
国際政治経済演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

３０１ 国際政治経済学演習 I (久米郁男)

春学期 ３年以上：２単位 久米 郁男

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

政治現象分析の技法: 原因を推論する

授業概要
Course Outline

この演習の目標は日常起こっている様々な現象を政治学的に考える訓練を行うことにあります。政治的な

紛争というものは、紛争当事者が理性的に話し合えば解決できるのでしょうか？人道的援助は、世界を平和

にするのだろうか？政策のことをしっかり考えて皆が投票すればよい政治が実現するのでしょうか？経済が

成長すれば、民主化するのでしょうか。新聞やテレビでの「常識」とは少し違う角度から様々な政治経済現象

を見ることによって政治学の世界を学びます。扱う対象は多様ですが、政治学とりわけ実証的･経験的な政治

学における分析方法を学び、様々な政治現象が何故生じているのかを説明する能力を磨いてもらいます。

なお、ゼミがスタートするまでに統計ソフトを使って重回帰分析が出来るようになっていることを前提に

ゼミを進行します。プレ演習では、そのための実習を行いますが、事前の統計的知識は不要です。

３年生は、４年生ゼミにも参加することを求めます。

また、４月に行う春ゼミ合宿と、８月後半に２泊３日で行う夏合宿は、ゼミの重要な一環ですので、それへ

参加できることが受講の条件となります。

授業の到達目標
Objectives

様々な政治現象を、他人の意見に簡単に説得されず、データや理論に基づいて社会科学的に分析し、自らの

主張をディベート、プレゼン、論文の形で提示し、人を説得する能力の涵養を目指します。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

ゼミがスタートするまでに、統計ソフトを使って重回帰分析が出来るようになっていることを前提にゼミ

を進行します。プレ演習では、統計分析の手法についての実習を行います。事前の統計的知識は不要です。

授業計画
Course Schedule

第１回：はじめに

第２回－第５回：方法論の基礎

第６回：分析のロジック

第７回－第８回：ディベート

第９回：政治経済学的問へ

第10回：研究デザイン

第11回：合理性について

第12回：ゲームの世界

第13回－第15回：古典を読む

第16回：プレゼンテーション

第17回－第20回：レプリケーションを通じた計量分析実習

第21回：ディベート

第22回－第24回：計量分析を用いた研究を読む

第25回－第28回：事例研究を読む

第29回－第30回：プレゼンテーション

教 科 書
Textbooks

久米郁男『原因を推論する政治分析方法論のすゝめ』有斐閣

ロバート・パットナム『哲学する民主主義』NTT出版

－ 95 －



参考文献
Reference Books

課題文献を講義中に適宜指示します。

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation 100％ ゼミ合宿を含めゼミでの報告、課題提出、積極的な参加。

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL

ゼミに関するより詳しい内容・応募に際しての課題については以下のホームページに記載されています。

応募前に必ず参照して下さい。

http://kumezemi.html.xdomain.jp/shohyo.html
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国際政治経済演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

３０２ 国際政治経済学演習 I (小西秀樹)

春学期 ３年以上：２単位 小西 秀樹

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

経済学とデータで見る財政，社会保障の諸問題

授業概要
Course Outline

この演習では，財政や社会保障にかかわる問題を日本だけでなく，国際的な視点から，理論とデータの双方

にもとづきながら学習する．また，必要に応じて計量経済学の基礎を学習した上で，パッケージソフトを使っ

たデータ解析の練習を行う．データ解析の技術は，演習II以降での報告や卒業論文などに必要になる．

授業の到達目標
Objectives

財政や社会保障に関わる基礎的な知識を身につけ，自分自身の意見や問題意識を持てるようになること，

調べた内容を整理してわかりやすくプレゼンテーションする修練を積むことを目的とする．ここで学習した

内容が，演習II以降での勉強や研究につながっていくことを期待している．また，日本の現状だけにとらわ

れず，国際的な視野で財政や社会保障の問題を議論できるための基礎知識を身につけてもらいたい．

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

プレ演習の課題：日本の政府部門では借金が大幅に膨らんでいて，国際的にも類を見ない状況に陥ってい

ると言われています．このことについて，以下の設問に答えたレポートを作成してください．

（１）日本の政府部門の借金は他の先進諸国と比べてどのぐらい違ってきているのか，データを調べて確認

しなさい（データの出所を明らかにすること）．

（２）もし何もしないでこのまま借金が増えたら，将来どうなると考えられるでしょうか．

（３）私たちは日本政府の借金を減らすような対策を何か講ずるべきでしょうか．理由を明らかにして説明

してください．

（４）消費税を増税して借金を減らすという対策には，どのようなメリットがあるでしょうか，またどのよう

なデメリットがあるでしょうか．総じて，あなたはこの対策をどのように評価しますか．他にもっといいと

思われる対策があれば，１つ提案してみてください．

授業計画
Course Schedule

前半は，ミクロ経済学，マクロ経済学に関する基礎的な知識を確認した上で，財政や社会保障に関する基礎

理論やデータをさまざまな書籍，新聞や雑誌の記事などにもとづきながら全員で学習する．後半は，各自が

１つのテーマを決めて，データを探し出し，整理した上で，プレゼンテーションを行う．

教 科 書
Textbooks

日本については，図説日本の財政や経済財政白書，厚生労働白書などの政府刊行物を利用する．海外のデー

タについて，Wall Street JournalやNew York Timesなどの特集記事を利用する予定．事前に購入する必要はな

いが，たとえばNew York Timesは１ヶ月500円ちょっとで購読できるので，強く購読を勧めたい．

参考文献
Reference Books

－ 97 －



評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations 0％ 該当しない

レポート
Papers 0％ 該当しない

平常点評価
Class Participation 100％

出席状況，与えられた課題やプレゼンテーションへの取り組みで評価

する．

そ の 他
Others 0％ 該当しない

備考・関連URL
Note・URL

小西研究室のウェブサイトを見てください．

http://www.f.waseda.jp/h.konishi/index.html
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国際政治経済演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

