自身の研究

（広報外交やメディア外交の問題）への

応用可能性について言及していた。今後

の発展が期待されるような報告であった。 
 
(2)テキスト 

特になし。 
 
(3)参考文献 

特になし。 
 
(4)授業の感想 

前述のとおり、授業は受講者の修士論

文、論文投稿等にかかわる研究報告が中

心である。 
報告者は大半が修士課程の学生であっ

たため、現段階における修士論文の構想

を発表することが中心であった。多種多

様な問題関心が垣間見られた点について

は有益であったが、分析対象の絞込みや

理論的枠組みの設定等の点で未熟な部分

が多々見られた。この点については今後

の成長を期待したい。 
このような状況であるために、各人の

報告の質はそれほど高いものではなかっ

たように思える。 
ただし、報告後の質疑応答やディスカ

ッションを見る限りでは、受講者がそれ

ぞれ意欲的な発言を行っており、結果的

に学問的な刺激を喚起されるような授業

であったと言える。 
修士課程の学生が大学院における報告

の方法や過程を学習し、修士論文への道

筋をつけていく際の糧となるような授業

であった。 

 
 



授業名 マス・コミュニケーション論合同演習 担当者 大石裕・鶴木眞 

                              報告者：山腰修三 
 
(1)授業の内容 
 本授業は、受講者の修士論文、学会発

表および投稿論文等にかかわる研究報告

を中心に行われた。 
 
◇山口「ダイオキシン問題報道における

『不均衡』の発見」 
【報告内容】 
 本報告は、学術誌への投稿論文に関す

る概要の報告である。本報告は、1999
年の「ニュースステーション」で報じら

れた「ダイオキシン問題」に関して社会

構築主義の立場から考察を加えたもので

ある。特にその際に、「ダイオキシン問題」

が「ニュースステーション」の報道姿勢、

報道倫理をめぐる問題へと収斂し、環境

問題そのものに対する適切な評価が行わ

れなかった点を強調した。 
 本報告に関しては、社会問題のメディ

ア報道に関する既存のマス・メディア論、

ニュース論との違いを明確化する必要が

ある点、モラルパニック論に関する理論

的系譜を提示する必要がある点等が指摘

された。 
 
◇金「オンライン政治討論の熟慮民主主

義的可能性に関する研究：内容分析によ

るアプローチ」 
【報告内容】 

本報告は、学会誌に投稿する論文の概

要に関するものである。本報告は、イン

ターネットを利用した政治コミュニケー

ションが、民主主義に寄与するかという

問題設定の下、実際のインターネット電

子掲示板上の政治討論が熟慮民主主義の

特徴を有しているかどうか内容分析を通

じて検証したものである。 
分析の結果、電子掲示板上の討論では、

特定の相手のいるメッセージといないメ

ッセージの間で論理展開の差が見出され、

また、討論の発展に貢献すると予想され

るメッセージにおいては、意見の洗練さ

や他人の意見を聞く姿勢が見られる等、

インターネットの電子掲示板が、話すこ

とと聞くことの二重の熟慮過程を体現・

経験する場になりうる一定の可能性が示

された。 
 本報告に関しては、今回の事例として

取り上げた靖国問題というトピックの特

性を考慮することの必要性や、インター

ネットの議論の特性を明確化する必要が

ある点が指摘され、また、熟慮民主制の

評価に関する議論が行われた。 
 
◇塚田「日露戦争の＜集合的記憶＞：歴

史社会学的分析」 
【報告内容】 
 本報告は、修士論文の概要に関する中

間報告である。修士論文は日露戦争の〈集

合的記憶〉の実践や諸形態の変遷を探る

ことを目的としている。そしてその際に、

アルヴァックスの「集合的記憶」論やキ

ットラーのメディア論を参照しつつ分析

枠組みを構築している。 
特に本報告では、修士論文第 4 章に該

当する 1930 年代における日露戦争をめ

ぐるメディア・イベントと集合的記憶の

形成・再生産過程を中心に発表が行われ

た。1930 年代の陸海軍およびマス・メデ

ィアのメディア・イベントを通じて今日



の日露戦争に関する語りが生み出された

という本報告の指摘は興味深いものであ

った。 
また、本報告に関しては、集合的記憶

を変容させる主体に関して、そしてメデ

ィア・イベントが成立した社会的背景や

動機に関して議論が行われた。 
 
◇林「異文化環境でのエスニックメディ

ア効果：在日中国人越境者を対象として」 
【報告内容】 
 本報告は、修士論文の構想に関するも

ので、異国文化環境の中で存在、発展し

ているエスニックメディアが「同胞意識」

を有している集団に対してギャップ効果

を生み出している点を明らかにしようと

するものである。 
在日中国人向けのメディアは 1990 年

代後半から急速に発展、普及している。

本報告では修士論文の基本計画、すなわ

ち在日中国人に対してインタビュー調査

やアンケート調査を行い、それを通じて

エスニックメディアや日本のマス・メデ

ィアの接触・利用状況や意識を明らかに

する構想が報告された。 
 本報告に対しては、エスニックメディ

アは多様であるため、研究対象を明確に

する必要がある点が指摘された。また、

移民にとってのエスニックメディアと居

留民にとってのエスニックメディアの違

いを重視する必要がある点も指摘され、

異文化間コミュニケーションに関する先

行研究を整理する必要があるとのアドバ

イスがなされた。 
 
◇山口「社会的行為としてのジャーナリ

ズム批判／マス・メディア批判：社会構

築主義的視座からの一考察」 
【報告内容】 

 本報告は、学会報告の概要に関するも

のであり、ジャーナリズム批判やマス・

メディア批判を社会問題の構築主義の応

用領域として設定することの意義を論じ

たものである。 
ジャーナリズム批判とは、マス・メデ

ィアのジャーナリズム活動に関して批判、

評論を行う行為であるが、「社会問題の構

築主義」という視座を導入することで、

それがマス・メディアのジャーナリズム

活動と同様に、ある社会問題を構築し、

社会問題のある側面の表象を抑圧してい

ることが明らかとなる。 
本報告ではとくに 1999 年の「ニュー

スステーション」の「ダイオキシン報道」

に関する社会問題の構築を事例として取

り上げ、上記の点に関して検証を行って

いる。 
 本報告に関しては、ダイオキシン報道

においては、「環境問題」と「誤報」の問

題が混在しており、事例として取り扱う

場合に注意する必要がある点等が指摘さ

れた。 
 
◇平井「インターネット利用と格差・不

平等：デジタル・デバイド論再考」 
【報告内容】 
 本報告は、学術誌への投稿論文の基本

構想に関するものである。そして、デジ

タル・デバイド論の理論的変遷を踏まえ、

その議論の中で排除されてきた「格差」

を明らかにすることを目的としている。 
デジタル・デバイド論は、従来の「持

つもの／持たざるもの」をめぐる議論か

ら、社会関係資本をめぐる議論へと展開

してきた。だが、いわゆる「下流」とさ

れる若者階層が、インターネットを多く

利用しているとの議論を踏まえ、インタ

ーネットが現代における社会的弱者や下



層にとってのメディアとなり、必ずしも

その立場を改善するような利用を伴って

いないのではないか、という指摘がなさ

れた。 
 本報告に関しては、ある特定の「格差」

をめぐる言説（たとえば、「スキルの格

差」）が、他の格差（若者の階層間移動の

固定化による格差）を排除してしまう可

能性がある点等についてより考察を深め

ていく必要がある等の指摘がなされた。

また、それに関連して格差をめぐる政治

学、社会学等のさまざまな知見をインタ

ーネット社会論に活かしていく必要があ

るとの助言が行われた。 
 
(2)テキスト 

特になし。 
 
(3)参考文献 

特になし。 
 
(4)授業の感想 

メディア研究、マス・コミュニケーシ

ョン研究は本来的に学際的な性質を有し

ている。本授業のカリキュラムの特徴は、

こうしたメディア研究やマス・コミュニ

ケーション研究を政治学や社会学等の学

問領域と「接合」させることにある。熟

慮民主制、社会構築主義、集合的記憶論、

社会階層論、アイデンティティの政治学

等の諸概念、理論の最新動向をメディア

研究、マス・コミュニケーション研究へ

適用させようとした本授業における諸々

の発表は、同研究領域の政治学への応用

可能性を模索する上で極めて有用であっ

た。また、取り上げたテーマや事例も日

露戦争、環境問題、在日中国人、デジタ

ル・デバイド等多岐におよび、これらの

諸問題に関する理解や知見を深める上で

も有意義であった。そして何よりもなが

らくメディア研究、マス・コミュニケー

ション研究を政治学、政治社会学に応用

してきた授業担当者が二名いたことによ

り、発表者や他の学生を含めた活発な議

論が展開されたことが最大の成果であっ

たといえる。

 
 
 

 
 

④ 公共政策研究専修ユニット 
 

授業名                           プロジェクト科目Ⅰ・ 
公共政策論Ⅴ 

担当者 小林良彰・大山耕輔・河野武司 

報告者：裴元福 

 

(1)授業の内容 
公共政策論は、①公務員試験答案練習

（公共政策部門）と②公共政策形成過程

という二つのテーマを中心に授業が開か

れた。答案練習では、担当者が出した問

題について参加者が答案を書いて発表し、

その後担当者と参加者が議論する形式を

取った。政策形成過程については外部か

ら専門家や第一人者を招きその授業を聴

き、討論する形式で行われた。授業では

多くの資料が用いられ、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。 

 
◇答案練習 

小林良彰：「第二次世界大戦後、我が国

が経済成長しながら平等な社会を築いて

くることができた原因は？」 
【内容】 

第一回の練習で、参加者は格差には個

人格差と地域格差があるということを指

摘した。地域的な観点では、自民党統治

の基盤が農村にあり長らく保障があった

が、自民党の補助金の減少により格差が

拡大した。個人に関しては、企業が不景

気により福利厚生の負担を減少させた結

果、実質的に個人負担の増加となり格差

が拡大した。このように格差拡大の原因

を追究する議論を通じ、国の交付税、日

本型配分主義等について認識を深めた。 
 

◇答案練習 
大山耕輔：「人口減少社会がしばらく続

くと予想しつつ、日本の2030年における

あるべき姿・ビジョンを自由に描いてく

ださい。」 
【内容】 

第2回の練習で、参加者は福祉問題、少

子高齢化問題等に重点を置きながら討論

をした。 

先生からは「①人的資源立国論、②生

活文化大国で高まる安心・誇り、③当た

り前への回帰戦略、④民間の蓄財・運用・

工夫」と四つの面からコメントをもらっ

た。特に総合国力＝資源（人的資源、自

然資源、技術、経済産業、政府、防衛、

文化、社会）×ガバナンス（資源の育て

方・使い方）というコメントはとても印

象的であった。 
 

◇答案練習 

河野武司：「政策目標として、2030年の

我が国の発電電力量構成について、経済

性、技術性、環境、安定供給という4つの

観点から政策目標を論じなさい。また、

どのような意見調整が必要となるかにつ

いて、合意形成で留意すべき点を中心に

論じなさい。」 
【内容】 

第3回の練習で参加者は石油・石炭・原

子力・LNGそれぞれの特性を考慮して発

電電力量構成のベストミックスを構想し、

その設定された条件の下で理論整合的な

議論を展開した。 

また、政治家、官僚、業界団体、世論

等ステイクホルダーとその見解を具体的

に想定し、合意形成に向けての政策プロ

セスの全体像を話し合った。 

この練習を通じて、参加者は基礎デー

タに基づく特定の政策目標を、様々な側

面から理論的に分析・評価する練習を行

った。 
 

◇答案練習 
片山善博：「自治体行政から見た司法制

度改革の意義について論ぜよ」 
【内容】 

第4回の練習で、参加者は自治体行政か

らみた司法制度改革の意義について次の

4点から認識を新たにした。つまり、①地

域における法曹過疎の解消につながる点、

②司法を日常的に活用する自治体運営に

つながる点、③自治体の各種法律相談業

務の多様化と連携強化に有利である点、

④行政が司法面で優越的ポジションから

対等なプレイヤーに近づく点の4点であ

る。また、これから始まる陪審員制度に

ついてもその意義と課題を話し合い、自

治体行政と司法制度改革の関係について

の関心を高めた。 



◇報告 
片山善博：「地方分権を考える」 

【報告内容】 

権限委譲、国の関与や規制の撤廃・縮

小、税財源の移譲等日本で行われた分権

改革について概観し、分権の成果と国民

の信頼度、地方分権の問題点とその原因、

地方分権の意義とミッション、そして地

方分権を阻む現実とこれを着実に進める

条件について詳しく話した。参加者は地

方分権とは「国民的課題として政治の争

点に足りうるか」、地方分権は「誰のため

に」「何の目的で」進めるのか、地方分権

で「何がどう変わるか」等の問題につい

て議論をし、地方分権に関する認識を深

めた。 
 

◇報告 
田中秀明：「日本の予算・財政システム

の現状と改革―諸外国の経験に学ぶ」 
【報告内容】 

報告では現在の日本の予算・財政は「何

が問題か？課題は何か？」というテーマ

に沿って話を進めた。まず、財政の基本

的な問題をあげ、次に予算のマネジメン

トとアウトカムについて話をした。続い

て総額のコントロール部分ではスウェー

デンのフレームとオーストラリアの予算

編成プロセスについて日本との比較を行

い、日本における改革と課題について検

討した。本報告者は政治的な意思決定シ

ステムに触れない改革は真の予算改革と

は言えないと主張した。「予算改革＝政治

改革」であり、政府をどうやって管理す

るかがこれからの究極的な課題であると

述べた。 
 

◇報告 
石田直裕：「日本の行政について」 

【報告内容】 

報告は「国家組織について」「中央省庁

等改革の背景と流れ」「行政機関の定員管

理の仕組み」等幅広い面で話をした。ま

たアメリカの地方団体についても紹介し、

日本との比較を行った。教科書の理論的

な部分とは違い、現場の話をそのまま聞

けたのでこれからの研究に活かす貴重な

参考となる報告だった。 
 

◇報告 
辻原俊博：「国土計画行政について」 

【報告内容】 

昭和37年の「全国総合開発計画」から

平成10年の「21世紀の国土のグランドデ

ザイン」までの全国総合開発計画につい

てその背景、基本目標、開発方式等につ

いて段階ごとに分けて説明を行い、比較

も行った。授業を通して、参加者は国土

計画行政について理解を深めた。 
 

◇報告 
金宗郁：「地方政策における政策バリエ

ーションと官僚の組織行動」 
【報告内容】 

「なぜ、自治体間の政策バリエーショ

ンが生じるか？」という問題意識の下で

「自治体の政策決定過程は、どのように

捉えるべきであるか」「ブラック・ボック

スとは何か？」「地方官僚の組織行動は、

どのような視点からみることができるの

か」「地方官僚における個人の意思決定か

ら組織決定への変換を生み出す媒介体と

は何か？」「地方官僚はいかなる存在

か？」「中央官僚と地方官僚の相違とはな

にか？」という問題について1つずつ解決

しながら論じた。 
 

◇報告 



三船毅：「現代日本における政治参加の

構造と変動―参加による市民社会構築と

その脆弱性―」 
【報告内容】 

 「なぜ、人々は政治に参加するのか？」

という問題意識のもとで、まず政治参加

の理論展開を通じて現実の政治参加に何

が求められているのかを説明した。そし

て、70年代から90年代までの日本の政治

参加構造を時系列的に分析し、その特徴

を述べた。続いて日本人の政治参加がい

かに変化したかを検証した。 
 

(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Ⅴでは①公務員試験答案練

習（公共政策部門）と②公共政策形成過

程というふたつのテーマを中心に授業が

進められた。参加者は、授業を通じて専

門家や実際の政策プロセスに関わってい

る実務家の話を聞くことができた。その

結果、政府が行う公共政策がどのように

形成され、どのように実施され、その結

果どうなったのかという一連の政策プロ

セスについて多角的かつ総合的に考える

ようになり、行政の特質や構造を明らか

にすることができた。また、答案練習を

通じて、参加者は環境、福祉、地方分権、

司法制度改革等多様な争点と政策を連結

しながら考える能力を身につけたことは

もちろん、担当者と学生から出された意

見とコメントは今後の研究にも活かすこ

とができると思う。 

 

 

 

⑤ 近代化研究専修ユニット 
 

授業名 日本政治論特殊研究 担当者 玉井清 

報告者：甲原潤之介 
 

(1)授業の内容 
本授業では、テキストの輪読が行われ

た。 
 
◇イントロダクション（1 回） 

テキスト『西園寺公と政局』の紹介。

授業の進め方についての説明。 
 

◇『戦時下のスクリーン』を観る（2 回） 
 履修者がテキストを用意するまでの間、

戦前期の国策映画を観て、討論を行った。 

◇『西園寺公と政局』を読む（10 回） 
 前年度に引き続いて、テキスト『西園

寺公と政局』を読み、毎回担当者が別の

史料も併用しつつ論点を提示し、全員で

討論を行った。今期の内容は以下のとお

りである。 
『西園寺公と政局 第四巻』 
第5章 機関説の政治問題化と内閣審議

会の成立 
第6章 北支事件より永田少将の遭難ま

で 



第7章 陸相更迭と国体明徴運動 
第8章 北支自治宣言と一木枢密院議長

辞職問題 
『西園寺公と政局 第五巻』 
第1章 二・二六事件と準戦時体制への

進展 
第2章 有田外相の就任より特別議会ま

で 
第3章 北支問題と二・二六事件公判 
 
(2)テキスト 
原田熊雄述『西園寺公と政局 第四巻』

（岩波書店、1951 年） 
原田熊雄述『西園寺公と政局 第五巻』

（岩波書店、1951 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） 
近代日本研究会編『年報・近代日本研究 

昭和期の軍部』（山川出版社、1979 年） 
伊藤隆他編『牧野伸顕日記』（中央公論社、

1990 年） 
伊藤隆他編『真崎甚三郎日記 2』（山川出

版社、1981 年） 
角田順校訂『宇垣一成日記 2』（みすず書

房、1970 年） 
木戸日記研究会編『木戸幸一日記 上巻』

（東京大学出版会、1966 年） 
本庄繁『本庄日記』（原書房、1967 年） 
臼井勝美『日中外交史研究 昭和前期』

（吉川弘文館、1998 年） 
細谷千博『両大戦間の日本外交』（岩波書

店、1988 年） 
三宅正樹『昭和史の軍部と政治 1 軍部

支配の開幕』（第一法規出版、1983 年） 
矢部貞治『近衛文麿』（読売新聞社、1976

年） 
林茂他編『二・二六事件秘録』（小学館、

1971-1972 年） 
北博明『二・二六事件 全検証』（朝日新

聞社、2003 年） 
 
(4)授業の感想 
 テキストは西園寺公望の側近原田熊雄

の回顧録であり、陸軍や右翼の台頭が目

立つようになってきた今学期の範囲にお

いて、西園寺をはじめ当時の政界や宮中

の人々がどのような認識を持ち、そこか

ら当時の日本のいかなる政治状況が読み

取れるか、という点をめぐり議論した。 
まず政党の影響力低下についてしばし

ば論点になった。二・二六事件後、多様

な政治勢力が互いに主張しあって、新内

閣の人事が難航する様子や、対中国外交

で軍部と外務省の一体感がなくなってい

く様子からは、かつてのように政党が政

治の求心力となった時代は終わり、政党、

軍部、官僚が横並びになってそれぞれが

別の思惑で動く複雑な状況を読み取るこ

とができた。 
 また、当時の国際情勢のなかで列国が

日本にどういう態度をとっていたかとい

う点についても読み取れる部分が多く、

議論になった。国際連盟の脱退から数年

経った時期だが、英国と満州国問題解決

のための交渉はなされ続けており、協調

の模索は続けられていた。今後このよう

な強調の試みがどのように破綻していく

のか、来期以降も注視していきたい。 
 そして、今期の範囲で特によく議題に

上ったのが、軍部に対する天皇の警戒感

である。二・二六事件や北支での陸軍の

動きに対する天皇の不快感・警戒感につ

いて記述されている。これに関連して、

戦前日本において天皇がどのようなポジ



ションに置かれていたのかについても議

論した。 
 本授業は日本政治史を専攻する履修者

のみならず、国際政治を専攻する履修者、

そして海外からの留学生等多様な問題関

心を持つ人が集まっており、議論は政治

史の範疇にとどまらず幅広い分野にわた

って行われた。一見してひとつの流れの

ように見える歴史を細かく観察・分析し、

当時の政治決定がどのようになされ、ま

たそれに関わった人々がいかなる考えを

持っていたのかを継続的に見ていき、そ

の変化を捉えていくことは非常に重要な

作業であると感じた。さらに今回の時期

は、まさに東アジアを巻き込んだ戦争が

始まる前夜であり、他国の政治を研究す

る学生や留学生を交えた議論は非常に示

唆に富むものであり、このような機会は

貴重であったと思う。

 
 

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：手嶋有紀 
 
(1)授業の内容 
 本授業では、各大学院生が進めている

研究の進捗状況について報告を行った。

各時間に一人もしくは二人が報告を行

い、それに対し質疑応答が行われた。 
 修士論文または博士論文の作成のた

めに、質疑応答や討論が活発に行われ、

担当者や他の院生から有益な助言を頂

いた。他の分野の方から様々等バイスを

頂くことで、新たな課題が見えてきた。 
 
◇後藤：｢台湾出兵と御雇外国人｣ 
【報告内容】 
明治初期の台湾出兵において、台湾蕃

地事務局に雇用された御雇外国人の状況

について、従来注目されていた人物以外

も研究し検証を行った。 
 
◇柏原：｢明治 6 年の工部省｣ 
【報告内容】 
 政治状況がめまぐるしく変化していた

明治 6 年に焦点をあてて、工部省がどの

ような影響を受けたのか、如何にして政

策を決定したのかを中心に、｢工部の理

念｣を意識しながら工部省の実態につい

て検討を加えた。 
 
◇靏岡：｢戦時日本の対中意識―『写真週

報』を通して―｣ 
【報告内容】 
太平洋戦争中の政府広報誌である『写

真週報』の内容分析を通して、戦時中日

本人がどのような市民意識を抱いていた

のか検討した。 
 
◇久保田：｢元老院史上における明治 14
年の政変｣ 
【報告内容】 

明治 13 年から 15 年の元老院を中心に、

元老院の政治力や位置づけについて考察

した。 
 
◇甲原：｢明治 41 年・韓国政府外交顧問

スチーブンス暗殺事件｣ 
【報告内容】 
 日本の保護国となった韓国に外交顧



問として派遣されていたスチーブンス

が、一時帰国中の明治 41 年に現地在住

の韓国人に殺害されたという事件の、処

理過程・裁判過程・世論の分析について

検証した。 
 
◇手嶋：｢元正天皇の即位状況について｣ 
【報告内容】 
 8 世紀に即位した女帝元正天皇につ

いて、その特異な即位状況を様々な角度

から考察した。 
 
◇鈴木：｢神祇院の思想政策｣ 
【報告内容】 
 神祇院の敬神思想普及政策の実態に

ついて明らかにしていくとともに、それ

が太平洋戦争中の国民意識にどのよう

な影響を与えたかについて検証した。 
 
◇戴：｢戦後日中外交の再構築―吉田茂

と日華条約(1945-1952)｣ 
【報告内容】 
 昭和 27 年に調印された日華平和条約

の講和問題において吉田茂を中心に、中

華民国外交部の未公開史料を用いなが

ら検証を行った。 
 
(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 
 普段研究は個人で進めているため、多

くの方々から貴重な意見を頂き、非常に

ためになった。特に、全く違う時代を研

究している方からのアドバイスは自分

とは違う視点のものが多く、自分の研究

に是非活用させていきたいと思う。また

研究内容だけではなく、研究の進め方に

ついても他の方から学ぶべき点は多く

あり、有意義であった。これらの助言を

無駄にすることのないように、これから

も研究を進めていきたいと考えている。

 
 
 
⑥ 安全保障研究専修ユニット 
 

授業名 地域研究論合同演習 担当者 小此木政夫・西野純也 

報告者：崔慶原 
 

(1)授業の内容  
担当者の授業およびテキスト（小此木

政夫編『危機の朝鮮半島』、慶應義塾大学

出版会、2006 年)の各章に対する報告、

また同書の論文執筆者らによる講演。 
 
◇小此木政夫：「朝鮮半島情勢と日本外交

「奇妙な共存」と日韓協力」 
【授業内容】 

 北朝鮮核兵器とミサイルは、「生き残

り」の手段であり、体制維持のための兵

器である。ブッシュ政権は、対北朝鮮政

策においてクリントン政権と差別化を模

索したが、イラク情勢の悪化と中間選挙



での敗北により、クリントン時代の「枠

組み」合意に復帰しつつある。6 者会合

における 2.13 合意は、米朝相互に相手側

が譲れない行動原則を認め合った意味が

ある。北朝鮮の核兵器の最終的な廃棄の

ためには、これから 10 年間、北朝鮮が

保有している少数の核兵器と共存せざる

を得ない。この中で、核問題と拉致問題

を連携した日本の圧力外交の前提は揺ら

いでいる。「次の段階の措置」が実行され

るとき、日本は決断を迫られる。 

 
◇藤亮平：中山俊宏「『ならず者国家』と

条件つき関与政策」『危機の朝鮮半島』（慶

應義塾大学出版会、2006 年）(以下、書

名は省略) 
【報告内容】 

北朝鮮にどの程度、どのような手段を

用いて「関与」していくべきか。クリン

トン政権期の米朝枠組み合意は、対「な

らず者国家」に対する「条件付関与政策」

としては野心的なものであり、少なくと

も導入条件の多くを満たしていたが、そ

れを機能させる条件の面では多くの問題

を抱えていた。9.11 テロ攻撃により、対

北朝鮮問題はグローバルな「対テロ戦争」

の文脈へ位置づけられ、2002 年 10 月に

ウラン濃縮型の核兵器開発の発覚以後、

合意の明白な違反として「条件付関与政

策」を支える土台が崩壊された。1990
年代の米国の関与政策の限界と効用を改

めて検討する必要がある。 
 

◇鈴木紀彦：道下徳成「北朝鮮のミサイ

ル外交と各国の対応」 
【報告内容】 

北朝鮮のミサイル問題は、核問題と違

って、危険度が低く、米国が主要アクタ

ーであり、ミサイルに関する国際的取り

決めが欠如していた。また BMD のよう

な防御手段もあった。このため比較的穏

当な否定的な行動を起こした。2006 年 7
月のテポドン 2 号を含むミサイル発射は、

米国、日本との交渉を活性化させた。ま

た中国に対する瀬戸際外交の萌芽であっ

た。 
 

◇崔慶原：倉田秀也「南北首脳会談後の

平和体制樹立問題―制度的措置と軍事的

措置の交錯」 

【報告内容】 
 朝鮮半島における平和体制の樹立問題

は、制度的枠組みと軍事的措置における非

対称な構造からなる。韓国は、「南北基本合

意書」による南北平和協定、南北間の相互

主義を主張しているのに対し、北朝鮮は、

「新平和保障体系」による米朝平和協定、

在韓米軍を関与させ、米軍との軍事的な接

触を南北間の信頼醸成より上位に位置づけ

てきた。「米軍」との軍事接触を優先的に求

めていた北朝鮮の立場の変化はないが、

2005 年 9 月 19 日の 6 者会合第 4 回会合

で初めて共同声明が採択され、その第 4 項

に 「…直接の当事者は、適当な別の話合

いの場で朝鮮半島における恒久的な平和

体制について協議する」と謳われたのは、

1998 年 8 月以来中断していた 4 者会合が

6 者会合の枠内で再開されることになったこ

とを意味する。 

 
◇林聖愛：阪田恭代「岐路に立つ米韓同

盟」 
【報告内容】 
 ポスト「9.11」の米軍変革の中における米

韓同盟の変革に伴って日本がどのように取

り組むべきか。米韓同盟は日本の防衛に直

結する問題で、米韓同盟の変革が円滑に

進めば、日本の安全保障にとって有益であ



り、逆に、米韓同盟が漂流すれば、日米並

びに日本の安全保障にも負担が回ってくる。

同様に在日米軍の変革も韓国の安全保障

に直接影響をもたらす。 

 
◇媚山優：張済国「朝鮮半島の危機と米

国」 
【報告内容】 
 北朝鮮の核疑惑から始まった冷戦後の

朝鮮半島の危機に対して、クリントンとブッ

シュの二大政権は異なった処方を出した。

クリントン政権は、明確な政策の不在で政策

の一貫性を維持するのが困難であった。反

面ブッシュ政権は、初期から明確な対外政

策観をもって核を持った北朝鮮と妥協せず、

米朝両者会談には応じない等、かなり強硬

な立場での対北朝鮮政策を駆使した。しか

し変化した韓国の対北朝鮮情緒やイラク問

題の長期化のような阻害要因により、政策

転換を余儀なくされた。 

 
◇深堀るみ：平岩俊司「朝鮮半島危機と

中国」 
【報告内容】 
 韓国の太陽政策を通して南北関係が改

善されることによって、中国が、韓国か北朝

鮮かのような二者択一に迫られることはなく

なった。中国は北朝鮮に対する経済援助の

規模を明らかにしないことにより、むしろ対

北朝鮮影響力を国際社会に見せ付けてい

る。中国の北朝鮮に対する影響力について

国際社会は二つの誤解をしている。第一に、

中国の北朝鮮に対する影響力は絶対的な

ものであるとの誤解。第二に、中国が日米

側に近い立場にあるとの誤解である。しかし、

中国のみならず韓国が北朝鮮との関係を強

めている状況下で、中国の北朝鮮に対する

影響力は絶対的なものではなくなっている。

またその時々の国際情勢と中朝二国間関

係、さらには中国国内の状況によって北朝

鮮に対する姿勢を決定している。 

  
◇ジャ シャオジー：斉藤元秀「朝鮮半

島の危機とロシア」 
【報告内容】 
 ロシアの朝鮮半島政策の目標は、(1)朝
鮮半島の平和と安定の確保、(2)朝鮮半島

における武力紛争巻き込まれの回避、(3)非
核化の実現、(4)北朝鮮による漸進的改革・

開放路線の採用、（5）朝鮮半島における米

国の覇権確立阻止、(6)中国の覇権確立阻

止、(7)南北朝鮮の和解である。また朝鮮半

島における紛争の防止にロシアは一定の貢

献をしている。その理由としては、(1)北朝鮮

と軍事同盟を締結していないこと、(2)核兵

器やミサイル開発を支援していないこと、(3)
通常兵器を本格的に輸出していないこと、

(4)核開発問題に関し、米朝に話合いによる

解決を再三要請していることが指摘されう

る。 

 
◇全恵涓：室岡鉄夫「NSC から青瓦台へ」 
【報告内容】 
 盧武鉉大統領は、金大中政権から太陽

政策と会議体としての NSC を受け継ぐ

一方、事務所の拡充を図った。NSC 事務

所は、部署との事前調整、事務調整会議、

常任委員会の各段階で政策調整に当たる

一方、各部署から集めた情報を大統領に

一元的に報告する役目を負った。盧武鉉

の外交・安保政策に危うさを感じる保守

派の批判で結局 NSC 事務所の政策調

整・情報総合能力は、 青瓦台に新設され

た統一外交安保政策室に移行されると同

時に、長官級の調整機構である NSC 常

任委員会は事実上、安保政策調整会議に

引き継がれた。 
 



◇甲原潤之介：野中健一「経済問題とし

ての北朝鮮核開発事態」 
【報告内容】 
 問題意識として、韓国は、北朝鮮による

核開発問題を扱う上でいかなる環境下に置

かれているか、日本政府は、韓国の政策立

案環境に配慮したとき、どのようなことを検

討すべきか、が提示された。日本にとって北

朝鮮問題とは安全保障問題であるが、韓国

はそれに経済問題が加わる。韓国政府は外

国人投資家の利益を軽視した政策立案を

しづらい状況にある。韓国がアジア金融危

機を契機に外資を積極的に受け入れた結

果、外資の発言力が増大したからである。

日本は、この点を配慮しなければならないの

である。 

 

◇院生による報告と論文著者による講

演 
李錫敏：礒崎敦仁「金正日「先軍政治」

の本質」 
講師： 礒崎敦仁(慶應義塾大学) 

【報告および講演内容】 
 金正日体制のキーワードである「先軍政

治」の定義やその論理による国内の変化は、

どういうものだったのか。「先軍政治」概念の

変容が起こり、「思想」化が進められ、起源も

再設定されている。また、「先軍政治」の登

場の背景として統治機構としての党の機能

麻痺がその原因であると思われる。論文の

著者として招かれた礒崎敦仁氏は、過去金

日成が創設した主体思想を金正日が広げ、

後継者として浮上したように、今後「先

軍思想」を広げる過程で、後継問題の輪

郭が現れると主張した。 

 
◇内田和道：岩本卓也「体制危機への北

朝鮮の対応」 
【報告内容】 

  体制危機に直面した金正日は、外部か

ら資本や技術を導入することを決め、限定

的であるが、経済管理制度の改善を進めた。

しかし、体制に混乱をもたらさないよう限定

的かつ慎重に実施されているため、経済を

活性化させるには中途半端な状態である。

むしろインフレや貧富の格差拡大といった

不安定要素をもたらしている。これから経済

活動における自由度が次第に拡大すること

によって、富める特権階級の拡大と外部と

の交流増加による情報流入が拡大し、体制

を不安定化させる流れが強まる可能性が高

い。  

 
◇西本圭太：李泳采「冷戦終結以後の北

朝鮮の対日外交」 
【報告内容】 
 冷戦終結後の北朝鮮の対日外交の特徴

を分析し、これと北朝鮮の従来の統一政

策・対南政策を比較することで、冷戦終結

後の北朝鮮の対日政策の基本枠組みを明

らかにする。まず、北朝鮮の対日政策を、主

体国家としての「名分」を売り、経済回復の

ために「実利」を得る「名分と実利のトレード

オフ」政策として理解する必要がある。 

 
◇論文著者による講演  
講師：岩本卓也(内閣官房拉致問題対策

本部事務局) 

【講演内容】 
 政府は、対北朝鮮政策の基本目標であ

る二国間関係の正常化問題と朝鮮半島を

含む地域の平和と安定という観点と日韓間

での処理との整合性を考えながら、日朝国

交正常化問題を取り扱っている。また 6 者

会合で拉致問題と核問題の連結を貫いて、

北朝鮮への圧力外交を展開している。 

 
◇論文著者による講演 



講師：平岩俊司(静岡県立大学) 

【講演内容】 
 中国と北朝鮮との関係は、冷戦終結後、

1992 年中韓国交正常化を機に、唇歯依存

の伝統的な関係から変わりつつある。中国

は、南北いずれの側にも立つことがなく、等

距離を置くことによって南北両政権から不

満を買ってしまった。中国が第二次危機に

対して一定の役割を果たしていることは、

2000 年の南北首脳会談以後、南北関係が

改善されたことが大きな要因となった。ミサイ

ル発射以後、中国は、北朝鮮に対する批判

と国際社会に対する自制の両論を併記し、

韓国とは、協力と対立の微妙な関係を維持

している。 

 

(2)テキスト 
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 
特になし。 

 
(4)授業の感想  
  冷戦終結後、地域の安全保障問題とし

て浮上した北朝鮮の核兵器とミサイル問題

をめぐる国際政治を勉強することが出来た。

テキストには、韓国や北朝鮮内部政治に関

する論文だけではなく、安全保障問題、南

北平和体制構築の問題、周辺国家の対朝

鮮半島政策の特徴と制約等を分析した論

文が多数収められ、地域の安全保障問題

に対する幅広い議論ができた。特に、論文

の著者のうち、3 人を招き、議論の場を設け

たことは、授業に参加した大学院生の知的

関心を高め、より専門的な知識を深める効

果があった。 

 

 

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 
 安全保障に関する文献講読を進めた。 
 
◇オリエンテーション 
【授業の説明】 
 
◇報告者：内田、李、媚山、平野 
【報告内容】 

戦争と国家について。 
テキスト：Michael Howard, The Causes 
of Wars and Other Essays, 2nd Edition, 
Harvard University Press, 1983, pp. 
23-48. (“The Causes of Wars,” “War 

and the Nation State,” “The Strategic 
Approach to International Relations,” 
“Ethics and Power in International 
Policy”の各章) 
 
◇報告者：上野、レノン、内田 
【報告内容】 

戦争原因論の概要。 
テキスト：Jack Levy, “The Causes of 
War and the Conditions of Peace,” in 
Annual Reviews of Political Science, 
Vol. 1, 1998, pp. 139-165.  
 



◇報告者：李、媚山、平野 
【報告内容】 

政策・戦略・作戦―理論 
テ キ ス ト ： Michael I. Handel, 
“Clausewitz in the Age of Technology,” 
in Michael I. Handel (ed.), Clausewitz 
and Modern Strategy, Frank Cass, 
1986. 
 
◇報告者：上野、内田 
【報告内容】 

政策・戦略・作戦―理論 
テ キ ス ト ： D. Sagan Scott, “1914 
Revisited: Allies, Offense, and 
Instability,” International Security 
vol.11, 1986.  
 
◇報告者：李、レノン 
【報告内容】 

政策・戦略・作戦―イギリス 
テキスト： Murray Willamson, “The 
Collapse of Empire: British Strategy, 
1919-1945,” in Murray Willamson, 
Knox MacGregor and Alvin Bernstein 
(eds.), The Making of Strategy, 
Cambridge University Press, 1994. 
 
◇報告者：レノン、李 
【報告内容】 

政策・戦略・作戦―地中海作戦 
テキスト：Brian Bond, “Alanbrooke and 
Britain’s Mediterranean Strategy, 
1942-1944,” in Lawrence Freedman, 
Paul Hayes and Robert O’Neill (eds.), 
War, Strategy and International 
Politics,  Clarendon Press, 1992. 
 
◇報告者：媚山、李 
【報告内容】 

政策・戦略・作戦―アメリカ 
テ キ ス ト ： Eliot A. Cohen, “The 
Strategy of Innocence? The United 
States, 1920-1945,” in Murray 
Williamson, Knox MacGregor, and 
Alvin Bernstein (eds.), The Making of 
Strategy, Cambridge University Press, 
1994. 
 
◇報告者：上野、平野、レノン 
【報告内容】 

限定戦争における目的と手段。 
テ キ ス ト ： Harry Summers, On 
Strategy: A Critical Analysis of the 
Vietnam War, USGPO, 1982. 
 
◇報告者：内田、媚山 
【報告内容】 

核戦力と核兵器―理論と歴史 
テ キ ス ト ： “Chapter 1, Strategic 
Thought in America, 1952-1966” in 
Marc Trachtenberg, History and 
Strategy, Princeton University Press, 
1991.  
 
◇報告者： 平野、上野、深瀬 
【報告内容】 

核戦力と核戦略―実践 
テキスト：Chapter 3 & 4 in Richard 
Betts, Nuclear Blackmail and Nuclear 
Balance, Brookings Institution, 1987.  
 
◇報告者：内田、平野、媚山 
【報告内容】 

情報と脅威の評価。 
テキスト：David Kahn, “The United 
States Views Germany and Japan in 
1941,” in Ernest R. May (ed.), Knowing 
One’s Enemies, Princeton University 



Press, 1984. 
 
