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二 つ の 新 しい 企 画 を 顧 み る

松
1976年 の秋 、日本国際政治学会 は倉1立 20周 年を祝 った。

それを機会 に、細谷理事長 の もとで学会 の新 しい発展に

本

二

郎

(慶 應義塾大学 )

である。

向けての幾 つ もの組織・ 財政面 の改革や新 しい企画が実
施 に移 され ることにな ったが、その中の一つにニューズ

創立 20周 年当時 に行われた今一つの新 しい企 画 に、15
の研究分科会 の設置がある。その設立 の趣 旨は、学会が
非常 に大き くな り、 750名 を越す会員を擁す るようにな

レターの刊行があ った。
日進月歩 の国際政治学 の世界 にともに属する会員相互
間の コ ミュニケー ションを増大 し、会員に東J激 と便宜を

方法 も歴史記述か ら数量分析に至 るまで多岐にわたる。
そ うした中で会員の学会 に対す る関心を失わ しめないた

提供す るため、ニ ューズ レターを出す ことにな った。 つ
いてはそれを担当 してほ しいとの依頼が理事長 より12月

めには、近 い専門領域 にある研究者を組織化 して、そ こ
で実質的 な研究会活動を行わせ る必要があるとい う点 に

頃あ り、お引受 け したものの非才 の私一人ではどうに も
ならず、田中俊郎、毛 里和子、南義清会員の協力を得て
小編集委員会を作 り、発刊 の準備を始 めた。日本 にお け
る諸学会の ニューズ レターを調べ てみたが、質量 ともに
乏 しく余 り参考 にな らな いので、欧米諸国の例などをみ
なが ら、当学会 らしい気品 と充実 した内容を盛 り込むべ
く紙色、体裁 、構成等 に工夫 し、1977年 4月 よ うや く第
1号 を発行する ことができたのである。
第 1号 の印刷中にひや っとさせ られる事件がお こった。
それは本紙 の題字を花文字で、 JAIR NEWSLET
TERと 印刷する ことに して いたのであるが、最終校正
中に、 」AIR (Japan A%ociation of lntanational
JAILと な ってぃることを田中君が発見
ので
した
あ る。 もう少 しで 日本国際政治学会 ニ ューズ レ

Rela■ ons)が

ターの記念すべき第 1号カミ 刑務所 ニ ューズ レターとなっ

ると、各 自の研究対象 も拡大、また複雑多様化 し、分析

あ った。 こうした研究分科会 は、同一専門領域 にあ る研
究者相互 のコ ミュニケー ションの場 となるとともに、若
い研究者や 日常その近 くに参加 しうる研究者集団を もた
ない孤立 した研究者 にとっては、きわめて有意義な もの
とな るであろ うと考 え られたのである。
こ うして設立 された分科会 の中には、今 日まで活発 に
機能 して い るもの もあるが、余 りうま くいっていない も
の もある。私は地域研究分野の一つ「東南ア ジア部会 J
に所属 して いるが 、この部会 は関係者の努力に もかかわ
らず これまで充分な活動をな しえなか った部会 の 一つで
ある。不活発な理由は色 々挙げ うる。研究者の数的不足、
全国への拡散、多様な関心領域 ………。
しか し、東京や京阪神地域に居住す る研究者 の多 くが
すで に幾 つ もの研究会に所属 してお り、新たな研究会を
設立 して、それに帰属す る必要を余 り感 じて いない とい
う事実 もあるのではなかろうか。その意味では、む しろ

て しまうと ころであ った。
それか ら 7年 余を経過 したが、この間本紙 は順調に成
長 し、今や会員千名を越す大きな存在 とな った当学会 の
機関紙 と して、会員相互間の或 いは学会執行部 と会員間
の意思疎通に大きな役害1を 果 してきた。学会 も再来年は
創立30周 年を迎えるが 、この巨大化 した組織が動脈硬化
をお こさず 、常に活力を もって発展 しつづ けるため、ニ

既存 の研究会 (そ れは必ず しも当学会 と直接の関係はな
いか も知れないが )を 本紙 などで紹介 し、参加を希望す
る若 い研究者や孤立 した研究者をそれに吸収する方が現
実的であるか も知 れない。 日常的活動はやは り地理的に
近接 した研究者 が集 って行い、全国的 レベルの研究分科

ューズ レターの果す役割 は一層重要 になってい くであろ

会は春秋 二回開催 される当学会の大会時 に行 うとい うの
が無理のない実用的な研究の進 め方であると思 うか らで

う。木戸分編集長 の もとでのますますの充実を願 う次第

ある。
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る。そのため執行部 としては今後 も経費節減につ とめる
とともに,会 員諸兄姉 に もひきつづ き会費納入 と機関誌 の

学 会活 動 報 告
(1984年 6月 〜 7月

販売 に御協力下 さるよう、 この機会 にあ らためて切にお
)

願 い したいc

6月 30日

運営委員会開催

7月 25日

次期 (1984年 9月 1日 〜 1%6年 8月 31日 )評
議員候補者 にたいし、評議員就任を依頼

畑

(仮

近年 のポーラン ドにおける激動 は 、ソ連圏諸国の対外
関係 において内政面 の体制定着度が いかに重大な意味を

学会会計 だよ り
大

◇機関誌第81号『 ソ連圏諸国の内政と外交』
題 )の 原 稿 募 集 につ い て

持ち、また逆にその内政面 において対外関係が いかに重
大な制約条件 となってい るかを明示 しま した。 この点は

篤 四 良6(早 稲田大学)

