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日本比較政治学会 2022 年度研究大会・総会のご案内 

 

 2020 年度の研究大会・総会を、以下の要領で 2022 年 6 月 25 日、26 日に九州大学伊都キ

ャンパスにて開催いたします。 

 

日本比較政治学会会長 岩崎正洋 

 

 

1．日時 

2022 年 6 月 25 日（土）午後      （受付：午後 0 時 30 分より） 

    6 月 26 日（日）午前・午後   （受付：午前 9 時より） 

 

2．場所 

九州大学伊都キャンパス・イーストゾーン 

〒819-0395 福岡市西区元岡 744番地 

 ・5 頁のアクセス情報、キャンパスマップをご参照ください。 

 ・分科会会場の一覧表は、当日受付にて配布いたします。 

 

3．出欠予定表について 

Web フォームにより出席予定をお伺いします。6 月 3 日（金）までに以下の Web フォー

ムへの入力を通じて、出席予定についてお知らせください。 

 会員用：https://pro.form-mailer.jp/fms/97e91780255571 

 非会員用：https://pro.form-mailer.jp/fms/f1d6abb6255577 

 

4．総会 

総会は、6 月 26 日（日）午後 1 時より、九州大学伊都キャンパス・イーストゾーンの大

講義室 II にて開催いたします。 

※なお、総会を欠席される会員から委任状をいただいております。委任状と出席者の合計数

が定足数に足りませんと、議決が有効になりません。委任状は、上記 3 にあります WEB フ

ォームへの入力を通じてご登録ください。 

 

5．懇親会 

懇親会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、今年度開催いたしませ

ん。 

https://pro.form-mailer.jp/fms/97e91780255571
https://pro.form-mailer.jp/fms/f1d6abb6255577
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6．報告論文 

大会会場では報告ペーパーの販売・配布はいたしません。あらかじめ日本比較政治学会ホー

ムページからお手元でダウンロード（保存・閲覧）いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

7．ネットワーク環境 

学外者用の ID とパスワードを発行します。ただし、ネットワーク接続のためには、ディバ

イスごとに若干煩雑な設定をしていただく必要があります。詳細は受付にて掲示いたしま

すので、ご面倒ですが各自接続設定をしてください。 

ID: HikakuKU2022 

PW: ItoEast2526 

 

8．休憩室 

会場内に休憩室をご用意いたします。分科会の打ち合わせなどにもご利用ください。 

 

9．食事 

キャンパス内の飲食店の営業は以下の通りです（4 月時点での情報であり、営業日時が変更

される場合もあります）。メインダイニングとセブンイレブンはセンターゾーンにあり、会

場から少し距離があります。大学周辺にコンビニエンスストアや飲食店はございませんの

で、事前にご準備いただきますようお願いいたします。 

 

6 月 25 日（土） 生協食堂「メインダイニング」 11：00～14：00 

         セブンイレブン  

6 月 26 日（日） 生協食堂「メインダイニング」 11：00～14：00 

         セブンイレブン 

        生協食堂「ビッグスカイ」11：00～14：00 

※生協食堂「ビッグスカイ」については、一定数の利用が見込める場合のみ開店される予定

です。場合によっては利用できませんので、ご了承ください。 

 

10．宿泊 

宿泊施設のあっせんは行いません。大変恐縮ですが会員の皆様でご予約いただきますよう、

お願いいたします。なお研究大会・総会期間中は土日にあたりますので、早めのご予約をお

勧めいたします。 
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11．託児所 

託児所の利用を希望する会員には、男女共同参画の観点から、費用の一部を学会が補助いた

します（予算の都合上、希望者多数の場合には希望に添えないこともございますのでご了承

ください）。対象は、小学校までのお子さんです。ただし、託児所の手配は会員ご自身が行

ってください。また、万が一託児所で事故が起こった場合、学会事務局は責任を負いかねま

すので、その旨予めご了承ください。 

託児所補助をご希望の場合は、利用希望日と時間、お子様のお名前、年齢（月齢まで）を

電子メールで、6 月 3 日（金）までに事務局（jacp@jacpnet.org）までお知らせください。 

 

12．お問い合わせ 

学会・研究大会・ホームページについてのお問い合わせは、以下までお願いいたします。な

お、学会ホームページにアップされる内容に関しましては、学会事務局ないしホームページ

管理までお問い合わせください。 

 

日本比較政治学会事務局 

〒101-8375 東京都千代田区神田三崎町 2 丁目 3-1 

日本大学法学部  

E-mail: jacp@ jacpnet.org 

 

日本比較政治学会・2022 年度研究大会事務局（開催校） 

〒819-0395 福岡市西区元岡 744 番地 

九州大学大学院比較社会文化研究院 山尾大 

E-mail: daiyamao@scs.kyushu-u.ac.jp 

 

ホームページ管理（渉外委員長） 

北九州市立大学 中井遼 

E-mail: jacpshougai@gmail.com 

 

13．お願い 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、体調のすぐれない方は参加をご遠

慮ください。なお、大会参加中は適切なマスク着用、手の消毒等、感染拡大防止にご協力く

ださい。 
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アクセス情報 

 

◆ 当日の会場は、九州大学伊都キャンパス・イーストゾーン 1 階の各教室です。受付は

イーストゾーン 1 階（イースト 2 号館）の教室前の吹き抜け廊下となります。 

➢ 地下鉄空港線・JR筑肥線（姪浜駅接続）九大学研都市駅下車、バスターミナルより昭和

バス（九州大学線）にご乗車ください。 

➢ 会場最寄りのバス停は「九大イーストゾーン」（九州大学線・周船寺経由）です。 

➢ 「九大ビッグオレンジ」（九州大学線・学園通経由、あるいは横浜経由）で下車し、徒歩

でイーストゾーンへ移動することもできますが、急な坂道が続きますのでご留意くださ

い）。 

➢ 博多駅や天神駅からキャンパス直通の西鉄高速バス（九大ビッグオレンジで降車してく

ださい）を利用する方法もありますが、土日は本数が非常に少ないですので、お気を付

けください。 

➢ それぞれのバス停より、下記の案内図のルートにて、学会会場へお越しください。 

➢ 九州大学キャンパスは広大で、多くのバス停がございます。お間違えのないよう、お気

をつけください。 
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会場はキャンパス内イーストゾーン（まるで囲んである地図右上の北東部）です。 

 

イーストゾーン内で会場はイースト 2 号館になります。 

 

※L-café（喫茶）は 6/25,26 と営業しておりません。ご注意ください。 
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イースト 1 号館・イースト 2 号館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付 
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日本比較政治学会 2022 年度研究大会プログラム 

 

2022 年 6 月 25～26 日（於 九州大学） 

 

第 1 日 6 月 25 日（土） 午後 1：30～3：30 

◆ 分科会 A「議会・議員はジェンダー・イシューをどう扱っているのか」 

 

司会 大澤貴美子（岡山大学） 

報告 崔 佳榮（駒澤大学）「幼児教育・保育の無償化をめぐるアイディアの政治」  

堀江 孝司（東京都立大学）「ジェンダー・イシューをめぐる議員の政策ポジション－ 

保守系女性議員の言説から－」  

大倉 沙江（筑波大学）「コロナ禍における看護師の政治権力とその変化」 

討論 加藤雅俊（立命館大学） 大木直子（椙山女学園大学）  

 

◆ 自由企画 1「 Relational Approaches to Political Culture, Discourse, and 

Discursive Strategies」 

 

司会 松永泰行（東京外国語大学） 

報告 Ian Karusigarira（政策研究大学院大学）“Repression in a Revolutionary Matrix: Explaining 

the Revolutionary Culture in Uganda” 

南部真喜子（東京外国語大学）“Political imprisonment and discourse on heroism in Palestine” 

Esma Ozkan（東京外国語大学）“Secularism and Discursive Strategies of Political Islam in 

Turkey” 

討論 酒井啓子（千葉大学）  錦田愛子（慶應義塾大学）  

 

◆ 自由論題 A「政党内外の公職候補者の選定過程：2000年代以降の韓国の場合」 

 

司会 松本俊太（名城大学） 

報告 朴志善（岡山大学）・禹隠喜（城西国際大学）「開放型の大統領候補者選定がもたらし

た政治的影響─2000 年代以降の韓国の主要政党の事例を中心に─」 

縄倉晶雄（明治大学）「カルテル政党制下における小規模政党所属議員の生存戦略─

2000 年代以降の韓国を事例として─」 

討論 藤村直史（神戸大学）  松本俊太（名城大学）  

 

◆ 自由論題 B「歴史と方法」 
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司会 近藤康史（名古屋大学） 

報告 今野元（愛知県立大学）「美濃部達吉及び上杉愼吉にとってのゲオルク・イェリネ

ック－天皇機関説論争のドイツ学的背景について－」 

豊田紳（アジア経済研究所）「政治科学批判－因果推論比較アプローチに対する行為

者理解アプローチの優位性に関する方法論的考察－」 

討論 鹿毛利枝子（東京大学）  島田幸典（京都大学）  

 

 

6 月 25 日（土） 午後 4：00～6：00 

◆ 分科会 B「議会内外の議員行動と政党政治の比較研究－多様な政治制度の下で－」 

 

司会 松本俊太（名城大学） 

報告 久保浩樹（明治学院大学）「「アメリカの対外援助をめぐる点呼投票分析」 

新川匠郎（神戸大学）“Referendum Support against Convergence of Political-institutional 

Configurations in European Democracies?: Time-differencing Qualitative Comparative 

Analysis (QCA)”（ペーパーのみ英語） 

濱本真輔（大阪大学）・奥健太郎（東海大学）「「戦後日本における政党内立法過程の

軌跡－『衆議院公報』の分析を通じて－」 

討論 岡山裕（慶應義塾大学）  日野愛郎（早稲田大学）  

 

◆ 分科会 C「民主主義と紛争」 

 

司会 増原綾子（亜細亜大学） 

報告 谷口美代子（宮崎公立大学）「ミンダナオ紛争・和平にみるフィリピン「民主主義」

のパラドックス」 

西直美（同志社大学）「1980 年代以降の“民主主義”とタイ深南部紛争についての考察」 

阿部和美（秋田大学）「定着するパプアの「民主主義」」 

討論 松野明久（元大阪大学）  中溝和弥（京都大学）  

 

◆ 自由企画 2「福祉国家変容の事例分析」 

 

司会 近藤 正基（京都大学） 

報告  ベ・ジュンソブ（神戸大学）「コロナ禍における日本の福祉国家：制約条件としての

福祉制度とその変容」 

井上 睦（北海学園大学）「日韓福祉国家におけるケアの「社会化」」  

源島穣（山形大学）「福祉国家における「就労中心性」と移民の生活保障－イギリス

を事例に－」 
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討論 西岡 晋（東北大学） 阪野 智一（元神戸大学） 

 

 

◆ 自由企画 3「20 世紀前半のヨーロッパ『周辺』における政治変動」 

司会 山崎 望(駒澤大学) 

報告：中根一貴(大東文化大学)「20 世紀前半におけるチェコ人リベラル・ナショナリスト勢

力の模索と政治変動」 

    武藤 祥(関西学院大学)「1920 年代の権威主義化－近代と現代のはざまで」 

    藤嶋 亮(國學院大學)「戦間期東欧における権威主義とファシズム」 

討論：山崎 望(駒澤大学) 立石洋子(同志社大学) 

 

◆ 自由論題 C “Why Bother with Studying Elections? Electoral Candidates, E-Voting, and 

Electoral Manipulation” 

 

司会 菊池啓一（アジア経済研究所） 

報告 岡田勇（名古屋大学）・磯田沙織（神田外語大学）“Political Careers in “Democracy without 

Parties”: A Preliminary Analysis on the Pathways from Subnational to National Electoral 

Arena in Peru”（ペーパーのみ英語） 

Régis Dandoy (Universidad San Francisco de Quito) “The impact of e-voting on invalid votes 

in five countries” 

塚田真司（早稲田大学大学院）「選挙不正方法の選択と実施―リーダーと体制側エリ

ートの戦略的相互作用に着目して―」 

討論 藤村直史（神戸大学） 中井遼（北九州市立大学） 

 

 

第 2 日 6 月 26 日（日） 午前 10：00～12：00 

◆ 共通論題「危機と国家」 

 

司会 稗田健志（大阪市立大学） 

報告 安中 進（早稲田大学）「政治体制と COVID-19」 

佐藤俊輔（國學院大學）「危機の時代における欧州統合と国家」 

武田宏子（名古屋大学）「再生産の危機と国家－現代日本から考える－」 

討論 加藤淳子（東京大学）  近藤康史（名古屋大学）  
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6 月 26 日（日） 午後 0：10～1：00 

理事会 

 

 

6 月 26 日（日） 午後 1：00～2：00 

総会 

 

 

6 月 26 日（日） 午後 2：00～4：00 

◆ 分科会 D「テキスト分析と比較政治学」 

 

司会 菊池啓一（アジア経済研究所） 

報告 于海春（早稲田大学）「ソーシャルメディアを活用した武漢「封鎖」における中国国

民感情変化の分析」 

渡辺綾（アジア経済研究所）・久保慶一（早稲田大学）“Conflict Dynamics and Domestic 

Politics: Media Coverage of the Mindanao Conflict in the Philippines”（ペーパーのみ

英語） 

福井英次郎（明海大学）「日本の新聞における EU 像」 

討論 末近浩太（立命館大学） 西川賢（津田塾大学） 

 

◆ 分科会 E 「分離主義問題の政治的ダイナミクス」 

 

司会 富樫 耕介（同志社大学） 

報告 鈴木 啓之（東京大学）「パレスチナにおける独立運動の蹉跌と国家建設」 

   立花 優（北海道大学）「パトロン国家における非承認国家の優先度変化－アルメニ

ア・カラバフ関係－」 

   荒木 隆人（広島大学）「マルチナショナル連邦制とケベック独立問題の現在」 

討論 白川 俊介（関西学院大学） 永田 智成（南山大学） 

 

◆ 自由企画 4「『脱イデオロギー』と『新しい社会運動』の時代の政党政治－ヨーロッパの

1970 年代」 

 

司会 網谷龍介（津田塾大学） 

報告 作内由子（獨協大学）「実現可能な公約を求めて─オランダにおける選挙綱領のマク 
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ロ経済分析導入の経緯─」 

板橋拓己（東京大学）「1970 年代の西ドイツにおける保守主義の変容」 

中田瑞穂（明治学院大学）「政党政治研究に見る 1970 年代のヨーロッパ─社会変動の          

政党政治への表出をめぐって─」 

討論 中村督（北海道大学）  網谷龍介（津田塾大学）  

 

◆ 自由論題 D「公共政策の諸相と変化」 

 

司会 大澤貴美子（岡山大学） 

報告 早川 有紀（関西学院大学）「米国における食品安全政策とリスク管理―規制革新と持     

続性の観点から―」 

尹 海圓 （東京大学・院） 「1990 年代における韓国のイノベーション政策の政治的 

ダイナミズムの分析Valenceを訴える支持獲得戦略と産業政策の福祉政策化に着    

目して―」  

討論 秋吉 貴雄（中央大学） 上川 龍之進（大阪大学）  
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分科会 A 

「議会・議員はジェンダー・イシューをどう扱っているのか」 

 

司会 大澤貴美子（岡山大学） 

 

報告 崔 佳榮（駒澤大学）「幼児教育・保育の無償化をめぐるアイディアの政治」  

 