(2)テキスト 

各授業を参照(授業ごとに異なる)。 
 

(3)参考文献 
 特になし。 
 
(4)授業の感想 

他ではあまり勉強する機会がないよう

な内容の授業となった。教科書を一切使

わず、文献講読という形式をとり、内容

は基礎的な安全保障研究論文の講読であ

った。つまり、最近流行の易しい「安全

保障入門」教科書とは違い、「戦争」と「国

家」という概念から、「戦争の原因」や「政

策」、「戦略」および「作戦」を扱った理

論、そして「限定戦争」や「核戦力」に

関する理論や実践まで、徹底的に、しか

も学問的なレベルの高い文献を使って勉

強した。 
1980 年代の文献が多いのはアメリカ

の学者が「冷戦」という状況の下で研鑽

を積んだからである。当時の文献を読む

ことによって、特に核戦略等に関しては、

冷戦当時の雰囲気を感じることができた。

そのときに扱われた問題の多くは現在で

も課題となっており、安全保障に関する

問題の持続性を実感できた。最近の安全

保障問題とのつながりは直接には触れら

れておらず、それらを関連付けるのは学

生各自に任されている。しかし最近の技

術革新やテロ脅威の変化等により、どの

ような戦略上の変化が誘導されたのかに

ついて議論してもよかったと思う。 
少人数で行われるため、毎週のように

報告もしくは次回の報告の準備で忙しか

った。また、文献によってかなり量があ

り、読みごたえのある内容が多いので、

目を通すだけでは済まず、理解するには

毎週大変な時間がかかった。しかし、「勉

強した」という満足感は確かなものであ

った。 

 
 

授業名 プロジェクト科目Ⅰ・安全保障研究 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、外部から講師を招いて講義し

てもらい、安全保障研究を多角的に勉強

するものである。 
 
◇担当者による全般的な説明。 
テキスト：特になし。 
 
◇講師：赤木完爾 
【報告内容】 

冷戦の再考について。 
テキスト：ジョン・ルイス・ギャディス

『歴史としての冷戦』（赤木完爾・齊藤祐

介訳、慶應義塾大学出版会、2004 年）第

4 章、第 8 章。 
 
◇講師：石津朋之(防衛研究所） 
【報告内容】 

第一次世界大戦の衝撃に関して。 
テキスト：ブライアン・ボンド『イギリ



スと第一次世界大戦―歴史論争をめぐる

考察』（川村康之訳、石津朋之解説、芙蓉

書房、2006 年）の解説（石津朋之稿）

「1914 年の『時代精神』」 
マクレガー・ノックス、ウィリアムソン・

マーレー編著『軍事革命と RMA の戦略

史―軍事革命の史的変遷 1300-2050 年』

（今村伸哉訳、芙蓉書房、2004 年）の第

1 章「『軍事革命』と RMA に関する考察」 
 
◇講師：戸部良一(防衛大学校） 
【報告内容】 

戦前日本の安全保障。 
テキスト：加藤陽子『戦争の日本近現代

史』（講談社現代新書、2002 年）。 
佐藤誠三朗「協調と自立との間」、同『「死

の跳躍」を越えて』（都市出版、1992 年）

所収。 
 
◇総括的検討 
【報告内容】 

20 世紀の戦争と平和をめぐって。 
テキスト：特になし。 
 
◇講師：庄司潤一郎(防衛研究所） 
【報告内容】 

『記憶』の安全保障について。 
テ キ ス ト ： Gerrit W. Gong (ed.), 
Remembering and Forgetting: The 
Legacy of War and Peace in East Asia, 
Center for Strategic & International 
Studies, 1996．Chapters 1, 2 and 6. 
 
◇講師：Jacques E. C. Hymans (Smith 
College)  
【報告内容】 

Psychology of North Korean 
Proliferation 
テキスト：Jacques E. C. Hymans, The 

Stability of Nuclear Proliferation: 
Evidence from the Case of Germany, 
TMs.，2007. 
 
◇講師：小川伸一（防衛研究所研究部長） 
【報告内容】 

核戦略・核軍備管理―冷戦期と冷戦後 
テ キ ス ト ： “Chapter 3: Nuclear 
Deterrence,” pp. 43-60 in Jeremy 
Stocker, The United Kingdom and 
Nuclear Deterrence, Adelphi Paper 
386, International Institute for 
Strategic Studies, 2007． 
 
◇講師：小谷賢(防衛研究所） 
【報告内容】 

太平洋戦争とインテリジェンス。 
テキスト：小谷賢『日本軍のインテリジ

ェンス』（講談社選書メチェ、2007 年） 
 
◇講師：宮坂直史(防衛大学校） 
【報告内容】 

国際テロリズム―CRBNテロ 
テ キ ス ト ： Reynolds M. Salerno, 
Jennifer Gaudiso, Rebecca L. 
Fredrichs, and Daniel Estes, “A BW 
Risk Assessment: Historical and 
Technical  Perspectives,” 
Nonproliferation Review vol. 11 ，

Fall/Winter 2004, pp. 25-55. 
 
◇【報告内容】 

情報史ならびに国際テロリズムに関す

る総括討議。 
テキスト：特になし。 
 
◇講師：福山隆(陸将〔退役〕、平和安全

研究所研究員、前ハーヴァード大学アジ

アセンター上級研究員） 



【報告内容】 
アメリカの対中国戦略に関して。 

テキスト：福山隆『情報立志ノススメ』、

講師提供テキスト。 
 
(2)テキスト 

各授業により違うので、(1)授業の内容

を参照のこと。 
 
(3)参考文献 
John Lewis Gaddis, The Cold War: A 

New History, Penguin Press, 2006. 
（ジョン・L・ギャディス著、河合秀

和・鈴木健人訳『冷戦―その歴史と問

題点』彩流社、2007 年。） 
Jacques E.C. Hymans, The Psychology 

of Nuclear Proliferation: Identity, 
Emotions and Foreign Policy, 
Cambridge University Press, 2006.  

 
(4)授業の感想 

今回のプロジェクト科目、「安全保障研

究（安全保障の展望）」は、「安全保障」

という大きな分野の中から、さまざまな

テーマを取り上げて、それぞれのテーマ

を専門とする講師をお招きして、講義お

よび討議を行うという形式で行われた授

業である。 
前半は、「第一次世界大戦」、「戦前日本」、

「冷戦」等、歴史的な観点から安全保障

を振り返ってみるというような内容が多

く、後半は、「核兵器」、「テロ」、「インテ

リジェンス」等テーマ別に絞った講義が

多かった。 
それぞれの講師のバックグラウンドや

専門分野、スタイルが異なり、毎週何ら

かの発見が必ずあって、楽しい授業とな

った。特に、防衛研究所や防衛大学校か

ら招かれた講師たちが多かったのは非常

に新鮮で、一部ではあるが、日本の防衛

関係者の間でどのような考えがなされて

いるということを知るにはとても有用で

あったと思う。 
その前の数回の授業で取り上げられた

テーマについて、学生同士で議論すると

いう討議を中心に行われた授業も何回か

設定されたが、講義の方が面白かった。

毎週講師を招くのは難しいかと思うが、

学生討議だけの授業は最後の一回だけで

も良かったという気がする。とても有意

義な授業であったと思う。 
 



⑦ 市民意識研究専修ユニット 
 

授業名 政治・社会論特殊研究 担当者 関根政美 

報告者：奥田明子 
 

 (1)授業の内容 
本授業では、グローバリゼーションと人

種、民族、エスニック問題に関して、広い

観点から考察することを試みる。 
授業形式は、文献の要約の発表と、その

内容に関してのディスカッションの二部構

成である。 
 

◇奥田・坂本： Chapter 1 Ethnicity, 
nationalism and minority rights: 
charting the disciplinary debates 
【報告内容】 
本章の目的は、エスニシティ、ナショナ

リズム、マイノリティの権利に関する社会

理論と政治理論の融合を図ることである。

その具体的な議論に入る前に、今までの社

会理論、政治理論の系譜を整理する。 
 
【討論内容】 
エスニシティという概念を、政治学は固

定的なものと捉える一方で、社会学は可変

的なものとして捉える。この基本的な考え

方を乗り越えた先のことを提示することが

本書の目的であるのだが、そこにあるもの

が具体的に見えにくいという指摘がなされ

た。 
 
◇昔農・木村：Chapter 2 Ethnicities and 
multiculturalisms: politics of boundaries 
【報告内容】 

本章の目的は、エスニシティの意味内容

を整理することにある。つまり、エスニシ

ティという概念は、根源的愛着による原初

主義や本質主義によって解釈されるべきも

のではなく、社会構築主義や状況主義によ

って、可変的なものと解釈されるべきであ

ることを明らかにした。 
 
【討論内容】 
社会構築主義は、1980 年代に主張された。

その解釈では、エスニシティとは、シンボ

リックで、選択的で、競争社会で生き抜く

ために状況に応じて使われるものであると

いう説明がなされた。現在の多文化主義関

連の論争では、この競争という視点が欠け

ているのではないかという疑問が提示され

た。つまり、多文化主義の導入目的は、属

性による差別をなし、皆が対等な立場で競

争できる状態を作り出し、より強い社会を

作ることにある。 
 

◇吉田・崎浜・稲垣：Chapter 3 
 Ethnicity without Groups 
【報告内容】 
本章では、エスニック・グループはカテ

ゴリーとして存在するだけで、実存するも

のではないと主張している。その例として、

ルーマニアの少数民族であるハンガリー系

住民の中心街 Cluj で、DAHR（ハンガリー

民主同盟）は、ハンガリー系の民族的要求



を主張しつつも、ハンガリー系を自認する

人々が、DAHR を冷ややかな目で見ている

ことから、必ずしもエスニック組織が、エ

スニック・グループの利益を代表している

わけではないと指摘する。 
 
【討論内容】 

本章から、固定された民族は存在しない

ゆえに、民族的要求は架空のものであると

の主張を読み取ることができた。民族的要

求とは、エスニック集団を本質主義的に捉

えた際に起こる、政治的効果なのである。

しかし、学問の主流は、本質主義ではなく、

社会構築主義に傾きつつある。この潮流の

中で、少数民族には、自らの権利を主張す

るために、「戦略的本質主義」の主張を認め

たが、これは果たして社会科学と言えるの

かという疑問が呈された。 
 
◇神山：Chapter 4 Ethnicity, class, and 
the 1999 Mauritian riots 
【報告内容】 
本章では、モーリシャス諸島で起きた、

1999 年のエスニック紛争を題材に、文化多

元主義のあり方について提起している。 
メディアは 1999 年の事件をエスニック

な対立だと主張したが、実際は、階級問題

である。紛争を起こしたクレオール達は、

生活向上、仕事、教育の要求を主張してい

て、文化的、言語的、宗教的な要求はして

いない。それ故、この事件は、エスニック

な問題ではなく、階級対立の問題として捉

えられるべきである。 
 

【討論内容】 
エスニシティから社会・経済的な要因を

切り分けることが可能かどうかという論点

が提示された。それに対して、エスニシテ

ィとは何かという議論がなされた。著者の

Eriksen は、文化的、言語的、宗教的な要

求をエスニックなものとしている。しかし、

彼がモーリシャス諸島の事例で示している

ように、インド系・中国系は、エスニック・

ネットワークを使って、政治・経済の中枢

にいる一方で、クレオールは、エスニック

な結束がないため、社会的な地位は低い。

このような状況を考えると、エスニシティ

と社会・経済的要因の分離をすることは難

しいのではないかという意見が提示された。 
 
◇坂本・稲垣：Chapter 7 Justice and 
security in the accommodation of 
minority nationalism 
【報告内容】 
本章では、西側の民主主義諸国と中東欧

のポストコミュニズム諸国（以下、ECE）

におけるマイノリティ・ナショナリズムへ

の配慮を比較する。西側では、正義の観点

からナショナル・マイノリティの要求を検

討してきた一方で、ECE は、国家の存在や

領土保全に対する脅威とならないよう、安

全保障の観点から、彼らの要求を検討して

きた。ここでは、マイノリティの権利を安

全保障の問題から切り離すことができた西

側の事例が、ほかの地域においても通用す

るかどうかが重要な問いとなるが、この問

題を安全保障から正義の問題へとは簡単に

移行することはできない。 
 
【討論内容】 

2001 年 9 月 11 日の同時多発テロ以降、

移民対策がテロ対策の一環として利用され



てきたことが指摘された。本章では、西側

諸国は、正義の観点から、ナショナル・マ

イノリティの要求を検討してきたという主

張がなされているが、9.11 以降、国益を重

視し、国にとって不必要な移民を保護しな

い政策は、安全保障の観点から正当化され

てきている。 
また、本章では、西側はリベラルな国家

で、東側はエスニックな国家であるという

区別がなされているが、9.11 以降、民主主

義的ではない人を差別することが正当化さ

れた時点で、どちらも差別国家と言えるの

ではないだろうかという意見が表明された。 
 
◇奥田・神山：Chapter 8 Two concepts of 
self-determination 
【報告内容】 

先住民の民族自決の要求を材料に、民族

自決の原理の再構成を主張している。旧来

の民族自決の原理は、独立、非干渉に基づ

いていた。しかし、現実の世界では、各エ

スニック集団は、他の集団との関係性の中

で生きているため、外部の存在を無視して、

独立を成し遂げるのは難しい。そのため、

著者の Young は、相互依存、非支配を柱に、

民族自決の原理を再構成する必要があり、

それが先住民にとっても良いことであると

主張している。 
 
【討論内容】 

著者の Young が唱えている、相互依存、

非支配の民族自決の原理は、本当に先住民

にとって有利な見方なのだろうかという疑

問が提示された。エスニック集団間の相互

依存的な関係を主張しすぎると、その集団

の主体性が失われてしまう。その結果、そ

の集団は、本当に自由に決定していると言

えないのではないかという意見が出された。

また、Young は、先住民をとりまく経済関

係を考慮に入れていないため、旧来の民族

自決の原理を再構成するには、不十分であ

るという意見も出された。 
 
◇木村・林：Chapter 9 Redistribution or 
recognition? A misguided debate 
【報告内容】 
アイデンティティを主眼とする承認の政

治と、物質的な資源を主眼とする再分配の

政治は、別個のものとして扱われ、互いに

批判しあっているが、それは相補的なもの

である。良い社会、正義のある世界とは、

多様性が社会運営の助けとなり、自由と平

等が等しく重要な価値だと見なされる社会

のことを示す。そのため、アイデンティテ

ィの承認と、経済的な富を主眼とする再分

配が同時に機能した時にこそ、正義のある

社会と言えるのである。 
 
【討論内容】 

1960 年代以降、国全体が中流社会となっ

た時、女性、エスニック・グループ等が自

らのアイデンティティを認めるよう、国に

要求する運動が起きた。その結果、国が導

入した政策が、多文化主義政策である。 
この多文化主義政策は、自由、平等の理

念の下に、集団間の不平等性をなくすため

に導入されたものだが、その中には、認め

られる文化と認められない文化がある。ム

スリム文化等、政教分離していないため、

概念上、非民主的と受け取られる文化が、

文化として認められない場合、それは自由、

平等だと言えるのかという意見が出された。 



 
◇崎浜・吉田： Chapter 10 Borders, 
boundaries, and the politics of belonging 
【報告内容】 

2001 年にイギリス北部で起きたステフ

ァンローレンス事件の報告書の中では、こ

れらの人種暴動が起きた原因は、社会的な

分離にあるとされた。それを改善するため、

この報告書では、目標を共有し、政治的に

共通のモラルをもち、家族やコミュニティ

が緊密に関係しあい、個人と地域のアイデ

ンティティがしっかり結びついた、社会的

な結合が求められた。 
そして、イギリス労働党政権の内務大臣

は、2002 年の就任以来、社会的結合をすす

めるため、市民権を付与する前提として、

所属意識を重視してきた。そして、現在の

イギリスのメディアでは、「イギリス性」を

論じることが大流行している。かつて、人

種主義に抵抗する基盤だった「人権」の考

え方が、西欧社会のつながりを守る、排除

の道具として使われてきている。 
 
【討論内容】 
本章にあったように、人権等、本来人種

差別に対抗するために使われていた概念が、

国の安全保障を強化するための議論に使わ

れているのではないかという指摘があった。

2001 年の 9.11 以降、安全な国を作ること

が国の優先課題となり、民主主義、人権、

多文化主義、エスニック等への寛容性が失

われている。 
そして、2007 年 6 月、7 月に起きたイギ

リスでの連続テロ事件の主犯者が、高度専

門職である医師であったことは、テロから

国を守ることの難しさを露呈した。さらに

今後は各国の出入国管理が厳しくなること

が予想される。 
また、第二次世界大戦後、世界がまだ貧

しかった頃に比べると、物質的に豊かにな

ったかもしれないが、テロ、環境問題等の

リスクが増え、ウルリヒ・ベックが 1998
年に主張したように、「危険社会」となりつ

つあるのではないかという指摘がなされた。 
 
◇昔農・吉田・稲垣：Chapter 11 Is it time 
to be postnational？ 
【報告内容】 
本章の目的は、プロジェクトとしてコス

モポリタニズムは何を意味しているのか、

またそれはどのようにナショナリズムと関

係しているのかという問題を提起すること

にある。コスモポリタン市民社会等は中庸

な立場性を反映するものではなく、全ての

人々にとって平等に接近可能な、それぞれ

の利害を平等に反映させるものではない。 
コスモポリタニズムも特定の文化的生産

の過程、境界を生じさせる社会的相互関係

性において規定されるものである。こうし

た真の寛大さとされるものは、エリート的

優越性というフィルターによってエスニシ

ティ等に対する愛着に対する偏向的な見方

を提供しているのである。 
 
【討論内容】 
本章の論点は、ナショナリズムをどう見

るかがポイントである。イギリス、フラン

スは、ナショナリズムを肯定的に見ている。

何故なら、市民革命で、国民国家を形成し

て、民主主義国家を作ったことが、ナショ

ナリズムの起源だからである。 
しかし、その一方で、ドイツ、イタリア、



日本は、ナショナリズムを否定的に見てい

る。イギリス、フランスの植民地の圧力を

感じ、民族国家を早急に作り上げた結果、

ファシズム体制が成立した。このように、

各国が辿った歴史によって、ナショナリズ

ムへの評価が異なる。筆者は、ナショナリ

ズムを肯定的に捉えているが、果たして本

当にナショナリズムが良いものかどうかは、

疑問の余地がある。 
 
(2)テキスト 
May, Stephen, Modood, Tariq and 

Squires, Judith (eds.), Ethnicity, 
Nationalism and Minority Rights, 
Cambridge University Press, 2004. 

 
(3)参考文献 

特になし。 

 
(4)授業の感想 
今回の授業では、社会理論と政治理論の

第一人者が執筆した論文集を用いたが、社

会学と政治学の両方の理論を一度に読むこ

とで、双方の思想の違い等が鮮明に見えて

良かった。 
また、特に 2001 年の 9.11 以降の国際政

治情勢と絡めながら、学術界の変化にも焦

点を合わせて、議論できたため、これから

の社会学、政治理論の方向性を考えるきっ

かけとなった。 
そして、ナショナリズム、エスニシティ

等の社会学の基本的な概念について、今一

度整理できた。自分の研究だけを行なって

いると、専門性は高くなるが、基本的な概

念の再整理を怠りがちになるので、今回の

授業で、再確認できた意味は大きい。 
 
 



■□ 秋学期 ■□ 
 
 
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 

 
 
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Ⅳ 国分良成 
地域研究論合同演習 国分良成・山本信人・高橋伸夫・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・社会論特殊研究 大石裕 
政治・社会論特殊演習 大石裕 
マス・コミュニケーション論合同演習 大石裕・鶴木眞 
  
 

④ 公共政策研究専修ユニット 
 科目名 担当者 

プロジェクト科目Ⅱ・公共政策論Ⅵ 小林良彰・大山耕輔・河野武司 

 
 
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 
日本政治論特殊研究 玉井清 

 
 
 



⑦ 安全保障研究専修ユニット 
 科目名 担当者 

国際政治論特殊演習 赤木完爾 
地域研究論特殊演習Ⅳ 小此木政夫 

 
 
⑦ 市民意識研究専修ユニット 

 科目名 担当者 
プロジェクト科目Ⅰ・市民意識研究Ⅰ 小林良彰・有末賢・河野武司・澤井敦 
政治・社会論特殊研究 有末賢 
地域研究論特殊研究Ⅵ 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：大石之浩 
 

(1)授業の内容 
EU 研究、ヨーロッパ政治を専攻する修

士課程、博士課程に在籍する学生のための

大学院ゼミである。欧州統合のみならず、

欧州各国の政治学、政治史、ヨーロッパが

関わる国際機構についての学生の研究発表

を中心に進められる。発表後は、発表者の

研究の指針となるよう、指導教授である田

中先生、参加する学生が発表についてのコ

メントを行う。 
 
◇河越：「超国家的アクターと制度―EC 航

空パッケージ I の成立過程におけるコミッ

ションの役割」 
【報告内容】 

欧州の航空政策における主体としての

EU の起源を 1980 年代の航空パッケージ I
の形成期に定め、その政策決定過程を明ら

かにし、なかでもコミッションの主導的役

割を検証してゆく。 
 
◇小澤：「避難民の保護における UNHCR
と OSCE の協力―旧ソ連への介入の例」 
【報告内容】 

1980 年代後半から 90 年代にかけて発生

した大規模な避難民発生の危機に際し、

UNHCR は旧ソ連からの支援要請を受け、

OSCE にパートナーとしての役割を求めた。

なぜ、UNHCR は OSCE に支援を求めたの

か、何が問題となったのか、マンデートや

協力の起源と展開、現状を分析する。 
 



  

◇井岡：「ベトナム戦争とプエブロ号事件―

ジョンソン政権と「ベトナム第二戦線」の

回避」 
【報告内容】 

1968 年に発生したプエブロ号事件（朝鮮

民主主義人民共和国の元山沖にて米海軍情

報収集艦艇プエブロ号が領海侵犯の理由か

ら拿捕された事件）において、ジョンソン

政権がいかに軍事的衝突を回避したのか、

その政策決定過程を分析する。アメリカと

東側諸国との緊張緩和のプロセスを導くこ

とを目的とする。 
 
◇黒田：「ユートラムをめぐるフランスの国

家戦略―平和利用と軍事利用の狭間で―」 
【報告内容】 
ユートラムの成立に際し、フランスが自

国の海外領土をユートラムに挿入する構想

を含め、原子力の軍事利用、平和利用の一

国的計画と他国との協力計画を同一文脈に

位置づけ、ユートラムの成立経緯と意義を

検討する。 
 
◇福井：「日本のエリート層における EU に

対する認識―インタビュー調査を中心に」 
【報告内容】 
日本のエリート層がいかに EU を認識し

ているのかというインタビュー調査の報告

である。EU に対してネガティブな評価は

少ないものの、EU の国際的存在感は多少

関心がある程度であり、知名度や存在感は

アメリカ、中国に及んでいないということ

が明らかとなった。 
 
◇浅見：「EU における民主主義」 
【報告内容】 

超国家権力としての EU に対し、民主的

統制をなす必要から EU の民主主義を論じ

る必要がある。EU の場合は代議制民主主

義が想定されていない「やっかいな民主主

義」であり、また「デモス」が不在の民主

主義ではあるが、欧州統合に一定の貢献を

成していると論じた。 
 
◇林：「イギリスの中華人民共和国政府承認

問題（1948 年-1950 年）―戦後アジア・太

平洋国際秩序形成をめぐる英米関係」 
【報告内容】 
中共政権成立に際し、なぜイギリスが他

の西側諸国に先駆けてその承認に踏み切っ

たのか、コモンウェルスを含むイギリス経

済にとって、中国は死活的権益のかかった

国であったという仮説をもとにした分析の

発表。 
 
◇久峨：「EU と人身取引問題―人間の安全

保障の視点から―」 
【報告内容】 

EU の人身売買に対する取締り対策につ

いて、人間の安全保障の観点から考察を行

う。現在の EU が行う本国送還や一時的な

滞在許可等の政策では不十分であり、人間

の安全保障を基にした対策が必要であるこ

とを指摘する。 
 
◇ミヒャエル・ライテラー、インスブルッ

ク大学法学部国際関係特任教授•欧州委員

会駐スイス大使による講演： “EU as a 
world civil power?” 
【報告内容】 
国際政治における EU が保有するシビリ

アンパワーとしての能力を評価しながらも、



  

平和構築や紛争介入といった現代の国際政

治における問題の対処に最終手段として軍

事的手段を EU が保持することについて言

及する。また、国際環境の変化や EU 拡大

に伴う安全保障の変化に伴う EU の対処能

力の可能性について言及した。 
 
◇小澤：「避難民の保護に関する国際規範の

発達と相克―ヨーロッパからコスモポリタ

ンへ―」 
【報告内容】 
避難民の救済と保護に関する規範・制度

の雛形を提示してきたヨーロッパを、規範

の動態として捉える。そして、世界大戦期、

冷戦期、1990 年代以降のヨーロッパの国際

政治環境における政治アクターの相互関係

による規範の形成と発達を検討する。 
 
◇合六：「デタント期における米仏関係―

1973 年「ヨーロッパの年」演説をめぐる米

仏の欧州国際秩序間―」 
【報告内容】 

デタントに代表される 1970 年代の冷戦

構造の変容期において、米仏関係は悪化し

ていた。特にキッシンジャーによる「欧州

の年」演説に対して、フランスは厳しい反

発を示した。このような悪化した関係にも

かかわらず、なぜ米仏両国が妥協する形で

NATO 宣言が形成されるに至ったのかを検

証することにより、米仏関係の構造を検討

する。 
 
◇井上：「母国監督と加盟国の国内政治―

EU と他の地域経済協力との間に接点をも

たせるための一接近法―」 
【報告内容】 

グローバル化の進展により、EU と他の

地域経済協力を比較する傾向が存在するが、

比類なき政体としての EU に対していかに

接近するのかという問題も存在している。

EU の政策提案権に注目し、EU の取り組み

を「母国監督(相互承認)の促進とこれをめぐ

る加盟国の国内政治」として解析すること

により、EU 研究の一つのアプローチを提

示する。 
 
◇井岡：「ソウル・オリンピックをめぐる東

ドイツと北朝鮮」 
【報告内容】 
グローバルな視点から、崩壊したソ連・

東欧の政治と経済の対称性と、まだ現存す

る北朝鮮の政治と経済の非対称性を検証す

る。その事例として、ソウル五輪をめぐる

東独と北朝鮮の対応を考察し、二つの分断

国家を比較検討する。 
 
◇大石：「EU の警察協力についての考察」 
【報告内容】 
アムステルダム条約において、EU は「自

由・安全・正義の領域」として自らの領域

を発展させることを目標に置いた。EU の

警察刑事司法協力(PJCC)は、域内治安を担

う EU 第三の柱として設立されたが、PJCC
は従来の国民国家が想定するような監視機

構としての役割ではなく、国際空間におけ

る警察活動の枠組みを構築していることを

検証する。 
 
(2)テキスト 

 大学院ゼミのため、指定されたテキスト

は存在しない。しかし、EU 政治、ヨーロ

ッパ政治の基本をおさえておく必要がある。



  

田中俊郎『EU の政治』(岩波書店、1998 年)
等、EU に関する基本書を読了しておく必

要がある。 
 
(3)参考文献 
特になし。 

 
(4)授業の感想 
 EU 研究とはいえ、EU 内部の政治過程か

ら世界政治における EU の役割まで、その

研究範囲は日々拡張、細分化している。そ

れゆえ、この国際政治論特殊演習を履修し

ているヨーロッパ政治、および EU を研究

対象とする大学院生の学術的関心も多岐に

わたっていることが、この授業においても

表れている。 
 ヨーロッパ政治の研究とはいえ、各々の

学生によりその内容は多様である。同じヨ

ーロッパ政治の研究とはいえ、自分の専門

研究、研究手法に集中するあまり、ヨーロ

ッパ政治研究全体の動向を見渡す機会が得

づらくなる。しかし、この国際政治論特殊

演習の授業において、同じヨーロッパ政治

の研究においても様々な研究分野、研究手

法が存在することを知ることが出来た。自

分の研究分野、研究手法とは異なる発表を

聞くことにより、自分が取り組む研究の新

たな指針、異なるアングルからの研究の可

能性を探ることが出来たのは大きな収穫で

ある。 
 それ以上に特筆すべき点は、担当者であ

る田中俊郎先生、およひ授業に参加してい

る大学院生から、研究発表に対するコメン

ト・評価を得られたことである。自分の研

究を客観的に見つめる機会はなかなか得ら

れない。この授業において、担当者の田中

先生のみならず、ヨーロッパ政治の様々な

分野に関心を抱く大学院生から得られるコ

メントは、今後の自分の研究を進める大き

な糧となった。 
 

 
 

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：黒田友哉 
 
(1)授業の内容              
欧州統合史を主題とし、Desmond Dinan 

(ed.), Origins and evolution of the 
European Union, Oxford University 
Press, 2006 を主なテキストとして、報告・

討論を行った。また海外からのゲストスピ

ーカーによる特別講演も数回行われた。な

お、留学生数名の参加があったこともあり、

報告、討論は全て英語を通して活発に行わ

れた。 
 
◇イントロダクション 
授業概要、授業スケジュールの説明があ

り、それに沿って報告、討論の割当が行わ

れた。 
【討論内容】 
 イントロダクションでは、EU の現状と

関連し、EU の起源からの変遷を知ること



  

の持つ意義とこの研究書の全体像が示され

た。 
 主に議論となったのは、概説的なこの研

究書のオリジナリティーである。EU の現

状と歴史を扱うこの研究に深く関連するア

プローチとして、政治学アプローチと歴史

的アプローチを総合、融合するという比較

的新たな試みは如何に可能なのかという問

題が提示された。また、文化政策、脱植民

地化や冷戦といった国際環境の変化が持っ

た欧州統合への影響の考慮は独自性とよべ

るのではないかという議論も出された。 
 
◇Chapter 1 Peter Stirk, “Integration and 
Disintegration Before 1945” 
Chapter 2 Donald Messenger, “Dividing 
Europe: The Cold War and European 
Integration” 
【報告内容】 
第 1 章は、ドイツ政治思想、中欧

(Mitteleuropa)論、第三帝国の研究で著名な

Stirk による、欧州統合の起源を 19 世紀の

ドイツ関税同盟(Zollverein)に求めた論文

であった。 
 第 2 章は、冷戦による欧州の分断が欧州

統合に与えた影響を絶対的な影響ではない

としながら、1940 年代、50 年代に渡り、

冷戦が欧州統合にもたらした影響を緻密に

分析を行った論文であった。 
 この第一章、第二章に共通して、19 世紀

から 1950 年代に至る時期において、どのよ

うな断絶性、連続性があるかという議論が

なされた。議論は分かれたが、欧州統合理

念の多様性は、既に第二次世界大戦期に見

られるものの、冷戦のもたらした影響ゆえ

に欧州統合が形を取り始めたという点で断

絶性が見られるという見解が出された。 
 
◇特別講義 
講師：DINH T.H.L. 氏 
講演タイトル：“Vietnam-Japan relations 
in the context of the East-Asian 
Community” 
【報告内容】 
 ヴェトナム国際関係研究所に所属するヴ

ェトナム人の研究者をお呼びして、東アジ

ア地域統合論に関する特別講義がなされた。

主に、日本－ヴェトナム関係が、東アジア

地域統合論に対し、いかなる貢献が出来る

かという点が説明された。その一例として、

日本の戦後補償が、戦後独仏に見られたよ

うな「和解」を生んでいる側面があり、そ

のフィードバックが可能ではないかと講師

は、主張された。日本の役割はいかなるも

のか、日中関係は東アジア統合の障害とな

らないか等の質問がなされた。 
 
◇Chapter 3 John G. Gillingham, “The 
German problem of European 
Integration” 
Chapter 4 Wendy Asbeek Brusse, 
“Liberalization,  Convertibility, and the 
Common Market” 
【報告内容】 
 第 3 章、第 4 章を共通に、経済的自由主

義の観点から、欧州統合が論じられた。第

3 章では、欧州統合の中心的問題であった

ドイツ問題と自由主義経済論との関係、第

4 章では、論じられることの少ない

OEEC(欧州経済協力機構)や EPU(欧州決

済同盟)の与えた欧州統合への影響が論じ

られた。 



  

 討論では、自由主義の観点から導かれた

ローマ条約の評価が、バランスを欠いてい

るのでないか、等の疑問が呈された。 
 
◇ Chapter 5 Craig Parsons, “The 
Triumph of Community Europe” 
Chapter 6 Stephen Martin, “Building on 
Coal and Steel: European Integration in 
the 1950s” 
【報告内容】 
 主に第 5 章を中心に議論がなされた。5
章では、50 年代の欧州統合に対する全体像、

つまり、通常、焦点が当てられがちな帰結

にいたった構想のみを扱うのではなく、帰

結にいたらなかった連合主義、伝統主義を

一つの文脈で理解する視座が示された。た

だし、この著者の問題設定の部分でなされ

て い る 、 経 済 史 家 ミ ル ワ ー ド (Alan 
Milward)、リベラル政府間主義者モラヴチ

ッ ク (Andrew Moravcsik) を 構 造 論 者

(structuralist)として一括りにして位置づ

ける等、少し特殊な議論ではないかという

解釈が提示された。 
 
◇Chapter 7  Jefferey Vanke, “Charle de 
Gaulle’s Uncertain Idea of Europe” 
Chapter 8  Richard T. Griffiths, “A 
Dismal Decade ?” 
【報告内容】 
 第 7 章では、アメリカの研究者により、

ド・ゴールのヨーロッパ統合への関与には、

フランスの国力の増強とヨーロッパの平和

と繁栄の追求という一貫性が通底している

ことが論じられた。 
 第 8 章では、70 年代を、欧州統合が停滞

した時代とみなす解釈を修正し、むしろ 80

年代以降の統合の深化を準備する時期であ

ったとみなす解釈が提示された。 
 討論では、第 7 章のド・ゴールの欧州観

を合理的思考から説明する議論とは異なり、

ド・ゴールの理想主義的ヴィジョン「大西

洋からウラルまでのヨーロッパ」が早くか

ら欧州政策追求の動機となったというフラ

ンスの代表的外交史家による最近の解釈が

提示された。 
 
◇特別講演 
講師：Stefano Bartolini 氏（EUI） 
講 演 タ イ ト ル ： “Legitimacy and 
Democracy in the EU” 
【報告内容】 
 ヨーロッパ研究のメッカともいえるヨー

ロ ッ パ 大 学 院 (European University 
Institute)で比較政治の立場からEU研究を

教えるバルトリーニ氏による「EU におけ

る 正 当 性 と 民 主 制 (Legitimacy and 
Democracy in the EU)」と題された特別講

演が行われた。 
 プロセスや結果において、EU における

民主主義が十分に達成されていないとする

「民主主義の赤字(democratic deficit)」と

いう問題に対し、有効な処方箋は当面なく、

大蛇(EUを表す比喩)がEU拡大に伴う変化

を消化するまでは対応を急ぐべきではない

という独特な見方が提示された。非常に冷

静で成熟したものの見方であるかと思う。

適宜、質問もなされて活発な議論になった。 
 
◇ Chapter 9  Ann-Christina Lauring 
Knudsen, “European Integration in the 
Image and the Shadow of Agriculture” 
Chapter 10 N. Piers Ludlow, “From 



  

Deadlock to Dynamism” 
【内容】 
 第 9 章では、EU の予算の多くの部分を

占める共通農業政策が考察された。そこで

は、利益の再分配、特に農家の利益の保護

を主な機能とする「ヨーロッパ農業福祉国

家(European agricultural welfare state)」
が出現していることが、共通農業政策が維

持されてきた主要因であると説明された。 
 第 10 章では、1970 年代にはじまる統合

の停滞を打開していく 1980 年代において、

欧州委員会というより、むしろ加盟国、欧

州理事会が果たした役割が強調された。 
 第 9 章に関しては、消費者団体等の影響

力も考慮する必要があるのではないか、第

10 章に関しては、補完性の原理等に果たし

た欧州委員会の役割が強調されてもいいの

ではないかという意見が出された。 
 
◇ Chapter 11 Dorothee Heisenberg, 
“From the Single Market to the Single 
Currency” 
Chapter 12 Jefferey J. Anderson, “The 
European Union, the Soviet Union, and 
the End of the Cold War” 
【報告内容】 
 第 11 章では、欧州通貨システムから EU
を設立し、1991 年に調印され、共通通貨ユ

ーロの導入を決定したマーストリヒト条約

までの通貨協力の変遷を扱った。 
 第 12 章では、東側、特にソ連から見た冷

戦期の欧州統合という問題と、冷戦の終焉

が欧州統合、西欧、東欧と分断された欧州、

それぞれにどのような影響をもたらしたの

かという問題が議論された。 
 この二つの章に共通して、ドイツの役割、

アメリカの役割をもう少し強調すべきでは

ないか等の問題提起がされた。 
 
◇ Chapter 13 Anna Michalski, “The 
Enlarging European Union” 
Chapter 14 Desmond Dinan, “The 
Historiography of European Union” 
【報告内容】 
 第 13 章では、1957 年のローマ条約調印

以来４回に渡るEUの拡大(条約調印当時は、

EEC)の各々の段階で既加盟国と新規加盟

国の関係が変遷していく点に注目し、拡大

が論じられた。討論では、第五次拡大で EU
の既加盟国側の動機が変化したのではない

かと問題提起され、その点に関する活発な

意見交換が行われた。 
 第 14 章では、欧州統合の変遷の研究史を

概観した。本章は、アメリカ人の権威によ

り執筆されたが必ずしもアメリカの学界に

偏った議論ではなく、ヨーロッパを含めた

欧米の学界での主に 60 年代以降の議論を

踏まえた上での総括であった。討論では、

近年国内外の研究者により始められている

冷戦史と欧州統合史の総合に関して、どの

ように理解すべきかについて議論がなされ

た。この点に関しても、参加者が各々の視

点から意見を述べ、有益な意見交換となっ

た。 
 
◇特別講演（NATO 事務総長特別講演） 
講師：ヤープ・デ・ホープ・スケッフェル

氏（Jaap de Hoop Scheffer） 
講演タイトル：NATO の変革と世界の安全

保障 
【報告内容】 
 福田首相、その他閣僚との会談のため特



  

別に来日した現職NATOのスケッフェル事

務総長（Jaap de Hoop Scheffer）により、

特別講演が行われた。中心テーマは、NATO
の現状・展望および日本との関係であった。 
 NATO や欧州安全保障を専門とされてい

る研究者、学部生の参加もあり、質問は多

岐にわたった。特に、アフガニスタンでの

ISAF の協調メカニズム、テロ対策として軍

事だけではなく警察ミッションが検討され

ているのか、危機管理等の分野での EU と

の役割分担等を問う、講演内容を掘り下げ

る質問がなされた。 
 
◇ ジャーナル論文の報告、討論 
【報告内容】 
 テキストでは扱われていないが重要だと

思われるテーマを二つ、欧州統合史を専門

にしている学術雑誌から選び、討論を行っ

た。 
 具体的には、気鋭の統合史家ピアース・

ラドロー(N. Piers Ludlow) による、60 年

代から 73 年までの拡大に対する欧州委員

会の役割を検討した論文とヴォルフラム・

カイザー(Wolfram Kaiser)によるイギリス、

スイス、北欧諸国による EFTA 加盟の背景

的要因を分析した論文を扱った。 
 特にカイザーの論文に関して、このアプ

ローチが果たして新しい欧州統合史を生む

きっかけとなるのか、イギリスのケースの

場合、EEC 加盟との同時性を分離して論じ

ることが出来るのか、等の疑問が呈された。 
 
(2)テキスト 
Desmond Dinan, Origins and Evolution 

of the European Union, Oxford 
University Press, 2006. 

