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この ところ、 F日 本 における国際組織研究 」 を NIRA
の依頼で まとめ、また学会機関誌第76号『 国際組織 と体

意志決定過程が多様化 して いるため、交渉の内容 と過程

制変化 」の編集をつ とめるなど、私は もっぱ ら国際組織
研究 に力を注 いでいる。上智大学 において も、「国際組

とを十分ふまえた研究を行 うことによって、は じめて意味
ある理解が可能 となるのである。

織 の構造 と機能」を講義 し、演習 では、国際組織 にかか
わる理論研究を検討 し、さまざまな グローバル・ イシュ

広範囲な国際協力活動の主体 としての独 自性を有 して い

ーズを取 り上げて いる。

し不可 もな しという種類の決議の場合 とがある。国連の

第 2に 、国際組織が会議外交 の場であるばか りでな く、

1968年 以来 、ほとん ど毎年 、私は総会その他多 くの国

ることをあげたい。資金援助、技術援助 、人道援助ばか
りでな く、国連 による平和維持活動など、国際組織が主

連会議 に出席 し、と くに76年 春か ら 3年 半 はニ ューヨー

体 となっている諸活動 においては 、事務局を中心とした

クにある国連代表部 に在勤 して 日本の国連外交 に専念 し

国際官僚が一般 に大幅な権限 と主体性を有 しており、加
た。また、現在 も国連人権委員会 政府代表を勤 めて いる。 盟国の役割は 、主 として方針 の確立 と事業の管理にとど
国連 と国際政治 とのかかわ りあい、国連 システムの複雑
まっている。加盟国の間 には、会議外交の場 における南
なメカニズム、日本を含む各国の国連外交など、体験を
北関係のよ うな対立 は少 な く、技術援助などにたい して
通 して得 た知識や問題意識 に、当然 の ことなが ら私の研

も驚 くほどの 協力が先進工業諸国 と被援助国 との間に見

究関心は影響 される。
ところが折 にお、
れ受 ける質問や研究相談か ら、国際組

組織 の諸活動を通 した国際協力の実態が 見逃 され易いが、

織 の実態 についての認識が必ず しも十分ではないと見受

国際社会の 協力関係を正 しく評価 するためには、 これ ら

け られることがあるので、以 下思 いつ く点を 2、 3記 し

の活動が重要 な研究対象であろう。

て見たいと思 う。

その他 沈電野組織を通 して成立 するさまざまな合意は
最近 の「体制論」が示唆するように、国際的な協調関係

られる。通常 、会議外交の側面ばか りが注 目され、国際

第 1に 指摘 したいのは、国際組織の フォーマルな狽1面
とイ ンフォーマルな側面 とは異なるとい うことである。

の樹立 を解明する鍵であ り、国際社会の秩序 と変容を推

投票態度 の分析 を例にとるな らば 、加盟国は主権の行使

測 する有用な手立 てであろ う。

の現われ として、独 自に決議案を提案 し、独 自の判断 に
基 づいて投票 することとな っている。ところが 1960年 代

この場合、国際組織 における合意形成の契機 となるの
は、しば しば勝れて先見性の ある着想である ことをつ け
以降の国連 においては 、77カ 国 グル ープの登場 とともに、 加えておきたい。新 しい海洋秩序へ の模索が、マル タの
パ ル ド大使の海洋を「人類共通の遺産 Jと する発想に触
国家 グル ープが 協議 して決議案をつ くり、投票態度をき
める傾 向が強 くな った。 とくに経済問題 につ いては、南
発 されたように、国際組織 において、国際社会 の未来 に

側 の諸国が まず音頭を とって決議案をつ くり、北側諸国
ががこれに対応 す るというパ タ ーンが成立 し、決議案 は

向けてのアジェンダを設定 し、推進 するのは、世界的規
模 の合意を動員 で きる「考えJな のである。国際社会に

グル ープ内およびグル ープ間の非公式協議の結果成立 し
た コンセ ンサス に基 づ いて 採 択 が 行われ るようになっ

進路を示すような豊かな発想が、 日本の学界、 とくに本
学会か ら続 々と提案 されることを、期待 してや まない。

た。 したが って 、投票態度の数量的な分析 は、意志決定
過程の研究 としては、あまり意味を持たない場合が多 く
な った。その上、コンセ ンサス採択は、NIEO決 議のよ
うに協議を重ねた上での最低限の妥協の場合 と、可 もな