堀江 孝司（東京都立大学）「ジェンダー・イシューをめぐる議員の政策ポジション－ 

保守系女性議員の言説から－」  

 

大倉 沙江（筑波大学）「コロナ禍における看護師の政治権力とその変化」 

 

討論 加藤雅俊（立命館大学） 大木直子（椙山女学園大学）  
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幼児教育・保育の無償化をめぐるアイディアの政治 

 

崔 佳榮（駒澤大学） 

 

福祉国家研究において、脱商品化と脱家族化の程度が共に低い日本や韓国を家族主義福

祉レジームとして分類することには、ある程度合意がなされている。家族主義福祉レジーム

では、年金や医療、教育関係支出の割合は高いのに対して、保育サービスや出産育児休業給

付など、少子化対策は充実していないという特徴が見られる。しかし、少子化の傾向に歯止

めがかからないことから、日韓ともに近年少子化対策の一環として保育サービスを大幅に

拡充してきた。幼稚園や保育所等の利用料を無料にする幼児教育・保育の無償化が韓国

（2013）と日本（2019）両国で実現したのである。 

ひとくちに「幼児教育・保育の無償化」といっても、その対象となるのは、日韓の間で大

きく異なる。保育所への入所条件が設けられていない韓国では、保育を希望する全ての子ど

もが対象となる一方、保育所を利用するためには、保育の必要性を認めてもらう必要がある

日本では、厳しい入所条件をクリアして初めて対象となれるのである。入所条件は自治体ご

とに異なり、いろんな項目からなるが、母親の就労状況が最も重要な条件となる。重度の疾

病や障害を持つかひとり親でない限り、働いていない母親が保育所に子どもを預けること

は極めて難しい。 

このように、日本における幼児教育・保育の無償化は、「経済再生」を果たすために女性

労働力を活用することを主な目的としているといえよう。ゆえに、同政策が提案され実現し

ていく政治過程では、経済政策、特に社会的投資戦略に関わるアイディアが登場し、支持動

員を図った。他方で、韓国において同政策は、女性政策の一環として認識されている。保育

は家族（主に母親）ではなく社会の責任であるというアイディアが拡散することで、母親の

就労状況は問われなくなったのである。同じ家族主義レジームに分類される日本と韓国で、

幼児教育・保育の無償化のために異なるアイディアが用いられた理由は何か？本報告では

議会に注目し、具体的にどのようなアイディアが登場し、変化してきたのか、また、その理

由は何かを検討する。 
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ジェンダー・イシューをめぐる議員の政策ポジション 

－保守系女性議員の言説から－ 

 

堀江孝司（東京都立大学） 

 

近年、日本政治においても、ジェンダーに関連するテーマへの関心が高い。少子高齢化へ

の対応や成長戦略として女性の労働力化が指向され、従来それに消極的と見られた保守政

権が、「女性活躍」として大々的に打ち出したこともある。他方、政治家からは女性や性的

少数者への差別的発言や家族についての保守的な発言が後を絶たず、女性議員の少なさや

労働市場での大きな男女格差などの点からも、ジェンダー平等後進国としての日本の評判

は確立している。社会政策は男性稼ぎ主型からの脱却に遅れ、自民党憲法改正草案が「家族

は、互いに助け合わなければならない」とするなど、日本の政治においては、保守的な家族

／ジェンダー観が優位なようにも見える。2000 年代には、ジェンダー平等へのバックラッ

シュと呼ばれる動きが台頭したが、その担い手たちが有権者から見放されることもなかっ

た。 

こうした傾向は、より広い「右傾化」への関心もと対応しているが、有権者は政策選好の

面で自民党議員ほど保守的ではなく、議員の保守化・右傾化は必ずしも有権者一般の保守

化・右傾化を反映しているわけではないとの指摘もある。だとすれば、再選を目指す政治家

にとって、世論の多数派から乖離した保守的すぎる主張をすることにリスクはないのかと

いう疑問も浮かぶ。 

政界の右傾化は、政治家のイデオロギーの問題として考えられることも多いが、政治家の

言動は、イデオロギーや信念に由来するものばかりではない。議員は政策の実現以外にも、

再選、昇進などの目標をもち、複数の目標の追求のためには、特定の団体や特定のイデオロ

ギーを好むコアな支持層へのアピールと、一般有権者向けの主張とのバランスを取る必要

がある。また、党や執行部の方針との関係で、自説を封印ないし抑制しなければならない場

合もあり得るが、従来と正反対の立場を表明することは、コアな支持層の離反を招くので、

政治家はむしろ、そのテーマへの言及を回避することや、曖昧化といった形で対応している

ことが予想される。 

本報告では、自民党の中でも家族・ジェンダー問題について保守的な発言をしてきた女性

議員たちの言動を、彼女たちのイデオロギーとしてというよりは、彼女たちが抱える制約や

インセンティブ構造の観点から読み直すという作業を行う。むろん、ジェンダー・イシュー

へのスタンスについては、男性議員も有権者を意識するであろうが、女性議員の方が立場を

問われやすいと思われる。 

選挙事情や政治家としての地位などによっても、目標の優先順位が変わる可能性につい

ても考慮に入れながら、保守系女性議員たちが、家族やジェンダーに関わるいくつかのテー

マについて、いかなる場合に、またどのように自分の立場を示しているかについて読み解く

ことで、右傾化やバックラッシュといった現象について、新しい解釈を試みる。 
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コロナ禍における看護師の政治権力とその変化 

 

大倉 沙江（筑波大学） 

 

本報告の目的は、新型コロナウイルス感染症が流行したことによって、看護職の職能団体

である日本看護協会とその組織内議員の行動様式や政策選好はどのように変化したのか、

またそれは女性やジェンダー平等の実現に関わる政策の進展にどのような影響を与えたの

かを明らかにすることである。具体的には、以下の分析課題に取り組む。すなわち、①日本

看護協会と組織内議員の行動様式は、新型コロナウイルス感染症対策（以下、コロナ対策と

呼ぶ）が開始する前後でどのように変化したのか、②組織内議員は国会や各種委員会におい

て看護や女性・ジェンダー平等が関わる政策についてどれくらい、どのように取り上げてき

たのか、またそれはコロナ対策が開始する前後でどのように変化したのか、である。 

 日本看護協会は看護職の職能団体であるだけでなく、育児休暇の導入を推進するなど、働

く女性全体の利益の実現に寄与をしてきた。医師の職能団体である日本医師会と比較すれ

ば影響力は限定的であったとは言え、公式・非公式のルートによる政治エリートへの働きか

けを通じて、政治的影響力を行使している。とりわけ、少子・高齢化の進展という社会構造

の変化により看護需要が高まった 2000 年代以降は、審議会への参加など、政治過程への参

画がすすんだ。また、その組織内議員は、ジェンダー平等の実現に前向きでない自民党の中

で、平和と人命・人権を尊重するリベラル・ハト派であると同時に、女性やジェンダー平等

の実現に関わる政策を推進する重要な役割を担ってきた（三浦まり編（2016）『日本の女性

議員：どうすれば増えるのか』朝日新聞出版、辻由希（2020）「看護婦の政治権力 : 女性専

門職が保守政治において果たした役割とその変化」『政策科学』27（4）：119-137）。 

いっぽう、2013 年の参議院議員通常選挙では、男性看護師を組織内候補として推薦する

など、女性やジェンダー平等の推進者としての日本看護協会・組織内議員の在り方に影響を

与え得る変化もあった。女性候補者の擁立に消極的な自民党の中で、女性候補者・議員の安

定的な供給源であった日本看護協会が組織内候補として男性を推薦したのは、団体設立以

降初めてのことであった。 

果たして、看護需要の高まりによって増大した日本看護協会・組織内議員の潜在的な影響

力は、女性やジェンダー平等の実現に関わる政策の推進につながったのであろうか。彼らは、

コロナ禍によって顕在化した女性を取り巻く格差や不平等に対して、どのように対応した

のであろうか。本報告では、コロナ対策が開始する前後、組織内議員の性別等によって比較

を行いながら、これらの問題を検討する。 
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分科会 B 

「議会内外の議員行動と政党政治の比較研究 

－多様な政治制度の下で－」 

 

司会 松本俊太（名城大学） 

 

報告 久保浩樹（明治学院大学）「「アメリカの対外援助をめぐる点呼投票分析」 

 

新川匠郎（神戸大学）“Referendum Support against Convergence of Political-institutional 

Configurations in European Democracies?: Time-differencing Qualitative Comparative 

Analysis (QCA)”（ペーパーのみ英語） 

 

濱本真輔（大阪大学）・奥健太郎（東海大学）「「戦後日本における政党内立法過程の

軌跡－『衆議院公報』の分析を通じて－」 

 

討論 岡山裕（慶應義塾大学）  日野愛郎（早稲田大学）  
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アメリカの対外援助をめぐる点呼投票分析 

 

明治学院大学 久保浩樹 

 

 本論文では、アメリカの連邦議会の対外援助政策をめぐる議場の点呼投票の分析を通じ

て、対外援助政策の背後にある国内政治力学を明らかにすることを目的とする。対外援助政

策は、国際政治上の観点からしても、国内政治上の観点からしても、興味深い政策領域であ

る。国際政治上の観点からすれば、対外援助は（直接的には）国家に利益をもたらさない。

また、国内政治上の観点からしても、再選を目標とする政治家に利益を選挙区に還流できる

わけではない。にもかかわらず、なぜ、ある議員は対外援助に賛成し、その他の議員は対外

援助に反対するのだろうか？この点が本論文の問題意識の出発点である。この問いに答え

るために、アメリカでは予算作成の上で決定的な権力を持つ議会、さらには個々の議員のレ

ベルの行動に注目する。幸いなことに、戦後の対外援助政策をめぐり、対外援助の記録が残

されている。まず、これをもとに、対外援助政策をめぐる点呼投票を尺度構成法を用いて分

析し、対外援助がいかなる対立構造のもとに対立が生じているのかを明らかにする。次に、

対外援助に関する賛否を従属変数とし、議員の特性やその議員の出身の選挙区などを独立

変数とし、いかなる議員や選挙区の特性が、対外援助を促進するのかを明らかにする。 
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Referendum Support against Convergence of Political-institutional Configurations in European 

Democracies?: Time-differencing Qualitative Comparative Analysis (QCA) 

 

Sho Niikawa (Kobe University) 

 

This paper attempts to assess dynamics of democratic change toward more frequent calling for 

referendums in European parliamentary systems. The rise of referendums has received increasing 

attention in connection with a rapid progress of European integration since the 1990s. This paper 

investigates an impact of political-institutional convergence on the referendum use. Specifically, it is 

assessed through a macro-comparative study that follows a joint-power approach that sheds light on 

diverse arrangements, which do not always govern competition and cooperation between political 

parties in line with a simple majoritarian type. 

     On the one hand, the related studies have already argued changing patterns of the political-

institutional arrangements, and referendums are also discussed in an alternative dimension, namely 

direct democracy. However, further theoretical and empirical studies are still needed to interconnect 

between the democratic changes and the rise of referendums. On the other hand, European integration 

studies on a general explanation why referendums have become more frequent argue that it is due to 

the blurring of political alignments, and to bypass the institutional veto players. However, the proposed 

domestic conditions do not exclude external reasons such as economic globalization, rather these 

studies implied that there is a room to examine them within various combinations.  

     To fill the gap, this paper tries to assess configurational impacts of the political-institutional 

convergence by using multi-value time-differencing Qualitative Comparative Analysis (QCA) that 

extends QCA for modeling temporal dependences that involve trends and the change in trend 

following a juncture. The major findings are summarized as follows. First, we find that the democratic 

convergence constructs multiple paths to the referendum use. Second, the result suggests that simple 

majoritarian dynamics have stable conjunctional effect comparing with the convergence from the side 

of the simple majoritarian type. Third, existing a large number of veto players combined with 

economic globalization is identified as an alternative path to the convergence effects on the referendum 

use. 
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戦後日本における政党内立法過程の軌跡 

─『衆議院公報』の分析を通じて─ 

 

濱本 真輔（大阪大学）・奥 健太郎（東海大学） 

 

 立法過程はどのように制度化していくのか。国政レベルでは政党という制度の形成も避

けにくい中で、議会制度と政党はどのように共進化していくのか。 

 戦後日本の立法過程は、準自然状態の下で形成されたと考えられる。戦前からの議会運営、

議会慣行は戦後の国会運営にも影響したものの、占領下で新たな議会制度が導入され、人的

にも公職追放によって途切れた。 

 戦後の日本では、国会による自律的な運営を求める国会中心主義から権力分立制と組み

合わされた議院内閣制の運営へと変化したとされる。さらに、政府与党関係をみると、事前

審査制として、国会前の与党内立法過程の発達が挙げられる。すべての法案について与党の

みで先に審議し、党議決定まで進めば、国会提出前に党議拘束がかかる。その結果として、

国会審議では与党が法案の原案成立に注力し、与党議員は発言機会の多くを野党に譲り、議

員間の討論も乏しく、造反もほぼ生じないため、一体性の極めて高い形になったとされる。

このように、国会研究、政党研究（事前審査制研究）の両面から、立法過程の解明が進めら

れている。 

 ただし、日本の先行研究には三つの課題がある。第一に、与党内立法過程の重要性は指摘

されつつも、政務調査会の実証分析は不足し、国会研究上も重要な独立（もしくは統制）変

数が欠落した状態にある。政党研究としても、政務調査会の全体像、活動量は 1986 年以降、

把握されていない。 

第二に、政党の政策審議機関の変化を多面的に捉える必要性がある。事前審査制は日本の重

要な特徴であるが、手続きだけでなく、活動の実態を戦後から現在までの長期的な推移の中

で位置づけることで、事前審査制導入後の変化を捉えることになる。政策分野の違いも考慮

しつつ、政務調査会の変遷を位置づけていくことである。 

第三に、政党の政策審議機関や立法過程に影響する要因の探求である。事前審査制研究を通

じて、与党内立法過程を左右する要因が指摘されているが、複数の仮説が並存した状態にあ

る。そのため、何が与党内立法過程を左右するのかが明らかになっていない。 

 本報告では、『衆議院公報』（1945 年～2018 年度）に主に依拠し、戦後日本の保守政党に

おいて、どのような政党内立法過程が形成されてきたのか、その変遷を定量的、定性的に明

らかにする。定量的には会議数に注目する。会議数には少なくとも①政策形成に伴う情報共

有や調整活動（調整コスト）としての活動実態、②意思決定の場やパターンの表出、③利益

表出、政策関心の表明という意味があると考えられる。 

 分析から、与党内立法過程は複数の時期に区分される。各時期の特徴と変化の理由を探り、

与党内立法過程がどのように形成、変遷していったのかを明らかにする。 
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分科会 C 

「民主主義と紛争」 

 

司会 増原綾子（亜細亜大学） 

 

報告 谷口美代子（宮崎公立大学）「ミンダナオ紛争・和平にみるフィリピン「民主主義」

のパラドックス」 

 

西直美（同志社大学）「1980 年代以降の“民主主義”とタイ深南部紛争についての考察」 

 

阿部和美（秋田大学）「定着するパプアの「民主主義」」 

   

討論 松野明久（元大阪大学）  中溝和弥（京都大学）  
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ミンダナオ紛争・和平にみるフィリピン「民主主義」のパラドックス 

 

谷口 美代子（宮崎公立大学） 

 

