
国際地域研究所研究プロジェクト(2009-2020) 
2020 年 
 研究所重点プロジェクト『紛争・平和構築研究（CAPS）』(代表者:国際関係学部・足立 研幾) 

研究課題: グローバル化時代の「民族・宗教紛争」と非伝統的安全保障に関する統合的研究 

 

内部研究会 研究課題 代表者 

北東アジア班 北東アジア紛争と平和構築（朝鮮半島問題と北

東アジアにおける人の移動がもたらす安全保障

上の脅威について） 

国際関係学部・足立 研幾 

東南アジア班 東南アジア紛争と平和構築（テロや武力闘争等

の分析と国境を越えた人の移動が及ぼす影響に

ついて） 

国際関係学部・本名 純 

中央アジア班 中央アジア紛争と平和構築（内陸国ゆえの安全

保障をめぐる課題とグローバル化や中国一帯一

路構想の影響について） 

政策科学部・宮脇 昇 

中東班 中東紛争と平和構築（紛争のダイナミズムの分析

と国境を超えた人の移動が及ぼす影響につい

て） 

国際関係学部・末近 浩太 

 

 研究所重点プロジェクト『中国「強国化」と国際秩序』(代表者:国際関係学部・中川 涼司) 

研究課題: 中国外交、経済産業構造、市場の諸相から中国「強国化」の現状と問題点を明らかにする 

 

内部研究会 研究課題 代表者 

中国経済産業構造研

究 

合同企画「一帯一路構想(BRI)：国際問題化と投資

先国における国内問題化」のプロジェクト 

国際関係学部・中川 涼司 

中国外交研究 ミャンマー、モルジブ、南スーダンにおける中国の

役割についてのまとめと合同企画 

グローバル教養学部・廣野 

美和 

中国市場ビジネス研究 中国と ASEAN の新興国市場をめぐる企業の戦略

マネジメントに関する比較研究と合同企画 

経営学部・守 政毅 

 

 継続プロジェクト 

研究会名 研究課題 代表者 

日米中政治経済研究会 米中経済摩擦の政治経済学的研究 経済学部・中本 悟 

中国語圏地域人文学 

研究会 

中国的「近代」（“中国現代性”）の特徴を文学・歴史

的角度から探究する 

食マネジメント学部・加部 

勇一郎 

中国法・アジア法研究会 中国法・アジア法に関する比較法的研究 法学部・小田 美佐子 



世界の中のアフリカ研究

会 

新興（再興）勢力とアフリカ 国際関係学部・岩田 拓夫 

アフガニスタン研究会 平和構築支援と人口移動（移民、難民） 国際関係学部・嶋田 晴行 

平和主義研究会 第２世代の人間安全保障論 国際関係学部・君島 東彦 

 

2019 年 
 研究所重点プロジェクト『紛争・平和構築研究（CAPS）』(代表者:国際関係学部・足立 研幾) 

研究課題: グローバル化時代の「民族・宗教紛争」と非伝統的安全保障に関する統合的研究 

 

内部研究会 研究課題 代表者 

北東アジア班 北東アジア紛争と平和構築（朝鮮半島問題） 国際関係学部・足立 研幾 

東南アジア班 東南アジア紛争と平和構築（テロ） 国際関係学部・本名 純 

中央アジア班 中央アジア紛争と平和構築（内陸国特有の問題） 政策科学部・宮脇 昇 

中東班 中東紛争と平和構築（テロ） 国際関係学部・末近 浩太 

 

 研究所重点プロジェクト『中国「強国化」と国際秩序』(代表者:国際関係学部・中川 涼司) 

研究課題: 中国外交、経済産業構造、市場の諸相から中国「強国化」の現状と問題点を明らかにする 

 

内部研究会 研究課題 代表者 

中国経済産業構造研

究 

カンボジア調査についてのまとめと中国国内の AI

化の動向の研究 

国際関係学部・中川 涼司 

中国外交研究 紛争地域での中国の役割について、及び災害対

応の現地化に関する分析枠組みを用いた中国に

おける事例研究 

グローバル教養学部・廣野 

美和 

中国市場ビジネス研究 中国市場をめぐる日中企業の戦略マネジメントに

関する比較研究 

経営学部・守 政毅 

 

