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米 国 の ユ ネ ス コ脱 退 で考 え る
斉

藤

鎮

る。出先の公館長の成績 も米国にとって重要 な決議案 に
ついて反対を棄権 に変え ,棄 権を賛成 に転ぜ じめること
に功績があったか どうかを重視すべ きである,と い うの
である。 この面 の外交交渉はマル チ外交ではないか も知
れない し,あ るいはマルチとバ イの混合方式 ともいうべ

男 (青 山学院大学)

米国が ユネスコ脱退を予告 したとき ,わ た くしはつい
に来 るものが来たと思 った。ユネス コの前科一犯 に対す

きものか も知れない。 しか しそ うい う交渉・ 工作 こそ米
国の追求すべ きマル チ外交であ り,米 国の外交官はそれ

る分担金支払中止 という前歴があることもあるが ,米 国
の国連 にお ける地位がその国連外 における力関係 との間
に格差がつ き過ぎたため ,米 国の フラス トレーションの

を知 らない ,や っていない,と する。現に彼 はこの こと
を上司の フォー ド大統領 ,キ ッシンジャー国務長官 に意

深ま りがみ られるか らである。 ユネス コ脱退はその象徴
的暴発 とい う感 じさえする。

ことは何 も相談を しなか ったよ うである。

米国のかよ うな国連 システムに対す る対決が高まって
ゆ くと米国 と国連 との衝突 とい うことが懸念 されるが

,

今 日までの両者間の関係を検討 してみて も,米 国が国連
の存在その ものを脅かそうとい う立場 はとっていないの
に気づ く。国際政治 に対す る米国の責任 の 自覚 がそ うさ
せているのだ ろう。それな ら,ユ ネス コであって も脱退
というのは行き過ぎではないか とい う批判が起 るのは当
然だろう。
この辺の事情を解 くのに役立 つ米国国連史 の 1こ まが
ある。極めて示唆に富む エ ピソー ドなので紹介 しておき

見具申 しており,他 方 で 自分の代表部 の部下には仕事の
結局 ,彼 は途上国の総反発を受 け,国 務省の中からも非
難 の声が高まり,在 職 8カ 月で辞任す るが ,そ うい うマ
ルチ外交観が米国 に存在 していることに注 目すべ きだと
思 う。
現 レーガ ン政権 は ,演 出者 と してカークパ トリック大
使 ,影 武者 として ニューゥェル前国務次官補を擁 し,強
硬外交を推進 してきてお り,こ れまでのところ奏効 して
い るようにみえる。そ して同政権 の外交政策が ,国 際機
関内 において不利 な場合は ,バ イの外交を活用す る複合
外交 である点において ,モ イニハ ンを踏襲す るものであ

たい。

ることは間違いない。「強硬」外交 といわれるが ,そ れ
は弱化 した国連 における立場を補 うための「強硬Jで あ

それは1974,5年 にか けて米国連大使を務 め たモイニ
ハ ンPatrick Moynihan大 使 の国連外交観である。 モ

るか らである。
米国 はユネスコ脱退 に当 り,種 々のユ ネスコ批判を行

イニハ ンによれば ,開 発途上国の外交官は新 しい国 ぐに
の外交官 であるため ,新 しい外交様式であるマルチ外交
(国 連外交 )に 慣れて いる:そ れにひきかえ米国の外交

っているが ,綜 合す ると,ユ ネスコの政治化 ,少 数派 グ
ループに対する配慮 の欠如 ,自 由制度 に対す る攻撃の三
つ に帰 するといえる。 予算 の無制限の膨張 , ミスマネジ

官はマルチ外交を知 らない ,と 述懐 している。われわれ
の受 けてきた印象 では,モ イニハ ン大使はマル チ外交 そ
の ものに批判的だ と思 っていたが ,こ の述懐 に関す る限
り,彼 はマル チ外交を受 け入れ ,そ の主張を前提 として
いるのに気づ く。
ところが問題は ,彼 のマルチ外交観 なるものが ,現 在
にお けるマルチ外交 における米国の実勢を踏まえ ,少 数
派 としての立場を強化 して国の実力相応 の発言権を もた
ねばな らぬ というところに発 して い ることにある。彼は
い う。国連 での集票交渉を補完するため ,関 係国の首府
において得票工作 を行 い ,要 すれば経済援助を も利用す
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メ ン トも挙げ られているが ,そ れ らは重要ではあるが前
記三 つほど基本的ではない。 もし前記三 つの問題点 につ
き改善の証左がみ られれば米国のユ ネス コ復帰はあ りえ
ないことではないと思 う。 しか し,そ うな らなければそ
の間は前述 のモ イニハ ン方式 によるマルチ外交を進めて
ゆ くのであろう。