―
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1984年 秋季研究大会
10月 27日

、28日

於 日本大学

この特集 にあたり、テ ーマ と関連 した論文を 2〜 3編
公募 いたします。論文は 400字 詰原稿用紙50枚 以内 (注

学会活 動報告
(1984年 3月 〜 6月
3月 29日

私学会館 において会計監査

5月 20日

機関誌『 国際政治 』第76号 (昭 和59年 度第 1
号)「 国際組織 と体制変化 J発 行
運営委員会 。理事会開催 (於 神 戸市六 甲荘 )

5月 25日

5月 26〜 27日
5月 26日

5月 27日
6月 12日

を含む)、 締切 は1985年 2月 末 日で す。執筆 ご希望の方
は、1984年 8月 末 日まで に題 目と要 旨 (800字 程度 )を

)

下記 あて にご送付下 さい。 ご希望通 り本 号に掲載できる
か どうか は特集 テ ーマ全体 とのバ ランスを考慮 して判断
させて いただき、改 めて ご通知 申 し上げ ます。
編集責任者
〒 657

春季研究大会開催 (於 神 戸大学 )大 会出
席者 260名 懇親会出席者 165名

神 戸大学法学部
電

編集委員会開催 (於 神 戸大学 )
書評小委員会開催 (於 神 戸大学 )

重

昭

線 3040
)

編集 に当 っての基本方針 は次の通 りです。
｀ ″
科学技術 革命 の進行が国際政治経済 システムの変
「負」のインパク トをめ ぐって、歴 史的
容 に及ぼ す「正」

(成 瞑大学)

視点か らの考察を も含め、総合的な角度 か ら分析 と検討

F国

を加える。

際政治 』第76号 「国際組織 と体制変化 J(緒
方貞子会員担 当♪をお届けしま した。
機関誌

078‑881‑1212内

原 稿 募 集 につ い て

編 集 委 員 会 だ よ り
野

話

◇機関誌第83号『 科学技術と国際政治J(仮 題

機関誌『 国際政治 』 にたいす る助成金 (105
万円)の 内定通知 lt も とづき文部省 に交付申請

宇

木村修三
神 戸市灘区六甲台町 2

｀ ″
具体的 には、(1)科 学技術 革命 下 の国際構造の変容 、
②技術移転 に伴 う紛争・ 調和の国家間 (国 家群間、地域

現在 、第77号 「国際統合 の研究 」 (鴨 武彦会員担当,
と第78号 「東ア ジアの新 しい国際環境 J(中 嶋嶺雄会員

「灰色領域 」化、口個別的
間♪関係、Q技 術革新 と技術 の
こ
事例、を大枠 として設定 し、 れ らの枠組 みに適 した諸

担当)の 編集・ 刊行作業が進行中です。
これに続 く編集予定 は、第79号 「 日加関係の 史的展開」 論稿を収録 する予定 で す。会員諸氏のご応募をお待 ちし
てお ります。
(原 口邦紘会員担当)、 第80号 「軍備管 理・ 軍縮 の諸間
執筆希望の方 は、論題 と簡単 な要 旨を1985年 3月 末 日
題 」 (木 村修三 会員担 当♪ 、第81号 「 ソ連圏諸国の内政
まで にご提出 して いただ きたい。なお原稿締切 りは1986
と外交」 (伊 東孝之会員担当)、 第82号 「世界 システ ムJ
年 3月 末 日。原稿枚数 は、 400字 50枚 。
(猪 口孝会員担当)、 第83号 「科学技術 と国際政治 J(山
詳細 なお問い合せは、直接 下記 へ お願 いいた します。
本武彦会員担 当)、 第84号 「東南ア ジアにおける民族 と
編集責任 者 山本武彦
国家」とな ってお り、逐次『 ニューズ レター』で原稿 を
〒 100東 京都千代田lX永 田町 1‑10‑1
い
公募 た します。
国立国会図書館調査局内
の
なお この間、日本国際政治 学会創立30周 年記念事業
電話 581‑2331(内 )362
一環 として、何 らかの形で「30周 年記念特別 号」を刊行
す る企画案が検討中で、第83号 あた りの刊行計画が若千
変更され る可能性 もあ ります。