 継続プロジェクト 

研究会名 研究課題 代表者 

日米中政治経済研究会 日米中におけるサービス経済化と GVC の政治経

済学 

経済学部・中本 悟 

中国語圏地域人文学 

研究会 

中国的「近代」（“中国現代性”）の特徴を文学・歴史

的角度から探究する 

文学部・宇野木 洋 

中国法・アジア法研究会 中国法・アジア法に関する比較法的研究 法学部・小田 美佐子 

世界の中のアフリカ研究

会 

アジア諸国のアフリカに向けた新しいアプローチ 国際関係学部・岩田 拓夫 



アフガニスタン研究会 平和構築支援と人口移動（移民、難民） 国際関係学部・嶋田 晴行 

 

 新・プロジェクト 

研究会名 研究課題 代表者 

平和主義研究会 第２世代の人間安全保障論 国際関係学部・君島 東彦 

 

2018 年 
 研究所重点プロジェクト『紛争・平和構築研究（CAPS）』(代表者:国際関係学部・本名 純) 

研究課題: グローバル化時代の「民族・宗教紛争」と非伝統的安全保障に関する統合的研究 

 

内部研究会 研究課題 代表者 

平和主義研究会 平和主義の理論と実践 国際関係学部・君島 東彦 

セキュリティ・ガバナンス

研究会 

アジア、中東、アフリカ、ラテンアメリカ地域の事

例をセキュリティ・ガバナンスという概念を用いて

分析することで、 西欧型の国家観ではうまく捉え

られない、多様なアクター間の均衡や協調を通し

た安全確保メカニズムを研究する。 

国際関係学部・足立 研幾 

朝鮮半島問題研究会 北朝鮮問題に関する総合的研究 国際関係学部・中戸 祐夫 

 

 研究所重点プロジェクト『中国「強国化」諸相』(代表者:国際関係学部・中川 涼司) 

研究課題: 中国外交、経済産業構造、市場の諸相から中国「強国化」の現状と問題点を明らかにする 

 

内部研究会 研究課題 代表者 

中国外交研究 中国の国際平和構築、人道援助、災害援助に関す

る、理論、歴史、政策、実践を研究する。 また、

BRICS 諸国や他の主要国の視点から、上記分野に

おける中国との比較研究も行う。 

国際関係学部・廣野 美和 

中国市場ビジネス研究 転換期の中国経済とアジア企業の経営戦略 経営学部・守 政毅 

 

 継続プロジェクト 

研究会名 研究課題 代表者 

EU 研究会 欧州政治経済の新局面 政策科学部・安江 則子 

日米中政治経済研究会 米国と中国の新しい対外戦略のもとでの日米中を

めぐる政治経済の分析 

経済学部・中本 悟 

中国語圏地域人文学 

研究会 

中国的「近代」（“中国現代性”）の特徴を文学・歴史

的角度から探究する 

文学部・宇野木 洋 



中国法・アジア法研究会 中国法・アジア法に関する比較法的研究 法学部・小田 美佐子 

 

 新・プロジェクト 

研究会名 研究課題 代表者 

アフガニスタン研究会 平和構築支援と人口移動（移民、難民） 国際関係学部・嶋田 晴行 

イスラームと中東研究会 中東地域研究の新たなパラダイム構築に向けて：

宗教と政治の絡み合いを再考する 

国際関係学部・末近 浩太 

グローバル国際関係学

研究会 

グローバル国際関係学の方法とペダゴギー 国際関係学部・安高 啓朗 

アフリカ研究会 アジア諸国のアフリカに向けた新しいアプローチ 国際関係学部・岩田 拓夫 

 

2017 年 
 研究所重点プロジェクト『紛争・平和構築研究（CAPS）』(代表者:国際関係学部・本名 純) 

研究課題: グローバル化時代の「民族・宗教紛争」と非伝統的安全保障に関する統合的研究 

 