1985年 秋 季 研 究 大 会 の お知 らせ

<共 通 論 題 >占 領 の 比較 研 究
日時 :10月 19日 (土 ), 20日 (日
会場 :金

沢

大

学

)

の国 では内政干渉 として激 しい抵抗 を受 け,ア メ リカ離
れに拍車をかける結果を招 いたことを指摘 し,道 義外交

春季研究大会概況

を力 で実現す ることの矛盾を先進国側 もよ く考えてみる
必要があることを示唆 した。

共通論 題 I「 国際政治 と倫理 (A):
国家行動 の倫 理 的制約」
今大会 のハ イライ トであった このセ ッションは ,安 藤
仁介教授 (非 会員)の 報告「国家行動 と国際法 Jお よび
高坂正莞会員 の報告「国家理性 の現代的意義Jに たい し
て ,デ ィスカ ッサ ン トは関寛治会員であ った。

「イ ン ドネ シアの開発 と人権 Jの 木村宏恒会員 は ,ス
ハル ト政権 下でのイ ン ドネ シアの開発 が国防治安対策 と
してあ経済建設の性格を もち ,軍 の政治・経済 。社会 中
枢へ の支配的浸透を背景 に行われてきたため ,比 較的人
きな開発 の成果にもかかわ らず ,イ ン ドネ シア社会 に種
々の問題を惹起 してきたとし,人 権抑圧面 ではとくに数

安藤会員は,キ ューバ危機 ,ア フガニスタン事件 ,大
韓航空機事件 などの事例 に即 し,国 家 の具体的 な行動決

多 くの問題が生 じているが ,イ ン ドネ シアのよ うに官僚
制支配が確立 している所 では,人 権問題 でも政治 エ リー

定 において国際法がどの程度考慮 されているかを論 じ
国家行動 の規制 に果た し得 る国際法 の役割 の限界を指摘
した。 この限界を考慮せず に国際法 の実効性を強調す る

トの説得が とりわけ重要 な鍵 となることを指摘 した。
「アラブ社会主義 の強権国家Jの 鹿島正裕会員は ,軍

,

ことには問題があるとしなが らも,国 際法 はやは り国家
行動を規則す る倫理的意味を もっているとの結論を提示
した。
高坂会員 は,国 際関係 の a mbiguityと い う観点か ら
外交 と倫理 の関係 を問いただ した。「秩序 Jと「正義Jの
関係を取 り上げ ,両 者 の妥協的解決 とい う歴史上 の諸事

人 によるクーデターで保守体制を倒 し,国 民 の政府批判
を拒絶 しつつ ,政 府 の力 で経済 的・ 社会的近代化 を急速
に推進 しようとしてきたアラブ社会主義諸国を比較政治
学的見地か ら分析す ることを試み ,ビ ル ニ ライデ ンによ
る中東諸国の政治体制分類 に始 ま り,ア プターの動員体
系 モ デル ,パ ールム ッターの衛兵国家 モ デル , トリムバ
ーガーの官僚的権威主義国家 モデルを紹介 ,さ らにモ デ

実を示 したのちに,現 代社会 において「正義Jが「秩序 J
化 される ことの恐 ろ しさ 。非倫理性を指摘 した。さらに

ル改良 の新 しい方向 について議論を展開 した。
いわゆる「強権国家Jに ついての研究はまだ始 ったば

核兵器 の出現 ,行 為主体間 に存在す る「力 の差 J,「 権 限J
と「責任 J倫 理 の不確定 といった今 日の国際社会 におけ

か りである。その起源・ 性格・ 業績等 について ,こ れか
ら更 に幅広い実態面 と比較政治的手法両面か らの研究が

る prudenceの 難 しさを論 じた。
これにたい して関会員 は ,平 和学 の立場か ら「秩序」
のあ り方を根本的 に問 うべ きだ と強調 し,現 代 の核軍事

展開 される必要があることを痛感 した。
(共 通論題 I(B)司 会者・松本三郎記 )