海 外学界 との交流拡大 につ いて

◇機関誌第80号『 軍備管理・軍縮の諸問題J(仮
題 )の 原 稿 募 集 につ い て

￨1 田
サ

わが学会の機関誌 で『 軍縮問題の研究Jと 題する特集
号が出されたのは1967年 のことですが、それ以後、現実
の動 きは ます ます軍縮 とは逆の方向をたどり、いまや全
世界的な規模で軍事化の波が押 し寄せているように感 じ
られ ます。そ こで本 号では、軍備管理 と称せ られ た米 ソ
の交渉がなぜ失敗 に帰 したのか とい うことを中心に、国
連 、中級国家、第三世界、市民運動、技術等 々の多角的
視点か ら、改めて軍備管理・ 軍縮をめ ぐる諸問題 に考察
を加えたいと考 えてお ります。
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侃 (上 智大学)

ちょうど 1年 前のこのニ ューズ レター (No 24)に 、 I

SA(ア メ リカ国際政治学会)の メキ シコ市における第
24回 総会 (1983年 4月

)に ついての細谷千博氏 による短

い レポー トが掲載 されて い る。そ こに、1977年 秋 に日本
国際政治学会が音頭を とって開 いた 3国 (日 米英)学 会
のシンポジウムが先鞭をつ けた道に沿 って、各国の国際
政治学会の間の連絡・ 提携関係をより深めるために、今
度 は ISAが 呼び かけの母体 とな って1984年 3月 に世界

的な集会を もつ ことが決 ま った旨が報告 されている。 こ
とは実際 に もこの筋書きとお りに運 ばれ、 ことしの 3月
25日

か ら27日 にか けて Second world Assembly of

まや ISAに 次 ぐほとの大きな存在 とな ってお り、これ
か らの 際交流 にはそれなりに大きな役割を果 さねばな
らない立場 にあ るように思われ る。
FR」

international studies associationsな るもの/1ゞ ヮシ
ントンで ゝ
れた。私 もその直前 になって JA IR President
'助
として出
席するように ISAよ り招かれて急遠 ヮ シン ト

ISAは みずか らを ISA一 North Attricaと 称 じ
ている。 すで に会員数はおよそ 2,200に 達 し、その うち

ンにお もむき、現地で細谷氏 (元 理事長)、 平井友義氏
(編 集主任 )、 大畠英樹氏 (前 事務局長♪ らと合流 して

住地は60カ 国 にまたが ってお り、その意味では ISAは
それ 自身すでに「一 つの真 に国際的な組織 にな って いるJ

4人 でこの世界会議 に参加 した。 またこのあと:￨￨き 続 い
て 3月 27日 か らア トランタで開かれた ISAの 25周 年記

ISAは アメ リカやカナダ以外で も11次 総会を開いた し

念総会に も出席 した。そ こには関寛治氏 、杉山恭氏 、猪

の75%は 合衆国の住民であるが、あとの25%の 会員 の居

(I S A1983‑84 President Bruce Russett)。

また

口孝・ 邦子夫妻 らの諸会員 も姿をみせた。

(メ キ シコ市、1983年 )、 これか らもおそ らくそうする
たろ う。海外の提携学会 (assOciated organiza● Ons)