３０３ 国際政治経済学演習 I (齋藤純一)

春学期 ３年以上：２単位 齋藤 純一

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

近現代の政治理論

授業概要
Course Outline

このゼミでは、自由、平等、公共性、デモクラシー、社会保障、社会統合など近現代の政治理論の主要な

テーマを取り上げます。

ゼミの前半は、政治理論の重要な文献を取り上げ、その理解をはかるとともに、提起された論点について議

論します。

この数年間に読んだのは、H. アーレント、J. ロールズ、F. ハイエク、L. ホブハウス、I. ヒロセらの著作

です。

毎回のゼミの後半は、メンバーによる個人研究報告にあてています。個人研究報告は問題関心の共有をは

かるとともに演習論文執筆の準備として行われます。

授業の到達目標
Objectives

政治理論・政治思想史のテクストを正確に理解し、議論を整理して考え、理由（論拠）を明確に挙げながら

自分の考えを伝える力を涵養することがこのゼミの目標です。そのうえで、現代の政治社会の制度や規範を

評価し、その問題や改善の方向について自分の意見を形成できるよう指導したいと思います。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

あらかじめテキストを読み、内容の理解をはかるとともに、疑問点などを特定すること。

授業計画
Course Schedule

今年度はデモクラシー(とくに選挙制度)をテーマとします。まず下記の著作を取り上げ、基本的な論点お

よび近年提起されている論点を検討します。

教 科 書
Textbooks

J.S. ミル(関口正司訳)『代議制統治論』(岩波書店, 2019年)。

D. レイヴルック(岡﨑晴輝ほか訳)『選挙制を疑う』(法政大学出版局, 2019年)。

参考文献
Reference Books
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評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation 100％ 出席、報告、研究発表、議論への参加等を総合的に評価します。

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL

－ 100 －



国際政治経済演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

３０４ 国際政治経済学演習 I (清水和巳)

春学期 ３年以上：２単位 清水 和巳

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

人間と社会の政治経済学

授業概要
Course Outline

「不思議なものは多い。しかし人間ほど不思議なものはない」（ソフォクレス『アンチゴーネ』）

古代から現代に至るまで、人間はあらゆる学問分野で最大の謎であり続けてきた。社会科学はとりわけ人

間と社会の関係に興味をもってきた。スミスは人間が利己的に行動しているにもかかわらず社会が破綻しな

いことを、ヴェーバーは資本主義という特殊な社会経済制度を支える人間が西欧という地域で生じたことを、

マルクスは人間が作り出した社会が逆に人間を疎外していくことを不思議に思い、それぞれの謎に彼らなり

の解答を用意した。とはいえ、こういう偉大な先達がとりくんだ大問題だけが謎なのではない。たとえば、

海外旅行をしたときにあるレストランで食事をしたとしよう。「ここで食事することはおそらくもう二度と

ない」とわかっていても、われわれはチップを払う。実はこれも（ある観点からすると）人間と社会に関する

謎なのだ。

本演習の目的は、人間の意思決定・行動、その結果として生じる社会制度に関する謎を自分でみつけ、そこ

に社会科学的に切り込む方法を学ぶことにある。その際、「自分」にとっては謎だが、他人にはなぜそれが解

くべき謎なのかが理解できない、「自分」はその謎に答えたつもりだが他人は納得しない、こういう事態は避

けたい。したがって、演習参加者は少なくとも以下の３点に関して自問自答してほしい。

■なぜ（どのような立場からすると）その問題を「謎」ととらえることができるのか？

■もし、その問題が本当に「謎」であるなら、それにどのように応答することが社会科学的と言えるのか？

■そもそも、社会科学的に思考するとはどういうことなのか？

授業の到達目標
Objectives

演習参加者は、自分の問題設定、問題の検討方法を他の参加者に理解させ、納得させために必要な技術や方

法を身につける。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

第１回：オリエンテーション

第２回：議論することになれるⅠ

第３回：議論することになれるⅡ

第４回：「書く技術」

第５回：議論することになれるⅢ

第６回：基礎的知識の学習１

第７回：基礎的知識の学習２

第８回：基礎的知識の学習３

第９－15回：各人の興味対象に応じて、既存の研究をグループで発表

16回目－30回目は夏合宿での卒論計画発表をふまえて、各人に報告を割り当てる。

教 科 書
Textbooks

特にない。事前に、文献リスト、課題となる論文等を配布する。

－ 101 －



参考文献
Reference Books

第一回目のゼミナールにおいて参考文献リストを配布するが、制度の経済学、ゲーム理論、科学方法論など

の分野を重点的に読んでいく。

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 50％ 発表・レポートの出来・不出来に応じる。

平常点評価
Class Participation 50％ ゼミの時間中の議論の組み立て方に応じる。

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL

学生に対する要望：

（１）質問がある場合、次のアドレス宛てにメールで問い合わせること：skazumi1961[at]gmail.com。

（２）担当教員の「比較経済制度分析」を受講済みであること、加えて、ミクロ経済学、ゲーム理論、統計学、

科学哲学に関する基本的な知識があることが望ましい。まだ「比較経済制度分析」を受講していない場合は、

来年度受講することを強く勧める。
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国際政治経済演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

