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Symposium

International Symposium on
Designing Governance for 
Civil Society
——“Civil Society, Governance and Democracy: New Perspectives”——

第１回慶應義塾大学 GCOE-CGCS 国際シンポジウム

Program

 Day 1 February 10 (Tue) 
Opening Ceremony and Keynote Speech
 Welcome Address: Yuichiro Anzai (Professor, President of Keio University) 
  Ryosei Kokubun (Professor, Dean of Graduate School of Law, Keio University) 
  Yoshihisa Hagiwara (Professor, Project Leader of GCOE-CGCS)
 Keynote Speech: Yves Schemeil (Professor, Institut d’Etudes Politiques de Grenoble)
Session 1: Global Session for GCOE-CGCS Researchers 
Session 2: Governance in Asia and Oceania  *joint session with Korea University BK21
Session 3: Governance in Civil Society from Asian Perspective 

 Day 2 February 11 (Wed) 
Session 4: Citizenship, Deliberation and Civil Governance: Historical and Theoretical Debates 
Session 5: Comparative Studies on Governance  *joint session with Seoul National University BK21
Session 6: Governance in Civil Society  *joint session with Seoul National University BK21
Session 7: Socialization for Global Citizenship in Asia 
Session 8: Parliamentary Politics and Governance

　「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、去る2009年２月10日・11日の二日間、第１回国際シンポジウム

「Designing Governance for Civil Society」を開催いたしました。
　本年度は「Civil Society, Governance and Democracy: New Perspectives」
を副題とし、当拠点の活動目標である、市民側と政治エリート側それぞれの視点から
複眼的に見えてくるガバナンスのありかたをテーマとしました。基調講演ではYves 
Schemeil教授(Institut d’Etudes Politiques de Grenoble)が「Deliberation and Political 
Judgement: Collecting Relevant and High Quality Data」と題する報告を行い、市民
の政治参加に必要とされる能力やデータのより有効な利用などに触れながら、複数の
視点から政治学的分析を構成する方法を講演しました。各国の比較分析の実例ととも
に展開された講演は、ガバナンスというテーマに取り組む本拠点にとって示唆的なも
のとなりました。
　二日間にわたるシンポジウムのそれぞれのセッションでは、拠点内外の研究者たち
が、経験的・実証的研究や、理論的省察を報告し、質疑応答を重ねました。
　また、今回は、韓国における先端的研究振興プログラムである「BK21」の二つの拠点、
高麗大学とソウル大学から関係者を招いての共同セッションが設置されました。若手
の研究者を中心に、日韓の研究者が相互に研究成果を発表し刺激しあう貴重な機会と
なりました。
　なお、開会式および各セッションのすべては英語で行われました。

 The Keio  Univers i ty 
Global COE program, the 
Center of Governance for 
Civil Society, held its first 
International Symposium 
“Civil Society, Governance 
a n d  D e m o c r a c y :  N e w 
Perspectives” on February 
1 0  a n d  1 1 ,  2 0 0 9 .  T h e 
purpose of this symposium 
was to consider the ideal 
form of governance through 
the perspectives of both 
el i tes  and ci t izens.  The 
Center invited Professor 
Yves Schemeil of the Institut 
d ’E tudes  Po l i t i ques  de 
Grenoble to give the Keynote 
Speech. Also, joint sessions 
were held with the delegates 
from Korea University and 
Seoul National University, 
b o t h  p a r t  o f  t h e  B K 2 1 
program in South Korea.
 All the sessions were in 
English.
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 It gives me great pleasure, on behalf of Keio 
University, to thank you for coming to the first 
International Symposium hosted by the Keio University 
Global COE program, the Center of Governance 
for Civil Society (CGCS), which was selected by 
the Ministry of Education, Culture, Sports, Science 
and Technology. I am informed that there are many 
delegates who have come here today from abroad, and 
I would like to extend my warmest welcome to you.
 The aim of the CGCS is to search a form of 
governance from the perspective of political science 
in which citizens and policymakers can share their 
insights and cooperate on various levels to meet the 
various challenges that they may face, or in other 
words, a society in which citizens can experience a 
real sense of self-governance. The focus of the CGCS 
is not only research but graduate education. The CGCS 
is committed to fostering young researchers who will 
be able to be leaders in this field, and to this end, 
it is committed to undertaking various educational 
reforms. I can already begin to see the fruits of the 
previous 21COE program coming to light, but I would 
like to give a word of encouragement to both students 
and staff members to persist in their journey. As 
the president of the University, I intend to offer my 
greatest support.
 The year 2008 marks not only the launch of 
the CGCS but also the 150th anniversary of Keio 
University. It is interesting to note here that our 
University’s history overlaps with the modernization of 
Japan, the process by which Japan moved from a feudal 
system to a nation-state. Reflecting critically upon the 
aristocratic government back then, Yukichi Fukuzawa, 
the founder of Keio University, observed:  “In Japan, 
although we have a government, we do not yet have 
citizens.” By contrast, he emphasized the importance 
of the spirit of “independence and self-respect” and 
the development of the people as free citizens. With 
this in mind, therefore, Fukuzawa founded what has 
today become Keio University. Keio University has 

produced many political leaders in its 150 year history, 
and moreover, has helped and led to stimulate the civil 
society both in practical and academic aspects. I thus 
believe that the University’s unique history makes it an 
appropriate place to undertake research and education 
on issues concerning governance for civil societies.
 Thinking about the future course of Japan, as 
natural resources are scarce in this country, I believe 
that we must develop as an intellectual country. In 
order for Japan to develop without being isolated from 
the rest of the world, it must surely cooperate with 
other countries in the world. Moreover, what seems 
important for Japan is to join hands with its Asian 
neighbors with a mind to disseminate ideas with 
universal value and resonance.
 In  th is  sense ,  the  two-day  In terna t iona l 
Symposium, and particularly, the joint sessions with 
two prestigious universities from South Korea bears 
great significance.
 Many of the presenters at this conference come 
from Korea University and Seoul National University, 
both part of the BK21 program, an equivalent to 
Japan’s Global COE program, in the department 
of public administration. It is a great privilege to 
welcome you to this symposium. There will be many 
opportunities for the students and staff members 
of both Keio University and the South Korean 
Universities to interact and exchange ideas.
 I would also like to take this opportunity to thank 
Professor Yoshihisa Hagiwara, the Project leader of 
CGCS, all the research fellows and staff members 
who have worked very hard to make this symposium 
possible.
 Finally, I would like to thank all the participants 
today for your support both now and in the past, and 
I ask that you will continue supporting us. I hope that 
there will be lively discussions, frank exchanges of 
ideas, and greater deepening of understanding in the 
sessions today and tomorrow. I sincerely hope for the 
success of this symposium. Thank you.

開会式挨拶

慶應義塾長

安西  祐一郎

Welcome Address

Yuichiro Anzai
(Professor, President of Keio University) 
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 Welcome to Keio University. My name is Ryosei 
Kokubun, Dean of the Graduate School of Law and 
Politics at Keio University. I am very glad to be able to 
attend today’s International Symposium.
 Last year marked the 150th anniversary of Keio 
University, and to celebrate this occasion, the University 
organized many events. Although we are in the 151st 
year now, we still have some ongoing events.
 I would like to talk about one of the events, the 
Memorial Exhibition of Yukichi Fukuzawa* now being 
held at Tokyo National Museum, which I recommend 
you to go if you have not already been there. At the 
exhibition, I found many interesting things, but there 
was one particularly interesting manuscript which 
caught my attention. Today, I would like to share with 
you the instructive story behind this manuscript.
 One day in 1891, Yukichi Fukuzawa, the founder 
of Keio University, received an invitation letter from 
a publishing company, asking him to give the keynote 
lecture at a party celebrating, if I remember correctly, 
the publication of a new dictionary. However, when 

“Toward a New Start of the Center of Governance for Civil Society”  (abridged) 

 President Anzai, Professor Kokubun, distinguished guests, ladies 
and gentlemen. It is my great pleasure and honor to deliver these opening 
remarks for this special occasion of the First International Symposium 
held by the CGCS. The CGCS was selected by the second phase of the 
Japanese Government’s center of excellence program budget. It was 
launched and has been active since last summer.
 The CGCS will perform not only research, but also education on 
governance for civil societies at an international standard, with the 
objective of educating and cultivating internationally outstanding young 
scholars, while forming close partnerships with other leading research 
and educational institutions around the world. In this sense I am very 
glad that we have here today in this symposium many guests from South 
Korea. We want to extend a warm welcome to the professors and PhD 
candidates from Korea University and Seoul National University. I believe 
this will be a good opportunity for our Keio doctoral students to learn 
and exchange novel research ideas with other young scholars. For some 
of our students this will be the first time they will present their work 
in English. So I humbly beg your pardon, in advance, if their (and my) 
English presentations are unpolished. However, I strongly believe that 
nowadays it is very important for young budding scholars to cope with 

Fukuzawa received the program and had a look at it, 
he became very angry. This was because there was 
another keynote speaker’s name, Hirobumi Itoh, the 
first prime minister of Japan. His name came first on 
the list; Fukuzawa’s name came second. Fukuzawa was 
angry that people in Japan treated academics with such 
disrespect. So Fukuzawa crossed out the first speaker’s 
name and sent the invitation back, saying that he would 
not attend the party for this very reason.
 During his life after this event, Fukuzawa received 
numerous offers to take up very important positions 
in the government, but he refused these offers and 
remained in the private sector. He was determined to 
live as a citizen who would contribute to society while 
remaining in the private sector. He was really a man of 
civil society. We have such a great founder. I hope to 
see another Fukuzawa from the audience today. 
 I hope for the success of this symposium and the 
very best in your activities in the 21st century.

