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日本国際政治学会2003年度研究大会のご案内 

 

 日本国際政治学会2003年度研究大会を下記の通り開催いたします。なにとぞ万障おくりあわせの

上、ご出席いただきますようご案内申し上げます。なお、以下のプログラムの報告題目などは暫定

的なもので最終的なプログラムは大会当日に配布いたしますので、ご了承をお願い申し上げます。 

2003年（平成15年）9月1日 

財団法人 日本国際政治学会 

理事長  下斗米 伸夫 

 

 日 時： 2003年 10月 17日（金）～10月 19日（日） 

 会 場： 研究交流センター（10月 17日） 

 〒305-0032 茨城県つくば市竹園2-20-5 電話：029-851-1331 

 つくば国際会議場（10月 18・19日） 

 〒305-0032 茨城県つくば市竹園2-20-3 電話：029-861-0001 

 

10月 17日（金） 

 

受付開始  12:00 

17日(金)午後の部会 12：30－14：45 
部会１. ヨーロッパ統合史の再検討  

司会  遠藤 乾（北海道大学） 

報告  上原良子（フェリス女学院大学）「フランスの欧州統合政策と近代化・冷戦・植民地－1947

年～1954年－」 

 細谷雄一（敬愛大学）   「欧州統合とイギリス―1950年代前半の外交戦略との関連で―」 

 川嶋周一（北大大学院）   「1960年代初頭における米欧関係の中の欧州統合－大西洋共

同体・欧州統合・独仏枢軸－」 

討論 鈴木一人（筑波大学） 

 
部会２．国際関係理論による日本および北東アジアの諸問題の分析 
司会・討論 小野直樹（武蔵工業大学） 
報告  宮下明聡（東京国際大学）    「構成主義と日本の安全保障政策」 
    岡本 至（大東文化大学（非常勤））「理論と実証：理論は日本の金融危機対応をどう説明
するのか」 
    泉川泰博（宮崎国際大学）    「同盟の諸理論と北東アジアの国際関係―同盟分断戦
略における政策選択の研究―」 
 

部会３. 冷戦とは何だったのか 
司会  山本武彦（早稲田大学） 
報告  遠藤誠治（成蹊大学）  「冷戦の国際政治構造―米国の覇権・多国間主義・自由主義国

際秩序―」 

 朱 建栄（東洋学園大学） 「東アジアにとっての 1965 年―「主役」の転換とそれにもた
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らされた冷戦構図の変動―」 

 石井 修（明治学院大学）  「米国の覇権と「冷戦」秩序」 

討論  油井大三郎（東京大学） 

 

分科会セッションA  15：00－16：30 別掲 
 

10月 18日（土） 

 

受付開始  9:00 

18日（土）午前の部会 9：30－12：00 
部会４． 歴史としての日中戦争 1937-1941  

司会  波多野澄雄（筑波大学）  

報告  松浦正孝（北海道大学） 「満州事変から『大東亜戦争』へ－汎アジア主義の政治経済史」 

  笠原十九司（都留文科大学）「日中戦争と海軍－海軍航空隊の作戦と役割を中心に－」 

  江田憲治（日本大学） 「中国の視点から―蒋介石の対日戦争観を中心に―」 

討論  戸部良一（防衛大学校） 

    山田辰雄（放送大学） 

 

部会５．地域紛争の現在－その特長における継続性と断絶性－ 
司会  臼杵 陽（国立民族学博物館） 
報告  林 明 （弘前大学） 「スリランカの民族紛争の特徴と国際社会との関係」  
  武内進一（アジア経済研究所） 「ルワンダにおける二つの紛争－国家と国際社会」 
 廣瀬陽子（慶應義塾大学） 「ナゴルノ・カラバフ紛争の位相－内戦から国際紛争へ」 

討論  戸田真紀子（天理大学） 
  石田 淳（東京大学） 

 

部会６．日本における国際政治学の成立（ラウンドテーブル） 
司会  山本吉宣（東京大学） 
報告  細谷千博（一橋大学名誉教授）  
  川田 侃（東京大学名誉教授） 

討論  二宮三郎（前流通経済大学教授） 
 

部会７． 日韓国際政治学会合同シンポジウム 
Regionalism in East Asia: Between Theories and the Realities（英語、通訳なし） 
Chair:  Ahn, Chung-Si (Seoul National University, President-elect for Korean Association of International 

Studies, 2004) 
Papers: Kim Byungki (Korea University) "Russian Regional Security Policy since September 11: Focusing 

on the Korean Peninsula" 
 Oba, Mie (Tokyo University of Science) "The Development of Regionalism in East Asia: Beyond 