３０５ 国際政治経済学演習 I (須賀晃一)

春学期 ３年以上：２単位 須賀 晃一

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

公共政策の政治経済学－公共性の実現に向けて

授業概要
Course Outline

このゼミでは、現代社会が抱えるさまざまな問題を政治経済学・公共経済学・公共哲学・厚生経済学の視点

で考え、解決策としての公共政策を提案してみたいと思います。日本だけでなく、国際社会や地域、あるいは

各国が抱える問題の多くは特定の観点から解決できるものではなく、複眼的視点に立って公共性の実現を目

標に解決のルートを探るべきものであると考えられます。これまでに繰り返し指摘されてきた効率と公平の

両立を図ることは公共政策における重要な観点であり、皆さんに学んでいただけなければならない最小限の

視点です。そして、効率と公平を各国の政治経済システム全体の中で、また歴史的、時間的パースペクティブ

の中で考察することも重要な課題です。さらには国家や地域を越えた空間的広がりの中で、効率と公平の両

立を図るシステムについて考えることも必要です。効率・公平・自由・平等を重要な構成要素とする公共性の

実現を、各人の問題領域における政策的対応を通じて図ること、これをゼミの課題としたいと思います。具

体的なテーマの例として以下のものを挙げることができるでしょう。

１．地球環境問題と世代間倫理

２．地域振興・産業振興の公共政策

３．少子高齢化と社会保障

４．貧困と不平等

５．資源・食料・エネルギーの政治経済分析

６．教育の政治経済分析

７．医療の政治経済分析

８．都市と交通の公共経済学

これらの問題に対して、効率や公平などの明確な価値基準を設けて、公共政策や公的制度を作るとか、当事

者間の合意によりルールを設定することで解決するといった方向を探るのが、このゼミで用いる接近方法の

特徴です。

ゼミでは、まず現代社会の問題群の中から自分なりのテーマを決めます。そして、それに応じて２種類の

課題図書を指定します。１つは各自のテーマに関する中級のテキスト、もう１つは書評用の図書（新書程度）

です。まず、書評を作成し、発表してもらいます。経済学・統計学の基礎知識をプレ演習で修得してもらい、

書評の作成およびテキストの要約が春休みの宿題となります。３年次の授業が始まると最初に、春休みに

やっていただいた書評の発表を行います。続いて、計量経済学のテキストを輪読します。これが共同論文を

執筆していくために必要な共通の知識になります。

その後、グループ研究を行います。各人の選んだテーマに従ってグループを作り、グループごとにサブテー

マを決めて資料収集し議論・研究し、発表原稿を作成します。指定した中級テキストや、そこでの参考文献と

なった様々な論文が資料収集の際に指針を与えてくれるでしょう。発表グループが進行役となり、ゼミでの

議論を進めてもらいます。グループごとの共同研究の成果は共同論文にまとめます。

授業の到達目標
Objectives

２種類の共同論文を作成することです。１つは学生政策フォーラム発表会用の政策提言論文、もう１つは

政治経済学部の政治経済学会が主催する論文コンクールに応募する学術論文です。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review
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授業計画
Course Schedule

