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慶應義塾長

安西

祐一郎

市民社会におけるガバナンス
このたび、2008年度グローバルCOEプログラム（社会科学分野）に
採択された「市民社会におけるガバナンスの教育研究拠点」は、前身
となる21世紀COEプログラム「多文化多世代交差世界の政治社会秩序
形成」で築いた教育研究の実施体制を受け継ぎ、これまでの教育研究
成果を基に新たな課題を発見し、その課題を研究していく事業です。
萩原能久拠点リーダーをはじめとする事業推進担当者、事務局の方々、
当プログラムに関わるすべての皆様の献身的な活躍に深く感謝したい
と思います。
本拠点では、政治学の観点から、多種多様なレベルで市民と政策立
案者が相互の知見を生かしつつ諸問題に協働的に取り組むことのでき
るガバナンス、
「自分たちで自分たちのことを決める」という自己統治
の実感の持てる社会を追究し、その学問分野を将来にわたって世界最
先端のレベルで研究を進めることのできる若手研究者を育成していく
ことを使命としております。
本拠点がグローバルCOEに採択され新たにスタートする今年2008年
は、慶應義塾は創立以来150年を迎えた節目の年にあたります。この150
年にわたる慶應義塾の歴史は、日本の近代化の歴史と重なります。明治
から慶應義塾創立者の福澤諭吉とその門下生が社会のあらゆる領域にお
いてさまざまに活躍したことに見られるように、日本の近代は政治指導
者だけでなく市民によって作られてきました。明治初期にsocietyという
英語を苦心して「人間交際」と訳したのは福澤諭吉であり、そこには自
由な市民が自分たちの活動と言論によって自律した社会を作り上げてい
くのだという市民社会の理想への想いが込められています。したがって
150年にわたる歴史を持つ私学としての慶應義塾こそが市民社会の活性
化という課題を、実践面においても、学問においても、そしてそうした
人材を育む場としてもふさわしいのではないかと考えています。
気鋭の研究者の力を結集して、世界的にも形成途上の概念である「ガ
バナンス」を核とした学問分野の体系化、人材の育成に励む場となる
本拠点は、慶應義塾の誇りとするものです。皆様のご指導ご支援を賜
りたく、よろしくお願い申し上げます。
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Professor Yuichiro Anzai
President of Keio University

The 2008 Global COE, Designing Governance
for Civil Society, builds and develops on the
research undertaken by the 21 COE, Designing
towards the Ordering of Political Society in a Multicultural and Pluri-generational World. On behalf
of Keio University, I would like to thank Professor
Yoshihisa Hagiwara, the Project Leader, and all the
researchers and staff involved in the program.
The Center of Governance for Civil Society
(CGCS) pursues a form of governance in which both
policymakers and citizens co-operate at various
levels and, most importantly, in which citizens can
enjoy a feeling of self-governance. The CGCS is
also committed to educating and nurturing young
researchers who will become leaders in their
respective fields.
The year 2008 marks not only the start of
the CGCS but also the 150th anniversary of Keio
University. The University’s history overlaps
with that of Japan’s modernization. As we can
see from how Yukichi Fukuzawa, the founder of
the University, and his followers contributed to
the development of Japanese society in various
areas, Japan’s modernization can be attributed
not only to the actions of its political leaders, but
also to the efforts of its citizens. It is noteworthy
that society, for Fukuzawa, who translated and
introduced the concept to Japan, signified an
autonomous community in which citizens actively
participated in its development. In my view, Keio
University’s unique history as Japan’s oldest modern
comprehensive institution of higher learning
makes it an appropriate place for scholars to think
about issues concerning civil society and public
participation.
The University is proud to support the CGCS
and we look forward to its research and discoveries.

各研究科委員長よりのご挨拶
市民社会ガバナンス
教育研究センター発足に寄せて
法学研究科を中心とするグローバルCOE
「市民社会ガバナンス教育研究センター」が
スタートした。これは本研究科を中心に取
り組んだ21世紀COE「多文化多世代交差世
界の政治社会秩序形成」に続くもので、そ
の成果をもとに、新たに若手研究者育成を
法学研究科委員長

国分

良成

主眼とする大学院教育に軸足を移して発展
的に展開されることになる。従来の政治学
では国家や政府のガバナンス分析に主たる

力点が置かれてきたが、本GCOEではより活力のある主体的な市民社
会ガバナンスの形成へ向けた研究に重点が置かれることになる。萩原
能久センター長をリーダーとする野心的な本GCOEに対して、法学研

Professor Ryosei Kokubun

Chair of the Graduate School of Law
The Center of Governance for Civil Society
(CGCS), organized around the Graduate School of
Law, has been set up and is now underway. The
CGCS reaps the fruits of the research conducted
by the 21COE-CCC (Designing towards the
Ordering of Political Society in a Multi-cultural
and Pluri-generational World), which was
likewise organized around the Graduate School
of Law. While developing upon the existing
research, the CGCS will also broaden its aims
to include an educative vision of nurturing
internationally active young researchers. Whereas
conventional political science has focused
primarily on the analysis of the governance of the
state or the government, the CGCS asks how we
can design more active civil societies by focusing
on the role of the public. The Graduate School
of Law will fully support this ambitious project
which the CGCS, under the leadership of Prof.
Yoshihisa Hagiwara, will undertake.

