
科目名 平和学

単位数 2.0

担当者 吉川 元

履修時期 後期

履修対象 特に指定なし

講義形態 講義

概要

授業形態：講義形式。20世紀初頭から今日に至るまでの国際平和と国際安全保障の実現に向けた国際社会
の取組みについて講義します。難民は6000万人を超え、世界各地で自由化は後退し、民主化も滞っていま
す。東アジアの国際関係は過去、最も緊張しています。世界はどれだけ平和になったのでしょうか。どれだけ
安全になったのでしょうか。国際社会の平和への取り組み、および安全保障政策とその諸問題の分析を通し
て、今日の平和と安全保障の危機の構造を探ります。

科目の到達目標 戦争と平和の歴史をたどりつつ、平和観と安全保障観の変容について知識を習得するとともに、平和観と安
全保障観の変容が国際関係の仕組みや国際政治システムの変容に与えた影響について理解を深める。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 テキストを事前に読み、質問を用意する。

講義内容

国際平和秩序は、誰が、いつ、どのように確立するのでしょうか。戦争は無条件に否定されねばなりません。
だからといって平和は必ずしも人間の安全を保障するとは限りません。国際関係の歴史を一瞥すれば、平和
というものはそのあり方しだいで人間の安全を脅かしてきたことが明らかです。20世紀初頭から今日に至るお
よそ百年間に、時の権力者（統治者）による民衆殺戮（人民の大量殺戮）の犠牲者数が戦争の犠牲者数を上
回っている事実は、平和が必ずしも人間の安全を保障するとは限らないことを意味しています。平和とは一
体、誰のための、何のためのものでしょうか。安全保障とは一体、誰の安全の保障なのでしょうか。こうした疑
問を紐解くために20世紀から今日に至るまでの戦争様式の変化、国際平和秩序の変容、安全保障概念の変
容について、その歴史をたどります。同時に、戦争原因を国際政治システムに内在する矛盾のみならず、統
治システム(ガバナンス)に内在する矛盾にも見出し、また民衆殺戮の原因をガバナンスと国際政治の相互作
用に見出し、国際平和と人間の安全保障の双方の実現を目指す平和創造の方法について考察します。
【授業内容】
1. 平和とは何か、誰のための安全保障か(序論）
2. アナーキカル社会の組織化
3. 第一次世界大戦と立憲主義的国際秩序
4. 平和主義の1920年代
5. 危機の1930年代
6. 第二次世界大戦と民族強制移動
7. 戦争の裁きと平和秩序の再編
8. 欺かれた人権尊重の平和
9. 帝国主義の終焉と人民の戦争
10. 人民を抑圧する人民の政府の論理
11. 人間の安全を脅かす平和秩序
12. 新戦争とアイデンティティ政治
13. 民主化と民族紛争
14. 再びガバナンスを問い始めた国際社会
15. 安全保障共同体の創造に向けて

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点及び特別課題（レポート）で評価する

教科書等
【教科書】吉川元『国際平和とは何か―人間の安全を脅かす平和秩序の逆説』（中央公論新社、2015年）。
【主要参考文献】吉川元「グローバル化と安全保障パラダイム転換」初瀬龍平・松田哲編『人間存在に国際関
係論』(法政大学出版局、2015年）；吉川元『民族自決の果てに』（有信堂、2009年）を参照してください。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 グローバル・ガヴァナンス論

単位数 2.0

担当者 大芝 亮

履修時期 前期

履修対象 修士課程１・２年

講義形態 講義

概要

グローバル化時代の国際秩序を示す言葉としてグローバル・ガヴァナンスという概念がある。国家に加え、国
際組織や国際NGOなどの多様なアクターが一定の価値・目標を共有し、多様な方法でグローバル化社会の
諸問題の解決を図ろうとすることが想定されている。
グローバル・ガヴァナンス論では、いかなる平和秩序を構想しているのだろうか。伝統的な国際政治とどのよ
うに違うのだろうか。グローバル・ガヴァナンス論は、紛争・貧困・人権侵害・環境破壊などのグローバル・イ
シューの分析・問題解決の点で、有効だろうか。
本講義では、グローバル・ガヴァナンスの理論と具体的事例の考察を通じて、グローバル社会における平和
に関する分析・接近方法を学ぶことをめざす。

科目の到達目標 国際秩序論に関する理論的基礎知識および研究手法を習得することを目指す。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 毎週、リストにあげた文献を事前に読んでくることが必要。

講義内容

１. イントロダクション 
２．現在日本における議論
３．Global Governance の基本的文献 
４．国際社会論とGlobal Governance
５．オーケストレーション 
６．世界銀行・NGOs・インスペクションパネル
７．通常兵器ガヴァナンスの発展と変容 
８．国連SDGs
９．ＥＵの規制力とガヴァナンス
10．米中関係と「Gゼロ」
11．フォーラム・ショッピング 
12．国家レベルのガヴァナンス
13．ソーシャル・ガヴァナンス 
14．グローバル・ガヴァナンス再検討 
15．総括

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点および期末のレポートで判断する。

教科書等 文献リストは初回の授業のときに配布する。

担当者プロフィール 研究テーマはグローバル・ガヴァナンス論を用いて、国際関係の現象を分析すること。最近の著書は『パワー
から読み解くグローバル・ガバナンス』有斐閣、2018年。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 現代社会と平和

単位数 2.0

担当者 直野章子

履修時期 後期

履修対象 １・２年次

講義形態

概要

現代社会における社会的不平等の構造に関して、特に、ジェンダー、民族、階級、人種、セクシュアリティなど
にかかわる差異と社会・文化構造の関係について、社会学やカルチュラル・スタディーズの分野で展開されて
きた社会文化理論を学びながら、具体的な事例に即して理論的に考察する。本講義を通して、社会的・文化
的多様性が、差別や暴力を誘発するのではなく、より豊かで平和な社会の実現に寄与するための道筋を探っ
ていく。

科目の到達目標 現代社会における社会的不平等の構造に関して、批判的に考察するための分析概念を身につけることを目
指す。

受講要件 英語の文献が読めることが望ましい。

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修 特になし。

講義内容

今期は、ジェンダーにかかわる理論を主に取り上げながら、現代日本社会における不平等の構造を分析して
いきます。講義も行いますが、主に演習として実施します。

１回目 イントロダクション
２～４回目 ジェンダー概念の基礎
５～７回目 性別役割分業と社会構造
８～１０回目 ケア労働とジェンダー
１１～１３回目 民主、階級、人種とジェンダー
１４～１５回目 ジェンダーと日本社会の今後

期末試験実施の有無

評価方法・基準 議論への貢献（言うまでもないが、課されている文献を読み込んだうえで授業に臨むこと）；担当する文献に
ついての発表内容、以上２点で評価する。

教科書等 初回に指定する。

担当者プロフィール 社会学専攻、主な研究内容としては、原爆被爆の記憶、トラウマ記憶論、戦後補償論、最近では、子どもの貧
困について「家族」という観点を通して考えている。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 現代国際法と平和

単位数 2.0

担当者 教授 佐藤哲夫

履修時期 前期

履修対象 1・2年次

講義形態 講義

概要

授業形態：講義
平和学研究科における国際法関連科目にとって導入となる基本科目である。国際法の全体を学習することに
よって、他の国際法の個別科目を学習するための基礎を提供する。その意味で、入学前に国際法を未習で
あるものにとっては、最初に履修すべき必須科目である。国際法の体系的教科書に従って、国際法全体の基
礎的な知識を修得する。
なお、上記の意味での国際法の科目は、「Contemporary International Law and Peace」として英語でも開講す
る。

科目の到達目標
受講生は、国際社会における平和の維持、紛争の予防と平和的解決などの諸問題の法的側面についての
基礎的な知識を修得するとともに、そのような諸問題を的確に分析できるための国際法の思考方法を身に付
ける。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 教科書の指定範囲と指定資料を読み、授業における質疑応答の準備をする。

講義内容

・この授業は受講生が極めて少ないと予想される（１－３名程度）ことに鑑みて、可能な限り双方向的に質疑
応答や議論形式を取り入れることを予定している。
・受講生が学部段階で既に国際法を履修しているか否か、複数の受講生の場合に国際法の既修者と未修者
が混在しているか、などは、授業のレベルや進め方にとって極めて重要な考慮要素である。特に国際法の既
修者と未修者が混在している場合には、両者にとって満足のいく授業を行うためには、十分な工夫が必要と
なる。このために、第１回の授業において、受講生の状況を確認し、十分に相談の上、授業の進め方につい
て決めるものとする。
・第２回～第15回の授業において扱う内容については、基本的に以下の項目に準拠して進めたい。
・他方で、以上の事情を踏まえて、毎回の授業の進め方については、授業を前半（40分）と後半（40分）に分け
て、次のように進めることを考えている。
・前半（40分）では、適当な体系的教科書を使用して、毎回の項目の該当範囲を学習していく。事前に十分に
予習していることを前提として、15分～20分程度、教員から特に重要なポイントのみ簡潔に説明する。その後
の20分～25分程度は、当該範囲の内容に関して双方向的な質疑応答や議論を行う。国際法の既修者と未修
者が混在している場合には、未修者の疑問・質問に対して既修者が回答を試み、それを踏まえて教員が説明
を加えるなど、適宜、有益な対応を試みたい。
・後半（40分）では、前半での体系的理論的な学習を補完することを目指して、具体的な事例や最新の争点な
どを扱う文献を読み、ここでも双方向的な質疑応答や議論を行う。15分～20分程度で、受講者に担当文献の
内容を簡潔に紹介してもらい、その後の20分～25分程度において、双方向的な質疑応答や議論を行う。扱う
事例や最新の争点は、受講生の興味関心で選択するものとする。事例や最新の争点が、授業の前半で学習
する内容に対応するものであれば理想的であるが、様々な事情から、そのように都合良く選択できるもので
はないので、13回の授業のどこかで扱う内容であれば良いとし、内容的に必要であれば、適宜、教員から補
足説明を加えることにする。

・具体的な授業計画としては、まず、国際社会の法的仕組みの基本的理解のために、以下の第2回から
第14回までの国際法秩序の重要分野における基礎的な知識の獲得と分析視点の理解をめざす。

１ 授業の進め方についての相談
２ 国際法の歴史と現代国際法
３ 国際法の分権的構造、特徴、現代的展開
４ 国際法の成立形式（1）：形式的法源
５ 国際法の成立形式（2）：実質的法源
６ 条約法
７ 国際法と国内法の関係
８ 国家の成立と変動（国家承認、政府承認、国家承継）、個人の法的地位
９ 国家の基本的権利義務（主権、国家平等原則、不干渉義務）
10 国家管轄権
11 国家管轄権からの免除、外交・領事関係、国家領域、国際化地域と空域の利用
12 海洋法
13 国家責任、環境の国際的保護
14 紛争の平和的解決と国際連合、武力行使の規制

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点。毎回の授業における準備状況、質疑応答の内容や質などを総合評価し、到達目標との関係で、広
島市立大学成績評価に係るガイドラインに準拠して評価する。