* “FUKUZAWA Yukichi: Living the Future,” held at Tokyo National Museum between 
January 10 - March 8, 2009.

academic globalization and to disseminate their accomplishments to the 
international public. Please watch over their efforts warmheartedly while 
at the same time, giving them your severe academic advices.
 We have also some distinguished scholars from abroad. Professor 
Daniel Bell from Tsinghua University will talk about the possibility of 
building civil society through Confucian rituals in East-Asia in the evening 
session today. Professor Seung-Jong Lee and his colleagues from BK 21, a 
Korean version of Global COE, will speak tomorrow about various issues 
on governance in civil society. But now, I would like to introduce Professor 
Yves Schemeil of Science Politique Grenoble. Professor Schemeil was 
the former vice-president of the French Political Science Association 
and also, the former vice-president of the International Political Science 
Association. His research fields are incredibly vast and almost boundless: 
from democratic theory, methodology of social science via Middle-East 
studies to comparative and global politics; he also has a deep knowledge of 
sociology and anthropology. It seems as if there is a whole political science 
department in one person. Today Professor Schemeil will give the keynote 
lecture. I am certain that this will be a highly stimulative and instructive 
lecture, which seems to me very suitable for the new start of our Center. 
 Without further ado, I give the floor to Professor Schemeil.

開会式挨拶

法学研究科委員長

国分  良成

式辞

拠点リーダー

萩原  能久

Welcome Address

Ryosei Kokubun
(Professor, Dean of Graduate School of Law and Politics, Keio University)

Welcome Address

Yoshihisa Hagiwara
(Professor, Project Leader of GCOE-CGCS)

Symposium
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“Deliberation and Political Judgement: Collecting 
Relevant and High Quality Data”

※文・川上洋平（GCOE-CGCS RA） 

基調講演

 In his keynote speech, Professor Yves Schemeil 
first addressed the theoretical issues of promoting 
high quality deliberative democracy that can bridge 
the gap between the public and private spheres, and 
second, suggested a new empirical method that can 
meet this theoretical demand. The central point of his 
argument was that what we should pursue is not the 
“enlightenment” but the “empowerment” of citizens.
 First of all, Professor Schemeil criticized the 
common assumption “the more informed you are, 
the more you participate in politics.” What is, then, 
the condition that promotes political engagement? 
In order to answer this question, he pointed out, 
using the surveys conducted by Keio 21COE-CCC 
(the forerunner of Keio GCOE-CGCS), that citizens 
are spontaneously eager to participate in political 
discussions if they are directly concerned by the issues 
and they could express their views freely without 
fearing sanctions. Thus, the condition that promotes 
political engagement of citizens is “empowerment” 
of citizens, or in other words, citizens achieving some 
“ownership” of the information received, which in turn 

　Yves Schemeil 氏の基調講演では、公と私とが架橋された
質の高い熟議デモクラシーを促進していくために、従来とは
異なるいかなる視点が必要であるかが理論的に提示されると
ともに、それを踏まえた研究手法の革新の方向性が豊富なデー
タに基づいて具体的に説明された。講演の核となる問題提起
は、市民に対する〈啓蒙〉ではなく市民が〈能力をえること〉
empowerment を目指していくべきであるとの主張である。
　Schemeil 氏はまず、政治的知識が増えれば市民の政治参加
が増大するという想定に批判を加え、熟議デモクラシー成立
の条件を提示する。慶應義塾大学 21COE-CCC の調査によれ
ば、市民は私的領域においては政治的意見を表明することを
好むというのが事実であるから、必要なのは公的領域での意
見表明の社会的制約を排除することである。この制約とは通
常言われるような単なる知識不足ではない。むしろ、幼少時
より家庭や学校で政治的議論に携わることが政治への関与の
割合を高める。政治に関心を有する中で案件毎に必要な情報
を適宜〈所有〉し、信頼のおける人間との〈パートナーシップ〉
に基づいて議論を展開する〈能力をえること〉こそが、市民
を政治に対する〈観客〉から〈当事者〉へと転換させる方策

requires “partnership,” that is, discussions with trusted 
persons. Only such empowerment can change citizens 
from spectators of politics into actors of politics.
 Professor Schemeil then moved on to his empirical 
investigation. On his account, what is to be clarified 
is not the amount of knowledge that citizens have but 
their “cognition” or “public judgment,” that is, the 
process through which people change and justify their 
political attitude. This requires the introduction of 
qualitative method to the investigation: using “stop 
and go” processes or counter-arguments, combining 
heterogeneous data (e.g. reaction times) and so on.
 After offering this innovative and compelling 
argument, Professor Schemeil suggested that there 
is still much theoretical and empirical work to be 
done on deliberative democracy. He concluded his 
speech with his expectations that these tasks will be 
undertaken by Keio GCOE-CGCS and his research 
team in Grenoble. Including the questions and answers 
concerning this lecture, the keynote speech was highly 
significant, clarifying the tasks and difficulties of our 
investigations on democracy in civil society.

となるのである。
　したがって、デモクラシーについての実証研究において注
目すべきは市民の〈知識〉の量ではなく、彼らがみずからの
政治的態度を変化させたり正当化したりするための〈認知〉
ないしは〈公的判断〉のプロセスである。そのためには調査
における質的視点の導入が求められる。たとえば聞き取り調
査において、回答の内容だけではなく回答するまでに要した
時間を計ったり、それに対する反対意見をぶつけてもなおそ
の回答を堅持するかどうかを調べたりするなど、従来にはな
い手法を用いて新たなデータベースを構築していかなければ
ならない。
　以上のような斬新かつ説得的な視点を提示しながらも、
Schemeil 氏は、熟議デモクラシーは生まれたばかりであり理
論的にも実証的にもなされるべき課題は数多いことを述べら
れた。と同時に、その作業が慶應の研究センターによって担
われていくことへの期待を表明された。その後のフロアとの
活発な質疑応答も含め、本講演は、デモクラシーを研究する
ことの魅力を鮮やかに示すばかりでなく、それが担うべき重
い課題と困難を自覚させる意義深い内容であった。

Keynote Speech

Yves Schemeil
(Professor, Institut d’Etudes Politiques de Grenoble)
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各セッションの報告概要

Session 1: Global Session for GCOE-CGCS Researchers 
Chair:  Masanaru Tanoue  (Associate Professor, Keio University) 
Discussants:  Kosuke Oyama (Professor, Keio University)
 Masanaru Tanoue
Speakers:  Han-Na Yoon (CGCS Researcher (RA), Keio University) 
  “The Influence of Western Studies and Changes in Understanding Astronomical Calendar in the Late Chosun Period” 

 Eun-Joo Jang  (CGCS Post-doctoral Researcher, Keio University) 
  “The Representation and Campaign Pledge in Japanese Prefectural Assemblies” 

 Tatsuhiro Yamamoto (CGCS Post-doctoral Researcher, Keio University)   
  “How do Japanese Youth Get Political Information? : A Case Study of Undergraduates”

 Han-Na Yoon explained chronologically the changes of the 
calendar system in the late Chosun period. On her account, Chosun 
absorbed western ideas via China in the late Chosun period, and 
one of these was the solar calendar. At that time, Chosun was 
using the astronomical calendar, but as Yoon showed, it gradually 
adopted the solar calendar.
 Eun-Joo Jang examined the relation between representation in 
Japanese prefectural assemblies and campaign pledges through 
two hypotheses: the representation of local assemblies related to 
the financial and institutional effects in Japan (hypothesis 1); the 
representatives in local assemblies, as anticipatory representatives, 
will take an attitude toward expansion of expenditure for re-election 
(hypothesis 2): in anticipatory representation representatives 
focus on what they think their constituents will approve in the 
next election, not on what they promised to do in the last election. 
Jang concluded that hypothesis 1, with some exceptions, was 
verified, and concerning hypothesis 2, insisted that the anticipatory 
representation model was useful in explaining the relation between 
election and expenditure.
 Tatsuhiro Yamamoto had two research questions aimed 
to clarify the relation between Japanese youths and political 
information. The first question was how political interest of 
Japanese youths was regulated. The second question was whether 
the internet played an important role 
in getting political information. He 
concluded that the political interest 
of Japanese youths seemed to develop 
through reading and discussing the 
opinions of experts and their parents. 
Furthermore, Yamamoto made clear 
that for the Japanese youths, the 
internet was not particularly useful in 
getting political information.

　尹韓羅氏は歴史学的実証を用いて、朝鮮後
期における西欧の学問の吸収様式の一例とし
て、太陰暦から太陽暦への転換過程を紹介した。
　張殷珠氏は、日本の都道府県議会の代表と
公約の関係を二つの仮説から検証した。仮説
1（日本の都道府県議会の代表は財政・制度
的効果に関係している）は一部の例外はある
ものの立証され、仮説 2（期待的代表として
の議員は次回の選挙のため支出を拡大するよ
うな態度を示す。期待的代表における代表者
は前回選挙での公約ではなく、次回選挙で有
権者が賛同すると思われることに焦点をあて
る）に関しても、選挙と支出拡大との関係説
明に期待的代表モデルが有益であることが立
証されたと結論付けた。
　山本竜大氏は、日本の若者と政治に関する
情報との関係を考察し、政治的関心がどのよ
うに規定されているか、またインターネット
からの情報は重要な位置を占めているかに焦
点をあてた。山本氏は、政治的関心は両親や
専門家などの意見を読んだり議論したりする
ことで発展し、インターネットは現時点では、
若者たちが利用方法を十分理解していないた
め、選挙や政治 ･ 政策情報の有益なツールと
は言えないことを明らかにした。
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Session 2: Governance in Asia and Oceania  
The second session was conducted as a part of the joint program with GCOE-CGCS affiliated institute, and also as a part of the educational support programs for young researchers.