内部研究会 研究課題 代表者 

平和主義研究会 平和主義の理論と実践 国際関係学部・君島 東彦 

セキュリティ・ガバナンス

研究会 

アジア、中東、アフリカ、ラテンアメリカ地域の事

例をセキュリティ・ガバナンスという概念を用いて

分析することで、 西欧型の国家観ではうまく捉え

られない、多様なアクター間の均衡や協調を通し

た安全確保メカニズムを研究する。 

国際関係学部・足立 研幾 

朝鮮半島問題研究会 北朝鮮問題に関する総合的研究 国際関係学部・中戸 祐夫 

 

 研究所重点プロジェクト『中国「強国化」諸相』(代表者:国際関係学部・中川 涼司) 

研究課題: 中国外交、経済産業構造、市場の諸相から中国「強国化」の現状と問題点を明らかにする 

 

内部研究会 研究課題 代表者 

中国外交研究 中国の国際平和構築、人道援助、災害援助に関す

る、理論、歴史、政策、実践を研究する。 また、

BRICS 諸国や他の主要国の視点から、上記分野に

おける中国との比較研究も行う。 

国際関係学部・廣野 美和 

中国市場ビジネス研究 転換期の中国経済とアジア企業の経営戦略 経営学部・守 政毅 

 

 継続プロジェクト 

研究会名 研究課題 代表者 



日本経済研究会 戦後日本における経済政策の批判的研究 国際関係学部・高橋 伸彰 

EU 研究会 欧州政治経済の新局面 政策科学部・安江 則子 

日米中政治経済研究会 米国と中国の新しい対外戦略のもとでの日米中を

めぐる政治経済の分析 

経済学部・中本 悟 

中国語圏地域人文学 

研究会 

中国的「近代」（“中国現代性”）の特徴を文学・歴史

的角度から探究する 

文学部・宇野木 洋 

中国法・アジア法研究会 中国法・アジア法に関する比較法的研究 法学部・小田 美佐子 

 

 新・プロジェクト 

研究会名 研究課題 代表者 

地球環境法政策研究会 多数国間環境協定の調整と統合 国際関係学部・西村 智朗 

 

2016 年 
 研究所重点プロジェクト『紛争・平和構築研究（CAPS）』(代表者:国際関係学部・本名 純) 

研究課題: グローバル化時代の「民族・宗教紛争」と非伝統的安全保障に関する統合的研究 

 

内部研究会 研究課題 代表者 

平和主義研究会 平和主義の理論と実践 国際関係学部・君島 東彦 

セキュリティ・ガバナンス

研究会 

アジア、中東、アフリカ、ラテンアメリカ地域の事

例をセキュリティ・ガバナンスという概念を用いて

分析することで、 西欧型の国家観ではうまく捉え

られない、多様なアクター間の均衡や協調を通し

た安全確保メカニズムを研究する。 

国際関係学部・足立 研幾 

朝鮮半島問題研究会 北朝鮮問題に関する総合的研究 国際関係学部・中戸 祐夫 

 

 研究所重点プロジェクト『中国「強国化」諸相』(代表者:国際関係学部・中川 涼司) 

研究課題: 中国外交、経済産業構造、市場の諸相から中国「強国化」の現状と問題点を明らかにする 

 

内部研究会 研究課題 代表者 

中国外交研究 中国の国際平和構築、人道援助、災害援助に関す

る、理論、歴史、政策、実践を研究する。 また、

BRICS 諸国や他の主要国の視点から、上記分野に

おける中国との比較研究も行う。 

国際関係学部・廣野 美和 

中国市場ビジネス研究 転換期の中国経済とアジア企業の経営戦略 経営学部・守 政毅 

 

 継続プロジェクト 



研究会名 研究課題 代表者 

日本経済研究会 東日本大震災後の日本経済の展望 国際関係学部・高橋 伸彰 

EU 研究会 EU 研究プロジェクト 欧州統合の学際的研究 政策科学部・安江 則子 

日米中政治経済研究会 RCEP（東アジア地域包括的経済連携）の国際政

治経済学的研究―TPP との対比― 

国際関係学部・板木 雅彦 

中国語圏地域人文学 

研究会 

中国的「近代」（“中国現代性”）の特徴を文学・

歴史的角度から探究する 

文学部・宇野木 洋 

人身取引をめぐる国内法制

と国際法制の対話研究会 

人身取引をめぐる国内法制と国際法制の対話 法学部・徳川信治 

 