究科としても最大限の協力を行うつもりである。

市民社会ガバナンス
教育研究センターへの期待
「 政 府 な き 統 治（Governance without
Government）のことを、
「体制（Regime）
」と
呼ぶ。宗教戦争から市民革命へ、さらには、
階級闘争から帝国主義戦争にいたる歴史の
中で、支配と服従を巡る熾烈な争いによっ
て生じた、統治の融解と政治の状況化に対
社会学研究科委員長

杉浦

章介

応してきたのは、体制化と言う名の重層的
力の均衡の模索であった。ウェストファリ
アからウィーンへ、そしてヴェルサイユへ

と体制化の試みは展開してきた。
しかし、これまでの体制化におけるキープレーヤーは常に国家であっ
たが、今日、我々が直面する現実は、一方における、国家そのものの
変質や、その役割の縮減であり、他方における、国家の枠組を超える
企業活動や市民運動の拡大である。グローバリズムが経済的繁栄と貧
困を同時に拡大するとともに、ネット化した世界は、瞬時にして流動
化し状況化する危険を孕んでいる。本センターが、市民を主体とする
新たな体制化の可能性を模索し、その実現へ向けた提言を行うことの
意義は大きく、その成果が期待される。

Professor Noriyuki Sugiura

Chair of the Graduate School of Human
Relations
The political realm of “governance without
government” is called “regime”. The attempts
at establishing regimes, being based upon a
multi-layered balance of power, often came in
response to the collapse of supremacy and the
liquidation of political situation. Such absence of
governance was brought about by the fierce and
seemingly endless battles over the hegemony,
during, for instance, the religious wars, the
popular revolutions, the class struggles, and the
imperialist wars. Historically, from Westphalia,
and Vienna, through Versailles, there have been
numerous attempts at establishing regimes.
It is important to realize that the central
figures involved in the establishment of regimes
have hitherto always been the states. Rapidly
changing realities we face today, however, reveal
the transformation of the nature of state sovereignty
and its diminishing roles, on the one hand, and the
burgeoning power of transnational corporations
and cross-border civil movements, on the other.
As we witness, globalism will certainly intensify
the tension between the prosperous and the poor,
and, as a result, in the wired society like ours, we
find ourselves more vulnerable and must cope with
the acute danger of instantaneous meltdown and
liquidation of conventional structure of governance.
The significance of the CGCS (Center of
Governance for Civil Society) is immense, where
its programs are to explore the possibilities of
establishing a new kind of regime centering on
the people, rather than the state, and to make a
series of proposals leading toward the realization
of such a regime. The fruits of the research are to
be greatly anticipated.
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グローバル COE プログラム

「市民社会におけるガバナンス の教育研究拠点」拠点形成スタートにあたり

小 林 良 彰 教 授の強 力なリ ー ダ ー シ ッ プ

をもっているという発見がありました。

の も と で 展 開 さ れ た 21世 紀COEプ ロ グ ラ

Celebrating the Launch of the
Global COE program

ム「多文化多世代交差世界の政治社会秩序

Project Leader: Yoshihisa Hagiwara

も、地方自治などのローカルなレベルからナショナルなレベル、さら

形成」は研究・教育の両面で大きな足跡を
残 す も の で し た 。 合 計44巻 か ら な る 叢 書
21COE-CCCの刊行に結実したさまざまな個
別研究、そしてその中核となった世界15カ
国での21回にわたる政治意識パネル調査に
拠点リーダー