＊本セッションは GCOE-CGCS と高麗大学 BK21 との国際学術交流プログラムとして実施された。

Chair: Naoko Taniguchi  (Assistant Professor, Teikyo University) 
Discussants:   Naoko Taniguchi, Emi Ooka (Assistant Professor, Yokohama City University), Il-Kyung Ra 

(Associate Professor, Chukyo University), Yoshikazu Shiobara (Associate Professor, Keio 
University), Jihey Bae (Ph.D. Candidate, Keio University)

Speakers:  Xue Yang  (CGCS Researcher (RA), Keio University) 
   “Welfare Policy for the Elderly and Intergenerational Support in Later Life: A Key Issue in Comparison of Intergenerational Support in Urban China and Japan”  

 Chong-Ho Kim  (Ph.D. Candidate, Korea University) 
  “Dimensions of Citizen Participation: A Comparative Analysis”  

 Jun Matsumoto  (CGCS Researcher (RA), Keio University) 
  “Defective Reform and Decision-making Process”  

 In-Young Cho  (Ph.D. Candidate, Korea University) 
  “Citizen Perceptions of Government and the Possibility of Governance: A Comparative Analysis”  

 Se-Hee Hwang  (CGCS Researcher (RA), Keio University)  
  “Japan’s Security Policy Based on the Governance Perspective” 

 Chang-Soo Heo  (Ph.D. Candidate, Korea University) 
   “Analyzing Policy Conflict Management from the Perspective of Discourse Theory: Case of Crematorium Construction in the City of Hanam” 

   Tomoko Fujita  (CGCS Researcher (RA), Keio University) 
  “Rethinking Welfare Reform under the Howard Government: A Study of Australian Family Policy”

 Xue Yang compared the welfare systems and policies for the 
elderly between Japan and urban China. Yang started by giving an 
introduction of the Danwei Welfare, a representative elderly welfare 
system in urban China, and then gave an overview of the Japanese 
pension system. Yang’s research showed that while the role of the 
family was emphasized in both countries, there still remained 
problems of inequality in the Chinese pension system.
 Contrary to the conventional studies which focused on the “who” 
and “when” of citizen participation in politics, Chong-Ho Kim 
investigated citizen participation from two different aspects: patterns 
of citizen participation and institutions for participation. Based on 
the surveys and data from “World Values Survey 2005” and other 
sources, Kim measured the patterns of citizen participation in Asia 
and other countries around the world, divided the results into four 
categories, and tried to clarify the features of the participation in 
each category. In the discussion, there were questions concerning 
the relationship between participation and institutions, and the 
impact institutions have on the patterns of citizen participation.
 Jun Matsumoto analyzed the contents of election bulletins 
to verify his hypothesis that the policy differences between the 
candidates became smaller after the reform on the electoral 
system in Japan. Using Downs Theory, he made an index for 
policy distances based on 20 policy items, and then, measured the 
actual policy distance between the Liberal Democratic Party and 
Democratic Party of Japan. Matsumoto’s research showed that there 
were disaccords between his hypothesis and the results in some 
elections.
 In-Young Cho’s research involved measuring the capacity of 

　楊雪氏は、日本と中国の高齢者福祉政策を
比較した。中国都市部の代表的な制度であり、
従来の労働者の組織単位に由来する「単位福
祉」や、日本の年金制度を紹介した楊氏は、
両国の政策が共通して家族の役割を強調する
点を指摘した。報告に対して、中国で高齢者
の権利保護に関する法律が登場した背景につ
いてなどの質問が寄せられた。
　Kim Chong-Ho 氏は、市民参加を「パター
ン及び参加のための制度」という視点から分
析した。先行研究は「誰がいつ参加するか」
に焦点を当ててきたが、Kim 氏は世界各国の
市民参加の程度を測定し、四つの体制に分類
した。これに対し、政治参加と制度との因果
関係、制度が政治参加のパターンに与える影
響などが議論された。
　松本淳氏は選挙公報の内容分析を通じ、日
本において小選挙区制移行後には候補者間の
政策の相違が縮小したという仮説を検証した。
松本氏は候補者の政策位置を示す指標を作成
し、ダウンズの理論をもとに、自民党と民主
党の候補者の政策距離を測定した。その結果、
一部の選挙結果ではこの仮説が成立しないこ

Global Session for Korea University BK21-Public Administration and Keio 
University GCOE-CGCS
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governance through the “Governance Capacity Index,” an index 
to measure civil participation, cooperation, and democracy. Using 
the survey data on the function of government collected by ISSP 
(International Social Survey Program) in 2006, Cho measured four 
elements - civil liberty, interest and understanding on politics, 
influence on politics, and trust toward government - to clarify the 
level of governance in various countries. 
 Se-Hee Hwang argued that security was rarely considered 
from the perspective of public policy. Thus, the aim of her paper 
was to approach international relations from the perspective of 
governance studies, taking Japan’s security policy as her case. 
Hwang first explained the types of governance, and then moved 
on to offer an analytical approach to security policy from the 
perspective of public policy. She then went on to explain the 
scheme of analysis developed by Kooiman, particularly, Governing 
Elements, Governing Mode, and Governing Order. Finally, Hwang 
concluded by offering some suggestions for the future of Japan’s 
security policy, including the shift from the state-centered approach 
to a governance approach, and the implication of this on Japan-
American relations and the global society.
 The purpose of Chang-Soo Heo’s paper was to consider what the 
root causes of policy conflict between government and civil society 
are and also why they fail to reach a social consensus. Noting the 
rising necessity of discourse in the current policy process, Heo 
divided “discourse” into four types and explained the features 
and functions of each type. For his case study, Heo introduced 
the conflict between the Mayor and citizens in Hanam City, South 
Korea, and pointed out the importance of creating communicative 
discourse in the policy process. 
 Tomoko Fujita’s presentation focused on a strategy of the former 
Australian Government under John Howard called “the Stronger 
Families and Communities Strategy.” Interviews were conducted 
with organizations managing projects, which were funded by the 
Strategy, in the multicultural communities around Melbourne. 
Through an analysis of these interviews, Fujita revealed, on the one 
hand, the difficulty of accomplishing the Strategy’s goals because of 
the severe funding situation, and on the other hand, the flexibility 
of these organizations to use the projects as an occasion to appeal 
to the government and their ability to moderate and avoid negative 
results of the Howard Government neo-liberal social policies.

とが判明し、松本氏はその要因分析を今後の
課題とした。
　Cho In-Young 氏は「Governance Capacity 
Index」指標を作成し、行政学的見地からのガ
バナンスの測定を試みた。Cho 氏は 2006 年の
ISSP 中の政府の役割に関するサーベイデータ
の質問項目を用いて「市民の自由」「政治関心
や政治理解」「市民が政治に与える影響」「政
府への信頼」などの要素を測定し、各領域に
おける地域ごとのガバナンスのレベルを明ら
かにした。選択されたガバナンス要素の選択
理由や要素間の関係に多数の意見・質問が寄
せられた。
　黄洗姫氏は、安全保障が公共政策の観点か
ら顧みられる研究が少なかったことを指摘し、
日本の安全保障を事例に、国際関係におけるガ
バナンス研究の考察を行った。黄氏は、ガバ
ナンスの構造、公共政策としての安全保障政
策の分析アプローチを提示し、さらにクーイ
マンの分析スキームを詳述した。結論として
日本の安全保障政策の今後の展望を、国家中
心的アプローチからガバナンスへの視点転換、
日米関係、国際貢献等の観点から示唆した。討
論では国内政策へのグローバリゼーションの
影響や“Diversity”“Complexity”の概念の国際
関係学の文脈における意味に質問が寄せられ
た。
　Heo Chang-Soo 氏は、政府と市民社会の間
の政策対立の要因、および公共政策における
社会的合意不成立の要因を明らかにした。政
策形成過程での対話の必要性は高まっている
とHeo氏は指摘した後、特色と機能から「対話」
を四分類しする理論的分析を展開した。さら
に、韓国 Hanam 市の事例から地方行政と住
民が政策をめぐり対立した過程を紹介し、政
策形成過程に段階的に対話の機会を組み込む
必要を強調した。政策対立のコントロールは
可能か、住民投票の意義などをめぐり討論が
なされた。
　藤田智子氏はオーストラリアの家族政
策「Stronger Families and Communities 
Strategy」を取り上げた。メルボルン周辺の
多文化コミュニティにおけるインタビュー調
査と内容分析から、藤田氏は、政策の資金面
における躓きを指摘した。一方で、この政策
がハワード政権による新自由主義的な福祉政
策を補完する機能をもち、この国の多文化社
会において柔軟性を発揮している点について
も示唆した。
　全体として、社会学、行政学、政治学の分
野からアジア及びオセアニアのガバナンスに
関して、概念や理論的枠組から具体的な事例
に至る様々なレベルでの議論が展開される充
実したセッションとなった。
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Session 3: Governance in Civil Society from Asian Perspective  
Chair:  Ken Tsutsumibayashi (Professor, Keio University) 
Discussant:  Yoshihisa Hagiwara   (Professor, Keio University) 
Speakers:  Daniel A. Bell   (Professor, Tsinghua University)
   “Reviving Tradition in East-Asia: Implications for Democracy and Civil Society” 

 Tatsuo Inoue   (Professor, the University of Tokyo) 
  “Universal Challenges for Constitutionalism”

 Teruhisa Se   (Associate Professor, Kyusyu University) 
  “In Search of an Effective Method for Human Rights Education in Japan: Making Use of Cultural Resources”

 Tatsuo Inoue considered the fol lowing quest ion:  Is 
constitutionalism, as a cornerstone of governance in civil society, a 
universally valid principle or a specifically Western value? Inoue 
attempted to refute the claim that Asian developing countries 
can legitimately reject or restrict within narrow limits the values 
underlying constitutionalism in a substantive sense, namely, civil 
and political rights. He also attempted to show where the real 
difficulty of constitutionalism lies that even Western developed 
countries have yet to overcome.
 Teruhisa Se explored an effective way of implementing human 
rights education in Japan by referring to its cultural traditions and 
moral features. Drawing on materials such as human rights slogans, 
essays, and posters, he argued that in Japan the characteristic view 
of the process of “human growth” or “self-actualization” is closely 
related to how the value of human rights is understood by ordinary 
citizens. He also called for the development of various types of 
liberal democracy based on diverse cultural traditions through 
cross-cultural dialogues on effective human rights education. 
 Daniel A. Bell discussed Xinzi’s idea of ritual and considered 
its relevance to contemporary societies. According to Bell, ritual, 
as the basis of social relationships, could offer political rulers 
invaluable insights into ideals for social reform such as social 
equality and care for the weak and the vulnerable. He argued 
that the promotion of rituals, in contrast to the rights-based and 
legalistic mechanisms in the West, would secure the interest of 
the worst-off and produce egalitarian consequences in East Asian 
societies.
 Commenting upon these presentations, discussant Yoshihisa 
Hagiwara classified Inoue into the “universalist camp,” and Se and 
Bell into the “particularist camp,” and pressed the speakers on the 
basic ideas and concepts underlying their papers.