下記の①を教科書と指定する。その他の参考書としては、次のものを挙げておく。
① 杉原高嶺他『現代国際法講義 第5版』（有斐閣、2012年） 
② 酒井啓亘他『国際法』（有斐閣、2011年）



教科書等

③ 小松一郎『実践国際法 第2版』（信山社、2015年）
④ 浅田正彦編著『国際法 第4版』（東信堂、2019年）
⑤ 小寺彰他編『講義国際法 第2版』（有斐閣、2010年）
⑥ 柳原正治他編『プラクティス国際法講義 第2版』（信山社、2013年）
⑦ 杉原高嶺『国際法学講義 第2版』（有斐閣、2013年）
⑧ 大沼保昭『国際法 はじめて学ぶ人のための』（東信堂、2005年）
⑨ 山本草二『国際法【新版】』（有斐閣、1994年）
⑩ 森川俊孝他編著『新国際法講義 改訂版』（北樹出版、2014年）
⑪ 小寺彰『パラダイム国際法―国際法の基本構成―』（有斐閣、2004年）
⑫ 杉原高嶺『基本国際法 第3版』（有斐閣、2018年）
⑬ 松井芳郎他著『国際法 第5版』（有斐閣、2007年）』
⑭ 植木俊哉編『ブリッジブック国際法 第3版』（信山社、2016年）
⑮ 加藤信行他編著『ビジュアルテキスト国際法』（有斐閣、2017年）
⑯ 玉田大他著『国際法』（有斐閣、2017年）
⑰ 岩沢雄司『国際法』（東京大学出版会、2020年）

★ 具体的な事例や最新の争点などを扱う文献等については、下記の「備考」欄を参照せよ。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考

★ 具体的な事例や最新の争点などを扱う文献としては、以下のような資料集や雑誌などを挙げておく。

●森川幸一他編『国際法で世界がわかる』（岩波書店、2016年）
●『法学セミナー』
・「特集 国際法の最新論点――国際社会の変化と国際法の展開」765号、2018/10
●『論究ジュリスト』
・「特集1 「自国第一主義」と国際秩序」30、2019年/夏号
・「特集1 グローバルな公共空間と法」23、2017年/秋号
・「特集 国際制度の新展開と日本――規範形成と国内受容のダイナミズム」19、2016年/秋号
・「特集1 環境条約の国内実施――国際法と国内法の関係」07、2013年/秋号
●『ジュリスト』
・「特集 条約体制のダイナミズム――国際公共価値の拡大と日本の課題」No.1409、2010・10・15
・「特集 日本における国際法」No.1387、2009・10・15
・「特集 海・資源・環境――国際法・国内法からのアプローチ」No.1365、2008・10・15
・「特集 日本と国際公秩序――集団的自衛権・国際刑事裁判所の原理的検討」No.1343、2007・10・15
・「特集1 国際法と日本の対応」No.1321、2007・10・15
・「特集 国際制度と国内制度の交錯と相互浸透」No.1299、2006・10・15
●『法律時報』
・「特集＝ 国際経済秩序をめぐる法動態」2019年9月号、通巻 1142号
・「特集 国際刑事法の現在」2018年9月、通巻 1129号
・「特集 「国際立法」の現在――国連国際法委員会創設70年を契機に考える」2017年9月、通巻 1116号
・「特集 戦後70年と安保法制――「国際法の支配」と立憲主義」2015年11月、通巻 1092号
・「特集 過去の不正義と国際法――日韓請求権協定の現在」2015年9月、通巻 1090号
・「特集 「国際的保護」をめぐる新たな潮流――難民、無国籍者、補完的保護」2014年10月、通巻 1078号

★ 判例の解説としては、次のものがある。
薬師寺公夫他編『判例国際法〔第3版〕』（東信堂、2019年）
松井芳郎他編『判例国際法〔第2版〕』（東信堂、2006年）
杉原高嶺他編『国際法基本判例50 第2版』（三省堂、2014年）
杉原高嶺他編『国際法基本判例50』（三省堂、2010年）
小寺彰他編『国際法判例百選［第2版］』（有斐閣、2011年）
山本草二他編『国際法判例百選』（有斐閣、2001年）

★ 資料集としては、次のものがある。
西谷 元編著『国際法資料集［第2版］』（日本評論社、2016年）
大沼保昭編『国際法資料集 上下 第2版』（東信堂, 2002年）

国内法の勉強にとって六法が不可欠なことと同様に、国際法の勉強にとっては条約集が不可欠である。有斐
閣（詳細版2019年）、東信堂（詳細版2019年、簡略版2009年）、三省堂（簡略版、2015年）、信山社（簡略
版、2014年）の4種類の条約集が出版されており、授業において言及する条約や国連決議などを参照する観
点からは、基本的にはいずれの条約集でも良い。購入時点での最新版を購入してください。



科目名 日本国憲法と平和主義

単位数 2.0

担当者 河上暁弘（広島市立大学広島平和研究所准教授）
君島東彦（立命館大学国際関係学部教授）※非常勤講師

履修時期 前期

履修対象 博士前期課程１・２年

講義形態 演習

概要

1947年5月3日に施行された日本国憲法では、前文において平和的生存権の保障を規定し、第9条において、
戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認を規定している。本科目では、日本国憲法の平和主義をめぐる理論的・
実際的問題（例えば、歴史、解釈論、判例、政策など）を題材として扱い、主として、多角的観点から平和保障
の論点と課題を考えることとしたい。

科目の到達目標 講義の概要と論点を把握した上で、受講者自身がその問題にかかわる研究課題を提示できるようにすること
を主たる目標としたいと思う。

受講要件

君島東彦立命館大学教授（非常勤）が担当する回（後半７回分）は集中講義となる予定。日程は正式には後
日発表するが、学期末の時期（8月か9月頃）となることが想定されている。

河上暁弘広島市立大学広島平和研究所准教授は初回のイントロダクションに出席し、受講予定者と講義・受
講のあり方について相談をする予定。基本的に毎週講義を行う予定だが、受講生の都合等によっては集中
講義とすることもある。

なお、憲法に関する基本的な知識と何よりも憲法問題（平和・人権・民主主義問題）についての関心があるこ
とが望ましい。
ただし、もし憲法に関する基礎知識が不足していると感じる受講者やさらに基礎理論を学びたいという受講者
は、当科目の履修と同時に、河上が学部生向けに開講している、「法学（日本国憲法）」や「現代社会と法Ⅰ・
Ⅱ」などの講義に参加して学習することも可能である。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

事前学修については、事前に提示した文献をよく読みこんで欲しい。
事後学修については、講義で取り上げたポイントをよく思い出しながら、講義教材･資料を再びさらによく読み
こむことがまず重要である。さらに、講義で提示する「参考文献」を読み、応用的な学修を常に心がけて頂き
たい。

講義内容

講義内容は、受講者と相談をして決めるという部分もあるが、基本的には次のようなものを想定している。

1 イントロダクション 憲法の視点から平和を考えることの意味 （河上）
2 近現代世界の平和構想 近現代の平和構想･憲法規定と現代戦争 （河上）
3 近現代日本の平和構想 国権論と民権論の相克 （河上）
4 日本国憲法制定過程 （河上）
5 憲法前文･9条の平和主義に関する解釈学説 （河上）
6 政府の憲法9条解釈 論理と枠組 （河上）
7 憲法9条訴訟と平和的生存権 （河上）
8 憲法政策としての平和（河上）
9 「六面体としての憲法９条」というとらえ方（君島）
10 憲法平和主義をめぐる論点整理 （君島）
11 憲法９条と国際協調主義━━平和構築をめぐる議論を整理する（君島）
12 「第２世代の人間安全保障」という考え方（君島）
13 「平和主義」の概念の整理と明晰化（君島）
14 思想的実践的課題としての東アジアの平和（君島）
15 核時代の世界秩序と憲法９条（君島）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 出席、発言･質疑の学術性、報告レジュメ作成、報告、レポート等を総合的に評価する。

教科書等

＜教科書＞
受講者との相談によって決める。教材は、その都度、指定または事前配布を行いたいと思う。

＜参考書＞
河上暁弘『平和と市民自治の憲法理論』敬文堂、２０１２年
河上暁弘『日本国憲法第９条成立の思想的淵源の研究』専修大学出版局、２００６年
河上暁弘『平和と市民自治の憲法理論』敬文堂、２０１２年
河上暁弘『日本国憲法第９条成立の思想的淵源の研究』専修大学出版局、２００６年
君島東彦「六面体としての憲法９条━━憲法平和主義と世界秩序の70年」全国憲法研究会編『憲法問題29』
（三省堂、2018年）
君島東彦「日本国憲法の平和主義は日本の安全と世界の平和に貢献しているか」日本平和学会編『平和を
めぐる14の論点』（法律文化社、2018年）
君島東彦「憲法９条と国際協調主義━━平和構築をめぐる議論を整理する」『憲法研究』3号（信山
社、2018年）
君島東彦「安全保障の市民的視点━━ミリタリー、市民、日本国憲法」水島朝穂編『シリーズ日本の安全保
障３ 立憲的ダイナミズム』（岩波書店、2014年）



日本平和学会編『平和研究と憲法［平和研究50号］』（早稲田大学出版部、2018年）

担当者プロフィール

河上暁弘
富山県富山市生まれ。中央大学法学部政治学科卒業、中央大学大学院法学研究科公法専攻博士前期課程
修了、専修大学大学院法学研究科公法学専攻博士後期課程修了、博士(法学)。中央大学人文科学研究所
客員研究員、明星大学人文学部非常勤講師などを経て、2008年4月より広島市立大学広島平和研究所講
師、２０１４年４月より現職。専門は、憲法学、人権論、地方自治論。

君島東彦
早稲田大学法学部卒業、早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得退学。シカゴ大学ロース
クール修士課程修了。現在、立命館大学国際関係学部教授。専門は憲法学、平和学。最近の著作として、白
井聡との共著『平和をどうつくるのか━━『戦後』を超えて』（メディアイランド、2016年）、共著『戦争と平和を問
いなおす━━平和学のフロンティア』（法律文化社、2014年）等がある。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 核と歴史Ⅰ

単位数 2.0

担当者 広島平和研究所 教授 水本 和実

履修時期 前期

履修対象 博士前期課程１、2年生

講義形態 講義

概要

核エネルギーの利用が人類の歴史にもたらした劇的な変化を、軍事、民生の両面を視野に入れつつ考察す
る。19世紀末に欧州を中心に始まった放射線の研究は、1930年代に核分裂現象の発見で飛躍的に発展
し、1940年代には米国が世界で最初に原爆を開発・使用した。第二次世界大戦後はソ連が米国との核軍拡
競争を繰り広げ、さらに英国、フランス、中国も核兵器を保有する。以上の５カ国は核不拡散条約（NPT）で核
兵器の独占を目指すが失敗し、21世紀の現在、インド、パキスタン、イスラエル、北朝鮮も核兵器を持つに
至った。本講義では、これらの国への核兵器の拡散をたどりつつ、核軍縮への多様な試みについても取り上
げる。さらに、核の軍事利用と表裏一体で進行した民生利用（原子力発電）の歴史についても、その課題につ
いて考えてみたい。

