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2001年度研究大会プログラム 

2001年5月18日～20日 

かずさアーク 

 

 

1.部会プログラム 

 

 

５月１８日（金） 

 

部会Ａ １３：００－１５：３０ 

 

部会Ａ－１ 冷戦史の再検討 
冷戦史研究の再検討                    一橋大学 田中孝彦 

 旧ソ連史料の公開と冷戦史研究の新展開           琉球大学 金 成浩 

 中国における冷戦史研究の動向－ベトナム戦争を中心に－ 東洋学園大学 朱 建栄 

  討論者                       明治学院大学 石井 修 

  司会者                        早稲田大学 毛里和子 

 

部会Ａ－２ ＥＵ統合の新たな模索 
 大西洋関係から見たＥＵ統合               防衛研究所 吉崎知典 

 イギリスと欧州防衛                  西南学院大学 松隈 潤 

 ＷＥＵと共通安全保障防衛政策             駒澤女子大学 臼井実稲子 

討論者                         東京大学 森井裕一 

司会者                         阪南大学 辰巳浅嗣 

 

部会Ａ－３ 国際関係におけるＮＧＯの役割 
 国際環境交渉とＮＧＯ－地球温暖化問題に取り組む 

トランスナショナルな活動を事例として－         明星大学 毛利聡子 

 グローバリゼーションの中の開発ＮＧＯ          北九州大学 高柳彰夫 

 朝鮮半島における人道援助とＮＧＯ            津田塾大学 林 哲 

  討論者                    （5.22訂正）法政大学 鈴木祐司 

司会者                       青山学院大学 加茂雄三 

 

部会Ａ－４ 自由論題 
 クリントン政権の対中国政策              桃山学院大学 軽部恵子 

 ケネディ政権の「大西洋パートナーシップ」構想 

－１９６２年通商拡大法を中心に－       放送大学（非常勤） 小島かおる 

 アフリカにおける民主化と市民権             亜細亜大学 鈴木亨尚 

  討論者                         立教大学 佐々木卓也 

  司会者                         日本大学 加藤洋子 
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５月１９日（土） 

 

部会Ｂ ９：３０－１２：００ 

 

部会Ｂ－１ サンフランシスコ講和条約・日米安保条約５０年 

 サンフランシスコ講和成立過程の再検討        神戸大学 Ｒ・エルドリッジ 

 安保条約成立過程の再検討               関西学院大学 豊下楢彦 

 吉田外交の再評価                     大阪大学 坂元一哉 

  討論者                         東京大学 木畑洋一 

  司会者                         神戸大学 五百旗頭真 

 

部会Ｂ－２ 冷戦後の大量破壊兵器問題 
核不拡散と日本                    原子力委員会 遠藤哲也 

大量破壊兵器の拡散問題                  大阪大学 黒沢満 

大量破壊兵器の不拡散と弾道ミサイル防衛     東洋英和女学院大学 石川卓 

討論者                       明治学院大学 高原孝生 

司会者                         一橋大学 納家政嗣 

 

部会Ｂ－３ ＷＴＯが国際政治に与える影響  
 ＷＴＯと地域主義の相克                大妻女子大学 渡辺頼純 

貿易交渉の本質－中国のＷＴＯ加盟に関する一研究－    立命館大学 中逵啓示 

 ＷＴＯと「通商」政策…シアトル閣僚会議失敗をめぐる政治変動… 

          金沢大学 大矢根聡 

  討論者                       青山学院大学 飯田敬輔 

司会者                         中央大学 坂本正弘 

 

部会Ｂ－４ 国際社会と国際制度 
 国際社会論の再検討                   キール大学 菅波英美 

 国際的行政管理－国連ＰＫＯ行財政制度の形成        神戸大学 猪又忠徳 

 「市民社会」論のグローバルな適用可能性          東京大学 遠藤 貢 

討論者                       青山学院大学 土山實男 

司会者                         東京大学 山本吉宣 

 

共通論題 １６：００－１８：３０ 

 『２１世紀東アジアの外交と安全保障』－パネル・ディスカッション－ 

 

パネリスト 

 