本学会 の会計は現在 の ところ小康状態 にあ るが、基 本
的 には依然危機状態 にあるといえよう。昭和58年 度 の財
政は正会員 の会費収入が 5,917,000円 の予算 に対 し6,6
12,000円 と順 調で、さらに有斐閣 と巌南堂か ら機関誌売
上収入が良好で、両者か らの収入 に学会直売分を あわせ

ポー ラン ドにとどま らず、西 ドイツとの関係で揺 れ動 く
東 ドイ ツ,開 放政策 の限界 の画定 を模索 するハ ンガ リー
等について も指摘 しえます。また、深刻 な経済停滞 のた
めに対 ソ関係の再調整を迫 られているバルカン諸国の将

た機関誌売上収入 は予算額 150万 円に対 し、実際の収入

来 に も、大 きな関心が寄せ られています。本号では内政
と外交の繋が りとい う面 に焦点を置いて特集を組みたい

額が 2,267,310円 と大幅 に上まわ った。維持会員のなか
には退会を中 し出た社 もあるが 、特 に前記の収入額 の増

と思います。
テーマ と関連 した論文 2〜 3篇 を公募 します。論文は

大 に助 け られて 、昨年度の収人は予算額 11,607,360円 を

400字 詰原稿用紙縦書き50枚 以内 (注 を含む),締 切 は1985

上まわ り、12,432,966円 にのぼった。支出においては全
体 として節約 につ とめたが 、機関誌 の印刷製本費 の支払
いは現在 1号 分づつ遅れて いて理想社印刷所 に迷惑をか

年 6月 末日です。執筆 ご希望 の方 は ,1984年 12月 末 日まで
に題 目と要 旨 (800字 程度 )を 下記あてご送付下さい。
特集 テ ーマ との関連や国別 のバ ランスを考慮 して判断 さ

けて い るので 、収入増があったことによ り、遅れている

せていただき、改めて ご通知 いた します。

分の一部を支払 った。その他の経費は節約 につ とめたが 、

編集責任者

算額 H,607,360円 に対 し、11,775,327円 にのぼ り、657,
639円 が昭和59年 度に繰越 された。
昭和59年 度予算 においては機関誌 収入が昨年度 のよ う
に順調 には見込めな いの で、抑制的 に予算 を組んだ。昨
年度 の機関誌収入が予算をかな り上まわ ったのは ,巌 南

伊東孝之

〒 060 札幌市北区北 9条 西 7丁 目

機関誌印刷製本費 の支払 い増加分などを含めて支出は予

北海道大学 ス ラブ研究 セ ンター内
電話

011‑716‑2111(代 )

◇機関誌第82号 『世界システム』の原稿募集につ
いて

堂か ら過去数年間の売上収入を一括納金 してきたこと等

近年、フラスタインや モ デルスキーなど、さまさまな

による ものであったが 、本年度 はそ うした特殊 の入金は

世界 システム論が経済史、社会学、政治学などで盛んで

見込めないので ある。本年度 には収支規模 H,744,639円

ある。本特集 はこれ らの発展を踏 まえた上で、独 自な立

の予算 を組んだが 、本年は役員改選があるので関係費 目

場か ら世界 システム論の 中心的な主題のい くつかを検討
しようとするもので ある。それによ って、世界 シス テム

を多少おおめに見込み、また本会30周 年記念事業委員会

がすでに発足 しているので、その経費を見込んでおいた。 論の理論的発展、 さらには国際政治学の理論的発展 に寄
その他の経費は本年度 も節減 につとめることとしているc
与 しようと試みるものである。長 さは、 400字 詰 め原稿
また通例な らば本年は学会員名簿を新 たに作成 する年度

用紙、縦書き50枚 以 内、締切は、1985年 12月 で ある。本

にあたっているが 、 これ も財政遍迫 の折柄、理事会 のご

特集 の構成 は二部か らな り、第一部では今 までの議論 の
整理 と展望、第二部 では経済学的な視点を中心 とした主

承認を得て来年度 に発行す ることとした。但 し名簿作成
の準備は本年度内に着手することに している。 このよう
に節約 につ とめても、PnJ和 58年 度決算 における繰越金が

題 ,第二部では政治学的な視点を中心 とした主題を取 り上

657,639円 で あ ったの に対 し、59年 度予算 において次年

以下に挙げた書物 は、世界 システム論の最近の議論を
手早 く見るのに便利で ある。執筆者 の方 には前提 として

度繰越金 として見込 まれて い るのは 222,639円 と40万 円
以上減少 している。従来の財政状況か らすれば、 この ま
までは昭和60年 度 の予算を組む ことはきわめて困難 とな
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げる予定 である。

いただきたいと思 っているの

l

A B ergesen, ed , Studies of the Modern

W orld,Syttem,

N Y.: kademic Press,

第 6回 研究会 として、秋季研究大会時に林

2 W R ThompsOn,ed,Contendingノ bprOa̲
ches to M″ Orld

研究会 の通知 もしくは報告を ご希望の方は、下記 にご

System Analysis,N.Y.I Sage,

連絡 下さい。
〒 180 東京都武蔵野市吉祥寺北町 3‑3‑1

1983

3

猪 口孝「国際政治経済 の構 図」東京 、有斐閣、 19

成暖大学法学部 植田隆子研究室気付
ヨーロ ッパ国際政治史分科会 小国部会

82.
1、

忠行会員

(成 城大学 )の 分科会報告を予定 して います。

1980

2編 、原稿を募集 してお ります。執筆 して いただ

電話

0422‑51‑5181

内

468

ける方は下記の住所まで御連絡下 さい。

ソ連・ 東欧分科会

(猪 口孝 の連絡先)