 新・プロジェクト 

研究会名 研究課題 代表者 

ラテンアメリカ 

「中所得国の罠」 

国際経済論, 発展途上国開発論, 多国籍企業論 経済学部・田中 祐二 

中国法・アジア法研究会 中国法・アジア法に関する比較法的研究 法学部・小田 美佐子 

 

2015 年 
 研究所重点プロジェクト 

研究会名 研究課題 代表者 

平和主義研究会 平和主義の理論と実践 国際関係学部・君島 東彦 

EU 研究会 EU 研究プロジェクト 欧州統合の学際的研究 政策科学部・安江 則子 

グローバル化時代の紛争と

平和構築に関する研究会 

グローバル化時代の「民族・宗教紛争」と非伝

統的安全保障に関する統合的研究 

国際関係学部・本名 純 

中国企業システム研究会 市場環境適応・市場ガバナンス・企業ガバナン

スから見る中国の「国進民退」現象 

国際関係学部・中川 涼司 

人身取引をめぐる国内法制

と国際法制の対話研究会 

人身取引をめぐる国内法制と国際法制の対話 法学部・徳川信治 

日米中政治経済研究会 RCEP（東アジア地域包括的経済連携）の国際政

治経済学的研究―TPP との対比― 

経済学部・中本 悟 

 

 継続プロジェクト 

研究会名 研究課題 代表者 

日本経済研究会 東日本大震災後の日本経済の展望 国際関係学部・高橋 伸彰 

途上国研究会 グローバル・サウスの脱「暴力」と民主主義に取

り組むアソシエーションとローカル・ガバナンス

構築の比較研究 

国際関係学部・松下 冽 



北朝鮮問題研究会 北朝鮮問題に関する総合的研究 国際関係学部・中戸 祐夫 

華人企業経営研究会 転換期の中国経済とアジア企業の経営戦略 経営学部・守 政毅 

トランスナショナル移民 

研究会 

環太平洋地域におけるトランスナショナル社会

空間の重層的形成 

国際関係学部・南川 文里 

「近代国際体系の多元性」

研究会 

ウェストファリア史観の脱構築 国際関係学部・山下 範久 

中国語圏地域人文学 

研究会 

中国的「近代」（“中国現代性”）の特徴を文学・

歴史的角度から探究する 

文学部・宇野木 洋 

 

 新・プロジェクト 

研究会名 研究課題 代表者 

セキュリティ・ガバナンス

研究会 

アジア、中東、アフリカ、ラテンアメリカ地域の事例

をセキュリティ・ガバナンスという概念を用いて分析

することで、西欧型の国家観ではうまく捉えられな

い、多様なアクター間の均衡や協調を通した安全

確保メカニズムを研究する。 

国際関係学部・足立 研幾 

中国国際問題研究会 中国の国際平和構築、人道援助、災害援助に関す

る、理論、歴史、政策、実践を研究する。また、

BRICS 諸国や他の主要国の視点から、上記分野に

おける中国との比較研究も行う。 

国際関係学部・廣野 美和 

 

2014 年 
 研究所重点プロジェクト 

研究会名 研究課題 代表者 

平和主義研究会 平和主義の理論と実践 国際関係学部・君島 東彦 

EU 研究会 欧州統合の学際的研究 政策科学部・安江 則子 

英国学派と国際関係理論 

研究会 

英国学派とポスト西洋型国際関係理論に関す

る批判的研究 

国際関係学部・安高 啓朗 

中国企業システム研究会 市場環境適応・市場ガバナンス・企業ガバナン

スから見る中国の「国進民退」現象 

国際関係学部・中川 涼司 

人身取引と入管法制研究会 人の国際移動に伴う法的諸問題と日本の入管

法制の総合的研究 

法学部・樋爪 誠 

近代国際体系認識の 

多元性 

ウェストファリア史観の脱構築 国際関係学部・山下 範久 

日米中政治経済研究会 RCEP（東アジア地域包括的経済連携）の国際政

治経済学的研究―TPP との対比― 

経済学部・中本 悟 

 



