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    本プロジェクトは、 １．大きくグローバリゼーションにともなう社会経済や環境変容の把握と、 
それにともなう政策課題の同定、２．そうした新しい課題に対する政策開発と、それを決定・実行 
する政治行政のモデル構築という２つの部分から構成される。 
１に関しては、グローバリゼーションにともなう市場化とリスク増加という２つの要因に注目し、 
それがコミュニティ、経済生活、環境・生態系にどのような負荷をもたらしたかを検証する。そし 
て、国家という旧来のアクターが、このような変化に対して一次的にどのような政策対応を取った 
か、その限界がどこにあったかを分析する。また、民主主義や市民社会のグローバリゼーションと 
いう側面にも注目し、情報流通の拡大、民主主義に関する国境を越えた制度の標準化が各国の政治 
にどのようなインパクトを与えたかを検証する。 
２に関しては、雇用、地域経済、環境、社会保障（医療、年金）などの分野において、政治学と 
それぞれの専門科学との協力により、グローバリゼーションの衝撃を受け止めた上で、人間の自立 
や生命・生態系の維持という価値を実現するための新たな政策を開発することを目指す。そして、 
そうした政策を決定、実行するための新たな自己統治（ガバナンス）モデルの構築を試みる。 

 



学術創成中間－2 

⑦これまでの研究経過 
Ⅰ 本研究は、学術創成研究費の趣旨の３つの観点のうち、どの観点に主眼を置いて研究を行っているかについてお書きください。 
 

本プロジェクトは、国際的に対応を強く要請される研究という側面を重視している。2003年から 

イギリス、カナダ、アメリカ、アフリカ、ラテンアメリカなど世界各国の大学のグローバリゼーション 

研究センターが立ち上げたネットワークにも日本から唯一参加している。このネットワークを通して、

国際比較の一層の深化と、日本の政策やガバナンスのモデルを世界に対して発信することを目指して 

いる。 

Ⅱ 研究の進捗状況について、必要に応じて図表等を用いながら、研究組織内の連携状況を含め、具体的に記入してください。 
研究分野ごとに、今までの成果を説明する。 
１ 福祉国家の変容   
グローバリゼーションの圧力のもとで、一国単位で形成された福祉国家がどのように変容し、新た 
な環境のもとで適応を図っているかを政策、政治構造、理念の各側面から検討した。 
①年金改革の国際比較 
  宮本太郎、新川を中心に、2003年 2月に年金改革に関する国際会議を開催し、高齢化と経済構造変 
化の中で西欧、カナダ、日本の年金改革がどのように進みつつあるかを比較検討した。 
②福祉国家改革とソーシャル・ガバナンス概念の提起 
  山口、宮本、新川を中心に、早稲田大学、フリードリヒ・エーベルト財団の協力を得て、2003年 

10月に上記のテーマに関して東京と札幌で国際会議を開催した。その中で、西北欧の社会民主主義 
政党が構築してきた福祉国家政策がグローバリゼーションの圧力をどう乗り越えようとしているかを 
検討した。さらに、市民参加による福祉国家の新たなガバナンスの理念をソーシャル・ガバナンスと 
規定し、福祉国家改革を通してこの理念を実現する可能性について考えた。 
２ グローバル・ガバナンスの主体としての国連 

  中村、遠藤、半沢を中心に、国際機関におけるガバナンスの重要な事例として、国連による秩序 
維持機能を再考するために、緒方貞子（元国連難民高等弁務官）、マラク・グールディング（元国連 
事務次長：ＰＫＯ担当）他多数の研究者を招いて、2003年 12月に国際会議を開催した。その中で 
20 世紀後半の世界における国連による秩序維持、紛争解決の過程と成果を歴史的・政治学的に分析した。 
３ 帝国とデモクラシー 

  山口、中村、遠藤を中心に、グローバリゼーションと密接に関連したアメリカの覇権の今後の展開 
について考察するために、2003年 11月、2004年 2月に国際会議を開催した。アメリカの一極主義的 
な行動の限界と、民主主義国の連携・協調によるマルチラテラルな世界秩序の可能性について検討した。

４ ローカルガバナンスと政策イノベーション 
  新たな政策課題に対するローカルな取り組みに関して、次のような分担で調査を進めた。 
①行財政システムのイノベーション 
  宮脇、山崎、魚住を中心に、行財政改革や地方分権に関する日欧比較、ＮＰＭ（新公共管理）の射 
程に関する検討を行った。その中で、公共政策の供給システムの多元化に関する新たなモデルを構築 
しつつある。 
②環境ガバナンスの構築 
  小野、宮本融を中心に温暖化防止の政策モデルの検討、地域レベルの環境紛争における住民参加に 
よる解決事例の検証を進めた。 
③コミュニティと市民参加 
  山口、尾崎を中心に、自治体改革と住民参加に関するフィールドワーク、住民の政治意識や政策選 
好に関する調査を行った。 