Wolfram Kaiser, “Culturally Embedded 
and Path-Dependent: Peripheral 
Alternatives to ECSC/EEC ‘core 
Europe’ since 1945,” Journal of 
European Integration History, Vol. 7, 
No. 2, 2001, pp. 11-36. 

N. Piers Ludlow, “A Welcome Change: 
The European Commission and the 
Challenge of Enlargement, 1958-1973,” 
Journal of European Integration 
History, Vol.11, No.2, 2005, pp.31-46.   

 
(3)参考文献 
Anne Deighton and Alan S. Milward, 

(eds.), Widening,, Deepening and 
Acceleration: The European Economic 
Communitiy 1957-1963, Bruylant, 
1999. 

Richard Griffiths (ed.), The Netherlands 
and the Integration of Europe, 
1945-1957, NEHA, 1990. 

Wilfried Loth (ed.), Crisis and 
Compromises: The European Project 
1963-1969, Nomos Verlag, 2001. 

N. Piers Ludlow, The European 
Community and the Crises of the 
1960s: Negotiating the Gaullist 
challenge, Routledge, 2006. 

N. Piers Ludlow (ed.), European 
Integration and the Cold War: 
Ostpolitik-westpolitik, 1965-1973, 
Routledge, 2007. 

Alan S. Milward, The European Rescue of 
the Nation-State, Second Edition, 
Routledge, 2000. 

Andrew Moravscik,The Choice for Europe, 



  

Cornell University Press, 1998. 
Peter M. R. Stirk, A History of European 

Integration Since 1914, Pinter, 1997. 
Antonio Varsori (ed.), Inside the 

European Community: Actors and 
Policies in the European Integration, 
1957-1972, Nomos Verlag, 2006. 

 
(4)授業の感想 
 今回の授業を通して、欧州統合史、欧州

国際関係史について体系的に学べたことは

非常に有意義であった。留学生の国籍も、

フランス、オーストリア、ナイジェリアと

多岐に渡り、時には自国の事情の紹介を交

えながら、様々な観点からの質疑応答があ

った。 
 また、本授業は、英語を使用言語にして

おり、独仏語で書かれた豊穣なヨーロッパ

の歴史研究を総括するには明らかな限界は

あるものの、欧州統合の起源と変遷におい

て冷戦の果たした役割をそれ以前の 19 世

紀から振り返るよい機会であった。この作

業を通して、EU の成り立ちを複眼的に、

そして、より立体的に捉えやすくなったの

ではないかと思う。そして海外の研究者、

実務家によるゲストスピーチは、それぞれ

EU の現状、NATO の現状と展望、東アジ

アの統合の今後の展望を示すものであり、

欧州統合史から学んだ知見を現在のヨーロ

ッパ理解へと発展させるまたとない補助線

となったと思われる。 
 ただ、惜しむべくは、今回、他大学から

の参加者が少なかったことである。本年度

の教訓を生かし、来年度は、他大学の EU
研究、欧州統合史、欧州国際政治史の大学

院生が一堂に会し、シナジー効果を生む授

業となれば幸いである。

 
 
 
②東アジア研究専修ユニット RA 
 

授業名 地域研究論特殊演習Ⅳ 担当者 国分良成 

報告者：角崎信也 
 
(1)授業の内容 
 本授業は、国分良成教授を指導教授とし

て、日中関係、現代中国政治を研究対象と

する修士課程、博士課程の大学院生を主た

る参加者として行われた。授業の主な内容

は、修士課程、博士課程の大学院生による

研究報告であった。 
 以下に各人の報告内容を要約して記す。 

 
◇杉浦：「中国の「日本中立化」政策と対日

情勢認識―佐多訪中と第二次社会党訪中団

を中心に（1958 年 6 月-1959 年 6 月）」 
【報告内容】 
 杉浦報告は、従来日中友好運動の一環と

しかみなされてこなかった日本社会党議員

による訪中を、それらが中国共産党の政策



  

指導者にとって重要な対日情勢認識のツー

ルであったとの視角から再検討し、中国が

当時如何なる対日情勢認識を有し、それに

よってどのように政策が形成されたかを明

らかにするものであった。もっぱらイデオ

ロギー的な差異によって説明されてきた

50 年代の日中の矛盾を、情報認識という全

く異なる視点からアプローチする興味深い

研究であり、今後のさらなる発展が大いに

期待される。 
 
◇福澤：「『東北工程』と中国の高句麗研究

―帰属問題を中心に」 
【報告内容】 

これまで、中国の高句麗研究である国家

研究プロジェクト「東北工程」（2002～
2007）に関し、とりわけ日本においては、

ほとんど学術的な議論が展開されてこなか

った。だが、旧高句麗地域が歴史的にどの

国に帰属していたかで中国・韓国間で激し

い論争が展開されている現在において、こ

の問題の重要性は明らかである。福澤報告

はこの点に鑑みて、「東北工程」の立ち上げ

の経緯、人員構成、研究内容等に焦点を当

て、中国の高句麗研究の研究動向を整理し、

それを通して、中国の民族観、辺境史観の

本質を明るみに出そうとする意欲的なもの

であった。 
 
◇クルキ・クリスティアン：「日本の対中政

府開発援助の政治と政治化―1992 年の

『ODA 大綱』をめぐる論議を中心に―」 
【報告内容】 

1992 年の「ODA 大綱」とその理念的中

核となった 1991 年の「四つの指針」の成

立の過程を分析するものであった。日本の

ODA には本来政治的な目的が明確に付帯

されることはなかったが、とりわけ湾岸戦

争をきっかけとして国際社会における日本

の役割が期待されるなかで、「ODA」にも

明確な政治的目的、例えば政治体制、軍事

支出等が援助条件として付されることにな

った。つまり、90 年代初めに「ODA の政

治化」と呼ぶべき事態が生じていたことを

明らかにするものであった。 
 
◇呉：「中国における農民工の「維権」問題

に関する一考察―賃金未払い問題を中心に

―」 
【報告内容】 
 人民公社の解体と市場経済化の深化にと

もなって、農村に押しとどめられていた 1
億とも 2 億とも言われる余剰労働力が一気

に都市に流れ出し始めたことに起因する各

種の問題は現代中国研究において最もホッ

トなテーマのひとつである。呉報告は、国

家―社会関係論に依拠しつつ、「維権」、つ

まり彼らが如何にして自己の権益を護るの

かという観点から、農民工研究に一石を投

じるものであった。本報告は報告者が北京

で行った実地調査の成果であり、現状の農

民工問題をあくまで学術的に、かつアクチ

ュアルに描き出した極めて興味深いもので

あった。 
 
◇劉：「アイデンティティーと領土紛争：

1990 年代以来東アジアに起こる海洋領土

紛争の過熱化」 
【報告内容】 
劉報告は、東南アジアで存在していた領

土紛争のうちいくつかが国際司法裁判所の

判決によって解決されたのに対して、北東



  

アジアにおける領土問題は、国際機関に委

ねられることなく、過熱化したままである

現状を踏まえて、なぜ、領土紛争の過熱化

の程度、解決可能性に差異が生じているの

かを分析するものであった。劉報告は、さ

まざまな事例を抽出して計量分析を行うこ

とを通して、アイデンティティーが領土問

題に強く介在する際に、解決が困難になる

という相関関係を指摘した。本研究は、北

東アジア研究のみならず、領土紛争全体の

理論的考察に貢献しようとするものであり、

今後の更なる研究の進展がおおいに期待さ

れる。 
 
◇角崎：「戦争、土改、建政―戦時下東北に

おける基層組織工作」 
【報告内容】 

これまで、土地改革の成功と党の浸透よ

って内戦に勝利したという根強い革命イメ

ージが、建国後の国家－農村社会関係認識

に持ち込まれることが多々あった。これは、

党によってリクルートされた新農村幹部が、

土地分配を通して同地における正当性を確

立させたと認識されることに起因する。角

崎報告は、このような理解を批判し、土地

分配の実行者は上級機関から派遣される工

作隊であり、新農村幹部はその過程でむし

ろ批判と闘争の対象とされることで、大い

に無力化されたことを指摘するものであっ

た。革命後、国家―農村社会間の制度連携

が、60 年代初めに数千万の餓死者を出す大

食糧危機を帰結させたことを鑑みるとき、

中国農民革命を問い直す必要は未だ十分に

あると考えられ、更なる研究の進展が待た

れる。 
 

◇江藤：「中国『独立自主外交』と教科書問

題」 
【報告内容】 
 江藤報告は、中国が「独立自主外交」を

採用するに至る背景を再論し、その戦略を

再定義するとともに、その教科書問題との

関連を論じるものであった。教科書問題は、

主に日中関係の視覚から論じられてきたが、

江藤報告はその戦略的再定義を促すもので

あり、極めて興味深いものであった。 
 
◇李：「日中国交正常化における日本財界の

役割」 
【報告内容】 
 日中国交正常化は、日中関係史において

最も重要な事象のひとつであり、これまで

多くの研究が積み重ねられてきた。李報告

は先行研究の成果を十分に消化しつつも、

どの先行研究とも一線を画して、日本民間

経済アクターの日中国交正常化過程におけ

る役割を論ずる画期的なものであった。 
 
◇買：「現代中国における「中間層」の台頭」 
【報告内容】 
 市場経済化にともなう社会構造の変化が

政治にあたえる影響は、中国研究者のみな

らず、体制変動論を関心の対象とする政治

学者にとっても、最も興味深い論点のひと

つである。買報告は、「中間層」の台頭とい

う視点からこのテーマに真っ向から挑もう

とするものであるが、単純に民主化論に飛

びつくことなく、共産党指導部の柔軟な対

応に着目することを通して、体制内部の変

容の可能性を示唆するものっであった。 
 
◇高木：「カーター政権の中国政策」 



  

【報告内容】 
 これまで、米中国交樹立はカーター政権

の戦略転換に起因するものとして語られて

きたのに対して、高木報告は、膨大な外交

文書を精査することを通して、カーター政

権初期から新たな対中政策が模索されてい

たことを明らかにするものであった。それ

と同時に、東アジアに対する情勢認識の甘

さが後の政策と結果に大きな影響を及ぼし

たことを指摘するものであった。 
 
(2)テキスト 
特になし。 

 
(3)参考文献 
特になし。 

 
(4)授業の感想 
 主に大学院生の研究報告によって構成さ

れる授業とはいえ、参加者の中には、すで

に学会誌に複数の論文を掲載させている新

進の研究者も多く含まれていたため、非常

に専門度の高い授業となった。学会発表の

経験者も多いため、議論も高度で活発なも

のとなり、緊張感と熱気に包まれた空間が

形成されていたように思う。また、それぞ

れの研究は、客観的に、冷静に現代中国の

核心に迫ろうとする研究であり、慶應義塾

の中国研究の伝統の継承と、今後の発展を

十分に予感させるものであった。 
 以上で既に本授業に参加することの意義

が明らかであるが、より具体的に述べれば、

以下の 2 点にまとめられよう。 
 第一点は、日中関係、中米関係、中国外

交史、現代中国政治社会、中国現代史等、

中国にかかわる幅広い分野を研究対象とす

る気鋭の研究者が一堂に会して発表を行う

場であるため、各分野の最先端の研究動向

を知ることができるという点である。 
 第二点として、その国際性が挙げられる。

中国研究はすでに日本国内の研究を追うこ

とのみでは成り立たなくなっており、中国

はもちろんのこと、アメリカ、欧州、韓国

等における活発な研究の成果を取り入れる

ことが不可欠となっている。本授業の参加

者には、中国、アメリカ、フィンランド等

に研究のバックグラウンドを持つ者も含ま

れ、多角的な視点からの議論が展開された。

また、英語による発表も行われ、研究の国

際化に積極的に対応していた。 
 もちろん、課題がないわけではない。特

に、発表者の報告が時に明快さを欠いてい

たという点が指摘される。高い専門性を誇

るが故に、論点や意義が難解に感じられる

ことがあった。授業での発表は学会発表の

練習の場としても活用されるべきであるか

ら、今後はより明快な、洗練されたレジュ

メと報告を準備することが期待される。

 
 
 

授業名 地域研究論合同演習 担当者 国分良成・山本信人・ 

高橋伸夫・粕谷祐子 

報告者：呉茂松 
 



  

(1)授業の内容 

 本授業では、履修した学生が現在進めて

いる研究の報告を行い、担当者の教授、他

の院生からの積極的な質疑応答、討論が行

われた。各自が問題意識に従って思案、検

証しているテーマに対して、地域研究者達

が歴史的、比較政治学の視点に立ち、資料、

方法論等の面で適格等バイスを行った。 

 

◇李彦銘：「日中関係における経済界の立場

と役割―国交正常化への道」 
【報告内容】 

李発表は 1970 年代初頭の日中国交正常

化の実現に向けた過程を、経済界の立場と

役割に分析したものであった。70 年代にな

ってから経済界が国交正常化に向け、積極

的に動き出した原因はなにか、経済界の活

動はどのような結果をもたらしたのかにつ

いて分析を試みた。企業の対中姿勢が問わ

れた契機は周四条件の提出であり、経済界

と政界が対中姿勢において一体化させる結

果をもたらした。それは世界市場（アメリ

カ政策変化）と中国市場（中国の政策変化）

の変化に伴う段階的な対応でもある。実際

の訪中団の動きも反響が大きく、最終的に

保守政権の政治基盤を揺らがすことになっ

た。 
 

◇陳彦君：「1957-1972 年日華協力委員会

の働き」 
【報告内容】 

1952 年に日華平和条約が締結してから、

1972 年に日中国交が正常化したままで、日

本と中華民国（台湾）とは国交を維持して

いた。しかしながら、両国間には「二つの

中国」をめぐる問題が多発していた。その

渦中、公使や大使館等の公的交渉機関があ

ったにもかかわらず、「民間」組織であった

日華協力委員会は日台間の問題解決や交渉

に非常に大きな役割を果した。なぜ外交問

題や政治問題に、「民間」組織が関わったの

か。陳報告では、周鴻慶事件や長崎事件等

を列挙し、分析を通じて、その原因は日本

政府の実際上の「二つの中国」政策と国府

に「民間」が存在しなかったことにあった

と指摘した。 

 

◇クルキ・ユハナ・クリスティアン：「政治

化する日本政府開発援助と ODA 大綱の制

定」  
【報告内容】 

クリスティアンの研究は ODA を日本外

交政策の柱の一つとして掲げ、援助大国の

日本が登場した 80 年代から「ODA 大綱」

が制定された 92 年までの間に援助政策で

現れた変化は日本外交政策決定に係るアク

ターの力関係にどのような影響を与えたか

を検討するものである。なぜ日本は 80 年

代に入ってから援助の「総合的判断」や「理

念的基盤」が重視されるようになったかを

解明した。その上、大綱が誕生した原因を

冷戦終結直後の天安門事件と湾岸戦争と援

助政策との関連性を考慮し、政党の援助外

交政策に対する影響力の強化を視野に入れ

て検証を行った。  
 

◇ジァ シャオジー：「報道からみる党政関

係」 
【報告内容】 

改革開放後、新たに設立された中国新聞

出版総署と中国共産党宣伝部はメディアに

対して二重の指導を実施するようになった。



  

報告者は報道規制における党と政府の機能

の変化を検討した。まず、1978 年から現在

に至るまでの報道規制の歴史と現状を踏ま

えた上で、変化の要因として改革開放と党

政改革を挙げた。次に、中央宣伝部と新聞

出版総署が行った報道規制を論じた。最後

に、新聞法が存在しない中国では、宣伝部

は依然として大きな権力を持っていること

を説明し、規制緩和のために設立された新

聞出版総署も党中央の直属機構である宣伝

部と同じく党性を堅持し、報道規制に加担

したという結論を出した。 
 

◇呉茂松：「中国の農民工「維権」に関する

一考察」 
【報告内容】 

 呉の発表は中国における出稼ぎ労働者の

権利を巡る問題を論じたものである。中国

の工業化、都市化の進展は農民階級の分化

を促した。その中で生まれたのが産業労働

者としての農村からの出稼ぎ労働者である。

しかし、既存の都市－農村の二元社会構造

により、農民工の権益は制度的に保護され

ず、侵害される現象が多発している。呉報

告は社会運動と政治過程という二つの視点

から農民工の問題を位置づけ分析を行った。

結論としては、現行の政策・制度は出稼ぎ

労働者の需要を満たすにはまだ距離があり、

農民工の権利保護政策を適切な改善がない

と農民工の権利主張が非制度的なルートに

流れる可能性が高いことを検証した。 

 

◇堀野恵子：「1970 年代の東南アジア地域

をめぐる国際関係」 
【報告内容】 

1970 年代中期のインドシナ半島は「力の

真空状態」にあったといえる。米中和解と

米ソ・デタントによって大国間の緊張関係

が緩んだこと、ヴェトナム戦争の終結によ

って米軍が撤退したことでアメリカのプレ

ゼンスは低下した。その一方で、域内の国々

は自国の安全保障を確立するための道を模

索した。インドシナ諸国はソ連との連携を

保ち、この地域における自国の安全保障を

確立しようとした。また、ASEAN 諸国は

インドシナ諸国との関係を安定させるべく、

各国政府としての立場は維持しつつも、

ZOPFAN 構想および東南アジア条約機構

の下での歩み寄りを見せる。また、「全方位

平和外交」を提唱する日本は ASEAN とイ

ンドシナ諸国の関係の親密化をはかろうと

する。このようにインドシナ半島における

域内外の国々が新たな地域秩序を形成しよ

うとする中で、ASEAN が地域機構として

の土台を築いてゆく過程を分析した。 
 

(2)テキスト 

特になし。 

 

(3)参考文献 

特になし。 

 

(4)授業の感想 

論文を執筆している大学院生に推薦した

い授業である。それには以下の理由がある。

まず、政治学の範疇の中で自分の研究を位

置づけながら、そのインプリケーションを

再認識することができる。第二に、他の地

域との比較の中で、自分の研究を相対化し、

他の地域との相違を明確にすることによっ

て地域研究の本来の個性を生かせる。先行

研究、方法論の紹介、そして論点の整理等



  

の論文の進め方について、四人の地域研究

の専門家から具体的な指導を授けることは

とても重要かつ貴重な機会であった。 

 
 
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 担当者 大井眞二 

報告者：平井智尚 
 
(1)授業の内容 
 この授業は、文献講読、個人報告、質疑

応答、テーマ・ディスカッションの形式を

取る。 
 
◇後期の講義に関するガイダンス。講読文

献の提示、後期からの受講者による自己紹

介、授業の進め方について。後期講読文献：

C. Daniel Hallin and Paolo Mancini, 
“Comparing Media Systems”in  
James Curran and Michael Gurevitch  
(eds.), Mass Media and Society 4th edition, 
Edward Arnold, 2005. 
 
◇プレスの四理論の概論を説明。 
【討論内容】 
プレスの様態は、社会、政治、経済の構

造が反映されるという四理論の観念をふま

えたうえで、シーバートらが提示したプレ

スの四理論が抱える限界や問題点を議論し

た。参考文献：John C. Nerone (ed.), Last 
Rights: Revisiting Four Theories of the 
Press, University of Illinois Press. 1995. 
 
◇1980 年代以降の放送・通信の規制緩和に

ついて。 
【討論内容】 

新自由主義の広がりとメディアの集中・

独占についての通時的整理、また最近の話

題でもある、カナダの金融情報会社・トム

ソンによる英ロイター通信の買収や、米ニ

ューズ・コーポレーションによる経済紙ウ

ォールストリート・ジャーナルの買収等世

界的なメディアの再編について議論が行わ

れた。 
 

◇マス・コミュニケーション(ジャーナリズ

ム発達史）の概論。 
【討論内容】 

19 世紀以降の「コミュニケーション」概

念の意味変容、マス・コミュニケーション

論における効果論の有効性と限界、プロパ

ガンダ研究、制度としてのメディアと権力

等について概観し、議論をした。 
 
◇メディア・システムを分析する際のアプ

ローチについて。 
【討論内容】 
モデル構築における理念型（ideal type）

の位置づけ、発見を導く比較のパースペク

ティブの重要性、因果的推論の誤り、メデ

ィア中心／社会中心アプローチの問題点等

があげられた。 
 



  

◇報告者：曾 
【討論内容】 
台湾出身の学生による、台湾のメディア

事情についての報告。政党（国民党や民進

党）とメディアの関係性、台湾における公

共放送（公共電視台）の位置づけ、多チャ

ンネル状況におけるメディア視聴の実態等、

日本とは異なるメディア・システムについ

ての情報を得ることができた点が有意義で

あった。 
 
◇プレスと政治的並行現象に関する外的多

元主義と内的多元主義の差異について。 
【討論内容】 
新聞における党派的多元性と放送におけ

る番組レベルでの多元性の違いを、具体的

な事例をあげながら議論した。NHK の政治

討論番組における各政党の発言機会の配分

が内的多元主義の例としてあげられた。 
 
◇近代社会の成立・進展と新聞の発達・普

及について。 
【討論内容】 
宗教改革後の聖書を読むという行為の広

がりがリテラシーの向上につながり、それ

が新聞の発達にもたらした影響を概観した。

また、新聞の社会的普及条件としての都市

化、教育、商業化の問題について、近代社

会に関する様々な理論をふまえながら議論

を行った。 
 
◇報告者：曾 
【討論内容】 
ギリシャ、スペイン、ポルトガル、イタ

リア、フランス等に当てはまるメディア・

システム「分極的多元主義モデル」につい

て報告。その特徴として、メディアが経済

的に弱いために、政府の干渉が比較的強い

ことや、政治制度との結びつきがジャーナ

リストの専門意識の向上を妨げていること

について議論が行われた。 
 
◇報告者：新井 
【討論内容】 
北欧諸国やドイツ等に当てはまるメディ

ア・システム「民主的コーポラティストモ

デル」についての報告。その特徴として、

マス・メディアへの国家の責任、プレスへ

の補助金システム、新聞の発行部数の増大

と政治的並行主義の関係性、放送評議会・

プレス評議会の存在等があげられ、それを

ふまえたうえで議論が行われた。 
 
◇報告者：三谷 
【討論内容】 
米国、英国、カナダ等のメディア・シス

テム「リベラルモデル」についての報告。

その特徴として、商業主義メディアの発達、

ジャーナリズムの専門主義化、限定的な国

家の役割等があげられ、それをふまえた議

論が展開された。 
 
(2)テキスト 
C. Daniel Hallin and Paolo Mancini,  
“Comparing Media Systems” in 
James Curran and Michael Gurevitch 
(eds.), Mass Media and Society 4th 
edition, Edward Arnold, 2005. 

 
(3)参考文献 
John C. Nerone (ed.), Last Rights: 
Revisiting Four Theories of the Press, 



  

University of Illinois Press, 1995. 
 
(4)授業の感想 

前期と同様に講義内では英語のテキスト

が使用された。そのため、一定の語学力が

必要とされる。また、ジャーナリズム論、

メディア論、マス・コミュニケーション論

等関連する学問領域についての知識をある

程度持っているのが、授業を履修するうえ

では望ましいと思う。だが、他の学問領域

を専攻している学生や、当該領域に関する

専門知識を持たない学生が履修しても十分

についていける講義内容・講義速度であっ

た。 
本年後後期の受講者は、前期受講者の 4

名に、後期からの受講者 2 名が加わり 6 名

となった。ほとんどが修士課程の学生であ

り、なおかつジャーナリズム論やコミュニ

ケーション論を専門としていない受講者も

多かった。そのことから、講義の進行は比

較的緩やかで、講読文献を丹念に読み進め

ていく形となった。専門用語や英語の語句

等については、講師によって逐次適切な説

明を行われた。修士課程の学生や他の専門

領域を専攻する受講者にとって、ジャーナ

リズム論の足がかりとして有意義な講義で

あったと思う。 
「メディア・システムの比較」という講

読文献のテーマは、各国からの留学生や留

学経験がある者が大半を占めた本講義に合

っていたように思う。受講者それぞれのメ

ディア経験に基づいた議論は、文献の講読

だけでは得られないものであり、結果とし

て内容の濃い講義になった。また、授業内

では、テキストの講読にとどまらず、それ

ぞれのメディア経験に立脚したディスカッ

ションも行われた。様々な違いが交錯する

ディスカッションはとても刺激的であった。

 
 

授業名 政治・社会論特殊研究 担当者 大石裕 

報告者：平井智尚 
 

(1)授業の内容 
 本授業は、英文翻訳・質疑応答・ディス

カッションが中心である。 
 
◇杉浦：Chapter 6 New Media: New 
Politics? New Identity? 
【報告内容】 
政治家の人格・振る舞いの「テレビ化」

について報告。テレビの出現・普及は政治

のパーソナル化を促進した。この政治過程

で要求されるのは、テレビ写りに関連する

能力であり、セレブリティとしての政治家

である。また、この政治過程は古いスタイ

ルの政党組織を切り崩すことになった。こ

のような観点に基づいて、近年の日本政治

に敷衍した議論が行われた。 
 
◇柴田：Chapter 6 New Media: New 
Politics? New Identity? 
【報告内容】 
ニューメディアとアイデンティティの問

題について報告。ニューメディアの普及は、

大衆的なアイデンティティの終焉、アイデ

ンティティ・ポリティクスの興隆、国民的



  

アイデンティティの超克につながることが

期待された。講読文献の著者は、このよう

な見方に懐疑的な立場をとっている。この

点をふまえて、受講者間でニューメディア

とアイデンティティの問題について議論が

行われた。 
 
◇柴田：Chapter 6 New Media: New 
Politics? New Identity? 
【報告内容】 
情報技術をめぐる推進主義者

（boosterism）に対する批判について報告。

推進主義者とポストモダンの理論家は、過

去との断絶を強調するあまり、グローバ

ル・ネットワークと資本主義のつながりを

ないがしろにした。結果として、政治過程

がアイデンティティ問題へと急激に移行し

ていることを誇張してしまったのである。

この点に関連して、ポストモダン理論の位

置づけと問題点について議論が行われた。 
 
◇柴田・小沢：Chapter 6 New Media: 
New Politics? New Identity?／Chapter7 
The Media-ization of Politics 
【報告内容】 
大衆社会の到来に伴って行われるように

なった大衆操作の仕組みや、宣伝組織の発

達について報告。19 世紀後半から始まった

コミュニケーション産業の発展を概観。ガ

ブリエル・タルドやウォルター・リップマ

ンによる「世論」の議論をふまえながら、

政治宣伝の問題等について考えた。 
 
◇小沢：Chapter 7 The Media-ization of 
Politics 
【報告内容】 

政治コンサルタントの増加とテレビジョ

ンの普及の関係について報告。イメージを

広く伝播させるというテレビジョンの機能

は政治過程を変容させた。このテレビ化さ

れた政治は、主にアメリカで発展したもの

であるが、アメリカで政治過程の変容（テ

レビ政治の発展）が起こったのはなぜかと

いう問題提起があった。この点について、

アメリカの歴史的・社会的背景をふまえた

議論が行われた。 
 
◇日本の自己イメージとソフト・パワーの

問題。 
【討論内容】 
小泉（安倍）政権が提示しようとした「新

しい日本（政治）」のイメージは、国内に

おいて「変革」のイメージを喚起したが、

それは他国の日本イメージを悪化させ、ソ

フト・パワーの低下要因ともなりうるもの

であった。こうした日本の自己イメージの

問題について、マス・メディアの報道枠組

みはどのような機能を果たしたのか、とい

う観点から議論が行われた。議論を通じて、

他国の日本イメージという観点を希薄化さ

せ、日本と他国の間でのイメージギャップ

を拡大させる要因となるのではないかとい

う意見が出た。 
 
◇藤原：Chapter 7 The Media-ization of 
Politics 
【報告内容】 
ジャーナリストと PR／スピン産業の関

係性について報告。ジャーナリストと PR
／スピン産業の関係は、一方が他方を首尾

よく利用する場合もあれば、互いに「共食

い」してしまうこともある。しかし、総じ



  

て PR／スピン産業はジャーナリストより

も優位に立っており、アングロサクソン系

のリベラル民主主義国家では、PR／スピン

産業の存在は欠かせないものとなっている。

報告をもとに、ジャーナリズムのあり方に

ついて議論が展開された。 
◇藤原・曾：Chapter 7 The Media-ization 
of Politics 
【報告内容】 

ジョン・F・ケネディの PR 戦略について

の報告。1960 年の大統領選での重要な一つ

の契機として、ケネディとニクソンのテレ

ビディベートがあげられる。ニクソンがテ

レビ出演の対応に失敗した。他方、ケネデ

ィは外見を上手く取り繕った。ケネディは

強固な意志と自信を持ち、リラックスした

様子であった。結果として、ケネディは勝

利したのである。 
 
◇曾：Chapter 7 The Media-ization of 
Politics 
【報告内容】 
リチャード・ニクソンの PR 戦略につい

ての報告。ニクソンと彼のメディアチーム

は、PR 政治における最も重要な革新者であ

った。ニクソンはスピン･ドクターをアメリ

カ政府の中心に据え、それを制度化するこ

とでアメリカの危機に対応した。ニクソン

の PR 戦略の特徴として、広告、ダイレク

トメール、スピーキングツアー、テレビ出

演に際しての演技指導等があげられる。 
 
◇曾：Chapter 7 The Media-ization of 
Politics 
【報告内容】 

ロナルド・レーガン大統領の PR 戦略。

ローズ・ガーデン戦略、ニッチ化したマー

ケティング技術の利用（例：ケーブルテレ

ビとエスニックメディア）、共和党大会の

TV 中継等について報告。また、アメリカで

発展した PR戦略が英国やオーストラリア

にも及ぼした影響についても議論された。 

 
◇曾：Chapter 7 The Media-ization of 
Politics 
【報告内容】 
マーガレット・サッチャーとトニー・ブ

レアの PR 戦略。サッチャーが英国に PR
政治を導入したことで、英国の政治は一変

した。それをさらに発展させたのはトニ

ー・ブレアが率いた労働党の PR 戦略であ

る。労働者階級のみならず、他の階級を広

く包摂する中道左派の社会民主主義への支

持を取り付けるうえで、PR 戦略は欠かせな

いものであった。しかし、ブレアの PR チ

ームはイラク戦争をめぐる対応で多大な打

撃を受けた。この報告を受けて、サッチャ

ーやブレアの PR 戦略と日本の小泉首相の

メディア戦略を比較するような議論が行わ

れた。 
 
◇曾：Chapter 7 The Media-ization of 
Politics 
【報告内容】 
クリントン大統領の PR 戦略について。

クリントンの PR はニクソンやレーガンの

戦略を受け継いだものであった。クリント

ンはテレビ出演の才能に長けており、高度

にテレビ化したスピン戦略と非常にうまく

かみ合ったのである。クリントンのメディ

ア戦略チームは、ニクソンとレーガンが発



  

展させた PR 技術の方法を、政治的セレブ

リティとポピュリズムに即した技術へと発

展させた。これを受けて、時事的な話題で

ある米大統領候補の予備選に引きつけた議

論が行われた。 
 
(2)テキスト 
P. Eric Louw, The Media and Political 
Process, sage, 2005. 

 
(3)参考文献 

特になし。 
 
(4)授業の感想 
前期と同様、後期も英文のテキストの割

り当て分を受講者が全訳してきたものを報

告する形式で授業が進められた。1 回の講

義で進む範囲は 4～5 ページ程度である。そ

のため、英語文献の講読力や翻訳力が高く

ない場合には多少の負担となるかもしれな

い。だが、課題をこなしていくうちに、翻

訳の能力や英語文献を講読する能力は向上

していくので、次第に授業内容や速度につ

いていけるようになるのではないだろうか。

実際に前期と比較すると、修士課程の学生

が積極的に授業に参加していたように思う。 
当講義の受講者は総じて英語の文献を読

みこなす能力が高く、報告者が誤訳してい

る個所や翻訳のテクニックについてのアド

バイスが相互に行われていた。この点は当

講義の水準の高さを示すものである 
最後に、本年度後期を通じての感想をあ

げておく。一つは、翻訳に慣れていない受

講者の報告では、専門用語の訳語や英文の

訳し方等の点で未熟な面が見られたが、総

体的に見れば、受講者の英語の水準が高か

ったので、翻訳の誤りやその他の見落とし

が防がれていたのは評価すべき点であると

思う。もう一つは、教員や受講者による問

題提起では、課題文献を昨今の政治問題等

にひきつけた議論が行われたり、社会学、

情報社会論、ポストモダン論に関連付けた

議論が行われたりした。ここでも受講者は

積極的に議論へと参加しており、当講義を

受講した者たちの意識の高さをうかがい知

ることができたのは印象的であった。

 
 

授業名 政治・社会論特殊演習 担当者 大石裕 

                                報告者：山腰修三 
 
(1)授業の内容 
 本授業は、受講者の修士論文にかかわる

研究報告を中心に行われた。 
 
◇曾：「外国認識の形成：外国関連報道の役

割」 
【報告内容】 
本報告は、報告者の修士論文に向けた先

行研究の整理である。とくに外国関連報道

がどのようにして視聴者の外国イメージを

形成するのか、フレーミングに関する先行

研究の知見を概観・整理することで、日本

人の対台イメージや態度の形成に果たすマ

ス・メディアの役割を明らかにすることを

目的としている。 
本報告については、「イメージ」「ステレ



  

オタイプ」「偏見」等の基礎概念をどのよう

に理解し、修士論文へ応用しうるのかとい

う観点から議論が行われた。 
 
◇杉浦：「『感動』をキータームとしたマス・

メディア表象研究」 
【報告内容】 
本報告は、報告者の修士論文の中間報告

である。近年の日本のメディア環境で優勢

的な用語となりつつある「感動」に着目し、

そのメディア表象の特性や「感動」言説を

構築する現代日本社会の諸相を明らかにす

るものである。とくに、本報告では、「ゼマ

ンティク」「システム」等のルーマンの諸概

念を用いたメディア分析の分析枠組みに関

して重点的に報告が行われた。 
本報告については、ルーマンを内容分析

に用いることの妥当性や意義、そして分析

対象の一貫性等に関して質問・助言が行わ

れた。 
 
◇林：「異文化環境でのエスニックメディア

機能：在日中国人調査から」 
【報告内容】 
本報告は、修士論文の構想に関するもの

である。インターネットはエスニックメデ

ィアとしてどのような機能を果たしうるの

であろうか。報告ではエスニックメディア

に関する先行研究の整理を行ったうえで、

日本社会における中国人越境者を対象とし

た質問調査のリサーチデザインを提示した。 
 本報告については、インターネットのメ

ディア特性に関する議論が行われた。また、

情報行動の観点から分析枠組みを構築して

はどうかとの助言が行われた。 
 

◇三谷：「日米間にみる広報外交としての従

軍慰安婦問題」 
【報告内容】 
本報告は、修士論文の基本構想に関する

発表である。2006 年に外交問題化した従軍

慰安婦問題を事例とし、外交におけるメデ

ィアの役割を分析するというものである。

そして分析枠組みの提示に先立ち、広報外

交とメディア・フレームに関する先行研究

を整理した。 
 この報告に関しては、「PR 外交」と「パ

ブリック・ディプロマシー」の違い、等に

見られるような外交に関する基礎概念をよ

り精緻化させる必要があるとの助言が行わ

れた。 
 
◇塚田：「記念艦『三笠』・歴史の社会学（の

断片）」 
【報告内容】 
本報告は、修士論文の一部の発表である。

記念艦「三笠」のフィールドワークをもと

にした博物館の文法とリテラシーの事例研

究である。「三笠」の展示、三笠保存会の性

格、日本海海戦 102 周年記念式典等の分析

を通じてどのような「記憶」が再構築され、

同時にどのような「記憶」が忘却されたの

かを明らかにした。 
 本報告については、「三笠」をメディアと

しての博物館として捉えた場合、果してそ

れが特定の「読み」を要請する「ホットな

メディア」なのか、それとも多様な「読み」

に開かれた「クールなメディア」なのか、

それを明らかにする必要があるという指摘

が行われた。また、他の戦争記念施設との

相互連関性に関する議論が行われた。 
 



  

◇三谷：「新聞における『慰安婦』問題と日

韓関係」 
【報告内容】 
 本報告は、修士論文のリサーチデザイン

に関するものである。慰安婦問題をめぐる

一連の経緯の整理と新聞の内容分析に関す

る分析枠組みが発表された。 
 本報告に関しては、研究の動機を明確化

する必要があるとの助言が行われた。 
 
◇曾：「日本メディアにおける台湾イメー

ジ：2008 年台湾大統領選関連記事を中心

に」 
【報告内容】 
 本報告は、修士論文の構想に関するもの

である。日本における台湾イメージの形成

について、台湾総統選をめぐる日本メディ

アの分析から明らかにするという分析枠組

みが提示された。また、ニュース・フレー

ムに関して、選挙報道や外国報道に関する

先行研究の整理を行った。 
 本報告については、日本人の台湾イメー

ジに関する先行研究の整理を行う必要があ

るとの助言が行われた。 
 

(2)テキスト 
特になし。 

 
(3)参考書 
特になし。 

 
(4)授業の感想 
 本授業は、修士論文の中間報告について

助言や批評を行うことを主たる目的にして

いる。後期ということもあり、修士 2 年の

報告は、ほぼ完成した論文に関する助言や

質問が積極的に行われた。中には完成度の

高い論文もあり、新たな知見や視座に関し

て学ばされることも多々あった。 
 本授業の特徴は、問題関心や分析対象の

多様性である。それは報告者が社会学研究

科と法学研究科に所属していること、そし

てメディア研究そのものが有する学際性に

由来するものである。修士論文の作成を行

っている報告者たちにとっては、自らの研

究の「死角」や新たな視点を取り入れる上

できわめて有用な授業であったことは言う

までもなく、助言や批判を行う修士課程・

博士課程の学生もまた、自らの研究を省み

る貴重な機会であった。 
 
 

授業名 マス・コミュニケーション論合同演習 担当者 大石裕・鶴木眞 

                                報告者：山腰修三 
 
(1)授業の内容 
 本授業は、受講者の修士論文、学会発表

および投稿論文等にかかわる研究報告を中

心に行われた。 
 
◇平井：「北朝鮮報道（2006 年）に関する

日本メディアの言説分析」 
【報告内容】 
 本報告は、学会報告の概要に関するもの

である。報告は、2006 年の北朝鮮によるミ

サイル発射や核実験に関するメディア報道

の分析を通じて日本社会におけるナショナ



  