第１回：自己紹介と今後の進め方

第２回：各班によるテキスト１の発表（１）

第３回：各班によるテキスト１の発表（２）

第４回：各班によるテキスト１の発表（３）

第５回：各班によるテキスト１の発表（４）

第６回：各班によるテキスト１の発表（５）

第７回：各班によるテキスト１の発表（６）

第８回：各班によるテキスト２の発表（１）

第９回：各班によるテキスト２の発表（２）

第10回：各班によるテキスト２の発表（３）

第11回：各班によるテキスト２の発表（４）

第12回：各班によるテキスト２の発表（５）

第13回：各班によるテキスト２の発表（６）

第14回：班研究のテーマ決定

第15回：オープンゼミ

ここまでが春学期の授業計画で、以下は秋学期の授業計画です。

第16回：夏合宿の反省と今後の課題の検討

第17回：班ごとの論文作成－中間発表に向けて－（１）

第18回：班ごとの論文作成－中間発表に向けて－（２）

第19回：班ごとの論文作成－中間発表に向けて－（３）

第20回：班ごとの論文作成－中間発表に向けて－（４）

第21回：各班の中間発表（１）

第22回：各班の中間発表（２）

第23回：班ごとの論文作成－最終版に向けて－（１）

第24回：班ごとの論文作成－最終版に向けて－（２）

第25回：各班の発表練習－ISFJ政策フォーラムに向けて－（１）

第26回：各班の発表練習－ISFJ政策フォーラムに向けて－（２）

第27回：班ごとの論文作成－政治経済学会論文コンクールに向けて－（１）

第28回：班ごとの論文作成－政治経済学会論文コンクールに向けて－（２）

第29回：４年生卒業論文へのコメント（１）

第30回：４年生卒業論文へのコメント（２）

教 科 書
Textbooks

田中隆一『計量経済学の第一歩』有斐閣

鹿野繁樹『新しい計量経済学』日本評論社

参考文献
Reference Books

研究室のホームページを参照のこと。

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％ 実施しない。

レポート
Papers 50％ 書評および共同論文による。

平常点評価
Class Participation 50％

授業への出席と貢献、ならびに共同論文作成に当たっての貢献度によ

る。

そ の 他
Others ％
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備考・関連URL
Note・URL

ゼミの最終目標を卒業論文の作成に置きます。

ゼミは通常の一方向的な講義と異なり、皆さんが主役です。主役たる皆さん一人一人が積極的に参加しな

ければゼミは崩壊します。自分なりのテーマを持って自分で研究する態度を養い、他の人とできるだけ議論

して下さい。常に「根拠は何か」と問う姿勢を持つことが大切です。この作業が就職してから大いに役に立

ちます。

関連URL：

http://www.f.waseda.jp/ksuga/

－ 105 －



国際政治経済演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

３０６ 国際政治経済学演習 I (高橋百合子)

春学期 ３年以上：２単位 高橋 百合子

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

新興国・途上国の比較政治経済学

Comparative Political Economy of Emerging and Developing Countries

授業概要
Course Outline

本演習では、新興国・途上国の比較政治経済学で扱われるテーマについて実証分析を行うことを目指す。

ゼミ生は、比較政治経済学の基本概念と理論、および主要なリサーチ・メソッドを学習した後、各自が関心を

持つテーマについて実際に分析を行うことを予定している。

従来の比較政治経済学では、経済成長、福祉国家、労働市場等が主要なテーマとして扱われてきた。しか

し、最近の研究では研究対象が広がりつつあり、例えば、インフォーマル部門の政治、貧困とクライアンテリ

ズム、選挙不正、汚職、麻薬取引と暴力的犯罪、移民問題等について、政治経済学的観点から実証分析が盛ん

に行われるようになってきた。これらは、諸アクター間での公正性・公平性を欠く取引慣行、弱い法の執行、

ガバナンスの欠如といった問題を抱える新興国・途上国の政治・経済システムに特徴的な現象である。新興

国・途上国では、何故こうした現象が頻繁に起こるのか、その帰結は何か、問題解決に向けた政策的含意は何

か。こうした一連の問いに取組むことが、本演習の主な目的である。

ゼミ生は、卒業論文の執筆に向けて、ラテンアメリカ、アジア、アフリカの国・地域の事例に焦点を合わせ

つつ、「良い」リサーチ・クエスチョンを見つけ、妥当な仮説を導き出し、オリジナルのデータを収集し、手

堅い実証分析を行うことが期待される。

This seminar introduces students to empirical analyses of comparative political economy with a special

focus on emerging and developing countries. Students first study basic concepts and theories of

comparative political economy as well as major research methods employed in this field, and then apply

them to analyze a topic of their interests.

Traditionally, comparative political economy has focused on topics such as economic growth, welfare

state, and labor market. More recent works cover a broader range of topics including the politics of

informal sector, poverty and clientelism, electoral fraud, corruption, drug trafficking and violent

crime, migration, etc. They are political economic problems particular to emerging and developing

countries, because the political and economic systems are often characterized by unfair and unequal

transactions among different actors, weak law enforcement, and poor governance. Analyzing the causes and

consequences of these issues is the primary purpose of this seminar.

Selecting the cases from Latin America, Asia, and/or Africa, students are expected to find a "good"

research question, formulate plausible hypotheses, collect original data, and conduct a solid empirical

analysis for their graduation thesis.

授業の到達目標
Objectives

本演習は、次の３点を到達目標としている。

１．課題文献の輪読とゼミでの議論を通して、比較政治経済学における主要な議論とリサーチ・メソッドに

習熟すること。

２．ゼミ生同士で活発な意見交換を行い、ディベートとプレゼンテーションのスキルに磨きをかけること。

３．卒業論文の執筆を通して、現実社会における政治経済問題について専門知識にもとづく分析を行う能力

を身に着けること。

The goal of this seminar is three-fold.

１. Through doing reading assignments and participating in discussion, students will get familiar with

the major literature and research methods of comparative political economy.
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２. Active interactions among seminar participants will help improve the debate and presentation skills.

３. An exercise of writing a thesis will make students well prepared to be a professional analyst engaging

with political economic problems in the real world.

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

ゼミ生は、基礎レベルの計量分析について既に学習済みであることが望ましい。「計量政治学」の受講を強

く薦める。

Students are expected to have taken courses on basic quantitative methods before attending this

seminar.

授業計画
Course Schedule

＜国際政治経済学演習I/Advanced Seminar (International Political Economy) I＞

*教科書（Baker 2014）を中心に、新興国・途上国の比較政治経済学についての主要なテーマについて、基礎

的な知識を身につける。

* 実際にデータを使って、新興国・途上国が直面する政治経済問題について、分析してみる。

* We will read through the textbook (Baker 2014) and get familiar to key issues in the field of comparative

political economy.