萩原

能久

もとづいた比較政治学研究が与えた学問的
インパクトは各方面から高い評価を獲得し
ています。教育面でも途中からKIPS（Keio

Initiative for Political Science）のプログラムと平行するかたちで強
化された大学院教育の充実化が実を結びつつあります。院生たちの
手による論文の数や国際会議での報告数は、ここ数年はっきりと数
字に出るかたちで増加しているからです。
本拠点構想のもとに設立された「市民社会ガバナンス教育研究セン
ター（Center of Governance for Civil Society略称CGCS）」ではこの
成功裡に終了した21世紀COEのプロジェクトを継承するとともに、
そこでの研究を通して得ることができた興味深い知見をさらに一層
掘り下げ、徹底的に追求するつもりです。
21世紀COEでの研究は市民の側の政治意識形成の多層性とその変
化に焦点をあて、その政治参加と政治統合のあり様を探るものでし
た。それに対して今回のグローバルCOEプログラムでは、もうひと
つの研究ベクトルとして、政策エリートの側の意識と行動の分析も
行います。その際に、私たちは次の二つの点に留意するつもりです。
まず、従来のガバナンス理論やラディカル・デモクラシー論では、
伝統的な「統治」の理念や「上からの民主化」に反発するかたちで、
「統
治なきガバナンスgovernance without government」であるとか「草
の根デモクラシー grassroots democracy」といった、政府や統治エ
リートを敵視する傾向が見られがちです。その結果、市民意識の研
究と統治エリート分析は切り離された形で独立して展開されがちで
した。これに対して、私たちは市民・エリート間の相互補完関係と
いう視点を強く意識して研究をすすめていくつもりです。統治エリー
トだけ、市民だけでは暮らしやすい政治社会を形成していくことな
どできないでしょう。しかし、第二番目として、その際に見逃して
はならないのは、人間のアイデンティティがさまざまな要因によっ
て重層的に形成されているという点です。社会学的な人間と社会の
関係の分析と考察を欠いたままであっては、政治学的分析は単なる
制度論と変わるところがなくなってしまうでしょう。そして重層的
であるのは、個人のアイデンティティだけではありません。21世紀
COEで得られた知 見のひとつに、 国 際 社 会における「多 文 化 世 界」
や「共同体」意識、たとえばＥＵや東アジア共同体への帰属意識の形
成、トランスナショナルなアイデンティティの形成も、それよりも
下位にあるナショナル・レベル、ローカル・レベル、あるいは家族
や個人の属性といったレベルでの問題と重層的に影響し合った構造
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The Center of Governance for Civil Society
(CGCS) builds and develops upon the legacy
of the 21 COE program (Designing towards the
Ordering of Political Society in a Multi-cultural
and Pluri-generational World), which was led
by Prof. Yoshiaki Kobayashi, and delves further
into its insights.
The research of the 21 COE focused mainly
on identifying the multi-layered characteristic
of the shaping of the citizens’political attitude
and also how their attitude changed. Here, at
the CGCS, we will add another dimension to this
research agenda, namely, analyzing the thought
and behavior of the policymaking elites. In doing
so, we will be bearing in mind the following
two points. First, that the existing theories
on governance and radical democracy, being
reactions to traditional concepts of ruling and
top-down democratization, tend to marginalize
the role of the ruling elites, as we can see from
slogans such as ‘governance without government’
and ‘grassroots democracy’. As a result, citizen
attitude analyses and elite analyses tended to be
studied separately from each other. By contrast,
we will focus on the mutually complementary
relationship between the citizens and the
elites. We believe that it is not possible to
have a good political society without citizens
and elites co-operating. Secondly, however, it
is important to register that people’s identities
are shaped by various factors, and that they
are multi-layered. Thus, we believe that unless
we include a sociological perspective to the
analysis of the relation between people and
society, our research will not be distinguishable
from institutional theories. It should also be
noted that individual identities are not the only
things that are multi-layered. As the research
of the 21 COE has shown, there is a multilayered relationship between the shaping of
multicultural worlds, communal identities, or
in other words, transnational identities – for
example, the EU and East Asian Community –
and issues concerning citizens’ attitude on lower
levels, that is, the national level, local level, or
even the familial or individual attributive level.
While applying the insights of a sociological
perspective, we will endeavor to uncover the
‘multi-layered structure of governance’ at the
local, municipal level, the national level, and
indeed, the international level. In addition to
this, we aim to examine the theoretical aspects
of governance and also expand the current
Governance Data Archive.
Another important aim of the CGCS is that
of reforming postgraduate education. Here, we
believe that one of Keio University’s mottos
‘hangaku-hankyo’ (mutual education) may be
useful. That is, the form of education in which
students and teachers alike teach and learn
from each other by exchanging their ideas. We
believe that this is the most appropriate form
of postgraduate education to help research
students grow as independent scholars.
Ultimately, the CGCS strives to contribute
to the study of politics by offering a novel

そこでこうした観点から、本拠点では社会学的な知見を活用しつつ
には国民国家間での「重層的ガバナンス構造」の解明をめざして研究を

analytical framework of democracy centering
on the concept of governance, and also,
become a leading education and research
institution of political science that
nurtures many internationally active young
researchers.

進めていこうと考えています。それにあわせて理論構築やデータ・アー
カイヴの拡充を図っていくのも本拠点の重要な使命です。
大学院教育面での刷新を図っていくことも本拠点の重要任務のひと
つですが、その際に私たちは慶應義塾の「半学半教」という精神に立ち
返りたいと考えています。たまたま先に学んだ者が、後から学ぼうと
する者を、みずから学びつつ教える、いや相互に教え合い学びあうと
いう精神のもとで、実際にお互いに議論しあいながら研究活動を着実
に遂行していくことこそが独立した研究者を育て上げていく最良の大
学院教育のあり方だと考えているからです。
最終的には本拠点が目指すのはガバナンスを軸とする新たな民主主
義分析の枠組みを提供することで政治学そのものを刷新しつつ、多く
の有能な若手研究者を輩出する世界有数の政治学の教育研究拠点とな
ることです。皆様方のご協力を心よりお願い申し上げます。

2008 年 度 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム 開 催 の ご 案 内
慶應義塾大学グローバルCOEプログラム「市民社会におけ
るガバナンスの教育研究拠点」では、研究教育活動を世界に
発信する柱の一つとして、年度あたり1回の国際シンポジウ
ムの開催を予定しております。
本年度は、2009年2月10日・11日（火・水）の二日間の日程
で、慶應義塾大学三田キャンパスにて実施いたします。当拠点
の研究者のみならず、国内･海外の研究協力者をゲストスピー
カーに招いて最新の研究成果を提示し、今後の研究教育活動に
つなげてゆきたいと考えております。ぜひとも皆様のご参加
を賜りますよう心からお願い申し上げます。プログラムの詳
細は後日決定次第、当拠点ホームページ上に掲載いたします。

ホームページご案内
当拠点のホームページができました

2007年度に開催された国際シンポジウム
（前COEプログラム）
の様子

外国語雑誌 JPSS について
当 拠 点 で は、 前 身 の 21 世 紀 COE プ ロ グ ラ

http://www.cgcs.keio.ac.jp/

ムが発行しておりました外国語雑誌「Journal of

各種シンポジウムやカンファレンスの開催のご案

Political Science and Sociology」の活動を継承し、

内、募集事項、その他の重要なお知らせはこちら

年二回の刊行を行います。英語（それ以外の外国語

でご案内しております。ご活用ください。ニュー

も可）による投稿も歓迎します。詳細は投稿規程

ズレターのバックナンバーも掲載しております。

をご覧ください。
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「 市 民 社 会 に お け る ガ バ ナ ン ス の 教 育 研 究 拠 点 」紹 介
「市民社会におけるガバナンスの教育研究拠点」は三
つの教育研究ユニットとデータ・アーカイヴからな
る３＋１の構成をとる。三つの教育研究ユニットは
いわば「三本の矢」であり、ユニット相互間での連
携を恒常的に図りつつ教育・研究を推進していく。

政策形成分析ユニット

The CGCS is comprised of the following three educational
and research units and a data archive.