〒

113

東京都文京区本郷 7‑3‑
文化研究所

1東 京 大学東洋

電話 03‑812 ‑2111(内 5874

忠

林

行

(成 城大学

)

ソ連 。東欧分科会は しば らくの間、開店休業中であ っ
1983年 12月

〜 1984年 9月 まで は ,下 記 へ お願 い申 し上

Center fOr lnternational

たが、今年 の春期大会ではつぎの 2報 告 とそれをめ ぐる
討論を もつことがで きま した。
松井弘明 「ヮル シャヮ条約機構 とルーマニアの国防

げます こ
ハごfairs, Harvard Uni‐

verdtiy,1737 Cambridge Stred,Cambridge,

政策 」

Mass 02138 U S A

宇多文雄

「 ソ連 における余暇の組織化」

現在、東京地区で院生 と若手研究者 を中心 とす る定期
的な研究会を準備中で、秋以降に実現 したいと考えて い

研 究分 科 会 の近 況
ヨーロッパ 国際政治史分科会

ますが、今の ところ常時参加で きる会員の数が不足 して
います。第 二次世界大戦以降の ソ連 。東欧の諸問題 に関

小国部会

心を もたれる会員、 とくに院生で、研 究会 に参加を希望
百

瀬

宏

(津 田塾大学

される方は下記まで御連絡下 さい。なお、秋季大会では、
)

上野俊彦氏に分科会で報告 していただ く予定です。

本年 3月 に発足 した小国部会 は次のような研究活動を
行 な っています。
3月 14日

柴 宜弘 (津 田塾大学 )「 バルカ ン連邦 の

アメ リカ外交分科会

歴史的変遷 J
5月 27日

坂本 清 (― 橋大学大学院)「 大恐慌期 に
お ける小協商と ドナウ再建案 1929‑32J

有

賀

貞

(一 橋大学)

大島 美穂 (津 田塾大学大学院)「 第 2次
世界大戦期 のノル ゥェーの レジスタンス

6月 30日 。入江昭氏「 戦後 アメ リカ外交史研究 の最近
の動向J。 入江氏 は最近 の主要著作 および活躍中の研究者

と亡命政権―― 戦後 の地域協力構想の比

について紹介 し、史科公開の進展のほか、冷戦 の枠組を
の り越 え られるようになったとい ぅ点で も戦後外交史研

較を中心 と して

J

6月 16日

中原

喜一郎 (東 海大学 )「 ヨーロ ッパ統
合 におけるベネル ックス」

究 に適 した時期 になっていると述べ、近年の傾向 と して
何 らかの主張を明確 に出 していることや何 らか の分析枠

7月 7日

越村 勲 (一 橋大学大学院 )「 R ビチ ャ
ニ ッチにおける東欧連邦の思想 J

組を もってい ることなどを挙げた。
7月 7日 。伊豆見元氏「 アメ リカの朝鮮政策―一最近

第 5回 研究会 は下記 の要領で開催 します。

の動向を中心 に」
。伊豆見氏は レーガ ン政権の朝鮮政策 に
つ́ いて、一般のイメー ジと実体 とにギ ャップがあると し

日・ 時 :9月 22日 (土 )午 後 2時 半 ‑5時
場所

:

一橋大学 第 1新 館 101号 室 (中 央線国立駅

論題

:

「日本の対小国政策―一 日露戦争期を中心
に

下車 )

￨

報告者 :稲 葉 千晴 (早 稲田大学大学院 )

て、実質 においてはカーター政権 の政策を継承 し、さら
に一歩お、
み込んでいる点 もある ことを詳細 に説 明 した。
次回研究会は 9月 29日 (土 )東 京都千代田区一橋・ 如
水会館、 2時 〜 5時 。宮脇苓生氏「大統領 と議会――戦
争権限をめ ぐる諸問題」
。御出席下さる方、研究会 につい
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「 タンザニ アはどこへ行 くJ

ての連絡を希望 され る方は世話人・ 有賀まで御一報 さい。
第 11回

ア フ リカ分科会
ノ
￨ヽ

田

英

良
「

(ロ

於京大楽友会館

斉藤勝弥氏 (大 阪外大)
と 平和主義」J
「 ジョージ・ ケナ ンの現実主義 『
第 12回 1983 12 10 於大阪市大 。文イ
ビ流 センター

(慶 應義塾大学)

本年 5月 の大会 (神 戸大学)で は、中東分科会 と合同
で、権田潤会員 (リ ビア外交 とチ ャニ ド紛争 )と 井上一
明会員

1983 7.23

ーデ シアの政治情勢)の 報告 と討論を行ない

初瀬龍平氏 (神 戸大)
「勢力均衡 についての若干 の考察」
第 13回

1984 4 7

於同志社大

金丸輝夫氏 (同 志社大)
「 ECの 内政 と外交 J

ま したが、来 たる秋 の大会 (日 本大学 )で は、部会 (10
月27日 ・ 土曜 。午前 10時 〜 )と して参加することにな り
ました。報告者 はア レ ツク・ チェムポ ンダ (ダ ルエスサ

海外 の 学界動 向

ラーム大学)、 小島さ くら (津 田塾大学)の 両氏で、東 ア
フリカの政治 。経済問題が論 じられることになるはずで

「聞 き書 きJワ シン トンの ソ連研究

す。御関心 をお持ちの方 は ,是 非 とも御出席下 さい。
平

平和研究分科会

井

友

義

(大 阪 市立大)