 1960 年代後半に南部フィリピンで発生した分離独立紛争の紛争解決をめぐっては、紛争

発生時（1960 年代後半）のマルコス政権（1965-86 年）からアキノ（1986-1992 年）―ラモ

ス（1992-1998 年）―エストラーダ（1998-2001 年）―アロヨ（2001-2010 年）―アキノ III

（2010-2016 年）各政権の政治手法、すなわち民主主義的（政治解決）・非民主主義的（武力

制圧）手法との間で、前者の一定の有効性を看取できる。具体的には以下のとおりである。 

 20 世紀初め、米国統治期から段階的に周辺化したムスリムは、1972 年にマルコス政権下

で権威主義体制（＝マルコス体制）へと転換したことによって政治的解決が困難だと判断し、

分離独立を目指して MNLF を設立した。1976 年、両者間で和平合意が締結されたものの、

政府側のコミットメント問題により武力紛争が再発した。1986 年の人民革命によって民主

主義体制が復活したことを端緒にミンダナオ和平にも進展がみられ、（MNLF の合意なき）

自治地域・政府が設立され、ラモス政権下の 1996 年に和平合意が締結された。続く、エス

トラーダ、アロヨ両政権では、MNLF から分派した MILF と和平交渉を行う一方で軍事作戦

を展開するなど一貫性に欠ける和平政策と政権基盤の不安定性から和平は停滞した。 

 以後、和平プロセスが大きく進展したのは、アキノ III とドゥテルテ（2016-2022 年）両政

権のもとである。リベラルの旗手として知られるアキノ III 政権下、度重なる和平交渉の結

果、2014 年に包括的和平合意が締結された一方で、同合意の完全履行に不可欠な法制化は

見送られることなった。他方、権威主義的であるとされるドゥテルテ政権は、就任当初（2016

年）から和平を積極的に推進し、より包摂的な新たな自治地域と MILF 主導の暫定自治政府

の設立（2019 年）（＝紛争の制度的解決）を牽引した。現在でも同地域において一定の地域

秩序とその安定をもたらすというパラドックスを生み出している。 

 ここで着目すべきは、各政権における和平プロセスの進展・後退と政軍関係の関連である。

和平実現に向けては、大統領のリーダーシップと政治資本が不可欠であることは既知であ

るが、これに加えて、マルコス体制以後、政権（特に、ラモス、アキノ III、ドゥテルテ）に

おける政軍関係の安定性が和平の進展に影響を与えているという点である。しかし、「政軍

関係の安定性」とは、文民統制が担保されたものとは限らない。むしろ、特定政権において

政治家（特に大統領）と国軍幹部の密接（属人的）な関係による軍の政治化（文民優位の危

機）による「軍事クーデターの抑制」という「安定性」は、和平を特定政権に限定した脆弱

なものにするだけでなく、長期的視点から民主主義を侵食することにもなりかねない。 

 そこで本報告では、フィリピン歴代政権、特に異なる政治手法を用いるとされるアキノ

III、ドゥテルテ両政権における政軍関係が南部における紛争と和平にどのような影響を与

えてきたのか、なぜそのような影響を与えることができたのか（できなかったのか）、につ

いて論じる。分離独立紛争を通して、文民統制の重要性を含めて民主主義を論じるという視

角は、これまでの領域的自治による紛争の制度的解決という視点だけでなく、持続的平和を

可能とするもので、現在の民主主義をめぐる議論にも示唆を与えるものである。 
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1980 年代以降の“民主主義”とタイ深南部紛争についての考察 

 

西 直美（同志社大学） 

 

本発表は、民主主義が紛争に及ぼす影響について、タイ南部国境県の事例から考察するこ

とを目的としている。マレー系のムスリムが人口の多数を占めるタイ南部国境 3 県（パッタ

ニー、ヤラー、ナラーティワート）では、1960 年代以降タイからの分離独立運動が続いて

きた。1990 年代に沈静化したものの、2004 年に反政府武装組織と政府との間で紛争が再燃

し、2004 年 1 月から 2021 年 12 月までの 17 年の間で 7314 名が犠牲となっている。 

 冷戦期においてタイ南部国境地域では、分離主義者だけではなく、麻薬取引などにかかわ

る犯罪者、共産主義者、マラヤ共産党などの活動が懸念されていた。1980 年代、プレーム・

ティンスーラーノン政権下で、共産主義者や分離主義者などに対してそれまでの軍事的な

対応から、恩赦を軸とする政治的解決へと舵が切られた。1980 年代後半タイ政府は、外交

面ではマラヤ共産党とマレーシア政府の和解を仲介することに成功し、国内ではマレー系

のムスリムの政治参加が進んでいった。これまでの研究では、政府の融和政策とムスリムの

社会・政治参加の進展が、分離独立運動が人々の支持を得られなくなった背景として指摘さ

れてきた。民主化は、紛争の解決をもたらしたと想定されていたといえる。 

2000 年代以降の紛争は、階層型ではなくネットワーク型の組織によって率いられ、戦闘

員はジャングルではなく市井に紛れているといわれる。また治安要員や公務員だけではな

く、ムスリムを含む市民が標的となり、これまでなかったモスクや寺院に対する襲撃が一時

期生じた。紛争の激化については、タクシン・チンナワットに責任を帰する議論が中心とな

っている。タクシンはタイ史上もっとも民主的といわれた 1997 年憲法のもとで登場した政

権であったものの、2002 年には 80 年代以降南部国境県行政を担ってきた南部国境県行政セ

ンター（SBPAC）と実施機関である CPM43 を解体し、改革と権力の集中を進めていった。

民主主義のもとで権力を集中させた政府によって、それまでの秩序が崩され、紛争の激化が

もたらされたと考えられてきた。 

本発表では、1980 年代以降の部分的な民主化の時代に脱過激化が進んだことと、民主化

が不可逆的に進んだと思われていた 2004 年以降に紛争がこれまでにないほど激化した背景

について、タクシンの南部国境県の統治構造に対する挑戦、ムスリム政治家の失敗に加えて、

民主化との関係では注目されてこなかったジハード解釈の変容という点を含めて検討する。

1980 年代以降の代表制の向上が紛争の激化を準備した可能性について述べるとともに、深

南部のムスリムにとっての民主主義の意味という点についても若干の考察をしてみたい。 
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定着するパプアの「民主主義」 

 

阿部 和美（秋田大学） 

 

インドネシアの民主化にともない、分離独立運動が続くパプアでは 2002 年に特別自治法

が施行された。その効力は 20 年とされたため、2021 年 7 月にパプアに対する特別自治法の

改正法案が国会で成立した。改正された特別自治法では、女性議員の比率を高める項目が加

えられた一方で、地方政党の設立やパプア人の権利を保護するパプア住民協議会など、旧特

別自治法に記載されていた画期的な項目が削除され、パプアに認められていた自治の範囲

が縮小されている。 

20 年にわたる特別自治法は、パプアにどのような変化をもたらしたのであろうか。端的

に言うと、特別自治法が施行されてもパプア紛争は終結しなかった。メガワティ政権、2 期

にわたるユドヨノ政権、同じく 2 期にわたるジョコ・ウィドド政権がパプアの対応に当たっ

てきたが、いずれの政権でもパプア紛争解決の糸口を見出せていない。分離独立を掲げる武

装集団や急進的活動家の厳しい取り締まりが常態となり、その余波として市民の不当逮捕

や平和的なデモへの発砲、戦闘を逃れる避難民の発生など、市民の安全が脅かされるような

状態が続いている。 

他方で、過去 20 年間、特別自治法によってパプア人をめぐる状況は大きく変化してきた。

国政・地方選挙は他州同様に行われ、パプア人の政治参画が飛躍的に進んでいる。しかも、

パプア地域には他州と比べて巨額な特別自治資金が付与されていて、パプア人による自治

という構図は整っている。このように、パプア地域には民主的制度が定着しているにもかか

わらず、紛争終結への道筋が開けていない。 

本稿では、特別自治法以後 20 年間のパプアを振り返り、インドネシアの民主化がもたら

した特別自治法が、なぜパプアの紛争解決に結びつかないのか、という問いを設定する。特

別自治法による民主的制度の確立、インドネシア政府のパプア地域に対するアプローチと

その影響、パプアでの分離独立要求の実態、これらに着目して考察していく。 

特別自治法によって民主的制度が確立・定着し、選挙によって選出されたパプア人による

自治が成立しているものの、その自治はガバナンスの脆弱性という大きな問題を抱えてい

る。地方自治体は特別自治資金を適切に管理できず、特別自治法の効果は社会に波及するこ

となく一部のエリート層がその利権を独占している。特別自治法に対する不満は分離独立

という要求に換言されて、急進的グループの動員力が高まっている。インドネシア政府は分

離独立要求に取り合わない代わりに、パプア地域の予算を増額し続けている。その結果、パ

プア人による自治と分離独立運動が平行して進んでいる。 
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分科会 D 

「テキスト分析と比較政治学」 

 

司会 菊池啓一（アジア経済研究所） 

 

報告 于海春（早稲田大学）「ソーシャルメディアを活用した武漢「封鎖」における中国国

民感情変化の分析」 

 

渡辺綾（アジア経済研究所）・久保慶一（早稲田大学）“Conflict Dynamics and Domestic 

Politics: Media Coverage of the Mindanao Conflict in the Philippines”（ペーパーのみ

英語） 

 

福井英次郎（明海大学）「日本の新聞における EU 像」 

 

討論 末近浩太（立命館大学） 西川賢（津田塾大学） 
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ソーシャルメディアを活用した武漢「封鎖」における中国国民感情変化の分析 

 

于海春（早稲田大学） 

 

2020 年初頭、中国の武漢市で新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が爆発的に流行し

た際、中国共産党と政府は初動の遅さや情報隠蔽などで国内・国外からの批判を浴び、権威

主義体制の正統性の低下に直面した。この危機にうまく対応できなければ、習近平のリーダ

ーシップや中国の権威主義体制は弱体化ないし崩壊する可能性さえあると指摘されていた。

しかし、その後中国国内ではネット世論が短期間のうちに政府批判から中国政府と権威主

義体制への支持へと変化した。新型コロナウイルス感染症の流行のような重大危機に直面

した際、中国共産党・政府はどのようにして国民の怒りと不満を解消させたのか。本研究は、

ウェイボー（Weibo）を活用し、新型コロナウイルス感染症への対応をめぐる中国国民の感

情変化を実証的に分析し、危機対応における中国共産党による情報統制の戦略と特徴を検

討することを目的とする。 

先行研究は、中国をはじめ権威主義国家が、巧妙な情報統制により政治体制の正統性を高

めることを強調してきた。しかし、先行研究は新型コロナ感染症のような重大で長期間な危

機に直面した際の情報操作を想定しておらず、関連する実証的データの蓄積も十分とは言

えない。 

本研究は 2019年 12月から 2020年 2月までの 4百万以上のウェイボーの書き込みを対象

とした半教師あり学習の手法を用いた分析を通じて、「武漢封鎖」前後のオンライン上にお

ける COVID-19をめぐる主要な議題を抽出し、国民感情の変化を実証的に示した。また、本

研究は中国政府による情報規制の程度を解明するために、オンライン上で公開されている、

新型コロナ感染症に関するウェイボーでの書き込み内容についての二つのデータベース

(検閲前とされるデータと検閲後のデータ)を用いて、分析結果の比較を行った。分析の結果、

以下の三つの発見があった。一つ目に、武漢封鎖、感染の警鐘を鳴らした医師李文亮の死去

など特定の出来事はウェイボー上での中国政府に対する批判の起爆剤となったことが分か

った。二つ目に、地方政府は中央政府より多く批判を受けていたことが解明された。三つ目

に、中国政府の具体的なコロナ対応の行動に合わせてウェイボー上における政府支持の声

が高まるようになったことが明らかになった。 
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Conflict Dynamics and Domestic Politics: 

Media Coverage of the Mindanao Conflict in the Philippines 

 

Aya Watanabe (Institute of Developing Economies) 

Keiichi Kubo (Waseda University) 

 

Many existing conflict studies have developed sophisticated quantitative analysis 

methods, revealing that military factors and country-specific attributes – e.g., geography 

and the level of economic development— have impacts on conflict dynamics and its 

settlement. In contrast, there are few quantitative studies that explore how domestic 

political dynamics affect civil conflict, how political elites respond to civil conflict, what 

factors affect their response, and whether their response has impacts on conflict 

dynamics. To explore these questions, we conduct quantitative text analyses on 

newspaper articles and legislative speeches in the House of Representatives in the 

Philippines.  

The Philippines had experienced the civil conflict with the Moro Islamic Liberation 

Front since the 1980s and conflict settlement was a central political agenda for the 

central government. Particularly, the presidents who took office after 2001 had pursued 

a political settlement of the conflict. Yet, political elites had varying views and incentives 

on the political solution to the conflict and some of them were opposed to the conflict-

ending policy of the presidents. Such oppositions had disrupted the development of peace 

negotiations in the country. Thus, it is evident that domestic political elites also affected 

conflict dynamics and its settlement. To investigate what shapes political elites’ attitudes 

towards the civil conflict, the present paper conducts quantitative text analysis of 

legislative speeches of the House of Representatives (N = 166,441).  

