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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX648／演習 

(Seminar) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
同盟と冷戦 

担当者名 

（Instructor） 
玉置 敦彦(TAMAKI NOBUHIKO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
LPX4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

米中対立が激しさを増すなか、世界が新たな「冷戦」に突入するのではないかとの言説が広がっている。現代の世界を民主主義

と権威主義の対立と捉える論者も少なくない。また軍事や外交のみならず経済にも安全保障上の対立が波及し、政治体制や価

値の違いも影響を及ぼしはじめている。本演習は、こうした現代の国際情勢をふまえて、冷戦ということばを生み出した歴史上の

事象、すなわち米ソ冷戦を「同盟」という観点から再検討することを目的とする。日本はアメリカの同盟国として米中対立の最前線

にあり、以上の動向に深刻な影響を受けている。同盟という視点で米ソ冷戦を再検討し、歴史と理論に学ぶことで、現在の国際

情勢を理解する手掛かりを得ることができるだろう。 

 

This course surveys the history of alliances during the Cold War. The contemporary US-China rivalry is sometimes described as 

“New Cold War.” The Biden administration emphasized the unity of the Western alliances while China and Russia have rapidly 

deepened their military/diplomatic cooperation. What are the similarities and differences between the new and old cold wars? 

What can we learn from the history of the half-century US-Russo rivalry? By investigating the global alliance system in the 20th 

century, students can acquire some clues to understand current and future international relations. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習は、同盟という視点から冷戦を考えることで、米中・米ロ対立が激化する現在の国際情勢を理解する理論的・歴史的思考

を養うことを目的とする。春学期にはアメリカが主導する西側同盟を中心に、①冷戦史学の基礎知識、②同盟の基礎理論、③欧

州や東アジアなどの代表的な地域の歴史的展開について、日本語の書籍と論文の輪読を通じて学ぶ。ただし、春学期のおわり

には英語論文にも挑戦することを予定している。秋学期には、春学期に体得した基礎的な知識を前提として、英語論文も交えて、

より広い地域、さらに可能であればソ連率いる東側の同盟についても検討したい（以下の授業計画は履修者や文献の状況によっ

て柔軟に変更する）。以上のように、本演習は主として書籍・論文（日本語・英語）の講読・報告・討論によって構成されるが、春学

期・秋学期共に、学期末には授業中に扱った論稿を題材とした書評論文の執筆を求めることを予定している。なお、研究論文の

執筆を望む履修者には個別に対応するので、早めに申し出ること（なお、研究論文は成績評価の対象とはならないので注意する

こと）。 

 

This course reviews the US and Russian alliance system during the Cold War, aiming to provide students theoretical and 

historical perspectives to understand current great-power rivalries. The spring semester focuses on the Western alliance, led by 

the United States, with Japanese and English books and articles regarding Cold War history and alliance theories. In the autumn 

semester, in addition to Western alliances, we will try to understand the alliances the Soviet Union led. Students are required to 

write a review article by the end of each semester. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションー書評と報告の基礎 

2. 同盟理論と国際政治学の基礎知識 

3. 冷戦史学の世界（『ヨーロッパ冷戦史』講読 1） 

4. 『ヨーロッパ冷戦史』講読 2 

5. 『ヨーロッパ冷戦史』講読 3 

6. 『ヨーロッパ冷戦史』講読 4 

7. 『ヨーロッパ冷戦史』講読 5 

8. 東アジアの冷戦と同盟 1 

9. 東アジアの冷戦と同盟 2 

10. 世界の冷戦と同盟 1 

11. 世界の冷戦と同盟 2 

12. 英語論文の読み方について 

13. 米中対立と米ソ冷戦 

14. まとめ 

15. イントロダクションとレクチャー 

16. 同盟の理論と冷戦 1 



17. 同盟の理論と冷戦 2 

18. 同盟の理論と冷戦 3 

19. 欧州冷戦と同盟 

20. 東アジア冷戦と同盟 

21. 南アジアの冷戦と同盟 

22. 中東の冷戦と同盟 

23. ラテンアメリカにおける同盟？ 

24. ソ連の冷戦と同盟 1―ワルシャワ条約機構 

25. ソ連の冷戦と同盟 2―中ソ同盟 

26. ソ連の冷戦と同盟 3―ソ連、キューバ、「第三世界」 

27. 冷戦と同盟からみた米中対立 

28. おわりに 

 

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

指定したテキストやレジュメを事前に読み込むこと。また関連すると思われる文献を自ら調査することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

書評論文(50%)/報告・討論（出席しなければ報告・討論は当然低評価となる）(50%) 

書評論文の提出は必須であり、提出がない場合は不可とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山本健、2021、『ヨーロッパ冷戦史』、ちくま新書 (ISBN:978-4-480-07373-0) 

以上の文献は必ず各自入手してください。他の参考文献は別途配布します。英語文献も（かなりの分量を）使用します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 藤原帰一、2007、『国際政治』、放送大学教育振興会 (13: 978-4-595-13504-0) 

2. 小川浩之、板橋拓己、青野利彦、2018、『国際政治史ー主権国家体系のあゆみ』、有斐閣ストゥディア (ISBN:978-4-641-

15052-2) 

3. ロバート・マクマン著、青野利彦監訳、平井和也訳、2018、『冷戦史』、勁草書房 (ISBN:978-4-326-35175-6) 

4. 中西寛、石田淳、田所昌幸、2013、『国際政治学』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-05378-6) 

5. 佐橋亮、2021、『米中対立—アメリカの戦略転換と分断される世界』、中公新書 (ISBN:978-4-12-102650-7) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：5～15 名程度 

配当年次：2～4 年次 

選考方法：レポート 

  ①題目：現代の米中対立とかつての米ソ冷戦を比較し、簡単なレポートを執筆してください。なお、参照した文献を記載するこ

と。 

   ②字数：2000～3000 字程度(長くとも 6000 字程度にまとめること）。 

演習論文：実施しない。 

 

注意事項（Notice） 

 