ASEAN+3?" 
Discussants: Sohn, Ki-Sup (Seoul National University) 
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 Oshiba, Ryo (Hitotsubashi University) 
 
分科会セッションB 9：30－12：00 別掲 
分科会セッションC 13：30－15：10 別掲  
 
総会 15：10-16：00 

 
共通論題（パネル・ディスカッション） 16：00－18：30 
テーマ なぜいま、「帝国」か？ 
  
司会者 袴田茂樹（青山学院大学） 
報告者 
山内昌之（東京大学） 

   「ひきさかれた帝国―イラク問題とパクス・オリエンティスの背景」  
篠田英朗（広島大学） 
  「アメリカ『帝国』の思想的背景－リベラル・デモクラシーと『歴史の終焉』再検討」 
藤原帰一（東京大学） 
  「国際政治体系における帝国の問題－力の分布と政策選択」 
 討論者 
  佐々木雄太（名古屋大学） 
  田所昌幸 （慶応大学） 
 
 
懇親会 18：45－20：30  つくば国際会議場 多目的ホール 
 
 

10月 19日（日） 

 

受付開始  9：00 

分科会セッションD  9：30－11：00 別掲 
分科会セッションE 11：15－12：45 別掲 
 
19日（日）午後の部会 14：00－16：30 
部会８．朝鮮半島安全保障の国際関係 
司会  高木誠一郎（青山学院大学） 
報告  道下徳成（防衛研究所） 「北朝鮮をめぐる米韓・日米同盟と日米韓協調体制」 
 平岩俊司（静岡県立大学） 「中国の朝鮮半島政策－北朝鮮をめぐる対米姿勢－」 
  中野潤三（鈴鹿国際大学） 「ロシアの国益と北朝鮮の核問題・体制変革」 

討論  倉田秀也（杏林大学） 
 
部会９．21世紀 国連の意義 

司会  内田孟男（中央大学） 

報告  大泉敬子（東京情報大学） 「「人間の安全保障」の視点から考える国連の平和活動―東ティ

モールを事例として」 
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  則武輝幸（帝京大学） 「国連平和維持活動を通じた破綻国家の再建―シエラレオネ

の事例を中心に―」 

  星野俊也（大阪大学） 「『国際平和回復政策』の構想と国連」  

討論  横田洋三（中央大学） 

 

 

部会 10． 中曽根外交の再検討 
司会 渡邊昭夫（東京大学名誉教授） 
報告  草野 厚（慶應義塾大学） 「中曽根外交と国内政治」 
  川上高司（北陸大学） 「中曽根外交とアメリカ－日米パートナーシップと競合関係

－(1982年 11月～87年 10月)」 
  添谷芳秀（慶應義塾大学） 「中曽根外交とアジア」 

討論  五百旗頭真（神戸大学） 
 
部会 11． コンストラクティヴィズムをどう考えるか 
司会・討論 飯田敬輔（青山学院大学） 
報告  大矢根聡（同志社大学） 「コンストラクティヴィズムの分析射程―規範の衝突・調整：

「貿易と環境」の事例分析―」 
  山田高敬（上智大学） 「コンストラクティビズムから見た「超領域的ガバナンス」の

条件－経済と環境を統合する「共通知識」の形成に向けて－」 
 宮岡 勲（大阪外国語大学）「コンストラクティビズムの認識論と方法論」 
 
 
 
 
 

日本国際政治学会２００３年度研究大会分科会プログラム 
 
◆ １０月１７日（金） 
分科会セッションＡ（15:00~16:30） 

 
Ａ－１ 東アジア国際政治史Ⅰ （責任者：滝口太郎） 
 報 告 「趙紫陽と『四川経験』 －改革開放の一系譜」 愛知県立大学 三宅 康之 
 討論者       早稲田大学 天児  慧 
 司会者         東京女子大学 滝口 太郎 
 
Ａ－２ アメリカ政治外交Ⅰ （責任者：高松基之） 
 報 告 「パックス・アメリカーナ(PA)の展望」日本戦略研究フォーラム 坂本 正弘 
 討論者                            北陸大学 川上  高司    
  司会者                     東洋英和女学院大学 高松 基之 
 
Ａ－３ 国連研究 （責任者：庄司真理子） 
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報 告  ｢UNDPによる紛争予防への取り組み－南東欧における早期警報システム 
      構築に関して｣              北九州市立大学  大平   剛 
報 告 ｢地球環境ガバナンスと国連改革｣     神奈川大学（非常勤）横田 匡紀 
討論者                                    常磐大学 渡部 茂己 
司会者                                 敬愛大学 庄司真理子  