At the same time, we also carry out a longitudinal content analysis of newspaper 

articles （N= 723,140）and examine changes in the tone of framing of the civil conflict 

over time. Recent literature points out that media coverage affects how the public 

perceives the conflict. Thus, media coverage has significant impacts on shaping political 

attitudes of people. Yet, little is known about what affect changes in the tone of 

newspaper coverage of the civil conflict. Drawing on the findings of quantitative text 

analyses of the newspaper articles, we investigate whether and how electoral cycles and 

violent incidents affect changes in newspaper coverage of the civil conflict. 
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日本の新聞における EU 像 

 

福井英次郎（明海大学） 

 

 欧州連合（EU）は、かつて「経済的な巨人、政治的な小人」と呼ばれていた。しかし欧州

統合が進んだ結果、EU の政策領域は拡大し、通商分野や環境分野などにとどまらず、安全

保障分野の一部にまで及び、政治的な小人と片付けるには難しいまでの存在になっている。

実際に、現在のウクライナ情勢では、欧州各国だけでなく、EU とその組織が重要なプレー

ヤーとして登場している。加えて EU は、国際基準やそれを生み出すような規範に関しても

影響を与えるようになってきている。これらより、EU は国際アクターとしての分析対象と

なってきた。 

 このような状況の中で、EU 域外で EU はどのように見られているのかを明らかにしよう

とする EU 認識の研究が、2000 年頃より開始されてきた。この研究の中心の 1 つであるニ

ュージーランドのカンタベリー大学に設置された国立欧州研究センター（NCRE）では、プ

ロジェクトごとに参加国や手法は変化しつつも、多くのプロジェクトを実施してきた。対象

国は、オセアニアとアジアの国と地域から始まり、EUが重要なパートナーと見なす国など、

世界に拡大している。このプロジェクトは 3 つの軸があり、エリート層への面接調査、市民

を対象とした世論調査とともに、メディアの内容分析調査に取り組んできている。 

 NCRE では、プロジェクト開始時にワークショップを開催し、調査法のトレーニングを実

施してきた。これは研究に参加している国ごとに差が出ないようにするためである。メディ

ア調査では、共通の入力フォーマットを作り、人が新聞記事を読み、そのフォーマットに入

力をしていく方法を採用している。入力データは各国間で比較できるため便利ではある。そ

の一方で、人が読んで分類をしていく作業は、分析対象とする記事数が一定数を超えると、

負担が大きい。特に、日本の EU・欧州に関する記事数は、他の EU 域外国に比べて極端に

多い傾向にあることから、より深刻である。もちろん、人を介することで、資料の読みに個

人差が生まれる問題も生じてしまうことになる。 

 そこで本稿では、新聞記事の分析に、テキスト分析を用いることの有効性と問題を議論す

る。本稿では対象とする新聞を読売新聞・朝日新聞・日本経済新聞の 3 紙とし、EU に関係

する記事を分析していくことにする。また、テキスト分析の前段階であるデータの作成も視

野に入れて、研究方法としてのテキスト分析についても考察する。 
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分科会 E 

 「分離主義問題の政治的ダイナミクス」 

 

司会 富樫 耕介（同志社大学） 

 

報告 鈴木 啓之（東京大学）「パレスチナにおける独立運動の蹉跌と国家建設」 

 

   立花 優（北海道大学）「パトロン国家における非承認国家の優先度変化－アルメニ

ア・カラバフ関係－」 

 

   荒木 隆人（広島大学）「マルチナショナル連邦制とケベック独立問題の現在」 

 

討論 白川 俊介（関西学院大学） 永田 智成（南山大学） 
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パレスチナにおける独立運動の蹉跌と国家建設 

 

鈴木 啓之（東京大学） 

 

パレスチナ暫定自治区では、2007 年 6 月にパレスチナ解放機構（PLO）主流派のファタ

ハとイスラーム主義勢力ハマースのあいだで政治的決裂が生じ、両者が自治区を二分して

統治する状態に陥った。両者はその組織的起源を武装組織に遡る一方、パレスチナ域内政治

においては政党としても機能し、住民からの支持を争う関係にある。両者がパレスチナ暫定

自治区全域での選挙で初めて争った 2006 年 1 月の総選挙では、ハマースが過半数の議席を

獲得するに至った。しかし、この勝利はハマースによる大選挙区での選挙戦略の巧みさに依

るところが大きく、ファタハの特に若手グループから反発が示された。選挙後の一年半ほど

はハマースが内閣で主導権を握ったが、その後両者は小規模な武装衝突をくり返しながら

決裂へと至った。国際的な監視団も入っていた選挙を経て、なぜパレスチナでは主要政治勢

力の間に対立が生じたのか。 

既存の研究においては、アメリカを筆頭とする外部アクターによる介入が分裂の大きな

要因として論じられる傾向にある。これを踏まえたうえで、本報告ではより地域的な文脈か

ら決裂の背景を論じたい。特に、ファタハとハマースのあいだに、パレスチナ民族主義運動

としての正統性の転換が複数回にわたって起きたことに着目し、これが両者の歩み寄りを

妨げていたことを論じる。パレスチナの民族主義運動の正統性は、その政治的イデオロギー

のみならず、大衆動員組織としての代表性によって担保されるものだった。特に、各地のパ

レスチナ人社会から――形式的ではあっても――代表が選出された PLO は、「パレスチナ人

民の唯一にして正当な代表」という立場を享受してきた。こうした政治空間において、大衆

動員を背景とせずに PLO の方針に異を唱えるグループは、分離主義者として糾弾された。 

ハマースが他の非 PLO 組織と異なるのは、1987 年の設立時からガザ地区やヨルダン川西

岸地区など、後の 1994 年に暫定自治区が設立される地域で支持獲得に成功していた点であ

る。その背景には、80 年代中頃から PLO 内部に党派対立が生じ、その正統性に疑問が投げ

かけられるようになっていたことが挙げられる。パレスチナ全土解放から、イスラエルと事

実上共存するパレスチナ独立国家建設へと方針が転換されたことで、PLO 内外ではパレス

チナ人による幹部の暗殺すら起きた。そのようななかで、ガザ地区を主な拠点として設立さ

れたハマースは、PLO やファタハの方針を批判し、改めて全土解放を主張して政治的な存

在感を示した。 

こうした正統性を巡る両組織の対立は、1994 年の暫定自治区設立を経ても解消されず、

むしろ複雑化することになった。特に、外部アクターとの結びつきや自治体制への関与の度

合いが、両者の行動を規定していくことになった。そのような新たな環境のもとで、当該組

織がどのように自己の正統性を人々に訴えかけ、相手組織に対して批判を向けてきたのか

を本報告では検討し、冒頭に挙げた分裂が生じた経緯を論じていきたい。 
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パトロン国家における非承認国家の優先度変化 

―アルメニア・カラバフ関係─ 

 

立花 優（北海道大学） 

 

本報告では旧ソ連地域における分離運動の事例のひとつであるカラバフ問題について考

察する。カラバフ問題はソ連統治下の 1980 年代、ソ連の構成共和国であったアゼルバイジ

ャンの旧ナゴルノ・カラバフ自治州で始まった。旧自治州のアルメニア人によるアルメニア

への帰属変更要求運動はやがて紛争に発展した。1991 年 12 月にカラバフは住民投票を行っ

てアゼルバイジャンからの独立を宣言し、軍事的勝利によって旧自治州を超えて支配領域

を確保した。アルメニアはパトロン国家として、非承認国家カラバフを政治・軍事・経済面

で支援し続けた。1994 年 5 月に第一次紛争の停戦が合意された後、散発的な衝突は度々あ

ったものの停戦の枠組は守られてきた。しかし 2016 年には大規模な衝突が発生し、2020 年

9 月には停戦が崩壊して第二次紛争が勃発した。第二次紛争の結果カラバフは支配地域を大

きく減らし、消滅の一歩手前で停戦した。 

本報告においてカラバフ問題を取り上げるのは次のような問題意識に基づいている。あ

る国からの分離運動が紛争化する場合、分離運動を支援するパトロン国家が存在すること

が多い。パトロン国家（本報告の事例ではアルメニア）は国際的な批判、法的親国（本報告

の事例ではアゼルバイジャン）との関係悪化、安全保障負担、経済負担といったリスクと、

分離運動（本報告の事例ではカラバフのアルメニア人の運動）を支援するベネフィットを比

較考量して関与の度合いや内容を決めることができるが、実際にはそうではない。 

分離運動への支援が長期化するにしたがって、支援政策はパトロン国家の内政・外交政策上

の重要な要素として位置付けられるようになる。また、分離運動がパトロン国家の完全なコ

ントロール下に置かれることは稀であり、分離運動主体の行動にパトロン国家が影響され

る事態も起こりうる。 

パトロン国家が分離運動を何らかの政治目標達成のツールとして考えている場合、その

最善の帰結は分離運動の成功と国際的な承認であろう。逆にパトロン国家にとって最も苦

い結末は、支援政策からの撤退であり、分離運動の敗北、消滅であろう。この 2 つを両端と

するとき、次善策は分離運動が実体をもって存在する状況を維持すること（現状維持）であ

る。パトロン国家による分離運動主体に対する一方的承認は、パトロン国家のリスクを高め

る方向での方策として位置付けることができるだろう。 

しかしながら、現状維持政策は勢力均衡が必要となり、特にパトロン国家が脆弱な場合に極

めて大きな負担をパトロン国家にもたらす。 

本報告では、この 40 年近くの間にパトロン国家であるアルメニアと、支援対象である非

承認国家カラバフの関係には四度転機があったととらえる。それぞれの転機について分析

し、パトロン国家において分離運動・非承認国家の優先度がどのように変化していったか考

察したい。 

 

 

 



34 

 

マルチナショナル連邦制とケベック独立運動の現在 

―憲法的・政治的不均等連邦制の可能性─ 

 

荒木 隆人（広島大学） 

  

 近年の「連邦制の逆説(the paradox of federalism)」研究にみられるように、国家内に複数の

民族、宗教、言語を抱えるマルチナショナル国家における連邦制の紛争管理能力の是非は比

較連邦制研究の主要な論争の一つとなってきた。さらに、2014 年のウクライナ危機におけ

るウクライナ東部地域の親露派による連邦制導入の要求に関わる議論は、マルチナショナ

ル国家における連邦制の分離主義に対する抑制効果について一層の理論的・実証的研究の

成果が喫緊の課題であるといえよう。 

 マルチナショナル国家カナダも、国内にフランス語系住民が多数居住するケベック州を

基盤としたケベック・ナショナリズムに基づくケベック分離主義の問題を抱えている。特に、

1995 年に実施されたケベック州のカナダからの主権独立の是非を問う州民投票では、主権

独立支持票が過半数に迫り、カナダ国家の分裂危機に直面した。しかしながら、2000 年以

降、ケベック州において分離主義支持は大幅に低下してきている。 

 ケベック分離主義への支持が低下してきた要因としては、社会経済的要因を含む多様な

要因が指摘されているが、中でも一つの注目すべき要因は、カナダ連邦制がケベック分離主

義を抑制する効果があったとされる点である。しかし、この場合の連邦制は、連邦制一般を

意味するものではなく、特に少数派ネイションの政治的要求の調整に資する連邦制として

の「マルチナショナル連邦制(Multinational federalism)」を意味している。マルチナショナル

連邦制についての研究は、1990 年代半ばから 2000 年代にかけて比較連邦制研究の中で進展

がみられてきた。今日では、マルチナショナル連邦制が効果的に機能するための前提条件と

して、多数派ネイションによる少数派ネイションの「承認」の意義が強調されている。また、

マルチナショナル連邦制が効果的に機能するための権限配分の在り方として、少数派ネイ

ションに特別な権限を法律上 (de jure)保障する憲法的な不均等連邦制 (asymmetrical 

federalism)」や、少数派ネイションに事実上（de facto）ないし政治的に特別な権限を付与す

る政治的な不均等連邦制の意義も論じられている。 

 従って、本報告では、近年のマルチナショナル連邦制研究の成果を踏まえながら、ケベッ

ク州による自治権拡大の要求や主権独立の要求に対してカナダ連邦制が果たした役割につ

いて、憲法的・政治的不均等連邦制の視点から検討することにより、マルチナショナル連邦

制の効果的機能のための諸条件について考察を深めたい。 
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自由企画 1 

「Relational Approaches to Political Culture, Discourse, and Discursive 

Strategies」 

 

司会 松永泰行（東京外国語大学） 

 

報告 Ian Karusigarira（政策研究大学院大学）“Repression in a Revolutionary Matrix: Explaining 

the Revolutionary Culture in Uganda” 

 

南部真喜子（東京外国語大学）“Political imprisonment and discourse on heroism in Palestine” 

 

Esma Ozkan（東京外国語大学）“Secularism and Discursive Strategies of Political Islam in 

Turkey” 

 

討論 酒井啓子（千葉大学）  錦田愛子（慶應義塾大学）  
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Repression in a Revolutionary Matrix: 

Explaining the Revolutionary Culture in Uganda 

 

Ian Karusigarira (National Graduate Research Institute for Policy Studies) 

 

Repression in the revolutionary consolidation or durability has come to gain more currents 

in the recent debates on authoritarianism. The growing interest in the revolutionary theory has 

generally destabilized the definition of political systems in the world and specifically Uganda for this 

case. Even though most elitist political scientists have focused on revolutionary leadership, there has 

been a growing need to analyze the putative elements in revolutionary political culture involving the 

back-and-forth mechanism of revolutionary relations. Because most of the revolutionary regimes’ 

legitimacy sources (that is, from the mass support from the bottom), the means to arrogate power—

that is, the use of violence (repression) —, and their methods to sustain the power—considered as one 

of the effective means to undo insurrection consciousness—are a common characteristic. Therefore, 

interest in the military and militarism is a vital aspect among both the revolutionary political elites and 

the masses as they experientially know of the dangers of laxity in this area.  

This paper explains how revolutionary-based regime systems can coerce the citizenry for 

durability (in a self-reinforcing mechanism), influence the state institutions/organs into 

conscious/unconscious submission, and set taboos and agendas on everything likely challenging their 

legitimacy. Once power is a consequence of military capture, power-holders are accustomed to the 

military philosophy. This paper does not emphasize the almighty notion of military and militarism in 

explaining regime consolidation. On the contrary, military rule and militarism cannot succeed without 

the dynamics within which they manifest. A dynamic network of repression, loot-sharing/patronage, 

the revolutionary ideology, and political opposition's destabilization mechanisms by the regime 

(through co-optation, anti-protest propaganda, and suppression). The paper illustrates the infusion of 

cultural reproduction of assumed interactive relations in socially inspired revolutionary political 

systems. 

  



37 

 

Political imprisonment and discourse on heroism in Palestine 

 

Makiko Nambu (Tokyo University of Foreign Studies) 

 

Israel’s long-held practice of arbitrary arrests and imprisonment of Palestinian activists and 

youth constitutes one of the main tools of control over Palestinian social life. Due to the widespread 

nature of arrests across generations, prisoners’ issue is one of the core elements of the struggle against 

the occupation. This paper aims to analyze the discourse on heroism in the post-Oslo Palestinian 

context. Examining the recent developments surrounding prisoners’ issues and the popular support 

and reactions on the street, the paper seeks to illustrate the social sensibilities and attitudes that 

constitute what is viewed heroic and victorious, and what they embody. 

One of the defining features of the post-Oslo years is the several forms of division that were 

created within the Palestinian society on both geographical and political levels. This was accompanied 

by a close cooperation between the Palestinian and Israeli authorities that repressed and criminalized 

the expressions of political resistance. Although popular struggles during these years were seen 

somewhat weakened and fragmented, there exists a renewed sense of desire for political change in 

recent years.  

In the case of prisoners’ issue, popular support has centered around a series of hunger strikes 

to demand an end to the practice of indefinite administrative detention. These strikes, termed as the 

strike of dignity, were acts of reclaiming one’s tools of resistance and negotiating one’s demand under 

the imposed constraints. Similar moves are also seen in the birth of a child of the prisoners, and the 

continuous call for the recognition as political prisoners rather than security detainees. These 

reclamation of life under the carceral system are co-constituting a wider Palestinian grassroots 

activism seeking to restore the struggle against the post-Oslo settler colonial reality. 
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Secularism and Discursive Strategies of Political Islam in Turkey 

 

Esma Ozkan (Tokyo University of Foreign Studies) 

 

The complex relation between religion and politics continues to be one of the key 

contentious points in Turkish politics. Reverberations of this multi layered problem over the role of 

religion in the state reverberates through political and social life. The ways in which the principle of 

secularism is interpreted and implemented, perhaps as the most important pillar of the foundational 

philosophy of the modern state of Turkey, have affected and shaped the evolvement and the strategies 

of identity building of the religiously oriented opposition. Religiously oriented parties have been 

subjected to closures and repression and their strategies of political identity building as well as the 

ways in which they interpret secularism have had to be shaped under the context of power relations 

with the secular establishment. 