　井上達夫氏は、市民社会におけるガバナン
スを支える基本原則としての立憲主義は（ア
ジアにも適用され得る）普遍的理念か、或い
は西洋中心主義的価値に留まるのかとの問い
を提起した。井上氏はアジアの開発志向型国
家の主張に反論し、市民的・政治的権利は社
会的・経済的権利の次席におかれることなく、
立憲主義の主要価値として擁護されねばなら
ないと論じ、さらに、立憲主義に内在する課
題として、法の支配がいかに恣意的な政治的
強者の支配に転化せず、多元的な政治プロセ
スの中で法の正当性が担保される民主主義と
両立し得るかを問うた。
　施光恒氏は人権教育の効果的な実践を検
討した。日本では「思いやり」や他者との連
帯など、社会的諸関係の中で人間が成長し自
己実現するという考え方が、人権理解の基
礎をなす道徳観の特徴であるとし、公的機
関の実施する人権啓発活動の事例を示した。
施氏は人権教育を契機に、それぞれの文化的
伝統に基づく諸社会間の対話を通じて多様
なリベラル・デモクラシーを創出する可能性
に言及した。
　ダニエル・A・ベル氏は荀子の「礼」を中
心に儒教思想が今日の市民社会にもつ意義を
検討した。社会的人間関係を規定する「礼」
は、社会的平等の重視や弱者・少数者利益へ
の配慮という点で、政府・為政者が実践すべ
き社会改革の規範となりうる。ベル氏は法に
よる強制を中心手段とする西洋思想と対照的
な「礼」の観念が、共同体や社会的連帯に基
礎を置く東アジア社会で実質的平等実現の有
効的手段になりうると強調した。
　討論者の萩原能久氏は、井上報告を「普遍
主義」、施・ベル両報告をアジア的価値を主
張する「個別主義」と対比させ、各報告の基
本的な理論的前提となる諸概念などに関して
鋭い論点や批判点を提起した。会場からも、
アジアの市民社会における諸価値や観念、現
代デモクラシー理論の中心的な課題など幅広
い論点をめぐり多くの質問が寄せられ討論が
なされた。
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Session 4: Citizenship, Deliberation and Civil Governance: Historical and Theoretical Debates  
Chair:  Yoshihisa Hagiwara (Professor, Keio University) 
Discussants:  Ryuichi Yamaoka (Associate Professor, the Open University of Japan)
 Daniel A. Bell  (Professor, Tsinghua University) 
Speakers:  Kenjiro Harata (CGCS Researcher (RA), Keio University) 
  “Religious Diversity and Political Order: The Governance of Religion in British Perspective”

   Chikako Endo (CGCS Post-doctoral Researcher, Keio University) 
  “The Boundaries of Democracy: From a Deliberative and Institutional Perspective”

   Masakazu Matsumoto  (CGCS Assistant Professor, Keio University) 
  “Deliberative Democracy and its Implications for Environmental Politics”

 Kenjiro Harata explored the historical practices of “governance 
of religion,” which aims to achieve mutual coexistence among 
different religions and temporal order in civil society, from early 
modern to modern Britain. In particular, he emphasized the key 
role of the Latitudinarians in the Church of England who attempted 
to exercise the virtue of via media to affirm religious pluralism 
and implement this in society. He also looked at some of the 
implications arising out of these practices for the understanding of 
civil society and political thinking.
 Chikako Endo’s presentation considered how to close the gap 
between the boundaries imposed by the conditions of democratic 
participation and the democratic norm that all those implicated 
in public decisions should have a say in them. While advocates 
of transnational democracy argue that deliberative democracy can 
overcome the boundaries of aggregative democracy, Endo argued 
that deliberation also imposes boundaries on participation since it 
poses more demanding moral conditions on the internal outlook of 
participants.
 After briefly outlining the deliberative turn in contemporary 
democratic theory since the 1990s, Masakazu Matsumoto discussed 
the Habermasian idea of discourse ethics and made clear some 
affinities between deliberative democracy and environmental 
politics in terms of the spatial, temporal, and ontological 
transboundariness of environmental problems today.

　原田健二朗氏は、市民社会における諸宗教
間の共存と現世的秩序の創出を志向する「宗
教のガバナンス」の歴史的実践を、17 世紀以
降の近代イギリスを事例に検討した。原田氏
は、非国教徒や非キリスト教などの宗教的包
容性を英国国制の中に制度化していく、英国
国教会の広教会主義者による中道路線の意義
を強調した。そして、こうした宗教的実践が
市民社会理解と政治的思考のあり方に対して
示唆を与えると論じた。
　遠藤知子氏は、民主的参加の条件が画定す
る参加の「境界」と、意思決定の影響を受け
る人々はみな民主的に参加する権利を有して
いるという民主主義の基本理念との間の不整
合性を取り上げた。トランスナショナル・デ
モクラシーの提唱者は、熟議が選挙制度によ
る意思決定に参加できない人々の参加を可能
にすると主張するが、遠藤氏は、制度的な境
界とは別の形で熟議の条件がもたらす民主的
参加の境界も考慮に加えなければならないと
論じた。
　松元雅和氏は民主主義理論における 1990
年代の「熟議的転回」を踏まえつつ、環境を
めぐる政治を取り上げた。松元氏はハーバー
マスの討議倫理を論じ、また、今日の環境問
題が時空間的・存在論的な越境性を有する点
にかんがみ、熟議民主主義と環境政治との間
に親和性があることを明らかにした。
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Session 5: Comparative Studies on Governance   
The fifth session was conducted as a part of the joint program with affiliated institutes, and also as a part of the educational support programs for young researchers.

＊本セッションは GCOE-CGCS とソウル大学 BK21-Public Administration との国際学術交流プログラムとして、ソウル大学博士課
程生６名と、慶應義塾大学 GCOE-CGCS RA および博士課程生５名による発表が三部に分けて行われた。

Chair:  Toshiro Tanaka  (Professor, Keio University) 
Discussants:   Aya Iino (Assistant Professor, Nihon University), Miho Nakatani (Assistant Professor, Meiji-

Gakuin University), Kei Numao (CGCS, Keio University), Masakazu Matsumoto (CGCS Assistant 
Professor, Keio University), Kazuaki Nagatomi (Ph.D., Sheffield University) 

[Part I]
Speakers:  Won-Hyuk Cho (Ph.D. Candidate, Seoul National University) 
  “Empirical Analysis of the Relation between Social Spending and Economic Growth: Developing Countries and OECD Members” 
   Eijiro Fukui  (CGCS Researcher (RA), Keio University) 
  “The Delegation of the European Commission through the Eyes of Asia: Elite Perceptions in Asian Countries” 

   Jo-Eeun Seok  (Ph.D. Candidate, Seoul National University) 
  “A Study on the Environmental Regulation in Globalization: Focusing on the Level of Analysis in Prior Research” 

   Ayumi Kanamoto  (CGCS Researcher (RA), Keio University) 
  “Policy innovation and outcomes at the local level: A case of global warming countermeasures” 

 Won-Hyuk Cho surveyed various indicators used to evaluate the 
performances of local governments in South Korea. Cho compared the 
private sector indicators used in Korea and the US and explained their 
differences. Cho then outlined his future research plan to consider the 
merits and demerits of these indicators, and to consider also whether 
or not they are appropriate for evaluating the performances of local 
governments.
 Eijiro Fukui’s wider project is to examine from the perspective of 
perception studies how the EU is viewed from non-EU countries and 
in his presentation, he analyzed how the Delegation of the European 
Commission, the embassy of the EU, is perceived by Asian countries. In 
the discussion, Fukui responded to questions about the relation between 
the EU and its normative power and also about his methodology.
 Jo-Eeun Seok of fered an analysis and evaluation of  how 
globalization affects environmental policies and drew out a plan for her 
future research. 
 Ayumi Kanamoto also took up the issue of environmental policy. 
Concentrating on global warming countermeasures, Kanamoto 
addressed the question why some local governments are successful in 
achieving a goal while others are not and analyzed policy innovation 
and policy outcomes in local governments. According to Kanamoto, 
successful governments share the following factors in common: first, 
they give the highest priority to environment policies; second, citizen 
participation and their roles are concrete and visible; and third, 
they promote environmental education and increase the budget and 
subsidies for it. On the other hand, she showed that local governments 
facing financial difficulties tend to be slower in adopting environmental 
policies and have bad performances, and argued that the national 
government should support the reformations of those local governments. 
Kanamoto also showed that industrial and demographic factors are not 
crucial determinants of environmental policy performance.

