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国際関係論
について調べる

★ 関連キーワード

・国際政治学
・国際政治経済学
・国際安全保障論

「Paste（ぱすて）」とは？
ぱっと分かって、すっと頭に入る、テーマ別調べ方ガイドです。みなさんの学習をサポ
ートする、総合図書館ラーニング・サポーター（LS）による作成です。レポート作成の際
などにお役立てください

発行： 2013 年 8 月 5 日、 改訂： 2022 年 6 月 6 日 大阪大学総合図書館
作成： 総合図書館 LS （国際公共政策研究科）

１．イントロダクション
１－１． 「国際関係論」とは？
国際関係論(International Relations)は、第一次世界大戦後のイギリスおよびアメリカにおいて盛んに議
論されるようになりました。悲惨な世界戦争に対する反省と、国際協調と平和の達成についての願望が
人々のあいだに広がったことを背景として、国際関係を研究する必要性が社会的に強く要請されたため
だとされています。このため、国際関係論は国際政治学と呼ばれることもあります。欧米では国際政治
学ということは少なく、国際関係論と呼ばれることが多いです。一方、日本ではどちらの名称も使用され
ます。
国際関係論が対象とする研究は、非常に幅広く複雑です。国家間の政治問題や軍事問題だけでなく、
貿易摩擦などにみられる経済問題、外国人労働者にみられる社会問題や地雷廃絶キャンペーンに見ら
れる規範問題等の多様な問題を扱います。さらにグローバル化が進む今日においては、それらの諸問
題を動かすアクターは、政府だけではなく、個人や企業、非政府組織と様々であることに注意を払う必
要があります。
＜参照文献＞
岩内亮一, 薮野祐三編集代表（2003）『国際関係用語辞典』学文社.
川田侃, 大畠英樹編（2003）『国際政治経済辞典』改訂版, 東京書籍.

１－２． 学習するにあたってのポイント
国際関係論を学習するポイントは、以下の３ステップに分けて勉強を進めることです。まず、第１ステップ
として、「国際関係論入門」、「ゲーム理論」、「計量経済学Ⅰ・Ⅱ」などの基礎科目を履修し、教科書を読
むことで、定義、理論、方法論について基本的な知識を身につけます。第 2 ステップとして、自分の関心
があるテーマの国際問題に関する本や論文を読んでみてください。すると、研究者によって過去に生じ
たある事象の説明の仕方が異なることに気付きます（もちろん同じ場合もあります）。このように、これま
での研究を整理する作業を先行研究のレビューと呼び、これは他分野の学習とも共通する点です。こう
した作業を続けていくと、先行研究では説明できない事象が見えてきます。最後に、第 3 ステップとして、
第 2 ステップで見つけた、先行研究の問題点を克服するために、独自の仮説を立て、事例分析や計量
分析などの手法を用いて実証していきます。第 3 ステップはやや高度なので、大学院進学を目指す学部
4 年生向けです。
また、従来の国際関係論の理論ではリアリズム、リベラリズムなどの「イズム」論と呼ばれる理論体系が
有力でした。しかし、近年ではこれらを相対化した見方もあります。こうした傾向にも注意して学習を進め
ましょう。

１－３． 一般向けに書かれた資料・読み物
戦争とは何か : 国際政治学の挑戦 / 多湖淳著
従来の国際関係論で有力だった「イズム」論を相対化し、国際関係論の先端で行われている研究が
紹介されている。計量経済学やゲーム理論の知識があれば、理解が進む。
【書誌 ID＝2004488955】総合図-A 棟 3 階 文庫・新書 089||CS||2574
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２．学習用資料
２－１． 事典・ハンドブック 類
国際政治事典 / 猪口孝 [ほか] 編集
国際政治のキーワードだけでなく、国名、人物名も調べることができる事典。
【書誌 ID=2003662626】 総合図-A 棟 2 階 参考図書 319.033||INO

新・国際政治経済の基礎知識/ 田中明彦, 中西寛編 （新版）
高校世界史のキーワードの復習に使える。また有名な研究者がコラム形式で随所に紹介されてい
るので、研究者の名前で文献を検索する際にも参照できる。
【書誌 ID=2004173488】 総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 319||TAN

２－２． 最初に読むべき資料： 教科書・古典
国際政治学をつかむ / 村田晃嗣 [ほか] 著 （新版）
国際安全保障から国際経済まで幅広い分野をカバーした初学者のための教科書。
【書誌 ID=2004379276】 総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 319||MUR

政治学の第一歩 / 砂原庸介, 稗田健志, 多湖淳著 （新版）
政治学全般を取り扱った教科書。国際関係論について記述された章は少ないが、入門としては非常
に優れている。「戦略的相互関係」と「方法論的個人主義」という二つの軸を設定し、記述されている。
こちらも従来の「イズム」論を相対化した解説となっている。政治学の教科書としても役立つ。
【書誌 ID＝2004509426】総合図-A 棟 3 階 学習用図書 311||SUN
【ISBN＝9784641150782】【書誌 ID=MC00355481】電子ブック