昨年 9月 よ り本年 5月 まで、 フル ブライ ト研究員 とし
高

柳

先

男

て ヮシントンDoCに 滞在 した。一応本籍は ジョンズ・
ホプキ ンズ大学高等国際問題研究所 (SAIS)に 置 い

(京 都大学)

当分科会 は、研究会 の定例化 に努力 してきま したが、
諸般の事情 で成功 しませんで した。幹事 と してお詑び申
しあげます。ただ年二回の研究大会にはまが りな りにも
研究会を もて、平和研究 に関心を もつ学会会員のみなさ
まに最小限 のお役 にはたてたと自ら慰 めています。と同
時 にこれ まで研究会活動 に参加 され、平和研究の発展に
御協力 していたたい た会員 のみなさまに心か ら感謝 いた
したい と思 います。 この秋 の研究大会での分科会を最後
に幹事 の交代をお こない、あ らためて当分科会 の活性化

たが、 こちらには週 2回 ほど顔 を出 しただけで、あとの
時間は、ほかの研究施設や国立公文書館で過 した。 SA

ISは 国際関係論を中心 とするこじんま りとした大学院
で、通 りをへだてた向い側には ブル ッキ ングズ研究所 の
建物が響え立 ってい る。 SAISで は、日本の新聞で も
ときどき登場するD・ サイムズ博士 の授業 に欠かさず出
席 した。博士はモス クフの国際関係・ 世界経済研究所 の
恵まれた ポス トを捨ててアメ リカに移 って きた人で、 ア
メ リカの ジャーナ リズムでの売れ っ子 とい うこともあっ
てか、教室はなかなかの盛況であ った。また時間が夕方

をはか りたいと存 じます。新幹事 には岡本三夫会員 に担
当 していただ く予定です。 この件 につきま しては前前回

だ ったせいか 、ヮシン トン在勤 の外交官 も何人か出席 し

および前 回の分科会 に参加 された会員 のみなさまの御了

ていた。講義は、メモ も持 たないで ,2時 間た っぷ り論

解をえ られて い るものであ ります。どうか新幹事の もと
で当分科会の発展 のためにみなさまの一層 の御協力を賜

じ来 り論 じ去 るといった調子で、あきさせなか った。感

りた く、お願 いいた します。

心 したのは、博士がユ ダヤ人の移住者であるにもかかわ
らず,論 旨は見事 にバ ランスがとれてお り、同胞移住者 の

関西地区研究分科会

一部 にみ られ るエキセ ン トリックな ソ連観 をきび しく批
判 して いたことである。 「もしソ連か らの移住者 で、ソ

豊

下 楢

彦

連の真実を述 べ る者が いるとすれば、それ こそ KGBの
エー ジェン トだ」 と皮肉 っぼ く語 っていたのが思 い出さ

(京 都大学)

昨年以降の関西地区の研究分科会活動 は以下 のよ うに

クルに面 した大きな建物 の一角 に広々と した研究室 を も
つてい る。

行なわれま した。
第 9回

1983 3 27

於同志社大

ワシン トンには、アメ リカの政治的中心 らしく、カ レ
ン トな国際問題 に取 り組んでいるさまさまな背景とカラー

伊藤勝美氏 (近 畿大学 )
「 カナダの最近の政治事情 J
第 10回

1983 6 4

れる。なおサイムズ博士は SAISで は非常勤で、現在
カー ネギー平和財団主任研究員 として、 ジュポ ン・ サ ー

をもつ研究所や シンクタンクが あ り、そのい くつかに顔

於同志社大

を出 したが、一番 よ く通 ったのが、普通 ケナ ン研究所 と

川端正久氏 (竜 谷大学 )
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呼ばれて いる「ケナ ン高等 ロシア問題研究所」で ある。
これは有名なス ミソニ アン・ ウイィ
レソン研 究所 の一部を

こぎつ けたそうである。同時 に、M・ バ ンデ ィ文書 はケ
ネデ ィ図書館では未公開だが、 ジョンソン図書館では全

な し、それ自体が何 らかの特定 の研究プ ロジェク トを推
進 しているとい うより、む しろ研究者 の共通 の フォーラ
ムを提供す ることを任務 と している。毎週水曜 日、20〜

部ではな いに して も閲覧可能であるといった異常現象、

30人 の集まるヌー ン・ ディスカシ ョンがあ り、そのほか

ェ トナム戦争はセ ックスについて語 るに相 当するほどセ

随時、出席者を限定 したセ ミナ ーや国 際的な共同研究会

ンシティブな ものである、 とい うオ
旨摘 もあった。 3日 の
午前 のセ ッションは、 GWUの ヒル教授 の司会で「米国

が開かれている。場所が ら、国務省や国防総省など政府
職員 の出席者 も結構 いて、たとえば 5月 初めの A・ ダー
リン教授 のKAL事 件 の レポー トに対 して、空軍や海軍
の関係者か ら異見が出されていた。 ソ連研究で音 に聞え
た、 A・ ノーブ、S・ ビア ラー、 G。 ボ ッファらの警咳
に接 したの も、 この研究所の図書室であった。不思議だ

公開基準 の あいまいさに対す る不満 も出た。合衆国陸軍
軍事史セ ンターのスペ クターの よ うに、軍人 にとってヴ

外交官オ ラル ヒス トリー・ プ ロゼク ト」が論 じられた。
同教授 に直接確認 したところでは、同プ ロゼ ク トは、パ
ネ リス トの一人である現国務省 スタ ッフのチャール ズ 。
ケネデ ィの提案によるもので、 同大学 と協同作業で長年
かけて完成 させるとのことであった。オラルヒス トリーを