戦略の もとで国家が倫理的に問われていると力説 した。
安藤教授 の客観的 な分析 ,高 坂会員 の歴史的洞察 ,関
会員の熱弁 といずれ も印象深か ったが ,例 によって フロ
アの参加者 とめ討論 の時間が少 なか ったことが惜 しまれ
(中 嶋嶺雄記)
た。

共 通 論 題 Ⅱ「 核 と 東 西 ヨ ー ロ ッパ 」
「山本武彦会員」は,過 去数年来米 ソ両国の新型戦域核兵
器の実践配備を契機 として ,米 ソ間の核戦略関係 が不安
定化 したばか りでな く,NATO同 盟内部で ,米 国 と西
欧諸国 との間に軋蝶が生 じたが ,そ れが レーガ ンの戦略
防衛構想 (SDI)推 進によ って一層深刻化 した経緯を
主 として米欧間の戦略的 de一 coupling"の 問題 (米 大
陸の聖域化 =欧 州 の見殺 し)を 通 して手際 よ く分析 した。
これに対 して「伊藤孝之会員」は ,ワ ルシャワ条約機構 が
,

共通論 題 I「 国際政治 と倫 理 (B):
強権国家 と人権 」
共通論題 Iで は ,ラ 米 ,東 南 アジア,中 東 の三地域を
対象 に 3人 の会員 による報告があった。
「 ラテ ンアメ リカの権威主義体制 とカーター人権外交J

第一義 的 に体制維持 のための ものであ って国家安全保障
の システムではない ,と い う逆説 の中で ,近 年西側 で も
問題 にされている欧州戦域 における核戦争 の論理的可能

の乗浩子会員 は ,ラ 米諸国が先進国資本 の導入によ り高
度工業化を目指 し,そ の妨 げとなる人民主義的勢力を弾

性の増大が ,東 欧諸国を して ,核 戦争 に巻き込まれ ない
ための安全保障 システムの必要性を自覚 させ始めて いる

圧 してきたのに対 し,カ ーター人権外交 はこの権威主義
体制 の構造を不間 に して弾圧面 のみに非難を集中 し,経
済 。軍事援助 の しめつ けにより圧力をかけたため ,多 く

状況を分析 し,ソ 連 の圧力 によ つて挫折 したホーネ ッカ
ー東独国家評議会議長 の西独訪問計画が ,そ の表現 であ
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ったことを説得的 に指摘 した。

東西両陣営の内部 で,そ れぞれ理由は違 ってい るが
核問題が同盟 の結束を根底か らゆさぶ っているという分
,

大戦を通 じて強力 な競争相手 となった日本を警戒 しは じ
めた。 日本 はある意 味で自分のおかれた国際環境 の 申 し

析において両報告者 の論旨はうま く噛み合 っていた。 さ

子であ ったのか もしれない。無理や りその中に押 し込ま

らに核問題 にか らむ北欧諸国の独 自の立場 と政策 に言及

れ ,成 功す ると叩かれは したけれども,そ うしたなかで

したディスカッサ ン ト (百 瀬 宏会員)は ,会 場か らの
活発な質問 とともに,春 季研究大会 の最後を大 いに実 り

を したのである。

あるもの とした。

日本は,欧 米諸国が受 け入れざるをえないよ うな国造 り
現代 の日本社会 にとって明治 日本の遺産はどのよ うな
意義を もつのであろ うか。その点 について これまでは非

(共 通論題 Ⅱ司会者・ 蟷山道雄記)

常に曖昧に しか語 られて こなか った し,天 皇制 とシンボ
ルの役割 について もは っき りとした解答は出されていな

特別講演 :マ リウス・ B・ ジ ャンセ ン

い。だが象徴 としての天皇は ,明 治 の急速な変動に正統
性を与え ,そ の行動は地方の派閥集団が国民的な望ま し
い政権へ と変化す るのを助 けた。明治 の寡頭政治は大衆

「 明治 日本 とその遺産」

を政治過程 に参加 させようとす る一方 で ,こ れを牽制 し
ようとした。

(通 訳 。三輪公忠会員)