今回の ISAに よる Wond Assem bly ̀ま かな りの
規模 の もので、その呼びか け も世界各国の国際政治学会

もわれわれ JAIRを は じめとしてすでに10指 を越 えて
い る。そ してい ま国際政治学の 「地球 化 J(1982‑83

に対 して幅広 く行われ、招待者 リス トをみると 140名 以

President Harold」 aco bSO n)「 世界的な制度的協力の
可能性J(Russett)を 求めて意欲的な模索を 開始 した
よ うにみえる。国際政治学 の世界的な ネッ トヮーク作 り

上に及んでいる。実際にこの会議に参加 して常時出席 し
たのは30名 内外でぁ ったが 、北米や西欧か らは もとより
東欧・ ソ連 。中南米などか らも、その顔ぶ れはなかなか
飾 々た るものであ った。 こ うしたことに国際政治学会の
グ ローバ ルな ネッ トワー ク作 りに対 する ISAの 意欲的
な取 り組み方がよ くうかがわれたが、会議で は主導権を

は、こんにちの重大化 した世界的諸問題の解決 につなが
るものがあるとい う点で も、よりよい世界へ向けての不
plr欠

の重要事であることはい うを またない。現在われわ

れの学会は会員数で こそ 1,000を 越え、 ISAの およそ

取 り過 ぎるとの印象を避 けるためか、具体的な提案を I

2分 の 1の 勢力を誇 るよ うになったとはいえ、その国際

SAの 方 であ らか じめ用意 して お くとい うようなことは

性 とい うか開放性 において、その多様性や弾力性 におい
て 、また国際政治学の グローバ リゼーションに向けての

なか った。ただ 、1977年 の東京での First Assembly
″
に集 った日米 英の 3学 会が ｀
仮 りの シンボ リックな地位
意欲 と展望 において、ISAは われわれより遥かに前方
にあるとい う意味で交代で座長をつ とめた ぐらいで、会
を進んでいるようにみえる。
議は自由で活発な意 見交換の うちに過ぎ、最後 に1986年
日本国際政治学会は確か に大 き く成長 したが、 これか
に Third Assemblyを 開 くことを日安 に 5人 委員会を
作 ることを決めて閉会 とな った。 5人 委員会は 日本か ら
First Assemblyの ホス ト役 をつ とめた細 谷氏、ほかに
西 ドイ ツ、ブラジル 、ハ ンガ リー、それ に ISAか らの
各 1名 ずつで構成された。これまで もわれわれの学会の
対外交流に重要な貢献をされた細谷氏が委員 とな り、わ
れわれとしては心強 い次第であ る。
この世界会議 に参加 して何 よ りも強 く私が感 じたこと
は、これか らの国際交流 についてわれわれの学会 に対す
る期待 がいろいろな意味で大き くなるだろうとい うこと
であ った。この会議で私は1986年 にはた またま 」AIR
も創立30周 年の節 目を迎えるので 、これを記念 して何か
特別の研究集会を開き、そ こにで きれば外国のす ぐれた
学者 を招きたいとの願望を表明 したが 、これは私 の偽 ら
ざる心境で もあ り、内外の 協力をえて何 とか実現 するよ
うに努力 したいと思 う。半年ほど前のニ ューズレター(NQ

26)を みると、関寛治氏が ISAと

らはわれわれ も海外学界 との交流拡大 に一段 と意を注ま
これまでのよ うに ISAや BISAと も、またそのほか
の欧州諸国や中南米の諸学会、例 えば Mexican I S A
とも、そ して中国社会科学院 とも、またソ連邦科学 アカ
デ ミー、とりわけ「世思経済国際関係研究所」 (IME
MOり とも、さらにアジア、アフ リカの発展途上諸国の
志を同 じくする研究者たちとも連絡 。提携 の諸関係を深
め 、それによってわれわれの学会の力をため し鍛えなが
ら、国際政治学のグローバ リゼ ーシ ョンに向けて力を尽
してい くべ きた ろう。創立30周 年を こうした飛躍の転機
として捉えるための準備 にわれわれは明 日か らで も取 り
掛か らねばな らな いと思 う。