Parties of “National Vision”, first founded in the 1970s and reopened under different names 

since then following closures and military coups, are seen as the representatives of political Islam in 

Turkey. These parties have adjusted their political identities and programs over the years to adapt to 

the changing political tides and to maximize voter support. This paper will aim to illustrate the ways 

in which these parties have strategically changed their identities and policies in the historical and 

relational context. How the parties incorporated religious elements into their identity and program, 

their economic vision and relations with the West and the Muslim world, their approach towards 

modernity and other social identities will constitute some of the issues the paper intends to probe. This 

presentation will try to offer a panoramic view of the evolution of the political identities and discursive 

“strategies of survival” of religiously oriented political parties in Turkey.  
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自由企画 2 

「福祉国家変容の事例分析」 

 

司会 近藤 正基（京都大学） 

 

報告  ベ・ジュンソブ（神戸大学）「コロナ禍における日本の福祉国家：制約条件としての

福祉制度とその変容」 

 

井上 睦（北海学園大学）「日韓福祉国家におけるケアの「社会化」」  

 

源島穣（山形大学）「福祉国家における「就労中心性」と移民の生活保障－イギリス

を事例に－」 

 

討論 西岡 晋（東北大学） 阪野 智一（元神戸大学） 
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コロナ禍における日本の福祉国家 

－制約条件としての福祉制度とその変容－ 

 

ベ・ジュンソブ（神戸大学） 

 

1980年代以降、急速に進む少子高齢化や長引く経済沈滞の影響を受け、日本の福祉国家

は「新自由主義」の路線の下で欧米諸国と同じく福祉国家の規模縮小を目指してきたと言

われてきた。福祉国家縮小ための政治過程は「日本型福祉社会」、「自助・共助・公除」等

の概念として表れているような、日本なりの方法を模索する過程であったとも言えるだろ

う。一方、これまで日本の福祉国家が十分に対応していなかった政策領域に対する関心が

増大した。以上のような状況を合わせて考えると、経済成長が続いた時期に形成された強

固な福祉制度の縮小が目指される一方で、新しく認識されるようになったリスクに対して

いかに福祉国家が対応していくのかが、今の福祉国家に問われている課題であるように思

われる。 

コロナ禍が福祉国家にどのような影響を与えたのかについて考えるとき、ほとんどの先

進諸国は、大規模な財政支出を用いて経済危機を乗り越えてきた。このような動きは、一

見これまでの福祉国家縮小路線を大きく変えようとしているようにも見える。特に日本の

福祉国家は大規模かつ普遍的な現金給付政策を実施するなど、国際比較の観点からみても

大規模な財政支出を通した対応を行っており、日本の大規模な財政支出は、これまで寛大

な福祉国家の代表として理解されてきた北欧諸国のコロナ危機対応のための財政支出規模

が小規模に抑えられていることとは大きい対照を成している。 

コロナ禍と福祉国家の政策対応との国家間比較を行った先行研究では、コロナ禍は、各

国の既存福祉国家体制に大きなインパクトを与え、その制度変化をもたらしたが、各国の

制度変化の性格は、既存の福祉制度の特徴を強く表すというパターンが明らかになった。

しかし、コロナ禍の福祉国家の政策対応における経路依存性の側面に関する日本の事例研

究は必ずしも十分ではない現状である。 

本報告では、1970年代のオイルショック、2008年のリーマンショック、2020年以降のコ

ロナ禍によってもたらされた経済危機に対処する存在として日本の福祉国家を位置づけ、

危機時の政策対応の比較分析を行う。それを通して、既存の福祉国家は外部衝撃への対応主

体としての役割を果たすとともに、既存の制度構造によって危機の特徴が形作られ、またそ

の危機の特徴が福祉国家の再編に影響を与えるメカニズムの存在を確認する。また、事例分

析の結果を踏まえ、コロナ禍が今後日本の福祉国家再編の政治過程にもたらすと予想され

る影響についても考察する。 
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日韓福祉国家におけるケアの「社会化」 

 

井上 睦（北海学園大学） 

 

本報告の目的は、日本と韓国において、育児や介護など、これまで私的な事柄と見なされ

てきたケア負担を緩和する政策がどのように展開したのかを検討し、それを福祉国家の再

編過程に位置づけることにある。 

日本と韓国は、ときに家族主義レジームに位置づけられるように、現役世代に対する家族

支援が脆弱であり、家族がケアの中心的な担い手となってきたことで知られる。ともに欧米

諸国よりはるかに急速な少子高齢化の進展に直面し、これまで脆弱だったケア政策を拡充

してきた。とくに 2000 年代以降には、保育料無償化や介護保険制度（韓国は老人長期療養

制度）の導入などに代表される共通の政策が見られている。こうした日韓のケア政策につい

ては、家族に対する社会サービス・政策が必ずしも「脱家族化」を進めるものではなく、家

族がケアを担えるように支援する「再家族化」（あるいは家族主義の強化）をもたらしてき

たことが指摘されてきた。このような特徴は、ケアの第一義的責任を家族に置く家族主義レ

ジームの経路依存的な展開として位置づけられる。 

一方、ケア政策の展開は、「ケアを外部化する先は誰か」という問題、言い換えれば、従

来家族が担ってきたケアを誰が担うのかという問題を必然的に孕む。日韓においても、保育

や介護といったケアサービスの量的拡大はケア労働市場の拡大を伴い、それは 2000 年代半

ば以降の韓国における移民政策の転換と外国人ケア労働者の増加という形で、これまで共

通だった両国の政策的差異ももたらしてきた。こうした「脱家族化」か「再家族化」かとい

う軸には回収されないような側面や、そこで生じている新たな差異をどう理解すればよい

のか。それは、レジーム内部の分岐やレジームそれ自体の変化として捉えられるのだろうか。

またそれは、既存の家族主義的な制度とはどう関係しているのだろうか。 

本報告では、日韓のケア政策における経路離脱的な展開として、とくに 2000 年代以降の

市場化に焦点を当て、新たな変化がどのように生じ、それが「脱家族化」の遅れや「再家族

化」をもたらした既存の制度といかに連関したのかを検討する。分析を通じて、日韓におい

ては「市場化」と「家族化（脱家族化・再家族化）」が連動する形でレジームの再編が生じ

たことを指摘し、日韓の共通点と近年生じている新たな差異とを包括的に説明する視点を

提示することを試みる。 
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福祉国家における「就労中心性」と移民の生活保障 

─イギリスを事例に─ 

 

源島 穣（山形大学） 

 

福祉国家は、国民に対して福祉（社会保障や福祉サービス）を実施する一方で、福祉の財

源を確保するために就労を要請する。イギリスの戦後福祉国家の礎となったベヴァリッジ

報告も、国民生活の基本は就労にあり、就労が不可能になった場合に限り最低限の生活を保

障すべく福祉を実施するという「就労中心性」を基本的理念に掲げている。「就労中心性」

に基づく福祉国家において、国民は、就労を通じて福祉国家を支える成員とみなされ、就労

の見返りに生活が保障される。 

 では、近年、イギリスをはじめ先進諸国で増加している移民（労働移民）は、「就労中心

性」に基づく福祉国家にとってどのような存在なのか。移民は就労することで福祉国家を支

える見返りに、どの程度生活が保障されているのだろうか。就労するにもかかわらず移民の

生活が保障されていないならば、福祉国家は社会の成員の一部を排除する深刻な事態を表

していることになる。逆に、自国民並みとまではいかなくとも、一定程度移民の生活が保障

されているなら、福祉国家と国民国家はほぼ同義であるという従来の理解に変容を迫るこ

とになるだろう。 

これらの観点から、本報告の課題は、イギリスは現在、移民をどの程度「就労中心性」に

基づく福祉国家の成員に位置づけているのかを明らかにすることである。課題解明のため

に、本報告はイギリスにおける移民と自国民の福祉の受給条件を比較し、移民と自国民の福

祉の受給条件の格差およびその是正の動きを分析する。課題解明を通じて、EU 離脱をめぐ

る国民投票（通称 Brexit）で露になった移民と自国民の「分断」から成員間の「連帯」へ転

ずる契機は、福祉国家の具体的な制度において見出せるのか、考察する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

自由企画 3 

「20世紀前半のヨーロッパ『周辺』における政治変動」 

 

司会 山崎 望(駒澤大学) 

 

報告：中根一貴(大東文化大学)「20 世紀前半におけるチェコ人リベラル・ナショナリスト勢    

力の模索と政治変動」 

 

    武藤 祥(関西学院大学)「1920 年代の権威主義化－近代と現代のはざまで」 

 

    藤嶋 亮(國學院大學)「戦間期東欧における権威主義とファシズム」 

 

討論：山崎 望(駒澤大学) 立石洋子(同志社大学) 
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20 世紀前半におけるチェコ人リベラル・ナショナリスト勢力の模索と政治変動 

 

中根 一貴（大東文化大学） 

 

本報告は、20 世紀初頭までのチェコ政治において主導的な役割を果たしていた中道右派

のナショナル・リベラル政党を検討することを通じて、戦間期のヨーロッパ「周辺」に生じ

た権威主義化を分析するために資すると思われる視座を提供することを目的とする。 

戦間期のチェコスロヴァキアが、ヨーロッパで十指に入る工業国であり、経済的にはヨー

ロッパの中間に位置する国家であった。同時に、同国が中東欧で議会制民主主義が存続した

唯一の国であることはよく知られている。本企画の趣旨に照らし合わせると、本報告は例外

事例の提供になるのかもしれない。 

しかし、チェコスロヴァキアの議会制民主主義が危機とは無縁であったわけではないこ

とも指摘されてきた。例えば、「哲人大統領」と称される初代大統領マサリクは、新生国家

の存続などを目的とした大統領による強力な政治介入を否定しなかったとされている。さ

らに、長くにわたりチェコ人ナショナル・リベラル政党の指導者であった初代首相クラマー

シュは、後に同党とファシズム勢力の提携を容認することになる。戦間期チェコスロヴァキ

アを危機の観点から眺めた場合、同国を戦間期の中東欧の単なる例外事例にすることには

慎重になる必要がある。それゆえ、ヨーロッパ「周辺」の権威主義化の分析を目的とする本

パネルにおいて、権威主義化に結び付く要因とそれを免れた要因をチェコ政治において探

ることは一定の意義を有するであろう。本報告では、戦間期において議会制民主主義に終止

符を打ったのは右派勢力であったという指摘に立ち返り、チェコ人政党システムにおいて

中道右派に位置するナショナル・リベラル政党の動向を検討する。 

また、本報告では、チェコスロヴァキア建国以前の時期に重点がおかれる。近年の研究で

は、第一次世界大戦とそれによるハプスブルク君主国の崩壊を断絶と理解するそれまでの

研究に対して、ハプスブルク君主国とその継承諸国との連続性に関心が集まっている。連続

性に着目した研究では、国民国家として成立した継承諸国が自国に居住するナショナルな

マイノリティに対して君主国と類似した政策や対応を選択したことが強調される。一方、ハ

プスブルク君主国や継承諸国の政治史では、第一次世界大戦と君主国の崩壊にもかかわら

ず、政党や政治指導者のレベルにおける連続性は早くから指摘されていた。政党に着目すれ

ば、19 世紀から 20 世紀への世紀転換期以降に生じた大衆政党の登場と議席の獲得による

政治変容は、建国に比肩するほどの重要な転換点であったと言えよう。このような連続性と

断絶性を考察することは、世紀転換期から 1930 年代までのヨーロッパ各国における議会制

民主主義の成立および存続と崩壊を分析するうえでも重要であろう。それゆえ、本報告では、

世紀転換期以降のチェコ人ナショナル・リベラル政党を俎上に載せる。 

 以上の検討により、世紀転換期以降のチェコ政党政治においても戦間期のヨーロッパ「周

辺」の権威主義化につながる要因が見いだされると同時に、それが権威主義体制の実現に結

びつかなかったという「失敗」が明らかになるであろう。 
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1920 年代の権威主義化─近代と現代のはざまで─ 

 

武藤 祥 （関西学院大学） 

 

戦間期ヨーロッパの危機を論じる際、劇的な出来事(ナチ政権の成立、スペイン内戦など)

が起こった 1930 年代がそのピークとされ、1920 年代はその「序奏」のように位置づけられ

ることが多かった。しかし、ヨーロッパ、とりわけその「周辺部」に視野を広げると、危機

はすでに 1920 年代には顕在化しており、それに即する形での権威主義化も起こっていた。

1920 年代の権威主義化は、1930 年代における民主主義の崩壊の、単なる穏和な形態ではな

い。 

本報告では、以上の認識に基づき、政治変動論の観点から 1920 年代における権威主義化

の位相を見定め、さらに報告者の専門であるイベリア半島 2 国の事例を分析する。 

戦間期ヨーロッパ政治史研究の最大の碩学でもあるリンスは、1991 年に発表した論文にお

いて、①進行中の民主化過程の断絶と、②多少なりとも確立された民主主義体制の崩壊、を

区別している。本報告ではさらにそれらを詳細に、A)早期の権威主義化、B)議会政治が相応

の期間危機に持ちこたえた後の権威主義化、C)確立された民主主義体制が崩壊した後の権

威主義化、という 3 つに分類する。 

以上の分類と、それぞれが持つ特質を検討するために、スペインとポルトガルは興味深い

事例を提供してくれる。両国は、それぞれ連続しない形で、2 つの独裁を経験した(ポルトガ

ルはシドニオ・パイス独裁(1917-18)とサラザールの「新国家体制」(1933-74)、スペインはプ

リモ・デ・リベーラ独裁(1923-30)とフランコ独裁(1939-75))。 

シドニオ独裁は、ポルトガルの第一共和制が、大戦の混乱によってその危機をさらに昂進

させる中、クーデタによって権力を掌握した。彼の統治構想は、コーポラティズムに基づく

上院議会、単一政党的な体制支持政党の創設、秩序の重視、「祖国」などの伝統的価値観の

回復など、1920 年代にヨーロッパで見られる権威主義的解決策の先駆けと呼んでいいもの

だった。他方、シドニオ独裁においては、男子普選に基づく共和国大統領の公選制が導入さ

れるなど、旧来のポルトガルの共和主義との連続性を示す要素もあった。 

シドニオ独裁は上記の分類に即せば A)、一方スペインのフランコ独裁は C)に分類できる。

議論の余地が大きいのは、いずれも 1920 年代に成立した(もしくは起源を持つ)「新国家体

制」とプリモ・デ・リベーラ独裁である(前者は、1926 年のクーデタとそれに続く 6 年間の

軍事独裁を経て成立)。これらは、先行体制(ポルトガルの第一共和制、スペインの王政復古

体制)における寡頭的議会制が機能不全に陥る中で成立した。そうした文脈ゆえ、両体制と

も、秩序・伝統的価値観の回復とともに、大衆政治の時代に即した形での新たな政治的基盤

の構築を試みた。いわば両体制は「近代(19 世紀)」と「現代(20 世紀)」のはざま、移行期に

現れた体制であったといえよう。 

プリモ独裁が 7 年間で終焉したのに対し、新国家体制は 40 年以上の長期支配を実現する。

フランコ体制と同様、その持続期間においては様々な性質の変容が見られる。その全貌を解

明することは本報告の守備範囲を超えるが、それぞれの体制の起源と、性質の違いが、その

後の体制の変容をどう規定したか、仮説的な議論を提示したい。 
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戦間期東欧における権威主義とファシズム 

 

藤嶋 亮（國學院大學） 

 