 

 

 継続プロジェクト 

研究会名 研究課題 代表者 

日本経済研究会 東日本大震災後の日本経済の展望 国際関係学部・高橋 伸彰 

途上国研究会 グローバル・サウスの脱「暴力」と民主主義に取

り組むアソシエーションとローカル・ガバナンス

構築の比較研究 

国際関係学部・松下 冽 

北朝鮮問題研究会 北朝鮮問題に関する総合的研究：安保、経済、

思想、ジェンダー 

国際関係学部・中戸 祐夫 

華人企業経営研究会 中国市場をめぐる中国系企業のマネジメント研

究 

経営学部・守 政毅 

トランスナショナル移民 

研究会 

環太平洋地域におけるトランスナショナル社会

空間の重層的形成 

国際関係学部・南川 文里 

メコン川開発研究会 ASEAN・Divide の克服とメコン地域開発（GMS) 

 ―ミャンマーを焦点にして― 

経済学部・西口 清勝 

 

 新・プロジェクト 

研究会名 研究課題 代表者 

中国語圏地域人文学 

研究会 

中国的近代（“中国現代性”）の特徴を言語・文化・

歴史の角度から探究する 

文学部・宇野木 洋 

グローバル化時代の紛

争と平和構築に関する

研究会 

グローバル化時代の紛争の特徴と、日本の平和構

築活動について、理論研究・政策研究・地域研究

の 3 つのアプローチから多角的に研究する 

国際関係学部・本名 純 

 

2013 年 
 研究所重点プロジェクト 

研究会名 研究課題 代表者 

ジェンダーと平和・開発 

研究会 

ジェンダーの主流化と国際平和安全保障 国際関係学部・ 

秋林 こずえ 

EU 研究会 グローバル秩序と欧州統合の学際的研究 政策科学部・安江 則子 

英国学派と国際関係理論 

研究会 

英国学派とポスト西洋型国際関係理論に関す

る批判的研究 

国際関係学部・佐藤 誠 

メコン川開発研究会 ASEAN・Divide の克服とメコン地域開発（GMS) 

 ―ミャンマーを焦点にして― 

経済学部・西口 清勝 

ヒューマン・トラフィキング 

研究会 

東アジアにおける人身取引と法制度・運用実態

の総合的研究 

法科大学院・大久保 史郎 



近代国際体系認識の 

多元性 

ウェストファリア史観の脱構築 国際関係学部・山下 範久 

日米中政治経済研究会 日米中経済関係の変化と国際経済秩序に関す

る研究 

経済学部・中本 悟 

 

 継続プロジェクト 

研究会名 研究課題 代表者 

日本経済研究会 東日本大震災後の日本経済の課題と展望 

―成長と適応へ― 

国際関係学部・高橋 伸彰 

途上国研究会 グローバル・サウスの脱「暴力」と民主主義に取

り組むアソシエーションとローカル・ガバナンス

構築の比較研究 

国際関係学部・松下 冽 

北朝鮮問題研究会 北朝鮮問題に関する総合的研究：安保、経済、

思想、ジェンダー 

国際関係学部・中戸 祐夫 

華人企業経営研究会 中国市場をめぐる中国系企業のマネジメント研

究 

経営学部・守 政毅 

トランスナショナル移民 

研究会 

環太平洋地域におけるトランスナショナル社会

空間の重層的形成 

国際関係学部・南川 文里 

 

 新・プロジェクト 

研究会名 研究課題 代表者 

中国企業システム 

研究会 

市場環境適応・市場ガバナンス・企業ガバナンス

から見る中国の「国進民退」現象 

国際関係学部・中川 涼司 

 