リズムの高まりの過程を明らかにすること

を目的としている。とくに、批判的言説分

析の手法を用いることによって、全国紙の

間でどのような「合意」が生産されたのか、

そしてそれがどのような支配的世論を形成

したのかという点に着目している。 
 本報告に関しては、「言説実践」等の用語

の定義が不明確である点が指摘された。ま

た、メディア言説の分析に際して、間テク

スト性概念を用いた争点連関の分析を行う

ことが有用であるとの助言がなされた。 
 
◇平井：「北朝鮮報道（2006 年）に関する

日本メディアの言説分析」 
【報告内容】 

本報告は、前回の指摘を受けて、加筆・

修正を加えたものである。とくに、支配的

言説が編制された結果、それがどのような

争点と連関し、またどのような争点を排除

していったのか、という争点連関に関する

説明が新たに加えられた。 
本報告については、ナショナリズムにつ

いてより明確に定義づける必要がある、と

いう指摘が行われた。また、ナショナリズ

ムの性質およびメディアとの関連性に関し

て積極的に議論された。 
 
◇塚田：「＜社会＞が立ち上がる集合的記

憶」 
【報告内容】 
 本報告は、修士論文の概要に関する中間

報告である。今回は修士論文の全体的な構

成と分析枠組みに関する報告である。とく

に、日露戦争をめぐる戦後日本社会の意味

付与の諸相を概説したほか、分析枠組みの

根幹を成す「集合的記憶」概念について、

歴史社会学の視座から説明・解説した。 
 本報告に関しては、戦後日本社会の時代

区分の仕方、とくに見田宗介の理念型を用

いることの妥当性についてについて議論が

行われた。また、膨大な資料に関する質疑

と補足説明が行われた。 
 
◇金：「メディア利用とアイデンティティの

形成：中国朝鮮族を事例として」 
【報告内容】 
 本報告は、前年度に提出した修士論文の

概要に関するものである。中国朝鮮族のメ

ディア利用行動の分析を通じて中国朝鮮族

のアイデンティティの形成過程を明らかに

することを目的としている。とくに、1996
年に韓国の衛星放送の視聴が可能になった

ことで、中国朝鮮族の重層的なアイデンテ

ィティ構成に変化が見られたことを指摘し

た。 
 本報告に関しては、延辺地域の現状や朝

鮮族の歴史に関して質問が行われた。また、

世代間の意識の違いとメディア利用との関

係について分析を行ってはどうか、との助

言がなされた。 
 
◇平井：「インターネット利用をめぐる排除

の諸相：構造的不平等と言説からのアプロ

ーチ」 
【報告内容】 
 本報告は、学会誌への投稿論文に関する

報告である。本報告は、デジタル・ディバ

イド論を批判的に考察しつつ、現代の日本

社会におけるインターネット利用をめぐる

新たな「格差」の存在を指摘するものであ

る。インターネットが普及し、利用の間口

が拡大する一方で、インターネットの利用



  

者間で階層化が生じつつあること、そして

特定のネット・ユーザーに否定的なラベリ

ングが行われることで逸脱・排除の状況が

生じつつあることを論じた。 
 本報告に関しては、「資源」という概念の

整理の仕方の妥当性、逸脱論に関する先行

研究への言及の必要性が指摘された。また、

インターネット利用をめぐる既存のデータ

の解釈について議論が行われた。 
 
◇山口：「ダイオキシン問題とマス・メディ

ア報道：『不確実性』の高い社会問題の構築

過程の批判的分析の可能性」 
【報告内容】 
 本報告は、学術誌への投稿論文に関する

ものである。メディア報道を主たる分析対

象としつつ、ダイオキシン問題が、どのよ

うに社会問題として構築されていったのか

を分析している。そしてそうした問題構築

の過程における支配的な論理を析出し、そ

の論理が一方において環境問題というテー

マと密接に関連しながら「焼却炉の拡充」

という問題解決を導出するが、他方では「農

薬問題」というダイオキシン汚染に関する

別の問題を排除・抑圧して行った点に関し

て批判的な考察を加えた。 
 本報告に関しては、「現実の社会的構築」

に関する整理がやや難解であること、投稿

誌の専門領域に応じて（つまり、マス・コ

ミュニケーション論の専門誌か、社会学の

専門誌か）脚注や本文の内容を加筆・修正

したほうがよい、との助言が行われた。ま

た、社会問題研究に関する欧米の理論動向

に関して議論が行われた。 
 
(2)テキスト 
特になし。 

 
(3)参考文献 
特になし。 

 
(4)授業の感想 
 本授業は、博士課程の学生による学会発

表や投稿論文に関する中間報告を主たる目

的としていた。したがって、最新の理論動

向やアプローチに関する知見を得る上でき

わめて有用であった。また、修士課程の学

生にとっても、修士論文の構成や書き方等

の点で参考となるものであった。 
しかしその一方で、メディア論やマス・

コミュニケーション論のみならず、政治学、

社会学の基礎概念に関する深い理解が要請

される授業でもあった。博士課程の院生は

最新の理論動向や自らの研究対象に関心を

集中させるあまり、学部・修士課程で学ん

できた基礎的な知識・概念をより深く学ぶ

ことをおろそかにしがちである。したがっ

て、こうした基礎概念をめぐる議論は報告

者にとっても、授業の参加者たちにとって

も刺激に満ちたものであった。 
 
④公共政策研究専修ユニット 
 

授業名 プロジェクト科目Ⅱ・公共政策論Ⅵ 担当者 小林良彰・大山耕輔・ 

河野武司 

                                報告者：裴元福 



  

(1)授業の内容 

公共政策論は公共政策形成過程という

テーマを中心に、政府が行う公共政策がど

のように形成され、どのように実施される

かという問題について総合的な視点から

実証分析を試みた。授業は主に外部から専

門家や実務家を招いてその講義を聴き、受

講者全員で討論する形式で行われた。授業

ではたくさんの資料が用いられ、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。 

 

◇尹春鎬：「韓国の大統領選挙の現場からの

話」 

【報告内容】 

韓国における大統領選挙は、民主主義と

同義語であって、国民が自分の勝利を記念

して自らについて祝う祭りの意味をもって

いたが、今回の選挙はその意味に変化が見

られると論じられ始めている。また、現在

の韓国の政党の状況と与野党の大統領選候

補者の関係、南北関係、韓国政治および世

論のダイナミズムといった選挙の変数につ

いても分析し、野党側が有力であると述べ

た。参加者は授業を通じて、韓国の選挙現

状について理解を深めた。 

 

◇長島昭久：「新しいテロ対策と特措法案に

ついて」 

【報告内容】 

民主党の外交安全保障政策について、①

外交政策の基本姿勢、②真の日米同盟の確

立、③アジア外交の強化④核廃絶の先頭に

立つこと、⑤貿易、投資の自由化の主導、

⑥政府開発援助の抜本見直し、⑦自衛権の

行使は専守防衛に限定すること、⑧国連平

和活動への積極参加等幅広い面で報告をし

た。また、新法案において誤解と詭弁の氾

濫が存在する現状を踏まえ、その概要と問

題点、「テロとの戦い」と日本政府の対応等

についても受講者全員で議論し合い、お互

いの意見を交換した。 

 

◇大山耕輔：「政府への信頼低下の要因とガ

バナンス」 

【報告内容】 

報告では信頼とは何か、市民は政府を信

頼しなくなったのか、なぜ彼らは政府を信

頼しなくなったのか、非効率を生まない安

心提供手段は可能かという問題の設定を始

め政府への信頼低下の要因とガバナンスの

関係について報告をした。結論としては以

下の六点が報告された。①1980 年代以降、

日本を含む先進諸国では、政府への信頼が

低下する傾向にあり、米国では、コミュニ

ティとしての国家や民主主義体制への信頼

は高いが、組織・制度や公職への信頼は低

い。他方、日本は両方とも低い。②信頼の

低下の要因分析には、政府と市民の二つの

立場があり、その問題の解釈が逆である。

③不信＝悪であるならば、信頼性の向上が

必要であり、不信＝善であるならば、市民

の成熟であり、ガバナンスを必要とする。

④エリート民主主義は内部統制的で対応責

任や理論の強調する一方、参加民主主義は

外部統制的で説明責任や抑制均衡を強調す

る。⑤効率性や自由裁量を与えつつ、市民

を裏切らない政府をいかに実現するか。⑥

行政の信頼性とガバナンスの確保・向上と

ともに、市民も政府に対する期待を下げる

ことが必要である。 

 



  

◇ジェフリー・ブロードベント：「政策形成

について」 
【報告内容】 

本報告は、日米独の市民政治の比較につ

いての研究を紹介したものである。まず、

比較の政治形態、方法論、理論について説

明した。そして、方法論としてのネットワ

ークについて説明した。その中でも特にネ

ットワーク方法論の歴史、政策ネットワー

クの研究について紹介した。具体的には、

労働政治ネットワーク等における日米独の

類似点と相違点について詳しく論じた。参

加者は政策形成について比較の視点から問

題を観察し、問題を解決する必要性等につ

いて認識を高めた。 

 

◇廣瀬淳子：「政策過程における議会図書館

調査局」 

【報告内容】 

本報告は日米の立法補佐機関の比較を軸

に立法補佐機関の定義、存在意義、分類、

概要、課題について紹介、分析したもので

ある。まず、日米比較の意義とそれぞれの

立法補佐機関の存在意義を説明した上で、

アメリカの CRS について詳しく紹介した。

そして、日本の立法補佐機関の構成と概要

について説明し、国会図書館調査および立

法考査局による活動の概要を紹介した。最

後に日本の政策過程の分析を踏まえて、日

本の立法補佐機関の課題を政策提言力や政

策評価力に絞り込んで述べた。 

 

◇伊原純一：「日朝交渉―外交上の秘密と民

主主義・報道の自由」 
【報告内容】 

日朝交渉においては、シナリオを持って

交渉に臨むことが重要である。そのために

は関係国それぞれの意図、内外の制約、政

策決定に影響を与えるその他の要因を理解

し評価することが不可欠であるが、これら

の情報や評価の多くは公開されていない。

本報告では、戦略的外交における秘密主義

と民主主義の関係、外交当局者の習性と国

民の一般的感情との乖離、戦略的外交につ

いて国民的な理解を得ることの困難さの三

つの方面からの報告が行われた。 
 

◇裴元福：「中国における民営化政策に関す

る考察」 
【報告内容】 
中国で行われている民営化政策について、

「国有企業の民営化」を軸に中国国有企業

の改革の必要性、中国国有企業の改革と民

営化、中国国有企業改革の政策過程につい

て政治と経済の関連性を追及した報告であ

る。これまでの中国政治研究は、社会改造

への関心から政治社会的分析が一般的であ

って、政治研究と経済研究での分析対象が

分離しがちであり、政治と経済の連関性が

十分追及されてこなかった点を反省しつつ

中国の政策過程を解明することが重要であ

ると主張した。 
 

◇向大野新治：「衆参のねじれの中で、政治

はどう行われるのか」 
【報告内容】 
本報告は衆参ねじれ現象のなかで、国会

がどのように機能するのかについて解説し

たものである。国会は立法機関であると同

時に、行政府を指導する者を選ぶための権

力闘争の場でもあって非常に重要な役割を

有している。本報告では、国会の理念や仕



  

組みを説明し、特に参議院選挙で自民党が

大敗したことで衆参両院によるねじれ現象

が生じるなか、国会の政治機関性や政策決

定について説明，分析した。 
 

◇金宗郁：「地方政府における政策バリエー

ションと官僚の組織行動」 

【報告内容】 

「なぜ、自治体間の政策バリエーション

が生じるか？」という問題意識の下で「自

治体の政策決定過程は、どのように捉える

べきか」「ブラック・ボックスとは何か？」

「地方官僚の組織行動は、どのような視点

からみることができるのか」「地方官僚にお

ける個人の意思決定から組織決定への変換

を生み出す媒介体とは何か？」「地方官僚は

いかなる存在か？」「中央官僚と地方官僚の

相違とはなにか？」という問題について、

以下の観点から論じた。それは、①内因的

アプローチの試みとして、官僚の個人行動

から組織行動への媒介体としての組織規範

を特定化した上で、実証分析を通じて、官

僚個人の行動と地方政府の政策上のパフォ

ーマンスに対する影響力を検討すること、

②理論的には、公共政策における政策決定

論、意思決定論、組織研究の融合の可能性

を図るというマクロ分析とミクロ分析の融

合、さらには③官僚制研究において地方官

僚制を再解釈するという3つの観点から論

じた。 

 

◇三宅伸吾：「事業家と法律家が支える『市

場国家』その現状と課題を探る」 
【報告内容】 
本報告は最近の日本経済を取り巻く環境

やそこで起きた大事件について議論したう

えで、市場原理が機能する幅を広げてきた

と論じた。「第三の改革期」を肯定的に評価

しており、その中で起きている行政と経済

界の関係の変化や司法の姿勢の変化を紹介

した。市場ルールの法制化、コンプライア

ンスおよび市場の規制のありかたについて

も言及し、市場は自由だが、法律を逸脱し

たものは全て法によって裁かれる時代に日

本も入ったと述べた。 
 

(2)テキスト 

特になし。 

 

(3)参考文献 

特になし。 

 

(4)授業の感想 

公共政策論は公共政策形成過程というテ

ーマを中心に授業が行われた。 

参加者は授業を通じて専門家や実際の政

策プロセスに関わっている実務家の話を聞

くことにより、一連の政策プロセスについ

て多角的かつ総合的に考えるようになり、

行政の特質や構造を明らかにすることがで

きた。 

また、授業では特定のテキストや参考文

献等は使わず、主に外部から専門家や実務

家を招いてその講義を聴き、全員で政策に

ついて討論する形式で行われたので、通常

の授業スタイルと違い、実務家の視点から

討論に参加することができた。また理論中

心の討論から現実と理論をうまく結びつけ

ながら、問題とその対策について考えるこ

とができるようになり、現実と理論のバラ

ンスをとりながら最善の政策を探すことの

大事さについても議論を通じて実感した。 



  

最後に、多様な関心をもつスタッフや学

生がこの授業に参加するだけではなく、政

治研究に携わっている実務家等の講義を聴

くことにより、安全保障から環境、福祉に、

地方分権、司法改革、行政改革等多様なア

プローチに接近することができた。そして、

これらの多様なアプローチにより、多様な

政策プロセスへの接近が可能になったと思

う。授業を通じて参加者は環境、福祉、地

方分権、司法制度改革等多様な争点と政策

を連結しながら考える能力を身につけたこ

とはもちろん、講師と学生からの意見とコ

メントは今後の研究にも生かすことができ

ると思う。 

 
 
 
⑤近代化研究専修ユニット

 

報告者：甲原潤之介 
 
(1)授業の内容 
 本授業では、各大学院生が現在行ってい

る研究についての報告を行った。各時間 1
人ずつ報告を行い、他の受講者、聴講者、

各教授による質疑応答および討論が行われ

た。 
 
◇後藤：「台湾出兵と平民」 
【報告内容】 

 明治 7 年に行われた台湾出兵に対して、

当時の平民層がどのような反応を見せたか、

検討、考察した。 
 
◇柏原：「明治 7 年の工部省」 
【報告内容】 

 明治 3 年に成立した工部省において、殖

産興業政策を遂行する上で中心的役割を果

たしてきた工部省技術官僚の、明治七年の

段階での影響力について検討した。 
 

◇靍岡：「満州事変における対中鉄道政策」 
【報告内容】 

 昭和 6 年に勃発した満州事変において、

関東軍が軍事行動を行う上で重要な鉄道を

どのように掌握し、満鉄がどのように関与

したのか、東北交通委員会の設立過程を分

析することで検討した。 
 
◇久保田：「明治 20 年後半の元老院」 
【報告内容】 

 明治 20 年、元老院が衰退し、枢密院が

成立する時期の政治過程を、新資料を利用

して検討、考察した。 
 
◇甲原：「明治 41 年、韓国外交顧問スチー

ブンス暗殺事件」 
【報告内容】 

 明治 41 年、統監府による保護政治期の

韓国に赴任していた米人外交顧問がサンフ

ランシスコで暗殺された事件について、外

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 



  

務省の事後処理、裁判過程を検討した。 
 
◇手嶋：「元正天皇の即位状況」 
【報告内容】 

 715 年に即位した女帝である元明天皇に

ついて、その即位時の政治過程について検

討、考察した。 
 
◇鈴木：「敬神思想普及政策の実態」 
【報告内容】 

昭和 15年から 21年まで内務省外局とし

て存在した神祇院が行った政策の実態、影

響力について検討した。 
 
(2)テキスト 

特になし。 
 
(3)参考文献 
特になし。 
 

(4)授業の感想 

報告者は授業の参加者との積極的な討論

によって、新たな視点や知見を得ることが

できた。また、修士論文・博士論文の執筆

を念頭におき、報告者は参加者から様々等

バイスを受けることができた。近代を中心

に、扱う時期や分野が異なる受講者からの

指摘や、聴講生として参加していただいた

台湾からの招聘教授および留学生からいた

だくコメント、そして 3 名の先生方による

的確な指導は、研究をより深く緻密な質の

高いものに仕上げていく上で非常に有益で

あった。時には研究発表から派生して、や

や幅広い問題に関して先生方の議論を聞く

のも、受講者としては楽しみの 1 つであっ

た。 
 論文は最終的には 1人で書くことにな

るが、その途中の段階で、これだけ多くの

方から客観的な意見をいただく機会は、論

文執筆の大きな助けとなる。いただいたア

ドバイスを大いに参考にし、今後の論文執

筆に生かしていきたいと思っている。 
 
 

授業名 日本政治論特殊研究 担当者 玉井清 

  報告者：手嶋有紀 
 
(1)授業の内容 
 春学期に引き続き、毎週担当者がテ

キスト(『西園寺公と政局 第五巻』、

『西園寺公と政局 第六巻』)について

論点を提示し、全員で討論を行った。 
 
◇長谷川：第五巻五章「防共協定締結

前後の内外情勢」 
【討論内容】 

対支問題への関東軍の態度に対する

政治家の反応が主な論点となった。 
 
◇西本：第五巻第六章｢軍部政党の対立

と広田内閣総辞職｣ 
【討論内容】 
広田内閣が辞職に至るまでの経緯と

その後の展開について主に話し合った。 
 
◇内田：第五巻第七章「林内閣の成立

より議会解散まで」 



  

【討論内容】 
陸軍と海軍のパワーバランスについ

て活発に討論した。 
 
◇李・ジァ シャオジー：第五巻第八

章「解散後の情勢と林内閣の総辞職」 
【討論内容】 
衆議院解散と軍部等を含む各々の思

惑について考察した。 
 
◇靏岡：第六巻第一章「近衛内閣の成

立と盧溝橋事件」 
【討論内容】 

盧溝橋事件に対する政府の姿勢につ

いて討論した。 
 
◇堀井・ジァ シャオジー：第六巻第

二章「対華工作と事変の拡大」 
【討論内容】 
 この当時の軍の勢力が内閣より大き

いのではないかということが争点とな

った。 
 
◇内田・甲原：第六巻第三章「大赦問

題の台頭から木戸の文相就任まで｣ 
【討論内容】 
二・二六事件における受刑者等の大

赦についての様々な人の反応が主な論

点となった。 
 
◇鈴木・西本：第六巻第四章「大本営

設置と内閣改造論」 
【討論内容】 

新たな局面を迎えた日中事変や内閣改

造について主に話し合った。 
 

◇李・手嶋：第六巻第五章「パネー号

事件と参謀本部の和平論」 
【討論内容】 
拡大化の一途をたどっていた日中戦

争の裏で行われた和平工作や日本とイ

ギリス・ドイツとの関係が争点となっ

た。 
 
(2)テキスト 
原田熊雄述『西園寺公と政局 第五巻』(岩
波書店、1951 年) 

原田熊雄述『西園寺公と政局 第六巻』(岩
波書店、1951 年) 

 
(3)参考文献 
木戸日記研究会編『木戸幸一日記』(東京大

学出版会、1966 年) 
宇垣一成『宇垣一成日記』(みすず書房、1970
年) 

伊藤隆編『真崎甚三郎日記』(山川出版社、

1981 年) 
北岡伸一『日本の近代 5 政党から軍部へ 

1924-1941』(中央公論社、1999 年) 
岡義武『近衛文麿―「運命」の政治家―』(岩
波新書、1972 年) 

御厨貴『近衛文麿』(ゆまに書房、2006 年) 
 
(4)授業の感想 
今学期よく話題に上ったのは、当時の

人々と現代の人間との認識の違いである。

日中戦争について、現代の人が思っている

ほど事態を深刻に受け止めていなかったと

か、必ずしも戦局を拡大化していくことに

賛成していなかったという記述がいくつも

あった。昭和天皇に関しても、現代の人が

一般的に理解しているよりも権力が確かな



  

ものではなく、必ずしも絶対的な存在では

なかったような印象を受けた。 
特に私が痛感したのは、｢日本｣というも

のの曖昧さである。諸外国と比べリーダー

シップを発揮する人がいなかったり、責任

の所在が不明確であったり等当時の政治を

理解するにあたって納得いかない部分が

多々あった。この点が、戦争から五十年経

った今でも戦後処理がうまくいっていない

ことにつながっているのではないだろうか。

この時代をもっと理解していくためには、

「日本」の伝統的な考え方や行動パターン

について深く知っていかなければならない。

今後も関心を持って知識を深めていきたい。 
 
 
 
⑥安全保障研究専修ユニット 
 

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 
今学期は、前半は学生が関心のある本に

関するブックレポートの報告を行い、そし

て、後半は赤木ゼミの院生各自の研究報告

または修士課程の研究計画報告ということ

になった。 
 
◇オリエンテーション 
【授業の説明】 
 
◇内田：「国際政治における信用の役割（そ

の I）」 
テキスト： Andrew H. Kydd, Trust and 
Mistrust in International Relations, 
Princeton University Press, 2005. 
【報告内容】 

近年注目されたキッドの本は、心理学に

影響され、信用が国際政治に与える影響に

ついて理論的に検討する書物である。数式

が多くて、理解するのに時間がかかるとい

うこともあり、結局この本を今学期の終わ

りの方にもう一度報告することになった。 
 
◇李：「韓国の国際政治学書物の紹介」 
【報告内容】 
韓国で最近話題を呼んでいる国際政治に

関する書物(韓国語表記)を紹介した。 
 
◇媚山：「ネオコンの議論」 
テキスト：Ivo H. Daalder, and James M. 
Lindsay, America Unbound: The Bush 
Revolution in Foreign Policy, Brookings 
Institution, 2003. 
【報告内容】 
アメリカで数年前に流行になったネオコン

の政治的な起源や思想に関する本を紹介した。

ブッシュ政権になってから、ネオコンに関す

る多くの本が出版されたものの、その大半は

理念的に明確な偏りがあることが多いが、本

書は珍しく理念的なバランスがとれており、



  

その政治的な根源を理解するのに役に立つと

皆の意見が一致した。 
 
◇平野：「シーパワーに関する考察」 
テキスト： A. T. Mahan, The Influence of 
Sea Power Upon History: 1660-1783, 
Dover Books, 1987. 
【報告内容】 

1890 年に初めて出版された、このマハン

の傑作に関する議論を行い、再考察する機

会になった。その現代的な意義についても

考えるチャンスになった。 
 
◇内田：「国際政治における信用の役割（そ

の II）」 
テキスト： Andrew H. Kydd, Trust and 
Mistrust in International Relations, 
Princeton University Press, 2005. 
【報告内容】 

再びキッドの国際政治における信用に関

する議論を行った。 
 
◇深瀬 
テキスト：Benn Steil, and Robert E. Litan. 
Financial Statecraft, Brookings 
Institution, 2006. 
【報告内容】 

前評判の高かった著作に対して、参加者

から批判が寄せられた。 
 
◇媚山、内田（修士論文計画報告） 
【報告内容】 
修士課程 1 年生の研究計画に関する話し

合いを行った。 
 
◇李(修士論文計画報告) 

【報告内容】 
修士課程 1 年生の研究計画に関して討論

した。 
 
(2)テキスト 
Ivo H. Daalder and James M. Lindsay, 

America Unbound: The Bush 
Revolution in Foreign Policy, Brookings 
Institution, 2003. 

Andrew H. Kydd, Trust and Mistrust in 
International Relations, Princeton 
University Press, 2005. 

A. T. Mahan, The Influence of Sea Power 
Upon History: 1660-1783, Dover Books, 
1987. 

Benn Steil and Robert E. Litan, Financial 
Statecraft, Brookings Institution, 2006. 

 
(3)参考文献 
 特になし。 
 
(4)授業の感想 
今回は例年とは少し違う形で授業を行っ

たが、有意義な一学期となったと思う。学

生が紹介する本を各自選んできたことによ

って、参加者が普段はあまり関心を持たな

い分野にも興味をもつことができた。 
このように同じゼミであっても、学生各

人の関心はそれぞれ違うとつくづく思った。

他の学生の報告を聞いて、新しい知見を得

ることができた点が良かった。自分の関心

より幅広い分野での良い文献を知る機会に

もなるので、非常に参考になる授業の運営

方式だったと思う。個人的には大変刺激に

なった。



 

 

授業名 地域研究論特殊演習Ⅳ 担当者 小此木政夫 

報告者：崔慶原 
 
(1)授業の内容 
各自修士論文または博士論文を念頭に

報告を行い、担当者と大学院生が討論を行 
 
G.W.ブッシュ政権の対北朝鮮政策の形成」 
【報告内容】 
修士論文の中間報告として、単独行動主義

と批判されたブッシュ政権の外交政策が、

核問題を中心とした対北朝鮮政策に関し

ては多国間行動主義を志向するに至った

経緯を検討した。この「ダブル・スタンダ

ード」の一方である対北朝鮮政策はどのよ

うに形成されたのか、ブッシュ政権内部の

国務省と国防総省を中心とする対立は広

く知られているが、それは政策形成にどの

ように影響したのか、という問題意識にも

とに、Joe D. Hagan と Margaret G. 
Hermann らが提唱した外交政策決定にお

けるグループ抗争の効果についての理論

とモデルを用いて説明した。 
 
◇崔慶原：「田中政権の日朝貿易における

輸出入銀行融資の決定」 
【報告内容】 
 米中接近による東アジアの緊張緩和が

日本の安全保障政策にもたらした影響を

注目しながら、朝鮮半島政策の変化を情勢

の認識、理念、構想の側面から考察した。 
 
◇藤亮平：「核問題をめぐる政策の変化」

【報告内容】 
核問題を中心とする第一期政策を安全

保障政策の観点から検討した。 
 
◇林聖愛：「韓国の外交安保政策と統一政

策」 
【報告内容】 
 博士論文のテーマを模索する作業とし

て、韓国外交に関する既存研究の特徴を整

理し、類型化を試みた。特に韓国にとって

国家の生存と民族の統一に関わる外交安

保政策と統一政策の二つの政策に着目し

て検討した。 
 
(2)テキスト 
特になし。 

 
(3)参考文献 
特になし。各自の報告の際に紹介。 

 
(4)授業の感想  
各自が自分の研究テーマに関する報告

を行い、教授および院生との議論を深める

ことが出来た。この過程で、問題の捉え方

や理論の適用、そして外交の類型化による

分析に関して議論し、研究手法の面で斬新

な刺激を受けた。 



  

⑦市民意識研究専修ユニット 
 

授業名 プロジェクト科目Ⅰ・市民意識研究Ⅰ 担当者 小林良彰・有末賢 
河野武司・澤井敦 

報告者：奥田明子 
 

(1)授業の内容 
政治学・社会学の両分野での研究成果を

交換し、市民意識を包括的に研究するため

に、政治学・社会学の両サイドからゲスト

スピーカーを招き、合同セミナーを開催し

た。 
授業形式は、ゲストスピーカーの基調講

演と、質疑応答を含めた討論の二部構成で

ある。 
 
◇講師：高坂健次（関西学院大学社会学部

教授）「人類の幸福とミスと・オポチュニテ

ィ―社会意識論の観点から―」 
【報告内容】 
人類の幸福を、社会調査の方法論を用い

て、どのように測定することができるかに

ついて、ブータン王国の GNH（国民総幸福

量）、Human Development Index 等の指標

や、ファジィ評価モデル等の分析手法を提

示した。そして、日本人の主観的幸福感の

社会調査において、家族との関係の影響が

最も大きいという研究成果を発表した。 
 
【討論内容】 
本報告では、人間が幸福と感じることを、

指標を用いて、表現しようとしているが、

不幸福・不平等と感じる時は、人によって

異なり、相対的なもので、同じ尺度で計る

ことができないのではないかという指摘が

なされた。その点から、現代社会学におけ

る幸福論を、受動／能動、包括／拡張の 2
つの観点から区分した時に、各幸福論の間

に相関関係や階層構造がある可能性がある

のではないかと言及した。 
 
◇講師：佐藤嘉倫（東北大学大学院文学研

究科教授）「地球市民意識と不平等（Global 
Citizenship and Inequality）」 
【報告内容】 
最近「Global Citizenship」の議論が流行

しているが、Citizenship は選ばれた人しか

なれないため、不平等の問題があるのでは

ないだろうかという仮説が提示された。

JGSS（Japanese General Society Survey）
を用いたところ、社会・経済的な地位の高

さと、人を信頼する関係は、正の相関関係

がある。そして、外国人と付き合う頻度は、

性別、年齢、収入を差し引いても、高学歴

者ほど低い。「Global Citizenship」の言説

は、高学歴の特権階級だけの言説であって、

その言説から社会・経済的地位の低い人達

は、入る権利はあるものの、社会的に排除

されているのではないかという見方を提示

した。 
 
【討論内容】 
外国人への態度は、友達になる機会とも

関係しているのではないか、そして地方と

都市だと想定している外国人が異なるため、

一概に「外国人が嫌い」と分類することが



  

できないのではないかという意見が出され

た。また、経済競争が激化してきた現在で

は、社会・経済的な地位の高い人も競争の

波に晒されているので、彼らを特権階級と

位置づけることはできないのではないか、

つまり社会・経済的な地位の高い人達も、

「Global Citizenship」の議論から社会的に

排除されうるのではないだろうかという意

見も出された。 
 
◇講師：田中重好（名古屋大学大学院環境

学研究科教授）「公共性の文化比較―日本を

起点として考えてみると」 
【報告内容】 

日本で用いられている「公」という言葉

には、三つの概念から成立している。第一

に、古語としての「オオヤケ」であり、権

力者の邸宅という具体的な意味を持ってい

る。現在でも方言として使われている。第

二に、中国思想の権力性、共同性、倫理性

（正当性）という具体的、抽象的な意味で

ある。第三に、西欧の「public」の意味で

の公であり、権力の主体者としての公民と

いう意味を持つ。しかし、現代日本では、

これらの三つの概念は混同されているため、

整理して議論する必要がある。 
 
【討論内容】 

1990 年代頃から、日本では「公共性」と

いう言葉が盛んに使われてきたが、その背

景は、政治の潮流が変化しようとしている

ことにあるのではないかという議論がなさ

れた。「公」が「公共性」という抽象的な意

味を持つようになったのは、当時総理大臣

だった田中角栄が逮捕されたロッキード事

件以降ではないかという意見が出された。

また、1960-70 年代に行われた住民運動の、

下から社会を作っていくという精神が、今

また復活しているのではないかという指摘

がなされた。 
 
◇講師：荻野昌弘（関西学院大学社会学部

教授）「社会意識と風景」 
【報告内容】 
現代日本の社会秩序は、高度消費社会の

原理で動いている。現代日本での社会秩序

構成原理として、今一番注目すべき言葉は、

＜カワイイ＞である。この言葉には、多様

性を承認すると共に、暴力性を隠蔽する効

果がある。このような高度消費社会が、日

本の大都市部で展開される一方で、地方の

中小都市では、いじめ自殺が多発している。

いじめ自殺が起こる場所の風景は、1970 年

代以降の開発・消費社会との関係があり、

自然素材と合成素材のハイブリッド性を見

ることができる。 
 
【討論内容】 
いじめ自殺を、＜カワイイ＞という社会

秩序を構成する原理の一部ではなく、犯罪

として捉えたら、学校のいじめ対策、逃げ

場がない等の他の説明の仕方が可能ではな

いだろうかという意見が出された。また、

ハイブリッドな風景によって、暴力にコミ

ットするプロセスをもっと詳しく見ていく

必要があるのではないかという意見が出さ

れた。 
 
◇講師：吉野耕作（上智大学社会学部教授）

「ナショナリズムの社会理論―知識社会学

的考察」 
【報告内容】 



  

1980 年代前半に、イギリスでナショナリ

ズム論が台頭してきた。その背景には、ヨ

ーロッパの伝統であるマクロ歴史学の展開、

マルクス主義的な歴史学者の影響、1980 年

代中盤から後半までのカルチュラル・スタ

ディーズの参入の 3 つを挙げることができ

る。 
特に、バーミンガム大学でカルチュラ

ル・スタディーズが重点的に研究なされた

理由には、当時のサッチャー政権のネオリ

ベラリズム政策の影響で、大学が財政カッ

トをせざるを得なかったのという、政治状

況もある。そして、文学者が日常の文化生

活を権力関係で分析するようになったため、

文学の社会学化、社会学の文化化が行われ、

実証研究としての社会学が衰退するように

なった。 
 
【討論内容】 
カルチュラル・スタディーズが主流とな

った背景には、移民出身の研究者がディア

スポラ、遠隔地ナショナリズム、トランス

ナショナリズム等の文化研究を始めたとい

うことも、理由の 1 つとして挙げられるの

ではないかという意見がなされた。また、

社会学がエスニシティを学問的に定義した

ことによる社会的影響については、独立運

動の志士達がナショナリズムを研究してい

たという歴史もあるので、大いに影響があ

ったと考えられることができるという説明

がなされた。 
 
◇講師：西原和久（名古屋大学大学院環境

学研究科教授）「市民と国家をめぐる問い―

グローバル化時代のアジアにおける社会学

理論研究者の課題―」 

【報告内容】 
現在の社会学は、グローバル化時代にふ

さわしい学術ネットワークを保有していな

い。社会学理論は、リージョナル、グロー

バルな知として発展し、脱国家的市民意識

の研究を進めるべきである。例えば、グロ

ーバルな人権体制、国民的シティズンシッ

プ概念の再検討を中心に行うべきである。 
さらに、アジアにおいても、社会学理論

の共同構築作業を進め、社会学研究者全体

の交流ネットワークを拡大させるべきであ

る。これらのグローバルな研究をすすめる

ために、学会、NGO レベルの国際交流を進

め、将来は東京社会学インスティチュート

の発展型を目指すべきであると言及した。 
 
【討論内容】 
今回は社会学理論の社会への貢献の仕方

が講演内容の中心となっていたが、ヨーロ

ッパ連合（EU）では、シティズンシップ自

体からの排除の問題が研究課題となってい

るので、アジアでもそのような現象が見ら

れるかという質問がなされた。また、現在

の研究に見られるように、家族等に見られ

るアジア的価値観を研究することも大切で

あるが、それと同時に、視野を世界に向け

て、各国の共通点を探る比較研究の視点も

必要であることが指摘された。 
 
◇講師：黄順姫（筑波大学大学院人文社会

科学研究科教授）「2002 年・2006 年ワール

ドカップサッカーは日本・韓国の市民社会

に何をもたらしたのか」 
【報告内容】 
ワールドカップサッカー開催時に、日本

人、韓国人、在日コリアンにアンケート調



  

査を行った結果、各属性で異なる結果を得

ることができた。日本人は、韓国と共同開

催したことから、相手国への関心が高まり、

プロサッカーを楽しむことにつながったが、

韓国人にとっては、一過性の世界イベント

で、サッカー自体に興味が湧かなかった。 
そして、日本人の場合は、スポーツバー

で、小グループを崩さずに見るスタイルが

定着しているが、韓国の場合は、行政等が

道路に設置した大型スクリーンで見て、応

援するタイプが多かった。在日コリアンの

場合は、在住年数が多いと、韓国の応援ス

タイルを快く思わず、日本のルールを守ろ

うという意識が強くなる。 
 
【討論内容】 

応援している当事者はナショナルなチー

ムを応援しているだけで、ナショナリズム

を体現化しているわけではないと良く言わ

れるが、オリンピックの場合はどうかとい

う質問がなされた。それに対して、1988 年

のソウル五輪では、道路での応援スタイル

はなく、韓国は国づくりに集中していた時

期だったという回答がなされた。 
韓国にとって共同開催することの意義は

何かという質問に対して、当初は日本の単

独開催だったが、韓国が急遽日本側に共同

開催を進言したという回答がなされた。 
 
◇講師：野村大志郎（上智大学比較文化学

部教授）「グローバル市民社会の『グローバ

ル性』：イラク戦争反対平和運動より」 
【報告内容】 
世界の貧困等、グローバルな問題に関心

がいっているが、市民は急にグローバルな

「人権」「平和」に目覚めるのか、社会は容

易にグローバルになるのか、という点につ

いては疑問がある。それを見るためには、

グローバルな市民社会は、どのような姿で

存在するのか、グローバルな市民意識はど

の程度グローバルなのかを研究する必要が

ある。 
その研究対象として、グローバルな市民

の動きを観察した。その結果、グローバル

市民運動の条件として、相互作用の表層性

を挙げることができる。誰もが賛同するマ

スターフレームを使い、継続性を前提とせ

ず、一回性の連携を行うことが条件として

提示された。 
 
【討論内容】 
ベトナム戦争反対運動との違いについて

は、インターネットがまず挙げられること

が指摘された。1989 年のソ連解体以降、社

会運動の性質に変化があり、イデオロギー

を全面に出さなくても運動が成立するよう

になったという変化も見られるのではない

かという意見も出された。 
またグローバルな運動のリーダーのグロ

ーバル意識は、そのリーダーの程度による

ことが指摘された。反対運動のターゲット

は、核、独裁、イスラムの 3 層に分類でき

るようにみえるが、特にどこに集中してい

るのかについては、現在の国際情勢を鑑み

た結果が得られなかったという意見もあっ

た。 
 

◇講師：栗田宣義（武蔵大学社会学部教授）

「モードからストリートへ：女性ファッシ

ョン誌と社会意識」 
【報告内容】 
女性ファッション誌は、年齢規範、下位



  

文化規範等で分類できるが、1940 年代から

1990 年代までは、アメリカ等の文化帝国主

義仮説で説明できるが、2000 年代は、東ア

ジアを中心に、日本の文化帝国主義モデル

が根付いている。現在では、「カワイイ」と

いう言葉が使われ、自分が受容可能で、欲

望の対象となるものに対して使われる。 
サンプルの一つとして『non-no』をみて

も、東アジア系モデルが使われ、東京の普

通の女の子がカワイイとされ、若い世代を

対象としたメイクアップコスメの広告が打

たれている。これらのことから、日本のフ

ァッションは、モード系から、ストリート

系に変化し、東アジアのファッションは、

東京の普通の女の子から発信されてきてい

ることが分かる。 
 
【討論内容】 

ファッション誌の読者世代がローティー

ンに下がっている理由について、編集方針

の変更と、読み手の趣向、特に母親がファ

ッション情報を伝えるエージェントとなっ

ていることが考えられるという指摘がなさ

れた。しかし、当初 6 紙あったのが、4 紙

に減ったので、慎重な分析が必要であると

いう指摘もなされた。 
東アジアでのファッション誌の売上状況

について、上海 non-no は、日本版 non-no
と全く違う商品になっていて、日本で洋雑

誌が出た時に、non-no が出た時代と同じ状

況で、中国の出版社によるファッション誌

は存在するが、日本のファッション誌が売

れているという状況があるという意見が出

された。 
 

(2)テキスト 
特になし。 
 

(3)参考文献 
特になし。 
 

(4)授業の感想 
今回の講義では、それぞれの講師が現在

考えていることを聞くことができて、自分

の研究の参考となる話を多く聞くことがで

きた。 
講師の多くは、社会学を専門分野とされ

ていたが、学術的な話にとどまらず、その

分析枠組みを用いた現代の社会問題につい

て討論することができ、大変興味深いお話

を伺うことができた。 
関東圏だけでなく、関西圏の講師の方か

らも貴重な研究成果についてお話を伺うこ

とができる良い機会となった。 
 
 

授業名 政治・社会論特殊研究 担当者 有末賢 

報告者：藤田智子 
 

(1)授業の内容 
本授業では、社会学における質的調査の

ナラティヴ論を学習する。英文の文献を分

担して輪読する。 

授業は、文献内容の要約およびコメント

を受講生が報告した後、それに関するディ

スカッションを行なう形式を取る。 
評価は、授業における報告・平常点およ



  