研 究分 科 会 の近 況
日本外 交史分科会

JAIRの タイム・

ラグについて論及 している。 もしこうした ラグが本当に
あるのな ら交流促進は急がれねばな らない。そ うでな く
とも、われわれの学会は国際政治学会 として世界的 にい
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大

畑

篤 四郎

(早 稲 田大学 )

日本外交史研究分科会では、本 年 4月 7日 、栗原健氏

(外 務省 外交史料館 )の 案内と解説 によ り青山墓地を訪問

場所

青 山学院 大学問島記念館第 10会 議室

する会合をひ らいた。昨年の当学会宮崎大会の際 に行な

報告

衛藤渚吉 (青 山学院 大学教授 )「 文化摩擦 の

った小村寿太郎 候旧宅跡および墓地訪間 につづ く、史跡
探訪の一環 とい ってよい。青山霊園 (墓 地 )に は大久保

概念 につ いて

J

第 3回 研究会

)午 後 3時 〜 5時

利通、加藤高明、黒田清隆、小村寿太郎、牧野伸顕、珍
田捨 己、頭山満、阿部守太郎、デニ ソン、吉田茂等 々、

日時

7月

場所

東京大学教 養学部駒場 8号 館 306号 室

ちろんその他各界の )先 覚者 、

報告

内田孟男 (国 連大学 プ ロ グ ラム主任 )「 国連

政治外交の分野での

(も

12日

(木

指導者の墓がな らび、墓地 に故人の 人柄 も偲ばれ、歴史

機関 にお ける学術交流 ― ユ ネスコ と国連 大

を学ぶ者 にとっては非常 に感銘深か った。なお この会合

学を例 と して J

については別に栗原氏が『 日本歴史」誌 上に詳 しく紹介
され るよ うに伺 っている。Blに この会合 に先立 って東京
在住 メンバ ーを中心と して、吉田茂記念 事業財団 との懇

名古屋国際政治史研究会

談会が開かれた。

福

藤

茂

夫

(名

継 大学)

昨年来の 当研究会の発表内容は以 下の通 りです。 (な

安 全保 障分科会
佐

田

栄

一

お毎回の報告要旨を月 F・l発 行の 「ぴ じょん Jに 掲載,
第38回 1983年 6月 15日 イギ リス と欧州1統 合―イギ リス

(新 島学園女子短大)

の欧州共同体

(EC)加 盟 に関する 一考察

(太 田正登、

当分科会では、1983年 7月 以降、次の会員の方 々か ら
貴 重な報告を受け、それぞれの研究成果をめ ぐ って活発

愛知学院大大学院)
第39回 9月 21日 初期 のアメ リカの対 日講和政策―早期

な討論の機会を もつ ことがで きま した。

講和論 と時期尚早論をめ ぐって一 (肥 田進 、名城大 )
第40回 10月 12日 アメ リカのア ジア政策 ―ポイン ト・ フ

岩島久夫 (防 衛研修所 )「 最近の国
際軍事情勢をどう見るか――
一 ―その構造的把握J於
日本国際問題研究所会議室

1983年 7月 29日

1983年 9月 29日

伊豆 見元 (平 和・ 安全保障研究所 )

「朝鮮半島の軍事情勢 J於 日本国際問題研究所分室
1984年 3月 16日

梅本克也 (東 京大学大学院博士課程リ

「日本の防衛政策 。防衛論議を分析 する為の 予備的
考察 ――――
同鸞国間の役割分担 に関する公共財理論
に就て J於 参議院第 2別 館会議室

ォア計画 と東南アジアー (加 藤正男、愛知大学国際問題
研究所 ,
第41回 11月 9日 ラテ ンアメ リカにお ける官僚主義的権
威主義 とコーポ ラテ ィズム論 ―そのItl域 的射程 ― (松 下
洋、南山大 )
第42回