科目の到達目標

人類の歴史における核エネルギーの利用は、軍事･民生面ともに、大きな危険性を伴っている事を、核兵器
開発と核拡散の歴史および原発事故などを通じて理解するとともに、問題を克服しようとする人類の努力の
営みを、核軍縮を通じて理解することで、現代社会における平和を損なう様々な要因を克服するための知恵
を養う。

受講要件 講義資料として、英語の論文等も用いる予定ですので、一定の英語力を身につけていることが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
（事前学修）各回の参考文献、資料を事前に渡すので、目を通しておくこと。（事後学修）現代の問題に直結し
たテーマなので、新聞やテレビなどのメディア報道に目を通し、関連するトピックをフォローし、講義での意見
交換に生かしてください。

講義内容

講義では、まず核をめぐる世界の現状を見た後、核兵器を開発した国の個別事例、ついで国際的な核軍縮
の営みについて見ていきます。最後に非核国･日本の現状と被爆地広島･長崎の役割についても、考えたい
と思います。
講義では、出来るだけビデオなど視聴覚教材を用いて、リアルな理解をめざします。
（講義のトピックスはあくまで予定であり、講義の進捗によって随時、変更もあり得ます）

１ "ガイダンス 世界の核兵器の現状と課題
２ 米国の原爆開発
３ 米国とソ連（ロシア）の核対立
４ 英国・フランスの核開発
５ 中国･インド･パキスタン
６ 北朝鮮と北東アジアの非核化
７ イスラエルの核と中東の対立
８ 核軍縮の試み 核実験禁止と非核兵器地帯
９ 核兵器不拡散条約と再検討会議の課題
10 米ソ（ロ）2国間の核軍縮と多国間核軍縮
11 核廃絶提言と核軍縮の進展
12 核兵器の非人道性と核兵器禁止条約の成立
13 日本の核政策と核軍縮
14 広島･長崎の被爆と核兵器の危険性
15 原子力発電の諸問題 まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 講義での発言など平常点（60％）および期末レポート（40％）で総合的に判断します。

教科書等 特定の教科書は用いませんが、トピックごとに、参考文献を紹介します。

担当者プロフィール
広島市出身。1998年4月から広島平和研究所研究員（准教授）、2010年から同教授。単著に『核は廃絶できる
か』（法律文化社、2009年）、共編著に『なぜ核はなくならないのかⅡ』（同、2016年）など。専門は国際関係･
核軍縮。

授業に関連する実務経
験

1981年から1997年まで新聞記者を務め、盛岡、川崎、東京、ロサンゼルスなどで勤務した経験があります。

備考



科目名 核と歴史Ⅱ

単位数 2.0

担当者 広島平和研究所 教授 水本 和実
広島平和研究所 教授 永井 均 および 外部講師

履修時期 後期

履修対象 博士前期課程１、２年

講義形態 講義

概要

本講義では、原爆投下により壊滅した広島が「国際平和文化都市」として復興を遂げていくプロセスと再建途
上の問題点を多面的に検証し、現代的な意味を考えることを目標とする。1945年８月６日、人類史上初めて
原子爆弾が投下され、広島は灰燼に帰した。再生不可能と思われた広島は、その後、市民の努力と内外から
の支援により復興を遂げていくが、その過程では多くの困難が伴った。講義では、近代史における広島の歩
みを概観し、戦争の時代と原爆の投下、そして廃墟からの再出発、復興に至る軌跡をローカル、グローバル
双方の視点からたどり、広島の今日的、国際的な役割を考察する。外部講師を交えたオムニバス形式の講
義。

科目の到達目標
広島の原爆による破壊と復興のプロセスを、受講生自身が主体的な学びにより理解し、それが今日の広島
の多様な平和の営みのバックボーンとなっていることを、机上の学問や文献だけでなく、実践を積んだゲスト
講師の講義を通じて感覚的にも吸収し、現代社会において平和的に生きるための思考力を養う。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

（事前学修）多様なトピックスを扱いますので、事前に関連文献に目を通しておくこと。講義では多彩な外部講
師やビデオ教材などを通じて多角的に学ぶ予定だが、受講生が事前にトピックスについて各自で調べてお
き、講義での討議にも参加できるよう、準備学習をしておくこと。
（事後学修）講義で示された参考文献や論文に目を通し、知識の定着をはかる。

講義内容

（トピックはあくまで予定。都合により変更もあり得ます。講義で指示いたします。）
１ ガイダンス および 日本の戦争と米国の原爆開発
２ 広島･長崎への原爆投下と核兵器の危険性
３ 広島の復興① 街づくり・都市基盤
４ 広島の復興② 軍都から平和都市へ
５ 海外からの復興支援
６ 被爆者を支えたアメリカ人
７ 国境を越える「ヒロシマ」
８ 被爆地からの核兵器違法化の試み
９ 被爆者運動と平和行政
10 平和報道とヒロシマ
11 広島からの平和の発信と平和活動
12 広島・長崎からの核軍縮の訴え
13 平和研究と平和運動、平和活動
14 広島と原水爆禁止運動
15 まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

広島の被爆から復興までのプロセスを具体的に理解し、広島が戦前の軍都から戦後、「平和」をアイデンティ
ティーとする都市に生まれ変わるために何が必要だったのかについて考える基礎知識を身につけることを到
達目標とします。平常点および講義の受講態度や意見交換での発言内容など（60％）と期末レポート（40％）
で総合的に評価します。

教科書等 講義で適宜、文献・資料を指示します。

担当者プロフィール

（水本）広島市出身、新聞記者を経て1998年から広島平和研究所研究員。核軍縮のほか、原爆投下や被爆
体験の諸問題を研究。日本と朝鮮半島（韓国・朝鮮）の平和構築や、カンボジア復興支援などにも関心を持っ
ている。 
（永井）専門は日本近現代史。単著に『フィリピンと対日戦犯裁判』（岩波書店、2010年）、『フィリピンＢＣ級戦
犯裁判』（講談社選書メチエ、2013年）、共著に『近現代日本の戦争と平和』（現代史料出版、2011年）、『日記
に読む近代日本』第5巻（吉川弘文館、2012年）、『平和を考えるための100冊＋α』（法律文化
社、2014年）、Philippines-Japan Relations (co-authored, Quezon City: Ateneo de Manila University Press,
2003)、共編書に『遠山郁三日誌』（山川出版社、2013年）など。

授業に関連する実務経
験

（水本）広島市立大学の教員になる前に16年間、新聞記者を務め、盛岡、川崎、東京、ロサンゼルス等に勤
務。

備考



科目名 被瀑の記憶

単位数 2.0

担当者 直野章子

履修時期 前期

履修対象 １・２年次

講義形態

概要

広島と長崎の被爆体験は、戦後日本における「反核・平和」理念の基盤として機能してきたが、その前提は揺
らぎつつある。本講義では、原爆に被爆した体験が、どのような体験として成立し、どのような価値規範や理
念と節合しながら形成され、また、変容してきたのかについて、原爆被害調査、冷戦下における国内外の政
治、戦争被害者援護制度、原水爆禁止運動と被爆者運動などとの関わりを主たる対象として、「記憶」という
分析概念を通して歴史的に考察していく。

科目の到達目標 「被爆体験」の歴史的形成について理解する。

受講要件 特になし。

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修 特になし。

講義内容

「被爆体験」に関する歴史資料を手掛かりに、その歴史的形成を検討していきます。講義も行いますが、主に
演習として実施します。

１回目 イントロダクション
２～４回目 「被爆体験」の歴史的検討１：昭和２０年代を中心に
５～７回目 「被爆体験」の歴史的検討２：被爆者援護と運動から
８～１０回目 「被爆体験」の歴史的検討３：原水禁運動の分裂と新たな証言運動
１１～１３回目「被爆体験」の歴史的検討４：国際化のなかで
１４～１５回目「被爆体験」を再考する：「戦後日本」という分析軸

期末試験実施の有無

評価方法・基準 議論への貢献（言うまでもないが、課されている文献を読み込んだうえで授業に臨むこと）；担当する文献に
ついての発表内容、以上２点で評価する。

教科書等 初回に指定する。

担当者プロフィール 社会学専攻、主な研究内容としては、原爆被爆の記憶、トラウマ記憶論、戦後補償論、最近では、子どもの貧
困について「家族」という観点を通して考えている。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 核文化論

単位数 2.0

担当者 Robert Jacobs, Professor at HPI

履修時期 Spring Semester

履修対象 1st and 2nd year student, MA

講義形態

概要

This course will examine how people around the world learned to think about nuclear weapons and nuclear
power. It will examine official narratives about these technologies as articulated by governments, militaries
and industry. It will also look at how counternarratives were produced in society and by popular culture that
sometimes reflected those official narratives, and how they resisted or subverted those narratives. This will
be traced against a historical background in which nuclear weapons proliferated, nuclear testing spread
radiation, thermonuclear weapons were developed and deployed, Cold War tensions threatened a global
thermonuclear war, and commercial nuclear power spread internationally.

科目の到達目標 Students will learn about how nuclear issues are presented in popular culture, and how popular culture
critiques these narratives. Students will be able grasp public understandings of nuclear issues.

受講要件 None

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修
Each class session will require significant reading assignments to prepare for class discussions, and all
assigned readings will be made available in class well ahead of the discussion topics. All readings, lectures
and discussions will be conducted in English.

講義内容

All classes will be conducted in lecture style.

1. Nuclear culture before Hiroshima and Nagasaki (1 week)
2. Learning to think about nuclear weapons after Hiroshima and Nagasaki (2 weeks)
2. Nuclear weapons as indicators of impending social transformation (1 weeks)
3. Imagining the end of the world (3 weeks)
4. Radiation as a cultural talisman (2 weeks)
5. Survival culture and imagined nuclear war (3 weeks)
6. Nuclear disasters and their legacies (2 weeks)
7. Post nuclear war dystopias (1 week)

期末試験実施の有無

評価方法・基準

The course requirements consist of extensive class participation in discussions and presentations that will
be worth 40 percent of the course grade. The remaining 60 percent, students enrolled in the course will
have to write a review article weighted at 20 percent and a long research paper that will be worth the
remaining 40 percent. Topics for the review will be given in class while the topics for the research essays
will be arrived at in consultation individually with students.

教科書等 Distributed in class the prior week

担当者プロフィール Robert Jacobs is a historian of science and technology working on issues of nuclear technology. He has
taught on nuclear issues in the Graduate School of International Studies.

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 グローバル・ヒバクシャ

単位数 2.0

担当者 Robert Jacobs, Professor at HPI

履修時期 Fall Semester

履修対象 1st and 2nd year student, MA

講義形態

概要

This course will study the history of communities that have been impacted by contamination with radiation
from nuclear technologies. These communities will be studied in sections based on the nature and source of
their irradiation. First and foremost, will be the millions of people effected by over 7 decades of nuclear
weapon testing. The next section will look at those effected by nuclear production. The following section will
examine those exposed to radiation from nuclear accidents. Finally, the course will examine the complex
issues surrounding the long-term storage of nuclear waste, especially of spent nuclear fuel.