  朝鮮半島の和平と共存                慶應義塾大学 小此木政夫 

  北東アジアにおける敵対・分断から共存・統合への道程 青山学院大学 天児 慧 

  日米韓関係の現状と展望                 立教大学 李 鍾元 

  ２１世紀の東アジア地域秩序を考える           京都大学 白石 隆 

 コーディネーター                     東京大学 藤原帰一 

 

 

 

 



－  － 7

５月２０日（日） 

 

部会Ｃ １４：００－１６：３０ 

 

部会Ｃ－１ 転換期のアメリカ 
 クリントン時代における民主党の変容           慶應義塾大学 久保文明 

 クリントン政権８年間の外交の特徴と問題点について 東洋英和女学院大学 高松基之 

クリントン時代の対東アジア安全保障政策        福岡大学 Ｓ・ウェストン 

  討論者                          成蹊大学 西崎文子 

  司会者                          日本大学 宇佐美滋 

 

部会Ｃ－２ ロシアと隣接する欧州の安全保障 
 フィンランドの国家安全保障政策―冷戦終焉後を中心に―    東海大学 宮崎英隆 

 バルト三国の安全保障                  東京成徳大学 志摩園子 

 ウクライナの安全保障               日本国際問題研究所 末沢恵美 

 討論者                          東京大学 中井和夫 

  司会者                         早稲田大学 山本武彦 

 

部会Ｃ－３ ＩＴ時代の市場と国家 
 日本－情報社会政策とポスト開発主義            国際大学 山内康英 

 アメリカのケース                  大阪外国語大学 村山裕三 

 アジアの視点から                    防衛大学校 西脇文昭 

討論者                         広島大学 遠矢浩規 

司会者                       慶應義塾大学 薬師寺泰蔵 

 

部会Ｃ－４ 人間の安全保障 
 人間の安全保障－概念的考察                神戸大学 栗栖薫子 

 対人地雷問題とオタワ・プロセスの特色           東京財団 目加田説子 

 カナダ外交とＰＫＯ活動                 桜美林大学 吉田健正 

討論者                       静岡県立大学 梅本哲也 

司会者               筑波大学 ハラルド・クラインシュミット 

 

 

 

 

2．分科会プログラム 
 
   

５月 1８日(金) 

 

分科会セッション A（15：45～1７：15）／分科会セッションＢ（1７：30～1９：３０） 

 
A－1/ B－1（連続） 日本外交史Ⅰ・Ⅱ（責任者：波多野澄雄） 

  (A－1)  

    報 告 「残留日本兵研究の方法と課題」         防衛研究所 立川  京一 

  報 告 「戦後日本外交とアジア秩序構想－１９５０年代後半における 

        日本とアジア」                        佐藤  晋 

  司会者・討論者                      筑波大学 波多野澄雄 

 (B－1) 
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  報 告 「日本のＧＡＴＴ『仮』加入とカナダ」  同志社大学大学院 柴田 茂紀 

  報 告 「日本のココム加入の再検討－外務省と通産省の動向を中心に－」 

                           一橋大学大学院 高瀬 弘文 

  司会者・討論者                     筑波大学 赤根谷達雄 

 

Ａ－２/Ｂ－２（連続） アメリカ政治外交Ⅰ（責任者：高松基之） 

  報 告 ｢ジョンソン大統領のベトナム戦争－１９６６～６７年の 

        戦争継続政策－」          名古屋大学（名誉） 福田  茂夫 

  報 告 ｢国際政治史としてのベトナム戦争－１９６０年代中葉の 

          国際関係とアメリカ（１９６３～６５）」 一橋大学大学院  小林    哲 

  司会者                    東洋英和女学院大学 高松 基之 

         

Ａ－３/Ｂ－３ (連続） ロシア・東欧Ⅰ・Ⅱ(責任者：岩田賢司)  