国際政治学 = International politics : theories and perspectives / 中西寛, 石田淳, 田所昌
幸著
国際政治学全般を取り扱った教科書。「イズム」論や近年の研究動向だけではなく、歴史や国際政
治経済、国際秩序などにも言及し、バランスの取れた記述となっている。
【書誌 ID＝2004292350】総合図-A 棟 3 階 学習用図書 319||NAK

２－３． 最新情報が確認できる資料： 主要雑誌・年鑑・Web ページ
国際政治 / 日本国際政治学会編
国際政治に関するさまざまなテーマの特集号に加え、「国際政治研究の先端」と題する自由なテー
マによる投稿論文の特集もある。専門知識の習得だけでなく、論文を執筆するための参考にもなる。
刊行後 2 年経過したものは J-STAGE（電子ジャーナルのオンラインプラットフォーム）で公開されて
いる（https://www.jstage.jst.go.jp/browse/kokusaiseiji/-char/ja）。
【書誌 ID=3001033413】 法資など
【ISSN=18839916】【書誌 ID=OJ00079298】 電子ジャーナル
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国際安全保障 = The journal of international security / 国際安全保障学会 [編集]
『国際政治』と並ぶ日本では有名なジャーナルの一つ。本学における冊子体での所蔵は一部のみだ
が、刊行後 1 年が経過したものは J-STAGE で公開されている。
(https://www.jstage.jst.go.jp/browse/kokusaianzenhosho/list/-char/ja)
【書誌 ID＝3002115303】国際資
【ISSN＝24369829】【書誌 ID＝OJ00215172】電子ジャーナル

International Organization / International Organization Foundation
国際関係論におけるトップジャーナルの一つ。雑誌名を直訳すると「国際機関」だが、国際機関に限
らず、様々なテーマを扱った論文が掲載されている。
【書誌 ID＝3001062976】総合図など
【ISSN＝15315088】【書誌 ID＝OJ00000894】電子ジャーナル

２－４． その他専門書・学術論文等で注目すべきもの
Fearon, James D. “Rationalist Explanations for War.” International Organization 49, no. 3 (1995): 379–414.
現代の国際関係論では極めて有名な論文。戦争の原因を私的情報やそれを不正確に述べるインセンテ
ィブ、コミットメント問題などから説明する。前述の『政治学の第一歩』はこの論文で示されたモデルを基に
している。本論文は JSTOR で公開されている。(https://www.jstor.org/stable/2706903)

社会科学のためのデータ分析入門 / 今井耕介 [著] ; 粕谷祐子, 原田勝孝, 久保浩樹訳
国際関係論の研究で必要なデータ分析の教科書。R（データ分析のソフトウェア）の使い方と共にデ
ータ分析を説明しており、非常に有益。
【書誌 ID＝2004448533】総合図-A 棟 3 階 学習用図書 361.9||IMA||1 361.9||IMA||2
上巻：【ISBN＝9784000612456】【書誌 ID＝MC00119679】電子ブック
下巻：【ISBN＝9784007103131】【書誌 ID＝MC00353948】電子ブック

国際紛争と協調のゲーム / 鈴木基史, 岡田章編
国家間の相互作用を分析する方法であるゲーム理論について、基礎から学ぶことができる教科
書。
【書誌 ID=2004280487】 総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 319||SUZ
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３．レポート・論文執筆用資料
３－１． 有用な検索キーワード
 主要キーワード：国際関係論/国際政治学
International Relations/International Politics
 関連キーワード：国際政治経済学/国際安全保障論/交渉論/コンストラクティヴィズム/民主的平和/
政策決定過程
International Political Economy/International Security/Bargaining
Theory/Constructivism/Democratic Peace/Decision making

３－２． 一次資料類： 史料集・全集・統計集・ファクトデータ集
アジア歴史資料センター （https://www.jacar.go.jp/）
日本のアジア諸国に対する歴史的な外交文書が入手可能。無料閲覧可。

Foreign Relations of the United States （https://history.state.gov/historicaldocuments）
アメリカ国務省が編纂する外交文書集。電子書籍でも発行されているので、利便性が高い。詳しい
解説は下記ページを参照.されたい。
国立国会図書館「リサーチ・ナビ」＞アメリカ外交文書
（https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-795.php）
※先行研究（自分が読んだ文献）の脚注、参考文献、付録を参照することで、統計データや一次資料へ
のアクセス方法が確認できる場合が多い。

本文中で紹介している図書・雑誌について
図書名・雑誌名の後ろに「書誌 ID」（１０桁の数字）の記載が
あるものは大阪大学で所蔵しています。この１０桁の数字で
大阪大学 OPAC（蔵書検索システム）が検索できます。
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