科目の到達目標 Students get knowledge of the history of nuclear testing, production and accidents. Students will be able to
understand the post-1945 history of radiation exposures globally.

受講要件 None

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修
Each class session will require significant reading assignments to prepare for class discussions, and all
assigned readings will be made available in class well ahead of the discussion topics. All readings, lectures
and discussions will be conducted in English.

講義内容

All courses are presented in lecture style

1. The intellectual and historical basis of “global hibakusha” (1 week)
2. The history of nuclear weapon testing (3 weeks)
2. Impacts of nuclear weapon testing: epidemiological, social and cultural (4 weeks)
3. The nuclear fuel cycle and the production of nuclear fuel and weapons (3 weeks)
4. Nuclear accidents (2 weeks)
5. Nuclear waste issues (2 weeks)

期末試験実施の有無

評価方法・基準

The course requirements consist of extensive class participation in discussions and presentations that will
be worth 40 percent of the course grade. The remaining 60 percent, students enrolled in the course will
have to write a review article weighted at 20 percent and a long research paper that will be worth the
remaining 40 percent. Topics for the review will be given in class while the topics for the research essays
will be arrived at in consultation individually with students.

教科書等 Distributed in class the prior week

担当者プロフィール Robert Jacobs is a historian of science and technology working on issues of nuclear technology. He has
taught on nuclear issues in the Graduate School of International Studies.

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 軍縮国際法

単位数 2.0

担当者 福井康人

履修時期 前期

履修対象 M1またはM2対象

講義形態

概要 軍縮国際法の基礎をとなる事項を押さえた上で、日本語等の資料も活用しつつ、最終的には軍縮国際法関
連のICJ判例の主要な部分を少なくとも英文で理解できるようにする。

科目の到達目標
軍縮国際法を材料として、国際法一般にも対応できるような理解力を身に付ける。最初に基礎的な知識を身
に付けた上で、まず日本語の判例集で概略を理解した上で、軍縮関連判例を読解できるようにする。
まず

受講要件 国際法を履修していることが望ましいが、未履修者は標準的な教科書にて並行して勉強すること。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 国際法の一般的知識が不足していると思われる者は、事前及び並行して知識を習得する。
事後学習としては国際人道法、国際人権法、国際環境法等の関連分野にも理解を深めるようにする。

講義内容

１．軍縮国際法の交渉枠組み
２．軍縮国際法の多様性（核軍縮から通常兵器軍縮まで）
３．ソフトローによる軍縮と輸出管理レジーム
４．軍縮を理解する上で最低限必要なウィーン条約法条約の知識
５．米ロ二国間の軍縮条約
６．ICJ裁判所の仕組みとICC規程の戦争犯罪
７．判例集に掲載されている軍縮関連判例（１）判例百選
８．判例集に掲載されている軍縮関連判例（２）同条
９．下田判決
１０．核実験事件（１）
１１．核実験事件（２）
１２．核兵器の使用威嚇の合法性勧告的意見WHO諮問
１３．核兵器の使用威嚇の合法性勧告的意見・総会諮問（１）
１４．核兵器の使用威嚇の合法性勧告的意見・総会諮問（２）
１５．核軍縮事件

期末試験実施の有無

評価方法・基準 各回とも冒頭に講師が説明も行うが、続いて受講者より指定された項目について口頭説明を行う形で受講生
の理解度を評価するが、可能な限り双方向で行う。

教科書等
◎『軍縮国際法の強化』信山社
〇『軍縮・軍備管理』志學社
〇『ブリッジブック国際法』信山社（初学者向け国際法）

担当者プロフィール
1988年―2015年外務省で勤務（軍備管理軍縮課（2回）、軍縮会議日本政府代表部等を勤務）
2009年9月グルノーブル第二大学修士課程修了（修士（国際安全保障・防衛））
2013年㋅パリ第一大学博士課程修了（博士（法学））

授業に関連する実務経
験

備考 講義内容は修士課程に相応しいものにしてあるので、それなりの覚悟で臨むこと。



科目名 核軍縮と核軍備管理

単位数 2.0

担当者 日本国際問題研究所 軍縮・不拡散促進センター 主任研究員

履修時期 非常勤講師 戸﨑 洋史
前期集中（4〜7月（土曜日）、9月（夏季休暇期間中）に各1日（3コマ）を予定）

履修対象 修士課程

講義形態 講義

概要

授業形態：授業、受講生による報告
国際システムの動向、ならびに主要な形成要因（パワー、利益および規範）を踏まえつつ、核軍縮・軍備管理
の動向、役割および課題に関して、理論（国際関係論、安全保障論、核戦略論を含む）および政策の両側面
から考察する。
講義の終盤では、受講生が関心のあるテーマについて報告を行い、議論する。

科目の到達目標 核軍縮・軍備管理に関する多面的な分析・考察を通じて、その動向、役割および課題についての理解を深め
る。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 講義などで示す参考・関連文献に目を通す。また関心分野について報告の準備を行う。関連する報道や論考
を読む。

講義内容

1. イントロダクション・総論
2. 核時代の始まりと軍備管理・軍縮
3. 核兵器不拡散条約（NPT）
4. 冷戦期の核戦略・抑止
5. 米ソ核軍備管理
6. 冷戦終結と核問題の変容
7. 核拡散問題と対応（北朝鮮／イラン問題など）
8. 米露核軍備管理の動向
9. 核軍備管理・軍縮の停滞
10. 核兵器禁止条約（TPNW）
11. 日本の核軍縮・不拡散政策
12. 核軍備管理・軍縮の今後
13～15：受講生の報告
（受講人数、受講生の関心分野も考慮しつつ適宜変更する）。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点30%、報告・議論30%、レポート40%

教科書等
参考文献として、黒澤満編『軍縮問題入門（第4版）』2012年；秋山信将編『NPT−核のグローバル・ガバナン
ス』岩波書店、2015年；広島県、日本国際問題研究所軍縮・不拡散促進センター『ひろしまレポート』（各年版）
など。

担当者プロフィール 公益財団法人日本国際問題研究所軍縮・不拡散促進センターで、核問題を中心とする軍備管理・軍縮・不拡
散問題、核抑止論などを調査研究。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 国際人道法

単位数 2.0

担当者 非常勤講師（大阪大学大学院教授）真山 全

履修時期 前期（集中）

履修対象 修士課程1･2年生(学内所要手続を経た右以外の学部生等聴講可)

講義形態 講義

概要
国際法には戦争や武力紛争のやり方を定める部分があり、国際人道法（戦争法、武力紛争法）と呼ぶ。これ
は、組織的殺傷破壊を許容する特異な法で、国際法のなかでも最も古い歴史を有する。本講義は、国際人道
法の基礎理論から入り、主要な個別的問題の詳細な分析に至る。

科目の到達目標 国際人道法の構造と基本的規則を理解し、武力紛争中の様々の行為の国際法的評価ができるようにする。

受講要件

（１）講義は日本語で行われ、講義レジュメも主に日本語による。右を理解できる日本語能力を要す。但し、質
問は英語でも可とする。
（２）法学に関係する教養科目又は専門科目の少なくとも一を履修済か履修中であることが望ましい。但し右
は必須の受講要件ではない。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

（１）国際法について勉強したことがない者は、講義開始前迄に国際法概説書を予習として通読しておくべき
である。概説書については、下掲「教科書等」の欄を参照せよ。
（２）講義初期に講義レジュメを配付する。その各回講義分を事前にみておかねばならない。
（３）講義後には、レジュメ、講義中の説明、及び条約集その他の資料をまとめたノートを整備しておくとよい。

講義内容

（１）国際法の基本構造・武力行使に関する国際法規則の概要：「安全保障に関する国際法と国際人道法の
関係」、「jus ad bellumとjus in bello」
（２）国際人道法の適用に関する基本問題（その１）：「法上･事実上の戦争」、「差別適用論」
（３）同（その２）：「国際的･非国際的武力紛争」、「国際機構の行う暴力行為」
（４）害敵方法の規制（その１）：「戦闘員･兵器プラットフォームの外見」、「背信行為と奇計」
（５）同（その２）：「攻撃目標選定基準」、「防守･無防守地域」、「軍事目標と民用物」、「特別保護対象」、「海空
戦の特則」
（６）同（その３）：「戦闘員と文民」、「軍隊構成員」、「敵対行為直接参加の文民」
（７）害敵手段の規制（その１）：「兵器の使用規制に関する原則」、「通常兵器の使用規制」、「サイバー戦の規
制」
（８）同（その２）：「生物･化学兵器の使用規制」、「核兵器の使用規制」
（９）武力紛争犠牲者の保護（その１）：「傷病兵と難船者」、「衛生･宗教部隊」
（10）同（その２）：「捕虜」、「文民」
（11）中立法：「伝統的な中立法」、「現代における中立法」
（12）履行確保（その１）：「相互主義」、「戦時復仇」
（13）同（その２）：「戦争犯罪人の処罰」、「国と国際的な刑事裁判所の管轄権」
（14）同（その３）：「国際刑事裁判所(ICC)の処罰対象犯罪と管轄権の範囲」
（15）日本と武力紛争法：「日本が当事国であった戦争･武力紛争」、「日本が非当事国であった戦争･武力紛
争」、「国内法の整備」

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準

（１）成績評価は、筆記試験点数及び平常点を合算して行う。成績全体に対する割合は前者７割、後者３割で
ある。
（２）筆記試験は1回実施し、講義15回の後に行われる。筆記試験時の資料文献持込可否は事前に講義中に
伝達する。
（３）平常点は、授業中の質問やその他の受講態度による。質問については、その内容がよいかどうかではな
く積極的に質問するかどうかで評価する。なお、平常点で評価対象になる質問は、講義中になされたものに
限る。講義前後の時間帯の質問は歓迎されるが評価対象ではない。メールによる質問は、原則として認めら
れない。

教科書等

（１）講義レジュメ：講義初期に配付する。
（２）『国際条約集』(有斐閣)又は『ベーシック条約集』(東信堂)：右のいずれか一は講義必携である。
（３）自習用概説書（講義持参不要）：国際法をはじめて勉強する者で国際法概説書を有していない場合に
は、加藤信行他『ビジュアルテキスト国際法』(有斐閣)をすすめるが、日本の大学学部で用いられている国際
法概説書なら何でもよい。
（４）自習用概説書と併読するとよいもの（講義持参不要）：真山全「核兵器使用と戦争犯罪－戦争犯罪処罰
に至るまでの国際法上の関門（上）（下）」広島市立大学広島平和研究所編『戦争の非人道性－その裁きと戦
後処理の諸問題』(広島平和研究所ブックレット第5巻(2018年)所収)。右は、国際人道法の適用について核兵
器使用を題材として説明したもので、本講義の主要論点がほぼ全部含まれており、事前に読了しておくと便
利である。