 (A－3)《ソ連東欧圏の形成》 

  報 告 ｢ソ連の対ルーマニア政策とソ連・東欧圏の成立１９４４～４７年 

       －ソ連のトランシルヴァニア問題調停を中心に－｣ 上智大学 柳沢 秀一 

  討論者                         信州大学 駒村  哲 

  司会者                         広島大学 岩田 賢司 

  (B－3)《南コーカサスの国際政治》  

  報 告 「アゼルバイジャンの石油をめぐる国際関係の現状と同国および 

        各国の外交戦略」           東京大学大学院 廣瀬 陽子 

    討論者                       大東文化大学 松井 弘明 

  司会者                         広島大学 岩田 賢司 

 

Ａ－４ アフリカ(責任者：小田英郎) 

  報 告 「コンゴー（民）情勢と国際社会の対応」日本国際問題研究所 片岡 貞治 

  報  告  「西アフリカ諸国経済共同体（ECOWAS）によるシエラレオネ紛争 

               への介入－平和維持か政権維持か－」  東海大学(非常勤)  落合 雄彦 

  討論者                         日本大学  青木 一能       

  司会者                         敬愛大学 小田 英郎 

 

Ａ－５ 安全保障Ⅰ（責任者：土山實男）            

  報 告 「経済制裁研究と国際政治理論－リアリズム、リベラリズム、 

        コンストラクティヴィズム」  ピッツバーグ大学大学院 古賀 善文 

  討論者                       東京都立大学 石田  淳 

  司会者                       武蔵工業大学 志鳥 學修 
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Ａ－６ 国際政治経済（責任者：山田高敬） 

  報 告 「東アジアにおける地域環境協力の現状と課題－ 

        越境酸性雨問題を中心に」          東北大学 明日香壽川 

  報 告 「問題解決のための世界銀行とアドボカシーＮＧＯの連携 

        －世界ダム委員会とカンボジアの違法伐採問題を事例に－」 

                           メコンウォッチ 松本  悟 

  討論者                       青山学院大学 太田  宏 

  司会者                         上智大学 山田 高敬 

 

５月１９日（土）  

 

分科会セッション C（13：30～15：10） 

 

C－１ 日本外交史Ⅲ（※開始時間 13:00） 

  報 告 「『文明国標準』としての協調外交－中国国際共同管理論から 

        満州放棄論へ－」            大阪大学大学院 酒井 一臣 

  報 告 「国際連盟脱退の政治過程」        立教大学大学院 茶谷 誠一 

  報 告 「『出淵勝次日記』にみる満州事変下の日本外交 

                 －日米関係を中心に－」         宮内庁書陵部 高橋 勝浩 

  討論者                         広島大学 小池 誠一 

  司会者・討論者                         防衛大学校 戸部 良一 

 

Ｃ－２ 東アジア国際政治史Ⅰ（責任者：滝口太郎） 

  報 告 ｢蒋介石の対日政策－『安内攘外』期を中心として」       

                               敬愛大学 家近 亮子  

    報 告 ｢汪精衛南京政府の政治構造－思想と運動－｣ 

                          京都大学（非常勤） 柴田 哲雄  

  司会者                      長崎シーボルト大学  横山 宏章 

 

Ｃ－３ 欧州国際政治史 ・欧州研究（責任者：植田隆子） 

    《欧州における「民主化」をめぐる問題》 

  報 告 「エストニアの体制転換－国民国家形成をめぐる基本的争点」             

                         早稲田大学（非常勤） 小森 宏美       

  報 告 「ＥＵ東方拡大と加盟のための『政治基準』」 

                          慶應義塾大学大学院 東野 篤子 

  討論者                    国立民族学博物館 大津留智恵子 

  司会者・討論者                  国際基督教大学 植田 隆子 

 

Ｃ－４ アメリカ政治外交Ⅱ 

  報 告 「１９９０年代カナダにおける政党システムの変容」 

                         山梨大学（非常勤） 木暮健太郎 

  司会者・討論者               カリタス女子短期大学 竹中  豊 

   

Ｃ－５ 東アジアⅠ（責任者：添谷芳秀） 

  報 告 「米国における対中脅威認識の形成過程                 

        －リアリズムの視点からの分析－」     防衛研究所 川勝千可子 

  報 告 「日米安保の中の沖縄－特措法改正の政治プロセスを中心に－」 

                              琉球大学 島袋  純 

  討論者         東京経済大学 藤原  修          

  司会者                        防衛大学校 田所 昌幸        
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Ｃ－６ ラテンアメリカ（責任者：二村久則） 