び期末レポートによって行なわれる。 
 
◇木村：Chapter 1 Contexts and Uses of 
Life Stories 
【報告内容】 
本書が取るアプローチの特徴は、語り手

の言葉で語られたライフストーリーを、そ

のまま表現していくことにある。本章では、

ライフヒストリーの背景・定義・適用が述

べられている。物語には普遍的なパターン

があり、それを語ることは、われわれが経

験を整理し解釈し意味づけるための方法で

ある。ライフストーリー・インタビューは、

ある人の人生を総合的に捉え、深く調査す

るための学際的アプローチであり、語り手

と聞き手の共同作業である。 
 

【討論内容】 
 インタビューをする側へのガイドライン

を示す本著であるが、ではインタビューを

受ける側へのガイドラインは存在するのか。

さらに語り手と聞き手の共同作業としての

ライフストーリーが調査にいかに影響する

のか。語り手が聞き手の意図を認識した際

のインタビュー内容の変化等についても議

論を行った。 
 
◇藤田：Chapter 1 Contexts and Uses of 
Life Stories 
【報告内容】 
ここでは、ライフストーリーの 4 機能（心

理学的、社会的、神話（神秘）的－宗教的、

宇宙（論）的－哲学的）とその利用方法が

説明される。ストーリーを語ることにより

われわれは、自分自身や自身の社会におけ

る位置づけを確認し、さらに自身の価値や

宗教的な意味等をも構築していく。一方で

聞き手にとってライフストーリーは、語り

手自身やその人生についてのみならず、そ

の人の価値観や抱える問題、社会における

位置づけやその構築のプロセス、そして彼

／彼女の属するコミュニティの価値観や文

化の変動等について知るための手段である。 
 
【討論内容】 
ライフストーリーの機能は、これ以外に

も、例えば政治的機能等が考えられる。 
筆者は括弧を使用せずに truth という言

葉を使用しており、危険なのではないか。

ライフストーリー・インタビューにおいて

は、語られたことに第一義的信義を置くと

いう立場や、話し手に対して聞き手が自ら

の思いをぶつけ、じっくり話していく立場

がある。さらに人文学的真理観と科学的真

理観にも差異があり、前者は心理と事実を

つき合わせず、語り手の世界観を引き出す

アプローチを取る。 
 
◇有末：Chapter 1 Contexts and Uses of 
Life Stories 
【報告内容】 
まず、ライフストーリーの利用方法と、

ライフストーリー・インタビューのモデル

を特定の調査に応用する方法が示される。

ライフストーリーは学際的であり、どのよ

うな領域にも応用可能である。ライフスト

ーリーの語りの中から、さまざまな要素（特

定のテーマ等）を引き出すことが重要であ

る。ライフストーリー・インタビューは、

主観的であり、量的調査とは区別される信

頼性と妥当性がある。 
 



  

【討論内容】 
宗教社会学や教育社会学、高齢者や再社

会化、ジェンダーとセクシュアリティ、マ

イノリティ研究等、さまざまなライフヒス

トリー研究（調査例）が、担当者の有末先

生より紹介された。さらに、質的調査法と

してのライフストーリーにおける代表性や

信頼性、妥当性、一般性や特殊性等につい

て、考察した。 
 
◇木村：Chapter 2 Planning the Interview 
【報告内容】 
 ライフストーリーの主眼は、ある時期に

人が自らをどのように捉え、他者からいか

に捉えてほしいかということにある。イン

タビューは、1時間から1時間半のものを2、
3 回実施するのが通常である。ライフスト

ーリー・インタビューは、計画と実施、ト

ランスクリプト化と解釈というステップを

踏んで行われる。そのストーリーがいかに

文字となって出版されるのか、最終的な決

定権は語り手にある。 
「インタビューの基本的なガイドライ

ン」の節においては、インタビュー相手を

決定することについて述べられ、リサーチ

に合わせ、特に自分の人生に通じるものが

ある人を選ぶことが示される。 
 
【討論内容】 
インタビューで語られた内容を、そのま

ま「個人的な真実」とすることの危険性に

ついて、またインタビュー対象者の決定方

法について、ディスカッションを行った。

さらに調査者の人間性が重視されるという

ライフストーリー・インタビューにおける、

科学的妥当性についても議論した。 

 
◇藤田：Chapter 2 Planning the Interview 
【報告内容】 
 「インタビューの基本的なガイドライン」

として、「目的を説明する」、「準備に時間を

かける」、「正しい（ふさわしい）セッティ

ングを作る」、「ストーリーを得る」、「自由

回答式（オープンエンディド）インタビュ

ー・アプローチを使う」、「責任を持ち（共

感的で）かつ柔軟である」、「良いガイドと

なる」、「よく聞く」等が示される。「目的を

説明する」ことは、ラポール構築につなが

るため重要である。「正しい（ふさわしい）

セッティングを作る」ことは、よいインタ

ビューの基本とされる。事実の羅列（レポ

ート）としてではなく、現実の物語として

「物語を得る」ことが重要である。インタ

ビューで引き出したいのは、出来事の裏側

にある意味であり、シンプルで直接的な質

問によって、自由に語ってもらうことが重

要だと論じた。 
 
【討論内容】 
 客観的に話を聞くということと、より共

感的に聞くということ、両者のバランスが

重要である。一般的なインタビューにおい

ては、聞きにくい質問は、最後にする方法

もある。ライフストーリー・インタビュー

を行う前に何度か面会し、ラポールを構築

するという方法を取ることも可能である。 
 
◇有末：Chapter 2 Planning the Interview 
【報告内容】 
 「インタビューの基本的なガイドライン」

として、「感情が湧きあがる」、「感謝する」

が示される。インタビューの中では、語り



  

手はさまざまな感情を経験するだろうが、

困難が伴うような質問は、最後のほうに持

ってくるほうがよいし、相手が沈黙してし

まった場合は、待つことが重要である。ま

た倫理性に関しては、インタビューにおけ

る原理として、第一に語り手のことを考慮

し、権利を保護し、インタビューの目的を

明確化し、匿名性を確保することが示され

た。 
 
【討論内容】 
 感情社会学の構築主義と戦略的本質主義

について、さらに「語りえないこと」（「表

象不可能性」や個人的体験におけるトラウ

マ性、不利益沈黙、プライバシー保護等）

について考察した。また、ジッタ・セレニ

ーの『魂の叫び』に関わり、ライフストー

リーにおける倫理性についても議論した。

インタビュー結果のアーカイブ化をめぐっ

ては、著作権や人権、公開性と匿名性の問

題がある。 
 
◇木村：Chapter 3 Doing the Interview 
【報告内容】 
 ライフストーリー・インタビューにお

ける主要なタスクは、物語を通して人生の

意味付けを見出していけるよう、語り手を

サポートしていくことである。そのために

は、フレキシブルでオープンエンディドな

アプローチの方がよいと言及した。 
 本セクションでは、質問のリストが、テ

ーマ別（「生まれと出身家族」、「文化的状況

と伝統」、「社会的要因」、「教育」）に例とし

て挙げられているが、これを参考としつつ

も、自分独自の質問リストを作ってインタ

ビューに臨み、状況によって柔軟に対応す

ることが重要である。特に語り手が高齢な

場合は、語りを促進するために、インタビ

ュー開始前に、簡単に自分の人生を要約し

てもらったりすると良いと具体例が挙げら

れた。 
 
【討論内容】 
 質問リストについて、本文では「一番○

○なことは何ですか」という質問が多いが、

「一番」という表現を使用しない方が、よ

り多くの物語を引き出せるのではないか。

また形式張らないインタビューと形式重視

の論文との関係について、さらにインタビ

ュー時に研究者が聞きだしたいと考えてい

る情報と語り手の語りたい内容との関係等

について、討論を行なった。 
 
◇藤田：Chapter 3 Doing the Interview 
【報告内容】 
本セクションでは、前回に引き続き、質

問のリストが、テーマ別に例として挙げら

れている。具体的には、「恋愛と仕事」、「歴

史的出来事と時代」、「退職」、「精神的な生

活（内面的な人生）と精神世界（精神的認

識）」、「主要な人生のテーマ」、「将来へのビ

ジョン」、「インタビュー終了時の質問」で

ある。質問を終え、語り手が話し終えたと

感じたら、聞き手は自身の言葉で感謝を述

べ、その意義を伝えることが重要である。 
インタビューは、個人と個人の間に可能

な相互行為の中でも、最も力強い体験であ

り、それを感じ取ることが出来たことは、

聞き手、語り手、両者にとって重要である

と指摘された。 
 
【討論内容】 



  

 恋愛に関する質問は、プライバシーの問

題があるので配慮が必要であり、それを記

述する際には、さらなる配慮が必要なので

はないか。またライフストーリーにおける

時間的感覚について、語り手と聞き手の理

解におけるギャップ等についても議論した。 
 
◇ 有 末 ： Chapter 4 Interpreting the 
Interview 
【報告内容】 
 インタビューが終った後に行なうのは、

テープ起こし（トランスクリプト）と解釈

である。トランスクリプトは、最終的には、

意味が正確に取られており、話し手の言葉

で描かれる、流れのスムーズなナラティヴ

であることが重要である。語られたこと全

てを完璧なトランスクリプトとして起こす。

話し手の質問やコメントはカットし、トラ

ンスクリプトを修正する際も、最低限に抑

える。その後、話し手にそれを見直しても

らい、修正を行う。トランスクリプトに対

して最後の決定権を持つのは、彼らである。

テープとトランスクリプトを、安全な場所

に保管しておくことも重要である。 
 解釈は、意味と妥当性の問題である。ラ

イフストーリーにおいて、信頼性や妥当性

は、必ずしも適合的な評価基準ではない。

問題は、真実であるかではなく、信頼でき

るかどうかであり、ライフストーリーに求

められているのは、主観的なリアリティで

ある。一方意味生成は、語ることそのもの

とイコールである。その鍵となるのは、語

り手による反省的（内省的）思考である。

また、ナラティブに対する研究者の解釈と

語り手の解釈は相互に影響しあうのである。 
 

【討論内容】 
 トランスクリプトを話し手に公開し、修

正してもらう際には、修正前のトランスク

リプトも保存しておいた方が良い。また対

話的なインタビューにおける反省的（内省

的）思考について議論し、さらに当人が事

情によりインタビューできない場合は、周

囲の方（家族や同じ運動に関わっていた人、

同僚等）にインタビューを行なうことにな

るが、その解釈とライフストーリーの再構

築についても、ディスカッションをした。 
 
◇ 木 村 ： Chapter 4 Interpreting the 
Interview,” “Conclusion 
【報告内容】 
 ライフストーリーの解釈には、理論的解

釈と主観的解釈がある。理論的解釈につい

ては、ライフストーリーの理論は、物語そ

のものから来るものであり、物語に適合す

る場合のみ、理論の適用は行われるべきで

ある。一方主観的解釈に重要なのは、自ら

の持つ考えからその人のライフストーリー

に意味を見出していこうとすること等であ

る。 
 コメンタリーとは、研究者が語りに対し

て、イントロダクションや説明的注釈をつ

けるもので、ライフストーリーの中では不

明確なその物語のテーマや論点、歴史的、

社会的背景等を明確化することができる。 
 ライフストーリーを得る際に、聞き手と

語り手の間に権力関係が存在すると、語り

手の言葉は聞き手が望むような内容になっ

てしまう可能性がある。また、聞き手と語

り手の両者にとって有益なライフストーリ

ー・インタビューのためには、どのような

倫理的配慮が必要か。重要なのは、語り手



  

が彼ら自身の声で語るようサポートするこ

とである。ライフストーリーは、時間を超

越したものであり、それが表象した主題や

意味は、人生や時間を越えていき続ける。 
 
【討論内容】 
  ライフストーリー研究における研究者の

立場性について考察した。自己を客観視し

ていく方法の一方で、それを否定し意識的

に主観的に記述する方法も見られる。今後

も調査者としての自己の記述について、考

察していくことが必要である。またライフ

ストーリーと社会学的枠組みについて、研

究者は両者の間でジレンマを抱えることも

あるが、重要なのは、ライフストーリーか

ら何を見ようとしているのかということで

ある。それをひとつの研究ジャンルとする

のではなく、手法や内容と捉えることも可

能である。 
近代という大きな物語の終焉によって、

人々が物語を意識するようになったと考え

られる。現在は物語論が盛んであるが、ラ

イフストーリーはいろいろな分野で取り入

れることが可能である。 
 
◇藤田 : Appendix A-C 
【報告内容】 
 付録 A は、ライフストーリーを公開するた

めのフォームのサンプルであり、ここでは、

公開に当たっての制約が述べられている。

ライフストーリーとしての一次資料には手

を加えてはいけない原則がある。付録 B は、

テープとトランスクリプトをアーカイブに

入れる際のカバーシートであり、ここには

語り手の出生地やエスニックな背景、宗教、

さらにインタビューの中で話された内容に

ついて書くようになっている。付録 C は

David Zinkoff というフィラデルフィア

76ers の場内アナウンサーに、筆者が行っ

たライフストーリーである。 
 
【討論内容】 
付録 B のカバーシートにおいて、ライフ

ストーリーの内容に関する項目があるが、

たとえば「喪失した経験（死や離婚等）」と

いう項目は、本当に必要なのか。また、付

録 C のライフストーリーのサンプルにおい

ては、聞き手の語りや質問はすべてカット

されていたが、記述方法としてたとえば、

聞き手の側の言葉を含むことも可能だった

のではないか。さらに、ライフストーリー・

インタビューについて、筆者はトランスク

リプトを語り手に見せ、修正をしてもらう

ことを推奨しているが、その他のインタビ

ューにおいては、どのように対応すればよ

いのか。一般的なインタビューにおいては、

トランスクリプトや原稿を見せることは必

ずしも必要ないかもしれないという意見が

出された。 
 
(2)テキスト 
Robert Atkinson, The Life Story 
Interview, Qualitative Research 
Methods Series 44, Sage Publication, 
1998. 

 
(3)参考文献 
Robert Atkinson, The gift of stories: 
Practical and spiritual applications of 
autobiography, life stories, and 
personal mythmaking, Bergin & 
Garvey, 1995. (塚田守訳 『私たちの中に



  

ある物語 : 人生のストーリーを書く意

義と方法』（ミネルヴァ書房、2006 年）)  
 
(4)授業の感想 
授業では、ロバート・アトキンソンの文

献を通し、主にライフストーリー・インタ

ビューにおける方法論を検討した。具体的

には、ライフストーリー、そしてライフス

トーリー・インタビューとはいかなるもの

か、その意義とプロセス、実際のインタビ

ュー方法、インタビュー終了後のテープ起

こしおよび解釈について、さらにはインタ

ビューにおける倫理の問題等、ライフスト

ーリー・インタビューを総合的に理解する

ことが出来た。ナラティヴの時代といわれ

る現代、ライフストーリー・インタビュー

は、学際的に利用可能な方法論である。そ

の基本を学ぶことが出来たことが、授業の

最大の魅力であったと考える。 
テキストは、比較的簡単な英語で書かれ

ていたため読みやすく、内容も理解しやす

かった。少人数のクラスであったため、一

人ひとりの報告回数は多くなったが、その

分翻訳することの勉強にもなった。 
授業後半のディスカッションにおいては、

本文の内容を中心としつつも、幅広くイン

タビュー調査全般について議論が行われた

ため、社会学的研究においてインタビュー

調査、あるいは質的調査を用いる人全般、

さらに今後この方法を使用する予定の人に

とっても、意義深い内容であったと考える。

また、個々人が実際の調査の際に感じた困

難や疑問点についても議論することができ、

今後の調査に向けて大きなプラスとなった。

インタビュー調査は、実際の経験から学ぶ

ことが多く、報告内容に関連して先生が言

及してくださる具体的な研究例は、非常に

参考になった。 
学期に提出するレポートの課題は、自ら

の研究課題における方法論の中で、授業内

容について再度検討する良い機会となった。 
以上のような点から、今後の調査活動に

おいて、疑問や困難に直面した際にも、振

り返って参考にすることが出来るような、

有意義な授業内容であったと考える。

 
 

授業名 地域研究論特殊研究 担当者 関根政美 

報告者：奥田明子・藤田智子 
 

(1)授業の内容 
本授業では、グローバリゼーションと人

種、民族、エスニック問題、多文化主義に

関して、現代オーストラリアを中心に考察

を進める。 
授業形式は、文献の要約の報告と、その

内容に関してのディスカッションの二部構

成である。 
 
◇木村・奥田：Introduction 
【報告内容】 
本章の目的は、世界およびオーストラリ



  

アのカルチュラル・ヒストリーの系譜を辿

ることである。1950 年代に普通の人々の生

活が注目され、1960-70 年代にはジェンダ

ー等のサブ・カテゴリーの研究が行なわれ

た。そして、現代では、アイデンティティ

集団のカルチャー・ヒストリーの発掘なら

びに社会構築性の研究が盛んである。 
 
【討論内容】 
オーストラリアの場合、1950-60 年代に

ナショナルな歴史の編纂を始め、オースト

ラリア人の文化の本質は、労働者文化にあ

るというイメージを作った。その歴史の中

では、マイノリティ、先住民は、当初国民

国家の建設を助けたという文脈で語られた。

しかし、1970・80 年代になって、自分達の

主体性を語るようになった。 
ナショナルな歴史の編纂を始めた理由の

一つに、大量移民政策が実施され、ナショ

ナルなアイデンティティ探しが始まったの

ではないかという仮説が提示された。それ

までのオーストラリアの歴史は、イギリス

の植民地としての歴史しかなかったので、

国のアイデンティティを確立する必要があ

ったのではないかという意見が出された。 
  
◇吉田・田畠：Chapter 2 Cultural history 
and the nation 
【報告内容】 
第二次世界大戦後のオーストラリアのヒ

ストリオグラフィーは、大英帝国史から脱

却して、ナショナルで、脱帝国的なアイデ

ンティティを形成していった。そして、人

種、移民、植民地化への態度を変更した。

歴史学者は白豪主義の支持をやめ、人種差

別的な移民政策の誕生理由を研究するよう

になり、次第にカルチュラル・ヒストリー

の重要性を主張するようになったのである。 
 
【討論内容】 
オーストラリアがカルチュラル・ヒスト

リーを重視するようになった理由は、アボ

リジニの人口構成比が大きくなったことに

求められるという意見が出された。当初ア

ボリジニは 3～4 万人と言われていたが、

1971 年の国勢調査で 20 万人（混血を含む）

に急増していた。そのため、オーストラリ

アの発展は、アボリジニの虐殺にあったと

過去を見つめ直す必要があったのではない

かという指摘がなされた。 
◇坂本・稲垣：Chapter 4 On the defensive: 
Poststructuralism and Australian 
cultural history 
【報告内容】 
ポスト構造主義は、1990 年代以降、歴史

学において、ソーシャル・ヒストリーから

カルチュラル・ヒストリーへの転換に際し

て、その方法論に問題提起を行った。

Windschuttle と Evans は、客観性を重視

するため、ポスト構造主義の歴史学を批判

しているが、彼らの歴史の見方は、過度に

単純化、歪曲化したものであり、欠点があ

る。筆者は、カルチュラル・ヒストリーに

おけるポスト構造主義の有用性を指摘して

いる。 
 
【討論内容】 
オーストラリアが多文化主義を導入した

結果、1970-80 年代に先住民であるアボリ

ジニへの福祉政策を拡大したため、アボリ

ジニ人口が急増した。しかし、その一方で、

アボリジニは文字を持たなかったため、彼



  

らのオーラルヒストリーを、どう記述する

かという問題が起こり、文書資料を重視す

る古典的な歴史学との間で、歴史戦争が展

開された。このように、現代の歴史学は、

歴史の語り方を問うものであり、政治的な

イデオロギー闘争が必然的に含まれている

という指摘があった。 
 
◇林・藤田：Chapter 5 The Nature of 
Culture and the Culture of Nature 
【報告内容】 

自然は、人間の行動によって変化してき

た。そのため、自然科学は、社会科学や人

文科学へ目を向けるようになった。例えば、

オーストラリアでは、1970 年代から 80 年

代に、環境史は方法論の一つになった。環

境史は、考古学、地質学や経済史等の学問

領域の貢献の上に成り立つものである一方

で、20 世紀の終わりの産物でもあった。例

えば、1939 年に起こったブラックフライデ

ー・ブッシュファイアも、過度な人間によ

る自然の利用が原因だった。この出来事に

よって、エコロジーと歴史の相互作用が明

らかになり、自然と文化がより能動的に結

び付けられた。 
 
【討論内容】 

オーストラリアでは、旱魃、火事、塩害

が頻繁に起きるが、その原因は、人間にあ

る。例えば、塩害が起きる理由は、森林伐

採にある。18 世紀に白人が入植してきた際

に、彼らは森林を伐採し、農耕地を開拓し

た。しかし、雨が降ると、岩塩が溶け出し、

地表に厚い層を作るため、農耕地が無駄に

なるのである。しかし、これらの自然現象

に対して、加害者は白人ではなくて、アボ

リジニであるという議論も展開されている。

そうなると、自然の語り方（ナラティブ）

自体が、歴史の一つの見方を形成する。そ

うなると、自然問題が、歴史のイデオロギ

ー対立を引き起こすという意見が出された。 
 
◇木村・昔農：Chapter 6 Memory Studies 
and Cultural History」 
【報告内容】 
現代のオーストラリア社会を二分してい

るのは、先住民に対するナショナルな和解

についての論争である。その一方で、第一

次世界大戦のガリポリの戦いでのアンザッ

ク軍の勇敢な白人男性の神話は、若い世代

によって再構成、再強化されている。1997
年にアボリジニとトレース海峡諸島の家族

と子供達の離別に関する全国調査で、アボ

リジニへの謝罪を求める勧告が出された。

これに対して、ハワード政権は、過去と現

在の断絶を主張する一方で、アンザック軍

の祝典等では、過去と現在の結合強化を図

っている。現代のオーストラリアでは、過

去がカウンターメモリーとして機能する一

方で、ネーションの伝統的な語りを強化し

ているのである。 
 
【討論内容】 
アンザック軍の勇姿が称えられるように

なった、最初のきっかけは、1988 年のオー

ストラリア国家誕生 200 年祭で、アボリジ

ニへの謝罪の話が出始めた頃だったので、

その反動ではないかという意見が出された。 
また、ナショナル・メモリーにとって不

都合な個人の記憶は、潰されている可能性

があるという指摘がなされた。個人のメモ

リーは、本来は新しいカウンターメモリー



  

として機能するが、今のオーストラリアで

は、その逆で、ナショナル・メモリーを強

化しているという意見が出された。 
 
◇奥田・崎濱：Chapter 7 On Being a White 
man, Australia, Circa 1900 
【報告内容】 
オーストラリアの国民国家は、1901 年に、

太平洋諸島民を国外に追放する、急進的な

排除の法律を定めることから始まった。オ

ーストラリアの政治的リーダー達は、アメ

リカが白人と黒人の労働力を一対一の関係

で扱っていないことを知り、それをオース

トラリアに適用したのである。 
このような歴史は、オーストラリアの白

人性に由来している。国民性を改めて作り

上げ、アイデンティティのよりどころを強

く必要とした植民地の歴史の中でさらに強

化され、国土を守るという白人男性の不安

を膨張させていくのである。 
 
【討論内容】 
ホワイト・オーストラリアが形成された

要因は 2 つあることが指摘された。1 つ目

は、アジア人の侵入である。2 つ目は、ア

メリカのように奴隷制を採用したくないと

いうことである。また、彼らの人権を強化

することは、白人性へこだわっているのと

同じことであり、オーストラリアが本来目

指していた階級のない社会とは逆行するこ

とであることが指摘された。 
 
◇ 木 村 ・ 坂 本 ： Chapter 8 Cultural 
Transmissions 
【報告内容】 

1970 年代に入ると、歴史家等の文化認識

が変化し、文化は異なるエスニックグルー

プ間や男女間における国境を越えた交流の

過程であると考えられるようになった。例

えば、オーストラリアでは、1920 年代初め

に放送されていた 85％の映画がアメリカ

生まれであった。 
さらに、第二次世界大戦後、労働者階級

の人々が郊外に移り住み、中産階級のライ

フスタイルを受容していった。このように

文化は、世代間で継承されながらも、時代

や社会の要請に基づいて発展していくもの

である。 
 

【討論内容】 
オーストラリアのラッド新首相は、選挙

戦を展開する際に、ハワード前政権が当時

展開していた脱福祉国家化・反他文化化に

反対し、教育・医療政策の拡充を協調した。

ハワード前政権は反多文化主義で、市民権

テストを導入して、家族の呼び寄せが困難

となった移民からの反発を招いた。 
例えば、Bennelong 地区は、1974 年以来

保守系議席を維持してきたが、現在は 40％
が中産階級で、保守系の個人商店主の移民

が多く暮らしているが、ハワード前政権に

反発した。しかし、ハワード前政権が失脚

しても、政府公用語として、多文化主義と

いう言葉を使用し続けるのかという問題が

ある。なぜなら、現政権が反対しようとも、

多文化主義政策を行わざるを得ないからだ。 
 
◇田畠・昔農：Chapter 9 Performances: 
Indigenisation and Postcultural Culture 
【報告内容】 
アボリジニ等の先住民文化を脱植民地国

家の国家表象に取り込むことは、被植民支



  

配民の現実を覆い隠すのに有用である。オ

ーストラリアの知識人の中には、イギリス

人の到来まで、大陸は居住不可能な地であ

り、植民は平和的かつ自由に展開されたと

いう神話が根強く残っていた。そのため、

アボリジニの問題は不可視化のものとされ

た。 
しかし、一度アボリジニ文化に政治的・

経済的価値が見出されると、彼らのシンボ

ルが横領され、アボリジニ性が国家機関に

よって生成されるようになった。そして、

アボリジニの芸術が国際的な関心を集める

と、植民地主義的な視線を集めるようにさ

えなったのである。 
 
【討論内容】 
アボリジニにかかわる問題の核心は、文

化を生み出した当人達が、その利益を受け

取っていないということであることが指摘

された。先住民文化から利益を受けている

のは白人ばかりで、利用された側は少しも

豊かになっていないのである。そのため、

白人性という無意識的な支配欲や、文化・

土地の収奪等を通して、先住民に対して、

ポストコロニアル世界の中での被支配民の

立場を強要することにつながっていること

が指摘された。 
さらに現代では、先住民の長に音楽を直

接伝授された観光者が、世界各国で演奏す

る動きまで出始めている。その結果、先住

民音楽が国際的に注目される一方で、当の

文化生成者であるアボリジニの手を離れた

ところで、経済的価値を生み出す状況とな

り始めている。 
 
◇ 崎 濱 ・ 稲 垣 ： Chapter 10 

Multiculturalism and the problem of 
multicultural histories: an overview of 
ethnic historiography」 
【報告内容】 
本章は、オーストラリアにおけるエスニ

ック史を、調査、記述の問題点を中心に概

観する。オーストラリアにおいては、多文

化主義が導入され、エスニック･マイノリテ

ィに対する注目が集まるようになり、1980
年代に入ってエスニック史が多く描かれる

ようになった。初期エスニック史研究の問

題点は、エスニック集団の国家建設に対す

る貢献が記述され、白人の中心性を揺るが

すに至っていないことである。多文化主義

にとって、エスニック文化は彩りに過ぎな

かったのである。必要なのは、エスニック

史研究の中に、カルチュラル・スタディー

ズの方法論を取り入れ、エスニシティ、ジ

ェンダー、性的マイノリティ等のさまざま

な視点が交差する物語を描いていくことで

ある。さらに「エスニシティ化」、つまり移

民してきた集団が支配的文化との関係性の

中で、エスニック・アイデンティティを形

成していく過程に焦点を当てていくことも

重要である。 
 
【討論内容】 
 本稿は、「エスニック」の生成過程、つま

り｢エスニシティ化｣への注目や「白人性」

研究の重要性を説く。 
 トランスナショナルとナショナルなコン

テクスト、両者が存在する中で、トランス

ナショナルな歴史も、結局のところ、彼ら

移民が国家建設にいかに貢献したのかとい

う、ナショナルなフレームワークの中で書

かれている。それを避けるような歴史記述



  

は可能なのか。そのような方法は存在する

のか。 
 
◇林・藤田：Chapter 13 Creating the white 
colonial woman: Mary Gaunt’s imperial 
adventuring and Australian cultural 
history 
【報告内容】 
 本稿は、Mary Gaunt という、大英帝国

内の植民地を舞台とした旅小説を著し、20
世紀前半に活躍したオーストラリア人女性

作家を取り上げ、彼女がその活動を通して、

白人優位のイデオロギーを形成し、白人入

植者の植民地や領地が果たす特定の役割を

構築することに寄与したことを述べる。彼

女の小説を分析することは、カルチュラ

ル・ヒストリーを、植民地的でナショナル

な分析枠組みから、帝国主義的でトランス

ナショナルなものへと広げていくことにつ

ながる。 
 
【討論内容】 
 本稿では、19 世紀終わりから 20 世紀前

半のオーストラリア人の中には、英国人、

植民地人、そしてオーストラリア植民地人

としてのアイデンティティ（意識）が混在

していたことがいわれるが、「オーストラリ

ア人らしさ」というものが、果たしてこの

ころのオーストラリアの人々に意識されて

いたのか、疑問である。文化が本質主義的

に捉えられているのではないか。 
 当初「オーストラリア人」とは、先住民

であるアボリジニのことであったが、この

時期から徐々に、植民地の白人が自らを「オ

ーストラリア人」と捉え始めるようになっ

たのであり、移行期であったといえる。そ

してその過程で、フェミニズムと帝国主義、

人種主義が相互に関係しつつ、国家建設が

進められていった。 
 
(2)テキスト 
Hsu-Ming Teo and Richard White (eds.), 
Cultural History in Australia, 
University of New South Wales Press, 
2003 

 
(3)参考文献 
特になし。 

 
(4)授業の感想 
本授業では、オーストラリアの文化史を

扱った。各章のテーマ・内容は、国民国家、

アイデンティティ、エスニシティ、自然等、

多種多様であったが、そのひとつひとつは、

現代のオーストラリアを重層的に理解する

ために不可欠なものであった。例えば、オ

ーストラリアにおける環境史を取り上げた

第 5 章においては、自然環境と白人入植の

歴史を相互に関係付けてみていくことの必

要性が論じられた。また第 6 章、第 9 章で

は、同じ先住民にかかわる問題が取り扱わ

れていたが、第 6 章は記憶と歴史の観点か

ら、第 9 章は文化の利用の観点から、それ

ぞれ論じられていた。さらに第 13 章では、

オーストラリア出身の女性作家による作品

の内容分析を通し、当時のオーストラリア

白人女性のアイデンティティについて、さ

らに帝国主義体制維持にいかに彼女たちが

関与したのかについて論じられた。 
本書が追求しているのは、文化を切り口

に、過去を現代と結びつける作業であった。

文化史として、どのような視点や方法論で、



  

いかなる物語を描くのか。そこにはどのよ

うな問題や限界が存在するのか。特に、国

民の歴史の主役として君臨してきた白人と

は異なる歴史観、経験、物語を有する先住

民や移民、エスニック・マイノリティの歴

史の描き方や、さらにそれをいかにして国

民の歴史と関連づけられていくかというの

は、大きな問題である。 
現代の社会変動においては、既に多方面

で指摘がなされているように、グローバル

化のますますの進展によって、世界各地で

同じような現象が起こっている。その同時

性を追求するとともに、自然環境、歴史等

に由来する地域性にも注目しなければ、社

会変動を見極めることは難しいと考えた。

本授業で扱ったオーストラリアに対する重

層的な分析視角は、オーストラリア以外の

国を研究対象とした場合にも、十分参考と

なるものであり、その点で多くの受講者に

とって意義ある授業であったと考える。

 
 



  

2. 基礎演習Ⅰ・Ⅱ 
 

2007 年度春学期には、「基礎演習Ⅰ（研究動向）」が新規開設された。昨年に引き続き

秋学期には「基礎演習Ⅱ(研究方法)」が開設された。「基礎演習Ⅰ」では、政治学の研究

分野ごとの研究動向を、「基礎演習Ⅱ」では、担当者の専門学問領域における研究手法につ

いて、それぞれ 4 名の教員・講師がオムニバス形式で授業を行った。「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」

に配置された TA が作成した授業の概要と感想を紹介する。 
 

 
■□ 春学期 ■□  

授業名 基礎演習Ⅰ 担当者 増山幹高、堤林剣、細谷雄一、粕谷祐子 

                 報告者：林大輔、川上洋平、小栗裕介、江藤名保子 
                             
 
Ⅰ 第 1 回～第 3 回授業の概要  
（報告者：江藤名保子） 
 
(1)授業の内容 
第 1 回 現代における比較政治学の展開

（岩崎正洋担当） 
 
1. 日本における比較政治学の現状 
 一般に日本国内では、比較政治学の位置

付けは不明瞭に認識されているため、本授

業の目的は「比較政治学」の概要を正しく

理解することである。比較政治学は時とし

て地域研究および国際政治学と混同される

ことがあるが、これらとは研究対象の単

位・システム等基本的な研究視座を異にす

る。比較政治学の問題点としては、方法論

の精緻化へ偏向していることによる政治的

問題意識の希薄化と現実世界からの乖離等

が挙げられる。 
 
2. 比較政治学の展開 

（1）比較政治学の位置付け 
比較政治学の起源はアリストテレスに

よる政体の分類にまで遡る事ができる。第

二次世界大戦を前後して行動科学革命を経

て、政治制度論中心の研究から、政治過程

論・政治発展論（比較政治学）へと発展し

た。 
（2）比較政治学の対象 
比較の単位は国家であるが、個々の政治

システムに着目することでクロスナショナ

ルな比較分析や通時的・共時的な検討が可

能である。 
（3）比較政治学の転機 
①第１期：第二次世界大戦後 
戦後の復興や、独立国家の誕生、民主化

という現実の変化に即し、政治発展論が

台頭した。 
②第 2 期：米ソ冷戦後 

民主主義国家と非民主主義国家の共存

から、民主化論が発展し、体制移行、民

主主義の定着、民主化支援、民族問題等



  

が研究対象となった。 
③第 3 期：9・11 以降 
第 2 期の特徴を継続しつつ、戦争、テロ、

多文化共存等に目が向けられるように

なった。現実社会の複雑化に対応するた

め、国際政治学と比較政治学の双方にま

たがる領域の研究枠組みが必要とされ

ている。 
 
3. 比較政治学の理論枠組みの系譜 
（1）政治制度論の行き詰まり（上述の区

分では、第 1 期以前に含まれる） 
欧米の政治制度を検討するというスタ

イルの研究が主流であったが、法・制度へ

の静態的なアプローチには限界があった。

20 世紀半ばに行動科学革命を経て発展す

る。 
（2）政治発展論から政治文化論へ（第 1
期） 

1960 年代から 70 年代にかけ、国家の段

階的発展という概念をもとに欧米の先進民

主主義諸国と新興国家を比較した。途上国

でのデータ収集が行われ、民主主義を受容

する政治文化論の展開、タイポロジーの発

達、構造機能分析、クロスナショナルな分

析等も行われた。 
（3）政治体制論（第 1 期） 

1970 年代から 80 年代にかけて議論の精

緻化が進み、民主主義諸国間の差異や、非

民主主義国家へも領域を広げた。政治発展

論的思考ばかりでなく、政治体制の分類と

いう視点からの比較も行われるようになっ

た。 
（4）民主化論（第 2 期） 

1980 年代から現在にいたる現実の変化

と研究の蓄積を基盤にした、民主主義的政

治体制への体制移行(transition)に関する

議論が中心である。民主化後を対象とする

議論もあり、最近では民主主義の「質」に

も言及されている。 
 
4. 今後に向けて 
（1）9・11 以降への現実政治への対応（上

述の区分では、第 3 期に含まれる） 
国際政治学と比較政治学の重なる領域

での研究が必要になってきている。 
（2）先進民主主義国と後発民主化諸国と

の比較 
後発国でも民主主義が定着して先進民

主主義国と同じ条件での検討が可能になっ

た結果、発展の程度ではなく民主主義の

「質」として比較検討される必要がある。 
（3）民主主義の違いを見る視点 
民主主義の成熟や発展の程度の違いを

図るための尺度やベンチマークが必要であ

る。 
（4）ヨーロッパの政治学 
日本での比較政治学はアメリカの研究

動向の影響が強いが、ヨーロッパ政治の検

討も必要である。 
（5）おわりに 
「民主主義の条件」は常に変化し続けてお

り、継続的な検討が必要である。 
 
第 2回 先進国を対象とする比較政治経済

学について（三浦まり担当） 
 
1. Political Economy 
 本授業では、政治経済学が発展し多様に

なった推移を Literature Review によって

解説する。政治経済学で特に先進国を対象

とする場合は、公共選択論（比較政治経済）、



  

または権力構造に着目した研究が主である。

大きく分類すると、経済学的視座に立つ新

古典派的な潮流とそのアンチテーゼとして

発展した脱新古典派的な潮流がある。前者

が経済合理主義的であるのに対し、後者は、

①国家の役割を重視する（特に発展途上国）、

②労働・福祉国家等を積極的評価する、と

いった差異がある。いずれにせよ政治経済

学の分析視点は、社会連合(Social Alliance)
と権力闘争にある。日本の政治経済学は海

外で発表された理論の適用・応用となりが

ちであるが、受容するだけでなく、日本か

ら独自の理論枠組みの発信が望まれる。 
 
2. 戦後体制 埋め込まれた自由主義 

Embedded Liberalism (John Gerald 
Ruggie) 
「埋め込まれた自由主義」とは、John 

Gerald Ruggie が提唱した用語であるが、

人間は市場経済のなかでは「労働力」とい

う商品として扱われる一方、人間的な生活

をも必要としていることから、市場と社会

の異なる視座から生じるギャップに問題意

識がある。Karl Polanyi は『大転換』 (原
文：The Great Transformation ) で、人類

は既に戦前の市場主義化への流れを経験し、

戦後には福祉社会・社会問題を重視する方

向へ転換したが、この転換は一方通行で人

類が再び市場主義を目指すことはないと分

析した。だが実際には世界的な市場主義化

が進んだことを受け、これを国際的視点、

または国内的力学から解説する研究が発達

した。 
◇労使和解の制度化： コーポラティズム、

福祉国家、資源動員論 
国内的力学に着目する研究は、まず階級

闘争に足場をおいた。Walter Korpi らは、

もともと労働者は福祉国家を望むものであ

るから、労働者に一定の条件が与えられた

時に福祉国家が成立するとした。また

Wolfgang Streeck は政治と社会の関係に

着目し、政治はどのような社会を望むかと

いう意志に基づく選択によって決まるとし

て、アメリカで主流の機能主義的・合理主

義的議論とは異なる立場を示した。 
 
3. 「多様な資本主義論」の展開 
(1) 国家の役割 
 Andrew Shonfield は非常に多様性に富

んだ国家に着目したモダン･ナショナリズ

ム論を展開したが、  さらに Alexander 
Gershenkron らにより、特に後発の発展国

における国家の役割が議論されるようにな

った。 
◇制度論の分岐 
 Sven Steinmo、Kathleen Thelen、Frank 
Longstreth らが歴史的制度論の立場から、

権力が形成した制度がさらに権力維持を支

える構造や、制度がアクターの選好に与え

る影響を論じたのに対し、Torben Iversen
や Alberto Alesina らは歴史的時間軸に関

わらず、制度がレジームに与える影響を議

論した。 
(2) 労働から経営へ 
 労働者中心の分析視座から資本家に注視

するという思考のパラダイム転換とも言え

る変化を経て、Variety of Capitalizm を著

したハーバード大学の VOC 学派と呼ばれ

る研究者を中心に、経済的合理性の観点か

ら社会政策を理解しようと試みられるよう

になった。社会の福祉も労働者の選好によ

って生まれたのではなく、経営活動上の合



  