　Cho Won-Hyuk 氏は韓国における地方自治
体のパフォーマンスの測定・評価指標を検討
した。Cho 氏は米韓の民間評価指標を比較分
析し、長所と短所を挙げ、これらの指標が自
治体のパフォーマンス評価に妥当かを論じた。
　福井英次郎氏は、EU が域外からどのよう
に見られているのかという認識研究の観点を
基礎として、EU の大使館である欧州委員会
代表部のアジアにおける存在意義を分析し
た。討論者から EU と規範との関係や、分析
手法に質問が出る意欲的な報告だった。
　Seok Jo-Eeun 氏は先行研究を踏まえて、国
際化の中の環境政策について検討し、国際化
が環境政策に及ぼす影響について評価と分析
を行い、最後に今後の研究の課題を示した。
　金本亜弓氏は、地球温暖化防止政策の分析
を通じて、地方自治体の環境政策の導入と成
果を検討した。成功例には、環境政策が最優
先事項である・市民参加と彼らの役割が具体
的で明らかである ･ 環境教育を促し、関連予
算や助成金を増額しているといった特徴があ
る。他方、財政が十分でない県ほど関連政策
の導入が遅れ、パフォーマンスも良好でない
ことを金本氏は指摘し、中央政府は地方自治
体の政策改革を支援する必要があると論じた。

G l o b a l  S e s s i o n  f o r  S e o u l  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  B K 2 1 - P u b l i c 
Administration and Keio University GCOE-CGCS 
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[Part II]
Speakers:  Doo-Han Bok  (Ph.D. Candidate, Seoul National University) 
  “An Empirical Study on the Value of Patent in Korea Industry: Focusing on the Food Industry”

 Takemasa Sekine  (CGCS Researcher (RA), Keio University) 
  “Interpreting ‘necessary to’ of GATT Article XX: An Analysis of the Weighing and Balancing Test”

 Dae-Wook Kim  (Ph.D. Candidate, Seoul National University)
  “Determinants of Trust in Government” 

 Doo-Han Bok examined the implementation of the team-
system into the public sector. He divided organizations into three 
teams (cooking/distribution/dishwashing), and analyzed each 
teams’ time-pressure (TP), job discretion (JD: time-management 
and job-allocation), and job-intensiveness (JI). In conclusion, he 
argued that the success of this new system depends on meeting 
the different conditions of the different organizations in the public 
sector, and criticized the uniform introduction of the system by the 
government.
 Takemasa Sekine’s theme was international trade conflict and 
in particular he focused on the approach adopted by the WTO 
tribunal, the Weighing and Balancing test, in dealing with cases 
related to GATT article XX, an article requiring a panel to consider 
certain non-trade factors before it can determine whether a certain 
trade restriction is appropriate or not. He then elaborated on this 
approach through a consideration of the Brazil – Retreaded Tyre 
case. According to Sekine, although the Balancing and Weighing 
test may be problematic, alternatives to this approach are limited. 
He argued furthermore that the effectiveness of this test can 
be improved through the enhancement of the relation between 
domestic and international judicial systems.
 Dae-Wook Kim used cultural and institutional theories to 
analyze citizens’ trust in government. Kim defined “trust in 
government” as the citizens’ evaluation of whether the government 
could meet their expectations, and maintained that this was the 
moral foundation of governmental existence. Kim showed that trust 
in government was influenced by both cultural and institutional 
factors, and argued that the government must try hard to attain 
both political and economical performances to gain the trust of the 
citizens.

　Bok Doo-Han 氏は公共部門へのチームシス
テムの導入を主題とした。Bok 氏は分析対象
の組織を三つの異なる役割のチームに分け、
時間圧力（TP）、仕事判断（JD、時間管理と
仕事配分）、仕事強度（JI）について各チーム
の特徴をまとめた。結論として、公共部門全
体における新しい制度の導入が必ずしも成功
するとは限らないと指摘し、政府は、その傘
下の公共団体のそれぞれ異なる条件を無視し
て一律に新しい制度の導入を強制してはなら
ないと主張した。
　関根豪政氏は WTO 紛争解決で保護措置の
是非の基準となる GATT20 条の規定に焦点
をあて、国際貿易紛争における生命や資源保
護と自由貿易原則とをめぐる争点の解決を目
指した。実際の判例を通じて関根氏は、均衡
性テストの考え方は問題も含むが代替案は限
られており、国内司法制度と国際司法制度の
関係強化が有効な解決策であると論じた。
　Kim Dae-Wook 氏は政府に対する信用の概
念を検討した。Kim 氏は信用が「政府が市民
の期待に応えられるかどうかについての市民
の評価」であると述べ、またそれが政府の道
徳的存在基盤であると主張した。政府に対す
る信用が文化的要因だけでなく組織的要因に
も影響されることを Kim 氏は分析し、信用
改善のためには政府は政治的パフォーマンス
とともに経済的パフォーマンスの達成に努め
なければならないと指摘した。

Symposium
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[Part III]
Speakers:  Naoki Okada  (Ph.D. Candidate, Keio University) 
  “Advanced Issues Surrounding Japan and U.S. Competition Policy”

 Yong-Jae Jung  (Ph.D. Candidate, Seoul National University) 
  “The Phantom of Movie Theater: Globalization and Film Industry”

 Kazuhiko Fuchikawa  (CGCS Researcher (RA), Keio University) 
  “ ‘Buyer Power’ under the Competition Laws in Japan and European Union”

 Kun Yoon  (Ph.D. Candidate, Seoul National University) 
  “Change of Conflicts between Actors in the Process of Commercializing IPTV” 

 N a o k i  O k a d a 
c o n s i d e r e d  h o w 
“exclusionary” conduct 
in antitrust laws should 
be defined, focusing 
mainly on the legal 
c o n t e x t  i n  t h e  U S . 
Okada scholastically 
analyzed the pros and 
cons of four proposed 
standards and showed 
that there is no consensus as to what constitutes an exclusionary 
conduct. He argued that substantive standards should first be clear 
and predictable in application and administrable, and second, that 
they should be designed to minimize over-deterrence and under-
deterrence. 
 Yong-Jae Jung addressed the issue of Screen Quota in South 
Korea, where the government imposes mandatory domestic movie 
screening. According to Jung, Screen Quota is nothing short of 
governmental control over the rational choice of movie customers. 
Jung argued that against the purported aim to promote diversity, 
commercially successful movies are limited to comedies and 
war and violence movies. While the proponents of Screen Quota 
postulate that the policy protects the domestic movie industry and 
cultural spirit, Jung critically pointed out that this intervention 
produces harmful consequences, creating more problems than it 
solves. 
 Kazuhiko Fuchikawa started by defining “buyer power” 
under competition laws. He then pointed out that in order to 
evaluate competition policies, it was important to analyze not only 
bargaining power but also consumer welfare. Fuchikawa showed 
that while Japan predominantly takes an ex-post approach by 
prohibiting the abuses of dominant bargaining positions, the EU 
mainly takes an ex-ante approach by regulating mergers.
 Kun Yoon examined the process of policy issue diffusion 
through a study of the legalization of IPTV service in South 
Korea. Yoon explained the conflict between Korean Broadcasting 
Commission and the Ministry of Information and Communication, 
and the conflict between the cable TV business circle and the 
telecommunication business circle. Yoon then considered how the 
steps of the conflicts surrounding the establishing of IPTV service 
can be divided more systematically and accurately, and also how 
the actors have changed in the process.

　岡田直己氏は、日米の競争法（独占禁止法・
反トラスト法）が直面している理論上・実務
上の課題のうち、独占規制における排他的行
為の分析手法の在り方に焦点を合わせ、主に
米国反トラスト法の判例の蓄積から形成され
た排他的行為の分析手法と、近年提唱されて
いる分析手法に関する代表的見解を検討して
紹介した。
　Jung Yong-Jae 氏は国産映画を一定の割合
で上映するよう義務づける韓国のスクリーン
割当制度を取り上げた。Jung 氏は制度史や近
年の国産映画占有率などを実証的に検討し、
政府が観客の合理的選択をコントロールする
だけでなく、劇場主の財産権や映画産業への
政府の支配や、商業映画以外のジャンルの衰
退といった問題が生じていると指摘した。制
度の支持者は、それが独自の映画産業や文化
的精神を守ると主張しているが、映画産業へ
の政府介入は予想外のコストと結果をもたら
していると Jung 氏は厳しく指摘した。
　渕川和彦氏は、Buyer Power の概念を用い
て、国家の競争政策の評価には、交渉力だけ
でなく消費者利益の分析も重要であると論じ
た。日本では優位に立つ交渉力の濫用を禁止
する事後的アプローチが主流だが、渕川氏は
供給側の合併をコントロールする EU の事前
アプローチを紹介した。
　Yoon Kun 氏は韓国の IPTV サービス合法
化過程を例に、政策形成と実施過程の研究を
報告した。Yoon 氏は各種データを用いて、
IPTV サービスの商業化を巡る政府省庁間や
民間団体間、異種産業間の対立の状況が、政
策の形成と実施過程でどのように変化したか
を明らかにした。
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Session 6: Governance in Civil Society   
The sixth session was conducted as a part of the international joint program with GCOE-CGCS affiliated institute.

＊本セッションは GCOE-CGCS とソウル大学との教員間国際学術交流プログラムとして実施された。
Chairs:  Seung-Jong Lee  (Professor, Seoul National University)

 Yoshiaki Kobayashi  (Professor, Keio University) 
Speakers:  Seung-Jong Lee  (Professor, Seoul National University) 
  “Determinants of Trust-in-government: The Effect of Religion”

 Yoshiaki Kobayashi  (Professor, Keio University)
  “Governance in Three Countries: Japan, Korea and U.S.” 