12月 21日

ヴァンデ ンバ ーグと超党派外交 (福 田

茂夫、名大 )
第43回 1984年 1月 18日

1984年 5月 27日

学会分科会大会 (於 神戸大学 )
(1)福 田菊 (国 際連合広報セ ンター♪「軍縮 にお け
る国際連合の役割 J

口)毛 里和子 (日 本国際問題研究所 <近 代化>の
)「

カーター政権のアジア政策 (小

川敏子、中部大 )
第44回 3月 21日 岡崎久彦 『戦 略的思考 とは何か」 をめ
ぐって (杉 江栄一、中京大 )
第45回 4月 18日 ソ連外交への利益集団 アプローチー ロ
ナル ド・ Joヒ ル著、菊井虐次訳 Fソ 連 の政治改革 」 に
つ いて一 (高 山英男、名大大学院 )

なかの中国人民解放軍 J

夏以降は、軍備管理・ 軍縮問題 に も研究対象を広 け、
一層活発な分科会活動を繰 り広けたい と思 ってお ります。 第46回 5月 16日 メキ シコの石油国有化 と米国の対応―
―(草 間秀三郎 、
関心のある方 の幅広 いご参加を期待 いたします。
J。 ダニエルズ大使の役割を中心 と して ―
愛知県立大 )

国際交流分科会
杉

海 外 の学 界 動 向
山

恭 (青 山学院大学)

メ リー ラ ン ドに 滞 在 して

当分科会は、1984年 度第 2回 および第 3回 研究会を下
記の要領で開催 します。

大

第 2回 研究会
日時

6月 22日

(金 )午 後 3時

‑5時

畠

英

樹

(早 奉
商田大学,

私は、1982年 9月 より本年 3月 末 まで、アメ リカのメ
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リーラン ド州 立大学政治学部 に客員教授 として滞在 した。
ここは、ヮシン トンDo Cの 中心部 よ り地 下鉄 とバ ス利
用で約45分 程離れたところにある。
約 1年 6カ 月の滞在中、同大学の大学院 。学部 のい く

大学紹介
杏林大学社会科学部

つかのクラスに出席 し、久 し振 りに学生気分に戻 って、
G.ク ェス ター、T,マ ックネリー、D ボブロウ、W
フィリップスおよび J

須之部

ウィル ケ ンフェル ド各教授 の講

義 などを聴講 し、 2、 3の 研究会 や共同研究 に も参加す
るとともに、ナ ショナ /L/1イ ンタ レス ト理論をは じめ、
国際政治 。国際関係理論 と くに対外政策 の比較研究、危
機研究 についての アメ リカの現状をできるだ けフォロー
・
することにつ とめ 、83年 4月 の ISA大 会でナショナル

量

三

杏林大学 と言 えば医学系 との イメージで あろ うが、本
年 4月 、医学部及び保健学部 についで第二の学部 として
「社会科鮮 部が誕生 した。所在地は八王子市郊 外、都立
滝山自然公園の閑静 な環境 に囲 まれている。新築 され た

インタ レス ト理論 について報告 し、本年 3月 のそれでは
日本に関連 したパ ネル (後 述 )に デ ィスカ ッサ ン トの 1

白亜の校舎 と研究棟は杏林大学が本学部 にか ける熱意の
程を うかがわせ るもので ある。
私は、これ迄学園生活 とは全 く無縁の人間であ ったが 、

人 として参加 した。

今回始 めて本学 に関係することとな り、種 々新鮮 な感銘

以 下、限 られた知 見ではあるが、最近のアメ リカの研
究状況 についての私な りの感想の一端をのべて みたい。
まず、到着早 々、自分が 日本で カバ ー していなか った

を覚 えさせ られる。

最近の関連文献 の数の多 さに文字通 り圧倒 され、間接的
な形で しか 当 って こなか った ことの限界を痛感 したので
あるが、直接個人的 に間接的 に、何人かの研究者 の軌跡

先ず、学部新設 に至るまでの、言 わば生みの苦 しみで
ある。実現まで に、数年 に及ぶ 苦心 に満 ちた年月を経て
いるだけに、新学部 にかけ られた夢は大きい と言 えよう。
「社会科J学 部の名称 は 日本で始 めて と承知 しているが、
国際化・情報化 した世界の 中で、いかに して綜合的な思