担当者プロフィール 甲南大学法学部助教授、防衛大学校国際関係学科教授を経て2008年から現職

授業に関連する実務経
験

ジュネーヴ諸条約第1追加議定書国際人道事実調査委員会委員･第4副委員長(2007年3月～2012年2月)、
国際刑事裁判所設立ローマ外交会議･同準備委員会日本政府代表団法律顧問(1998年5･6月、1997年7月
～2002年4月)、国際刑事裁判所カンパラ規程検討会議日本政府代表団法律顧問(2010年6月)、特定通常兵
器禁止制限条約政府専門家会合日本政府代表団員(2003年3月～2005年8月)等。



備考

（１）講義中の電子機器の使用を原則として認めない。これは、講義を電子機器に入力するよりも、それをノー
トに筆記するのが最も効果的な勉強方法であり、また、条約条文も各種サイトよりも条約集という信頼できる
文献で確認すべきだからである。但し、特別の事情からその使用を希望する場合には（例えば、筆記不能の
ため電子機器に講義中の説明を入力する必要がある場合）、講義初回にその理由を講師に説明し、使用許
可を求められたい。
（２）身体の状況から（１）以外でも講義実施上特別の配慮を求める場合には、事前に事務担当者に申し出る
か講義初回に講師に申し出られたい。



科目名 科学と平和

単位数 2.0

担当者 鈴木 達治郎（非常勤講師）

履修時期 前期（夏季集中講義）

履修対象 修士課程1年以上

講義形態 講義

概要

科学の進歩と戦争は歴史的にも常に密接な相互関係が存在した。人類の進歩にも貢献する科学の発展に拍
車をかけたのも戦争であった。本講義では、主に核、原子力技術を対象に、サイバー・AIといった先端技術の
軍事転用問題を通して、科学と平和の問題について考える。また科学技術のもたらす社会的影響を社会がど
のように統治していくかについて学ぶ。

科目の到達目標 科学技術と平和・安全保障の相互関係を理解するとともに、科学者・技術者の社会的責任や社会として科学
技術をどう評価し、統治していくかについて、自らが考える力を養う。

受講要件 特にないが、核問題、原子力問題、情報技術と安全保障問題などに関する関心と基礎知識を有すること

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 講義前に指定する図書・論文等を読んで要点を把握しておくこと（講義で議論する前提となります）。

講義内容

1. 「科学と平和について概論」：講義全体の趣旨・概要説明・自己紹介
2. 科学技術と安全保障：軍民両用技術について
3. 核兵器開発の歴史：マンハッタン計画と原爆の投下から近代化計画まで
4. 原子力平和利用と核不拡散問題
5. 核燃料サイクルとプルトニウム問題
6. 核セキュリティ問題
7. まとめと自由討論（１）（レポート１）
8. 先端科学技術と社会
9. 科学技術の社会的影響評価（テクノロジー・アセスメント）について
10. サイバーセキュリティ
11. ロボット兵器とAI
12. 宇宙技術と安全保障
13. 科学者の社会的責任
14. まとめと自由討論（２）（レポート２）
15. 学生の研究発表（最終レポート）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 レポート（１，２）（30点ｘ２）と最終レポート（40点）で評価

教科書等

道下徳成編著「『技術』が変える戦争と平和」芙蓉書房出版（2018）
ロバート・H・ラティフ、平賀英明訳「フューチャー・ウォー：米軍は戦争に勝てるのか」（2018）
デービッド・サンガー、高取芳彦訳、「サイバー完全兵器：世界の覇権が一気に変わる」、朝日新聞出版
（2019）

担当者プロフィール

1951年大阪生まれ。東京大学工学部原子力工学科、米マサチューセッツ工科大学（MIT）「技術と政策」修士
卒。工学博士（東京大学、1988年）。ボストン・コンサルティング・グループ、MITエネルギー環境政策研究セン
ター、国際問題研究センター、（財）電力中央研究所などを経て、2010年1月~2014年3月まで原子力委員会委
員長代理。2014年4月より、長崎大学核兵器廃絶研究センター教授。専門は原子力政策・核軍縮政策、科学
技術社会論。パグウォッシュ会議評議員、日本パグウォッシュ会議代表。日本軍縮学会会長。

授業に関連する実務経
験

2010年1月~2014年3月まで、政府内閣府原子力委員会委員長代理を務めた。

備考



科目名 戦争裁判と国際刑事裁判

単位数 2.0

担当者 担当者（責任者）：広島平和研究所 教授 永井 均
講師：福井康人（国際法学者）

履修時期 後期

履修対象 修士課程１、２年

講義形態 講義

概要

1998年7月にローマで開催された外交会議により国際刑事裁判所（ICC）規程が採択され、2002年7月
にICCの発足が正式に決まった。国際社会全体の関心事である最も重大な国際犯罪（集団殺害罪、人道に
対する罪、戦争犯罪、侵略の罪）を裁くための常設の国際刑事法廷が、人類史上初めて創設されたのであ
る。第一次大戦後のドイツ皇帝の処罰問題や東京裁判、ICCの創設過程など、日本も戦争犯罪問題について
深い関わりを有してきた。本講義では、戦争犯罪の法と処罰制度の形成過程を歴史的にたどるととも
に、ICC規程が定める犯罪類型や刑事手続きなど法律問題について解説する。

科目の到達目標 本講義では、戦争犯罪など重大な国際犯罪を規定する法と処罰制度を概観するとともに、その意義と限界に
ついても学び、国際刑事法の現代的な役割を考えることを目標とする。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 講義で提示する参考文献・資料に目を通しておくこと。

講義内容

第1回 戦争犯罪と国際刑事法を考える視座（永井）
第2回 第一次大戦後の戦犯処罰問題（永井）
第3回 第二次大戦とニュルンベルク裁判（永井）
第4回 第二次大戦後の戦犯問題をめぐる日本の対応（永井）
第5回 東京裁判（永井）
第6回 BC級戦犯裁判（永井）
第7回 ニュルンベルク・東京以後の国際刑事法の発展（永井） 
第8回 国際刑事裁判権の意義と問題点（福井）
第9回 ICCの事項的管轄権(1)――集団殺害（福井）
第10回 ICCの事項的管轄権(2)――人道に対する罪（福井）
第11回 ICCの事項的管轄権(3)――戦争犯罪（福井）
第12回 ICCの事項的管轄権(4)――侵略に対する罪（福井）
第13回 ICCにおける管轄権の構造（福井）
第14回 ICCにおける刑事手続の特徴（福井）
第15回 ICCに対する国家の協力（福井）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 出席、およびゼミ形式での報告、レジュメ作成能力、プレゼンテーションの内容等で総合的に評価する。必要
に応じて、レポートが課される。

教科書等 講義の中で適宜指示する。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 安全保障論

単位数 2.0

担当者 吉川 元

履修時期 前期

履修対象 特に指定なし

講義形態 講義

概要
20世紀初頭から今日に至るまで戦争の様式も安全保障観も変化してきた。国家安全保障、国際安全保障、
人間の安全保障等々、安全保障概念の変化をその時代背景とともに分析し、また時代の変遷とともに国際
社会が取り組んできた国際安全保障の制度化の発展及びその有効性について検討する。

科目の到達目標 戦争と平和、そして安全保障観がどのように変容していったかについて、知識と理解を深める。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 テキストに基づき、予習をし、事前に質問を用意して講義に参加すること。

講義内容

本講義では、まず20世紀の平和と安全保障観の変容を概説する。次に冷戦期の安全保障観が国家安全保
障、国家体制安全保障、そして国際安全保障へと発展していく国際政治の背景を考察するとともに、国際社
会が取り組んできた国際安全保障の手立てとその発展を以下の順で検討する。

１）安全保障パラダイムの変転
２）「国際の平和と安全」の国連構想
３）集団安全保障体制
４）人民の自決と国際平和
５）国家の安全保障と内政不干渉規範
６）人権の国際化と冷戦の終結
7）「平和共存」時代の戦争と平和
８）主権国家基準の復活
９）民主主義による平和
10）非欧州世界と民主主義の平和
11）民族の戦争の再発
12）人道的干渉と民主主義の戦争
13）紛争後平和構築
14）予防外交
15）グローバル危機と安全保障パラダイム

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点とレポート

教科書等

【教科書】吉川 元『国際安全保障論ー戦争と平和、そして人間の安全保障の軌跡』（有斐閣、2007年。
【主参考文献】吉川 元 他編『グローバルガヴァナンス論』（法律文化社、2013年）；広島平和研究所編『アジア
の平和と核』(法律文化社、2019年); 吉川元『戦争と民族強制移動」蘭信三、川喜田敦子、松浦雄介編、『引
揚・追放・残留』名古屋大学出版、2019年、K.J. Holsti, The State, War, and the State of War, Cambridge
University Press, 1996.その他、講義毎に参考文献を案内いたします。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 平和構築論

単位数 2.0

担当者 沖村理史、大芝亮

履修時期 後期

履修対象 修士課程１・２年

講義形態 講義

概要 平和構築論に関連する文献を読み、平和構築とその諸側面について理解する。

科目の到達目標 平和構築に関する知識を得ると共に、受講生の研究テーマと平和構築の関連について理解を深める。

受講要件 国際関係論に関する科目を履修したことがあることが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 セミナー形式で行うので、事前に文献を読み、発表と討論に積極的に参加することが求められる。また、期末
にはレポートの提出を求める。

講義内容

1) ガイダンス 
2) 紛争(1): 多様な紛争
3) 紛争(2): 紛争と国際組織・介入
4) 平和維持と平和構築(1): 平和維持活動
5) 平和維持と平和構築(2): 国連と平和構築
6) 難民(1): 人の移動と難民保護
7) 難民(2): 国連と難民保護
8) 平和構築の実践(1): 武装解除と治安
9) 平和構築の実践(2): 平和構築と法の支配
10) 平和構築の実践(3): 紛争後選挙と選挙支援
11) 平和構築の実践(4): 紛争と経済発展
12) 平和構築の実践(5): 人材育成
13) 平和構築の実践(6): 平和構築とジェンダー
14) 平和構築の実践(7): NGOと市民社会
15) まとめ
取り上げるトピックは、受講生の研究テーマや関心を踏まえて変更することもあり得る。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 講義の出席、報告、討論等の平常点（50%）と期末レポート（50%）。

教科書等 藤原帰一、大芝亮、山田哲也編『平和構築・入門』有斐閣、2011年。
その他、講義で扱うテキストや参考文献等は講義中に適宜指示する。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 グローバル・コミュニケーション論

単位数 2.0

担当者 河 炅珍

履修時期 前期

履修対象 修士課程以上

講義形態 演習

概要

グローバル化が進むなか、各国の政府、国際機構、多国籍企業、市民団体にとって多様性にみちた他者を
捉え、合意を形成することが益々重要な問題となっている。一方で世界のIT産業は、情報やそれが流通する
フラットフォームを「グローバル商品」として扱い、伝統的なジャーナリズムとは異なるメディア理解や実践がみ
られるようになった。この授業では、グローバル・コミュニケーションという現象を構成するテーマを幅広く取り
上げ、メディアを媒介に異文化／多様性の理論と実践がどのように変容してきたかを学ぶ。