ったのは、研究所 での集 まりに、ワシン トンで あれ程多
お こな う際 の困難、方法上の注意、インタビューをす る
い黒人 の顔を一度 も見なか ったことであるが、 ともあれ、 人 の能力 と訓練、多額 の資金をどうや って集めるか とい
このよ うな贅沢な耳学問 の機会 が気前 よ く与え られた こ
ったこと も含めて、一般の参加者 も熱心 に建設的提案 を
とに、大 いに感謝 した次第 である。
お こなっている光景 は、 日本の学会ではみか けられ ない
ものであり、強い印象をうけた。 アメ リカ人 は、その歴

アメ リカ外交史学会 に 出席 して
一情報公開・ オ ラル ヒス トリー

史が比較的新 しく、文化的、人種的多様性をもっている
ため建国の理念や 自らが創 る歴史の中 に自己のアイデ ン
ティティを求 める傾向の強 いことが指摘 される。記録の

菅

英

保存,徴 け る強 い熱意、情報公開に対す る学会参加者 たち
の並 々な らぬ情熱、アーカイブスのスタ ッフの有能で親

輝 (Jヒ 九州大学)

SHAFR
C
(GWU)で 開

今度、 日本 アメ リカ学会派遣 によ り第 10回
(ア

メ リカ外交史)大 会出席のため ヮシ ン トンD

を訪れた。大会 は ジョージヮシン トン大
催 された。 8月 の D C
は不快指数が高 く、政府関係

切な態度 は、彼 らのアイデ ンティティ形成作業 の反映な
のではと改めて感 じた次第である。

第 3回 世界・ ソ連 =東 欧学会 のお知 らせ

者 も含 めて ヮシン トンの住人が逃げ出すなか、全米か ら
二百名以上の研究者 が参集 したわ けである。 GWUは 国
務省か ら 2ブ ロ ック、ホヮイ ト
・ ハ ウスか ら 3ブ ロック
とい う近距離 にあ り、外交史学会 開催地 としては恰好 の
地であった。ナ シ ョナル・ アーカイ ブス まで歩 い て30
分の距離であ り、 リサ ーチ にも最 も恵れた場所 にあ る。
本学会の諸会員 に も関心があると思われ る最新情報 と
しては、 2日 の午後 に「 ヴェ トナ ム戦争理解 のための情
報源」とい うセ ッションがケ ンタ ッキー大の GoC・ ヘ
リングの司会で設 けられたことである。 5名 のパ ネ リス
トか らヴェ トナム側資料、米国側資料の現状や問題点の
紹介があ った。中で も、興味深か ったのは、国務省のル
イス・ ス ミスが明るいニ ュースと して、1955‑65年 のヴ
ェ トナム戦争関係資料 の公開のため 6人 チームを編成 し
て作業を急 いでいることを明 らか に t/た ことである。上
層部 の決定で、ヴ ェ トナム戦争関係資料の公開は早め ら
れるとの ことで ある。但 し、他の外交文書 の公 開 につい
ては、残念 なが ら、財政カ ットで公表作業 は遅れるとの
こと。ヴェトナム戦争中の行政府 ―立法府関係の文書 の整
理を して い るW。 ギボ ンズ教授 は、作業を終 り、刊行 に
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木

村

汎 (Jヒ 海道大学)

世界の ソ連および東欧研究者の研究報告の集 いが、19
75年 以来 5年 に 1度 、開かれてい る.第 1回 は ,バ ンフ

ナダ)、 第 2回 は、1980年 にガル ミッシュ =パ ル テ ン
ルヘ
ン (ド イッ)に おいて開催 された。来 1985年 秋 に
キ
(カ

決定 されている第 3回 大会について、現在判明してい
ることを以下に記し、わが国から 1名 でも多くの参加者
を送る一助としたい。

1
2
3

日時 :1985年 10月 30日 ‑11月 4日 (6日 間 )
・ ヮシントン
・ホテル (米 国 ヮシントンDC)
会場 :シ ェラトン

参 加 予 定 者 な らび に予定国 :1984年 7月 時点 にお
ける参加申込総数は、 745名 。国際的な性格を もたせ

るため に、当番国 たる米国の参加者数 は故意 に半 数以
下 に抑 え られている。同様の理由か ら、各パ ネル (ペ
ーパ ー報告者 ‑3名 、
討論者 ‑2名 、
司会者 ‑1名 か ら
構成 )も 一国で独 占してはならないことにな ってい る。
国別 にみ ると、第 1回 の参加国 ‑29、 第 2回 ‑32ケ 国
に比べ、次回は37ケ 国 と増大 の一途を辿 ってい る。

最終的参加の予測はたちにくい とはいえ、 いわゆる
「社会主義Jな い し「共産主義」圏か らも多 くの学者

ことで あるか ら、ず いぶん昔 になる。当時の名称 は政治

が参加申込みを している ことが、第 3回 の特徴。その

科で、発足時の学生数 は僅か12名 であ った とい うが、現
在は一学年の定員 600名 、総定員2400名 とい う規模 にな

1内 訳 は、 ソ連 ‑13、 ポー ラ ン ドー18、 ユーゴスラブ ィ

ってい る。学生数が多 いことの是非は別 として、とにか

ア ー14、 ハ ンガ リーー 7、 東独 、チェコスロバ キア、
ブル ガ リア、ルーマニア、 中国 一各 1と なって いる。

く日本の大学の政治学科 としては最大級であろうG専 任
教員は、専門課程だけで教授 19、 助教授 9、 専任講師 3
で、合計31名 を数えるか ら、この方は間違 いな く日本 で