 
◆ １０月１８日（土） 
  分科会セッションＢ（9:30~12:00） 
 
B－１ 欧州国際政治史・欧州研究Ⅰ （責任者：植田隆子） 
報 告 「ド・ゴール外交とアメリカのベトナム戦争 －『仏米同盟』 
      をめぐる一考察」         甲子園大学（非常勤） 鳥潟 優子 
 報 告 「８０年代ミサイル論争と反核平和運動 －西独国際関係論における位相」 
                          京都大学（助手） 葛谷  彩 
 討論者                          筑波大学 松岡  完 
 討論者                           神戸大学 網谷 龍介 
  司会者                       国際基督教大学 植田 隆子 
 
◆ １０月１８日（土） 
  分科会セッションC（13:30~15:10） 
 
C－１ 日本外交史Ⅰ （責任者：黒沢文貴） 
       《戦後日本のアジア外交》 
 報 告 「池田政権の対外政策と日韓交渉 －内政外交における『政治経済一体路線』 

の視点から」             立教大学（助手） 金  斗昇 
 報 告 「日本の『経済大国化』と東南アジア外交 －東南アジア開発閣僚会議 
              を中心に」               筑波大学大学院 高橋 和宏 
 討論者                          東京大学 木宮 正史 
  討論者                     筑波大学（非常勤） 佐藤  晋 
司会者                        東京女子大学 黒沢 文貴 

 
C－２ 東アジア国際政治史Ⅱ （責任者：滝口太郎） 
    《中国の外交官》 
報 告 「王正廷外交と国民政府の対日政策」    名古屋大学大学院 高  文勝 
 報 告 「中国近代外交官論」              北海道大学 川島  真 
 討論者                         早稲田大学 劉   傑 
 司会者                        東京女子大学 滝口 太郎 

 
C－３ アメリカ政治外交Ⅱ (責任者：高松基之) 
報 告 「マッケンジー･キング自由党と大戦間期カナダの外交的発展  
      －総督の地位をめぐる問題を足掛かりとして」  麗澤大学 田中 俊弘 
 討論者                         桜美林大学 吉田 健正 
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 司会者                        大東文化大学 加藤 普章 
 
C－４ 東アジアⅠ （責任者：平岩俊司） 
 報 告 「東アジアの安全保障と米中関係」         中部大学 三船 恵美 
 討論者                        慶應義塾大学 安田  淳 
 報 告 「北朝鮮の経済改革 －その性格と可能性」    防衛研究所 室岡 鉄夫 
 討論者                       大阪外国語大学 五島 文雄 
司会者                        静岡県立大学 平岩 俊司 

 
C－５ 東南アジア （責任者：田村慶子） 
報 告 「１９９０年代初頭に提唱されたマハティール・マレーシア首相の 
     EAEG構想について －その歴史的評価に向けての一考察」 
                         早稲田大学大学院 塩谷さやか          
 報 告 「マレーシア映画のあゆみ －戦争映画にみる四半世紀」    山本 朋子             

 討論者                          獨協大学 金子 芳樹            

 司会者              北九州市立大学 田村 慶子 
C－６ 中東 （責任者：酒井啓子） 
報 告 「イラン・イスラーム共和国の世俗化論争 
      －『イスラーム政治』の新局面」     東京大学大学院 坂梨  祥             

 討論者                          日本大学 松永 泰行 
 司会者          アジア経済研究所 酒井 啓子 
 
C－７ アフリカ （責任者：青木一能） 
    《アフリカにおける民主化の現状とその課題 －南部アフリカを中心として》 
 報 告 「民主化定着期における立法府および政党機能」   日本大学 青木 一能 
 報 告 「『民主化』の再検討：政治制度と政治実践の狭間」  東京大学 遠藤  貢 
討論者                     日本国際問題研究所 片岡 貞治 
討論者                           外務省 池田 潔彦 

 司会者                          敬愛大学 小田 英郎 
 
C－８ 国際統合Ⅰ （責任者：小久保康之） 
報 告 「アジア地域の国際金融協力とレジーム形成 －ASEAN＋３による 
     チェンマイ・イニシアティブ」     関西学院大学大学院 田中 紀子             

討論者           南山大学 須藤 秀夫 
報 告 「欧州連合の軍事的・非軍事的危機管理 
      －NATOとOSCEとの連関からの考察」  国際基督教大学 植田 隆子 
 司会者         静岡県立大学 小久保康之  
  
C－９ 理論と方法Ⅰ （責任者：石田淳） 
 報 告 「国際政治学における規範・制度の再検討」   青山学院大学 太田  宏 
 報 告 「国際政治学における『選好』の再検討」 