* We will also try to analyze data on political-economic issues facing emerging and developing countries.

教 科 書
Textbooks

Baker, Andy. 2014. Shaping the Developing World: the West, the South, and the Natural World. CQ

Press/Sage Publications.

参考文献
Reference Books

適宜、指定する。

TBA.

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation 100％

課題、議論への参加・貢献、プレゼンテーションにもとづき総合的に評

価を行う。

Evaluation will be made based on students' performances in essays,

contribution to class discussion, and presentation.

そ の 他
Others ％
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備考・関連URL
Note・URL

本ゼミは、EDPの学生にも公開となるため、英語を多用することをご承知ください。

卒業論文では、定量的な実証分析を行ってもらいますので、計量分析の基礎を習得していることが期待さ

れます。

ゼミではR/RStudioを使用して、データ分析の練習も行う予定です。

Students are expected to conduct quantitative analysis for their graduation thesis. You should have

mastered basic statistics.

We will use R/RStudio for data analysis exercises.
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国際政治経済演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

３０７ 国際政治経済学演習 I (高橋遼)

春学期 ３年以上：２単位 高橋 遼

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

開発経済学

授業概要
Course Outline

本演習では、開発経済学で扱う社会問題、課題について、実証分析を行い、学生の視点からの政策提言を行

うことを目的とする。学生は、本演習を履修する段階で、実証分析の基礎を理解し、統計ソフトの基礎的な知

識を身に着けている必要がある（プレ演習の期間に習得すること）。

参加は任意であるが、学生の学習意欲が高いと判断した場合、開発途上国でのフィールド調査を実施する。

対象国として、ベトナム、もしくはエチオピアを想定している。

自らで集めたデータを用いて、実証分析を行い、結果を解釈し、分析結果に基づく政策提言を行う。

授業の到達目標
Objectives

開発途上国におけるフィールド調査の設計を学び、実際に調査を実施することでデータ収集の技法を習得

すること。

収集したデータを用いて実証分析を行い、現場での観察をもとにした考察を行えるようになること。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

春学期において、海外フィールド調査の準備を行う。具体的には、調査先の選定、対象国に関する事前情報

の収集、問題意識と仮説の設定、質問表の設計を含む。

夏休みの期間に有志で海外調査を実施する。

海外調査に参加しないものも、春学期において自身の関心を設定し、フィールド調査を行うこと。

秋学期において、収集したデータの分析を行う。

それに加えて、関連する研究成果のまとめや開発経済学の知見を学ぶ。

教 科 書
Textbooks

参考文献
Reference Books
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評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 50％ 課題図書など

平常点評価
Class Participation 50％ 演習での発言

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL
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国際政治経済演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

３０８ 国際政治経済学演習 I (多湖淳)

春学期 ３年以上：２単位 多湖 淳

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

戦争と平和の科学を楽しく学ぶゼミ

授業概要
Course Outline

国際政治学（Scientific IR、Conflict and Cooperation）のゼミです。

・楽しく学ぶが大原則。高みを目指そう。

・アウトプットは英語で専門学術誌（ジャーナル）に投稿して問題ないレベルを目指しましょう。

授業の到達目標
Objectives

・目標は、社会科学の総合力を身につける。

問題発見、問題設定力まずは先行研究を読み、つなげる、そして仮説をつくる。

データ入手・精製能力データこそ命（実験、テキスト、Large N、ケース比較）。

データ分析・報告能力RStudioとRMarkdownの力、データの検定・検証能力。

コミュニケーション力データを面白く話す力、英語力（TED）、相手と対話する力。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

特になし

授業計画
Course Schedule

通年のゼミの内容は以下の通り。

・前期は基礎訓練と問題発見、仮説作り（面白い問い、理論と仮説）、データ入手

・後期はデータ精製と分析、論文執筆

論文はできればRMarkdownを用いてPDFの形で作成

タイプライターとしての「ワード」もいいけども、アウトプットはPDFで。

※これは３年、４年共通で、４年生は３年生よりも素敵な研究をして、報告する。

【訓練内容（方法部分）】

・メソッド：分析道具がないと始まらない！

※方法論の概観（因果、実験、回帰分析、ゲーム）

伊藤公一朗（2017）『データ分析の力 因果関係に迫る思考法』光文社。

山岸俊男（2008）『日本の「安心」はなぜ、消えたのか』集英社。

※クアルトリクス（実験プラットフォーム）：高等研のSongさんの教材も配布

https://wasedapse.au1.qualtrics.com/

※テキスト分析（記述と関係の見える化）：高等研のWatanabeさんの教材

http://docs.quanteda.io/articles/pkgdown/examples/quickstart_ja.html

※RStudio（テキスト分析、回帰分析、実験データの仮説検証）：

日本社会心理学会の方法論セミナー資料（まずはこれ！）

https://kazutan.github.io/JSSP2018_spring/index.html

Wonderful RのRの基礎、RStudioについてのテキスト

http://www.kyoritsu-pub.co.jp/bookdetail/9784320112414

Wonderful RのRMarkdownのテキスト

http://www.kyoritsu-pub.co.jp/bookdetail/9784320112438
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【訓練内容（国際政治をめぐる先行研究）】