麻生

良文

法学研究科・教授

（公共経済学、財政学）

大山

耕輔

法学研究科・教授

（行政学、ガバナンス論）

小澤

太郎

政策・メディア研究科教授

（公共経済）

片山

善博

法学研究科・教授

（地方自治論）

河野

武司

法学研究科・教授

※市民社会分析ユニットも兼務

小林

良彰

法学研究科・教授

※市民社会分析ユニットも兼務

Aso, Yoshibumi

Oyama, Kosuke

1 研究概要・研究者一覧（五十音順）

市民社会分析ユニット
小川原正道

Civil Society Analysis Unit

法学研究科・准教授

Ogawara, Masamichi Associate Professor, Graduate School of Law

河村

和徳

東北大学情報科学研究科・ 准教授

（日本政治思想史）

(Japanese Political History)

（地方政治論）

Associate Professor, Graduate School of (Local Politics)
Kawamura, Kazunori			
Information Sciences, Tohoku

ガバナンス理論構築ユニット
明石

欽司

Akashi, Kinji

有末

Arisue, Ken

賢

フィリップ・オステン
Philipp Osten

片山

素秀

Katayama, Motohide

澤井

敦

Sawai, Atsushi

田上

雅徳

Tanoue, Masanaru

田村

次朗

Tamura, Jiro

堤林

剣

Governance Theory Unit

法学研究科・教授

（国際法）

Professor, Graduate School of Law		(International Law)

法学研究科・教授

（都市社会学、生活史研究）

Professor, Graduate School of Law		(Urban Sociology, Life-History Studies)

法学研究科・准教授

Associate Professor, Graduate School of Law

法学研究科・准教授

Associate Professor, Graduate School of Law

法学研究科・教授

（国際刑法）

(Public International Law)

（政治文化論）

(Political Culture)

（現代社会理論）

Professor, Graduate School of Law		(Contemporary Social Theory)

法学研究科・准教授

（政治思想史）

Associate Professor, Graduate School of Law		(History of Political Thought)

法学研究科・教授

（経済法）

Professor, Graduate School of Law		(Economic Law)

法学研究科・教授

（近代政治思想史）

Tsutsumibayashi, Ken

Professor, Graduate School of Law		(History of Modern Political Thought)

萩原

法学研究科・教授

能久

Hagiwara, Yoshihisa

濱

日出夫

Hama, Hideo

社会学研究科・教授

武司

Kohno, Takeshi

法学研究科・教授

Professor, Graduate School

（政治的コミュニケーション論）

of Law		(Political Communication)

小林

良彰

法学研究科・教授

庄司

克宏

法務研究科・教授

（EU 法）

菅谷

実

政策・メディア研究科・教授

（メディア政策論、メディア産業論）

関根

政美

法学研究科・教授

田中

俊郎

法学研究科・教授

谷口

尚子

帝京大学・専任講師

富田

広士

法学研究科・教授

藤田

結子

メディア・コミュニケーション研究所・准教授

Kobayashi, Yoshiaki

Shoji, Katsuhiro

Sugaya, Minoru

Sekine, Masami

Tanaka, Toshiro

Taniguchi, Naoko

Tomita, Hiroshi

Professor, Graduate School

（政治過程論、日本研究）

of Law		(Political Process, Japanese Politics)

Professor, Law School		(EU Law, European International Relations)

Professor, Graduate School of Media and Governance

Professor, Graduate School

Professor, Graduate School

Assistant Professor, Faculty of Liberal Arts,

Professor, Graduate School

of Law

(Media Policy, Media Study)

（オーストラリア研究、国際社会学）

(Australian Studies, International Sociology)

（EU の国際関係）

of Law		(International Relations in EU)

（政治社会学）

Teikyo University		(Political Sociology)

（中東研究）

of Law		(Middle Eastern Studies)

（メディア社会学）

Associate Professor, Institute for
Fujita, Yuiko			
(Media Sociology)

渡辺

秀樹

Watanabe, Hideki

Media and Communications Research

社会学研究科・教授

Professor, Graduate School of Human

（家族社会学、教育社会学）

Relations		(Family Sociology, Educational Sociology)

Ozawa, Taro

Katayama, Yoshihiro

Kohno, Takeshi

Kobayashi, Yoshiaki

Professor, Graduate School of Law		(Public Economics, Public Finance)

Professor, Graduate School of Law		(Public Administration, Governance)

Professor, Graduate School of Media and Governance		(Public Economics, Public Finance)

Professor, Graduate School of Law		(Local Government Studies)

