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授業の目標（Course Objectives） 

国際政治と紛争について現代・現実と歴史・理論の双方を学ぶ。担当教員がＮＨＫの記者として直接現地で体験した７つの国際

紛争を中心に「国際政治と紛争」の意味と背景について考える。冷戦の崩壊による力の空白は地域紛争を生み、非対称な力の

バランスは「テロ」や「テロとの戦い」という慣例にない戦闘の形を生み出した。地域紛争は核保有によって人類の安全を脅かす問

題となったが、「国際社会」にできることは限られている。等身大の現在の問題として、平和構築に必要なものは何なのか。戦争と

メディアの関係を考え、自分ごととして自らの考えを表現できるようにする。 

 

In this course, we will consider the meaning and background of "international politics and conflict", focusing on the seven 

international conflicts that the instructor in charge experienced directly as an NHK reporter. The power vacuum caused by the 

collapse of the Cold War created regional conflicts, and the asymmetrical balance of forces created unconventional forms of 

combat, such as "terrorism" and "war on terrorism." Regional conflict has become a problem that threatens the safety of 

humankind by possessing nuclear weapons, but there are limits to what the "international community" can do. We consider what 

is needed for peacebuilding as a current issue, and the relationship between war and the media. 

 

授業の内容（Course Contents） 

ボスニア紛争、カンボジア紛争、スリランカ民族紛争、アフガニスタン紛争、イラク戦争、朝鮮半島、インド・パキスタンでの現場の

経験を交え、それぞれの基礎知識を確認し、写真、動画、記事などの用いながら、現代の世界の国際紛争の問題を知ります。そ

の上で、国際政治の理論や歴史、基本概念などについて議論します。特にメディアが戦争で果たした役割に注目します。自分ご

ととしての国際政治と紛争を実感し、自らの考えを表現できるように理解度と関心を確認しながら双方向で授業を進めます。 

 

In this course, based on the experience of the Bosnian conflict, Cambodian conflict, Sri Lanka ethnic conflict, Afghanistan, Iraq 

War, Korean Peninsula, India and Pakistan, confirming the basic knowledge of each, using photos, videos, articles, etc. we learn 

about the problems of international conflict in the world. After that, we will discuss the theory, history, basic concepts, etc. of 

international politics. Participants pay particular attention to the role the media played in the war. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【ボスニア紛争】冷戦崩壊が「世界の火薬庫」である東ヨーロッパでの地域紛争を生み出す機序を歴史的経緯を踏まえなが

ら考える。 

2. （キーワード）バランス・オブ・パワー、ウェストファリア、第一次世界大戦、プロパガンダ 

3. 【カンボジア紛争】ＵＮＴＡＣ（国際連合カンボジア暫定統治機構）はどのような権限を持ち国造りや平和構築にどのような役

割を果たせたのか。 

4. （キーワード）集団安全保障の挫折、第二次世界大戦、国連平和維持軍、平和構築 

5. 【スリランカ民族紛争】自爆攻撃という形態はどのようにして生まれたのか。非対称戦の中で生まれた「テロ」や「テロとの戦

い」を考察する。 

6. （キーワード）冷戦、地域紛争、テロ、非対称戦、ディアスポラ、洗脳メディア 

7. 【アフガニスタン】紛争なのか、攻撃なのか、空爆なのか。2001 年の同時多発テロからアフガニスタン空爆へとつながった経

緯を考える。 

8. （キーワード）冷戦後の紛争と協調、一次情報、 

9. 【イラク戦争】「戦争の大義」はどこにあったのか。侵攻、介入、制裁、同盟や多国籍軍など軍事行動の正当性について考え

る。 

10. （キーワード）現在の引火点、従軍取材、安全管理、多国籍軍、 

11. 【朝鮮半島】民族分断の歴史の大きな転機となったは北朝鮮の核開発だった。国家における指導者の役割と隣国との関係

を考える。 

12. （キーワード）グローバリゼーションと相互依存、核管理、核抑止、リーク、ＰＲ 

13. 【インド・パキスタン】宗教対立、世俗国家、核保有国、米中やロシア、南アジア諸国との関係など複雑に交錯する国際場裏

を分析する。 

14. （キーワード）情報革命、脱国家的主体、パブリック・ディプロマシー、国際放送 

 



授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

関連の資料や映像について適宜、指示します。理解度を確認するリアクションペーパー（ネット上）を提出してもらいます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(30%)/授業への参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ジョセフ・ナイ他、2017、『国際紛争』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-14917-5) 

2. 橋本晃、2006、『国際紛争のメディア学』、青弓社 (ISBN:978-4-7872-3257-1) 

3. 広瀬佳一他編、2021、『よくわかる国際政治』、ミネルヴァ (ISBN:978-4-623-09269-7) 

4. 日本平和学会、2018、『平和をめぐる 14 の論点』、法律文化社 (ISBN:978-4-589-03954-5) 

5. 広瀬公巳、2002、『自爆攻撃』、日本放送出版協会 (ISBN:978-4-14-080744-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教員プロフィール 

https://toyokeizai.net/list/author/%E5%BA%83%E7%80%AC+%E5%85%AC%E5%B7%B3 

 

注意事項（Notice） 

 