・サブスタンス：科学的なIRを理解するための材料を読んでいきます。

多湖淳（2011）「国際政治学における計量分析」『オペレーションズ・リサーチ』56(4)、 215-220ページ。

多湖淳（2017）「拒否権行使と驚き」『政治分析方法のフロンティア（年報政治学）』2017-Ⅱ、13-35ページ。

鈴木基史・岡田章編（2013）『国際紛争と協調のゲーム』有斐閣。

山影進（2012）『国際関係論講義』東京大学出版会。

ジャーナルは以下を参考に。APSR、AJPS、JOP、BJPS、IO、ISQ、IS、JCR、JPR、CMPS、II、AFS Google Scholar

で効率的に先行研究を見つけて読んでいく

★スケジュール

初回ゼミを2020年４月15日（水曜日）５時間目に設定します。

ゼミは毎週水曜日の夕方になります（詳細は参加者で詰めましょう）。

教 科 書
Textbooks

参考文献
Reference Books

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 60％ 期末のプレゼンテーションをレポートとして評価する。

平常点評価
Class Participation 40％

ゼミへの参加の度合い（欠席がやむをえない場合、あらかじめメール

で断りをいれるべきであり、無断欠席は２回でアウトカウントする）。

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL

★非常勤の先生がRとRStudioの講義をしてくださる予定です。
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整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

３１０ 国際政治経済学演習 I (唐亮)

春学期 ３年以上：２単位 唐 亮

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

現代中国の政治経済と外交戦略

授業概要
Course Outline

戦後のアジア各国は歴史、文化および政治経済体制に関して多様性を持ちながら、国家統合、経済開発およ

び民主化といった共通の課題を抱え、それぞれのアプローチで目標の実現に向けて努力してきた。この講義

は諸外国、特にアジア各国との比較分析を用いながら、中国は改革開放路線によっていかにダイナミックな

発展を遂げているか、政治経済体制と中国モデル・発展戦略をどう見るか、経済成長の「光」と「影」とは何

か、社会衝突はどのように展開されているか、情報化や意識の多様化が進む中で中国政治はどのように変容

しているか、台頭する中国と欧米主導の国際秩序はどのような関係にあるかを検証し、中国の「実像」と「将

来像」に迫る。

授業の到達目標
Objectives

現代中国の内政外交に関する幅広い基礎知識を有するほか、多文化の視点、複眼的な分析能力を身に付け、

自主的な研究課題について豊かな構想力をもつことは理想である。また、学生の主体的参加と討論によって

プレゼンテーションの能力を高める。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

春学期は教科書を毎週１章のペースで輪読するほか、ゼミ論の構想発表を行う。秋学期は引き続き教科書

を毎週１章のペースで輪読するほか、ゼミ論の中間発表を行う

教 科 書
Textbooks

家近亮子ら編著『新版５分野から読み解く現代中国―歴史政治経済社会外交―』晃洋書房、2016年

唐亮『現代中国の政治』岩波新書、2012年

毛里和子『新版現代中国政治』第３版、名古屋大学出版会、2011年

毛里和子『日中関係－戦後から新時代へ』岩波書店、2006年

国分良成編著『中国は いま』岩波新書、2011年。

丸川知雄『現代中国経済』有斐閣，2013

丸川知雄『チャイニーズ・ドリーム』ちくま新書、2013

中兼和津次『経済発展と体制移行』名古屋大学出版会

中兼和津次『開発経済学と現代中国』名古屋大学出版会、2012年

園田茂人『不平等国家 中国』中公新書、二〇〇八年。

木間正道ら編著『当代中国法入門』第五版、有斐閣、二〇〇九年

岩崎育夫『アジア政治を見る目』中公新書、2001年

武田康裕『民主化の比較政治－東アジア諸国の体制変動過程』ミネルヴァ書房、2001年
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参考文献
Reference Books

随時指定する

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations 0％ 実施しない

レポート
Papers 70％

着眼点、先行研究の整理、論点を裏付けるデータ・根拠の提示、書式を

重視する。

平常点評価
Class Participation 30％ 出席・報告内容・議論への貢献度を重視する。

そ の 他
Others 0％ なし

備考・関連URL
Note・URL

夏休みに自主参加の形で北京大学などとの共同セミナ、庶民生活の体験および社会観察などの自主参加プ

ログラムを実施する
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国際政治経済演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

３１１ 国際政治経済学演習 I (遠矢浩規)