理的判断であるとした。これに対し Jonas 
Pontusson らは、生産の観点ばかりでなく、

経済では分配の視点がより重要だと反論し

ている。 
 
4.  21 世紀システム：グローバリゼーショ

ン、脱産業化、ポストモダン 
(1) グローバリゼーションと収斂論争の

復活 
 アメリカの影響力が増し同時にグローバ

リゼーションが進むと、 John Gerald 
Ruggie らにより制度の資本主義への収斂

という議論が復活した。グローバリゼーシ

ョンという用語が流布した一方で、経済の

現状は貿易依存度や市場の開放度といった

従来の指標では分析できないというところ

まで複雑性を増した。Geoffrey Garret ら

はデータから福祉国家が減じた事はないと

いう事実を証明し、その要因の分析が議論

の対象となっていった。 
(2) 制度変革の政治学 

Paul Pierson らの時間軸を重視し、各要

素が投入された順序まで要因とする手法、

Colin Crouch らの国家と市場のはざまに

着目する経済合理性へのアンチテーゼ、

Mark Blyth の物質的な利害関係だけでな

く人々の嗜好・価値・理念等のアイディア

に着目する研究等、制度研究が多様化した。 
 
5．問題とされてきたこと、今後の課題 
「国家」と「市場」の関係については、

今後も大きな課題である。両者が対立的関

係にあるのか、相乗効果を持つのかという

問いはもとより、両者のはざまを解明する

ガバナンス論、ネットワーク論も進んでい

る。また、「エージェンシー」と「構造」の

関係についても更なる発展が望まれる。エ

ージェンシーを制度論の枠組みでいかに解

釈するかという難しい課題がある。地理学

者である David Harvey は地理学の視点か

ら新自由主義的発想や、ある制度が形成さ

れる要因の考察を試みたことは賞賛に値す

る。 
 
第 3回 途上国地域を対象とする比較政治

学（粕谷裕子担当） 
 
1. 研究動向分析（literature review）と研

究動向論文（review essay）    
本授業では、途上国地域を対象とする研

究分野におけるリテラチャー・レビューを

書けるようになることを目的としている。 
はじめに、研究論文（research article）

と研究動向論文（review essay）の違いを

説明し、研究動向論文のタイプ（1 冊を対

象とする Book Review、数冊、もしくはサ

ブフィールド全体を対象とする Review 
Essay）とその構成（本の要約＋批判的考

察）について、例を参照しながら説明した。 
 
2. 途上国政治研究の発展 (1)： 戦後～「民

主化の第三の波」以前     
1970 年代後半に起こった「民主化の第三

の波」は途上国政治研究における重要なメ

ルクマールである。それ以前の研究では、

冷戦構造のなかで反共のための情勢分析が

必要とされた一方、諸途上国で権威主義体

制化が進んだため、既存の近代化パラダイ

ムに代わる理論が必要とされていた。しか

し途上国政治研究においては、研究対象や

データに限界があり、データに基づいて個

人の行動から政治現象を説明しようとする



  

「行動主義革命」の影響が少ない。その特

徴としては、①地域研究アプローチによる

一国研究が主流、②理論蓄積の不在、③構

造的な分析アプローチ、の 3 点が挙げられ

る。そのなかでも、理論的なアプローチを

試みた主要な分析手法に、従属論（Evans 
1979）、民主主義の崩壊（Huntington 1968; 
O’Donnell 1973）、開発国家（Wade 1990; 
Amsden 1989; Haggard 1990）等がある。 
 
3. 途上国政治研究の発展 (2)：「民主化の

第三の波」以後 
 「民主化の第三の波」以降には、リサー

チの在り方が大きく変化した。まず、各国

が民主化したことにより新しい分析対象・

データが得られた。また、特にアメリカの

学術界で分析アプローチに関する議論がな

され、自己利益の最大化を個人の行動要因

として重視する合理的選択論が台頭した一

方、その反動として、歴史、社会・経済構

造、文化等に着目する研究が増加した。さ

らに研究者育成の現場でも、因果関係を科

学的に特定するための「政治科学」教育の

進展が見られた。この時期の特徴としては、

①研究テーマごとの理論蓄積、②多様な分

析アプローチ、が挙げられる。以下では、

その先駆的な研究手法を主要なテーマごと

に解説する。 
 
4. 民主化の起源   

Przeworski(1991) や Acemoglu & 
Robinson(2006)は、一国がなぜ民主化する

のかについて、ゲーム理論を使った合理的

選択モデルでの説明を試みた。また、より

マクロの視点から Rueschemeyer(1992)ら
は、社会集団の連合に注目し、プロレタリ

アートとブルジョアジーが連合した時に民

主化が起こるとして、ブルジョアジーが民

主化の原動力だとした Moore らに反証し

た。Przeworski(2000)らは、経済発展が民

主化に繋がるとしたリプセット理論を検証

し、1950-90 年代のデータをもとに、経済

発展は民主化の存続に寄与するが民主化へ

の転換そのものに発展レベルは関係しない

と結論付けた。 
 
5. 民主化の帰結  

Ross (2006)は民主主義が公共財を向上

させるかという問題について、乳児死亡率

のデータを用いて、民主主義と権威主義に

大差がないことを証明した。  
 
6. 民主主義の政治制度     
民主主義制度がどのように構成されて

いるのかが主なテーマであるが、米政治学

の分析枠組みを汎用する研究と、途上国に

特有のシステムを考察する研究の２つに大

別できる。特に後者について、選挙・政党

政治を分析した Kitschelt & Wilkinson 
Eds.(2007)、多様な大統領制を分析した新

しい視点の研究 Shugart and Carey(1992)、
ラテンアメリカをケースに議会政治を論じ

た Morgenstern & Nacif ed.(2002)、等が

挙げられる。 
 
7. 政策 

行政改革がなぜ起こるのかをゲーム理

論から論じたものに Geddes(1994)がある。

日本政治の分析にも応用されることが多い

が、特に二大政党制において、公共財の提

供がパトロネージを上回る重要性を有して

改革が起こる、という議論である。経済改



  

革については、ワシントン･コンセンサスに

見られる民営化や労働規制緩和を重視する

新自由主義政策について、自由主義的経済

政策への移行を分析した Stokes(2001)が
挙げられる。この議論は、政治家と有権者

のアカウンタビリティーに関する研究に大

きな影響を与えた。 
 
8. エスニシティ・民族紛争  

民主化後に民族問題が噴出したこと受

け、Laitin(1998)はティッピング理論を応

用して民族言語の使い分けに見る民族性を

考察した。 
 
9. 権威主義体制の継続       
中東、マレーシア、シンガポール等で継

続する権威主義体制をテーマとする。Ross 
(2001)は中東政治を Resource Curse とい

う概念を用いて分析し、天然資源の多い国

は民主化しにくいと論じた。また Levitsky 
& Way(2002)は、権威主義体制をサブカテ

ゴリーを用いて分析した。 
 
まとめ  
 
途上国を研究する比較政治学は、構造

(structure)、合理的選択(rational choice)、
文化(culture)の 3 つの分析アプローチに分

類することができる。また今後はさらに、

テーマごとの理論蓄積が期待される。報告

者は特に、失敗国家論、民族紛争、テロリ

ズムの分野に着目しているが、新しい研究

では、その他の政治学サブフィールドとの

融合が進むのではないだろうか。 
 

(2)授業の感想  

 先行研究をいかに取り扱うか。これは論

文を書く際の手がかりとなるだけでなく、

自らの研究を客観的に位置づけるために必

須の知識である。本講座の第 1 回から第 3
回授業では、リテラチャー･レビュー（研究

動向分析）を書くための概念や基礎知識を

理解することを目的に、比較政治学の発展

を検討した。 
第 1 回では「現代における比較政治学の

展開」をテーマに岩崎正洋准教授（日本大

学）を招き、比較政治学の歴史的な発展論

から現在の課題まで、幅広い内容を網羅し

た。歴史的事象を転換点として捉え、理論

の発展を動態的に理解するとともに、その

時々に主流の方法論を把握する事ができた。 
第 2 回では「先進国を対象とする比較政

治経済学について」を三浦まり准教授（上

智大学）が授業した。経済発展論に軸をお

いた合理主義的な理論が、そのアンチテー

ゼとして国家や社会の役割に着目した資本

主義論へと展開し、現在はさらに多様な論

争があることを事例を挙げながら解説した。

複雑な内容を非常に分かり易く解説して下

さったと思う。 
第 3 回では粕谷祐子准教授が「途上国地

域を対象とする比較政治学」を授業した。

「民主化の第三の波」をメルクマールとし、

それ以前の途上国研究の特徴として、①地

域研究アプローチ（一国研究）、②理論蓄積

の不足、③構造的アプローチを挙げ、「第三

の波」以降にこれらが多様化していったこ

とを多くの事例をもとに解説した。 
第 2 回、第 3 回の授業からは、研究対象

ごとに異なるテーマや分析アプローチ・手

法についても、体系的に理解することがで

きたと思う。総じて、3 回の授業が相互補



  

完的に構成されており、豊富な内容ながら

とても分りやすかった。また多くの先行研

究について言及され、実際の論文作成にお

いて参照しやすい、実践的な授業であった。 
 
(3)参考文献 
◇岩崎担当回 
岩崎正洋『政党システムの理論』（東海大学

出版会、1999 年） 
岩崎正洋『政治発展と民主化の比較政治学』

（東海大学出版会、2006 年） 
岩崎正洋・佐川泰弘・田中信弘編『政策と

ガバナンス』（東海大学出版会、2003 年） 
小川有美・岩崎正洋編『アクセス地域研究

Ⅱ：先進デモクラシーの再構築』（日本

経済評論社、2004 年） 
岸川毅・岩崎正洋編『アクセス地域研究Ⅰ：

民主化の多様な姿』（日本経済評論社、

2004 年） 
河野武司・岩崎正洋編『利益誘導政治：国

際比 較とメカニズム』（芦書房、2004
年） 

河野勝・岩崎正洋編『アクセス比較政治学』

（日本経済評論社、2002 年） 
佐々木毅『政治学は何を考えてきたか』（筑

摩書房、2006 年） 
白鳥令『政治発展論』（東洋経済新報社、

1968 年） 
白鳥令編『政治制度論：議院内閣制と大統

領制』（芦書房、1999 年） 
 
◇三浦担当回 
Colin Crouch,Capitalism Diversity and 

Change: Recombinant Governance and 
Institutional Entrepreneurs, Oxford 
University Press, 2005. 

David Harvey, A Brief History of 
Neoliberalism, Oxford University 
Press, 2005. 

John Gerald Ruggie,“Globalization and 
the Embedded Liberalism 
Compromise: The End of an Era?” 
MPIfG Working Paper, 1997. 

Jonah D. Levy (ed.), The State after 
Statism: New State Activities in the 
Age of Liberalization, Harvard 
University Press, 2006. 

Jonas Pontusson, “Varieties and 
Commonalities of Capitalism,” in 
David Coates (ed.), Varieties of 
Capitalism, Varieties of Approaches, 
Palgrave MacMillan, 2005. 

Karl Polanyi, The Great Transformation, 
Beacon Press, 1944. 

Mark Blyth, Great Transformations: 
Economic Ideas and Institutional 
Change in the Twentieth Century, 
Cambridge University Press, 2002. 

Paul Pierson, Politics in Time: History, 
Institutions, and Social Analysis, 
Princeton University Press, 2004. 

Peter Hall and David Soskice (eds.), 
Varieties of Capitalism: The 
Institutional Foundations of 
Comparative Advantage, Oxford 
University Press, 2001. 

Robert O. Keohane, “The World Political 
Economy and the Crisis of Embedded 
Liberalism,” in John H. Goldthorpe 
(ed.), Order and Conflict in 
Contemporary Capitalism,  Oxford 
University Press, 1984. 



  

Sven Steinmo, Kathleen Thelen and 
Frank Longstreth (eds.), Structuring 
Politics: Historical Institutionalism in 
Comparative Analysis, Cambridge 
University Press, 1992. 

Walter Korpi, The Democratic Class 
Struggle, Routledge and Kegan Paul, 
1983. 

Wolfgang Streeck and Kathleen Thelen 
(eds.), Beyond Continuity : 
Institutional Change in Advanced 
Political Economies, Oxford University 
Press, 2005. 

Wolfgang Streeck, “The Study of 
Organized Interests: Before ‘The 
Century’ and After,” in Colin Crouch 
and Wolfgang Streeck (eds.), The 
Diversity of Democracy: Corporatism, 
Social Order and Political Conflict, 
Edward Elgar, 2006. 

 
◇粕谷担当回 
河野勝『比較政治学の動向』（上・下）『国

際問題』、528／530 号、（2004）  
Acemoglu & Robinson, Economic Origins 

of Dictatorship and Democracy: 
Economic And Political Origins, 
Cambridge University Press, 2006. 

Cox, Making Votes Count, Cambridge 
University Press, 1998. 

Geddes, Politician's Dilemma: Building 
State Capacity in Latin America, 
University of California Press, 1994.    

Hutchcroft, “Oligarchs and Cronies in 
the Philippine State: The Politics of 
Patrimonial Plunder,” World Politics, 

vol.43 ,no.3, pp. 414-450,1991.  
Katznelson, et al. (ed.), Political Science: 

the State of the Discipline, W.W. 
Norton & Company, 2002. 

Kitschelt, “Political Regime Change: 
Structure and Process-Driven 
Explanations?” American Political 
Science Review, vol.86, no.4, 
pp.1028-1034, 1992 

Kitschelt & Wilkinson (eds.), Patrons, 
Clients, and Policies: Pattern of 
Democratic Accountability and 
Political Competition, Cambridge 
University Press, 2007.   

Laitin, Identity in Formation: The 
Russian-Speaking Populations in the 
Near Abroad, Cornell University Press, 
1998.  

Levitsky & Way, “Elections Without 
Democracy The Rise of Competitive 
Authoritarianism,” Journal of 
Democracy, vol.13, no.2, pp. 51-65, 
2002. 

Lichback et al., Comparative Politics: 
Rationality, Culture, and Structure, 
Cambridge University Press, 1997.  

Mainrawing and Scully, Building 
Democratic Institutions: Party System 
in Latin America, Stanford University 
Press, 1995. 

Morgenstern & Nacif (eds.), Legislative 
Politics in Latin America, Cambridge 
University Press, 2002.     

Przeworski, Democracy and the Market: 
Political and Economic Reforms in 
Eastern Europe and Latin America, 



  

Cambridge University Press, 1991. 
Przeworski et al., Democracy and 

Development: Political Institutions 
and Well-being in the World 1950-1990, 
Cambridge University Press, 2000.       

Ponser, Institutions and Ethnic Politics 
in Africa, Cambridge University Press, 
2005.   

Ross, “Does Oil Hinder Democracy?” 
World Politics 53,325-361. 2001.  

Ross, “Is Democracy Good for the Poor?” 
American Journal of Political Science, 
vol.50, no.4, pp.860-874, 2006. 

Rueschemeyer et al., Capitalist 
Development and Democracy, 
University of Chicago Press, 1992. 

Shugart and Carey, Presidents and 
Assemblies, Cambridge University 
Press, 1992. 

Skocpol, “A Critical Review of Barrington 
Moore's Social Origins of Dictatorship 
and Democracy,” Politics and Society, 
vol.4, no.1, pp.1-34, 1973. 

Stokes, Mandates and Democracy: 
Neoliberalism by Surprise in Latin 
America, Cambridge University Press, 
2001.     

 
 
Ⅱ 第 4 回～第 6 回授業の概要 
（報告者：川上洋平） 
 
(1)授業の内容 
第 4 回（田中智彦担当） 
 初回の授業では、現代政治哲学を研究す

る田中智彦先生をゲスト・スピーカーとし

て招き、ロールズ以降の現代政治哲学につ

いて、正義論、共同体論、多文化主義、権

力論の四つの観点から論じられた。ロール

ズの正義論をめぐる多様な論争、および、

従来のウェーバー・ダール的な権力理解を

根幹から刷新したフーコーの権力論につい

て詳しく説明された。 
 
第 5 回（堤林剣担当） 
 
堤林先生によって、思想史方法論につい

て論じられた。現代政治理論の復興の傍ら、

思想史は「冬の時代」にあるにもかかわら

ずそれを「歴史」的に研究することの意義

が、ケンブリッジ学派の方法論の紹介を通

じて示された。 
 
第 6 回（大久保健晴担当） 

 
最後の授業では、日本政治思想史を専攻

する大久保健晴先生によって、明治期初頭

における｢功利｣と「正義」の対立が論じら

れた。とりわけ、ベンサムとミルの功利主

義が、様々な論者によって多様に受容され、

「義」と「利」をめぐる論争を豊かに展開

させたことが明らかにされた。 
 
(2)授業の感想  
 思想分野の三回の授業では、現代政治哲

学、西洋政治思想史、日本政治思想史それ

ぞれの専門家による各分野の研究動向や研

究手法についての概説がなされた。きわめ

て幅広い領域を網羅した三回の授業であっ

たが、最終的には各講師に共通するメッセ

ージが浮かび上がってきたように思う。今

日の思想や論争のあり方を自明なものとせ



  

ず、絶えず別の可能性に対して目を開くこ

との大切さである。 
田中先生の授業では、ロールズによる

「政治理論の復権」以降の様々な論者によ

る諸理論が整理された。しかし同時に強調

されたのが、リベラリズム対共同体論とい

った枠組は便宜的なものにすぎず、それに

拘泥しすぎると、両陣営の共通性や、各陣

営内部における相違を見逃すことになると

いう点である。正義か善かといった単純な

二者択一は存在しえず、あらゆる価値の固

定化への懐疑の中で、それでもなお何らか

の秩序原理を探っていく必要性が主張され

た。 
同様の考えを、より歴史的な視座におい

て展開されたのが堤林先生による授業であ

る。それによれば、歴史とは、ある目的に

向かって単線的かつ必然的に進んでゆくも

のではない。今日の思想のあり方も、あら

ゆる時代に存在する思想的論争の中から、

偶然的に一つの思想が勝利し、継承された

にすぎない。とすれば、今日における思想

の行き詰まりを打破しようとするとき、過

去の様々な思想的格闘の内にその可能性を

探るのは当然のことである。第 3 回の大久

保先生の授業は、まさにこのような方法論

を、明治初期における「正義」と「功利」

の論争を題材に実践したものであった。今

日、「金か正義か」といった論争があたかも

新しい論争であるかのように論じられる。

しかしながら、そのような論争は明治初期

において一級の思想家たちによって豊かに

展開されていたのであって、その思想的格

闘に目を向けることは、今日の議論をより

広い視座から捉えることを可能にする。 
授業で説かれたように、現実の政治も突

き詰めれば何らかの思想に依拠している。

そしてこの思想のあり方を絶えず問いに付

し、新たな可能性の道を探ることに、政治

思想研究の一つの意義がある。本授業では、

その方法が、理論的・歴史的方面から、き

わめて具体的な形で提示され、政治思想を

専攻する者にとっては自身の研究に直接に

寄与する内容であった。同時に、本授業は、

目下「冬の時代」にある政治思想の存在意

義を他分野の院生に説得することを一つの

意図としていたため、政治思想を専攻しな

い者にとっても理解しやすいものであった。

また、みずからの研究の意義を外部の者に

伝えるという簡単そうに見えて難しい事柄

を行う手法を学ぶ貴重な経験にもなったよ

うに思われる。本授業は、政治思想につい

ての豊富な情報を提供するにとどまらず、

受講者が各自の仕方で自身の研究を振り返

りその意義を問い直していく際の道標とし

て役立つものとなるに違いない。 
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Ⅲ  第 7 回～第 9 回授業の概要 
（報告者：小栗裕介） 
 
(1)授業の内容 
第 7 回（増山幹高担当） 
 
政治学における公共選択論の古典的な

教科書の紹介がなされた。 
公共選択論で焦点となるのは「複数の」

アクターが同時にあるひとつの意思決定を

するということ、そしてその意思決定を実

現する過程で生じる様々な問題とその解決

方法の考察である。現代民主主義における

意思決定の最も代表的なものは「多数決主

義」であるが、意思決定アクターが複数存

在する場合、選好がアクター間で堂々巡り

を繰り返し、意思決定ができなくなる、と

いう「循環」（cycling）の問題が本授業で

は焦点となった。意思決定における「循環」

の基本的な例として本授業では「意思決定

のパラドックス」を紹介解説し、集合的意

思決定がどのような決定過程上の問題をは

らんでいるかを、ケネス・アロー、アンソ

ニー・ダウンズらの著作に触れながら最初



  

に解説した。 
意思決定におけるこのようなパラドク

スは、しかしながら現実社会においてはき

わめてまれなケースにおいてしか生じない。

この理由を、様々な政治制度（institution）
がそうしたパラドクス発生を抑制する機能

を有するからだ、というのが本授業での第

二の焦点となった。つまり、パラドクスを

防止するための「政治制度設計」がいかに

なされているのか、ということである。上

記の「意思決定のパラドックス」は、単純

多数決をトーナメント式の意思決定方法へ

と変更することで解決する。政治制度にお

けるそのようなトーナメントの意思決定方

式は、例えば立法過程における「委員会制

度」がそれにあたる。つまり、委員会に特

定の権限を与え、本会議に先立ってなされ

る委員会審議を本会議でも優先的に審議す

る方法は、委員会・本会議を二つのラウン

ドとしたトーナメント式の決定方式を具現

しているといえよう。委員会制度だけでな

く、他の様々な政治制度（官僚制、選挙制

度等）が、公共選択論が想定する「集合的

意思決定のパラドックス」抑制のために設

定されている。この点が、授業の第二の焦

点であった。 
 
第 8 回（増山幹高担当） 
 
戦後日本政治について、特に政官関係に

着目した国内外の研究について紹介がなさ

れた。本授業の流れは、1960 年代に興隆し

た「行動論的アプローチ」と日本議会政治

における「野党無能論」の台頭とその限界、

その後マイク・モチヅキやエリス・クラウ

スらにより展開された「強力な野党」論の

台頭・限界、そして 1990 年代以降発展し

た新制度主義に基づく日本議会政治の再解

釈、という三つのパートからなされた。最

後に増山の著書（2003 年）において展開さ

れる日本議会政治の「観察主義」批判と今

後の展望についての解説がなされた。 
戦後日本政治分析における分析視点は、

初期の「官僚優位論」から「与野党強調論」

を経て、1990 年代以降盛んになった新制度

論の延長線上に位置づけられる「代理委任

論」へと至ったというのが大きな流れとな

る。「官僚優位論」は日本政治においてしば

しば言及されることである。つまり法案を

作成するのは政治家ではなく官僚であり、

国会議員は官僚が作成した法案を国会審議

において単に承認する存在でしかない、と

いう見方である。このような視点は、日本

の立法過程を、法案作成に関しての官僚の

圧倒的な優位と国会議員の圧倒的な劣位か

ら説明しようとする仮説であるといえる。 
「与野党強調論」ないし「強大野党論」

とは、55 年体制下で野党に対し圧倒的優位

を保持していると考えられた与党自民党が、

実は野党に対して大幅に譲歩することで立

法過程上の「与野党強調」が実現されてい

るのであり、野党は無能であるどころか与

党からの譲歩を引き出せるほど強力な存在

である、という見解である。この「強大野

党」論を展開したマイク・モチヅキが日本

の議会政治過程において注目した要因は

1）二院制 2）会期制 3）委員会制 4）全会

一致原則であり、この四つの条件を野党が

たくみに利用することで、自民党から譲歩

を引き出してきた、というのがモチヅキの

議論である。例えば「会期制」は、年間高々

150 日、および「会期不継続の原則」とい



  

う厳しい立法活動上の時間的制約をあらか

じめ課すものであり、野党は審議を長引か

せる（これをなしうる能力を、「粘着性」

（viscocity）という概念でしばしば表現す

る）ことで与党の持つ立法時間という資源

を削り取っていく戦略を展開し、法案の早

期成立を望む与党からの譲歩を引き出して

いくというプロセスが考えられる。 
しかしこのような「強大野党論」に対し

て、上記のような与野党間対立が全体の立

法過程においてはむしろまれなケースであ

ることから、果たして妥当なのかどうかと

いう疑問が提示されることになる。増山の

著書（2003 年）によれば、そのような国会

審議における「見える形」での与野党対立

は、それが立法過程全体の中において占め

る割合が極めてまれであることから、観察

データを選択する際の「セレクション・バ

イアス」を招き、与党の能力を過小評価、

野党の能力を過大評価してしまっているこ

とを指摘する。そして「見える形」におけ

る対立の不在、すなわち野党の抵抗なく法

案が可決されたことをもって「野党の影響

力がない」「野党は与党に譲歩をした」とす

る従来の行動論的な議会観察視点を「観察

主義の陥穽」として批判し、むしろ政府が

議会多数派を占める与党の支持を背景とし

て「多数派主義的な国会運営」をすること、

つまり多数派主義に基づく政府主導のアジ

ェンダ設定、および立法活動が運営されて

いることを増山は検証する。 
また、議論の焦点となっている政官関係

についても、従来の行動論的な理解、つま

り政治家が積極的な立法活動を行っていな

いことが、官僚が政治家よりも優位な地位

に立っているとする見解だったのに対し、

増山の著書(2003 年)は政治家・官僚が委任

と代理の関係に立つとする「委任代理論」

に基づいて、政治家は官僚へと法案作成を

委任（delegation）しているのであり、官

僚は政治家の忠実な代理人(agent)である

ことが本来期待されているのだ、と解く。

この「委任代理論」が最終的に期待すると

ころは、「政治家の意図に沿うような法案作

成がなされおり、したがって政治家の意図

通りの法案が作成されているのであれば政

治家は法案審議過程においてもはや何もし

なくてよい」という状態であり、政治家が

官僚の言いなりになっているとする行動論

的な理解とは全く正反対の解釈が日本の議

会政治に対して提示できることを論証して

いる。 
増山が依拠する「委任代理論」は従来の

行動論では欠落していた視点である。つま

り「何もしていない」ことをもって「影響

力がない」とする行動論的な解釈は、「政治

家・官僚が代理・委任の関係にたつことで、

委任者（政治家）は何もしなくてよいこと

が本来期待される」と解釈しなおされるこ

とになる。このような行動論への批判の背

景にあるものは当然ながら新制度論の台頭

であり、ひいては「アクターが制度の枠組

みのなかでいかに行動をなすのか」という

解釈へと分析視点が発展してきていること

が本授業において示された。 
 
第 9 回（清水唯一朗担当） 

 
本授業のテーマは「日本政治史の研究動

向と課題」である。日本政治史を今後研究

するにあたって、先行研究はどのようなも

のがあるか、それらの先行研究の長所・短



  

所はどういったものであるのか、どういっ

た資料・史料を用いればよいのか、それら

をどのように解釈するのかといった点を、

自身の論文執筆、博士論文刊行時の体験談

を踏まえながら説明が行われた。 
 清水によれば、従来の日本政治研究は「実

証主義」が主な方法論として取り入れられ

ていた。「史料収集本位」そして「人物第一

主義」に基づく研究は多くの実証研究を生

んだ。日本政治研究の蓄積が質・量ともに

増加する中で、「埋めるべきジグソーパズル

のピース」がほとんどなくなってきたこと、

それにともない「研究の細分化・事例研究

深化」がもたらされた点を清水氏は批判す

る。つまり「政治構造」を視野に入れた上

での日本政治研究が政治学専攻の学生には

期待されるのだ、という点を氏は強調して

いた。 
 また史料収集、およびその用い方につい

ても言及がなされた。主に国立公文書館・

国会図書館所蔵の史料がインターネット上

からどのようにアクセス可能か、実際にど

のような史料が利用可能なのか、という点

についても触れられていた。さらにあまり

知られていない「内閣法制局」での史料方

法の意義、そして方法についても解説がな

された。 
 
(2)授業の感想 
①増山幹高担当回 
私自身議会研究動向の理解をおさらい

することができたのは非常によかった。特

に公共選択論において必ずといってよいほ

ど目にする「意思決定の循環（cycling）」
というものが、空間理論を用いてどのよう

に理解されるのかという点についても丁寧

な解説がなされ、よい復習の機会を得るこ

とができた。 
 
②清水唯一朗担当回 
レジュメに挙げた文献・史料の一つ一つ

を丁寧に解説されており、非常に印象的だ

った。丁寧な史料読解により歴史をつづっ

ていくという歴史学の醍醐味のようなもの

が十分に伝わってくるよい授業であったと

思う。 
個人的に気づかされた点は、授業のなか

で少し触れられていたように、「米・英の官

僚制は少なくとも比較の念頭に置きながら

論じた」という解説を聞いたことである。

「政官関係」というものが洋の東西を問わ

ず内政研究の研究においては避けて通れな

い分野であるという点に気づかされたこと

も大きな収穫であった。 
 
(3)参考文献 
◇増山幹高担当回 
Arrow, Kenneth, 2nd ed, Social Choice 

and Individual Values, Wiley, 1951.
（『社会的選択と個人的評価』長名寛明

訳、日本経済社、1977 年） 
Black, Duncan, The Theory of 

Committees and Elections, Cambridge 
University Press, 1958. 

Buchanan, James and Gordon, Tulloc, 
The Calculus of Consent; The Logical 
Foundations of Constitutional 
Democracy, University of Michigan 
Press, 1958.（『公共選択の理論：合意の

経済理論』米原淳七郎ほか訳、東洋経済

新報社、1979 年） 
Downs, Anthony, An Economic Theory of 



  

Democracy, Harper, 1957.（『民主主義の

経済理論』古田精司訳、成文堂、1980
年） 

Olson, Mancur, The Logic of Collective 
Action, Shocken, 1965.（『集合行為論：

公共財と集団理論』依田博・森脇俊雅訳、

ミネルヴァ書房、1983 年） 
Black, Duncan and R. A. Newing, 

Committee Decisions with 
Complementary Valuation, W. Hodge, 
1951. 

Farquharson, Robin, Theory of Voting, 
Yale University Press, 1969. 

Hirschman, Albert, Exit, Voice and 
Loyalty,  Harvard University Press, 
1970.（『組織社会の理論構造：退出・告

発・ロイヤルティ』三浦隆之訳、ミネル

ヴァ書房、1975 年） 
Niskanen, William, Bureaucracy and 

Representative Government, 
Adeline-Atherton, 1971. 

Rae, Douglas, The Political 
Consequences of Electoral Laws, Yale 
University Press, 1967 (rev. ed. 1971). 

Riker, William, The Theory of Political 
Coalitions, Yale University Press, 
1962. 

Grofman, Bernard, “Reflections on 
Public Choices,” Public Choice 118, pp. 
31-51, 2004.  

増山幹高『議会制度と日本政治 : 議事運営

の計量政治学』(木鐸社、2003 年) 
 
◇清水唯一朗担当回 
清水唯一朗『政党と官僚の近代―日本にお

ける立憲統治構造の相克』（藤原書店、

2007 年） 
―――――「第一次山本内閣の文官任用令

改正と枢密院―大正政変後の政官関係」

『法学政治学論究』第 51 号、（2001 年) 
―――――「隈板内閣下の総選挙―与党内

における候補者調整を中心に」『選挙研

究』第 18 号、（2003 年) 
―――――「隈板内閣における猟官の実相

―党人、利権、官僚」『日本歴史』第 674
号、（2004 年） 

―――――「政党内閣の成立と政官関係の

変容」『史学雑誌』第 114 編第 2 号、（2005
年) 
―――――「大正期における政党と官僚」

寺崎・玉井編『戦後日本の政治と市民意

識』、（2005 年） 
―――――「護憲三派内閣期における政党

と官僚」『日本政治研究』第 3 巻第 1 号、

（2006 年) 
林田亀太郎『日本政党史』上・下（大日本

雄弁会、1927 年） 
大津淳一郎『大日本憲政史』全 10 巻（宝

文館、1927－28 年） 
田中惣五郎『日本官僚政治史』（世界書院、

1947 年） 
服部之総『近代日本の成り立ち』（日本評論

社、1949 年） 
家永三郎『太平洋研究』（岩波書店、1968
年） 

信夫清三郎『大正デモクラシー史』（日本評

論社、1954-59 年） 
松尾尊兊『大正デモクラシーの研究』（青木

書店、1966 年） 
『木戸幸一日記』 
『木戸幸一関係文書』 
岡・林編『大正デモクラシー期の政治―松



  

本剛吉政治日記』（岩波書店、1959 年） 
『内政史研究史料』 
『内政史研究会会談話速記録』 
『伊藤博文関係文書』（塙書店、1973-81

年） 
『原敬日記』の再刊（全 6 巻、福村出版、

1965-67 年） 
升味準之輔『日本政党史論』全 8 巻（東京

大学出版会、1965-1980 年） 
三谷太一郎『日本政党政治の形成』（東京大

学出版会、1967 年） 
伊藤隆『昭和初期政治史研究』（東京大学出

版会、1969 年） 
坂野潤治『明治憲法体制の確立』（東京大学

出版会、1971 年） 
テツオ・ナジタ『原敬―政治技術の巨匠』

（読売新聞社、1974 年） 
中村・伊藤編『近代日本研究入門』（東京大

学出版会、1977 年） 
『明治天皇紀』全 13 巻（吉川弘文館、

1968-1977 年） 
『明治百年史叢書』（原書房、1960 年-） 
中村菊男『昭和政治史』（慶應通信、1958

年） 
――――『星亨』（吉川弘文館、1963 年） 
中村菊男、中村勝範『日本社会主義政党史』

（経済往来社、1966 年） 
『年報・近代日本研究』（山川出版会、

1979-1998 年） 
北岡伸一『日本陸軍と大陸政策』（東京大学

出版会、1978 年） 
御厨貴『明治国家形成と地方政治』（東京大

学出版会、1980 年） 
伊藤之雄『大正デモクラシーと政党政治』

（山川出版会、1987 年） 
『議会制度百年史』全 12 巻（大蔵省印刷

局、1990 年） 
小林雄吾ほか編『立憲政友会』（日本図書セ

ンター、1990 年） 
政党関係史料の復刻（『党報』、『政友』、『憲

政』、『民政』柏書房） 
国立国会図書館憲政資料室（1979 年、

http://ndl.go.jp/jp/data/kensei_shiryo/i
ndex.html）  

国 立 公 文 書 館 開 館 （ 1971 年 、

http://www.digital.archives.go.jp/）  
『上原勇作関係文書』（東京大学出版会、

1976 年） 
『大隈重信関係文書』MC（雄松堂、1977
年） 

『原敬関係文書』（日本放送出版協会、

1984-1989 年） 
上山和雄『陣笠代議士の研究』（日本経済評

論社、1989 年） 
佐々木隆『藩閥政府と立憲政治』（吉川弘文

館、1992 年） 
櫻井良樹『大正政治史の出発』（山川出版社、

1997 年） 
伊藤之雄『立憲国家の確立と伊藤博文』（吉

川弘文館、1999 年） 
小宮一夫『条約改正と国内政治』（吉川弘文

館、2001 年） 
古川隆久『戦時議会』（吉川弘文館、2001
年） 

『日本歴史体系』近代編（吉川弘文館

1996-1997 年） 
『日本の近代』（中央公論新社、1998-2001

年） 
『日本の歴史』近代編（講談社、2002 年） 
鳥海靖ほか編『日本近代史研究事典』（東京

堂出版、1999 年） 
酒井哲哉『大正デモクラシーの崩壊』（東京



  

大学出版会、1992 年） 
川人貞史『日本の政党政治 1890-1937 年』

（東京大学出版会、1993 年） 
季武嘉也『大正期の政治構造』（吉川弘文館、

1998 年） 
瀧井一博『ドイツ国家学と明治国制』（ミネ

ルヴァ書房、1999 年） 
五百旗部薫『大隈重信と政党政治』（東京大

学出版会、2003 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） 
村井良太『政党内閣制の成立―1918-27 年』

（有斐閣、2005 年） 
今津敏晃「第一次若槻内閣下の研究会―政

党内閣と貴族院」『史學雑誌』112 巻 10
号、（2003 年） 

官田光史「『挙国一致』内閣期における政党

再編の展開」『日本歴史』619、（1999 年） 
若月剛史「政党内閣期（1924-1932 年）の

予算統制構想」『史學雑誌』115 巻 10 号、

（2006 年) 
 
 
Ⅳ 第 10 回～第 12 回授業の概要 
（報告者：林大輔） 
 
(1)授業の内容 
第 10 回 国際政治理論研究の潮流（細谷

雄一担当） 
 
  第一に、国際政治理論研究における代表

的な論争について。1940 年代から 50 年代

にかけてのリアリズムとアイデアリズムの

論争、1960 年代における伝統主義と行動科

学の論争、1980 年代のネオリアリズムとネ

オリベラリズムの論争を経て、現在の 90

年代以降のコンストラクティビズムの台頭

へと繋がる系譜について説明した。 
 第二に、ディシプリンの拡がりについて。

伝統的なアメリカを中心とした国際政治理

論のみならず、ヨーロッパ・特にイギリス

を中心とした英国学派、また日本や韓国・

中国における国際政治理論の発展等、それ

ぞれの地域における研究動向についてフォ

ローアップした。さらに新しい国際政治理

論研究の領域として、思想史的アプローチ

における規範と正義の研究、フェミニズム、

ポスト・コロニアリズム、ポスト・モダニ

ズムのアプローチからの研究等、最新の国

際政治理論の領域の拡がりから、今後の国

際政治理論の発展の方向性を探っていった。 
 
第 11 回 国際政治史研究の潮流（細谷雄

一担当） 
 
 第一に、国際政治史の視座の発展につい

て。国際政治史が、歴史学的な学問から、

徐々に政治学との連関を模索しつつ、さら

には文化史や社会経済史的等のその他のア

プローチをも包含し得る研究として分析視

角の発展について説明した。 
 第二に、研究対象の発展について。伝統

的に、冷戦史研究としての国際政治史は米

ソ中心の冷戦史観として発展したが、徐々

に米ソ以外の政治主体を対象とする研究も

着実な蓄積を見せており、近年ではヨーロ

ッパ国際政治史や東アジア国際政治史のみ

ならず、第三世界や国際機構等を中心とす

る優れた研究が生まれている。特に冷戦の

終結後、東側諸国の資料公開を中心に、マ

ルチアーカイバル的な研究手法等が導入さ

れるようになり、活用資料の飛躍的な拡大



  