ジャ ンセ ン教授 (プ リンス トン大学)は ,坂 本龍馬 ,孫
文 と日本 ,宮 崎濡天 と日中関係 そ して 日本の近代化 にか

また,欧 米に比 して劣 らないとい う尊敬の念を育 くみ
つつ も,大 衆 に疑 いの 目を向けつづ けたという逆説が存

ん して これまで重要 な研究 を発表 してきた米国東ア ジァ
研究の代表的な碩学だが ,同 教授は この特別講演のなか

在する。明治の 日本はその急速 な中央集権化が地方の多
様性を圧殺 し,日 本 の価値観を外国に押 しっける無分別

で ,明 治の 日本 とその遺産を ,世 界史にとっての意義

さを生んだ りしたとい う代償を も支払 ったが ,そ の正 と
国際関係にとっての意義 ,現 代 日本 にとっての意義 とい
負 の遺産を ど う評価すべ きか とい う論点 自体が 世界政治
った 3つ の側面か ら検討 した。以 下は ,そ の要約 である。 の 巨大な変化の うね りのなかで変わ って
きているといわ
ざるをえない。
日本は世界史のなかで「発展指向型国家J(カ リフォ
(ニ ューズ レター委員会記)
ルニア大学 バークレー校 のチャルマーズ 。ジョンソン教授
,

の規定)と 称することの できる最初の国家である。明治
時代 に日本は政治 。社会 の全域 にわたって大きな変化を
遂げた。当時 の日本は外国か ら援助を得 られなか ったが

,

それはむ しろ日本 に有利 に働 いた ともいえる。つ まり日

学会活動報告

本は ,自 国を独力で開発する道を選び ,tl界 的な同盟体
制 に暫 くの間組み込まれず に済んだか らである。 自らの
計画を進めえたのに加えて ,海 外か ら干渉 されなか った
のはまことに幸運 であ った。また,不 平等条約 さえ も日
本 に幸 い したとさえいえるcこ うして明治以来 の 日本の
発展形態は ,世 界史 のなかで過去に類例のない画期的な
ものだ ったのである。だか らといって今世 紀の発展途上
国に日本 モ デルを単純 に当てはめるわけにはいかない。
明治期 の 日本 は幼少期 にあったが ,そ れが突然国際体

(1985年 2月 〜 5月
2月 21日
2月 23日

)

日本学術会議会員候補者 (本 学会関係)確 定
日本学術会議 に上記候補者および推薦人を届
出

30周 年記念事業実行委員会開催
3月 7日 懇談会開催 (於 如水会館 ),講 師 :浦 野起央
会員「現下のアフ リカの情勢 についてJ, 企
2月 25日

業側出席 1名

系のなかに組み込 まれたのである。明治政府の指導者達

3月 29日

会計監査実施

は欧米か らの圧力 にたい して ,国 際法 によって乗 りきる

4月 26日

30周 年記念事業実行委員会開催

ような楽観的な政策をとらず ,欧 米 に劣 らぬ強国になる
ことによって克服 しようとした。そ してアジアの諸国 と

5月 14日

第 13期 学術会議会員の選 出に係 る推薦人会議

距離をおき,欧 米 に倣 う路線を歩んだのである。 日本は

5月 17日

理事会 および運営委員会開催 (於 上智大学 )

有能な学生 として力をつ けて ゆき,日 露戦争で勝利 し
他の植民地諸国の民族 自決 の運動 の契機 になるとと もに

開催
5月 18〜 19日

,

春季大会開催 ,大 会出席者約 400名 ,懇

親会 159名

,

一方 で朝鮮 半島の支配 に及んだ。 この頃まで欧米諸国は

5月 18日

総会 ,編 集委員会開催

日本の成功を好意的に見ていたが,そ のうちに 第一次世界

5月 19日

運営委員会 ,書 評小委員会開催
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学会 30周 年記念 懸賞論文 募集要綱

編 集 委員 会 だ よ り
編 集 副 主 任・ 黒 柳 米 司
先 ごろ拓殖大学 で開催 された春季研究大会 に際 して

記念 出版 準 備 小 委 員会
主任

機関誌『国際政治』第79号 十日本・ カナダ関係の史的展
開J(編 集責任者 。原 日邦紘会員)を 配布 いた しま した。
『ニューズ レター』前号で刊行予定 日について一部誤
記があ りま したので,お 詑び して以 下のよ うに訂正 いた
します。
第80号 「現代の軍縮問題J(編 集責任者・木村修三会 員),
1985年 9月 刊行予定

:

第81号 「ソ連圏諸国の内政 と外交J(1司 伊東孝之会員),
1986年 1月 刊行 予定

;