Ⅲ その他 

 
統治システムや政策スタイルの比較研究に必要な基礎的な資料を整備するために、行政文書アーカ 
イブの構築を進めている。とくに、日本と東アジア諸国の行政スタイルを比較するために韓国、台湾 
における行政文書の管理担当部局との連携を深め、行政資料の利用に関する国際的ネットワークを構 
築しつつある。 
 



学術創成中間－3 

⑧特記事項 
これまでの研究において得られた、独創性・新規性を格段に発展させる結果あるいは可能性、新たな知見、学問的・学術的なイン 

パクト等特記すべき事項があれば記入するとともに、推薦者の期待がどの程度達成されつつあるかについて記入してください。 
   
本プロジェクトの成果、特長は次の諸点である。 
１ ガバナンス叢書の刊行 

  ⑦で紹介した国際会議等の成果をもとに、ガバナンス叢書（全 5巻）をミネルヴァ書房から刊行 
することになった。全体の構成は下記のとおりである。 
第 1巻 年金改革の政治学 
第 2巻 ソーシャル・ガバナンスの展開 
第 3巻 グローバル・ガバナンスと国連 
第 4巻 環境ガバナンスのシステム構築 
第 5巻 ガバナンス概念の新展開 
１、２巻は、⑦－Ⅱ１で述べた福祉国家改革に関する会議の報告をもとに構成される。市場化や小 

さな政府モデルの蔓延という意味でのグローバリゼーションに抗して、雇用や自己実現などの人間的 
価値を守るための政策がどのようなものであり、それを実現するための政治戦略がどのようなもので 
あるべきかを考察する。第１巻『年金改革の比較政治：経路依存性と避難回避』はまもなく刊行され 
る予定である。 
  ３巻は、⑦－Ⅱ２で述べた国連に関する会議の報告をもとに構成される。安全保障や紛争解決に関 
する国連の経験を分析することを通して、21世紀のグローバル・ガバナンスの主体としての国連の可 
能性について展望を示す。 
  ４巻は、地球環境問題を解決するための鍵としての環境ガバナンス概念を規定し、グローバルな 
政策枠組みからローカルな行動アジェンダにいたるまで、多層なレベルにおける政策の形成と実行の 
ための理論モデルを構築する。 
  ５巻は、政治学の基本概念としてのガバナンス概念の深化を図り、ガバナンス論のスタンダードを 
確立することを目指す。 
この叢書は、ガバナンスに関する理論的検討と個別政策分野における具体的なガバナンス研究の 
両面を集大成するものとなることが期待される。 

 
２ ソーシャル・ガバナンス研究における国際的ネットワークの形成 

  西ヨーロッパにおいても、比較政治学の中でガバナンス概念を適用した福祉国家改革に向けた議論 
が盛んに行われ、これが市民社会論、民主主義論などと結びついて展開している。本プロジェクトは、

2003年の２回にわたる国際会議を通して、この分野において日本を代表する研究者集団として、ヨー 
ロッパの対応する研究者やシンクタンクとのネットワークを構築した。年金改革、ソーシャル・ガバ 
ナンスの国際会議は、外国の研究者によって高く評価されている。今後は、北米の研究者にもネット 
ワークを広げ、これを生かして、民主主義国に共通する課題に関する国際的共同作業が継続していく 
ことが期待されている。この点で、「国際的に対応を強く要請される研究」という推薦者の期待に十分 
応えている。 

 
３ グローバルな課題に対する学際研究 

  地球環境問題という新たな課題に対して、地域、国家、国際組織など様々なレベルで発生しつつあ 
る環境ガバナンスの事例を収集し、政治学、経済学、環境科学を結びつけた学際的な分析を試みている。

また、アカデミズムのみならず、公開シンポジウムを通して、行政、市民活動など実際に政策形成に 
携わる諸アクターとの連携を作り出し、政策内容や合意形成プロセスの研究に関して新たな地平を 
切り開いている。 
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⑨研究成果の発表状況 
この研究費による成果の発表に限り、学術誌等に発表した論文（発表予定のものを記入することも可能。）の全著者名、論文名、 