Professor, Graduate School of Law

Professor, Graduate School of Law

政策エリートの側を主たる分析対象とする。
議会サブユニットは、国政選挙および衆参
両議院の議事録とロールコールを対象に、
2007 年参議院議員選挙から分析を開始し、
漸次、時間を遡って分析を進める。
地方分権サブユニットは自治体レベルでの
首長や議会と住民意識の連関を同様の手法
で分析する。
ガバナンス評価サブユニットは政府の統治
構造とパフォーマンスの関係を実証的に研究
しつつ、新しいタイプのガバナンス評価シス
テムの開発にあたる。その際、普遍的に妥
当するガバナンスの形態があるわけでなく、
また、グッド・ガバナンスへの考え方が市民の
あいだで異なることを考慮して、市民が自由
に評価ウエイトを選択できるように工夫する。

All units focus on analyzing the policymaking
elites.
The Parliament Sub-Unit examines the
national elections, minutes and roll calls of
the Lower and Upper House, and compares
these to election platforms. We start by
analyzing the 2007 election results of the
Upper House. The Local Autonomy SubUnit analyzes the interrelation between the
attitudes of the governors, councils, and the
residents at the local level, using a similar
analytical method to the Parliament Sub-Unit.
The Governance Evaluation Sub-Unit
examines empirically the relation between
the government’s governance structure and
performance, and strives to develop a new
governance evaluation system. In so doing,
we aim to help people make well-informed
assessments of government governance, while
bearing in mind that there is no universally
applicable model of governance and consensus
about good governance.

（アメリカ研究）

Professor, Graduate School of Human Relations 		(American Studies)

民主主義理論サブユニットは民主主義理論
を軸としたガバナンス理論構築の基盤固め
を目指す。政府主導の「統治」(government)
と対比的に、80 年代以降登場したガバナ
ンスの概念を、理論的・思想史的に探求す
る。そして実証研究で浮かび上がるガバナ
ンスの現状を批判的に評価するための理論
的枠組みの構築をめざす。
グローバル秩序サブユニットでは国際法や
国際商取引法といったエリート主導型の法
的秩序形成が現実世界のなかでどのような
可能性と限界を有しているかを探る。
市民生活サブユニットでは私的感性の公的
領域（政治）への表出の様態に着目し、社
会学的な分析手法のもとに、市民の日常意
識の分析を行う。
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（政治哲学、平和研究）

Professor, Graduate School of Law		(Political Philosophy, Peace Studies)

河野

University

Policymaking Analysis Unit

The Democratic Theory Sub-Unit aims
to consolidate the democratic conceptual
foundations of ‘governance’. We examine
philosophically and historically the concept
of governance, which emerged in the 1980s in
reaction to top-down models of government.
We strive to develop a critical theoretical
framework by which we can evaluate the
current empirical state of governance. The
Global Order Sub-Unit will consider the
possibilities and limits of establishing an
elite-led legal order, such as International
Law and International Trade Law, in the world
today. The Civil Life Sub-Unit will examine
people’s daily thought and behavior applying
a sociological analytical method, and focus on
how such private feelings surface in a public,
political space.

以下の三つのサブユニットで構成され、主
として市民の側の意識に眼を向ける。
市民意識サブユニットではおもにナショナ
ルレベルでの市民と政策エリートの意識研
究を実施する。21 世紀 COE の研究に継続
し、日本国内外を対象とする調査の実施、
比較政治学的アプローチによるデータ分析
を進め、市民と政策エリート間の意識差を
析出し、その乖離を埋める方策を提案して
望ましいガバナンス像を検討する。
メディア分析サブユニットではガバナンス
の重層構造性を可能にしているメディアの
内容分析を行う。
トランスナショナル・サブユニットでは、世界
各地域における国民国家の枠を超えたガバ
ナンスの成立・変容の現状を分析・解明する。

All units focus on the citizens’ attitude
concerning politics and government.
The Citizen Attitude Sub-Unit focuses on
the citizens’ and the policymaking elites’
attitudes at the national level. Based on our
survey results in and outside Japan, we will
analyze, via a comparative approach, the gap
between the citizens and the policymaking
elites, and indeed, search for a way to fill in
that gap. The Media Analysis Sub-Unit will
analyze media content to study the multilayered relationship between the policymaking
elites and citizens. The Transnational
Sub-Unit will examine how transnational
governance is established and transformed in
various areas of the world.

データ・アーカイヴ
各教育研究ユニットで収集されたデータを
XLM 化して、21 世紀 COE で構築したデー
タ・アーカイヴを一層拡充し、世界中の研
究者に開かれた共同利用のインフラ整備を
すすめる。日本及び諸外国における独自の
市民意識の比較調査研究、国勢調査ならび
に選挙結果、法令、各種調査データ、及び
政策エリートへの調査などのデータベース
資料が収録される見込みであり、整備状況
に応じて適宜公開を進めていく。

The Data Archive
The Data Archive will convert the data
gathered by the three Units into XLM form.
It will expand the current Governance Data
Archive and will build the infrastructure
to make its contents available to scholars
all around the world. Our information will
include unique comparative research of
citizens’attitude, census data, election
results, laws and ordinances, interviews with
policymakers, and other data, in and outside
of Japan. These will be gradually released as
the Governance Data Archive is updated.
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「市民社会におけるガバナンスの教育研究拠点」紹介