 To-Bin Im  (Professor, Seoul National University) 
  “How to Manage Administrative Reforms from Time Perspectives”

 Kazunori Kawamura  (Associate Professor, Tohoku University) 
  “Reliance on the Local Government and Political Participation”  

 Jun-Ki Kim  (Professor, Seoul National University) 
  “Privatization Policies in Korea and Japan: A Comparative Perspective”

 Taro Ozawa  (Professor, Keio University) 
  “E-democracy Re-examined: Some Implications from the Viewpoint of Public Choice”

 Chan-Dong Kim  (Research Fellow, Seoul Development Institute) 
  “An Analysis of the Policy Activity Structures of Local Councils”

 Yoshihiro Katayama  (Professor, Keio University) 
  “Decentralization Reform in Japan” 

 Jae-Ho Seo  (Associate Professor, Pukyong National University) 
  “Autonomy of Local Governments in Administrative Structure”

 Jong-Ouck Kim  (CGCS Assistant Professor, Keio University) 
  “The Organization Norms of Bureaucrats in Local Government”

 Hye-Jeong Kim  (Associate Professor, Sun-Moon University) 
  “A Study of Local Civil Society’s Capacity Index: A Comparative Analysis of  Korea and Japan”

 Hidenori Tsutsumi  (Associate Professor, Kagawa University) 
  “Change and Continuity of Relation between Parties and Electorates after the Electoral System Reform” 

 This session with Seoul National University BK21 from South 
Korea took place with six participants from South Korea and six 
participants from Japan.  
 Seung-Jong Lee examined what factors lead to citizens’ loss 
of trust in government and gave special attention to the effect 
of religion on trust. Lee concluded that religion proved to be a 
significant factor of trust in government and that future empirical 
analysis should take serious consideration of the religion variable 
in assessing citizens’ trust toward the government.
 Yoshiaki Kobayashi discussed how the Japanese electoral 
reform a decade ago has influenced citizens’ voting behavior. The 
introduction of the dual system, consisting of the single-member 
district and proportional representation systems were expected 
to counter the effects of corruption widely attributed to the multi-
member district system. However, through analyzing four elections 
in 1993, 1996, 2000 and 2003, Kobayashi found that the following 
factors had not improved: 1. The range of candidate’s policy 
positions, 2. The distance between candidates’ issue positions 
and voters’ ideal points, 3. Whether issue voting has increased 
or decreased, 4. Correspondence between subsidies to the 
constituency and the number of votes gained, and 5. The number of 

　このセッションは、韓国ソウル大学BK21と
の交流セッションとして、韓国側から6人、日
本側から6人の報告が行われた。
　Lee Seung-Jong氏は、政府に対する市民の
信頼がどのような要因によって規定されるか
について、従来の研究を踏まえながら、宗教要
因（religion factor）の重要性を明らかにした。
具体的に、実証分析においては宗教活動の程
度が政府に対する信頼に正の影響を与えてい
ることが明らかになり、今後宗教に関わる変
数を工夫してモデルの改良を図る必要がある
と指摘した。
　小林良彰氏は、日本の選挙制度改革が有権
者の投票行動にどのような影響を与えている
かを論じた。選挙制度改革当時は、90年代
の政治資金と政治スキャンダルの問題は中選
挙区制によって生じたもので、現在の小選挙
区比例代表並立制への改革は政策論争をもた
らしお金がかからない選挙となると期待され
た。しかし、小林氏は、1993年、1996年、2000年、
2003年の4回の選挙を分析した結果、政党間の
政策距離、政党と有権者の間の政策距離、争点
態度投票行動、票と補助金の関係などが改善
されていないことを明らかにした。

Globa l  Se s s ion  Ⅱ  for  Seou l  Na t iona l  Un iver s i t y  BK21-Pub l i c 
Administration and Keio University GCOE-CGCS 



15

votes gained at the House of Councilors elections.
 To-Bin Im presented on why public administration reforms fail 
through analyzing its temporal dimensions taking up the case of 
Roh Mu-hyun’s reform of Human Resource Management.
 Kazunori Kawamura presented on the causal factors of mental 
fatigue for local public employees. According to Kawamura, 
decentralization and administrative reforms were significant factors 
that gave time pressure to employees, increasing their mental 
fatigue.
 Jun-Ki Kim discussed the analytical framework for approaching 
privatization policies in South Korea and Japan. Kim showed 
the ways in which the political perspective differ in its primary 
motivation ascribed to political actors, central unit of analysis and 
basic conception in relation to more traditional administrative or 
economic approaches to privatization policies. In addition, Kim 
identified the Korean and Japanese approaches to privatization as 
“pragmatic privatization” and “tacit privatization” respectively.
 By focusing on deliberative democracy, Taro Ozawa sought to 
study how innovation in information-communication technology 
should change political systems from the viewpoint of public 
choice, which can be defined as the application of economics to 
political science.
 Chang-Dong Kim presented on local assembly and policy 
activities in South Korea. Specifically, Kim examined the policy 
assistance system for local assemblymen in Seoul and the 
implications of the behavior of assemblymen on policy activities.
 Yoshihiro Katayama examined the aims and outcomes of the 
decentralization reforms in Japan and discussed considerations 
for the future. Considerations for the future include the abolition 
or reduction of government intervention (abolishment of national 
intervention on local bonds), transparency and rule of local finance 
systems (reform of the local grants system), and the reconsideration 
of the assembly system (the election system, diversity of the 
assembly system, budget management).
 Jae-Ho Seo proposed a comprehensive approach to local 
autonomy. In previous research on local autonomy, empirical 
approaches were lacking in relation to mainstream normative 
approaches.  Seo argued that employing empirically verifiable 
models would help us to grasp the reality of local governments in 
South Korea.
 Through empirical analysis, Jong-Ouck Kim argued that 
the organizational norms of the local government bureaucracy 
influences the behavior of bureaucrats, which is reflected in 

　Im To-Bin氏の報告は、なぜ、行政改革が失
敗するのかについて時間的次元を用いて検討
するもので、ケースとしては、盧武鉉政権に
おける人事管理の改革が取り上げられた。
　河村和徳氏は、自治体の職員における精神
的疲労の原因を検討した。河村氏は、分権改
革と行政改革によって自治体の職員は時間的
ストレスにさらされ、精神的疲労が増してい
ると指摘した。
　Kim Jun-Ki氏の報告では、民営化政策に対
する概念的分析枠組みが提示された。具体的
には、従来の民営化政策における行政的アプ
ローチと経済的アプローチに対して、政治的
アプローチを提示した上で、政治的行為者の
動機づけ・分析単位・基本概念によって、従
来の二つのアプローチとの相違点を説明し
た。 また、Kim氏は、Pragmatic、Tactical、
Systemicという民政化政策の戦略類型を概念
化し、韓国と日本の民営化政策を「Pragmatic
民営化」と「Tactical民営化」として位置づけ
た。
　小澤太郎氏は、近年政治学において注目を
集めている討議民主主義に着目した上で、公
共選択論に基づいて情報通信技術の適用可能
性を検討した。
　Kim Chang-Dong氏は、韓国における地方
議会の政策活動を取り上げた。具体的には、
ソウル市の地方議員に対する政策支援制度、
議員の行動などが地方議会の政策活動に及ぼ
す影響を検証した。
　片山善博氏の報告は、日本の地方分権改革
の目的と成果を検討しながら、今後の課題に
ついて論じた。今後の課題について、片山氏
は、国の関与の廃止・縮小と規制の除去（地方
債発行に対する国の関与の撤廃）、地方財政制
度の透明化とルール化（地方交付税制度の予
見可能性の強化）、議会制度の見直し（選出方
法、議会制度の多様化、予算・決算の可視化な
ど）などを提案した。
　Seo Jae-Ho氏は、自治体の自律性に対する
総合的なアプローチを提案した。自治体の自
律性を論じる際、従来の研究では規範的なア
プローチが主としてとられて、実証的なアプ
ローチが欠けていることが指摘された。した
がって、Seo氏は従来の研究アプローチを踏
まえた上で、実証可能なモデルを提示するこ
とによって韓国における自治体の現状をより
把握できると指摘した。
　金宗郁氏の報告は、実証分析を通じて自治
体の官僚組織に内在している組織規範が官
僚の行動に影響を与えて、自治体の政策パ
フォーマンスにも影響を及ぼしていることを
明らかにした。さらに、今回の実証分析の対
象が都道府県レベルであったことから、今後
の課題としては市町村レベルに拡大して一般
化の可能性を試みることが挙げられた。
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the performance of local government policies.  In addition, Kim 
proposed to expand his research to the municipal level after having 
conducted his present research at the prefectural level.
 Hye-Jeong Kim measured the capacity of local citizens from the 
two perspectives of the capacity of local citizens, and the capacity 
of local civil society associations.  The latter was analyzed through 
examining such factors as human resource capacity, organizational 
capacity and activity capacity.
 Hidenori Tsutsumi presented on the present and future of 
Japan’s Vote Match (Tohyo Pittan). “Vote match” is an online 
system that asks voters their opinions on political issues and 
identifies which political party best fits their views. Tsutsumi 
argues that vote matching can be useful for voters to choose which 
party to support while raising political interest. 

 Jihey Bae focused on the multiplex roles that men face today, 
and considered the effect of gender roles. Using the assumptions of 
stress theory, she analyzed the mechanism behind the “work-family 
conflict” that men experienced, and compared the differences 
and similarities between South Korea and Japan. Bae showed that 
Korean men experienced the “work-family conflict” more often 
than Japanese men, and argued that the family roles of men today 
should not simply be identified as “bread-winner” but should be 
defined from multiple aspects. 
 Yoh Murayama considered the possibilities of inter-generational 
socialization in local communities through his interviews 
conducted in Maebashi City and Kisarazu City. Focusing on the 
concept of “generativity” coined by E.H. Erikson, Murayama noted 
that the interviews with the aged persons involved in the activities 
of the local communities indicated two types of constructive styles 
of generativity: “coordinator in local communities” and “broaden 
relationship from grandchild to children in local communities.”