学協会誌名、巻（号）、最初と最後のページ､発表年（西暦）、及び国際会議、学会等における発表状況について記入してください。 
 
【山口二郎・山崎幹根・遠藤乾編『グローバル化時代の地方ガバナンス』（岩波書店），2003所収】 
１．遠藤 乾 「グローバル化時代の地方ガバナンス」 pp. 1- 10 
２．山口二郎 「地方政府にとってのグローバリゼーション」 pp. 11- 32 
３．宮脇 淳 「地方行財政のグローバル化と政策形成」 pp. 65- 84 
４．山崎幹根 「北海道における国際化・グローバル化と地方政府改革」 pp. 207- 234 
５．遠藤 乾 「日本における補完性原理の可能性」 pp. 51-274 
【高木郁朗・住沢博紀・T.マイヤー編著『グローバル化と政治のイノベーション』（ミネルヴァ書房），2003所収】 
６．新川敏光 「日本における福祉国家の新しい政治」 pp. 214- 231 
７．宮本太郎 「福祉国家再編の異なったベクトルと日本」 pp. 232- 239 
８．山口二郎 「日本型社民主義の可能性」 pp. 294- 306 
【山口二郎・石川真澄編 『日本社会党－戦後革新の思想と行動』(日本経済評論社)， 2003 所収】 
９．新川敏光 「政党－労組関係の変容と日本社会党の転落」 pp. 75- 94 
10．山口二郎 「党改革の政治学」 pp. 117- 140 
【岩波書店 『思想』945号「帝国・戦争・平和」，2003 所収】 
11．中村研一 「帝国主義政治理論の誕生－ホブスンの戦争批判と自由主義批判」 pp. 27-46 
12．遠藤乾 「ポスト主権の政治思想―ヨーロッパ連合における補完性原理の可能性－」 pp. 207-228 
【宮本太郎編 『講座・福祉国家のゆくえ１ 福祉国家再編の政治』（ミネルヴァ書房）， 2002所収】 
13. 宮本太郎 「グローバル化と福祉国家の政治 」 pp. 1-35  
14. 新川敏光 「福祉国家の世紀と階級政治」 pp. 39-77 

 
15. YAMAGUCHI, Jiro “Political Reform in Japan ” Japan Review Autumn 2002，2002   
16. 宮本太郎 「就労、福祉、ワークフェア」 塩野谷祐一・鈴木興太郎・後藤玲子編 『福祉の公共哲学』（東京大学 
出版会）， pp. 215－233，2004 

17. MIYAMOTO, Taro “The Dynamics of the Japanese Welfare State in Comparative Perspective”  Japanese
Journal of Social Security Policy Vol.2, No.2, pp.12-24,  2003 

18. MIYAMOTO, Taro＆ S. P. Osborne, K. Mclaughlin, “Managing the Japanese Voluntary and Non-Profit Sector,
OSBORNE, S. P. (ed),  The Volun ary and Non-Profit Sec or in Japan: The Challenge of Change, Routledge,
pp.221－231，2003 
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19. 新川敏光・Ｇ．ボノーリ編 『年金改革の比較政治：経路依存性と避難回避』（ミネルヴァ書房），近刊 
20. 新川敏光 「グローバル化の中の福祉国家」，『季刊 家計経済研究』 59号 pp. 12-20，2003 
21. 中村研一 「ポスト軍事主権の平和構想――E・H・カー安全保障論の再検討」，日本平和学会編『グローバル時代の
平和学 第２巻 戦争廃絶への道』（法律文化社），pp. 244-269,  近刊  

22. 宮脇淳「公共経営論」，ＰＨＰ研究所，全232ページ，2003 

23. 宮脇淳「政策意思決定論」，ＰＨＰ研究所，全240ページ程度，2004夏発行予定 

24. 尾崎一郎「現代の社会変動とコミュニティ論」，『都市問題研究』2002年７月号 ，pp.74-88,  2002 
25. 遠藤乾「思想としてのヨーロッパ統合―あるいは『方法論的ナショナリズム』への懐疑―」，創文 439号， pp. 1- 5,

2002 
26. 遠藤乾 「ポスト・ナショナリズムにおける正統化の諸問題―ヨーロッパ連合を事例として」，日本政治学会編『年

報政治学 2001：三つのデモクラシー―自由民主主義・社会民主主義・キリスト教民主主義―』岩波書店，  pp. 123-142,
  2002 
27. ENDO, Ken “The Security Foundations of Economic Integration: A Comparison between East Asia and Western

Europe” Christopher Dent & David Huang, eds.，Northeast Asian Regionalism: Lea ning from the European
Experience, Routledge Curzon,  pp.226-242,  2002 

28. 山崎幹根 「大規模開発事業の推進過程における行政計画の役割－苫東開発を事例として－」，『会計検査研究』

 第28号，pp.33-49，2003 
29. 山崎幹根 “The Transformation of Governing Style in Scotland”, 『北大法学論集』第55号第5巻, 2004（発表予定） 
30. 濱田康行「日本の危機と協同組合の役割」,『信用組合 第49巻7号』(（財）日本信用組合中央協会）pp. 4-15, 2002 
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