してお ります。その うちの一つ として ,機 関誌『国際政
治』の定期刊行分 とは別途 に,『 国際政治』特別記念号
を発行することにな りま した。特別記念号の内容は二部
に分かれ ,第 一部は「日本の平和 と安全J(仮 題)と い
うテーマで,そ の テーマに もっとも適 した会員 3,4人 に
寄稿をお願 い し,第 二部はテーマをいっさぃ限定せず
戦後生まれの若い会員か ら独創的な研究論文を募 ります。
なお ,こ の号 には過去の学会活動の記録や ,『 国際政治 』
定 です。

1987年 1月 刊行予定.
,

日本国際政治学会 は ,来 たる1986年 に創立30周 年を迎
えることにな り,そ れを記念す るい くつかの事業を計画

;

第84号 「東南ア ジアの民族 と国家J(同 岡部達味会員),
これ以降の 予定は

翡

の総 目次を も場載 し,記 念号 にも、さわ しい ものに る予
す

第83号 「科学技術 と国際政治J(Fol山 本武彦会員),
1986年 9月 刊行予定

戸

,

;

第82号 「世界 システムJ(1司 猪口孝会員),1986年 5月
干リ
イi予 定

木

,

とりあえず ,第 85号 で五百旗部真

会員が 日本外交 の ,第 86号 で田北亮介会員が理論の ,第
87号 で平野健―郎会員 がイシューの分野で特集企画を立

てることとな りま した。

関展蒼婆璽零[:「 鷺悪勇筐侶襲身を :省 [:ふ こ冒軍
和や安全の問題を見透 す ことがなによ りも求め られてい
る,と い うのが第一部 の テーマを選定 した理由です。 し
かし

'第 二部は ,若 手会員がどなたで も応募できること
を重視 し 論題は自由と します。理論 ,歴 史 ,地 域 ト
,
ビック等どんな分野のどんなテーマで も結構で ので
す
ぜひ多数 の寄稿をお願 いいた します。応募要領は以 の
下
通 りです。
,

,

機関誌 84号 『東南 ア ジアの民族 と国家』
(仮 題 )原 稿募集 について
近年発展途上国 にお け る国民国家 の 形成 およびその基

1論 文テーマ :自 由
2応 募資格 :1945年 8月 15日 以降出生の会員
3枚 数 :400字 詰め50枚 以内 (注 を含む
)

盤 た る国民統 合を め ぐって ,さ まさまな議論が あ り,特

4.原 稿 :す べ て縦書きとする。注は本文末尾 にまとめ

に東南 ア ジアに関 してはか な り基本的 な問題提起が なさ

る。最後 に括弧内に氏名 のひ らがな表記 と所属を記
入す る。見 出 しや注記の技術的な面 について小委員

れ つつ あ ります。他方 ,国 際政治研究 において は ,相 互
依存 とグ ローバ リズムの進行 にと もな って ,国 民国家 の
比重 の低 下が論 じられ ,ま た ,既 存 の 国民国家が分解す
る気配 もあ らわれて お ります。 この よ うななか で ,ェ ス
ニ ックに多様 な東 南 アジアにお け る民族 (こ の場合 ,エ
ス ニ シ ィテ ィ,人 種 ,ネ ー シ ョン等多 くの意味が含 まれ
る)と 国家形成 につ いて ,理 論的 に も実証的 に も手堅 い

会で統一を図ることがある。
5.レ ジュメ

:800字 前後の論文要 旨を論文とと もに提

出すること。

6期 限 :1986年 3月 31日 (消 印有効
7審 査 :第 一次 ,第 二次の審査を行 い,応 募状況や審
)

査の概要は,ニ ューズ 。レターで発表する。

8当 選論文 :審 査により 3本 をめどに優秀論文を選び

論文集 を出 したい と思 ってお ります c
会 員諸 兄姉 の こ応 募 をお待 ちいた しますが ,特 にマ レ
ー シア ,タ イ ,フ ィリビンについて執筆 して ドさる方 を

最優秀論文 1本 と佳作論文 2本 を表彰する。該当論
文がないこともあ りうる。副賞 として ,研 究奨励費

歓迎 いた します。原稿枚 数 は約 50枚 ,じ め き りは86年

を最優秀論文に30万 円 ,佳 作論文 2本 にそれぞれ10

7

月末 です。 こ希望 の方 は ,論 題 と要 旨 (構 想 で結構 です )
を85年 9月 末 まで に ,下 記 までお中 し出 いただ きた い と
思 い ます。

万円を贈呈す る。

9原 稿送付先および問い合わせ先
〒 105東 京都港区虎 ノ門 1‑2‑6清 水 ビル
:

日本国際問題研究所気付
岡部達味
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黒柳米司

,

研 究 機 関 。研 究 プ ロジェク ト紹 介

研 究 分科 会 の近 況
ソ連・ 東 欧 分 科 会
林

ア フ リカ総 合研究 プ ロジ ェク ト
行 (広 島大学)

忠

当分科会 は昨年 の秋以降 ,次 の研究会を開 いた。
1984年 10月 27日 上野俊彦「ソ連 にお ける『国家的
管理の理 論』 (行 政学)に ついてJ

(ア

アジア経済研究所は ,1960年 以来 アフ リカに関 して政

池本修一 「チェコスロヴァキアの

12月 8日

吉 田 昌 夫
ジア経済研究所 。非会員)

治 ,経 済 ,社 会 ,歴 史 の分野 にまたが る研究を続けてき
た。研究の方法 としては ,主 査の もとに数名 の委員 よ り

労働者評議会運動 について , 1968‑1969年 J
1985年 5月 19日 坂 口賀郎 「最近 の ソ連の第三世界
認識 の傾向 についてJ

成 る研究委員会を組織 し,共 同研究をおこなって成果を
刊行す るという形をとり,同 年 よ り始まる 2年 研究「ァ
フ リカのナショナ リズムの発展J(主 査 ,宍 戸寛氏)が そ

平 和 研 究 分 科 会
岡 本 三 夫 (四 国学院大学)
予定報告者 のア ラン・ ジョクセ氏の来 □が延期 になっ
たため ,関 寛治会員 (東 大)が 「日本海は ミシガン湖に

の最初 の ものであった。
その後 ,研 究委員会を組ん で とり上 げたテーマは ,「 ア
フ リカ諸国 における経済 自立 J,「 アフ リカナイゼーシ ョ
ンの意味 と現実J,「 アフリカ植民地化 と土地・ 労働問題」

なりうるか―平和研究の視点か ら」という題で報告。
最近 「平和の船Jで 歴訪 した シベ リア ,平 壌 ,北 京 に
おける極東情勢の変化 と同行 した約 400名 の日本人 の対

業 と土地保有 J,「 アフ リカの食糧問題 と農民」,「 現代南

社会 主 義 諸 国 に 関す る意識 の分析 に焦点 が当て られ
日本海沿岸諸国を結ぶ環状鉄道 の建設 によって 日本海は

部 アフ リカの経済構造J,「 70年 代南部 アフリカの政治・
経済変動J,「 フロン トライン諸国 と南部 アフ リカ解放J,

ミシガ ン湖並みの平和 な非軍事地帯 になるだろうとい う
雄大 な構想が披露 された。 これに先立 つ「平和研究 と高

基盤 と経済 自立化」 などであった。

,

「アフリカ植民地における資本 と労働 J,「 アフリカの農

「 ロメ体制 と西 アフ リカの経済統合J,「 中間技術の形成

等教育 ￨(岡 本三夫・ 四国学院大)と い う報告 では戦争
搾取 ,環 境破壊 とい う三 つの暴力が研究 と教育の テーマ
であ り,こ れに対す る共生 symbiosisの 原理 に よる文

しか しァ ジァ経済研究所の研究活動 の主流は ,研 究所
名が示す ようにア ジアを対象 とするもので ,ア フ リカ
中南米 ,東 欧などを対象 とす る研究は ,研 究所 の活動全

明再構築 の必要性が示 された。
平和研究 は possibilismの 展開 という面を持 っている
ので ,若 い会員の大担 な試論 ,.熟 年会員 の grand des―

体 の中では比重が低 く,時 には「 アジ研ではアフリカ研
究 もや っているのか」 という言葉を浴びせ られることも

,

ignな ど,大 いに歓迎 いた します。

隣接学会大会 開催予 定
共通論題

(1)「 地域研究Jと
(■

(日 )東 京本 学

)政 治過程 と議会 の機能
(日

)神 戸大学

(日

)琉 球大学

ている国内的 ,国 際的要因を分析す ること,お よびアフ
リカ諸国がどのよ うな方策 でこの危機を克服 し,発 展 し
ようとしているかを検討 す る こ とを通 じ,国 際的 な相

アジア政経学会
全国大会 11月 16日 (上 ),17日

今年度 よリアフ リカ総合研究事業 という別枠の事業予
算が付 き,新 たに三年計画の 「 1980年代 アフ リカの経済
危機 と発展 の諸問題 Jと い う研究主題 を持 った研究プ ロ