　Kim Hye-Jeong氏の報告では、地域市民社
会のキャパシティが議論された。Kim氏は、
市民のキャパシティ・地域市民団体のキャパ
シティという二つの側面から地域市民社会の
キャパビリティを測定した。さらに、地域市
民団体のキャパシティは、人材、組織能力、行
動力によって図られた。
　堤英敬氏は、日本版ボートマッチ（投票ぴっ
たん）の現状と今後について報告を行った。

「ボートマッチ」とは、インターネット上で、
いくつかの争点に対する有権者の意見を求め
て有権者自分の意見に近い政党がどれかを知
らせるものである。「ボートマッチ」の効果に
ついて堤氏は、有権者の政治関心を高めなが
ら、選挙において政党選択に役に立つと指摘
した。

　裵智恵氏は、今日の男性が直面している「多
重役割」に目をむけ、性別役割分業の影響を
検討した。裵氏はストレス理論アプローチを
用い、日韓の聞き取り調査データを比較分析
して、男性が経験する「ワーク・ファミリー・
コンフリクト」の発生メカニズムを検討した。
その結果、韓国の男性がこのコンフリクトを
より強く経験していることが明らかになっ
た。裵氏は、現代の男性の家族役割は「稼ぎ
手役割」のみに限定されず、多様な側面から
定義されうると論じた。
　村山陽氏はエリクソンの「Generativity」
概念に着目して、前橋市と木更津市でのイン
タビュー調査に基づき地域共同体における社
会化の可能性を論じた。高齢者に対する調査
から「地域共同体のコーディネーター」と「自
分の孫の延長として地域の子育てを行う」と
いう二つの「generativity」のスタイルの存
在が明らかにされた。

Session 7: Socialization for Global Citizenship in Asia   
Chair:  Hideki Watanabe  (Professor, Keio University) 
Discussants:  Ping Jin  (Ph.D. Candidate, Keio University)
 Hirohisa Takenoshita  (Associate Professor, Shizuoka National University) 
Speakers:  Jihey Bae  (Ph.D. Candidate, Keio University) 
  “Men’s Work-Family Conflict: A Comparison between Japan and Korea” 

 Yoh Murayama  (CGCS Researcher (RA), Keio University) 
  “Adult Generativity and the Socialization of Adolescents: Exchanges with Aged Persons on Children in Japanese Community”
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Session 8: Parliamentary Politics and Governance    
Chair:  Takeshi Kohno  (Professor, Keio University) 
Discussant:  Masaki Taniguchi  (Associate Professor, the University of Tokyo) 
Speakers:  Masahiro Iwasaki  (Professor, Nihon University) 
  “Parliamentary Democracy and Governance”

 Yasuhiro Sagawa  (Professor, Ibaraki University) 
  “Urban Governance and Local Assembly in Japan”

 Hong-Chun Lee  (CGCS Post-doctoral Researcher, Keio University) 
  “Election Pledges and Governance: Content Analysis of Election Pledges of 2007 Upper House Election”
 

 T h e  t h r e e 
p r e s e n t a t i o n s 
e x a m i n e d  t h e 
p o s s i b i l i t i e s 
a n d  p r o b l e m s 
of  constructing 
a  new  f orm o f 
“ g o v e r n a n c e ” 
f rom di f f erent 
perspectives, and 
stimulated a very 

exciting discussion amongst the participants.
 Masahiro Iwasaki examined the possibilities and problems 
of the concept of “governance,” a concept gaining importance 
since the crisis of “government” in the 1980s. He considered the 
difference between government and governance from three aspects 
- “actor”, “hierarchy vs. anarchy” and “public vs. private” - and 
indicated that there are problems of legitimacy concerning the 
concept of governance: legitimacy of governance, actor’s legitimacy, 
and who legitimates. 
 Yasuhiro Sagawa considered how local assemblies should 
understand “governance” and what kind of reforms they should 
carry out. He pointed out that it was necessary to consider what 
kind of local assembly was desirable in the context of the transition 
from government to governance. Furthermore, Sagawa remarked 
that cooperation amongst local assemblies and consensus formation 
was an important task to promote governance reforms and that it 
was important for local assemblies to listen to public opinion to 
develop the ideal of local governance.
 By a content analysis of the election pledges of the 2007 Upper 
House election, Hong-Chun Lee examined four questions: what 
politicians promised in their election pledges; how the content of 
election pledges differed according to party, election result, region 
and other variables; what structure the policies had; what direction 
a policy had. Lee showed that the more a policy related with 
people’s daily lives, the more it was mentioned. He also showed 
that the contents of election pledges differed between parties, 
election results and region, but that there was no difference of 
active-stagnant. 

　岩崎正洋氏はガバナンス概念の可能性と問
題点をガバメントとの対比を通じて理論的に
検討した。二つの概念の相違はアクター、ヒ
エラルキー／アナーキー、公／私、という三
つの位相から検討されうる。岩崎氏は、ガバ
ナンス概念には、支配の正統性・アクターの
正統性・誰が正統化するか、といった正統性
をめぐる諸問題が存在すると指摘した。
　佐川泰弘氏は、地方議会がガバナンス概念
をどう把握し、どんな改革を実行すべきかと
いう問題を検討した。佐川氏は望ましい地方
議会のあり方の検討が必要となると指摘し、
ガバナンスの改革のためには地方議会間の協
調とコンセンサス形成が重要課題であり、地
方議会が世論に耳を傾け行政機関をリードで
きるか否かがローカルガバナンスの理念の発
達にとって重要であると論じた。
　李洪千氏は、2007 年参議院選挙における候
補者の選挙公約に内容分析を施し、1）公約
の内容 2）諸変数による公約の相違 3）政策
構造の差異 4）政策の方向性、の四つの問い
を考察した。李氏は、人々の日常生活に密接
に関連した政策ほど言及される回数が増加す
ること、公約内容は政党・選挙結果・地域に
より違いが見られるが、活性・停滞に関する
違いは見られなかったことを明らかにした。
　各報告は異なる理論や事例に焦点を当てつ
つ、新たな「ガバナンス」構築の可能性と問
題点を扱う点で共通しており、参加者間では
知的刺激に満ちた討論が展開された。
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第 1 回・第 2 回 慶應義塾大学 GCOE-CGCS
若手研究者国際シンポジウム
　当拠点の教育活動の一環として、若手研究者の国際的な研究大会での成果報告支援と国際的人材ネットワーク構築を
目的とした若手研究者国際シンポジウムが、昨年12月に開催されました。
　第1回は韓国・延世大学、第2回は韓国・ソウル大学のそれぞれの若手研究者と、当拠点のRAおよび大学院生が、英語
で討論を行い、研究成果の研磨につとめました。以下にその様子をご紹介します。

In December 2008, two International Symposia for Young Research Fellows were held at Yonsei University and 
Seoul National University, as a part of the support programs of CGCS for young researchers.

Symposium

The 1st International Symposium for Young Research Fellows 

Chair: Young-Chul Cho (Yonsei University) Commentator: Yoshihisa Hagiwara (Keio University)

[Session 1 Summary] 
Ja-Hyun Chun  (Yonsei University)  “Global Network of Civil Society: in the aspect of information society”

Yuta Kamahara  (Keio University)  “Different Time, Different Model: Same Civil War?”

Jun Matsumoto  (CGCS Researcher (RA), Keio University)  “Policy Preferences in Decision Making Process”

Shunsuke Itoh  (Keio University)  “Reconsidering Political Sophistication”

Yonsei University, December 4, 2008

 Ja-Hyun Chun examined the hypothesis that developments in 
IT contribute to the development of civil society through a case 
study of NGOs. Chun argued that technological advancements 
such as the development of networks and the lowering of costs 
help to foster social solidarity. In the discussion, the presentation 
was criticized for assuming that the development of NGOs and the 
development of civil society were the same thing.
 Yuta Kamahara aimed to search for the differences of the 
causal model of civil war according to different time periods. First, 
by scrutinizing the data about the number of civil war onset from 
1952 to 2000, he clarified that the number of minor armed conflict 
has increased since 1989. Second, he compared the same model 
between 1952-1988 and 1989-2000. He showed that the more 
ethnically diverse societies had higher risks of civil war until 1988. 
Since 1989, however, the states where more people participated in 
politics in the form of voting have seen a higher probability of civil 
war. Furthermore, ethnic diversity has had no effect on civil war 
since then. In other words, the causal model of civil war onset was 
different between one era and others.
 Jun Matsumoto considered what the objectives of diet members’  
policy activities are during elections and in diet proceedings. 
Matsumoto tried to explain diet members’ behavior by looking 
beyond the temporal confinement of elections and diet proceedings. 
He showed that the seniority rule was important in understanding 
the policy activities of diet members.
 Shunsuke Itoh addressed the question, “who are ideal 
democratic citizens?” and treated the theme of political 
sophistication. While previous studies have tended to focus on 
“political sophistication” or “citizen competence,” Itoh tried to 
contribute to the existing research by considering the concept of 