今日の権威主義体制と比べた場合、戦間期ヨーロッパの権威主義体制の重要な特徴の一

つは、程度の差こそあれ、「ファシズム」の影響が見られることであろう。それ故、戦間期

ヨーロッパの「権威主義的な半分」（Michael Mann）、すなわち中欧・東欧・南欧諸国におけ

る政治体制を考察する上では、「ファシズム」が体制にどのような影響・特徴・刻印を与え、

いかなるダイナミクスを生み出したのか、という問いが重要な意味をもつ。 

 かつては戦間期の少なからぬ独裁体制を「ファシズム」、あるいは「ファシズム的」と見

なす傾向も存在したが、それがファシズム概念の輪郭を曖昧にしたことへの反省もあり、今

日では「ファシズム体制」の概念及びそれに分類される体制をより限定的に捉える（主とし

てファシスト・イタリアとナチ・ドイツ）アプローチが主流となっている。本報告も基本的

にこの立場を採る。 

 他方で、ファシズム体制と同時代のそれ以外の権威主義体制を峻別する上記のアプロー

チを採った場合、後者には、数多くの多様な体制が含まれることになるが、当然、それらが

（積極的な意味で）いかなる体制であるのか、また、ファシズム体制との異同や後者の体制

群内部のヴァリエーションをどのように整理・分類するのかが問題となろう。さらに近年の

比較ファシズム（体制）論を牽引するＡ・カリス（Aristotle Kallis）が論じているように、戦

間期ヨーロッパの「権威主義的な半分」に見られた独裁体制を、ファシズム体制と権威主義

体制という二項対立図式で捉えると、同時代的文脈や、影響／模倣関係、ファシズムやコー

ポラティズムの影響などによる体制の「ハイブリッド化」を十分に捉えられない恐れがある。 

 従って、本報告ではＡ・カリスなどの議論を参照しつつ、「権威主義的な半分」における

独伊以外の独裁体制について、ファシズム体制の不完全・未成熟な形態／失敗事例と見なす

のではなく、それをファシズム体制との連続線上に位置づけ、その「ファシズム化 

fascistization」の程度や形態に着目することで、独自の内的発展のロジックや政治力学をも

つ体制として分析することを試みる。 

 具体的には、主として 1930 年代後半から第二次世界大戦期にかけてのルーマニアの政治

体制、すなわち国王独裁体制（1938－40 年）、国民軍団国家（1940－41 年）、アントネスク

軍事政権（1940/41－44 年）を分析対象とする。これら連続する三つの体制においては、連

続と断絶の両方の相貌を見せつつ「ファシズム化」が基調となっており、「ファシズム化」

を通じての体制変容という現象を観察する上では格好の事例と位置づけられる。同時に、体

制とファシズム運動の間に極めて複雑なダイナミクスが生じた、特異な事例でもあるから

である。 

 このように、本報告では比較ファシズム論の視座からルーマニアにおける体制変動／体

制変容について分析することで、「ファシズム化」というアプローチによって、いかなるこ

とを明らかにできるのか、その有効性について検討を加えたい。 
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自由企画 4 

「『脱イデオロギー』と『新しい社会運動』の時代の政党政治－ヨーロ

ッパの 1970年代」 

 

司会 網谷龍介（津田塾大学） 

 

報告 作内由子（獨協大学）「実現可能な公約を求めて─オランダにおける選挙綱領のマク 

ロ経済分析導入の経緯─」 

 

板橋拓己（東京大学）「1970 年代の西ドイツにおける保守主義の変容」 

 

中田瑞穂（明治学院大学）「政党政治研究に見る 1970 年代のヨーロッパ─社会変動の            

政党政治への表出をめぐって─」 

 

討論 中村督（北海道大学）  網谷龍介（津田塾大学）  
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実現可能な公約を求めて 

─オランダにおける選挙綱領のマクロ経済分析導入の経緯─ 

 

作内 由子（獨協大学） 

 

オランダでは、国の経済分析機関である中央計画局（CPB）が総選挙の際に各党の選挙綱

領に基づいてマクロ経済予測をするという制度がある。1986 年に始まるこの制度は、任意

でありながら多くの政党が参加している。CPB は単に政府の財政政策に方針を与えるだけ

ではなく、この制度を通じて選挙レベルの政党間競合を財政政策の面から枠づけていると

いえよう。選挙後の組閣の際には、マクロ経済予測を経た各党の選挙綱領を基に詳細な連立

協定が結ばれ、実際の政府の政策に直結する。 

なぜこのような制度が形成されたのかを 1970 年代から 80 年代初頭にかけて検討するこ

とが本報告の目的である。選挙綱領のマクロ経済予測は、政党は財政規律を守るべしという

コンセンサスのもとに導入されたものではない。この時期のオランダの政党間競合の帰結

である。 

オランダでは 1960 年代にいわゆる「多極共存型民主主義」が動揺した。それまで固定し

た支持層から安定した票を獲得していた諸政党は浮動票に悩まされるようになり、それに

伴って政党間関係もより競争的になっていく。選挙後の連合形成を常態とするオランダに

おいて、これは政党間の合意形成をさらに困難なものにした。 

さらに、この時代は「文化変容」の時期であり既存の体制に対する異議申し立てが直接行

動という形で表れてくるようになった。その不満の矛先は選挙後の連合形成という、有権者

が直接政権を選べないエリートの「ドアの向こう」での合意に向かう。あるべき選挙像が同

じイデオロギーの党への投票から政権と政策を選ぶものに転換したのである。 

この中で保革の二大ブロック化を目指す動きが社民政党である労働党から現れた。この

多数派戦略は票の獲得には成功したものの、過半数の獲得にはいたらず、政権担当能力を示

すための方策を求めることになる。そこで採られたのが、CPB によるマクロ経済予測を自

らの政策の正当化のために利用するという戦術であった。1973 年の石油危機以来、オラン

ダは不況になるが、労働党は財政支出による失業対策を掲げていた。この政策がキリ民、自

民の掲げる緊縮政策よりも有効であることを示すために CPB を用いたのである。これが

1986 年選挙での選挙綱領のマクロ経済予測につながっていく。 

さて、マクロ経済予測を経た選挙綱領が政府の政策につながるのは、連立協定が詳細化し

たためである。すでに与党内対立による政権の早期崩壊を防ぐため 1960 年代から連立協定

による与党議員団の拘束が始まるが、それが詳細になるのは 1980 年代の初頭である。民主

化の要求によって選挙を経ない内閣の交代という手段が取れなくなり政権を長く存続させ

る必要に迫られたこと、また縮小するパイの配分がさらなる対立を招き与党内対立が惹起

しやすくなっていたことから連立協定を通じて政策の細部に至るまで与党を拘束する必要

に迫られたのである。その後選挙綱領のマクロ経済予測が始まると、その結果が組閣交渉の

たたき台として用いられるようになった。 

このように、オランダにおける選挙綱領のマクロ経済予測は、1970 年代の政治改革要求の

高まりと、経済不況による合意形成の困難を背景として現在の形になったのである。 



49 

 

1970 年代の西ドイツにおける保守主義の変容 

 

板橋 拓己（東京大学） 

 

従来、西ドイツの 1970 年代は、学生運動が頂点に達する 1968 年や社会民主党（SPD）主導

のブラント政権が成立する 1969 年を始点とし、1982 年のキリスト教民主同盟・社会同盟

（CDU/CSU）主導のコール政権の成立を終点とする「長い 70 年代」としてイメージされ、

そのうえで「赤い 10 年」（G・ケーネン）とか「社会民主主義の 10 年」（R・ダーレンドル

フ、B・ファウレンバッハ）などと特徴づけられてきた。 

そして、この「長い 70 年代」「社民の 10 年」に関する既存の研究は、社会の現代化やリベ

ラル化の態様を分析したり、左派側やリベラル側の動向について分析したものが多く、保守

派ないし右派に関する研究はまだ少ない。しかし、1970 年代は、生活様式や価値観の転換

といった社会の現代化・リベラル化への対応のなかで、西ドイツの保守主義が再編されてい

く時代でもあった。 

そこで本報告では、1970 年代の保守主義者たちが、学生運動や環境問題、治安問題など「新

しい」政治争点にいかに対応し、そのなかでいかに再編されていったのかを検討する。そし

て、そうした保守主義の再編と政党政治がどう交錯していたか、具体的には、保守政党であ

る CDU/CSU がいかにして「新しい」政治争点に対応したか、そして保守主義者たちが

CDU/CSU をどう評価したかを考察したい。 

以下が、本報告の構成（予定）である。 

 

１．「反 1968 年」としての保守 

（１）闘争の場としての大学：「学問の自由連盟（BFW）」の設立と活動 

（２）保守論壇の形成：雑誌・叢書の創刊 

２．保守主義者と（古くて）新しい争点 

 （１）環境問題と保守主義者たち：『成長の限界』はどう読まれたか 

 （２）治安問題への傾斜 

３．保守政治勢力の再編 

 （１）CDU/CSU の変容 

 （２）「新右翼」の登場 

 

こうして本報告では、「脱イデオロギー」と「新しい社会運動」の時代に保守主義者たちが

どう対応していったのかを西ドイツを事例に検討することによって、現代政治分析が前提

とする政治的対抗軸が生み出されていくプロセスの一端を明らかにする。 

なお、本報告は政治史研究だが、現段階では一次史料を充分に用いた研究を示す準備がない。

本報告は、アクセル・シルトやペーター・ヘーレスらによる先駆的な研究と一部の公刊史料

を手がかりにしながら、粗い見取り図を提示するにとどまることを予め断っておきたい。 
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政党政治研究に見る 1970 年代のヨーロッパ 

─社会変動の政党政治への表出をめぐって─ 

 

中田 瑞穂（明治学院大学） 

 

 1970 年代は 1960 年代末の学生運動、1973 年から始まる経済不況による成長の時代の終

焉、新しい脱物質主義的価値観の登場と、社会や経済に長期的な影響を与える変動が生じた

時期であった。環境、ジェンダー、リバタリアン的な自由の争点や、「移民」問題も登場し、

現在から振り返るとその変動は、ヨーロッパの政党政治の転換も促したと考えられる。 

  本報告では、1970 年代、1980 年代の政党を巡る政党研究の言説を対象とし、脱イデオロ

ギー化と新しい争点を巻き込んだ再イデオロギー化、新しい社会運動を通じた政党外への

政治空間の拡大の二点に注目しながら、同時代の分析者からは政党はどのようにみられて

いたのか、長期的にはこの時期は政党のどのような転換点にあたるのかを検討する。 

 興味深いことに、1970 年代の政党政治研究は、必ずしも政党政治の「変容」に注目して

いたわけではなかった。ピーター・メアが 1983 年にハンス・ダールダーと編んだ論文集

Western European Party System: Continuity & Change の終章で書いたように、1967 年にはリプ

セットとロッカンのクリーヴィッジ理論、1970 年のローズとアーヴィンの凍結テーゼが提

示され、ヨーロッパ特有の社会的クリーヴィッジ構造を反映した政党システムとして、ヨー

ロッパ諸国の政党システムが理解されるようになり、その理解に基づいた政党、政党システ

ム分析が 70 年代には継続した。レイプハルトの多極共存型デモクラシー論などもこの系列

に位置付けられる。 

 いくつかの国における大規模な選挙結果の変動については、ペダーセンによって選挙変

易性に目が向けられるようになる。しかし、選挙変易性の上昇は、ヨーロッパ政党政治全体

の脱編成の兆候とも、部分的、一時的な再編成とも解釈された。デンマーク、フィンランド、

オランダ、スイスでは変易性が増えたのに対し、ドイツやフランスのような大国ではそのよ

うな現象が見られなかったことも、解釈にブレが生じた原因であった。 

 その中で、個人レヴェルの政党支持と集約された政党支持の割合を区別し、後者に大きな

変化が見られなくても、前者は大きく変動しているとしたメアのような視角が現れる。社会

集団に基づく「イデオロギー」よりも、「左」や「保守」などの包括的イデオロギーが、個

人レヴェルの政党支持に影響を与える点や、ブロック内変易性、政権アクターとしての政党

などに政党研究の焦点があてられた。政党以外の政治アクターとしては、当時政党研究で注

目されていたのは、政策決定に直接影響を与えると同時に政党支持にも影響力を持つ経営

者団体や労働組合であり、新しい社会運動と政党政治の関係はあまり見えてこない。 

 70 年代の社会変動をより直接的に反映した政党研究は、80 年代になってから現れる。緑

の党や極右政党など反エスタブリッシュメントの政党の登場に対応し、政党システムの変

容をとらえる議論が開始されるようになる。この時点では、環境、ジェンダー、移民や人種

を争点化する運動、政党は、エスタブリッシュメントの政治への挑戦としてまとめて考察さ

れており、GAL と TAN は対立的にとらえられていない。挑戦者運動・政党への注目と対に

なる着目点が既成政党のカルテル政党化であった。 
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自由論題 A 

「政党内外の公職候補者の選定過程：2000年代以降の韓国の場合」 

 

司会 松本俊太（名城大学） 

 

報告 朴志善（岡山大学）・禹隠喜（城西国際大学）「開放型の大統領候補者選定がもたらし    

た政治的影響─2000 年代以降の韓国の主要政党の事例を中心に─」 

 

縄倉晶雄（明治大学）「カルテル政党制下における小規模政党所属議員の生存戦略─

2000 年代以降の韓国を事例として─」 

 

討論 藤村直史（神戸大学）  松本俊太（名城大学）  
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開放型の大統領候補者選定がもたらした政治的影響 

─2000 年代以降の韓国の主要政党の事例を中心に─ 

 

朴 志善（岡山大学）・禹 隠喜（城西国際大学） 

 

本研究は、開放的な大統領候補者の選定が及ぼす政治的影響を、韓国の主要政党の事例を

通じて明らかにする。2002 年大統領選挙の候補者選定において、韓国の二大政党は、「国民

競選(プライマリー）」制度を導入した。この制度は、少数の代議員や一般党員だけではなく、

党員ではない一般有権者も候補者の選定に参加できる。その後、同制度は、両政党によって

採択され続け、最近行われた 2022 年の大統領候補者の選定にも使われた。 

 既存研究の多くは、プライマリーが政党組織を民主化させた側面があることを肯定的に

評価しながら、同制度が導入された背景及び原因、または、より活用できる方法に注目して

きた。すなわち、開放型の大統領候補者の選定がもたらす効果については、十分な研究が行

われてこなかったのである。 

 以上の背景から、本研究は、プライマリーの導入が政党組織に及ぼす影響を明らかにする

ことを目標とする。2002年から 2021年まで、二大政党の予備選挙の過程及び結果を比較し、

両党の異なるプライマリーによって、両党の組織が異なる形に変化していくことを明らか

にする。以上の作業を通じて、異なる程度の解放性を持つ大統領候補者の予備選挙の導入が、

政党組織の解放性を決定する重要な要因になれることを主張する。 
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カルテル政党制下における小規模政党所属議員の生存戦略 

2000年代以降の韓国を事例として 

 

縄倉 晶雄（明治大学） 

 