海外拠点との連携

類似の関心をもち研究を行っている国外のさまざまな研究機関との交流により、研究成果の洗練、若手研究者の育成につとめ、
教育活動のネットワークを構築する。

海外拠点における研究協力者

金

容浩

仁荷大学校社会科学大学

（韓国政治）

Jack Citrin

カリフォルニア大学バークレー校政治学部、同大学ガバメント研究所長

（政治意識論）

梁

延世大学校社会科学大学

（ロシア政治）

Kim, Young Ho

勝咸

Yang, Seung Ham

Professor, Department of Political Scienceand International Relations, Inha University 		(Korean Politics)

Director of the Institute of Governmental Studies, Professor of Political Science, UC Berkeley 		(Political Attitudes)

Professor, Department of Political Science, Yonsei University 		(Russian Politics)

2 教育活動

本拠点は教育研究活動を通じて質の高い若手研究者の育成を目指し、そのた
めの指導および支援体制の充実を図る。後期博士課程にはグローバル COE
特化型プロジェクト科目が設置されるほか、集団的指導教授制や分野融合的
研究活動の導入により、従来の専攻以上の幅広い分野の知識技術を獲得させ
る。また、英語でのアウトプットを支援する大学院科目（アカデミック・ラ
イティング、アカデミック・プレゼンテーション）の設置、査読付欧文誌
Journal of Political Science and Sociology への投稿機会も提供している。海
外連携拠点でインターンとして短期・長期の共同研究に関わる機会の提供に
より、国際的研究者への育成を支援する取り組みも始める予定である。

１

「市民社会におけるガバナンス」研究
の中で、市民社会に関する理論やモデルはいうまで
もなく、意識調査やヒアリングによるデータ収集、メディア
の内容分析、データ・アーカイヴの構築、計量分析などにつ
いての十分な基礎的・専門的な知識を備え、標準年限
内で博士号取得が可能である。

2

日本語だけでな
く英 語によっても自分
の研究公表を学会と論文
の双方で恒常的に行い、自
分が専 攻する個 別 分 野
で一 定の評 価を確
保できる。

3
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自 分の研 究 活
動を改 善して発 展さ
せるための柔軟な思考
力を持っている。

4
国 際 的 研究 活 動
の機 会で活 躍できる
能力・戦略・人脈を兼ね
備えている。

目標とする
研究者像

5

欧 米の研 究の紹 介
やその適用に留まらず、独
創 的で新たな分析枠組みを
開 発し、 それを世界に向
けて発信できる。

Educational Activity
The CGCS aims to foster competent young
researchers, and to this end, we strive to
enhance our teaching and support structure.
Our ideal portrait of a researcher 1) will be able
to acquire sufficient knowledge of not only the
theories and models concerning civil society,
but also the skills to conduct opinion surveys
and interviews, analyze media content, build
up the data archive, and perform quantitative
analyses, while completing their PhD within
the normal registration time; 2) will be able to
present and write papers regularly in English
as well as in Japanese, and who will be able to
earn a good reputation in their relevant field; 3)
will be able to develop the intellectual flexibility
to reform and improve their research activities;
4) will be able to have the skills, strategy, and
network to be internationally active; and 5) will
not simply introduce or apply the research of
overseas’ scholars, but will be able to develop
and disseminate their own original analytical
frameworks.
We will set up Global COE Special Project
courses and introduce an interdisciplinary
supervision system, which will enable PhD
students to acquire knowledge and research skills
on a wider range of topics than their specialized
field. To help PhD students to disseminate their
research in English, we will launch graduate
courses on Academic Writing and Presentation,
and also offer the opportunity to publish their work
in the refereed, western language journal, Journal
of Political Science and Sociology. Furthermore,
we will offer students the opportunity to compete
for short and long-term internships with affiliated
overseas centers, where they will work on joint
projects with overseas researchers.

研究活動の報告
本研究教育拠点のスタートとともに、四名の研究員が着任し、それぞれのサブユニットですでに研究にとりかかってい
ます。その一部をご紹介いたします。本拠点がめざす活動の一端をお伝えできれば幸いです。

ガバナンス理論構築ユニット

研究員

民主主義理論サブユニット

遠藤

知子

「ガバナンス」というキーワードは今日、様々なレベル

過程や結果がより「民主的」になったとは言えません。ガ

の政治社会活動を分析する際に多用されていますが、概

バナンスの現状を考察する原理づけられた視点として民

念整理は十分ではなく、さらには異なるレベルのガバナ

主主義理論を活用し、実証研究が析出するガバナンスの

ンスが混在するままで議論が進められています。私たち

現状を批判的に評価する理論枠組の構築を目指していき

のサブユニットでは、民主主義の視点からガバナンスの

たいと考えています。また、私たちは教育活動も重視し

概念像の再構成に取り組むことで、生産的な議論の基盤

ています。こうした研究活動に大学院生を取り込み、活

を作ることを目指しています。

発な議論を発展させ、活力あるセンターにしていきたい

ガバナンスの概念が脚光を浴びるようになった背景に

と思います。

は、1980年代以降、政治権力の中心が国家から市民社会
やグローバルなレベルへと分散し始め、従来の政府主導
型の「ガバメント」では政策決定プロセスを説明しきれな
くなったという事情がありました。私たちは、人々がど
のように社会の意思決定に関与してきたのか、またそれ
がどのように今日の民主主義理解に繋がっているのかと
いう問いを念頭におきながら、概念史・思想史的な研究
を行っていきます。一方で、多様なアクターが参加可能
になったという制度的側面のみをとらえて、意思決定の

市民社会分析ユニット

The Democratic Theory Sub-Unit (Researcher: Endo, Chikako)
The Democratic Theory sub-unit aims to construct a coherent
concept of governance from a democratic perspective. Our research
aims are firstly, to uncover the history of the idea of governance and its
relation to democracy, and secondly, to construct, through collaboration
with other research units, a theoretical framework from which we can
evaluate the empirical reality of governance. In addition to these
research aims, we place strong emphasis on teaching for the career
development of PhD students and young researchers.