  報 告 「ブラジル・カルドーゾ政権の外交政策－メルコスル、 

        対米関係を中心に－」          神田外語大学 子安 昭子 

  討論者           東洋英和女学院大学 三橋 利光 

  司会者            帝京大学 乗  浩子 

 

Ｃ－７ 国際統合（責任者：福田耕治） 

  報 告 「欧州新地域主義の胎動」            弘前大学 柑本 英雄 

  報 告 「欧州極北地域協力－バレンツ地域サブリージョナリズム 

        を事例として－」        国士舘大学（非常勤） 上村 信幸  

   

   報 告 「ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体（ECSC）の成立過程：１９５０～５１年 

        －プレヴァン・プラン、非カルテル化、アメリカの介入－」 

                           一橋大学大学院  山本  健 

  司会者                            早稲田大学 福田 耕治 

 

Ｃ－８ 安全保障Ⅱ 

  報 告 「米朝核交渉の戦略理論－ペリー報告のゲーム理論的分析－」   

                              神戸大学 石黒  馨 

  討論者                       青山学院大学 河野  勝 

  討論者                         杏林大学 倉田 秀也   

  司会者         青山学院大学 土山 實男 

 

Ｃ－９ 政策決定（責任者：長尾悟） 

  報 告 「日米関係と沖縄 １９４５～１９７２」 沖縄対外問題研究会 宮里 政玄        

   討論者                          九州大学 菅   英輝 

  司会者                       東洋学園大学  長尾  悟 

 

Ｃ－１０ 国際交流（責任者：阿部汎克） 

  報 告 ｢アフリカにおける難民問題－脆弱な国家性との関連で－｣  

                           金沢大学大学院 墓田  桂        

  討論者                     アジア経済研究所 武内 進一  

  司会者        青葉学園短期大学 阿部 汎克 

 

Ｃ－１１ 国連研究（責任者：内田孟男） 

  報 告 「国連平和維持活動の再検討とその改革への今後の展望 

       －『ブラヒミ・レポート』を中心に」 ロンドン大学大学院 永田 博美 

  報 告 「国連要員の安全確保を巡る諸問題」   日本国際問題研究所 山田 哲也        

  司会者・討論者                     常盤大学 渡部 茂己 

 

Ｃ－１２ 平和研究（責任者：酒井由美子） 

     《安全保障への新しい視点－批判理論からの視座設定》 

  報 告 「表象をめぐる政治の視点から」   横浜国立大学（非常勤） 野崎 孝弘 

  報 告 「『人間の安全保障』と批判理論－女性と子どもの 

        国際人身売買問題を事例として－」   ヨーク大学大学院 羽後 静子 

  討論者                          岐阜大学 澤田 眞治 

  討論者                          東北大学 土佐 弘之 

  司会者                          専修大学 石川 一雄 
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５月 2０日（日）  

 

分科会セッションＤ（9：30～11：00）／分科会セッションＥ（11：15～12：45） 

 

Ｄ－１/Ｅ－１（連続） 東アジア国際政治史Ⅱ 

  報 告 「独ソ不可侵条約と清沢洌」         明治大学大学院 石突 美香 

  報 告 「日中関係と日本海軍－日中海軍提携構想をめぐって－」 

                         国学院大学（非常勤） 樋口 秀実 

    報 告 「統一朝鮮を巡る朝中ソ関係１９４９～１９５０ 

        －北朝鮮の視点から－」         一橋大学大学院 高    一 

    司会者                        東京女子大学 滝口 太郎 

   

Ｄ－２/Ｅ－２（連続） アメリカ政治外交Ⅲ 

  報 告 「米国連邦議会における、中国に対する恒久正常通商関係（ＰＮＴＲ） 

        法案成立要因過程の分析」    メリーランド大学大学院 前嶋 和弘 

    報 告 「外交政策における議会の影響力－『アメリカとの契約』と 

        クリントン外交－」       関東学院大学（非常勤） 島村 直幸 

  報 告 「米国不拡散政策の再構築－21 世紀における‘武器’移転と 

        管理の新たな政策枠組みに向けて」      防衛研究所  佐藤 丙午 

  司会者        東洋英和女学院大学  高松 基之 

 