コロンビア大学大学院 杉之原真子 
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 討論者                         藤女子大学 五月女律子 
 司会者              専修大学 稲田 十一 
 
C－１０ 安全保障Ⅰ （責任者：土山實男） 
 報 告 「ネオコンの安全保障論の特質」          朝日新聞 三浦 俊章 
討論者                          東京大学 山本 吉宣        
司会者      青山学院大学 土山 實男 

 
C－１１ 国際政治経済Ⅰ （責任者：山田高敬） 
報 告 「欧州とアジアの地球環境ガバナンスの比較論的考察 －越境大気汚染 
      問題をめぐる地域枠組形成プロセスを事例に」 宇都宮大学 高橋 若菜 
 報 告 「多国間環境交渉過程とリーダーシップ」    東京工業大学 蟹江 憲史 
 討論者             国立環境研究所 川島 康子 
 司会者           上智大学 山田 高敬 
 
C－１２ トランスナショナルⅠ （責任者：関根政美） 
     《アジアの外国人問題》 
報 告 「台湾の外国人労働者問題の分析 －１９９０年代の政策転換の帰結」 
                 筑波大学大学院 明石 純一 
報 告 「脱植民地化、国境形成とエスニック紛争  
      －インド北東部におけるナショナリズム運動と移民排斥を事例に」 
                        慶應義塾大学大学院 木村真希子 
討論者       立命館アジア太平洋大学 石井 由香 
 司会者         慶應義塾大学 関根 政美 
 
C－１３ 平和研究 （責任者：多賀秀敏） 
 報 告 「中東の戦争と平和の条件 －和平プロセスはなぜ破綻するのか」  
                            静岡産業大学 森戸 幸次 
 報 告 「世界政治と世界市民 －カントの永遠平和思想の現代的位相」 
        ロンドン大学（ＬＳＥ）大学院 北村  治 
 報 告 「紛争後の国民和解 －カンボジアを事例に」 一橋大学大学院 古内 洋平 
 討論者           愛知大学 鈴木 規夫 
 討論者      広島修道大学 岡本 三夫 
 司会者        富山大学 佐藤 幸男 
 
◆ １０月１９日（日） 
分科会セッションD（9:30~11:00）／セッションE（11:15~12:45） 

D－１／E－１（連続） 欧州国際政治史・欧州研究Ⅱ／国際統合Ⅱ共催 
                        （責任者：植田隆子／小久保康之）D－１ 
報 告 「西ドイツの西側統合路線の形成とシューマン・プラン交渉 
      －西ドイツ再軍備問題との交錯 １９４９－１９５１」 

 慶應義塾大学大学院 金子  新 
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 報 告 「イギリス外交・通商政策の転換とコモンウェルス、１９５６－５７年  
－オーストラリア、カナダとの通商協議を中心に」  

京都大学（助手） 小川 浩之 
 討論者              東京大学 森井 裕一 
 討論者                         桜美林大学 福嶋 輝彦 
 司会者        国際基督教大学 植田 隆子 
E－１ 
 報 告 「EU統合と『包括的移民政策』－EU難民・移民政策の『対外』政策的側面」 
                東京大学大学院 岡部みどり 
 報 告 「EU東方拡大の財政コストと外交戦略」 

東北文化学園大学（助手） 永澤 雄治  
 討論者          横浜国立大学 庄司 克宏 
 司会者・討論者     静岡県立大学 小久保康之 
 
D－２／E－２（連続） アメリカ政治外交Ⅲ（責任者：高松基之）  
 報 告 「ウィルソン政権と戦後東アジア・太平洋をめぐる諸構想  

－パリ講和会議への道程」      同志社大学（嘱託） 高原 秀介 
報 告 「アメリカ外交における『民主化』政策 
      －クリントン政権の民主化支援政策の検証」 中央大学大学院 横山  歩             
 報 告 「ジョンソン大統領と『貧困との戦い』」   名古屋外国語大学 山田 敬信 
 司会者        立教大学 佐々木卓也    
 
D－３／E－３（連続） ロシア・東欧（責任者：岩田賢司） 
   《ロシアと東欧の国際政治》 
 報 告 「日ロエネルギー協力と東アジア地域安全保障」 国士舘大学 ﾔｺﾌ･ｼﾞﾝﾍﾞﾙｸﾞ 
 討論者           防衛大学校 小泉 直美 
報 告 「国際環境保全の機能主義的パートナーシップ 
      －ドナウ川流域の事例を参考に」    慶應義塾大学大学院 中林 啓修             
討論者           日本大学 池本 修一 
報 告 「ブルガリア＝ルーマニア国境線問題とバルカン戦争（１９１２－１３年） 