を中心に、今後の国際政治史研究の発展の

可能性について言及した。 
 
第 12 回 日本外交史研究の潮流（宮城大

蔵担当） 
 
 宮城大蔵・政策研究大学院大学助教授を

外部講師として招いて授業が行われた。 
 第一に、日本外交史研究の研究対象年代

の系譜と発展について。戦後日本外交史の

実証主義的な研究は、戦後日米関係を構築

する時期ともなった占領期・講和独立に関

する研究から、1950 年代-60 年代の日米関

係および講和未解決の外交関係を中心とし

た研究を経て、1970 年代-80 年代にかけて

の日中外交・対アジア外交を中心とした研

究に至るまでの、研究対象年代の発展につ

いて説明した。 
 第二に、日本外交史研究の争点の拡大に

ついて。従来は政治的・外交的争点に焦点

を当てた研究が中心となっていたが、徐々

に経済・安全保障・民主主義・規範的争点

等に研究対象の拡大が見られてゆき、新た

な日本の位置付けを模索し得るような、広

い視野を伴う学問領域として今後の発展の

可能性を示していった。 
 
(2)授業の感想 
政治学という学問分野の中で、国際政治

学は、比較的後発の学問領域でありながら

もその発展は目覚ましく、研究業績の蓄積

とともに細分化・専門化の道を着実に辿っ

てきた。現在、国際政治学は、理論研究か

ら歴史研究に至るまでの研究手法、政策決

定者個人から国家・非国家主体から世界シ

ステムに至るまでの研究対象、思想から経

済・軍事・さらには地域研究に至るまでの

関連学問領域等、相当な幅を持つ学問領域

として認知されている。このような多様性

を伴う国際政治学の発展を概観するにあた

り、本授業では、国際政治理論研究、国際

政治史研究、日本外交史研究の三つの分野

に焦点を当て、授業が行われた。 
 第一回は、「国際政治理論研究の潮流」と

題して、細谷雄一准教授が担当した。理論

研究において代表的な論争であるリアリズ

ム対アイデアリズム論争から、80 年代のネ

オ＝ネオ論争を経て、90 年代以降のコンス

トラクティヴィズムの台頭というマクロ的

系譜を踏まえつつ、その一方で多様化する

理論研究の潮流として国際政治思想や英国

学派、批判理論等、さらなる発展の兆しを

みせているミクロ的な争点についても、最

新の研究動向を紹介して頂いた。本授業は、

理論研究の持つ鋭い分析視覚とその多様性

について、より広範な理論研究の世界を捉

えるのに役立つ授業となった。 
 第二回は、「国際政治史研究の潮流」につ

いて、第一回と同様に細谷雄一准教授によ

る授業が行われた。ここでは、伝統的な米

ソ冷戦史観を中心とする研究のみならず、

ヨーロッパや東アジアから第三世界等地域

によって異なる展開と変容を伴った冷戦史

研究の多様性、さらには冷戦の終焉による

資料公開やマルチアーカイバル的な研究手

法等の活用資料の飛躍的発展を中心に、紹

介して頂いた。これにより、国際政治史研

究の持つ豊かさと、より複眼的な世界を捉

えようとする緻密さ、またそれ故に併せ持

つ底知れぬ魅力を垣間見ることができる内

容であった。 
 第三回は、「日本外交史研究の潮流」と題



  

して、政策研究大学院大学の宮城大蔵助教

授による授業を頂いた。戦後日本外交につ

いての研究は、年代的には占領史研究から

50 年代-60 年代を経て 70 年代に至るまで

の研究対象となる時代の遷移、地域的には

伝統的な日米関係から日中関係やアジア諸

国への視野の拡大、そして争点としては安

全保障から経済外交や思想に至るまでの対

象の多様化を分かりやすくフォローアップ

するものであった。日本外交史研究が、そ

れまでの日米二国間関係での政治的争点を

中心とした狭く限定された空間にとどまら

ず、アジアを中心とした広い国際社会の中

で経済・安全保障・民主主義・規範的争点

等においても新たな位置付けを模索し得る

ような、より広い視野を伴う学問として着

実に発展し続けている。 
 国際政治学という学問が、このような段

階を経ながらも、今後の更なる発展へとつ

ながってゆく上で、若い学徒たる我々がど

のように新たな系譜を生み出してゆくのか、

進み行くべき道標を示してくれるような一

連の授業であった。 
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渡辺昭一編『帝国の終焉とアメリカ―アジ

ア国際秩序の再編』（山川出版社、2006
年） 

 
④その他 
小谷賢『日本軍のインテリジェンス―なぜ

情報が活かされないのか』（講談社メチエ、

2007 年） 



  

緒方貞子・半澤朝彦編『グローバル・ガヴ

ァナンスの歴史的変容 国連と国際政治

史』（ミネルヴァ書房、2007 年） 
 
◇宮城大蔵担当回 
①占領史研究 
五百旗頭真『米国の日本占領政策』（中央公

論社、1985 年） 
古関彰一『新憲法の誕生』（中央公論社、

1989 年） 
竹前栄治『戦後労働改革』（東京大学出版会、

1982 年） 
 
②サンフランシスコ講和研究 
細谷千博『サンフランシスコ講和への道』

（中央公論社、1984 年） 
渡辺昭夫・宮里政玄編『サンフランシスコ

講和』（東京大学出版会、1986 年） 
五十嵐武士『戦後日米関係の形成』（東京大

学出版会、1995 年） 
三浦陽一『吉田茂とサンフランシスコ講和』

（大月書店、1996 年） 
豊下楢彦『安保条約の成立』（1996 年） 
高坂正堯『宰相吉田茂』（中央公論社、1968
年） 

 
③1950 年代から 1960 年代へ 
石井修『冷戦と日米関係』（ジャパンタイム

ズ、1989 年） 
樋渡由美『戦後政治と日米関係』（東京大学

出版会、1990 年） 
波多野澄雄編著『池田・佐藤政権期の日本

外交』（ミネルヴァ書房、2004 年）  
 
④安全保障 
原彬久『戦後日本と国際政治―安保改訂の

政治力学』（中央公論社、1988 年） 
植村秀樹『再軍備と 55 年体制』(木鐸社、

1995 年) 
坂元一哉『日米同盟の絆』（有斐閣、2000
年） 

佐道明広『戦後日本の防衛と政治』（吉川弘

文館、2003 年） 
中島信吾『戦後日本の防衛政策』（慶應義塾

大学出版会、2006 年） 
 
⑤講和で残された課題 
田中孝彦『日ソ国交回復の史的研究』（有斐

閣、1993 年） 
河野康子『沖縄返還をめぐる政治と外交』

（東京大学出版会、1994 年） 
宮里政玄『日米関係と沖縄 1945-1972』
（岩波書店、2000 年） 

R.エルドリッジ『沖縄問題の起源』(名古屋

大学出版会、2003 年) 
 
⑥日中関係 
添谷芳秀『日本外交と中国 1945-1972』
（慶應通信、1995 年） 

陳肇斌『戦後日本の中国政策』（東京大学出

版会、2000 年） 
李恩民『「日中平和友好条約」交渉の政治過

程』（御茶の水書房、2005 年） 
池田直隆『日米関係と「二つの中国」』（木

鐸社、2004 年） 
徐承元『日本の経済外交と中国』（慶應義塾

大学出版会、2004 年） 
 
⑦戦後アジアの中の日本 
李鍾元『東アジア冷戦と韓米日関係』(東京

大学出版会、1996 年) 
ビクター・チャ『米日韓―反目を超えた提



  

携』(有斐閣、2003 年) 
渡辺昭夫『アジア・太平洋の国際関係と日

本』（東京大学出版会、1992 年） 
宮城大蔵『バンドン会議と日本のアジア復

帰』（草思社、2001 年） 
宮城大蔵『戦後アジア秩序の模索と日本』

（創文社、2004 年） 
服部龍二『東アジア国際環境の変動と日本

外交 1918-1931』（有斐閣、2001 年） 
 
⑧経済外交 
赤根谷達雄『日本のガット加入問題』（東京

大学出版会、1993 年） 
鈴木宏尚「OECD 加盟の外交過程」『国際

政治』（2005 年） 
 
⑨新たな観点―核兵器、国連 
黒崎輝『核兵器と日米関係』（有志舎、2006
年） 

Liang Pan, The United Nations in 
Japan’s Foreign and Security 
Policymaking, 1945-1992, Harvard 

University Press, 2006. 
 
⑩実証的歴史研究の最前線―1970 年代  
若月秀和『全方位外交の時代』（日本経済評

論社、2006 年） 
 
⑪日本外交を貫く基軸／見取り図はある

か？ 
添谷芳秀『日本の「ミドルパワー」外交』

（ちくま新書、2005 年） 
保城広至「『対米協調』／『対米自主』 外
交論再考」『レヴァイアサン』（2007 年） 

宮城大蔵『戦後アジア秩序の模索と日本』

（創文社、2004 年） 
 
⑫思想としての日本外交（史） 
入江昭『日本の外交』（中公新書、1966 年） 
酒井哲哉『近代日本の国際秩序論』（岩波書

店、2007 年） 
眞壁仁『徳川後期の政治と学問―昌平坂学

問所儒者と幕末外交変容』（名古屋大学出

版会、2007 年） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

■□秋学期 ■□ 

授業名 基礎演習Ⅱ 担当者 増山幹高、細谷雄一、粕谷祐子、岡崎哲郎 

                            報告者：林大輔、小栗裕介 
 
Ⅰ 第 1 回～第 3 回授業の概要 
（報告者：林大輔） 
 
(1)授業の内容 
第 1 回 社会科学としての政治学 問題設

定と仮説 
 
政治学を学問的により厳密な意味で科

学、特に社会科学として研究することを目

的とした上で、どのような手順や方法論を

用いて進めてゆくべきかというリサー

チ・デザインの基本を解説した。 
 第一に、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

説明を行った。その上で、第二に、①トピ

ックの選択、②リサーチ・クエスチョン（リ

サーチ・クエスチョンの種類、よいリサー

チ・クエスチョンの特徴）、③仮説（仮説

とは？、関係の種類、よい仮説の特徴）、

④変数（変数とは？、変数の種類、統制変

数）、⑤変数の操作化（operationalization）、
⑥分析単位、⑦研究動向分析、等について

授業した。最後に、比較政治に関するある

論文を題材として用意し、「本論文のリサ

ーチ・クエスチョンは何か？」「仮説は何

か？」について課題を与えた。 
 
第 2 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 

第 1 回の「政治学」という大きな学問分

野から更に特化するために、今回は特に

「比較政治」という学問領域を題材として

取り上げ、比較政治における分析、特に因

果関係分析における方法論と注意すべき

点について授業を行った。 
第一に、比較政治におけるリサーチ・デ

ザインについて、多国間・個人間の比較や、

数カ国の比較分析・一カ国における通時的

／地理的／政策的比較等で、因果関係の特

定を可能とさせるデザインに要求される

ものとして、①共変動、②時間的な順序、

③他の要因の排除、の 3 点を簡単に紹介し

た。第二に、実験を伴う比較研究の手順を

説明した。第三に、実験を伴わない比較研

究のリサーチ・デザインとして、「一致法」

と「差異法」という方法論と、比較する際

のケース選択の種類について概説した。最

後に、比較のリサーチ・デザインを作る際

の留意点として、①セレクション・バイア

ス、②説明変数とケースの数との関係、③

内生性（説明変数の値が被説明変数の原因

ではなく、結果であること）、について言

及し、研究する上での注意すべきポイント

を促した。 
 
第 3 回 ケーススタディ 特徴と活用法 
 
政治学において最も重要かつ基本的な

研究手法のひとつ、ケーススタディについ

て、その特徴と活用法に関する授業を行っ



  

た。 
第一に、ケーススタディの短所と長所を

整理し、短所としては①単なる叙述になり

がちであること、②ケースの母体全体に対

する因果関係の程度・頻度の説明が困難、

③一般化が困難であること、等が挙げられ

る一方で、長所としては①新しい仮説の提

示、②因果メカニズムの特定、③複雑な関

係性の特定、等を指摘した。これらを踏ま

えて、ケーススタディを単なる叙述に終わ

らせないためにはどうすべきかについて、

簡単な説明を行った。 
第二に、ケーススタディの目的を整理し、

①理論・分析枠組の応用、②理論の検証、

③問題発見・新理論（仮説）の提示、④理

論内部の構成要素の発見、等の目的意識を

明確にした。そして最後に、ケース選択の

パターンとして、典型的なケース、極端な

ケース、例外的なケース、等を紹介するこ

とで、ケーススタディという研究手法の持

つ奥深さについて説明した。 
 
(2)授業の感想 
 「政治学は社会“科学”なのであろうか？」

「質の高い研究とはどうあるべきなので

あろうか？」―このシンプルな問いに対し

て、これまでいろいろな政治学者が自問し、

厳しい学問的批判とその克服を繰り返す

ことで、問題設定や分析枠組・分析方法等

の方法論における体系化を図りながら、大

いなる発展を遂げてきた。「基礎演習 II」
では、このような研究手法に関する一連の

授業を行う。最初の 3 回の授業は、粕谷祐

子准教授より、政治学全般、特に比較政治

研究の観点から、方法論の基礎について授

業を受けた。 

 本授業は、修士課程のような学術研究を

スタートする立場の学生のみならず、はる

か先に深いレベルで研究を進めている博

士課程や最先端の研究を行っている研究

者にとっても、意識すべき重要なものとい

える。よいリサーチ・クエスチョンと仮説

の特徴にはじまり、分析用具としての変数、

因果関係の特定において注意すべき点、さ

らにはケーススタディにおける目的と方

法等、学術研究における基本的な点をあま

すところなく網羅しているためである。む

しろ、研究をはるかに深く進めており、あ

る程度研究に慣れているがゆえに、これら

の基本的な点を見過ごしがちである博士

課程以上の研究者にこそ、もう一度基本に

立ち返って考えるべき重要な点であろう。 
 より深い問題意識と高い価値を見出し

得る問題を設定し、より客観的な研究手法

を担保した上で、さらなる質の高い研究を

生み出すために、重要な基本を理解するの

に非常に有用な授業であった。 
 
(3)参考文献 
◇ 粕谷祐子担当回 
Alan D. Monroe, Essentials of Political 

Research, Westview Press, 2000. 
Barbara Geddes, Paradigms and Sand 

Castles: Theory Building and Research 
Design in Comparative Politics, The 
University of Michigan Press, 2003. 

Henry E. Brady and David Collier (eds.), 
Rethinking Social Inquiry: Diverse 
Tools, Shared Standards, Roman & 
Littlefield Publishers, 2004. 

Janet B. Johnson and H. T. Reynolds, 
Political Science Research Methods, 5th 



  

edition, CQ Press, 2005. 
John Gerring, Case Study Research: 

Principles and Practices, Cambridge 
University Press, 2007. 

G・キング他『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） 
 
Ⅱ 第 4 回～第 6 回授業の概要 
（報告者：小栗裕介） 
 
(1)授業の内容 
第 4 回 
 
第 4 回の授業では、まずゲーム論につい

ての諸定義、および「ゲーム論」と呼ばれ

るものが扱う対象についての概説がなされ

た。 
まず「ゲーム」は「ある一定の目標をも

った複数の合理的なアクター」により展開

され、各アクターは各々の利益の最大化（目

標の達成）をめざして行動する、という前

提に立つ。その目標達成の過程において、

契約締結等によりアクター同士が協力して

目標達成を図るのか、それとも「情報」と

いった不完全な手段を頼りに、あくまで

個々人が独自に自らの戦略を立てて目標達

成を図るのか、という二つの行動類型をゲ

ーム論においては想定する。前者によって

捉えられるモデルが「協力ゲーム」、そして

後者によるモデルが「非協力ゲーム」であ

る。3 回にわたる本授業においては後者の

「非協力ゲーム」に焦点をしぼるかたちで

解説がなされた。 
諸アクター間の行動モデルを考える際、

直感的には「協力ゲーム」の方が理解しや

すいかもしれない。しかし現実を見てみる

と、アクターの意思決定というのは、協力

ゲームが想定するような「契約締結」とい

った形で決定されることはむしろ稀であり、

多くの場合「情報」といった不完全な判断

材料に基づきなされることの方が多い。そ

こで第 4 回の授業においては、「非協力ゲ

ーム」の代表例として「囚人のジレンマゲ

ーム」「チキン・ゲーム」「ペニー合わせゲ

ーム(matching pennies)」「恋人の出会いゲ

ーム」といった、ゲーム理論の最初の段階

でしばしば用いられる簡単なゲームを用い

ながら解説がなされた。 
これらの簡単なゲームを紹介しながら、

次にゲーム論を用いることの最大の目標で

ある「均衡」、つまり「ナッシュ均衡(Nash 
Equilibrium)」の概念とその求め方につい

て説明がなされた。すでに述べたように「利

益の最大化」というゲーム論における目標

は、まさにこの「ナッシュ均衡」をいかに

求めるかという点に集約される。紹介され

たゲームを用いながら「ナッシュ均衡」が

存在するのか否か、そしてあるとすればど

のような戦略の組みがそうした均衡をもた

らすのか、という点に解説の重点が置かれ

た。 
なお、今回紹介されたゲームはいずれも

アクター間での「一回限りの（つまり、繰

り返しのない）」「同時の」意思決定につい

て解説がなされたが、これはゲーム理論に

おける「標準形」とよばれる、もっとも単

純なゲームの類型である。この「標準形ゲ

ーム」を踏まえるかたちで、次回以降の「展

開型ゲーム」の解説のための基礎固めがな

された。 
 



  

第 5 回 
  
第 5 回授業においては、前回の授業の内

容を踏まえながら「展開型ゲーム」の解説

に移った。「展開型ゲーム」とは、アクター

の意思決定に「順番」が生じるゲームであ

る。逆にいえば「標準形ゲーム」はこの「順

番」という概念を含めないもっともシンプ

ルなゲーム類型だと理解することができる。

そしてこの「展開型ゲーム」を発展させる

形で、より一般的にゲームに「時間」の経

過が発生する場合としての「繰り返しゲー

ム」についても解説がなされた。 
まず「展開型ゲーム」の理解にあたり、

最初に「ゲームの木(Game Tree)」を理解

する必要がある。「樹系図」ときわめてよく

似た形をとるこの「ゲームの木」は、ある

一時点における意思決定（ゲームの木にお

ける幹）が、その後さまざまな枝別れを伴

って最終的には複数の結果（ゲームの木に

おける枝）を伴うという、「展開型ゲーム」

を理解する上で必須となる概念図である。 
 
「ゲームの木」の図例 
                                 (60,60) 
                        応じる 
                      
                        応じない 
                  応じる                                        (20,100) 
 
  Ａ  
          応じない                   (100,20) 
 応じる 
                                        
                                              応じない 
                                                                  (0,0) 
          情報集合 
 
この「ゲームの木」を理解する上で欠か

せない「情報集合」についての概念、また

「部分ゲーム均衡」の概念、また「部分ゲ

ーム均衡」と「ナッシュ均衡」とが一致す

るか否かという点についての解説がなされ

た。「情報集合」とは、たとえば A，M 二

アクター、戦略 a、b（上図においては「応

じる」「応じない」にそれぞれ対応する戦略）

を想定しＡが最初に意思決定をする立場に

ある場合、B が「A が戦略 a をとると考え

たとき、B が戦略 a,b を取ることによって

得られる利得 a’,b’」ないしは「A が戦略 b
をとると考えたとき、B が戦略 a,b を取る

ことによって得られる利得 a’’,b’’」について

の情報の集合のことである。この「情報集

合」についての考察が意思決定の「順番」

を考えるケースにおいては決定的になる。

なぜならこの「情報集合」を手掛かりとし



  

て、アクターA、B それぞれが「自分が選

ぶ戦略に応じることで相手がとると考えら

れる戦略とその利得を逆算して推論

(Backward induction)する」ことが可能と

なるからである。 
このようにして得られる各アクターの最

適戦略から導き出される利得を特に「部分

ゲーム均衡」と呼ぶ。これは、標準形ゲー

ムのように「同時に」意思決定がなされ利

得がもたらされるというゲーム類型とは異

なるものとして「展開型ゲーム」が位置づ

けられることを物語っている。ここで重要

なことは、標準形ゲームで求められる「ナ

ッシュ均衡」が、展開型ゲーム」における

「部分ゲーム均衡」と一致しないケースに

ついてである。つまり、「展開型ゲーム」を、

「意思決定の順番」といった時間軸を外し

たおおきな「標準形ゲーム」とみなして導

出されたナッシュ均衡と、「展開型ゲーム」

から純粋に求められる「部分ゲーム均衡」

とが一致しないケースが生じる、という大

きな問題が生じる。代表的なケースとして

は「時間的整合性(time constituency)」の

事例をあげならが解説がなされた。 
初期のゲーム理論においては、この「ナ

ッシュ均衡」と「部分ゲーム均衡」との不

一致が大きな議論の対象となった。なぜな

らば、「ナッシュ均衡」は直感的にも容易に

理解できる半面、「部分ゲーム均衡」はナッ

シュ均衡に明らかに反してはいるが、部分

ゲームを解いた上で導き出される解もナッ

シュ均衡と同様に「最適反応」の定義（＝

相手の反応に対して、それ以上の利得を得

ることができないような戦略の組）に合致

するため、決して間違いとは言えないから

である。この議論に対する現段階での応答

としては 1）モデル自体を組みなおす必要

性を検討した方が良い 2）ナッシュ均衡が

現実を的確に捉えられていない可能性、つ

まりゲームの解としてはナッシュ均衡が導

き出されるが、現実にはそれが起こりえな

い、つまり最適反応でないという可能性を

疑うべきである、というものが挙げられる。 
「展開型ゲーム」はさらにゲーム自体が

複数回、ないし（理論上は）無限回繰り返

されるものとしても類型化することができ

る。これを「（無限回）繰り返しゲーム」と

呼ぶ。「繰り返しゲーム」において重要なの

は、時間軸が考慮に入る以上当然生じる、

「割引因子(discount factor)」の概念であ

る。つまり、現在手に入れることができる

利得と将来（つまり繰り返される各ステー

ジ・ゲーム）において手に入れられる利得

とが等しくない場合を扱うのであり、ここ

で「将来において現在の利得が割り引かれ

る率」として δ（0＜δ＜1）を設定し、数式

モデルに組み込むというプロセスが加わる

ことになる。この「割引因子」ないし「割

引率」の概念は、たとえば「囚人のジレン

マ」ゲームが繰り返されるケースを考える

際に重要となる。なぜなら、標準形から導

き出される解（ナッシュ均衡）と展開型ゲ

ーム（繰り返しゲーム）における解が異な

ったものとなり得るからである。つまり「一

回限りの」ゲームにおいては二アクターが

ともに「裏切る」という行動誘引しか働か

ないが、将来にわたって（無限に）ゲーム

が繰り返されることで、この「割引率」の

存在のために「裏切り」よりも「協調」の

方がより多くの利得をもたらすことが明ら

かになる場合には、「囚人のジレンマ」ゲー

ムが「協調」へと向かうという結論が導き



  

出されることになる。このように「時間軸」

の存在は、「部分ゲーム均衡」の概念ととも

に、「標準形ゲーム」において導出された解

を様々に変化させうるともいうことができ

る。このように、短期的には「非協力」で

しかありえない行動戦略を、長期的な視点

にたったときに「協力」という行動へと変

化させる誘因としての「制度」の存在意義

についても、「繰り返しゲーム」の議論を応

用することが可能である。この「割引因子」

の概念はまた「アクター間での忍耐」をも

同時に示しうる変数でもある。つまり δ が

十分に一に近ければ、個人合理的な任意の

行動の組み合わせが毎期選ばれることにな

る。これは「フォーク定理(folk theory)」
と呼ばれる。 
無限回繰り返されるという想定に立った

ゲームにおいても、当然「裏切る」という

誘因は常に存在している。そこで、相手が

「裏切る」（「協調」という選択肢を捨てる）

という選択に一度でも踏み込めば、それ以

降は自らも「裏切る」という戦略に出るこ

とで自らの利得を守ろうとする誘因が働く。

こ の 戦 略 を 「 ト リ ガ ー 戦 略 (trigger 
strategy)」とよび、この行動において各ア

クターが選択する戦略は「ミニマックス戦

略(mini-max strategy)」と呼ばれる。つま

り相手の行動（ここでは「裏切り」）によっ

て自らが得られる利益は最小化するが、そ

の限定された戦略のなかから最大の利得が

得られる戦略を選択しようとする戦略であ

る。 
 

第 6 回 
 
第 4 回、第 5 回の授業において確認され

た「標準形ゲーム」そして「展開型ゲーム」

はともに、行動するアクターにとって相手

の戦略、利得は既知のものであるという前

提に立っていた。これらのゲームが成立す

る 条 件 を 「 完 備 情 報 (complete 
information)」下での意思決定とするのに

対し、今回の授業においてはさらに「情報」

という概念を追加しつつ、アクターによる

意思決定が不完全な情報に基づいてなされ

る場合、つまり「不完備情報(incomplete 
information)」下における均衡戦略につい

ての解説がなされた。この「不完備情報」

下でのゲームを理解する上出必ず理解しな

ければならない概念となるのが「ベイズ・

ルール、およびベイジアン均衡」「シグナリ

ング」である。 
最初にベイズ・ルールについての簡単な

解説がなされた。ベイズ・ルールとは、「信

念(belief)」、つまり「（当事者の）主観的な

確率」というものに立脚した確率論の概念

である。なお、ベイズ・ルールは次の数式

によって示すことができる。 
事象 B が発生するという条件下における

事象 A が発生する条件付き確率 P(A|B)を
求める。このとき、次の数式が成り立ち、

これを「ベイズ・ルール」と呼ぶ。 

)(
)()()(*)()(

)(*)()(*)(

BP
BAPBPAPABPBAP

APABPBPBAP
Ç==\

=

 不完備情報下でのゲームにおいてどのよ

うに「ベイズ・ルール」が適用されるのか、

という点であるが、これは「ゲームの木」

の最初の起点(nod)におけるある事象の発

生確率が、上記の数式における P(A)や P(B)
として設定される（ただし P(B)=1－P(A)）。
ここで、ゲーム開始の時点においては、あ



  

る事象発生が発生するか否かということは

「確率論」的にしか知りえない、つまり情

報は「不完備(incomplete)」なものでしか

ない。つまり、ゲームの最初の起点におい

て P(A)、P(B)のどちらが発生しやすいか、

というのは「情報」に頼らざるを得なくな

る。ここにおいて、ゲームにおける「情報」

という概念の重要性、そしてその情報は必

然的に「送り手 (sender)」と「受け手

(receiver)」とで均質なものではありえない。

つまりこの「情報」というファクターに関

連して、対峙するアクター間での「情報の

非対称性」という問題が生まれる。 
「情報」とは、ゲームの最初の起点にお

いて「P(A)、P(B)のどちらが発生したと考

えるのが妥当か」という判断材料のことで

ある。しかしもたらされる「情報」は、そ

の送り手と受け手とでは均質ではありえず、

かならず「情報の非対称性」が生じる。つ

まり「送り手」は「受け手」よりも多くの

情報を当然有していることになる。もたら

される情報は多くの場合主観を伴うものだ

が、送り手にとってもまた受け手にとって

も、その「主観」を相手に対してある一定

度の確信（つまり「信念」）レベルまで高め

ることが可能となる。これが「シグナリン

グ」と呼ばれる行動である。 
例えば採用試験を例にとるならば、採用

を決める企業側は応募主である求人者の能

力の高低をあらかじめ知ることはできない。

その意味で、企業側にとっての応募主の能

力に関する情報は、あくまで企業側が判断

した「主観」に究極的に基づくことになる。

しかし企業側がまったくの「主観」から採

用・不採用を決定するわけではなく、ある

一定の基準（情報）に基づいてその判断を

なしているはずである。つまりここで、求

職者側に「自らの能力が高いということの

アピール、ないし証明」をすることで、企

業側に自らを有能な人物だと信じさせる動

機が働くと考えられる。「個人の能力」とい

う、究極的には主観的な判断にゆだねざる

を得ないファクターを、ある一定の客観的

な情報をもとに「信念」のレベルにまで高

めるものとして「シグナリング」という行

動があげられ、例えば履歴書の内容、学歴

等を通じて、「客観的に」能力をアピールす

ることであり、これに基づいて企業側は採

用・不採用の決定を下すにあたっての、応

募者に対する能力の判断に対する一定度の

「確信」を得ることが可能となる。 
しかし、「シグナルを送る」という行為が

そのまま能力の高さを示すものではないこ

とに注意しなければならない。なぜならば

能力が高かったとしてもシグナルを送らな

いケース、また能力がそれほど高くなくて

もシグナルを送るケースも十分考えられる

からである。つまり「シグナルを送るか否

か」という判断それ自体もすでに「展開型

ゲーム」における戦略の一部なのであり、

実際、情報の送り手は虚偽の情報（シグナ

ル）を発することによって利得最大化を試

みようとするかもしれない。そのため、「シ

グナルを発するか否か」という送り手の戦

略を選択するにあたり、受け手側の戦略と

して「一括戦略」「分離戦略」という二つの

行動類型が考えられる。 
「一括戦略」とは、送り手についての情

報とシグナリングとを結びつけず、シグナ

リングがあろうとなかろうと同じ「情報集

合」の中で最適反応を探ろうとする戦略で

ある。一方「分離戦略」とは、送り手の情



  

報とシグナリングとを関連付け、シグナリ

ングの有無によって異なる「情報集合」内

で最適反応を探ろうとする戦略である。 
なお、こうした「不完備情報」下におけ

るゲームと「ベイジアン均衡」の概念は、

政治学においても応用の幅が広い分野の一

つであるとされる。例えば選挙における有

権者と候補者との関係は、まさに「不完備

情報」の問題にともなう「逆選択(adverse 
selection)」の問題についての具体例である

と言えるだろう。また近年政治学において

も応用されてきている「プリンシパル・エ

ージェント(principal-agent)」理論、ない

し関係においてもしばしば引用されている。 
 

(2)授業の感想 
岡崎先生の授業を通じて、ゲーム理論の

基礎を学ぶことができた。ゲーム理論を学

ぶ上で経済学における難解な理論式、計算

式等に習熟しなければならないのかといえ

ば必ずしもそうではない。むしろ根本的な

理解においては政治学、とくに公共選択の

分野と極めて親和性が高く、数式の理解よ

りもその数式にたどりつくまでのプロセス

の理解の方が重要であることがわかる。複

数の政治アクターがいかにして政治的決定

を行うか、という「意思決定」にいたるメ

カニズムを理論的な側面から知ることがで

き、数多くの研究上の示唆を得ることがで

きた。 
 

(3)参考文献 
McCarty, Nolan and Adam Meirowitz, 

Political game theory – an introduction, 
Cambridge University Press, 2007. 

 

Ⅲ 第 7 回～第 9 回授業の概要 
（報告者：小栗裕介） 
 
(1)授業の内容 
第 7 回 
 
(1) データ分析を行うにあたって 
①「モデル」とは何か？ 
モデルそれ自体は検証できないが、「仮に

このモデルが妥当ならば」という前提に

立つことで、仮設を立てることが出来る

ようになる。それが「モデル」である。 
 
②仮説の立て方、“counter-factual”と検証

可能性について 
検証できない問いは立てるべきでない。

例えば、「なぜ EU が出来たのか」という

問いに対して、「国家間協力が必要だった」

という仮説を立てることは、それを検証す

ることが非常に難しいという意味において、

良い仮説の立て方であるとは言えない。言

い換えるならば、必要なことは因果関係の

特定化であり、問いに対応する答えが検討

はずれであったり、あまりに一般論をのべ

るだけの結論では、そもそも「論理」が成

り立たない。 
「説明したい何か」とは「反実仮想

(counterfactual)的な問いかけと現実との

差」であるべきである。この目的は、量的

分析・質的分析にかかわらず共通して明ら

かにすることが目指されるもの、目標であ

る。計量分析において行われていることは、

大量のサンプルを取り、その頻度によって

情報の信憑性を高めようとすることである。 
 
(2) 計量分析の目標 



  

①大量のサンプルを得、その頻度により情

報の信頼性を高めようとする。 
「量」という意味での情報は増えるが、

「質」の面での情報は低下していく。 
量的分析を行うに際しての限界は、実際

に起こったことからしかデータは作成でき

ない。つまり、自然科学の手法のように実

験室でデータを純粋に作成できるわけでは

なく、常にサンプルを得る過程での「実験

の失敗」の可能性があるということを念頭

に置かなければならない。 
②計量分析に向き、不向きな学問分野は

当然存在する。例えば選挙研究やメディア

研究等は計量分析との親和性がよい半面、

政治思想研究等は量的なアプローチはやや

不向きとされる分野であろう。しかし基本

的な考え方、つまり「仮説を明らかにする」

という目標を達成するプロセスは量的・質

的分析を問わず通用する。つまり、明らか

にしたい仮説を数量データ等の量的側面を

手掛かりとしながら明らかにするのか、そ

れとも史料等を用いた質的側面に立脚しな

がらそれを明らかにするのか、という違い

が存在するのみである。そして「量」と「質」

とを同時に追求することは不可能であり、

「量」として得られる情報と、「質」の面で

失われる情報との間のトレードオフ関係に

つねに考慮する必要がある。 
 

(3) 実際のデータ分析における「四つの尺

度」  
①名義(categorical)尺度；数値それ自体

には意味が無いもの（早稲田＝1、慶応＝0
等） 
②間隔(interval)尺度；数値間の間隔に意

味があるもの 

③順序(order)尺度；金メダル、銀メダル、

銅メダル等、順序が重要である場合 
④比(ratio)尺度 

 
(4) どのような仮説を立てるべきか？ 
 「どのような仮説を立てるべきか」とい

う問いを考える際に、常に考慮しなくては

ならないのは次に述べる「共役可能性」と

「反証可能性」の概念である。 
①共役可能性(commensurability) 
他の人間にとっても共通理解が可能であ

ることであり、この「共役可能性」が担保

されることで問いが科学的となる。つまり

他の人間にとっても自分の問題設定、テー

マが理解してもらえるだけでなく、他の人

間も自分が行った分析を繰り返して行うこ

とが可能となる。 
②反証可能性(falsifiability) 
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、仮説は反証

可能でなければならない。 
 
(5) 基本的なエクセルの使用方法 
フ リ ー ダ ム ハ ウ ス

(www.freedomhouose.org)のデータを使い、

世界各国の「民主化度」の様相、および経

年変化を確認するための演習を行った。 
 
第 8 回 
 
(1) 集合的データ（アグリゲート・データ）

について 
①前回の復習 
度数分布の扱い方（平均、分散）につい

ての第二回目の演習に取り掛かった。ここ



  

で用いたデータは前回同様フリーダムハウ

ス社からのものを継続して用いた。 
 

(2) 統計学的な基礎知識 
統計学において用いられる以下の基本概念

についての解説がなされた。なおエクセル

上における数式コマンドも併記している。

（用語、コマンド、の順番） 
①平均 =average(  ) 
②正規分布と最小二乗和 
③メディアン =median(  )  上限、下限

からともに 50%の地点に存在する値のこ

と 
④モード（最頻値）=mode(  )  
⑤最小、最大 =min(  )  =max(  ) 
⑥分散(variance) =var(  ) 
⑦ 標 準 偏 差 (standard deviation)  
=stdev(  )  

＊両者の関係は 標準偏差＝ 分散  で

ある 

＊分散＝  
( )

1
' 2

-
-å

N
XX

   

N；データ数  X’；平均値 
 
⑧統計学における「標準化」ex)偏差値 
母集団における相対的な位置を知りたい時

に用いる 

＊ 標準化 ＝ ..DS
XX -  

つまり、全体的なばらつき XX - を標準偏

差 S.D.によって相対化する操作のことを

「標準化」とよぶ 
 

 なお、偏差値 5010*.. +÷
ø
öç

è
æ -

DS
XX と

し算出されるものである。またこの

÷
ø
öç

è
æ -

..DS
XX の値を「Z 値」または「標準

化得点」と呼ぶ。 
 
(3) 統計学的検定(Test)について 
統計学上の検定(Test)においては、主張し

たい仮説を「真の仮説」として Ht を設定

し、これに対する対抗仮説としての「帰無

仮説(null hypothesis)」が設定され、この

帰無仮説を「棄却する(reject)」というプロ

セスを踏まえることで、初めて真の仮説を

採用することができる。つまり統計学や統

計学的検定においては、この「帰無仮説」

が成り立つ確率を探る作業が主なものとな

る。 
 
第 9 回 
 
第 9 回の授業においては、第 8 回授業で

既に触れた「統計学的検定」の代表例とし

てのクロス集計表、χ 二乗検定、相関係数

と相関分析についての解説がなされた。 
(1) クロス集計表、χ 二乗（カイ二乗）検

定、相関係数について 
①クロス集計表、χ 二乗検定 
データが平均値からどの程度乖離してい

るか、を知るためのツールとしての「クロ

ス集計表」、そしてこのクロス集計表に基づ

いた「χ 二乗検定」が、最も初歩的な統計

学的検定である。 
 

例）「男性は日本政治、女性は国際政治に多

い」という仮説を検証するためのクロス集

計表の作成 
 



  

  男 女 合計 比率 
日本政治 5 2 7 0.28 
国際政治 8 10 18 0.72 
合計 13 12 25   
比率 0.52 0.48     

 
仮説が妥当か否かは、性別×分野の期待値

によって推測することが出来る。 
期待度数は「人数/全体」からわかる 
 

期待度数 0.1456 0.1344 0.28 
 0.3744 0.3456 0.72 
 0.52 0.48 1 

 
この「期待度数」をベースとした「期待人

数」がどの程度か、を知ることが出来る。 
 

  男 女 
日本政治 3.64 3.36 
国際政治 9.36 8.64 

 
ここから、「実際に観察される人数」と「期

待人数としてカウントされる人数」との間

の乖離の度合いを知ることが出来る。この

検定が「χ 二乗検定」である。「χ 二乗検定」

とは「無相関の検定」を行うためのツール

であり、次の数式より相関の有無を検定す

ることができる。 

( )
i

ii
E

OE 2
2 å -
=c  ただし iE ＝「期待

度数」、 iO ＝「観測度数」 
ここから「χ 二乗値」を求め、「相関がない」

という帰無仮説が棄却できるか否か、を検

討することが出来る。つまり、「男性は日本

政治、女性は国際政治に多い」という仮説

の妥当性を検証することが可能になる。 
 

②相関分析 
エクセルでの散布図の作成を通して、相関

があるかないかということを視覚的にチェ

ックすることができる。ここではフリーダ

ムハウス上のデータを用い、「市民的自由

(CL)」と「政治的権利(PR)」との間の相関

の有無を確認した。 
 
ex）フリーダムハウスのデータを使用 

 
 

ここで相関係数g は 
 

( )
)(*)(

1
)(*)(

YSDXSD
N

YYXX ii

-

--

=

å
g  

 
として表される。上図における相関係数を

実際に求めてみると 
 

  列 1 列 2 
列 1 1   
列 2 0.95205 1 

 
となることが分かる。 
 求められた相関係数について「統計的な
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確からしさがどれほどあるのか」という確

認は、T 分布表に紹介されているｔ値を調

べることで確認ができる。相関係数は二つ

の変数間での相関を調べるものであるが、

この二変数間の関係を一般化（多変量化）

すると「回帰分析」（多変量分析）となる。

つまり、ある一つの従属変数に対する複数

の独立変数の影響を測定することが可能と

なる。 
例） Y= a+bX+cZ+d+e 

 
(2)授業の感想 
増山先生の授業を通じて、「仮説を検証す

る」ということの基礎を理解すると同時に、

研究スタイルとしての「定性的研究・定量

的研究」という区分が、導き出したい一定

の結論にいたるまでの異なる二つのアプロ

ーチであるにすぎず、俗説的に言われてい

るような研究手法上の優劣はないのだとい

う点を改めて確認することができた。また

統計手法を用いるため、Microsoft Excel
上での簡単な数式の作成等についても復習

するとともに、統計学上の基礎的な知識を

再確認しつつ、それが仮説検証という作業

にどのように応用できるか、という点を理

解することができた。 
 

(3)参考文献 
増山幹高、山田真裕『計量政治分析入門』

（東京大学出版会、2004 年） 
 
 
Ⅳ 第 10 回～第 12 回授業の概要 
（報告者：林大輔） 
 
(1)授業の内容 

 本授業の基礎演習Ⅱでは、各先生より方

法論を中心とする政治学の基礎を勉強した。

本授業の最後の 3 回は、細谷雄一准教授よ

り主に国際政治史・外交史研究の分野、ま

た岡山裕准教授より主に国内政治史（アメ

リカ政治史を中心に）の分野における、歴

史分析における政治学・歴史学の研究手法

とその重要性について講義を受けた。 
 
第 10 回 
1.「アメリカの政治学と歴史分析」（岡山裕

担当） 
 本講義のねらいは、アメリカ政治学にお

ける歴史分析の位置付けについて理解する

ことであった。 
 岡山准教授によると、アメリカの学界で

は、アメリカ政治史研究に対して、歴史学

者と政治学者は研究手法の面で明確な境界

線と分業を要求されてきた、という学問的

背景が前提にある。その上で、「政治学者が

歴史分析を行うことの意味」を模索する上

で重要な点として、アプローチの面での独

自性と、アジェンダの面での独自性、とい

う二つの点について講義を受けた。第一の、

アプローチの面での独自性という点に関し

ては、政治学上の特定の問題について、長

い期間を扱うことではじめて因果メカニズ

ムが解明できるという点で重要であり、経

路依存や長期的変化とその影響等を研究す

る意義を強調した。第二の、アジェンダの

面での独自性という点に関しては、極度に

専門分化されている現代政治分析に対して、

歴史分析が政治的全体像を検証するのに貢

献し得るという点で重要であり、政治を複

数または一定の自律性を持つ流れの相互作

用として把握することの意義を強調するも



  