ていたことなが ら、 このような広大 な文献の流れのなか

考力を持つ人材を育て るかが本学部 の使命であるとの意
図 に出るもので ある。

に も、いろいろな意味 と形で、不連続性・ 飛躍 と同時に
連続性・ 持続性 ともい うべ きものが底深 く生 き続 けてお

その為、本学部 には多様な科 目が設けられている。従
来 の法律 。政治 。
経済・経営の各分野 に亘 り、学生 に科 目

り、両者 の交錯 によって全体の流れなるものが形づ くら
れて いることを直接確認す ることができたように思 う。

選択の余地を広 くしているのは特徴 の一つ と言 えよう。
また、教養科 目 と専門科目 とをなるべ く関連づ け、両科

日本人 として、アメ リカの研究を フォロー し吸収するう
えで、 こうした文献の洪水に流 され、呑み こまれること
の恐ろ しさと同時 に、 この両者を見分 けるべ く自己の理

日間の壁を とり払 う工夫がなされて もいる し、 2年 後 の
専門課程か らは、国際政経・ 経営情報 。行政管理 の 3コ

論的 アイデンテ ィテ ィを確立する必要を感 じた。

特 に 1年 か らプ レ・ ゼ ミ・ コースを設け、学生を少人
数 のグル ープに分 け、夫 々専任教員がその指導 に当 って
い ることは特筆 に値 しよう。プ レ 。ゼ ミは教科別に、政

を うかが い知 ることを通 じて、日頃漠然と した形で感 じ

次 に、共同研究体制が いろ いろと整備されて いること
である。その短所 なる ものについては既 に知 ってはいた
が、これ迄 このよ うな経験 を余 り持たなか った私にとっ
て、そのチーム・ ヮークの効率性 は刺激的であった。そ
して、その 1つ の背景 として、数量化の手法 に多 くの研
究者 が習熟 していることを も実感 した。
最後 に、日本 に対する学問的関心の高 いことで ある。

ースの いずれかを選ぶ こととな っている。

治・ 法律 。経済 。経営・ 教養の 5つ に大別され、学生は、
プ レ 。ゼ ミを通 じ、専門課程、ひいては将来 の職業を も
自ら決め得 るよう成長す ることが期待 されて い る。
白石孝学部長 は、慶応大学教授 の現役か ら本学 に転 じ
て来 られたこととて、90名 を越 えるスタッフに慶応 出身

者 が多 いのは当然であろ う。 しか し、他 の大学出身者 も
彼 らは現在、多かれ少かれ、 日本を も含めた理論的 フレ
ームヮークの必要性を意識 して いるようであ り、私 自身、 す っか りとけ こんでいるし、私を含め、学園外での実務
日本外交の理論的説明を求め られた り、博士論文で 日本
経験 を教 育 に生 か すべ く迎 え入れ られた人 も少 な くな
を扱 う複数 の大学院生 の相談を受ける機会を経験 した。
この意味で先述 の ISAパ ネル 「日本経済 の世界化 とそ

い。
私 は 4月 以来担 当 して い るプ レ・ ゼ ミでは増 田四郎氏
の 「大学 で いか に学 ぶ べ きか J及 び梅悼忠夫氏 の「文明

の国際関係理論へ の影響」を組織 された関寛治教授 の意
欲 には、素直 に共感する ことがで きた。 こうして、私が
メ リーラン ド滞在 で得 たものは、共同研究へ の開眼 と日

体系的 な物 の考 え方 と幅広 い世 界的な視野 とを会得 して

本人研究者 たることの 自覚 であったといえるようである。

欲 しい との考 えか ら選ん だテキ ス トで あ る。
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の生 態 史観」 を講 読 して い る。 いずれ も大 学生 と して、

勿論 、新任大学教師 として、今の学生のあり方 に種 々
問題を感 じるのは事実 である。今後、豊か さを持て余 し
気味の今 日の 日本にあって大学教育 はいかにあるべ きか
など、他のスタッフ諸氏 とともに工夫 しなければ と思 っ
て いるが、それ も新設学部なれば こそ苦心の仕 甲斐があ
ると言 うべ きであろ う。