日本か らの参加 申込者 は、現在までの ところ11名 。

4, 使用言語 :英 、独 、仏、露語。

パ ネル とぺ パ ー :パ ネル とそれを構成す る報告 ペ
ーパ ーの申込み期限は、すでに経過 したが、今後提出

5

され るペーパ ー も、運が良 ければ、 どこかのパ ネルに
はめ こまれる可能性がある。はめ こまれないば あい も

6

「追加 ペーパ ーJと して登録 される。
プ ログラム :同 大会 の詳細 な プログラム、
申込用紙

科 目と並 んで )専 門基礎学科目を、3・ 4年 で系列科目
を履修す るが、必修科 目は少な く、む しろ個 々の学生が
自分 の学問的興味 に従 って学科 目を選択・ 履習 し、総合
化・ 体系化できるよ うな方式が採用 されている。専攻 コ
ース といったものは別段 もうけられては いないが、基幹

お よび 宿 泊 に つ い ては、 ソ連 =東 欧研究国際委員会
(Inteinational Committee for So宙

最多 といえ る。教員数 に比例 して開設科 目数 も多 く、か
つ広範囲 にわたっている。学生は 1・ 2年 で (一 般教育

et and EaSt

的な学科目群 として「政治思想研究 J「 政治・ 社会研究J
「 日本政治研究」 「地域研究」「国際政治研究」の 5系

(3、 9月 )に 発行す
るニューズ レターに掲載 される。
7 キ ーノー ト・ ス ピーカーお よびゲ ス ト・ ス ピーカー

列があ り、各系列 には (年 度 によ って若千 の変動 はある
ものの)10〜 20の 講義が配置 され、そ の ほか演 習 。文

(2名 ):同 大会 にお ける特別 ス ピーカーとしては前

多人数教育 と少人数教育 とが相互補完的役害Jを 果すよう
に工夫 されている。学生は 2年 次 までの学習を通 じて、
研究上 の焦点を定 め、 3・ 4年 でのゼ ミナール活動 (同

European Studies)が 年 2回

大会 におけるG・ ケナ ンや シー トン・ ワ トソンに匹敵
す る大物を考慮中 。ただ し、当番国たる米国か らは、
選ばない。ヘルムー ト・ シュ ミットやア ン ドレイ・ グ

8

献講読 (英 、独、仏、露、西、中の原典講読)も あって

一のゼ ミで 2年 間続 けて研究活動を行 う)を 通 じて、み

ロムイコの名前 さえ挙が っている。

ずか ら選んだ専門分野を深 く掘 り下 げてい く。 なお、59

学会開催後の出版 :学 会が正式 に受 けつ けたペーパ
ーの うち適当な ものを選んで英文で出版する。著者 は
同一 の英文のまま他で
原稿料を受 けとることは出来ず、

年度 には29の ゼ ミが開講 されている。
教育面でもそ うだが、研究面で も、慶應の政治学科の

出版す る ことはできない。
次期大会開催地 :第 4回 同学会大会 は、1960年 9月

9

(あ

るいは 7月 )に 英国において開催す ることも、決

定 している。

10 さ らに詳 しい イ ン フォメ ー シ ョ ンを 求 め る方
に :第 3回 大会用 の登録用紙、 シェラ トン・ ワシン ト
ン・ ホテルの宿泊申込用紙、な らびに同 ホテル以外の
割 り廉 のワシン トンDC近 辺 の宿泊施設一覧表を希望
され る方は、返信用封筒 (60円 切手付 き)を つ けて、
下記 に連絡 されたい。
〒 060札 幌市北区北 9条 西 7丁 目
北海道大学 ス ラブ研究 セ ンター木村汎研究室

最大 の特色 といえば、やは り地域研究 とい うことにな ろ
う。政治学科で地域研究を専攻す る教員は、10名 にのぼ
り、 カバ ーする地域はほとん ど世界全域 にわたってい る。
すなわち、 ヨーロッパ、 アメ リカ、 ソ連、中国、朝鮮、
東南 アジア、中近東、 アフ リカ,ラ テ ンアメ リカ、オ ー
ス トラリアの各地域 について、たとえば「中国政治史」
と「現代中国論J、 「現代 アフリカ論」 と「 アフリカの国
際政治」 といった ぐあいに、それ ぞれ複数 の学科 目が常
置科目として開講 されて い るので ある。 これ も日本の大
学では稀有のことであろ う。
本年 4月 慶應義塾創立 125周 年記念事業の一環 として
地域研究 センターが設立 された。同セ ンターは、地域研
究者 たちの共同研究を推 進す る目的で作 られた もので あ
るが、過去の実績 か ら見てそ こで もまた、政治学科 の地

大 学紹介

域研究者 が中心的役害Jを 担 うで あろ うことは容易 に想像
される。 こう して地域研究 は、ひとり政治学科 のみな ら
ず、やがでは慶應義塾全体 の一大特色にな るで あろうこ
とを、私 はひそか に願 っている。 (本 稿 では、編集委員

慶應義塾大学法学部政治学科
月ヽ 田

英

会 の求 めに応 じて、地域研究 の紹介をやや多目に した。)

郎

慶應義塾大学に政治学科が開設されたのが明治31年 の
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ミナ ーは、年 々盛況 とな り、わが国 のソ連 。東欧研究者
でこの報告会に参加 しない者 は もぐりとみなされるまで
に重要な学術発表 と情報交換の場 に成長 してきて い る。