のであった。 
 現在においても歴史分析における政治学

者のアイデンティティの模索は終わること

なく論争が続いているものの、歴史学との

相互作用として、あるいは社会科学の歴史

として発展してゆく可能性を大きく持って

おり、今後も政治史・外交史の分野で優れ

た研究業績が生まれてゆくことに期待が込

められた講義となった。 
 
2.「政治学と歴史学―境界線を越えて」（細

谷雄一担当） 
 
 細谷雄一准教授からは、政治学における

政治理論と歴史理論の二つの側面の学問的

発展について講義を受けた。特に、歴史理

論の側面に関しては、ランケ等の古典的歴

史主義からヘーゲル主義、アナール革命、

ポストモダニズム等の流れを意識した上で、

今後の歴史理論の潮流の向かってゆく方向

性について示唆を頂いた。 
 
第 11 回「外交史と国際関係史―歴史的視

座からの国際政治論」（細谷雄一担当） 
 
 国際政治史・外交史研究の研究手法・分

析視角の発展および、国際政治の歴史研究

と理論研究の連関について、細谷雄一准教

授より講義を受けた。外交史研究は、その

学問的源流を 19 世紀のランケ等を中心と

する実証主義的歴史研究手法や、各国史か

ら世界史へ拡がりを持った分析視角、対外

政策研究等に見出すことができる。また 20
世紀に入ってからは、第一次世界大戦以降

の時代に、社会史・経済史を中心とするア

ナール学派や、E・H・カー等を中心とす

る国際政治学という大きな二つの潮流が生

まれた。さらに第二次世界大戦後において

は、一国を中心とする伝統的な外交史から、

国際社会という多様なアクターを内包した

国際史・国際関係史へと発展していった。

しかしそのように学問的な発展を遂げたが

ゆえに、「外交史」という学問領域がそれ自

体で足り得るものではなくなりつつある、

というある種の閉塞状況についても示唆を

受けた。今後の国際政治史・外交史研究の

方向性と学問的アイデンティティについて、

その学問的陥穽をも認識・再考すべき重要

な講義であった。 
 
第 12 回「歴史分析における史料とのつき

あい方」（岡山裕担当） 
 
 本講義ではまず、歴史分析という研究様

式は、歴史学と政治学ではどのように異な

る捉えられ方をしているのかという問題に

ついて、特に前者の側の観点からの講義を

受けた。岡山准教授によると、主に目的意

識と分析方法の二つにおいて重要な違いが

みられるとの指摘を受けた。 
 第一の目的意識に関しては、歴史学は主

に対象の総体の把握を目指し、読者に対象

を「つかんだ」と「感じさせる」イメージ

（歴史「像」）・世界を認識する際の基盤等

を提示するものである。第二の分析方法に

関しては、「何を読まないか」というある種

の独自の史料のつき合い方を見出すことが

できる。すなわち、研究対象に関して存在

する史料を全て活用することは通常の研究

においては不可能であり、そのため史料を

どれだけたくさん読むべきかという足し算

の発想ではなく、「史料全て」からの引き算



  

の発想から、これ以上読まなくても自説が

覆ることはないという見極めの重要性を指

摘した。したがって、歴史分析において本

質的に重要なことは、史料の網羅性であっ

て新史料の発掘ではないことも認識し得る

ものであった。 
 また、独自の解釈を生み出すためには、

研究当初の作業仮説から軌道修正ができる

よう、いかに柔軟性を担保するかが重要で

ある、との指摘を受けた。通常、作業仮説

どおりに対応している記述を史料のなかに

見出せることは稀である。その場合「なぜ

出てこないのか」を突き詰めることで、当

初思いもよらなかった展望が開くことがで

きること、また読む史料を変更する必要性

を認識し得ること等、研究を進めてゆく上

で極めて重要な示唆に富む内容であった。 
 
(2)授業の感想 
 国際政治史や日本政治外交史・アメリカ

政治史等のように、歴史分析という研究ス

タイルは政治学と歴史学という二つのデ

ィシプリンを内包し得るため、長い間双方

の学問的手法に関する対話と論争を乗り

越えて発展を遂げてきた。本授業の「基礎

演習Ⅱ」の最後の三回は、歴史分析におけ

る政治学・歴史学の研究手法とその重要性

について学ぶ貴重な機会となった。 
 政治学と歴史学は、主に研究におけるア

プローチ、アジェンダ、史料の活用性等の

点において、その分析手法の違いが指摘さ

れてきた。またその一方で、政治学・歴史

学ともにそれぞれの学問的アイデンティ

ティの模索を繰り返すことによって、歴史

分析におけるその独自性と存在意義を再

認識しつつ、相互に影響を与えながら発展

を遂げてきたのである。 
 しかしながら、外交史研究等のような従

来の学問領域が、そのような学問的発展に

伴いもはやそれ自体で足り得るものでは

なくなりつつあるというある種の皮肉な

現象は、学問を学ぶ我々にとって無視する

ことのできない厳しい指摘であった。今後

我々が研究を深めてゆくにつれて、このよ

うな大きな問題をどのようにして乗り越

えるべきものとして模索を続けてゆくか、

研究手法の発展と課題の双方を認識させ

た重要な講義であった。 
 
(3)参考文献 
◇細谷雄一担当回 
(1)「政治学と歴史学―境界線を越えて」 
①国際関係史関連 
Finney, Patrick (ed.), International 

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

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

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

Iggers, Georg G., Historiography in the 
Twentieth Century: From Scientific 
Objectivity to the Postmodern 
Challenge, Wesleyan 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, 
Blackwell, 1988. 

Trachtenberg, Marc, The Craft of 
International History, 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・柴田知薫子訳（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二〇世紀』（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） 
 
(2)「外交史と国際関係史―歴史的視座から

の国際政治論」 
Adams, Simon, “What is diplomatic 

History?” in Juliet Gardiner (ed.), 
What is History Today? Macmillan, 
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 University Press, 
1972. 

Bullen, Roger, “What is Diplomatic 
History?” in Juliet Gardiner (ed.), 
What is History Today? Macmillan, 
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 
Fendius, “Diplomatic History and 
International Relations Theory: 
Respecting Differences and Crossing 
Boundaries,” International Security, 
22-1, 1997. 

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

Gaddis, John Lewis, “History, Science, 
and the Study of International 
Relations” in Ngaire Woods (ed.), 
Explaining International Relations 
since 1945, Oxford University Press, 
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 
International History of Modern 
Europe, Palgrave, 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. 
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Katzenstein, Robert O. Keohane, and 
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斐閣、2006 年） 



  

石井修『国際政治史としての二〇世紀』（有

信堂、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） 
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

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・柴田知薫子訳（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、渡邊啓貴他訳『国際関係史 

1871-1914―ヨーロッパ外交、民族と帝

国主義』（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、1 

947 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） 
 
◇岡山裕担当回 
(1)「アメリカの政治学と歴史分析」 
Clio (Newsletter of Politics & History 

section of APSA) 
Journal of Interdisciplinary History 
Journal of Policy History 
Social Science History 



  

Studies in American Political 
Development 

Almond, Gabriel A., Scott C. Flanagan, 
and Robert J. Mundt (eds.), Crisis, 
Choice, and Change: Historical Studies 
of Political Development, Little, Brown 
and Co., 1973. 

Jacobs, Meg, William J. Novak, and 
Julian E. Zelizer (eds.), The 
Democratic Experiment: New 
Directions in American Political 
History, Princeton University Press, 
2003. 

河野勝『制度』（東京大学出版会、2002 年） 
Orren, Karen, and Stephen Skowronek, 

The Search for American Political 
Development, Cambridge University 
Press, 2004. 

Pierson, Paul. Politics in Time: History, 
Institutions, and Social Analysis, 
Princeton University Press, 2004. 

Skowronek, Stephen. Building a New 
American State: The Expansion of 
National Administrative Capacities, 
1877-1920, Cambridge University 
Press, 1982. 

Katznelson, Ira, and Martin Shefter 
(eds.), Shaped by War and Trade: 
International Influences on American 
Political Development, Princeton 
University Press, 2002. 

Katznelson, Ira, and Barry W. Weingast 
(eds.), Preferences and Situations: 
Points of Intersection Between 
Historical and Rational Choice 
Institutionalism, Russell Sage 

Foundation, 2005. 
Pireson, Paul, and Theda Skocpol (eds.), 

The Transformation of American 
Politics: Activist Government and the 
Rise of Conservatism, Princeton 
University Press, 2007. 

Rotberg, Robert I. (ed.), Politics and 
Political Change: A Journal of 
Interdisciplinary History Reader, MIT 
Press, 2001. 

Skowronek, Stephen, and Matthew 
Glassman (eds.), Formative Acts: 
American Politics in the Making, 
University of Pennsylvania Press, 
2007. 

 
(2)「歴史分析における史料とのつきあい

方」 
Appleby, Joyce, et al. Telling the Truth 

about History, W. W. Norton, 1994. 
Bailyn, Bernard. On the Teaching and 

Writing of History, University Press of 
New England, 1994. 

George, Alexander L., and Andrew 
Bennett. Case Studies and Theory 
Development in the Social Sciences, 
2004. 

Trachtenberg, Marc. The Craft of 
International History: A Guide to 
Method, Princeton University Press, 
2006. 

 
 
 



  

2007 年度 出張成果報告 
 
 KIPS では、2007 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

よび宿泊費を助成した。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。以下は出張成果報告である。 
 
 
会議参加記録①   

会議名 日本マス・コミュニケーション学会 春季研究発表会 

会議の概要 
メディア研究やコミュニケーション研究、ジャーナリズム研究に関する

学際的な研究大会 
会議開催年月日 2007 年 6 月 9 日～10 日  

開催地 熊本県熊本市 熊本学園大学 
参加者名 後期博士課程 平井智尚 

 
■□ 会議参加報告 

今回の会議に参加して改めて認識したのは、コミュニケーション研究は政治学、法学、

社会学等、様々なディシプリンと領域横断的な関係を有しているという点である。KIPS の

事業目的の一つに「領域横断的な教育体制の確立」があげられているが、今回の会議参加

はこの事業目的に関して一定の寄与ができたといえる。 
9 日午前には個人・共同研究発表が行われた。「中国メディアと政治・経済」という報告

では、中国の各都市における都市報の普及と党・国家との関係性に論じられた。この報告

からは「メディア」および「コミュニケーション」の問題にとどまらず、「地域研究」や「政

治体制」との関係性を見出すことができた。 
同日午後には「水俣病事件報道を検証する」というシンポジウムが開かれた。水俣病と

ジャーナリズムの関係性を考えることは、戦後の日本社会のイデオロギーに向き合うこと

であり、「日本政治」や「日本社会」の諸問題を考えるうえで極めて重要なテーマであると

認識した。 
10 日のシンポジウム、「メディア法」はどこへゆくのか―メディア法研究者の認識」では、

ジャーナリズムと法制度の問題が取り上げられた。また、同日開かれたワークショップ、「バ

ックラッシュ」はどのように起きるか―マスメディアと Web 言説空間の呼応関係」に参加

した。「インターネット」という比較的新しいメディアと社会現象に関する議論は発展途上

の段階にある。本ワークショップで取り上げられた問題は最先端の事例であり、コミュニ

ケーション専修の発展につながるような議論であったといえる。 
以上のように多種多様な研究領域と結びついた報告が行われ、コミュニケーション専修



  

の枠にとどまらない知見を得ることができた。この点は非常に有意義であった。 
当学会では、学問的水準が高く示唆的な報告が数多く行われているにもかかわらず、地

方開催の学会であったために参加している大学院生の数は少なかった。現実問題として、

地方で開催される学会に参加するのは、大学院生にとってはかなりの経済的負担となるが、

今回、会議参加補助を受けることができ、負担を軽減することができた。大学院生が積極

的に学会に参加するという実績を積み重ねることにより、KIPS 事業のさらなる発展が見込

めると思われる。 
 
会議参加記録②  

会議名 日本マス・コミュニケーション学会 春季研究発表会 
会議の概要 メディア研究やコミュニケーション研究、ジャーナリズム研究に関する

学際的な研究大会 
会議開催年月日 2007 年 6 月 9 日～10 日  

開催地 熊本県熊本市 熊本学園大学 
参加者名 後期博士課程 山腰修三 

 
■□ 会議参加報告 

2007 年度日本マス・コミュニケーション学会春季研究発表会が熊本学園大学において開

催された。今学会への参加は、政治学とコミュニケーション研究の密接な連関性、すなわ

ちコミュニケーション研究の政治学への応用可能性を学ぶことを目的としていた。このこ

とは、KIPS 事業における「専門性と総合性」を身につけた政治研究者の養成、という目的

と関わるものである。 
 6 月 9 日には個人・共同研究とシンポジウム「水俣病事件報道を検証する」が開催された。

6 月 10 日にはシンポジウム「「メディア法」はどこへゆくのか―メディア法研究者の認識」

とワークショップが行われた。特に、9 日のシンポジウムでは、熊本で長い間水俣病事件に

取り組んできた医師が基調講演を行ったほか、現地ジャーナリストやコミュニケーション

研究者らが問題提起者や討論者として参加した。 
このシンポジウムは具体的な事例研究を通じて社会問題とメディアの関係を学ぶ上で極

めて有用であった。また、翌日のワークショップでは、政治コミュニケーションの実態と

理論に関する最新動向を学ぶことができた。 
 KIPS 事業における専修ユニットの一つであるコミュニケーション研究は、本来的に学問

的な横断性を備えた研究分野である。「専門性と総合性」を身につけるという KIPS 事業の

目的から照らして上記のテーマを扱った今大会への参加は有意義であったといえる。今回

の学会参加を通じて得た知見を、今後はコミュニケーション専修ユニットの拡充に役立て

ていくことで、KIPS 事業に貢献したい。 
 



  

会議参加記録③  

会議名 
アメリカ政治学会 
The American Political Science Association (APSA) 2007 Annual 
Meeting : Political Science and Beyond 

会議の概要 世界最大の政治学会が主催する研究大会 
会議開催年月日 2007 年 8 月 30 日～9 月 2 日（Short Course は 8 月 29 日開催） 

開催地 
米国・シカゴ Hyatt Regency Chicago, Sheraton Chicago Hotel & 
Towers 

参加者名 後期博士課程 江藤名保子 
 
■□ 会議参加報告 
 アメリカ政治学会は 15,000 名(80 カ国)以上の会員を擁する国際的な政治学会で、今回の

年次大会においても広範な分野・地域からの研究報告と会合が行われた。そのなかで本会

議参加の目的は、第一に米国における東アジア地域研究の動向を探り諸研究者との情報交

換を行うこと、第二に Research Design and Field Research をテーマとする Short Course
に参加し、地域研究者に必須となる現地調査やインタビューの技術を習得することであっ

た。さらに、米国で活躍する若手中国研究者との交流を通して彼等の対中認識を問うこと

も目的の一つであった。 
 8 月 29 日に参加した Short Course では、インタビューの申し込みや記録の取り方等の

具体的な手法のほかに、予算申請の仕方、現地での連絡方法の確保、その他の法的手続き

等、報告者の経験に基づいた詳細な解説がなされた。参加者も、具体的なケースを想定し

た疑問を提起する等、実践的な議論がなされた。これらの議論や配布された調査資料は、

現地調査を行う上で非常に参考になる内容であった。 
30～31 日は各セッションに参加すると同時に、研究領域の近い研究者との意見交換を行

った。East Asian Security and Foreign Policy、New Challenges to East Asian Security
等の東アジア安全保障に関するセッションでは、中国・日本の政策決定や北朝鮮の脅威を

いかに捉えるかという分析が中心であった。中でも中国の対米政策決定過程をインタビュ

ー調査に基づいて分析したエンユ・ジャン(シアトル大学)や、北朝鮮の核戦略を合理的政策

として考察したジャック・ハイマンス(スミス･カレッジ)の議論が興味深かった。その他、

Popular Protests and Social Instability in China 等中国内政を対象としたセッションも幾

つかあったが、総じて中国の民主化が主たる問題意識となっていた。 
 会議期間中に、先に述べたジャンやホェイユン・ファン(ユタ州立大学)、ピーター･ロレ

ンツェン(スタンフォード大学)、ジェシカ・ワイズ(UC サンディエゴ)、ケンジ・クシダ(UC 
バークレー)らと意見交換する機会を得た。いずれも若手ながら興味深い研究成果を報告し

ており、特に外交政策決定の研究では理論的考察と現状分析を両立させる分析手法に見習

うべき点が多かった。 



  

中国研究者とは情報収集の難しさ等についても話し合ったが、彼等が中国の将来を楽観

的に捉えているのが強く印象に残った。今回、3 日間の参加を通して多くの情報と知的な刺

激を得られた。 
この経験を今後の研究活動に活かし、遠からぬ将来に同大会に報告者として出席できれ

ばと考えている。 
 
 
会議参加記録④   

会議名 
ヘルシンキ・サマースクール「国際政治におけるロシア」 
Helsinki Summer School (HSS) 2007: Russia in International Politics 

会議の概要 
ヘルシンキ大学がフィンランド国際問題研究所と共催し、国際関係論ま

たはロシア地域に関心をもつ若手研究者・学生を対象とする集中討議  
会議開催年月日 2007年8月7日～23日 

開催地 
フィンランド・ヘルシンキ ヘルシンキ大学アレクサンテリ・ロシア東

欧研究所、フィンランド国際問題研究所、フィンランド国立銀行   
参加者名 後期博士課程 小澤藍 

 
■□ 会議参加報告 
 法学研究科の政治学専攻には多彩な専修ユニットがあるが、政治学の総合的な学習拠点

を目指す上で、国際関係理論と方法論・分析枠組みについてはさらに充実させる余地があ

る。例えば、EU研究専修ユニットにおいても、①国際関係理論・方法論、②EUと周辺・

近隣地域との関係、特にユーラシア、③小国の視点は、世界の中のEUを総合的にバランス

よくみる上で、無視できない視点となりうる。したがって本会議に参加した目的とは、国

際政治関係、とりわけEU研究専修ユニットのプログラムをより充実させるためである。 
 具体的には以下の三点である。第一に、ヨーロッパ・ロシアを包含するユーラシア地域

について国際関係理論から集中的に討議することで、専門知識の習得と討論能力の向上を

図ることである。第二に、海外の研究者とネットワークを図り研究動向を探ることである。 

第三に、EUを分析する際にブリュッセルや主要国（英仏独等）へのオルタナティブとして、

独自の視点を持つフィンランドについて学ぶためである。今回は、私が唯一のアジアから

の参加者であったが、国際的に水準の高い研究・教育に触れる貴重な機会となった。 
 成果は以下の通りである。第一に、内容の濃い論点を多角的に提示され充実した討論と

なった。参加者は、ドイツ、オーストリア、フィンランド、イタリア、フランス、ロシア、

ウクライナ、グルジア、ブラジル、そして日本からの計17名で、出自の異なる参加者が理

論を共通の言語に議論を共有したことは有意義であった。  
 第二に、研究者間の意見交換により得られた分析手法がとても参考になった。討議では

第一線の研究者から、分析の方法や具体的な経験（情報収集、現地調査や言語上の苦労等）



  

を伺うことができたいへん参考になった。また、時間的な制約の中、ヘルシンキ大学図書

館、フィンランド国立国会図書館、国際問題研究所図書室、アレクサンテリ研究所図書室

を訪れ、フィンランド語、ロシア語、英語他の蔵書を見る機会も得た。  
 第三に、国際的に権威のある研究者から教育を受けることができた。ゼミでは参加者は

四つのグループに分けられ、①エストニアにおけるロシア系住民の問題、②コジレフとプ

リマコフ時代の対西側外交、③プーチン政権の対ヨーロッパ安全保障戦略（ミュンヘン安

全保障会議演説）、④ロシア・グルジア紛争、という課題を各グループで調査しパワーポイ

ントによる報告を行った。 
私はドイツ人とフィンランド人とともに④に割り振られ、グルジアの政治・軍事面を担

当し、グルジア人のルームメイトからも様々なコメントが提示された。報告では、同国の

ソ連からの独立、国内の分離独立紛争とロシア軍基地の問題、隣接するチェチェンとカフ

カス地域における紛争、「バラ革命」以後のロシアとの関係悪化と欧米への急速な接近

（NATO加盟準備、EU・アメリカとの対話の強化、国連平和維持活動への参加等）を論点

に、領土保全と地域の安定、ロシアのCIS諸国における覇権、アメリカの「テロに対する戦

争」の解釈、欧米諸国と西側機関の関心等について充実した討論を行うことが出来た。 
 このようにEU研究専修ユニットと国際政治関係をより充実させるような形で、内容の濃

いセッションから多くを学び取ることができた。これらの成果は、KIPSの教育や拠点形成

事業への提言という形で還元していきたい。  
 
 
会議参加記録⑤   

会議名 日本国際政治学会 
会議の概要 国内外の研究者による国際政治を主題とする研究大会 

会議開催年月日 2007 年 10 月 26 日～28 日  
開催地 福岡国際会議場 

参加者名 後期博士課程 黒田友哉 
 
■□ 会議参加報告 

今回、10 月 26 日から 28 日にかけて福岡で行われた日本国際政治学会に報告者として参

加し、また、隣接分野の情報収集等を行うことができた。以下の三点での収穫があったよ

うに思う。 
まず一点目は、自身の専門分野に関して、専門外からの意見を伺う機会を得たことであ

る。大会初日に私は、「ユーラトム（欧州原子力共同体）をめぐるフランスの国家戦略」と

題した研究報告を行った。自身の専門分野であるフランス外交史、欧州統合史に加えて、

帝国史、フランス研究者等幅広い聴衆が参加してくださり、欧州国際政治史の研究者だけ

でなく、特に帝国史の先生方から意見や質問、批判等頂いたのが今後の方向性を見定め、



  

研究を進めていく上で非常に有益であった。まさに、欧州統合史と帝国史という通常、交

わることの少ない二分野の研究者が一同に集う学際的な国際政治学会という場ならではの

刺激であったと思う。 
 二点目は、専門分野、あるいはそれに近い分野の最新の研究に触れられたことである。

初日の遠藤乾氏の報告は、主権をめぐる政治思想史を包括的に検討した後、EU の今後を展

望するという壮大なスケールの試論であった。 
三点目は、ネットワークを広げられたことがある。今回は、懇親会への参加等を通して、

多くの欧州国際政治史の研究者と意見交換する機会があった。 
 全体としては、自身の研究に様々な課題を残すとともに、欧州統合史において、どのよ

うなアプローチが可能かということがおぼろげながら掴めたような気がした。今後は、こ

のイメージを土台として、EU 専修ユニットの拡充に少しでも貢献できればと思う。 
 
 
会議参加記録⑥  
会議名 日本国際政治学会大会 
会議の概要 国内外の研究者による国際政治を主題とする研究大会 
会議開催年月日 2007 年 10 月 26 日～28 日  
開催地 福岡国際会議場 
参加者名 後期博士課程 シュラトフ・ヤロスラブ 

 
■□ 会議参加報告 

本会議へは報告者として参加し、日露戦争後、ロシア陸海軍がどのように「日本脅威」

を認識していたのか、戦争計画や駐日陸海軍武官らのレポート等の一次資料を分析した。

主に、1905 年から 1914 年までの期間を対象として検討し、報告した。討論者からの貴重

なコメント、また後にフロアとの議論で得た情報等を考慮し、今回の報告を今後、学術雑

誌に投稿していくつもりである。 
学会大会では、韓国の保護国化過程における英米の対韓政策と日本外交についての報告

もあった。報告内容は、日英同盟成立時(1902 年)から第二次日韓条約(1905 年)までの時期

の朝鮮問題をめぐる日英米の外交政策を検討したものであった。報告者は以前、日露関係

における朝鮮問題、すなわち韓国の保護国化をめぐる日露論争について論文を書いた人物

であったが、今回の報告はたいへん興味深いものであった。 
 
 



  

会議参加記録 ⑦  
会議名 日本 EU 学会研究大会 

会議の概要 国内外の研究者による EU を共通テーマとして扱う研究大会 
会議開催年月日 2007 年 11 月 24 日～25 日  

開催地 神戸大学 
参加者名 後期博士課程 鈴木均 

 
■□ 会議参加報告 

日本 EU 学会第 28 回（2007 年度）は、共通論題「ローマ条約 50 年―到達点と展望」の

下、今年度の研究大会を神戸大学にて行った。大会二日目の午前、分科会 B で研究発表を

行った。発表のタイトルは「ユーラトム、ドイツ再軍備とドイツ労働総同盟（DGB）

1950-1960 年」であり、核兵器拡散問題において欧州統合がどのような役割を果たしたの

かを論じた。特にジャン・モネと労働組合のユーラトム創設理念に注目し、欧州各国の史

料を横断的に参照しつつ、歴史実証研究として発表を行った。 
当日は、経済、政治、軍事、外交等多岐にわたる専門家が多数参加し、国際社会におけ

る核不拡散レジームとしてのユーラトム、独仏外交史の中のユーラトム、そしてドイツ国

内政治における文脈等、学問的に質の高い議論をすることができた。 
 
 
会議参加記録⑧  

会議名 日本 EU 学会研究大会 
会議の概要 国内外の研究者による EU を共通テーマとして扱う研究大会 

会議開催年月日 2007 年 11 月 24 日～25 日  
開催地 神戸大学 

参加者名 後期博士課程 黒田友哉 
 
■□ 会議参加報告 

今回、11 月 25 日から 26 日にかけて神戸で行われた「ローマ条約 50 周年」を記念した

日本 EU 学会研究大会に参加し、大会二日目に、「フランスとユーラトム（欧州原子力共同

体）―海外領土の加入を中心に―」と題する研究報告を行った。幸運にも、ドイツ側の立

場およびドイツの労働組合であるドイツ労働総同盟に関する報告を通じて、新たな知見を

得ることができた。この報告は、非常に直接的に自身の今後の研究に関わる報告であり、

本報告および私の報告に対する共同で行われた討論から学ぶことが多かった。また、報告

テーマが近いこともあり、私が単独で報告を行う時よりも、かなり多くの質問をいただい

た。 
今回の学会参加は、以下の三点での収穫があったように思う。第一に、自身の専門分野



  

に関して、専門外の先生方からの意見を伺うことが出来たことである。第二に、1950 年代

という専門にしている特定の時期にとどまらず、視野を広げられた点である。第三に、ネ

ットワークを広げられたことがある。懇親会への参加等を通して、EU の分野に関連する多

くの研究者と新たに知り合える機会があった。 
 全体としては、自身の研究に様々な課題を残すとともに、EU 研究の現状とローマ条約に

はじまる欧州統合 50年の歩みを把握することができた有意義な研究大会であった。今後は、

このような貴重な経験を土台として、EU 専修ユニットの拡充に少しでもフィードバックし

ていければと思う。 
 
 
会議参加記録⑨  

会議名 2007 年度冬期国際シンポジウム 
「アジア・ロシア：地域的・国際的文脈の中の帝国権力」 

会議の概要 ロシアやユーラシアの政治・歴史諸問題をテーマに、毎年末に北海道大

学スラブ研究センターで行われる大規模な国際シンポジウム 
会議開催年月日 2007 年 12 月 5 日～ 7 日 

開催地 北海道札幌市 北海道大学 
参加者名 後期博士課程 シュラトフ・ヤロスラブ 

 
■□ 会議参加報告 

帝政ロシアの中央アジア・シベリア・極東政策について、世界中から集まった研究者ら

による報告が行われたが、どの報告もたいへん興味深く、ロシア帝国のアジア政策研究の

動向を捉えることができた。第 3・4・5 セッションでロシア・日本・米国・カザフスタン

のそれぞれの分野でトップクラスの研究者の報告を聞くことができた。 
第 3 セッション「アジア・ロシアにおける帝国地理と行政」では、オムスク大学の A.レ

ムニョフ教授は 19～20 世紀初頭のロシア帝国地理における植民と「ロシア化」について発

表し、スラブ研究センターの松里公孝所長は 19 世紀中葉におけるロシアの総督制をめぐる

官僚機構内の論争という報告でブリテン帝国との共通点や相違点等について論じていて、

フロアで活発的な議論が行われた。第 4 セッションでは、カザフスタン、アメリカと日本

の研究者はロシア帝国とムスリム・ネットワークおよびロシア外交政策・貿易におけるム

スリムファクターについて報告をした。 
第 5 セッションでは、北東アジアでのロシアの戦略と策略問題を取り上げていた。モス

クワ無線電子自動制御工学大学のパヴロフ教授は、一次資料に基づいて日露戦争中に活動

していたロシアの諜報網「上海機関」について極めて重要な報告をし、ロシア科学アカデ

ミーモンゴル仏教チベット学研究所のニコライ・ツィレンピロフ研究員はチベットにおけ

るロシア・ソヴィエト外交においてアグヴァン・ドルジエフという人物の役割について発



  

表した。 
今回、フロアでの議論に積極的に参加することができた。また、報告の内容や資料の脚

注等の情報は、非常に興味深いものであり、本会議への参加から多くのことを得た。 
 
 
会議参加記録⑩  

会議名 Peace Movements in the Cold War and Beyond 
会議の概要 LSEのCentre for the Study of Global GovernanceとCold War Studies 

Centre、およびアムステルダム自由大学が共同開催した国際学会。 
会議開催年月日 2008 年 2 月 1 日～2 日  

開催地 London School of Economics and Politics (LSE) ロンドン 
参加者名 後期博士課程 鈴木均 

 
■□ 会議参加報告 

この国際学会は、LSE の Centre for the Study of Global Governance と Cold War 
Studies Centre およびアムステルダム自由大学が共同開催したものであり、冷戦中とその

後の平和運動の意義を様々な観点から検討することを目的とした。世界各国から歴史家、

運動家等 68 名の発表者を集め、開催 2 日間の内、全体セッション 3 回、パネル毎の研究発

表会が 18 回行われた。私はその中で、2 月 2 日に開かれた「平和運動とドイツ問題」と題

するパネルにおいて、「平和運動としての労働組合、労働組合のユーラトム設立理念とドイ

ツ再軍備における議論」と題して研究発表を行った。パネルでは私が 1950 年代を、他二人

の発表者がそれぞれ 1970 年代と 80 年代のドイツを題材に発表し、大変有意義な議論を行

うことができた。特にこのような運動が、軍備に関する議論・抗議行動において、国内あ

るいは国際機関をどのように利用するのかという点で、パネル参加者全員の間で興味深い

意見を交換することができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

留学生のための学位取得支援 
 
 

KIPS では、2006 年度に引き続き、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作成を添削する「論文支

援」事業を実施した。添削対象は、博士論文および「法学政治学論究」に提出予定の完成

原稿である。 
2007 年度は、以下の博士論文の日本語添削を行った。 
 
 
1. 李成日 
「中国の朝鮮半島政策と中韓国交正常化―鄧小平期の中国外交政策転換の視点から」 
 
 
2. 崔喜植 

「アジア太平洋地域協力をめぐる日韓関係」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

KIPS キャリアアップサポートセミナー 
 
 

KIPS では、2007 年 6 月 22 日に、大学院生のキャリア形成を支援することを目的とした

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。 
 

■□キャリアアップサポートセミナーの内容□■ 
 

 
挨拶 拠点リーダー：田中俊郎  
 
第一部 公募で就職する  

 「面接と模擬授業」李泳采（恵泉女学園大学専任講師）  
 
第二部 大学院生から大学教員へ  

 「博士論文執筆、著書刊行、有期教員を経て」細谷雄一（法学研究科准教授） 
 

 
第一部 公募で就職する 
  
「面接と模擬授業」（恵泉女学園大学専任講師：李泳采）  
 
応募書類および面接に関する事前準備にあたっては、応募先の大学の特徴を把握すること

が大切である。大学が教員を選ぶのは、いくつか理由があるからである。その大学がなぜ

教員を募集しているのか（定年退職者の後任人事、学生の定員オーバーに伴う新規採用、

新設学科の設立等）について把握し、それに合わせて応募するのがよいと思う。 
私の場合、履歴書や研究業績書には、社会活動や大学内の研究会のメンバーであったこと

も記入した。通常、研究業績書には、3 点以上の公刊論文を書くことになっているが、無名

の雑誌に掲載された論文であっても、実績として書いたほうがよい。その他にも、非常勤

講師等の経験、つまり「教歴」があるかどうかが、重要なポイントである。 
書類審査を突破したら、次に行われる面接と模擬講義ですべてが決まると言っても過言で

はない。特に、模擬講義は重要である。面接の際、一学期分（14 回分）の講義計画を提出

するが、その際、講義の内容がわかるように、講義のタイトルに加えて、講義内容に関す

るキーワード（5～6 種類）を記しておいた。面接で聞かれたのは、これまでに書いた論文

や今後の研究計画に対する質問であったが、それ以外にも、学生指導に関する質問があっ



  

た。また、自分は留学生なため、留学生がなぜ日本で就職するのかといった質問もされた。

ちなみにこの質問に対しては、日本人よりも外国人が教えることが有用な点等を強調した。  
模擬講義では、自分の行った海外調査の結果に基づく事例をあげて、具体的なテーマがわ

かるようにした。その際、海外で研究調査をしていることをアピールした。また、学部生

が理解できる内容であるかが重要なので、キーワードの説明等ポイントを明確にするよう

心がけた。学生が飽きないように、学生との質疑応答の時間を少し入れて、工夫した。模

擬講義の練習を事前に 3 回行い、後輩に聞いてもらった。わかりにくい部分を指摘しても

らい、時間配分を調整した。繰り返し練習したため、当日は余裕をもって、臨むことがで

きた。 
最後に、大学院生活の中で行った就職準備について触れたい。単位取得まではできるが、

博士論文提出までは、なかなか難しい。しかし、国際会議等での実績を積み、英語で論文

を執筆したことは、就職時に大きなアピールになったと思う。また、自分の専門で就職で

きるわけではないので、自分の研究テーマ以外の分野についても普段から準備し、先生や

他の研究者とのネットワークを築いておくことが大切である。こうした準備を行っておけ

ば、実際に面接を受ける時、自分は専門以外の科目も教えられるということをアピールで

きると思う。 
 

 
キャリアアップサポートセミナーの風景① 

 
 
 
 
 



  

第二部 大学院生から大学教員へ 
  
「博士論文執筆、著書刊行、有期教員を経て」（法学研究科准教授：細谷雄一） 

 
今から 10 年前の 1997 年に、慶応大学大学院博士課程に進学した。その後 3 年間博士課

程に在籍し、2 年間は北海道大学、その後公募で 2 年間、敬愛大学に勤務した。その間、落

ちた公募も 10 カ所くらいあった。いろいろと挫折もあった中で、生き延びてきた。 
 公募で就職するのはなかなか難しい。では、これから就職するプロセスのなかで何が必

要なのか、優秀な研究者が就職で評価されないのはなぜかということについて話したい。  
まずは、応募者自身が自分は優秀であるということを客観的に証明することが必要である。

例えば、博士号の審査に合格している、日本学術振興会の特別研究員に採用されている、

受賞歴、学会誌の査読にいくつかの論文が通っていること等により、専門の人に評価され

ていることを証明できることが、重要となる。審査できるものは、多ければ多いほどよい。

公募をするということは、その分野の専門家がいないということなので、審査の段階では、

自分の研究を他分野の専門家が読むことになる。そのため、上にあげたような、客観的な

証明が重要になる。 
 また、自分に能力があっても、公募が純粋な審査でないために、正当に評価さないこと

もある。性別（例えば、どうしても女性を採用したい）、年齢構成（例えば、30 代を採用

したい、大学院指導ができる 50～60 代を採用したい等）、専攻分野（例えば、「国際政治」

と書かれていても「アジア政治専門家」を選びたい等）、内々にすでに学内内定者がある

場合等、大学側の思惑は様々である。したがって、とにかく応募し続けることが重要であ

る。 
 また、博士論文を書きあげるということも重要である。現在、大学院生は非常に忙しく、

自分の研究に使える時間が少ない。しかし、公募の際、応募者の三分の一から二分の一が

博士号を取得している。そのため、博士号を持っていないと書類審査で除外されることも

多い。嫌なことがあっても耐え忍んで頑張れば、必ず誰かが見守ってくれていると考えて、

頑張ってほしい。 
 



  

 
キャリアアップサポートセミナーの風景② 

 
  
□質疑応答□ 

 
Q：教員になるまでの期間は、生活費はどうまかなっていたのか。非常勤講師では生活が

厳しいのではないか。 
A（李）：留学生は時間講師の期間が長くなるのは不利なので、私の場合は、在学期間を

延長し、奨学金や研究費を得るようにした。 
A（細谷）：1 年でも早く専任のポストに就けるように、早期に博士論文を書くことに集

中し、アルバイトを抑えていた。また、アルバイトも、可能な限り専門的な研究に有益な

ものを選ぶようにした。例えば、塾講師等は、人前で話すよいトレーニングになり、学会

報告等に役に立った。 
 

Q：今、慶應義塾大学でポストは空いているのか。 
A（細谷）：私には、わからない。他方で、ポストという場合に色々な書類があり、RA

や TA、研究員等のポストも考慮に入れることができる。たいていの場合は、有期の講師や、

助手、COE 研究員や、研究所の研究員等、色々な段階を踏んで専任教員となっている。大

学院生の中から、専任教員を直接採用するということは、それほど多くはない。また、教

歴があるほうが有利である。是非、一つ一つステップを踏んで、目指す方向へと進んで欲

しいと思う。 
 



  

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  江藤名保子、柴田公子、林大輔 
 
 論文支援 RA   小栗裕介、川上洋平、倉科岳志、杉浦康之 
 
 専修ユニット RA 

EU 研究：                大石之浩、黒田友哉 
東アジア研究：           呉茂松、兪敏浩(4-7 月)、角崎信也(10-3 月) 
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：           裴元福 
市民意識研究：           奥田明子、藤田智子 
安全保障研究：           崔慶原、マイアナ・ レノン 
近代化研究：             甲原潤之介、手嶋有紀 

 
 基礎演習 TA    江藤名保子、小栗裕介、川上洋平、林大輔 
 
 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 

 赤木完爾、玉井清、増山幹高、細谷雄一 
 粕谷祐子 

 
 KIPS 事業推進委員会   田中俊郎、増山幹高、細谷雄一、粕谷祐子 

 
 
 
 
 
 
 