本研究は、議会の議席が少数の大規模政党によって寡占されている、いわゆるカルテル政

党制の下で、小規模政党の所属議員が再選を通じた自身の議席の維持（政治的生存）のため

にどのような行動をとるのかを、大規模政党との合併という状況に議論の対象を絞った上

で、韓国を事例として考察するものである。 

少数の大規模政党によって議会の議席が寡占されている状況下において、既存の大規模

政党は、自らの脅威となりうる新規政党の参入を阻む行動をとる。既存政党の寡占によって

利益表出が阻まれていると認識する人々は、しばしば新規政党を結成し、選挙に参加するこ

とで議席を獲得しようとするが、こうした動きに対して既存政党は、選挙において候補者を

擁立し、新規政党から当選者が出ることを妨げようとする。しかし、それでもなお、新規政

党から当選者が出た場合、既存の大規模政党は新規政党のイシューを自らの政策に取り込

んだり、当該新規政党を吸収合併したりして、自らの地位の安定性を確保しようとする。こ

うした大規模政党の取り込みはしばしば成功するが、こうして大規模政党に合流すること

となった小規模政党の所属議員は、自らの議員としての地位を維持し、次期選挙においても

再選し、立法活動を継続的に行えるための行動をとるものと仮定される。ただし、この場合、

大規模政党の現職議員との間で公認（小選挙区制の場合）や名簿順位（比例代表制の場合）

をめぐり、しばしば調整と対立が必要となる。 

こうした状況下において、小規模政党から移籍した議員は、再選のため、どのような行動

をとるのかを、小選挙区制下で既存政党の寡占が定着していると同時に、新規政党の参入と

その消滅、および大規模政党への合流が頻繁に生じる韓国を事例として考察した。 

考察の結果、小規模政党の所属議員は、大規模政党との合併後も自らの再選可能性を高め

るため、大規模政党の派閥指導者や、大規模政党の傘下で票の取りまとめを行うフィクサー

との政治的取引を強化するといった、大規模政党内の人的資源を利用する行動をとり、再選

に向けて大規模政党執行部からの公認を取り付ける行動をとることが確認された。以上の

ことから、カルテル政党制下において小規模・新規政党の議員が政治家として生存できるか

どうかにおいては、一方で既存政党への対抗や既存政党との差別化を図りつつも、同時に大

規模・既存政党の人的資源を活用できるかどうかが、大きな影響力を持つことが示唆される。 
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自由論題 B 

「歴史と方法」 

 

司会 近藤康史（名古屋大学） 

 

報告 今野元（愛知県立大学）「美濃部達吉及び上杉愼吉にとってのゲオルク・イェリネッ

ク－天皇機関説論争のドイツ学的背景について－」 

 

豊田紳（アジア経済研究所）「政治科学批判－因果推論比較アプローチに対する行為

者理解アプローチの優位性に関する方法論的考察－」 

 

討論 鹿毛利枝子（東京大学）  島田幸典（京都大学）  
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美濃部達吉及び上杉愼吉にとってのゲオルク・イェリネック 

天皇機関説論争のドイツ学的背景について 

 

今野 元（愛知県立大学） 

 

1912 年の天皇機関説論争は、その学問的背景に関して未解明の部分が多い。家永三郎『美

濃部達吉の思想史的研究』（1964 年）は、一木喜德郞の国法学を発展させ、穗積八束の憲法

学と対決し、自ら憲法学者となった美濃部の軌跡を描き、宮澤俊義『天皇機関説事件』（1970

年）は、天皇機関説事件（1935 年）の前兆として同論争の展開を描いたが、ともに背景にあ

るドイツの学説には触れなかった。これに対し、ケルゼン研究から出発した長尾龍一の日本

憲法思想史研究（1969・72 年）は、美濃部をハイデルベルク大学教授ゲオルク・イェリネッ

クの系譜（社会学的国家論、政治的には自由主義的に作用）に、穗積・上杉をシュトラスブ

ルク大学教授パウル・ラーバントの系譜（非政治的な法実証主義（制定法尊重主義）、政治

的には保守主義に作用）に、それぞれ位置づけた。この分類に、拙著『吉野作造と上杉愼吉』

（2018 年）は異を唱え、上杉の社会学志向を指摘し、また初期上杉のラーバントへの引き

寄せを一面的とした。だが今野の説明は、林尚之から「些か物足りない」という評価を受け

た（『日本史研究』第 692 号（2020 年））。また今野は、吉野、上杉には触れたが、美濃部に

はほとんど触れておらず、この点でも不十分だった。 

 本報告は、林尚之の批判を受けて、天皇機関説論争のドイツ学的背景について整理し直す

試みであり、以下の点を指摘する。（1）美濃部達吉は、イェリネック紹介を経て輸入学問の

手法を確立した。これは、自分が共感する西洋学説を世界の「通説」だとして国内で紹介し、

またそれを日本に応用した学説を展開するという流儀である。美濃部は、ドイツ語文献の翻

訳・紹介を通じて、国内学界に新しい知見をもたらし、自分の理論的思考能力をも強化した

が、国際的な発信はなかった。美濃部にとって学問とは、主体的な知的探求というより、先

進的知識の後進国への受容であった。（2）美濃部は、イェリネックの「事実の規範力」の発

想を受け継ぎ、事実認識から価値規範が生まれるとの考えを採った。美濃部は、自分の憲法

学説が有する自由主義的な党派性には無頓着で、自分と異なる価値評価をする者を、学問の

名のもとに否定した。（3）上杉愼吉は、西洋学説には是々非々の態度を採った。実は上杉も、

反フランス革命思想の紹介から出発しており、これも一種の輸入学問である。しかし上杉は、

カントやヘーゲルを称揚しつつも、特定の人物の業績にべったりと依存することはなく、自

分の問題意識に照らして援用した。上杉はイェリネックと個人的に親密だったが、イェリネ

ックの学説には批判的態度をとることが少なくなかった。ただ上杉も、国内では西洋学説へ

の心酔を批判しながら、国際的に発言するときは西洋流に語っており、一つの態度を貫くこ

とができなかった。（4）上杉は美濃部とは違って、留学前から自由主義には批判的な立場を

採っており、その立場での天皇機関説を唱えていた。だが帰国後、美濃部がイェリネックの

憲法変化説を用いて帝国憲法の無意味化を図っていると考え、天皇を機関として扱った際

の不遜な表現を槍玉に挙げた。（5）上杉は、社会学なども加味して、独自の学問を築こうと

したが、借り物ではあれ新しい理論を次々と紹介する美濃部に対し、それに見合うものを提

示できなかった。その結果として、上杉は万世一系の天皇を尊重するという発想に帰着した。

この流儀は、学界では多数とはならなかったが、政官界や軍部では影響力を有した。 
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政治科学批判： 

因果推論比較アプローチに対する行為者理解アプローチの優位性に関する方法論的考察 

 

豊田 紳（アジア経済研究所） 

 

現在、政治学（ひいては社会科学）は、「比較に基づく因果推論」という方法を採用する

方向で、急速な収斂を見せている。ここで、比較に基づく因果推論アプローチとは、J・S・

ミルの「差異法」の論理を洗練させた「実験」や「自然実験」等に基づく研究法のことであ

る。このような趨勢の中で後景に押しやられつつあるように見えるのが、歴史研究やエスノ

グラフィー、インタビュー調査などに基づく「行為者理解アプローチ」である 。本報告の 

課題は、そうした行為者理解アプローチの方法論上の優位性を論じることである。 

政治学（ひろく社会科学）において因果推論比較アプローチの抱える最大の問題は、行為

者にとって行為の帰結が重要であるほど、戦略的意思決定の対象となるため、行為者が生み

出すデータにセルフ・セレクションバイアスが生じてくる事実に由来する。政治制度や戦争

に、セルフ・セレクションバイアスがあることは当然として、そうしたバイアスは、実際に

は「民族」や、「独裁体制」および一部の「民主主義体制」が報告する数量指標にまで及ぶ。

民主主義国家の有権者を対象とする政治行動論は、個々の有権者の投票行動の価値の低さ

から、このバイアスから比較的自由であるものの、それでも、「社会的望ましさバイアス」

から逃れることはできない。その含意は、政治学が本来、対象とすべき重要な問題になれば

なるほど、実験が困難になることと相まって妥当な因果推論を行うのが難しくなっていく。 

この単純な事実が、因果推論比較アプローチの基本的な限界を画すると、報告者は考える。 

対して、行為者理解アプローチには 2 つの優位性がある。①行為者による意思決定過程を

詳しく調べることを通じ、行為者が特定の行為を採用した理由およびその行為がもたらし

た因果関係を時系列的に明らかにできる。②更に、行為者理解アプローチの知見の一般性は、

分析の消費者たる読者との相互作用から生じる。行為者理解が一般性のある知見の導出に

成功していれば、読者は分析の結果を自らの経験と比較することを通じて（本報告はこれを

「自己比較 self-comparison」と呼ぶ）、その一般性を判断できる。自己比較法とは、大きく異

なるコンテクスト下にある行為者の行為と、読者が自らの経験を比較することであり、方法

論的には「一致法」と解釈できる。以上が、行為者理解アプローチが、因果推論比較アプロ

ーチに対して政治学（および広く社会科学一般）の方法として優れていると考える理由であ

る。 
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自由論題 C 

“Why Bother with Studying Elections? Electoral Candidates, E-Voting, and 

Electoral Manipulation” 

 

司会 菊池啓一（アジア経済研究所） 

 

報告 岡田勇（名古屋大学）・磯田沙織（神田外語大学）“Political Careers in “Democracy without 

Parties”: A Preliminary Analysis on the Pathways from Subnational to National Electoral 

Arena in Peru”（ペーパーのみ英語） 

 

Régis Dandoy (Universidad San Francisco de Quito) “The impact of e-voting on invalid votes 

in five countries” 

 

塚田真司（早稲田大学大学院）「選挙不正方法の選択と実施―リーダーと体制側エリ

ートの戦略的相互作用に着目して―」 

 

討論 藤村直史（神戸大学） 中井遼（北九州市立大学） 
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Political Careers in “Democracy without Parties”: 

A Preliminary Analysis on the Pathways from Subnational to National Electoral Arena in Peru 

 

Isamu Okada (Nagoya University） 

Saori Isoda (Kanda University of International Studies) 

 

During the last two decades, Peruvian politics has showcased accumulated rural frustrations to 

negative externalities derived from the neoliberal policy regime. Pedro Castillo, elected as a new 

president in July 2021, echoes such rural discontents pitted against dominant urban elites in Lima. 

This image, however, provokes questions. What kind of rural voices the Castillo’s victory represents? 

More generally, what enables voices from heterogeneous rural areas to unite to a leader when weak 

political parties impede inter-regional coordination? We tackle these questions by focusing on the 

political careers of subnational politicians. Vladimir Cerrón, a two-time governor of the Junín region, 

plays the power behind Castillo in the last Peruvian case. The electoral victory of Castillo thus provides 

a case to test subnational political successes and their derivatives, although the path from subnational 

to national politics has been commonly believed unpromising in a country plagued with weak parties. 

The inchoate party system in Peru motivates us to look at political career patterns. We first traced 

multi-level electoral processes using extensive data on national and subnational elections over the last 

two decades. Then, among the multilevel career patterns, we focus on the upward career shift from 

regional executive to national legislative elections. Analytically, we test a series of individual and 

regional level hypotheses that explain the upward career path that connects subnational voices to the 

national policymaking arena. Findings contribute to studies on subnational politics, electoral behaviors, 

and party politics. 
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The impact of e-voting on invalid votes in five countries 

 

Régis Dandoy (Universidad San Francisco de Quito, Ecuador) 

 

This paper  investigates the impact of on-site electronic voting (e-voting) on voting 

behaviour, and in particular on the share of invalid votes. Political scientists are 

generally aware that the design of the ballot or the electoral system has potentially an 

impact on voting behaviour (see for instance Kimball & Kropf, 2005), but we know less 

about the consequences for the voters of the decision of using voting machines rather 

than paper ballots (Roth, 1998; Conrad et al, 2009; Wang et al, 2017). E-voting is still a 

recent phenomenon and remains limited to a small number of countries, where it often 

remains peripheral (for instance in Japan). Most prior works tend to focus on specific 

countries and elections and there are few comparative studies (see van den Besselaar et 

al., 2003 for an exception). This paper ambitions to contribute to the emerging literature 

on the consequences of voting machines and voters’ behaviour by digging into the five 

case studies, including Japan.  

 

Since the 1990s, several countries have been using e-voting for their local elections. 

Unlike countries like India, Brazil or Paraguay, several other countries (among others: 

Belgium, Ecuador, France, Japan and Peru) present a rather unique feature that some 

municipalities use e-voting while others use paper ballots. Based on a quasi-

experimental research design, this paper tests whether voters alter their behaviour and 

their vote choice in response to different e-voting technologies. This paper relies on the 

analysis of local election results since the 1990s in five countries and tests whether e-

voting leads to a lower share of invalid votes. 

 

In a first section, this paper investigates scholarly literature regarding the impact of e-

voting on the share of invalid votes. Empirical studies from several countries and from 

my previous works on Belgium and Ecuador lead to several main hypotheses regarding 

voter’s decision to express a blank or null vote. A second section presents an overview of 

the use of e-voting in local elections in five countries across three continents (Belgium, 

Ecuador, France, Japan and Peru) and its evolution over the last three decades. In a 

third section, I empirically investigate the impact of e-voting on voting behaviour in local 

elections by comparing municipalities using e-voting with municipalities using paper 

ballots. 
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選挙不正方法の選択と実施 

―リーダーと体制側エリートの戦略的相互作用に着目して― 

 

塚田真司（早稲田大学大学院） 

 

反体制派候補者など特定の候補者の選挙への出馬を阻止するという方法は、票の水増し

などの方法に比べて、不正実施の際に体制側が被るコストが小さいと指摘されている

（Szakonyi 2021）。しかし、リーダーに対立する候補者や政党の選挙への出馬の阻止という

選挙不正方法が選択され実施される非民主主義体制もあれば、票の水増しなどの選挙不正

方法が選択され実施される体制もある。 

以上の問題意識も踏まえ、本報告では、以下の二つの問いについて検討することを目指す。

第一に、非民主主義体制下の選挙においてどのような場合にリーダーに対立する候補者や

政党の選挙への出馬を阻止するという選挙不正方法が選択され実施されるのか。第二に、そ

うした特定の候補者や政党に対する選挙への出馬の阻止が実施されない際、どのような場

合に票の水増しなどの選挙不正方法が選択され実施されるのか。なお、第一の問いについて

は Szakonyi(2021)も一つの説得的な答えを提示しているが、本報告では Szakonyi(2021)と

は異なり、体制内への視点から検討する。 

上述の二つの問いに答えるために、本報告では簡単な数理分析を行う。その際、本報告で

はリーダーと体制側エリートの戦略的相互作用に着目する。その理由は、本報告では選挙不

正を実際に実施するのはリーダーの代理人だという先行研究(c.f. Harvey 2020; Rundlett 

and Svolik 2016；豊田 2018)の議論に依拠し、いかなる選挙不正方法もそれが選択され実

施されるまでの全ての過程をリーダー一人で担うことはできないと想定するからである。

より具体的に言えば、本報告では特定の選挙不正方法を選択するのはリーダーであるもの

の、リーダーによって選択された方法を実際に実施するのは体制側エリートであると想定

する。つまり、リーダーが特定の選挙不正方法を選択したとしても、それが実際に実施され

るかは体制側エリートの行動によるため、リーダーが望む通りに選挙不正が実施されない

場合も想定されるという事である。上述した想定を考慮に入れた上で、本報告では選挙不正

方法をめぐるリーダーと体制側エリートのそれぞれのインセンティブに着目する。そして、

リーダーがどのような場合にどのように選挙不正方法を選択し、体制側エリートはどのよ

うな場合にリーダーが選択した方法を実施する、ないしは実施しないと予想できるのか検

討する。以上の検討を通じて上述した二つの問いへの回答を試みる。 
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自由論題 D 

「公共政策の諸相と変化」 

 

司会 大澤貴美子（岡山大学） 

 

報告 早川 有紀（関西学院大学）「米国における食品安全政策とリスク管理―規制革新と持        

続性の観点から―」 

 