科目の到達目標
グローバル・コミュニケーションという現象を、多角的な観点から理解すること。政治、経済、文化、メディアの
分野で、地球規模で広がる様々なアクターの相互作用を見据え、各自の研究課題と関連づけ、テーマおよび
方法論への理解を深めることが期待される。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 第一回イントロダクションで各回のレジュメ担当を決めるため。

事前・事後学修 ・教科書の指定範囲を事前に読み、担当者はレジュメを作成すること。
・各回のディスカッション材料を準備すること。

講義内容

第１回 イントロダクション
第２回 グローバル・コミュニケーションの理論Ⅰ 
第３回 グローバル・コミュニケーションの理論Ⅱ 
第４回 グローバル・コミュニケーションの理論Ⅲ
第５回 グローバル・コミュニケーションの歴史Ⅰ
第６回 グローバル・コミュニケーションの歴史Ⅱ 
第７回 グローバル・コミュニケーションの不均等Ⅰ
第８回 グローバル・コミュニケーションの不均等Ⅱ
第９回 グローバルとローカルの対立・接合Ⅰ
第１０回 グローバルとローカルの対立・接合Ⅱ
第１１回 グローバルとローカルの対立・接合Ⅲ
第１２回 グローバル社会のジェンダーとアイデンティティⅠ
第１３回 グローバル社会のジェンダーとアイデンティティⅡ
第１４回 グローバル社会のジェンダーとアイデンティティⅢ
第１５回 まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 ・レジュメ作成と報告、およびディスカッションへの寄与度などを総合的に評価（50％）
・期末に提出するレポート（50％）

教科書等 小野善邦編『グローバル・コミュニケーション論』世界思想社、2007
津田幸男・関根久雄編『グローバル・コミュニケーション論』ナカニシヤ出版、2002

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 ジャーナリズム論

単位数 2.0

担当者 河 炅珍

履修時期 後期

履修対象 修士課程以上

講義形態 演習

概要

この授業では、ウォルター・リップマンの『世論』を精読し、現代のジャーナリズムを考える上でどのような視点
が求められるかを学ぶ。政治学や心理学、ジャーナリズム研究において読まれ続ける『世論』の主要な議論
内容を理解し、ステレオタイプ（stereotype）、世論（public opinion）などの概念を手掛かりに、メディアと社会の
かかわり方について理論的、歴史的に考察する。

科目の到達目標
「世論」（public opinion）がいかにして形成されるか、その担い手となる「公衆」（public）とはいかなる存在なの
か。このような問いに答え、ジャーナリズムの土台となる情報社会の仕組みを理解するとともに、各自の研究
課題と関連づけ、理論的示唆を得ること。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 第一回イントロダクションで各回のレジュメ担当者を決めるため。

事前・事後学修 ・テキストの指定範囲を事前に読み、担当者はレジュメを作成する。
・各回のトピックに応じてディスカッション材料を準備する。

講義内容

第１回 イントロダクション
第２回 『世論』第1章～第2章 
第３回 『世論』第3章～第4章
第４回 『世論』第5章～第6章
第５回 『世論』第7章～第8章
第６回 『世論』第9章～第10章
第７回 『世論』第11章～第12章
第８回 『世論』第13章～第14章
第９回 『世論』第15章～第16章
第１０回 『世論』第17章～第18章
第１１回 『世論』第19章～第20章
第１２回 『世論』第21章～第22章
第１３回 『世論』第23章～第24章
第１４回 『世論』第25章～第26章
第１５回 『世論』第27章～第28章

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 ・レジュメ作成と報告、およびディスカッションへの寄与度を総合的に評価（50％）
・期末レポート（50％）

教科書等 ・Lippmann, W., 1922, Public Opinion (=1987、掛川トミ子訳『世論（上・下）』岩波書店。)

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 東南アジアの紛争と協力

単位数 2.0

担当者 Narayanan Ganesan, Professor at HPI

履修時期 Spring Semester

履修対象 1st and 2nd year student, MA

講義形態

概要

The course style: lectures.
This course is a broad survey of positive and negative developments that have occurred in the international
relations of Southeast Asia after World War Two. The issues of conflict that will be examined are the Three
Indochina Wars from 1946 to 1989 These developments dominated the international relations of Southeast
Asia in the Cold War period. The second conflict that will be examined is the Indonesian military
confrontation against the Federation of Malaysia from 1963 to 1967.
For issues of cooperation the course will examine the formation of ASEAN in 1967, its expansion in the
1990s and regionalism

科目の到達目標

Students taking this class will learn the international politics of Southeast Asia from the end of World War II.
They will be able to better appreciate the conflicts that happened in Indochina and become familiar with the
previous bilateral conflict between Indonesia and Malaysia. They will also learn about the peace initiatives
undertaken through ASEAN and East Asian regionalism in the wider Asia-Pacific region since the 1990s.

受講要件 None

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修
Topics for the review will be given in class while the topics for the research essays will be arrived at in
consultation individually with students. All assigned readings will be made available in class well ahead of the
discussion topics.

講義内容

Discussion topics:
1 Southeast Asian politics and international relations after World War Two (2 weeks)
2 First Indochina War (2 weeks)
3 Second Indochina War (2 weeks)
4 Third Indochina War (2 weeks)
5 Indonesian Confrontation (2 weeks)
6 ASEAN (2 weeks)
7 East Asian regionalism (2 weeks)
8 Conclusion (1 week)

期末試験実施の有無

評価方法・基準

The course requirements consist of extensive class participation in discussions and presentations that will
be worth 40 percent of the course grade. For the remaining 60 percent, students enrolled in the course will
have to write a review article weighted at 20 percent and a long research paper that will be worth the
remaining 40 percent.

教科書等

Selected readings:
Amitav Acharya, Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional
order (London and New York: Routledge, 2001).
N. Ganesan and Ramses Amer (Eds.), International Relations in Southeast Asia: Between bilateralism and
multilateralism (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010).
N. Ganesan (Ed.), Bilateral Legacies in East and Southeast Asia (Singapore: Institute of Southeast Asian
Studies, 2015).
Sumit Ganguly et. al. (Eds.), The Routledge Handbook of Asian Security Studies (New York and London:
Routledge, 2010).
Donald Weatherbee, International Relations in Southeast Asia: The struggle for autonomy (New York:
Rowman and Littlefield, 2009).
Michael Yahuda, The International Politics of the Asia-Pacific (London and New York: Routledge Curzon,
2004).

担当者プロフィール

Dr. Ganesan originally taught Political Science and Southeast Asian Studies at the National University of
Singapore from 1990 to 2003. Since 2004 he has been teaching for the Hiroshima Peace Institute and at the
Hiroshima City University’s Faculty of International Studies. From 2011 to 2013 he also held an invited
Visiting Proffesorship at the National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) in Tokyo to teach a
postgraduate module on the Government and Politics of Southeast Asia. .

授業に関連する実務経
験

備考

Dr. Ganesan’s research and publication interests are in sources of interstate and intrastate tensions and
conflict in Southeast Asia. His current research focus is on the ethnic peace process in Myanmar and the
impact of democratization on civil conflicts. He has authored and edited 10 books ad more than 75
internationally refereed book chapters and journal articles.





科目名 韓国・北朝鮮外交と核問題

単位数 2.0

担当者 孫賢鎮（ソンヒョンジン）広島平和研究所准教授

履修時期 前期

履修対象 博士前期課程１・2年

講義形態 講義

概要

本講義は、平和研究科におけるグローバル/リージョナル・ガヴァナンスにとって地域と平和科目である。現在
の朝鮮半島は朝鮮戦争（1950.6.25〜1953.7.27）の結果、韓国と北朝鮮に分断され、依然として政治、軍事、
経済等、あらゆる分野において激しい体制競争が行われている。朝鮮半島は停戦協定によって休戦状態で
在韓米軍が駐屯しており、未だ緊張状態が続いている。また、北朝鮮の核・ミサイル問題は地域の安全保障
のみならず、世界の平和にとっても大きな問題になっている。このような朝鮮半島の分断過程と、対立・競争
関係にある韓国と北朝鮮の政治体制及び外交関係を学ぶことにより、現在の朝鮮半島の状況を理解する。
本講義では北朝鮮ガヴァナンスの理解、朝鮮半島の統合と統一問題（統一の必要性、類型、費用など）、社
会主義国家の統一の具体的な事例をとりあげて考察する。そして、安全保障上の脅威である北朝鮮の核問
題について北朝鮮の核開発の背景、意図等を分析することにより、北朝鮮の核問題の解決を含む朝鮮半島
の非核化を考える。

科目の到達目標 韓国と北朝鮮外交関係、北朝鮮の核兵器問題を学ぶことによって朝鮮半島をめぐる国際関係を理解する。

受講要件 特になし

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由

事前・事後学修 講義で提示する参考文献・資料（日本語・英語、受講生の関心によっては韓国語）を読んでおくこと。

講義内容

講義内容は以下を予定している。受講者の関心によっては内容を変更する可能性あり。
第1回 ガイダンス（朝鮮半島の理解）
第2回 朝鮮半島の事情（朝鮮戦争以前）
第3回 朝鮮半島の事情（朝鮮戦争以降）
第4回 韓国・北朝鮮関係
第5回 北朝鮮のガヴァナンス
第6回 北朝鮮の人権問題（人道的問題、脱北者問題など）
第7回 北朝鮮の核開発問題Ⅰ（核開発の歴史、背景、意図など）
第8回 北朝鮮の核開発問題Ⅱ（北朝鮮の核能力）
第9回 北朝鮮の非核化（米朝、南（韓国）北（北朝鮮）首脳会談、米朝交渉など）
第10回 北朝鮮の非核化プロセス（非核化の概念、範囲、完成）
第11回 朝鮮半島をめぐる安全保障問題（韓米同盟、日米同盟など）
第12回 朝鮮半島の統一問題（統一の必要性、他の事例など）第13回
第13回 社会主義国家の統一事例
第14回 北東アジアにおける安全保障共同体構築の可能性、受講者の報告
第15回 受講者の報告

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 出席30％、口頭発表30％、レポートや試験40％

教科書等
広島市立大学広島平和研究所編『アジアの平和と核』、福原裕二『北東アジアと朝鮮半島研究』、Yangmo
Ku,Inyeop Lee and Jongseok Woo, 『Politics in North and South Korea』、Gregory J. Moore『North Korean
Nuclear Operationality』その他、授業で扱うテキスト・参考文献など指定する。

担当者プロフィール

2001-2006 神戸大学大学院法学研究科修了（博士、国際公共関係法）
2006-2011 韓国統一部で勤務（事務官）
2011-2014 韓国法制研究院（北朝鮮法制、朝鮮半島統一法制）
2014．4から 広島市立大学広島平和研究所准教授

授業に関連する実務経
験

韓国統一部事務官（北朝鮮の人権問題、脱北者、拉致問題など担当）

備考



科目名 現代中国の政治と外交

単位数 2.0

担当者 広島平和研究所 准教授 徐顕芬

履修時期 後期

履修対象 修士課程１、２年

講義形態 講義

概要

本講義は、1949年に建国して今日までの中華人民共和国の歴史の軌跡を学ぶことを通して、国際社会にお
ける中国の役割を考えることを目的とする。とりわけ、現代日中関係の70年史を詳細に解説して、その構造
分析を行う。講義では、近年公開された一次資料や学説などを紹介・吟味しつつ、主に内政と外交とのリン
ケージの観点から分析、解説する。なお、本講義は講義と演習との両方の形態で実施される。