Ｄ－３/Ｅ－３（連続） ロシア･東欧Ⅲ 《ロシアの連邦制》 

  報 告 「プーチン政権の連邦制改革－『極東連邦管区』における展開－」    

                             早稲田大学  堀内 賢志 

  討論者               防衛研究所  兵頭 慎治 

  報 告 「ロシア連邦構成主体における制度選択問題－ウドムルト共和国と 

        ダゲスタン共和国を中心に－」       早稲田大学大学院 武田 智世 

    討論者                          青山学院大学 袴田 茂樹 

  司会者                          広島大学 岩田 賢司 

 

Ｄ－４/Ｅ－４（連続） 中東（責任者：酒井啓子）（※開始時間 10:00） 

  報 告 「サウディアラビア王国の国民形成－過程と特性－」 

                            東北大学大学院 中村  覚 

  討論者                           慶應義塾大学 富田 広士        

    報 告 「ポスト内戦期レバノンにおけるヒズブッラー－現状と展望－」              

                            京都大学大学院 末近 浩太 

  討論者                                  東洋英和女学院大学 池田 明史 

    司会者                        アジア経済研究所 酒井 啓子 

 

Ｄ－５/Ｅ－５（連続） 理論と方法（責任者：田中明彦） 

  報 告 「国際関係論の『関係論』的転回へ向けて－『社会ネットワーク分析』 

        の導入による新たな可能性－｣          東京大学大学院 岡田 晃枝 

  報 告 「ＰＫＯ参加の生存分析」          東京大学大学院 林   光 

    報 告  「勢力均衡システムと朝貢システム 

        －コンピュータ・シミュレーションによる分析」 東京大学 山本  和也 

  司会者                          東京大学  田中  明彦               

   

Ｄ－６ 東南アジア（責任者：田村慶子） 

  報 告 「ベトナム戦争期における北ベトナム政府の政策決定とイデオロギー 

        －１９５０年代後半のベトナム労働党の政治過程分析－」 
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                            東京大学大学院 庄司 智孝 

  報 告 「シンガポールのグループ代表選挙区（ＧＲＣ）制 

        －人民行動党の選挙制度改変と政権維持戦略－」 九州大学 金丸 裕志 

  司会者                         北九州大学 田村  慶子 

 

Ｄ－７ 日本外交史Ⅳと東アジアⅡの合同 

  報 告 「長崎国旗事件後の岸内閣の中国政策－国内対立、日米関係、 

        ヨーロッパでの冷戦の緩和傾向を視野に入れて－」  

                            京都大学大学院  佐野 方郁 

  報 告 「１９６０年代アジア秩序の変容と日本 

                －マレーシア紛争仲介工作を中心に－｣  一橋大学大学院 宮城 大蔵   

  司会者                       慶應義塾大学 添谷 芳秀 

 

Ｅ－６ 東アジアⅢ（※13:15 まで延長予定）                           

  報 告  「１９６０年代の日台関係－６４年の吉田茂訪台と円借款－｣ 

                               国士舘大学 清水  麗  

  報 告 「陳水扁政権の誕生と日本の対応」         国際大学 信田 智人 

  報 告 「台湾の民主化と米国の台湾政策」         明治大学  伊藤  剛        

  司会者・討論者                     防衛研究所  高木誠一郎 

 

Ｅ－７ トランスナショナル（責任者：加藤普章） 

  報 告 「『長い２１世紀』におけるボーダー／ボディ・ポリティクスの位相 

        －ホモソーシャルなリアリズムとの関係－」    東北大学  土佐 弘之 

  報 告 「アジアにおける『移住労働者の女性化』の展開 

        －新たな分断と連帯の様相－」      一橋大学大学院 小ヶ谷千穂        

  司会者・討論者       大東文化大学 加藤  普章        

      

   

 