春学期 ３年以上：２単位 遠矢 浩規

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

非国家的主体の構造的権力とソフト・パワー

授業概要
Course Outline

（１）2020年度は「非国家的主体」（non-state actors）について国際政治経済学の視点から考察します。非国

家的主体とは、たとえば、企業、マスメディア、大学、利益団体、NGO、科学者や法律家などの専門家集団（エ

ピステミック・コミュニティ）、インターネット上のネットワーク、コンサルタントやインフルエンサー等々

の「国家でない」アクター（主として民間の個人や組織）を指します。ゼミでは、そのような非国家的主体が

日常的に行っている（それ自体は必ずしも政治的意図のない）経済的活動、文化的活動、その他の社会的活動

が、「国際関係」においてどのような政治的意味を持つことになるか、という問題について検討します。特に、

非国家的主体の活動が、どのようにして「国家」のパワーに転化するのか、という点に注目します。

（２）春期は、①渡辺靖『沈まぬアメリカ 拡散するソフト・パワーとその真価』（新潮社、2015年）を輪読

し、「ハーバード大学」（大学）、「ウォルマート」（企業）、「セサミストリート」（マスメディア）、「ロータリー

クラブ」（慈善団体）、「ヒップホップ」（アーティスト）等がアメリカのソフト・パワーとなっていった過程や

実態を学びつつ、②日本では、いかなる非国家的主体のいかなる活動が日本のソフト・パワーを形成している

か、についてリサーチとディスカッションを行います。

（３）秋期は、非国家的主体が生む「構造的権力」について、春期同様に、①文献輪読（文献は現時点で未定）、

②日本における現状のリサーチとディスカッション、を行います。

（４）年度末にゼミでの検討成果を、サイトまたは動画等にして公開する予定です。そのためのコンテンツ

作成を行います。

（５）この演習は春期・秋期通年の履修を前提に学習プランを立てています（途中の留学は妨げません。むし

ろ奨励しています）。

（６）３年次の春期・秋期のゼミを履修し翌年の４年次にこの演習（国際政治経済学Ⅲ・Ⅳ）を履修登録した

場合は、ゼミ論（卒論）の制作指導が中心になります。

授業の到達目標
Objectives

国際政治経済学の理論・モデルを使って特定の国際問題を分析し、分析結果を纏めてプレゼンテーション

する能力を習得すること。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

履修登録者は2020年度のゼミ開始までに、ジョセフ・S・ナイ (著)・山岡 洋一 (翻訳)『ソフト・パワー 21

世紀国際政治を制する見えざる力』（日本経済新聞社、2004年）を読んでおくこと。

授業計画
Course Schedule

「授業概要」の（１）～（４）を参照してください。

※輪読では、あらかじめ指定された「報告者」による概要紹介、「コメンテーター」による問題提起・批評・

質問等の呈示のあと、全員で討論を行います。
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教 科 書
Textbooks

春期：渡辺靖『沈まぬアメリカ 拡散するソフト・パワーとその真価』（新潮社、2015年）

秋期：未定

参考文献
Reference Books

秋期の参考文献（これが輪読テキストになる可能性もあります）： スーザン・ストレンジ (著)・ 櫻井公人

(翻訳)『国家の退場 グローバル経済の新しい主役たち』（岩波書店、1998年）

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation ％

そ の 他
Others 100％

①報告者やコメンテーターとしてのパフォーマンス（準備を含む）、②

ディスカッションへの貢献、③各種アウトプット（レジュメ、研究計画

書など）、④真摯な取り組み等を総合的に勘案して評価します。

備考・関連URL
Note・URL
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国際政治経済演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

３１２ 国際政治経済学演習 I (浜野正樹)

春学期 ３年以上：２単位 浜野 正樹

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

国際マクロ経済学

授業概要
Course Outline

本演習では、国際マクロ経済学（Open Economy Macroeconomics)における最先端の理論を実習を通じて学ぶ。

具体的には、動学的一般均衡モデルの理解、数値解析、その推定などを扱う。履修者には忍耐、情熱、知的好

奇心が求められる。使用テキストは英語である。履修者も英語のみしか解さない学生が存在する可能性が高

いため、英語の運用能力があると望ましい。数値解析のためのソフト、MATLABについての予備知識もあるこ

とが望ましい。マクロ経済学、国際金融論、国際貿易論等についての授業を履修していると望ましい。しか

し前提知識、英語ともに「望ましい」程度である。最も重視するのは世界を一連の道具を使って理解したいと

いう、忍耐と情熱である。

授業の到達目標
Objectives

国際マクロ経済学に関する知識と理解を深め、それぞれ学生諸君が内容を作成したスライドをもとに発表

し、積極的に皆が議論できるようになる。また習得した知識をもとに批判的に情報を判断できるようになる。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

履修者の習得ペースを見ながら相談の上決める。

教 科 書
Textbooks

" Open Economy Macroeconomics" by Martin Uribe and Stephanie Schmitt-Grohe Princeton University

Press, 2017.

参考文献
Reference Books

TBA

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 50％ レポート内容に関するプレゼンテーションも含む。

平常点評価
Class Participation 50％ 出席・平常点

そ の 他
Others ％
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備考・関連URL
Note・URL

https://masashige-hamano.webnode.jp/
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国際政治経済演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

３１３ 国際政治経済学演習 I (深川由起子)