尹 海圓 （東京大学・院） 「1990 年代における韓国のイノベーション政策の政治的 

ダイナミズムの分析Valenceを訴える支持獲得戦略と産業政策の福祉政策化に着      

目して―」  

 

討論 秋吉 貴雄（中央大学） 上川 龍之進（大阪大学）  
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米国における食品安全政策とリスク管理 

―規制革新と持続性の観点から― 

 

早川 有紀（関西学院大学） 

 

1990 年代以降、地球温暖化、食品安全、化学物質、科学技術といった、特に環境や人間の

健康、安全性に悪影響を与えうるリスクに対して、事件や事故の発生を未然に防ぐための規

制が増加した。科学技術の発展に伴う問題の複雑化により、規制は弱まるのではなくより強

化される傾向にある。こうした規制では、生じる蓋然性の高い対象を規制するコマンドアン

ドコントロール型（command and control）の規制から、危険を未然に防ぐことをより重視し

た予防型（precautionary measure）の規制へと内容が大きく変化している。 

このようなタイプの規制は、一方で規制により生じる利益を得られる範囲が一般に幅広

く分散し、他方で規制により生じる製造、流通、販売に関わる事業者への負担は集中する。

このため、規制が導入あるいは強化されるハードルは高い。では、こうしたリスクに対応す

る予防型の規制は、どのようなタイミングで導入されるのか、さらには一度導入された規制

はどのように強化されるのであろうか。 

先行研究では二つのタイミングが示されている。一つは緊急時である。危機管理（crisis 

management）論では、大きな事件や事故が生じた場合に問題に対する社会全体の注目度

（salience）が高まり、これによりリスク管理が見直される。もう一つは平時である。リスク

分析（risk analysis）論では、「リスク分析」、「リスク管理」、「リスクコミュニケーション」

の各段階を経る過程で、政策決定にかかわる様々なアクター間の情報交換が行われ、リスク

管理が見直される。どちらかといえば、前者は規制の大幅な強化や急進的な見直し、後者は

規制の小幅な変更や漸進的な見直しと結び付けて考えることができる。 

しかし、これら二つの関係性については十分に分析されているとはいえない。社会的に注

目度が高い特定のタイミングで規定されたリスク管理のあり方と、それがその後運用され

る段階とを分けて、規制強化のタイミングやその要因を改めて検討する必要がある。 

本報告では、米国における食品安全政策を事例とする。アメリカの食品安全規制は 1990

年代以降、EU 各国の規制より遅れているとみる見方があるものの、1980 年代まではヨーロ

ッパ以上に厳しい規制をとっていたとされ、さらに 2000 年代以降も連邦や州レベルで新し

い規制が導入されたり、これまでの規制が見直されたりしている。このため、規制の革新的

な強化と漸進的な強化の関係を見るうえで適した事例である。本報告では、食品安全上のリ

スクに対する規制が強化されたタイミングやその過程と、その後の規制の展開を分析し、漸

進的な規制強化と革新的な規制強化の違いを検討することで、リスク管理と危機管理の関

係や規制政策の革新と継続性について分析を試みる。 
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1990 年代における韓国のイノベーション政策の政治的ダイナミズムの分析 

―Valence を訴える支持獲得戦略と産業政策の福祉政策化に着目して― 

 

尹 海圓 (東京大学大学院) 

 

本研究は、1990 年代の韓国のイノベーション政策における方針転換を比較政治学的観点

から分析する。具体的には、韓国政府がイノベーション政策の一環としてテクノパークへの

助成を行った際、なぜ助成件数の政策方針が揺らいだのかという問いを設定する。 

韓国の政策決定過程に関する先行研究は、政策資源の制約、担当官庁間の対立、地方自治

の強化、地域主義に基づく利益誘導、党派性による政策バイアスの可能性を示唆する。しか

し、これらのアプローチはいずれも、政府による方針転換の一部を説明するにとどまり、政

策決定過程で繰り返し現れる方針転換に一貫したロジックを与えるものではない。 

つまり、政策合理性の視点は、唯一の正解がないイノベーション政策のダイナミズムをそ

もそも十分にカバーできず、地域主義に基づく利益誘導や地方自治の強化の説明は、政策支

援の分散傾向にのみ着目している。官庁間の対立は、最終意思決定者である大統領が、なぜ

特定の官庁の立場を支持するのかが十分に考慮されておらず、党派性の説明は、同じ政権下

で起こった方針転換を説明できない。 

そこで、本稿では、次の仮説を提示する。韓国の経済分野では、政府と与党の支持獲得戦

略が、経済成長や生活安定など誰もが支持する合意争点（Valence issue）を中心に行われて

いるため、産業政策の具体的な内容には、政権側に裁量権が与えられている。この状況の下、

先端技術力の確保を合意争点として重視すれば、助成するテクノパークの数は減少する。一

方で、雇用保障を合意争点として重視すれば、その数は増加する。 

本研究は、政策の決定過程の追跡を行い、事例の検討にあたっては、当時の経済政策決定

に関する政治学研究、政策を担当した政府機関（通商産業部）の報告書、国会の会議録、新

聞記事を利用する。事例分析の結果は、以下のとおりである。 

テクノパークは当初、中小ベンチャー企業の育成による産業構造の高度化を目的に構想

されたため、少数の団地を集中的に支援する方法が検討されていた。しかし、その後、アジ

ア金融危機による大量失業問題が浮上すると、テクノパークは雇用保障の手段として位置

づけられ、助成の数は増加する。しかし、その後、失業率が再び安定し、国民の関心が政策

の効率性に移るにつれ、テクノパーク政策は再び産業構造の高度化政策として位置づけら

れ、助成対象とする地域の数は減少していった。 

本研究では、産業政策の雇用保障の側面と、合意争点をめぐる政府と与党の支持獲得戦略

に着目し、韓国の経済政策の決定過程について新たな視点を提供する。 
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共通論題「危機と国家」 

 

司会 稗田健志（大阪市立大学） 

 

報告 安中 進（早稲田大学）「政治体制と COVID-19」 

 

佐藤俊輔（國學院大學）「危機の時代における欧州統合と国家」 

 

武田宏子（名古屋大学）「再生産の危機と国家－現代日本から考える－」 

 

討論 加藤淳子（東京大学）  近藤康史（名古屋大学）  
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政治体制と COVID-19 

 

早稲田大学 安中 進 

 

 COVID-19 の発生以来、世界中で膨大な犠牲者が出ている。そうした中で、中国を代表と

する権威主義国家では、市民の自由を強力に制限することにより感染拡大に成功し、犠牲を

最小限に留めているという指摘がある。たしかに、中国から報告される死者数は、世界的な

水準から考えると極めて少なく推移している。その水準は、アメリカやヨーロッパ各国の民

主主義国家で報告される死者数よりも遥かに少ないといえる。しかしながら、民主主義国家

の中でも台湾やニュージーランド（ともに島国である点には留意が必要かもしれない）など

が優秀なパフォーマンスを示しており、その反対に、たとえば、ロシアでは甚大な被害が発

生しており、権威主義の大国の中でも著しい差異が存在している。 

 このような民主主義国家と権威主義国家内における大きなばらつきの存在もあるが、こ

うした問題に加えて考慮に入れるべきなのは、データの信頼性であるといえる。一般的に経

済データなどを中心に、民主主義国家のデータが権威主義国家よりも透明性が高いと指摘

されているからである。さらには、民主主義国家は、平均的に権威主義国家よりも豊かであ

り、それに関連して高齢化が進んでいる。COVID-19 が高齢者に著しく偏って犠牲者を多く

生んでいる点を考慮に入れると、こうした問題も当然のことながら無視できない。 

本報告では、以上のような観点から、政治体制と COVID-19 の関係を分析した先行研究の成

果をまとめ、現在の研究が向かっている方向を示す。具体的には、データの透明性を考慮に

入れたクロスナショナルな計量分析の結果を報告し、こうした研究に基づいた権威主義各

国の事例を紹介する。ここでは、ロシア、タンザニア、コンゴ民主共和国、シリアなどが対

象となる。さらに、データの問題に対処する 1 つの方法として提起されている超過死亡（例

年の同期間の死亡者との比較）を用いた研究も紹介し、民主主義国家と権威主義国家の優劣

を検証する。 

こうした研究の結論は、クロスナショナルな計量分析で言えば、データの透明性を考慮す

ると、より透明なデータを公表する傾向にある（より多くの死者数が報告される傾向にある）

民主主義国家が必ずしも権威主義国家と比較して統計的に有意に不利にあるとはいえない。

ロシアなど権威主義国家の多くで、データの性質に著しい問題があり、死者数が大幅に過少

報告されている疑いがある。さらには、超過死亡に基づいた分析では、民主主義国家の方が

権威主義国家よりも、死者数を減らしている可能性すら示唆されており、総合的に考えて、

民主主義国家が劣位にあるとは言えないというものである。 

こうした研究の結論から導き出される含意は、民主主義国家の劣位が喧伝される中にあ

って、民主主義国家がなすべきは、民主主義を放棄し権威主義に傾くのではなく、より民主

主義を鍛え上げ、常に質の高い民主主義の実現を目指すべきであるということであろう。 
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危機の時代における欧州統合と国家 

 

佐藤 俊輔（國學院大學） 

 

 2000 年代半ば以降、欧州連合（EU）は憲法条約の失敗、ユーロ危機、ロシアによるクリ

ミア併合、難民危機、英国の EU 離脱、そして近時の COVID-19 に起因する危機と、互いに

連続し、かつ相互に重なり合い、影響を与え合うような複合的な危機に直面してきた。そし

てこの複合的な危機の進展は、欧州統合研究においてこれらの危機と欧州統合、そして国家

との関係をどのように捉えるのかという強い問題意識を生み出し、これに対する新たな理

論的試みも多く現れている。 

 危機が欧州統合へ及ぼした影響として、幾つかの点が指摘できる。まず第 1 に、危機は欧

州統合の停滞や、統合を通じた問題解決の機能不全を生じさせ、EU の正統性の課題を一層

深刻なものとした。そのことは、2010 年代にユーロ危機の中で生じた EU 市民の EU への信

頼の低下や欧州懐疑主義の拡大、また広く欧州統合の政治化が生じたことに示されている。  

第 2 に、これらの危機は EU と国家との関係について再考の必要性を生み出した。例え

ば、2000 年代半ばの憲法条約の失敗は、少なくとも近い将来において、EU がしばしば欧州

合衆国と言われるような国家性を帯びた政治体とはならないであろうとの認識をもたらし

たが、そのことは統合の終着点を曖昧にしたとともに、統合の進展によって国家の役割が縮

小していくという単線的な理解の在り方にも疑問を付した。また、その後のユーロ危機等を

通しては、危機へ対応するプロセスにおいて各国首脳による欧州理事会がしばしば重要な

役割を果たしたことから、危機時に国家が果たす役割の重要性が認識されるようになって

いる。そして、こうした認識の変化は、2017 年に欧州委員会が「欧州の将来に関する白書」

を公表したことにも示されるように、欧州統合の将来像、そしてそこにおける国家と EU と

の関係について改めてオープンな再考の必要性を生じさせたと言える。 

第 3 に、しかしながらこれらの危機の経験は、欧州統合と国家、危機との連関についても

うひとつの問題を提起した。それは危機にもかかわらずの統合の進展という現象の存在で

ある。連続する危機は確かに EU の持っていた課題を深刻化し、統合における困難を生じさ

せたと言えるが、他方でユーロ危機や難民危機に関する実証研究はこれらの危機を通した

一定の統合進展についても指摘してきた。このことは、相次ぐ危機の中で EU の政治化や欧

州懐疑主義の拡大が生じてきたことを考えたとき、一層説明の必要を増すであろうし、上述

のような危機における国家の重要性の回帰と、危機にもかかわらずの欧州統合の進展をど

のように整合的に理解することができるかという問題をもたらした。そしてこれらのこと

が、欧州統合研究・EU 研究において既存の国際統合理論の見直しや、新たな理論的視野の

模索を強く促す要因になったと言える。 

本報告は、以上の問題意識を出発点とし、危機の時代における欧州統合、特に EU へ焦点

を当てながら、危機による EU と国家の関係変化について考察を加えることとする。危機が

国家の前景化と、EU の制度的発展の双方をもたらすとすれば、国家と EU の相互関係につ

いて、より繊細な理解が必要となるであろうし、国家の回帰は単線的に統合の後退をもたら

すとも言えない。このとき、国家の境界がどのような形をとり、また国家間の連帯はどのよ

うに可能なのか。本報告ではこれらの点につき一定の分析を試みる。 
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再生産の危機と国家 

−現代日本から考える− 

 

武田宏子 （名古屋大学） 

 

 「再生産」に着目するフェミニズムの議論は、個人が一定の規律・教育を受け、社会と資

本主義経済システムの構成員となり、これにより社会と経済システムの持続性が担保され

る過程を「社会的再生産」（social reproduction）と呼んできた。「社会的再生産」に着目する

ことで、ジェンダーに根ざした権力関係が近現代の資本主義経済システムと社会関係にお

いて構造・規範として維持されてきたメカニズムと、それを正当化してきたロジックを理解

することが可能となる。他方で、近代の政治システムにおいては、「社会」が実態としては

「国民国家」ごとに構成され、「国民国家」の「国力」を拡大し、国家間の競争で優位性を

確保することを目的として再生産がつつがなく行われることが必要とされた。すなわち、

「再生産」は国際秩序における国家のポジションを左右するものであり、したがって、すぐ

れて政治的な課題である。このため、本報告では、「社会的再生産」ではなく、「社会―政治

的再生産」という用語を使い、国家が政治課題としての「再生産」をどのように扱ってきた

のか、そうした国家の営為は人びとの生と生活にどのような影響を与えたのか、そこで展開

している「政治」とはどういったものであるのか検討していく。 

 この時、考察のための理論的基盤となるのが「統治性」の議論である。フーコーの講義に

由来する「統治性」の議論は、資本主義経済システムの維持・発展を目的として、個々人が

国家と国民経済の発展に貢献する人的資本として育成されることが確保されるように、近

現代国家の統治システムが構築・運営されてきた過程を理解する上で有用な視点を提供す

る。また、統治性の議論の発展は、新自由主義の影響力が拡大し、資本主義経済システムの

性質が転換したことによって、国家による統治の仕方それ自体が変化したことを理解する

上でも、大きな役割を果たした。他方で、これまでの「統治性」の議論では、資本主義経済

システムの構成員であり、国民国家の「国民」がジェンダー化された存在であることが十分

に認識されておらず、加えて、近年、アシーリ・ムメンビなどが「死政治」（necropolitics）

という用語を使うことで強調した「統治性」が本来的にはらむ死へのドライブは等閑視され

ており、したがって、「統治性」の議論は「再生産」されない人びとの存在をも考慮に入れ

再構築される必要がある。 

 こうした問題を考えていく上で、1990 年代以降、「社会―政治的再生産」の危機が国家に

よって明示的に認識され、一定の政策的措置が取られてきたにもかかわらず、依然として出

生率が停滞する状況が続いている日本の経験は興味深い事例を提供する。本報告は、統治性

とフィミニストによる「再生産」の議論を参照しつつ、日本の国家が「社会―政治的再生産」

の危機にどのように対応し、取り組んできたのか具体的に検討することで、国家の組織形態

や国家―社会関係をめぐる考察を展開し、同時に「統治性」に関する理論的な刷新を目指す。 

 