2012 年 
 継続プロジェクト 

研究会名 研究課題 代表者 

日米中政治経済研究会 日米中トライアングルの国際政治経済構造―膨

張する中国と日本― 

国際関係学部・中川 涼司 

英国学派と国際関係理論 

研究会 

英国学派とポスト西洋型国際関係理論に関す

る批判的研究 

国際関係学部・佐藤 誠 

ヒューマン・トラフィキング 

研究会 

東アジアにおける人身取引と法制度・運用実態

の総合的研究 

法科大学院・大久保 史郎 

メコン川開発研究会 ASEAN 共同体の構築とメコン川地域開発 経済学部・西口 清勝 

日本経済研究会 東日本大震災後の日本経済の課題と展望 

―成長と適応へ― 

国際関係学部・高橋 伸彰 

途上国研究会 グローバル・サウスの脱「暴力」と民主主義に取 国際関係学部・松下 冽 



り組むアソシエーションとローカル・ガバナンス

構築の比較研究 

北朝鮮問題研究会 北朝鮮問題に関する総合的研究：安保、経済、

思想、ジェンダー 

国際関係学部・中戸 祐夫 

華人企業経営研究会 中国市場をめぐる中国系企業のマネジメント研

究 

経営学部・守 政毅 

EU 研究会 グローバル秩序と欧州統合の学際的研究 政策科学部・安江 則子 

 

 新・プロジェクト 

研究会名 研究課題 代表者 

トランスナショナル移民

研究会 

環太平洋地域におけるトランスナショナル社会空

間の重層的形成 

国際関係学部・南川 文里 

近代国際体系認識の 

多元性 

近代国際体系認識の多元性 国際関係学部・山下 範久 

ジェンダーと平和・開発 ジェンダーの主流化と国連の平和安全保障政策 国際関係学部・ 

秋林 こずえ 

 

2011 年 
 研究所重点プロジェクト 

研究会名 研究課題 代表者 

日米中政治経済研究会 日米中トライアングルの国際政治経済構造―膨

張する中国と日本 

国際関係学部・中川 涼司 

英国学派とポスト西洋型国

際関係理論研究 

プロジェクト 

英国学派とポスト西洋型国際関係理論に関す

る批判的検討 

国際関係学部・佐藤 誠 

【新規】冷戦史再検討 

プロジェクト 

20 世紀国際関係史の中の「冷戦」の境界―冷

戦史再検討の試み 

国際関係学部・益田 実 

【新規】平和・紛争研究 

プロジェクト 

平和研究の内省と再活性化─平和研究所の軌

跡、課題、可能性 

国際関係学部・君島 東彦 

 

 文部科学省科学研究費基盤研究（B）採択 

研究会名 研究課題 代表者 

メコン川開発研究会 ASEAN・Divide の克服とメコン川地域開発 共通教育推進機構・ 

西口 清勝 

ヒューマン・トラフィキング 

研究会 

東アジアにおける人身取引と法制度・運用実態

の総合的研究 

衣笠総合研究機構・ 

大久保 史郎 

 



 

 

 東日本大震災関連特別検討プロジェクト採択(新・プロジェクト) 

研究会名 研究課題 代表者 

日本経済研究会 東日本大震災後の日本経済の課題と展望 

―成長と適応へ― 

国際関係学部・高橋 伸彰 

 

 継続プロジェクト 

研究会名 研究課題 代表者 

途上国研究会 グローバル・サウスにおけるポスト・ネオリベラ

リズムに向けた下からのネットワーク型ガバナ

ンス構築 

国際関係学部・松下 冽 

北朝鮮問題研究会 日米韓の対北朝鮮政策を通じた北東アジアの

平和と安定 

国際関係学部・中戸 祐夫 

華人企業経営研究会 中国市場をめぐる中国系企業のマネジメント研

究 

経営学部・守 政毅 

EU 研究会 欧州統合とマルチレベル・ガバナンスの学際的

研究 

政策科学部 安江 則子 

 