報告が あ り、多数の参加者 をえて、初めての試みとして
は大成功を収めた。それ に して も、この シ ンポ ジウムは、
テ ーマ、報告者 の選択の両面 において、新学部が今後 目
さすべ き方向と果すべ き役割 を暗示 するよ うに思われて
な らない。いずれ にせよ、多彩なス タッフの英知 を結集
した独創性ある研究活動を行な っていきたいとい うのが
我 々の希望で すので、会員 の皆様 の御支援を たまわ りた
いと思います。

中部大学国際関係学部

村

上

信一郎

今月の 4月 に発足 したばか りの中部大学国際関係学部
の母体 とな ったのは、すでに20年 の歴史を もつ中部工業
大学で、国際化時代 と地域社会の要請 に応えるとい うこ
とか ら国際関係学部 と経営情報学部を新設 し、工学部 の
単科大学か ら総合大学へ の転身をはか ることにな ったも
のである。そ して、その名 も中部大学と改め られた。
なにぶん始 まったばか りの学部で、施設や図書の充実
とい った面ではまだ まだ不十分な点が多い ことを卒直 に
認めざるをえない。 しか し、多少なりとも自負できる点
があるとするな らば、それは豊富で多彩なスタッフの陣
容だ とい うことができよう。学部創設の中心 とな った河
野健二 学部長 (社 会思想史)を は じめ として 、すでに着
任 したス タッフとしては畑中幸子 (文 化人類学 )、 城島
国弘 (経 済学)、 山崎春成

(ILI域 研究論)、

また今後着

任 予定 のスタ ッフとしては川喜田二郎 (比 較文化論)、
大野英二 (経 済史♪ヽ柳田聖山 (宗 教学 )、 福 田茂夫 (国
際関係論)と いった各分野の第一人者 の名前が見られる
だ けではな く、オハ イオ大 学か らPoW。 ヴァンデヴィ
(イ ン ドネシアの 政治 )、 LoS・ ウィリア ムズ (ラ テ
ン・ アメ リカの地理 )、 メ リー ラン ド大学か ら戸 田優男

ア

(計

量経済学)、 香港中文大学か ら王ネ興 (宗 教人類学 )、

国現代史)と い うよ
うに海外の大学か らも多数 の専任 スタ ッフが招かれてい

シンガポール大学か ら田中恭子

編

(中

る。また、地域研究を学生 の必修科 目 とする ことか ら、
(ア ラブ社会)、 井上紘― (ソ 連 。東欧社会 ,、

堀内勝

和崎洋一 (ア フ リカ社会 )と いった各地域 の事情 に精通
したス タ ッフも加わっており、
朝 日新聞か らの八木澤三夫

集

後

記

国際政治学会の世界的なネットヮーク作 りが進んでお
り、日本に大きな期待が寄せ られているようですので、
川田理事長に特別寄稿をお願いしました。(文 責 。木戸♪
1984年 7月 10日 発行

元駐 イ ン ド大使の原栄吉 (日 本外交史リ
を加えるな らば、まさに新学部の名 にお、さわ しい学際的

日本国際政治学会
ニ ューズ レター委員会

で多彩な陣容 ということができるであろ う。
新学部 には、発足 の 1年 前か ら国際地域研究所が付設

〒 657 神 戸市灘区六甲台町 2

(軍 縮問題 )、

されており、政治、経済、社会 、文化の 3分 野の共同研

神 戸大学法学部
木 戸 翡研究室内

究がすで に始 まっている。そのひとつの成果 として、本

発行 人 川

田

侃

年 1月 2ト ワ2日 名古屋 で「アジアの伝統 と近代化」とい
うテ ーマの国際 シンポ ジウムを開催 した。所員のほか に

編集 人 木

戸

翡

タイ、韓国、中国、イ ン ドネシアか ら来 日中の研究者 の
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