科目の到達目標 中華人民共和国の政治と外交に関する基礎知識を修得するとともに、戦後日中関係史を複眼的に捉える見
方を養う。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 講義で提示する参考文献・資料に目を通しておくこと。

講義内容

第1回、オリエンテーションーー中華人民共和国の70年史
第2回、現代中国政治制度
第3回、現代中国外交70年史
第4回、中国をめぐる国際関係
第5回、日中関係史１（国交正常化まで）
第6回、日中関係史２（国交正常化後）
第7回、日中国交正常化交渉
第8回、日中平和友好条約締結交渉
第9回、日中関係のなかのアメリカ要素
第10回、日中関係のなかのソ連（ロシア）要素
第11回、日中関係のなかの東南アジア要素
第12回、日中関係のなかの朝鮮半島要素
第13回、日米安保体制と中国
第14回、安定的な東アジア国際関係の構築
第15回、総括
＊講義の順序は変更することがある。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 出席、およびゼミ形式での報告、プレゼンテーションの内容等で総合的に評価する。必要に応じて、レポート
が課される。

教科書等 講義のなかで適宜指示する。

担当者プロフィール

専門は現代中国研究、東アジア国際関係史。単著に『日本の対中ODA外交：利益・パワー・価値のダイナミズ
ム』（勁草書房、2011年）、共著に『東アジアにおける二つの「戦後」』（国際書院、2012年）、『東アジアのなか
の日本と中国：規範・外交・地域秩序』（晃洋書房、2016年）、『冷戦変容と歴史認識』（晃洋書房、2017年）な
どがある。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 現代中央アジアの政治と外交

単位数 2.0

担当者

履修時期

履修対象

講義形態

概要

科目の到達目標

受講要件

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 日本の近現代史

単位数 2.0

担当者 広島平和研究所 教授 永井 均

履修時期 前期

履修対象 修士課程１、２年

講義形態 講義

概要

本講義は、昭和の戦争の時代と敗戦に至る日本の近現代の軌跡を学ぶことを通して、現代日本の来歴を理
解し、国際社会における日本の役割を考えることを目的とする。日本の近現代史は戦争と不可分であり、現
在もなお歴史認識をめぐって近隣諸国と摩擦が生じるなど、その歴史観自体が国際問題化の争点の一つと
なっている。当時の歴史状況を理解するためには、日本を取り巻く国際環境と内政、指導者による政策決定
のプロセスやロジックの考察が欠かせない。講義では、近年公開された一次資料や学説などを紹介・吟味し
つつ、満州事変から日中戦争、太平洋戦争と敗戦までの時期に焦点を当て、主に内政と外交の観点から分
析、解説する。なお、本講義は広島平和研究所の研究員と外部講師によるオムニバス形式で実施される。

科目の到達目標 近現代日本の戦争史に関する基礎知識を修得するとともに、日本近現代史を一国史的ではなく、他国との関
係性の中で複眼的に捉える見方を養う。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 講義で提示する参考文献・資料に目を通しておくこと。

講義内容

第1回 広島から考える戦争
第2回 近現代日本の戦争史を見る視点
第3回 満州事変の文脈
第4回 満州事変
第5回 中国から見た満州事変
第6回 国際連盟脱退問題
第7回 盧溝橋事件
第8回 日中戦争の展開
第9回 日独伊三国同盟
第10回 日米開戦
第11回 大東亜共栄圏
第12回 大東亜会議
第13回 アジアから見た太平洋戦争
第14回 戦争指導の構造
第15回 終戦の政治過程
※トピックや順序等は変更される場合がある。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 出席、およびゼミ形式での報告、レジュメ作成能力、プレゼンテーションの内容等で総合的に評価する。必要
に応じて、レポートが課される。

教科書等 講義の中で適宜指示する。

担当者プロフィール

専門は日本近現代史。単著に『フィリピンと対日戦犯裁判』（岩波書店、2010年）、『フィリピンＢＣ級戦犯裁判』
（講談社、2013年）、共著に『近現代日本の戦争と平和』（現代史料出版、2011年）、『日記に読む近代日本』
第5巻（吉川弘文館、2012年）、Philippines-Japan Relations (Quezon City: Ateneo de Manila University
Press, 2003)、Transcultural Justice at the Tokyo Tribunal: The Allied Struggle for Justice, 1946-48 (Leiden:
Brill, 2018) などがある。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 日本の平和・安全保障政策

単位数 2.0

担当者 石田 淳

履修時期 前期集中

履修対象 修士課程１・２年

講義形態 演習

概要 第二次世界大戦後の西太平洋という歴史的・空間的文脈において、日本が直面した「安全保障のディレン
マ」と「同盟のディレンマ」について国際政治学的に検討する。

科目の到達目標 日本の平和・安全保障の課題とそれに対する対応について、第二次世界大戦後の西太平洋という歴史的・
空間的文脈を視野に入れつつ理解すること。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 事前に、中西寛・石田淳・田所昌幸『国際政治学』（有斐閣、2013年）の第3章を精読しておくこと。

講義内容

以下の構成で授業を行う予定
1 イントロダクション――講義の目的
2 合理的選択の国際政治学
3 武力不行使体制
4 自衛権の範囲と国際政治のディレンマ
――安全保障のディレンマと同盟のディレンマ――
5 戦後日本の「専守防衛」論
6 事前協議制度
7 西太平洋におけるハブ・アンド・スポークスの同盟構造
――拡大版の同盟のディレンマ――
8 冷戦分断国家
9 アメリカの核の傘と日本の非核三原則
10 外交における威嚇と約束――抑止と安心供与――
11 核の先制不行使（No First Use）
12 「不可分の平和」
13 集団的自衛権の限定的行使容認
14 立憲体制と安全保障
15 総括
＊履修者の要望等を踏まえて計画を部分的に修正することはありうる

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点

教科書等 中西寛・石田淳・田所昌幸『国際政治学』（有斐閣、2013年）ほか

担当者プロフィール 東京大学大学院総合文化研究科教授。2009年～2011年、日本平和学会会長、2016年～2018年日本国際政
治学会理事長。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 国連論

単位数 2.0

担当者 沖村 理史

履修時期 前期

履修対象 修士課程１・２年

講義形態 講義

概要 国際連合（国連）に関連する文献を読み、国連の機能と役割について理解する。具体的な内容は、受講生の
研究テーマや関心を踏まえて決定する。

科目の到達目標 国際連合（国連）に関する基本的知識を得ると共に、受講生の研究テーマと国連の関連について理解を深め
る。

受講要件 国際関係論に関する科目を履修したことがあることが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 セミナー形式で行うので、事前に文献を読み、発表と討論に積極的に参加することが求められる。また、期末
にはレポートの提出を求める。

講義内容

1) ガイダンス 
2) 国連の目的と特徴
3) 国連の原則・加盟国
4) 総会
5) 安全保障理事会
6) 紛争の平和的解決
7) 強制行動
8) 平和維持・平和構築
9) 人道支援
10) 人権
11) 経済社会理事会
12) 国際経済開発社会変動への対応
13) 国連事務局と関連組織
14) 国際司法裁判所
15) まとめ
取り上げるトピックは、受講生の研究テーマや関心を踏まえて変更することもあり得る。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 講義の出席、報告、討論等の平常点（50%）と期末レポート（50%）。

教科書等

講義で扱う予定の文献は以下のとおりであるが、受講生の関心に応じて変更することもあり得る。
植木安弘『国際連合―その役割と機能』日本評論社、2018年。
Karen A. Mingst, Margaret P. Karns, and Alynna J. Lyon, The United Nations in the 21st Century, 5th ed.,
(New York: Routledge, 2018).
United Nations, Basic Facts about the United Nations, 42nd ed., (New York: United Nations Department of
Public Information, 2017).
その他に、講義で扱うテキストや参考文献等は講義中に適宜指示する。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 国際組織と国際制度

単位数 2.0

担当者 教授 佐藤哲夫

履修時期 後期

履修対象 1・2年次

講義形態 講義

概要

授業形態：講義
平和学研究科の国際法関連科目において、「現代国際法と平和」に基づく発展科目として位置づけられる。
現代国際法の理解にとっては、国際組織の役割と活動の理解が不可欠となっており、国際組織法の体系的
教科書に従って、国際組織の法的な仕組みや原則について、また主要な分野の国際制度について基礎的な
知識を修得する。

科目の到達目標
受講生は、国際組織や国際制度が複雑かつ高度に交錯する現代国際社会の法的仕組みや法的諸問題に
ついての基礎的な知識を修得するとともに、そのような諸問題を的確に分析できるための国際法の思考方法
を身に付ける。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 教科書の指定範囲と指定資料を読み、授業における質疑応答の準備をする。

講義内容

・この授業は受講生が極めて少ないと予想される（１－３名程度）ことに鑑みて、可能な限り双方向的に質疑
応答や議論形式を取り入れることを予定している。
・受講生が学部段階で既に国際法を履修しているか否か、複数の受講生の場合に国際法の既修者と未修者
が混在しているか、などは、授業のレベルや進め方にとって極めて重要な考慮要素である。特に国際法の既
修者と未修者が混在している場合には、両者にとって満足のいく授業を行うためには、十分な工夫が必要と
なる。このために、第１回の授業において、受講生の状況を確認し、十分に相談の上、授業の進め方につい
て決めるものとする。
・第２回～第15回の授業において扱う内容については、基本的に以下の項目に準拠して進めたい。
・他方で、以上の事情を踏まえて、毎回の授業の進め方については、授業を前半（40分）と後半（40分）に分け
て、次のように進めることを考えている。
・前半（40分）では、下記の体系的教科書を使用して、毎回の項目の該当範囲を学習していく。事前に十分に
予習していることを前提として、15分～20分程度、教員から特に重要なポイントのみ簡潔に説明する。その後
の20分～25分程度は、当該範囲の内容に関して双方向的な質疑応答や議論を行う。国際法の既修者と未修
者が混在している場合には、未修者の疑問・質問に対して既修者が回答を試み、それを踏まえて教員が説明
を加えるなど、適宜、有益な対応を試みたい。
・後半（40分）では、前半での体系的理論的な学習を補完することを目指して、具体的な事例や最新の争点な
どを扱う文献を読み、ここでも双方向的な質疑応答や議論を行う。15分～20分程度で、受講者に担当文献の
内容を簡潔に紹介してもらい、その後の20分～25分程度において、双方向的な質疑応答や議論を行う。扱う
事例や最新の争点は、受講生の興味関心で選択するものとする。事例や最新の争点が、授業の前半で学習
する内容に対応するものであれば理想的であるが、様々な事情から、そのように都合良く選択できるもので
はないので、14回の授業のどこかで扱う内容であれば良いとし、内容的に必要であれば、適宜、教員から補
足説明を加えることにする。