研究員

市民意識サブユニット

山本

竜大

市民意識サブユニットは、おもにナショナルレベルを

に取り組んでいます。さらに、海外拠点との連携を通じて

対象にした市民と政策エリートの意識に研究の焦点をあ

比較研究を進め、日本の現状を確認するだけでなく、政治・

てています。慶應義塾大学21世紀COEプログラム「多文

行政「制度」が民主主義にどのように貢献し、市民社会に
「定

化多世代交差世界の政治社会秩序形成」の蓄積を出発点

着・機能」しているかという普遍的な問いに対して、有益

に、このサブユニットでは、日本国内外を対象にした調

な分析を提供できるように努めます。その結果が、現代政

査をもとに、市民と政策エリート間にある意識差を比較

治において望ましいガバナンスのありかたの検討に貢献す

政治学的アプローチから分析し、その乖離を埋める方策

るものになればと思っています。新しい研究領域の開拓は

を考えることを課題としています。たとえば、選挙にお

難儀を伴いますが、それを乗り越えて、興味深い事柄をえ

ける候補者のメッセージの検討から、政治エリートの政

られるよう邁進する所存です。

策 観やガ バ ナ ン スの方 向 性を導きだすといった分 析を
行っています。
国内外の研究状況としては「市民とエリート」研究には
多くの蓄積がありますが、具体的な政策形成過程における
重要なアクターである「政策エリート」を重視する実証研
究は今後発展が見込まれる領域であると考えます。そこで
私たちの研究がガバナンスに対する市民と政策エリートの
意識差を浮かび上がらせることになれば、この研究領域に
とって新しい発見があるのではないかと期待して、本課題

The Citizen Attitude Sub-Unit (Researcher: Yamamoto, Tatsuhiro)
The Citizen Attitude Sub-Unit focuses on the consciousness of
citizens and policy elites. In our studies, policy elites include politicians,
mayors, and bureaucrats on multi-layered levels. Through some surveys,
we try to derive the clues to bridge the dissociations between and among
citizens and policy elites. We hope our studies make it clear how
political/administrative institutions contribute to upholding democracy,
how they are established and how they function in our societies. We hope
thereby to consider how these institutions lead a form of good governance.
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政策形成分析ユニット

研究員

議会サブユニット

議会サブユニットは、国政選挙における候補者の選挙

李

洪千

参議院本会議・委員会議事録
衆議院本会議・委員会議事録
法案採決投票結果

広報の分析、衆議院・参議院における議事録の分析、お
なじく両議会における国会議員のロールコールの3つを

②国会発言・
ロールコール

分析対象とします（右図）。選挙公報と国会議事録は2007
年から遡及的に、ロールコールは、記録がある限りのす

国会

べてのデータを分析する予定です。
初年度の平成20年は、平成19年参議院選挙の選挙区出

支持

候補者

馬候補者の公報分析に着手しています。選挙公報イメー
ジデータベースの作成、個別候補者の政策内容のテキス
ト化と政策データベースの作成、政策内容を対象とした
内容分析という３段階の手順があります。初めのイメー
ジデータベース化では、全国の都道府県選挙管理委員会
が有権者に発送した選挙公報を入手し、これをデジタル
イメージとしてパソコンに読み込み、候補者別検索がで
きるデータベースを構築します。続いて政策に関する部

①選挙公約
2007年参議院選挙選挙公報
2005年衆議院選挙選挙公報
2004年参議院選挙選挙公報
2005年衆議院選挙選挙公報

有権者

国会における分析対象

分をテキスト化した政策データベースを作成します。こ
うして得られたデータをもとに、政策内容を16の分析項
目に分類し、候補者がそれぞれの政策カテゴリーに属す
る政策における関連予算を増額・減額または現状維持し
ようとしているのかを分析します。