北海道大 学 ス ラブ研究 セ ンタ ー
木

村

(40‑50名 参加)。 その理由は、ス ラブ研が、 高度 にア
カデ ミックで あると同時 に、学閥やイデオ ロギー上 の対

汎

ス ラブ研究セ ンターは、1953年 に北大法学部付属 スラ
ブ研究室 として産声をあげて以来、約30年 間のあいだに
同 ス ラブ研究施設、同大学ス ラブ研究 セ ンター と して順
調 に発展 してきた。将来は、全国 の共 同利用 センター と
して「ソ連 。東欧研究所 J(仮 称 )へ の昇格をねが って
い る。わが国における国立大学付属の唯一の ソ連 。東欧
にかんす る地域研究機関 として 、内外 に名声が高 い。本
ニ ューズ レター (NcH、 April 1980、 P 6)に おい

立か ら解放 され、 自由活発 な討論の場を提 供して い るか
らだといゎれる。 (文 中敬称略)

京都大学東南 アジア研究 センター
矢

野

暢

て、その蔵書を中心 とす る資料 セ ンター としての側面が

京都大学東南アジア研究センターは、 和60年 に早く
も創立20周 年を迎える。現在は11部 門より構成され、社

既に紹介済みである。 したが って、以下においては、同
セ ンターの現 メ ンバ ーや研究活動の側面を、本学会 との

会科学系 (政 治学 、経済学、人 口問題 )は その うち 4部
門を占めてぃる。 しか し、社会科学だけでな く、人文科

関連 にお いて、記す ことにす る。
本 セ ンターの専任研究員 7名 中 3名 までが、 日本国 際
政治学会員である。伊東孝之 (ソ 連 ―東欧関係 )は 、83

P.●

学 、自然科学までも包摂する研究部門の学際的な組み合せ
がたえず配慮 されているQ現 在、教授 9、 助教授 9、 助

年 10月 1日 か ら本年 9月 末までの丸一年間、ベル リン自

手 8、 加 えて外国人教授相当 2、 教授以下相当 2の ポス
トを擁 して い る。

由大学歴史学部 において 日本外交史 を講ずるかたわ ら、
ポー ラン ドのノ,メ ンクラツゥー ラや ソ連 。東欧の民族

研究成果は、雑誌 F東 南 ア ジア研究』 (季 刊 )と 単
行本 シ リーズ F東 南 アジア研究叢書Jに よって公開され

問題 の研究調査 に没頭 して い る。長谷川毅 (米 ソ関係、
安全保障)は 、83年 秋か ら加わ った新顔 なが ら、滞米約
18年 間 に培か った英・ 露語を駆使 して、日 。米 の ソ連・

ている。研究は、研究 セ ンターとして行な う公的研究 と、

東欧研究動向を米 。日の学界に紹介するかたわ ら、 ソ連
の安全保障観の分野 に精力的にとり組んでいる。木村汎
ソ関係 )は 、 ICSEES(「

教官個人 自分 の好み に応 じて行なう私的研究 とにわけら
れている。公的研究のほ うは、私が主宰する「研究計画
委員会」で慎重に方針 と内容 とを練 りあげ、 5カ 年 1単
位で展開するかたちを とってい る。

(日
ソ連 。東欧研究国際
委員会」)日 本代表兼第 3回 世界・ ソ連 。東欧学会 (19
85年 )の プ ログラム組織委員 と しての活動 に追われて い

方法論的にはきび しい実証主義を モ ットー としていて、
現地語で書かれた一次資料 の駆使、頻繁な海外学術調査、

る。ス ラブ研の学内兼任メ ンバ ーの秋野豊 (法 学部・ 助
手)は 、昨83年 12月 か ら在 ソ連 日本大使館 の調査員 とし

されている。現地語資料 の蒐集や各国研究機関の交流 の
ために、現在、バ ンコクとジャカル タとに連絡事務所を
置いている。

て出向中で、従来 の英 一チェコ関係か らソ連のアジア政
策 に も、関心領域 を移 しつつある。

きわめて多面 的に行 なう外国人学者 との交流などが重視

政治学 の研究は,政 治環境部門を中心に他部門 の協力

学外兼任研究員 としては、木戸あ 、百瀬宏、平井友義,
斉藤孝 らが、かつての、猪木正道、江日朴郎に代わ って、
ス ラブ研を支え、 とくにスラブ研 に留学 して くる外国人
客員教官を東京な らびに関西でテイク・ ケアす るのに不
可欠 の存在 とな ってい る。西村 文夫、木村明生、香川敏
幸 らも、セ ミナー報告 に協力 している。
諸外国 との学術 。研究交流は、スラ研 のとくに得意 とす

を得て学際的 に行なわれているが、ここ数年、
国家論が中
心的なテ ーマになって い る。現在 の主権国家の枠組み に
こたわ らず、伝統 的に東南 アジア地域を特徴 づ けた王国
の概念化 には じま り、植民地支配によって「近代国家」
つま り領域国家 と しての実質が どう与え られて いったか、
とい う歴史 的な過程の理論的考察が主眼で ある。

るところで、各研究員が平均年 1回 は海外の国際学会へ
報告 に出か けている。 1984年 半年 に時間をかぎ って も、

これ まで、毎年 1回 行な う社会科学系の公 開 シンポジ
ウムで、主 として政 治学 の分野 の研究成果が披露 されて
きて いる。「<ま ち>と <む ら>」 、「意味空間 として