春学期 ３年以上：２単位 深川 由起子

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

現代東アジア政治経済研究：「中進国の罠」を越えて

授業概要
Course Outline

東アジア（本演習では韓国や台湾などのNIEs、中国、ASEAN及びその周辺としてのインドまでを主として扱

う）はラ米や中近東などと比較しても伝統的にその「多様性」が強調される地域で、経済発展においても同様

であった。新興国としては比較的グローバリゼーションの受容に積極的であったことから、開放的な貿易や

投資を通じた経済発展は1990年代から2000年代にかけては「東アジアモデル」として一般化され、他国の開発

にも大きな影響を与えた。しかしながら、東アジアが震源地となった1990年代末の通貨危機は何とか乗り越

えたものの、その後も世界経済は安定せず、開放性故にその影響は大きい。先進国入りを果たせたのはNIEs

のみで、ASEANや中国の一部についてさえも貿易/直接投資主導型成長の限界や、内部要因による「中進国の

罠」が取り沙汰されている。少子高齢化といった人口動態の変化や地政学上の機会とリスクの浮上などもあ

り、「東アジアモデル」は再び「多様性」に回帰しつつあるともいえよう。

本演習は政治と経済が現実に出会う場として、また日本経済が大きな利害を共有する東アジアを取り上げ、

伝統的な経済発展メカニズム（「東アジアモデル」）と、「中進国の罠」に象徴されるその限界、変容、改革課

題について議論を進める。東アジアの経済発展はグローバリゼーションと不可分で、現実が理論に先行しが

ちな点も少なくないが、とりわけⅠでは新たな理論の知見と現実との接点を意識しながら「東アジアモデル」

とはなのか、考察を進める。

授業の到達目標
Objectives

東アジアの開発体験をめぐる主要な論点について基礎的、理論的な知識とを深めると共に、与えられた問

いに沿って自分の論理を構築できるようにすること。問題意識を持って同時代の諸問題を考えられるように

なること。幅広い問題の中から自分が相対的に関心を持つ問題を発見し、必要な分析ツールを使って分析で

きるようになること。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

毎回の発表準備と共に、課される参考文献を読んでレポートを作成。フィードバックを見ながら修正して

次回には再提出する。

授業計画
Course Schedule

第１回：オリエンテーション（本演習の目的と概要）

第１回：オリエンテーション（本演習の目的と概要）

第２回：東アジアの経済パーフォーマンス：「奇跡」の経済発展と新たな発展モデルの模索

第２回：東アジアの経済パーフォーマンス：「奇跡」の経済発展と新たな発展モデルの模索

第３回：輸入代替工業化の政治経済体系

第３回：輸入代替工業化の政治経済体系

第４回：輸出主導型工業化の政治経済体系

輸入代替型工業化と輸出主導型といわれる体系の違いは何か，理論的には何に依拠するのか、東アジアでは

何故、輸出主導型に転換し得たのか、政治経済的な理由を学びます。

第５回：国際分業と産業集積

新興経済にとっての貿易のメリットとグローバリゼーションの中で顕著となってきた産業集積の形成はどの

ような関係にあるのか、学びます。

第６回：直接投資と技術移転

直接投資を誘致できるためには何が必要か、また受け入れた外国企業からどのような技術の移転やスピル

オーバーが可能となるのか、現実の事例を含めて考えます。
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第７回：工業化と産業政策：政府の役割

工業化を推進する上で政府はどこまで、どのように介入することが望ましく、何がそうではないのか、検討し

ます。

第８回：経済発展と金融の深化

実体経済と資本蓄積、金融の深化のバランスは何故、持続的発展に重要なのか、そのためにはどういった金融

政策が望ましいのか、様々な議論を整理して学びます。

第９回：金融・資本の自由化

現代グローバリゼーションの特徴の一つは金融のグローバリゼーションの量的、質的変化です。新興経済は

これにどう付き合うべきか、東アジア通貨危機の体験を通じて考察します。

第10回：企業家とファミリービジネスの経営

第10回：企業家とファミリービジネスの経営

第11回：為替管理の自由化と国際収支危機

グローバリゼーションの下では脆弱な新興経済は様々な経済危機に陥りがちです。 東アジア通貨危機はその

典型であり、流動性をめぐる構造調整を累積債務危機同様に進めたことにはIMFの処方箋をめぐっても多くの

批判がありました。この回では金融のグローバリゼーションと新興国の危機の原因や処方箋のあり方につい

て考察します。

第12回：通貨危機後の構造調整(1)

第12回：通貨危機後の構造調整(1)

第13回：経済危機と新興国の構造調整(2)

新興国の困難は成熟経済のように社会保障が整備されておらず、経済危機が政治・社会危機に直結し、成長基

盤を大きく傷つけてしまう点にあります。この回では新興国の構造調整が直面する問題について取り上げ、

近年の基本的な考え方の転換についても触れます。

第14回：地域経済統合と協力

通貨危機後の発展モデルを変えようとしているのは地域の経済統合と協力です。統合のメリット、デメリッ

トを一般論として整理すると同時に、高い自由化水準と経済協力はどう実現するのか、日本、中国、ASEANの

考え方の違いを学びます。

第15回：「中進国の罠」

通貨危機後の東アジアは成長が鈍化し、いわゆる「中進国の罠」が取り沙汰される国が増えました。「中進国

の罠」を振り切って先進国となったNIEsと中国やASEANでは何がどう、違うのか、議論します。

教 科 書
Textbooks

特になし。授業時に配布の回毎のシラバス、リーディング・リストによる。

参考文献
Reference Books

同上。

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations 0％ 試験形式では成績評価は実施しない。

レポート
Papers 70％ 毎週、課されるレポートの内容評価を平均して算出する

平常点評価
Class Participation 25％

プレゼンテーションや議論の水準、ディスカッションへの参加程度な

ど。

そ の 他
Others 5％ 現地視察やゼミの運営、とりまとめへの貢献など。

備考・関連URL
Note・URL
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