・具体的な授業計画としては、まず、国際組織や国際制度が交錯する現代国際社会の法的仕組みの基本的
理解のために、国際組織法の観点から、以下の第2回から第11回までの重要分野における基礎的な知識の
獲得と分析視点の理解をめざす。これらの知識と理解を前提として、次に、第12回から第15回まで具体的な
国際組織や国際制度を取り上げ、平和の維持と紛争の予防という観点から理解を深める。

１ 授業の進め方についての相談
２ 国際組織と国際組織法、歴史的発展、国際連盟の設立と構造
３ 国際連盟の任務と活動
４ 国際連合の仕組みと発展
５ 国際組織のダイナミズムの視点（「損害賠償事件」）
６ 国際組織の国際法上の地位（国際法人格、黙示的権限の法理、国際責任など）
７ 国際組織の国内法上の地位（特権免除など）
８ 国際組織の表決制度（多数決制度の問題）
９ 国際組織の表決制度（拒否権とコンセンサス方式）
10 国際組織の決議の法的効果
11 国際公務員制度
12 国際連合による集団安全保障制度
13 国際連合による平和維持活動
14 国際連合を中心とする人権保障の国際的制度
15 WTO体制と紛争解決制度

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点。毎回の授業における準備状況、質疑応答の内容や質などを総合評価し、到達目標との関係で、広
島市立大学成績評価に係るガイドラインに準拠して評価する。

次のものを、第2回から第13回の授業の教科書と指定する。
佐藤哲夫『国際組織法』（有斐閣、2005年）



教科書等 第14回と第15回の授業については、使用する文献を配付する。

★ 具体的な事例や最新の争点などを扱う文献等については、下記の「備考」欄を参照せよ。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考

★ 具体的な事例や最新の争点などを扱う文献としては、以下のような資料集や雑誌などを挙げておく。

●『法学セミナー』
・「特集 国際法の最新論点――国際社会の変化と国際法の展開」765号、2018/10
●『論究ジュリスト』
・「特集1 「自国第一主義」と国際秩序」30、2019年/夏号
・「特集1 グローバルな公共空間と法」23、2017年/秋号
・「特集 国際制度の新展開と日本――規範形成と国内受容のダイナミズム」19、2016年/秋号
・「特集1 環境条約の国内実施――国際法と国内法の関係」07、2013年/秋号
●『ジュリスト』
・「特集 条約体制のダイナミズム――国際公共価値の拡大と日本の課題」No.1409、2010・10・15
・「特集 日本における国際法」No.1387、2009・10・15
・「特集 海・資源・環境――国際法・国内法からのアプローチ」No.1365、2008・10・15
・「特集 日本と国際公秩序――集団的自衛権・国際刑事裁判所の原理的検討」No.1343、2007・10・15
・「特集1 国際法と日本の対応」No.1321、2007・10・15
・「特集 国際制度と国内制度の交錯と相互浸透」No.1299、2006・10・15
●『法律時報』
・「特集＝ 国際経済秩序をめぐる法動態」2019年9月号、通巻 1142号
・「特集 国際刑事法の現在」2018年9月、通巻 1129号
・「特集 「国際立法」の現在――国連国際法委員会創設70年を契機に考える」2017年9月、通巻 1116号
・「特集 戦後70年と安保法制――「国際法の支配」と立憲主義」2015年11月、通巻 1092号
・「特集 過去の不正義と国際法――日韓請求権協定の現在」2015年9月、通巻 1090号
・「特集 「国際的保護」をめぐる新たな潮流――難民、無国籍者、補完的保護」2014年10月、通巻 1078号

★ 判例の解説としては、次のものがある。
薬師寺公夫他編『判例国際法〔第3版〕』（東信堂、2019年）
松井芳郎他編『判例国際法〔第2版〕』（東信堂、2006年）
杉原高嶺他編『国際法基本判例50 第2版』（三省堂、2014年）
杉原高嶺他編『国際法基本判例50』（三省堂、2010年）
小寺彰他編『国際法判例百選［第2版］』（有斐閣、2011年）
山本草二他編『国際法判例百選』（有斐閣、2001年）

★ 資料集としては、次のものがある。
西谷 元編著『国際法資料集［第2版］』（日本評論社、2016年）
大沼保昭編『国際法資料集 上下 第2版』（東信堂, 2002年）

国内法の勉強にとって六法が不可欠なことと同様に、国際法の勉強にとっては条約集が不可欠である。有斐
閣（詳細版2019年）、東信堂（詳細版2019年、簡略版2009年）、三省堂（簡略版、2015年）、信山社（簡略
版、2014年）の4種類の条約集が出版されており、授業において言及する条約や国連決議などを参照する観
点からは、基本的にはいずれの条約集でも良い。購入時点での最新版を購入してください。



科目名 地域機構と平和・安全保障

単位数 2.0

担当者

履修時期

履修対象

講義形態

概要

科目の到達目標

受講要件

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準

教科書等

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 予防外交論

単位数 2.0

担当者 吉川元

履修時期 後期

履修対象 特になし

講義形態 講義

概要

予防外交論は、まだ開発の緒についたばかりの研究分野です。ガリ国連事務総長（当時）が国連安全保障理
事会に対して提出した報告書「平和の課題」のなかで,冷戦後世界で国連が取組むべき平和と安全保障政策
の一つに予防外交を掲げられて以来、この用語が広く世界に流通するようになりました。予防の対象として当
初、国際戦争が意図されました。しかし、過去半世紀に国際戦争は激減し、内戦や民衆殺戮（政府による人
民の大量殺戮）があとを絶ちません。しかも、冷戦後には国家ガバナンスのあり方に起因する民族紛争や民
衆殺戮に国際社会の関心が高まったことから、今では予防外交の対象とすべきは内戦や人道的危機の予防
という視点が主流になっています。国家による武力行使や国家による暴力を予防することがどの程度可能な
のか。様々な事例を取り上げて検討してみる。

科目の到達目標 予防は治療に勝る。こうした発想から予防医学が発達しました。それでは国際関係においては紛争の予防が
どこまで可能なのか。紛争予防を阻む原因はどこに潜むのか、という点について理解を深めたい。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 特になし

講義内容

国際紛争の予防という発想は古くからありましたが、予防外交の実践の歴史は浅く、紛争予防、さらには戦争
の予防という用語が実際に国際社会で人口に膾炙するようになったのは、冷戦の終結後のことです。そこ
で20世紀の予防外交（紛争予防）の起源をたどりつつ、紛争の予防の実践とその課題について以下の順で考
察します。

１）「予防外交」の起源
２）予防外交の見立て（中期・長期予防と短期予防）
３）武力紛争の予防の見立て(国際戦争の原因論）
４）民族戦争の原因とその対処法
５）侵略戦争の予防の手立て
６）戦争予防の国際規範
７）冷戦後の予防外交論の興隆とその対処法
８）民主主主義による平和論再考
９）安全保障共同体論
10）OSCEの予防外交体制
11）国連の予防外交体制
12）構造的暴力の予防
13）予防外交論と平和構築論の比較研究
14)予防外交の事例研究（バルト三国の事例、マケドニアの紛争予防等）
15)アジアの予防外交の現状と課題

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点とレポートで成績評価を行います

教科書等

【教科書】吉川元「予防外交論の現状と課題」（「ヒロシマ70平和セミナー」のテキスト。複写した原稿を配布し
ます）
【主要参考文献】『予防外交』吉川元編著、三嶺書房、2000年; 吉川元・中村覚 共編著『中東の予防外交』信
山社、2012年; 納家政嗣『国際紛争と予防外交』有斐閣、2003年；吉川 元、首藤もと子、六鹿茂夫、望月康恵
共編著『グローバル・ガヴァナンス論』法律文化社、2014年

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 国際環境論

単位数 2.0

担当者 沖村 理史

履修時期 後期

履修対象 修士課程１・２年

講義形態 講義

概要 国際環境問題や国際環境条約等に関連する文献を読み、国際環境問題に国際社会がどのように対応して
いるのか理解する。取り上げるトピックは、受講生の研究テーマや関心を踏まえて変更することもあり得る。

科目の到達目標 国際環境条約や国連組織に代表される国際制度に関する知識を得ると共に、それらの国際制度が抱える課
題と可能性について理解を深める。

受講要件 国際関係論に関する科目を履修したことがあることが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 セミナー形式で行うので、事前に文献を読み、発表と討論に積極的に参加することが求められる。また、期末
にはレポートの提出を求める。

講義内容

1) ガイダンス
2) 地球環境論の背景
3) 地球環境論の概要
4) 地球環境問題に関連するアクター(1) 政府、国連
5) 地球環境問題に関連するアクター(2) 国際組織、非政府組織、産業界
6) 国際環境レジーム：越境大気汚染
7) 地球環境レジーム：オゾン層保護
8) 地球環境レジーム：気候変動
9) 自然保護レジーム：生物多様性
10) 地球環境レジームの実効性
11) 地球環境レジームの課題
12) 環境政策と持続可能な発展
13) 国際環境会議と持続可能な発展
14) 地球環境政治の未来
15) まとめ
取り上げるトピックは、受講生の研究テーマや関心を踏まえて変更することもあり得る。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 講義の出席、報告、討論等の平常点（50%）と期末レポート（50%）。

教科書等

講義で扱う予定の文献は以下のとおりであるが、受講生の関心に応じて変更することもあり得る。
Pamela S. Chasek, David L. Downie, and Janet Welsh Brown, Global Environmental Politics, 7th ed., (Boulder:
Westview, 2016).
その他に、講義で扱うテキストや参考文献等は講義中に適宜指示する。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 平和学特殊演習I

単位数 1.0

担当者 平和学研究科全教授

履修時期 前期

履修対象 修士課程１・２年

講義形態

概要 平和学・国際関係論の特定分野の文献講読を中心に、研究の指導、及び論文指導を行う。

科目の到達目標

受講要件 指導教員が履修を認めたもの

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準 研究の進展状況を総合的に評価する

教科書等

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 平和学特殊演習Ⅱ

単位数 1.0

担当者 平和学研究科全教授

履修時期 通期

履修対象 修士課程１・２年

講義形態

概要 平和学・国際関係論の特定分野の文献講読を中心に、研究の指導、及び論文指導を行う。

科目の到達目標

受講要件 指導教員が履修を認めたもの

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準 研究の進展状況を総合的に評価する

教科書等

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 平和インターンシップ

単位数 1.0

担当者 平和学研究科長 大芝 亮

履修時期 通期

履修対象 修士課程１・２年生

講義形態

概要

国内外の行政機関、NPO・INGO（国際NGO）、メディア機関、国際機関等において、本研究科で修得した知識
及び理論を実践し、平和研究の理論の諸問題について体験的に学習し、実務経験を積むことを目的とする。
事前研究（インターンシップ先及び関連機関等についての事前調査）・インターンシップへの参加（日誌の作
成や、関連機関及び業務内容に関する資料収集等）・事後報告（実習の成果についての報告書の作成）の３
段階で構成する。

科目の到達目標

受講要件 研究科委員会でインターンシップが認められたもの

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修

講義内容

期末試験実施の有無

評価方法・基準 研究科委員会で総合的に評価する。

教科書等

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考
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