アダム・ ユ ーラム、マー シャル・ ゴール ドマ ン、 リチ ャ
ー ド・ パ イプス、ア レクサ ンダー・ ジョージ、ル ドル フ

の東南ア ジァ」「国家論」が これまで 3回 の シンポ ジウ
ムの テーマであった。 ￨ン ドゥーの王権思想 あるいはイ

・ トーケスが来訪 した。
ス ラブ研主催 の年間 2度 (7月 と 1‑2月 )の 合同セ

ス ラーム国家観の影響など、文明接触 による国家観の形
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成過程 にまで問題意識はおよんでい る。

￨1西 岸 とガザの完全併合 を主張す
ことなが ら、 ヨル ダ ンサ
るグループが勢力 を伸ば し、パ レスチナ人追 い立てを公
然 と叫ぶ極右 がやすやす と当選 したか らだ。
サ ラの友人の中には、再び米国 に帰 る こ とを考 え て

現在 の主権国家をそのまま認めて、その うえで国際 シ
ステ ム論あるいは国際機構論などには じる方法論は、ほ
とん どタブーであるかの よ うに斥 け られて い る。 したが
って、ASEAN論 などは研究課題 と して取 りあげては

いる者 も多 い とい う。
しか し、 この国を去 れる者は幸せか もしれない。 シオ
ニズムは時 とともにより偏狭なナシ ョナ リズム、 シ ョー

いない。それよりも、「東南ア ジアJと い う表現す ら、
これがひとつの「地域J体 系としてな りたつ とい う証明
がなされては じめて用 いられ うるわけで ある。私 のみ る
ところ、学界では、まだその作業す ら終わ っていないよ

ビニ ズムヘ と変質するか もしれず、サ ラのいう「理想」
と「現実」の差の拡大 は、アラブ・ イ スラエル紛争を よ

うである。アメ リカ中心になされてきたこれまでの東南

り解決困難な方向へ と確実に押 しや って行 くか らである。

ア ジア研究が、多 くの虚の根拠 の うえ に展開 されてきた
ことに気付 くことが必要 なよ うに思えてな らない

隣接学会研究大会 情 報

̀

国際交流
日本政治学会 10月 6日 (土 )7日 (日 )新 潟大学
″
｀
共通論題「 新冷戦 と世界の軍事化」「 大正デモ ク
ラシこの再検討 J

あ る シオニス トの 「 理想 Jと 「 現 実 」

立

山

良

司

国際法学会 10月 13日 (土 )14日 (日 )早 稲田大学
共通論題 「国連海洋法条約 の現状 と課題 J「 国際経済

(中 東調査会)

紛争 の法的、政治的側面 」

「 やは り理想 と現実 には差があるわね」サラは今年 7
月に行われたイスラエル総選挙 の結果 について話 しなが

ァジァ政経学会

H月

17日 (土 )18日 (日

)名 古屋商科大学

共通論題 「アジアにおける貧困」

ら、お、とつ8ゞ や いた。
サ ラは20代 半 ばの独身女性。数年前、ニ ュー ヨー クか
らイス ラエル に単身移民 し、今は コンピューター関係 の
企業に勤めて いる。 日本で いえば、さ しずめキ ャリア・
ウ,マ ンというところか。
しか し、月収は 300ド ルそ こそこ。年率 400%超 の イ
ンフ レと、驚 くほどの重税 が課せ られるイスラエルでの

日本平和学会 11月 17日 (土 )18日 (日 )明 治大学
共通論題 「日本の平和保障をめ ぐって (仮 題 )J

編

集

後

記

本号の大学紹介は、地域研究に特色と重みをもつ三大

生活は決 して楽ではない。それで も、昨年 イス ラエル国
籍を と り、今回初めて選挙権 を行使 した。

学 にお願 い した。
毎号 ニ ューズ・ レターが期 日通 りに発行 できるのは、
ひとえに会員諸兄姉のご尽力 、協力の賜物 で ある。学会

何故、単身、 イス ラエル に ?そ んな疑間 に初 めは優等
生的な答が返 ってきた。
「私は宗教 に関心 はないけれど、やは リユ ダヤ人。そ

事務局 ,会 計 、編集、研究分科会 の責任者は、定期的 に
原稿 を寄 せて くれている。巻頭言、海外学界動向、大学
紹介、国際交流 は、こち らか らご寄稿 をお願 いするのだ

のユ ダヤ人にとってユ ダヤ主義の理想を実現 しようとす
るイス ラエル に来 るのは当然で しょう。 ここでは、自分

が、海外滞在中の方 々や、海外学会の出席者 にお願 いす
ることも多 く、ひど くご無理をお願 い して も、皆様 ご快
諾 いただけるので、編集者 一同心か ら感謝 して いる。

が何かに参加 している、 と感 じる ことができる し、自分
が国や社会か ら必要 とされてる、とい う気持を持 つ こと
もできるわ」
10代 にニ ュ ーヨークの シオ ニズム組織 に入 り、18歳 の
″
｀
時には 1年 間の 体験移民 をした こともある彼女 にと
って、大学卒業 とともにイス ラエルに来 たのは当然 の こ

(文 責・ 初瀬 )

1984年 9月 10日 発行

日本国際 政治学会
ニ ュー ズ レター委員会
〒

とにすぎなか ったよ うだ。
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「で も」と彼女 は続 けた。「イス ラエル社会 は分極化
し、右派が強 くなるい っぽ う。 シオニズムが理想 とする
リベ ラルで人道主義的な社会を実現す るのはだんだん難

発行人

川

田

侃

しくなるわ 」

編集 人

木

戸

翡

特 に今回 の選挙は彼女 のような「理想」を求 めるシオ
ニス トにと つて、 シ ョックだ った。労働党 の後退 もさる

EI螂 1所

― (1ま じめ )[1瑯 1
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