政策

選挙後

一致？

議事録分析は、国会本会議・委員会での発言を分析対
象としますが、準備作業として必要な議事録を収集しま
す。これは国会のホームページで入手できますが、その

議会発言
ロールコール

選挙時 候補者

有権者
選挙公報

すべてを分析可能なフォーマットに変換すること自体が
想像以上に大変な作業です。これを、各議員の一回の発
言を記録単位として、広報分析で使用したのと同じ16項

分析の構成

2008 年度研究員（RA）
氏
藤田
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課

程

氏

名

課

程

Fujita, Tomoko

社研

D3

原田健二朗

Harata, Kenjiro

法研（政治学） D3

Yang, Xue

社研

D3

黄

Hwang, Se hee

法研（政治学） D3

Ozawa, Masayuki

社研

D2

福井英次郎

Fukui, Eijiro

法研（政治学） D3

Murayama, You

社研

D2

松本

Matsumoto, Jun

法研（政治学） D3

阪井裕一郎

Sakai, Yuichiro

社研

D1

尹

秀鍾

Yin, Xiu zhong

法研（民事法学）D3

金本

亜弓

Kanamoto, Ayumi

法研（政治学） D3

関根

豪政

Sekine, Takemasa

法研（公法学） D3

川上

洋平

Kawakami, Yohei

法研（政治学） D3

渕川

和彦

Fuchikawa, Kazuhiko

法研（公法学） D2

尹

韓羅

Yoon, Hanna

政策メディア研 D3

楊

智子

名

雪

小澤

昌之

村山

陽

洗姫

淳

研究活動の報告

目に分類し、各カテゴリーに属する政策に対しての議員

析結果から有益な考察を導けるよう期待しながら取り組

の発言が予算の減額・増額・現状維持のどれにあたるか

んでいます。

を分析します。
ロールコール分析は、国会で個別議員が行った採決行
為を分析対象とするものです。個別の議員がある採決に
関して賛成したか反対したかをコーディングします。衆
参議院でのすべての採決が分析対象です。また、今後、
平成21年には衆参両議院の本会議の議事録収集と内容分
析、 平 成22年は2000年 以 降の全 委 員 会の議 事 録 収 集と
内容分析を行う計画です。複雑な作業の連続ですが、分

政策形成分析ユニット

The Parliament Sub-Unit (Researcher: Lee, Hong chun)
The Parliament Sub-Unit focuses on policy elites. By policy
elites, we mean candidates standing for the Upper House and the
Lower House, and also, the Diet members of both Houses. Through
content analysis, we will try to clarify the relationship between what
the policy elites promised during their election campaign and what
they actually did in office.

研究員

地方分権サブユニット

張

殷珠

地方分権分析ユニットの研究対象は都道府県と政令指

がって分析対象を広げ、公約と地方議会議員の議事録で

定都市レベルの地方選挙、および政策エリートとして地

の発言との関連性を明らかにする予定です。また、平成

方議会を扱います。そして議会分析ユニットと同じく、

22年度は、条例に関する地方議会議員のロールコールに

地方選挙候補者の選挙公約、地方議会議員の議会での発

着目します。地方分権分析ユニットでは、上記の分析を

言、ロールコールの三つを分析します。とくに、この中

通じて、民主主義の機能不全が改善される地方政治レベ

でも法律の規定により国政レベルとは異なる地方議会の

ルにおけるガバナンスの方向を模索したいと思います。

政策選好の構造とその変化を国政との関係（連続あるい
は変 化）という観 点から分 析することを目 標にします。
同 時に、 水 平 的な地 方 議 会 間の政 策 選 好に関するバ リ
エーションの構造を明らかにしていきます。
今年度は、47都道府県および17政令指定都市のうち二
つ地域を選び、平成15年統一地方選挙当時の地方議会議
員候補者の公約分析と、選挙以降の地方議会議員の発言
の変化について分析を行っています。平成21年度は地方

The Local Autonomy Sub-Unit (Researcher: Jang, Eunjoo)
The Local Autonomy Sub-Unit will analyze the election pledges of
candidates, minutes and roll calls of 47 Prefecture assemblies and 17
City councils in Japan from 2003 to 2008. Furthermore, we will examine
the relation between Parliament and local assemblies, the structure of
variation among local assemblies on public policy making. Also, this
unit will argue how decentralization and local political governance work
for democracy.

財政および地方行政環境を考慮したカテゴリー化にした

各ユニットにおける研究活動報告リスト （平成 20 年 10 月〜 ）
開催日

ユニット／サブユニット

カンファレンス ・ ワークショップの内容

10月 6 日
10月16日
10月20日
10月23日
10月27日

政策形成分析-地方分権
理論構築-民主主義理論
政策形成分析-地方分権
市民社会分析-トランスナショナル
政策形成分析-地方分権

「地方財政運営に関する政治経済学的分析」
「イスラムの政治思想」
「我が国の税財政政策における現状と課題」
「ディアスポラ研究の展開と可能性」
「腐敗防止のためのトランスペアレンシー・インターナショナル日本支部」

報告者

10月31日
11月１日
11月10日
11月14日

「腐敗の研究とTIの役割」
市民社会分析-市民意識 "Socioeconomic Status and Mental Health in Comparative Perspective: Japan and Korea"
理論構築-民主主義理論 「ホッブズの近代性について—レオ・シュトラウスの解釈をめぐって」
政策形成分析-地方分権 「政治学の実践化ということ」
市民社会分析-市民意識 "Labor market, welfare policy and social stratification:
Key issues in cross-national comparison of social stratification in East Asian countries"

11月17日
11月28日

政策形成分析-地方分権 「洞爺湖サミットと低炭素革命への課題：日本の環境ガバナンスを考える」 松下和夫
市民社会分析-市民意識 「できちゃった婚の国際比較：日本とイタリア」
福田亘孝

所

  属

近藤春生
鈴木規夫
鈴木将覚
戴エイカ

西南学院大学
愛知大学
みずほ総合研究所
ノースカロライナ州立大学

石井陽一
溝口哲郎
西村純子
梅田百合香
小野耕二
竹ノ下弘久

トランスペアレンシー・ジャパン
京都大学経済研究所
明星大学
桃山学院大学
名古屋大学
静岡大学
京都大学
青山学院大学

編集後記 このたび、前COEプログラムの成果を引き継いで新たにCGCSが発足しました。このニューズレターも当拠点の研究活動を皆様にお伝えする
メディアの一つとして、より一層の充実を図ってまいりたいと思います。皆様のご意見・ご要望をお聞かせ頂ければ幸いです。
（山下・沼尾）
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