 －オーストリア＝ハンガリー帝国の視点から」  
立命館大学（非常勤） 馬場  優 

 討論者            法政大学 羽場久 子 
 司会者           広島大学 岩田 賢司 
 
D－４／E－４（連続） 安全保障Ⅱ（責任者：土山實男） 
D－４ 
 報 告 「小型武器問題と国際社会 －統合的アプローチの現状と展望」 
            防衛研究所 佐藤 丙午 
 討論者          防衛大学校 宮坂 直史 
 司会者      武蔵工業大学 志鳥 学修 
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E－４ 
 報 告 「ヴェトナム戦争における英政府和平努力 １９６５－６７ 

－ウィルソン首相の米ソ首脳会議外交を中心として」  
青山学院大学（非常勤） 水本 義彦 

 司会者・討論者       獨協大学 永野 隆行 
 
D－５／E－５（連続） 国際交流（責任者：川村陶子） 
   《転換期の国際文化交流》 
D－５《「民主主義の帝国」の時代の国際文化交流 －歴史的検討》 
 報 告 〈米国〉「政府と民間からみた国際交流の public diplomacy化」  

桜美林大学 牧田 東一  
 報 告 〈欧州〉「ヨーロッパにおける文化交流の多様な展開」 成蹊大学 川村 陶子 
                日本学術振興会特別研究員 岸  清香 
 討論者        東京大学 田中 明彦 
 司会者       早稲田大学 平野健一郎 
E－５《パネルディスカッション：日本の国際文化交流政策の新展開》 
 討論者 「対外政策における文化交流」            外務省 能化 正樹 
 討論者 「国際交流基金の役割」   国際交流基金 坂戸  勝 
 討論者 「文化政策における国際交流」         文化庁 吉尾 啓介 
 討論者 「文化産業振興と国際交流」           経済産業省 境  真良 
 司会者       早稲田大学 平野健一郎 
 
D－６／E－６（連続）トランスナショナルⅡ （責任者：関根政美） 
     《市民権と多文化主義》 
 報 告 「現代政治理論から見たＥＵ －市民権の観点から」 
                           東京大学大学院 山崎  望 
 報 告 「ＥＵ市民権と移民の地方参政権行使の実態」  

日本学術振興会特別研究員 鈴木 規子 
 報 告 「カナダにおける多文化レジームの変容 －集団多元主義からの脱却か？」 
                           一橋大学大学院 工藤 義弘  
 討論者                   立命館アジア太平洋大学 石井 由香 
 司会者                        慶應義塾大学 関根 政美 
 
D－７ 日本外交史Ⅱ （責任者：黒沢文貴） 
    《日露戦争と中国》 
 報 告 「中国から見た日露戦争」        北京大学 王  立新 
 報 告 「日露戦争中の大陸における日本の活動」      名城大学 稲葉 千晴  
 討論者           北海道大学 川島  真 
 司会者      帝京大学（元教授） 松村 正義   
 
D－８ 東アジアⅡ （責任者：平岩俊司） 
 報 告 「靖国神社参拝を批判する言説の一考察 －｢強国論壇｣と『人民日報』 
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     とを比較する視点から」          東京大学大学院 祁 景 
 報 告 「中国の『独立自主外交』再考 －対外認識の静かな革命」  
                         日本国際問題研究所 益尾知佐子 
討論者                        横浜市立大学 唐   亮          
 司会者                        静岡県立大学 平岩 俊司 
 
D－９ ラテンアメリカ （責任者：乗浩子） 
報 告 「民主化期ラテンアメリカの文民統制確立の課題 
     －チリ、エクアドル、パラグアイの事例の比較検討から」 
                            愛国学園大学 浦部 浩之 
 討論者        名古屋大学 二村 久則 
 司会者        帝京大学 乗  浩子 
 
E－７ 理論と方法Ⅱ （責任者：石田淳） 
 報 告 「民主国家と非民主国家の政策協調と国際制度」   京都大学 鈴木 基史 
 司会者・討論者         早稲田大学 河野  勝 
 
E－８ 国際政治経済Ⅱ （責任者：山田高敬） 
報 告 「日米自動車産業のグローバル化と貿易摩擦  
      －貿易自由化原則の二面性を中心に」   北九州市立大学 小尾美千代 
報 告 「中国のWTO加盟 －対中差別的加盟条件の先例性の評価」    
                          明治大学大学院 濱田 太郎     
討論者           一橋大学 山田  敦 
 司会者        上智大学 山田 高敬 
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