2010 年 

 研究プロジェクト 

研究会名 研究課題 代表者 

メコン川開発研究会 ASEAN・Divide の克服とメコン川地域開発 経済学部・西口 清勝 

華人企業経営研究会 東アジア３カ国・地域の経済環境における華人

企業の戦略構築に関する比較研究 

経営学部・守 政毅 

ヒューマン・トラフィキング 

研究会 

東アジアにおける人身取引と法制度・運用実態

の総合的研究 

衣笠総合研究機構・ 

大久保 史郎 

立命館現代中国研究会 現代中国の社会・文化的変容の研究 

―「近代化」の諸相― 

法学部・宇野木 洋 

ポスト西洋型国際関係理論

研究会 

英国学派とポスト西洋型国際関係理論に関す

る批判的検討 

国際関係学部・佐藤 誠 

中国 IT 企業家の諸類型とビ

ジネスモデルの社会的形成

条件 

中国 IT 企業家の諸類型とビジネスモデルの社

会的形成条件 

国際関係学部・中川 涼司 

途上国研究会 グローバル・サウスにおけるポスト・ネオリベラ

リズムに向けた下からのネットワーク型ガバナ

ンス構築 

国際関係学部・松下 洌 



北朝鮮問題研究会 日米韓の対北朝鮮政策を通じた北東アジアの

平和と安定 

国際関係学部・中戸 祐夫 

グローバリゼーションの進

展と Smart Power を軸とする

アジア・太平洋の機能主義

的地域協力 

グローバリゼーションの進展と Smart Power を

軸とする アジア・太平洋の機能主義的地域協

力 

国際関係学部・中戸 祐夫 

 

 新・プロジェクト 

研究会名 研究課題 代表者 

日米中政治経済研究会 日米中経済関係の分析と日米同盟の変容 国際関係学部・中川 涼司 

EU 研究会 欧州統合とマルチレベル・ガバナンスの 

学際的研究 

政策科学部・安江 則子 

 

2009 年 

 研究プロジェクト 

研究会名 研究課題 代表者 

メコン川開発研究会 ASEAN・Divide の克服とメコン川地域開発 経済学部・西口 清勝 

東アジア企業家ネットワーク

研究会 

東アジアにおける華人・中国・韓国・日本の 

海外企業家ネットワークの形成・拡張に関する

比較研究 

経営学部・守 政毅 

ヒューマン・トラフィキング 

研究会 

外国人の出入国管理と人権保障 

―東アジアと日本の人的移動をめぐって― 

法務研究科・吉田 容子 

立命館現代中国研究会 現代中国の社会・文化的変容の研究 

―高度情報化を中心に― 

法学部・宇野木 洋 

ポスト西洋型国際関係理論

研究会 

ポスト西洋型国際関係理論の構築 

―英国学派をこえて 

国際関係学部・安藤 次男 

京都平和研究会 戦後京都における平和思想とその記録化 

―平和学の理論構築に向けて 

国際関係学部・安齋 育郎 

知識資本と世界経済研究会 知識の公共性と私的性格の相克から見た 

知識資本と世界経済の研究 

国際関係学部・中川 涼司 

中国 IT 企業家の諸類型とビ

ジネスモデルの社会的形成

条件 

中国 IT 企業家の諸類型とビジネスモデルの社

会的形成条件 

国際関係学部・中川 涼司 

途上国研究会 グローバル・サウスにおけるポスト・ネオリベラ

リズムに向けた下からのネットワーク型ガバナ

ンス構築 

国際関係学部・松下 洌 

社会主義と移行期の東欧に 社会主義と移行期の東欧における生産アーキ 経済学部・田中 宏 



おける生産アーキテクチャ

の３段階進化仮説実証に関

する研究 

テクチャの３段階進化仮説実証に関する研究 

北朝鮮問題研究会 日米韓の対北朝鮮政策を通じた北東アジアの

平和と安定 

国際関係学部・中戸 祐夫 

グローバリゼーションの進

展と Smart Power を軸とする

アジア・太平洋の機能主義

的地域協力 

グローバリゼーションの進展と Smart Power を

軸とする アジア・太平洋の機能主義的地域協

力 

国際関係学部・中戸 祐夫 

HDP プロジェクト 地域環境情報を核とした人間・社会・経済次元

に関する研究 

政策科学部・高尾 克樹 

 