国が直面 している経済危機 の構造を,イ ンターデ ィシプ
リナ リーな研究によ り総合的 に究明 し,危 機を もた らし

政治学

国際法学会大会 lo月 12日 (土 ),13日

あった。

ジェク トを発足 させることになった。 このプ ロジェク ト
は ,ア フ リカの中で も,と くにサハ ラ以南のアフ リカ諸

日本政治学会
1985年 度大会 10月 5日 (土 ),6日

,

国際経済学会大会 10月 26日 (土 ),27日 (日 )明 治大学
共通論題 「戦後40年 ・ 世界経済 の構造変化 と
展望J
日本平和学会

互協力のあ り方を考えることを目的 としている。
アフ リカには現在51の 独立国が存在す るが ,こ の多様
で しか もある面 では共通性 も多 いアフ リカ諸国のかかえ
る発展の諸問題を解明するの は ,決 して容易 なことでは
ない。そこでまず初年度 は,ガ ーナ ,コ ー トジボアール
ナイジェ リア,エ チオ ピア,ケ ニア,タ ンザ ニア,ザ ン

,

秋季大会 11月 9日 (土 ),10日
論題

)中 京大学
「開発 ,人 権 ,参 加―新 しい平和を
(日

ビアの 7カ 国を分析対象国 と して とり上げ ,重 点的 に研

求 めてJ(仮 題)

究をお こな うことになった。
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この研究活動のほかに,資 料委員会 を組織 し,ァ フ リ
カの関係資料 の迅速な収集 と,書 誌 ,統 計データの編纂
など もお こな う予定である。収集 した資料類は ,研 究所
の図書館で一般閲覧ができるようになる。
またアフリカにおける現地調査活動を強化 し,国 内調
査では得 られない情報や資料の収集 にあたるとと もに

,

実態調査を行 うことを予定 している。プ ロジェク トの定
期刊行物 として ,年 2回 『 アフ リカ・ レポー ト』を刊イ
子
す る準備 も進んでいる。
このプ ロ ジェク トヘの初年度 の所内参加者は ,研 究・
資料 の両部門で12名 ,所 外参加者は 4名 となっている。

新 名簿 記 載事 項 の 訂 正
先 日配布 しま した会員名簿の記載事項 に誤ま りがあ り
ま したので, 下記のように訂正 させて頂きます とともに

,

深 くお詑び申 し Lげ ます。

事務局長 百瀬

宏

(1)名 簿裏表紙 の学会所在地の電話内線番号は ,409を
467と 訂正 いた します。

②

巻末の名誉会 員・ 役員名簿中 ,平 和研究分科会 の責
任者名は岡本三夫会員に,ま た角南治彦会員は,対 外交
流委員会の所属 とあ りますのを ,会 計の所属に訂正い
た します。

(3)53ペ ー ジの三十周年記念事業実行委員会 の リス トは

,

計画立案過程の ものを誤ま って掲 げま したもので ,『 ニ
ューズ レター』第31号 (1985年 4月 号 )4ペ ー ジに掲
載の ものが正 しい リス トです。

編集後記
紫陽花がきれ いに色づいて きま した。五月の春季大会
も無事終 ったところで ,二 つの共通論題 の報告 と討論
,

(4)会 員 の個人別記載につ きま しては ,誤 記および名簿
原稿入校後の住所変更を含め ,下 記のように訂正をお
願 い申 し上げます (な お ,紙 面 の関係 もあ り,こ れ以

特別講演 の内容を簡単に整理 して いただ きま した。新 し
い試みの一つです。司会者や関係者 の方 々のお手を煩わ
せ ることにな りま した。改めて御礼申 し上げます。

後の会員住所変更は ,『 ニューズ レター』に1ま 逐一掲載
しませんので,ご 了承下 さいますよう)。

(文 責 ・

毛里)

<ニ ューズ レター委員会 >
中嶋嶺雄 (正 ), 毛里和子 (冨 1), 宇佐美滋
伊豆見元 , 渡辺啓貴 , 矢島文絵 (編 集事務 )
,

1985年 7月 10日 発行
日本 国 際 政 治 学 会
ニ ューズ レター委 員会
〒

114

東京都北区西 ケ原 4‑51‑21

東京外 国語 大学 中嶋嶺雄研究室 内

Tcl.(03)917‑611l ex.322
発行人
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