
開催趣旨：人間の安全保障という概念が国際的に登場して１０年以上が
経ち、この間、学界における研究テーマとなっただけでなく、各国政府や国
際機関の政策用語としても一定の位置を占めつつある。人間の安全保障
をめぐっては多様なディスコースや政策が存在しているが、これまでに一
定の共通認識が形成されてきたようにも見える。その一方で、人間の安全
保障の実現を求める理想と、実際に投入される資源やアクターのコミット
メントの度合いとの間にはいまだ大きなギャップが存在している。
　このシンポジウムは、この分野で活躍する研究者と実務家を招聘し、主
に二つの側面から、人間の安全保障をめぐる今日的な状況を明らかにし、
概念的また政策的な議論の活性化を促すことを目的としている。すなわ
ち、第一に、人間の安全保障という新しい考え方は、これまでに国際公共
政策の分野にどのような影響を及ぼしてきたのだろうか。第二に、人間の
安全保障を高めるための公共政策として、国際機関、政府、民間などの各
アクターは、どのようなトゥールを用意するべきなのだろうか。この問題を
めぐる討議を通じて、人間の安全保障の分野における政策実務の経験と
課題を共有し、また、国際公共政策の在り方に人間の安全保障という考え
方が投げかける課題を明らかにすることが期待される。

Aim of Symposium: More than a decade has passed since the concept of human 
security appeared in the international arena. The concept has attracted wide and 

diverse attention from national, international and transnational policy circles as well 

as from academics worldwide. Its definition and practical values, however, continue 

to be contested. Against such backdrop, a diversity of discourses on human security 

needs to be traced. Simultaneously, the scope of general consensus on the concept 

has to be illuminated. Although human security has become a prescriptive norm at 

least for a part of the national and international actors, there is still a huge gap 

between our perception and the actual resources committed.

　　The conference tries to bring practitioners and scholars together with a view to 

deepen our understanding of current features of the field of human security and to 

stimulate conceptual and policy debates among them. The conference focuses on 

the issue from two directions. Firstly, academic and policy debates and trends of 

existing practices will be reviewed to explore how far the idea of human security has 

had impact on actors’ policies, and more generally on ‘international public policy.’  

Has it contributed so much as to change the thinking and practices of international 

public policy? Secondly, it will consider how (international/regional/national) policies 

can contribute to the enhancement of human security. Discussions on current 

practices and future policy challenges in realization of human security will be another 

input of this symposium. 
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国際シンポジウム

人間の安全保障と
国際公共政策の将来

言　語：日・英同時通訳付き
Language: Japanese-English Simultaneous Interpretation Provided.

参加費：無料
Admission: Free

Date: 9:45-17:40, 11 February 2008 
2008年 2月11日（月・祝）9：45～17：40
場　所：大阪大学中之島センター10 階　
　　　　 佐治敬三メモリアルホール（大阪市北区中之島4-3-53）
Venue: Osaka University Nakanoshima Center, 10F, Keizo Saji 
                Memorial Hall 4-3-53 Nakanoshima Kita-ku, Osaka, Japan
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