　Chun Ja-Hyun氏は、ネットワークの発展や低
コスト化といった情報技術の発展が市民社会の
成熟と発展に寄与するという仮説を、NGOを例
に検証した。討論では、NGOの成長と市民社会
の成熟とを同一視する枠組みに対して批判的な
応答が展開され、その中で韓国の政治条件の特
徴が明らかになった。
　鎌原勇太氏の報告は、内戦の発生構造の時代
による差異を検証するものであった。多くの先
行研究がカントリー・イヤーモデルを利用して
一般モデルの構築を目指しているが、その方法
ではこの主題は見えてこない。鎌原氏は、20世
紀後半の統計データから、発生構造が変化した
と考えられる分岐点を定めてデータ・セットを
分割したうえで、その前後を共通の発生モデル
を用いて分析した。そして、1952年から1988年
までは、民族的に多様な社会ほど内戦の危険性
が高まるが、1989年以降では、市民が投票によっ
て政治に参加するほど内戦が発生しやすくなる
こと、この期間は民族の多様性は有意な影響を
有していないことを明らかにした。
　松本淳氏は、選挙期間中や選挙後の国会審議
における代議士の政策的な活動を分析した。選
挙や国会審議という時間的限定性を超えて代議
士の行動を観察すると、議員の政策活動におい
てシニオリティ・ルールが重要になっていること
が明らかになると、松本氏は指摘した。
　伊藤俊介氏は、政治的洗練性概念の再検討と
いう主題を取り上げた。この概念の内実を「議会
の定数」などの政治知識の有無とするだけでは
不十分であり、実践的な知識・能力を考慮する必
要があると伊藤氏は論じた。そして代替案とし
て、社会的知性、すなわち政治関心や政治的有
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[Session 2 Summary] 
Ah-Young Song  (Yonsei University)  “ Stage of Change among Domestic Violence Batterers in South Korea: Based 

on Transtheoretical Model”

Eijiro Fukui  (CGCS Researcher (RA), Keio University)  “ An Evaluation of Developments in the Field of Justice and Home Affairs of 
the EU”

Soo-Young Kim  (Yonsei University)  “ The Re-formation of Social Welfare Policy and the Emergence of Social 
Enterprises in Korea after the 1997 Asian Financial Crisis”

Xue Yang  (CGCS Researcher (RA), Keio University)  “ Intergenerational Support in Later Life in Urban China and Japan: Data 
Analysis of Case Studies Conducted in Shenyang and Yokohama”

 Taking South Korea as her case, Ah-Young Song examined 
the development of the behavior of the Domestic Violence (DV) 
batterer, and also, the possible countermeasures against DV from 
an interdisciplinary theoretical model. Generally, according to 
Song, the degree and frequency of violence in the early stages 
of DV are usually low, but these gradually escalate. For this 
reason, it is difficult for the authorities to intervene. Song stressed 
the importance of taking not only a legal approach, but also a 
multilateral approach that strengthens the ties between politics and 
civil society in order to prevent DV. 
 Eijiro Fukui focused on Justice and Home Affairs (JHA), 
which withholds the force in the areas of police co-operation, 
immigration and refugee measures, and offered an evaluation of 
its development. Fukui remarked that the securing of legitimacy 
must also be the subject of evaluation. On that basis, he proposed a 
new European integration model that can evaluate the JHA. Fukui 
advocated the validity of the approach that takes into account the 
developments in the field of JHA beyond the boundaries of the EU, 
and participants pointed out the necessity to search for a broader 
theoretical framework so that the model can be applied not only to 
the context of European integration but also East Asian integration.
 Soo-Young Kim examined the relationship between the 

social intellect. Social intellect includes practical factors such 
as political interest, political efficacy, and factual knowledge. He 
analyzed the information structure and citizens’ participation with 
multiplicative interaction terms.

　Song Ah-Young氏は韓 国の事 例にもとづ
き、ドメスティック・バイオレンス（DV）へ
の対処を学際的な理論モデルを用いて考察し
た。一般に、DVは初期段階では暴力の程度・
頻度は低く徐々に激化するため、行政の初期
段階での介入が難しく、結果的に被害の深刻
化につながりやすい。Song氏はDV防止には
法律だけでなく政治や市民社会の連帯といっ
た多角的アプローチが重要だと述べた。討論
では、日韓のDV対策やDVを取り巻く環境に
ついて熱心な意見交換がなされ、問題の共通
性を確認するとともに、お互いの関心を刺激
することになった。
　福井英次郎氏は、警察協力や移民・難民対策
など、ＥＵの域内暴力を司る司法内務（JHA）
を論じた。福井氏は、JHA分野の発展を評価
する際には正統性の確保も考慮すべきだと指
摘し、JHAを評価できる新しい欧州統合モ
デルを提示した。討論では、報告者と参加者
は、この主題にはEU枠外も視野に入れたア
プローチが必要かつ有効であるという見解で
一致し、議論は東アジアの場合にまで及んだ。
　Kim Soo-Young氏は1997年のアジア通貨危
機後の韓国で、社会福祉政策の改革と社会事

効性感覚、政治知識などの要因をコントロールす
る知性の概念によってこれを補完することを主
張し、分析事例として有権者の情報構造と政治
参加とを交互作用項を用いて分析した。
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Symposium

reformation of social welfare policy and the emergence of social 
enterprises in South Korea after the 1997 Asian financial crisis, 
analyzing empirically the process by which the emergence of the 
social enterprises came in tandem with the reformations.
 Xue Yang showed the socio-structural factors influencing 
intergenerational support in later life, and the dispositions of the 
elderly and middle-aged generations while they supported each 
other, based on her data of interviews conducted in Japanese and 
Chinese urban area. In the discussion, participants showed interest 
in elderly care insurance system in Japan.

業の出現がいかなる関係にあったかを実証的
に分析した。討論では、IMF下で社会福祉分
野の予算削減が不可避だった結果、民間が社
会福祉を担うことになったのではないかとい
う点が問題となり、Kim氏も今後の研究で因
果関係の精緻化を図りたいと答えた。
　楊雪氏は日中両国の都市での聞き取り調査
データをもとに、高齢期の世代間援助に影響する
社会構造的要因や世代別の関与者の心性を明ら
かにした。討論では、韓国での介護保険制度の
開始に伴い、日本の介護保険制度やその効果に
ついて高い関心が寄せられた。

The 2nd International Symposium for Young Research Fellows 

Chair: Yoon Kun (Seoul National University)

[Session 1 Summary] 
Eijiro Fukui  (CGCS Researcher (RA), Keio University)  “ The Images of the EU in G8 Summit News: From the Perspective of the 

Perception Studies”

Yuta Kamahara (Keio University)  “Why Do Some Civil Wars Break Out More Intensely than Others?”

Xue Yang (CGCS Researcher (RA), Keio University)  “ Intergenerational Support in Later Life in Urban China and Japan: Data 
Analysis of Case Studies Conducted in Shenyang and Yokohama”

Seoul National University, December 5, 2008

 Eijiro Fukui focused on how the EU was seen from the 
rest of the world from the perspective of perception studies, 
and showed what the image of the EU in G8 summit news 
was compared with the US, UK, France, Germany and Italy. 
He showed that the visibility of the US was as large as the 
summation of Europe (EU and UK, France, Germany and Italy). 
However, Fukui noted that in the field of environment and 
energy, whereas the EU was introduced favorably, the US was 
depicted critically. 
 Yuta Kamahara clarified what determines “onset intensity” 
of civil war by analyzing the number of battle deaths in the 
first year of the onset of a civil war. As some civil wars break 
out more intensely than others, Kamahara called the number 
of battle deaths in the first year of civil war “onset intensity” 
and scrutinized the determinants of “onset intensity” by using 
econometric analysis. He pointed out that the mechanism 
of “onset intensity” was different from that of civil war 
onset. While the ethnically diverse societies reduced “onset 
intensity,” as it was difficult for relatively small ethnic groups 
to mobilize people in order to wage a large-scale conflict, the 
more ethnically polarized societies had some bigger groups and 
increased “onset intensity.”
 Based on the data of interviews conducted in Shenyang 
and Yokohama, Xue Yang observed the commonalities and 
diversities of the patterns intergenerational support between 
these cities from a comparative perspective. In the discussion, 
there was a question about the circumstances of care workers 

　福井英次郎氏は、EUがどのように他者から見
られているかに焦点をあてる認識研究の観点か
ら、新聞のG8サミット報道におけるEUイメージを
G8諸国との比較で明らかにした。その結果、米国
の可視性「欧米」という表現どおり、欧州４国およ
びEUの総和のそれと同等であることが明らかに
なった。福井氏は、環境・エネルギー分野でEUは
好意的論調で述べられているが米国は否定的に
描かれていることも示した。討論では、好意的か
どうかを分析軸に加えた独創性が評価され、また、
政治文化論への応用可能性にも議論が広がった。
　鎌原勇太氏は、内戦研究において「発生したか
否か」にとどまらない質的な分析を施すという目
的のもと、「初期強度」という概念を提案し内戦の
発生段階を分析した。鎌原氏は、実際の内戦では
発生初年度の死者数に数十人から数万人まで幅
があることに着目し、この発生初年度の死者数を

「初期強度 (onset intensity)」と名づけた。続いて
計量分析の手法によって初期強度の決定要因を
分析した鎌原氏は、初期強度の決定メカニズムは
内戦の発生メカニズムとは異なることを明らかに
した。すなわち、民族的多様性の程度が高い国家
では内戦の発生確率は高くなるが紛争は低強度
に留まっており、これは動員する民族集団の規模
が小さく、大規模な紛争を起こす量の動員が困難
なためである。逆に、民族的凝集性の高い大規模
集団に分極化している社会ほど、高強度の内戦が
発生しやすくなる。質疑では、民族集団以外の宗
教といった文化集団をモデルに組み込むことや事
例研究の必要性について議論が行われた。
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 Shunsuke Itoh aimed first to analyze the gaps and inequalities 
in the information structure that more motivated people have 
more information of election campaigns, and second, to examine 
what causes the gaps and inequalities in the election campaigns. 
Itoh suggested that in less regulated systems information will 
reach most citizens, but that regulated systems function only for 
more motivated people in democratic countries. Itoh proposed 
an amendment to the Japanese Election Law so that Japanese 
democracy can function effectively.
 The aim of Jun Matsumoto was to analyze the prescriptive 
factors of policy preferences of politicians before and after 
elections. Matsumoto showed that there was a correlation between 
factors such as affiliation and constituency, and policy preference. 
He pointed out that the ruling party frequently changed policy 
preferences before and after elections while the opposition parties 
largely changed policy preferences.
 Won-Hyuk Cho examined the relation between social spending 
and economic growth via a quantitative approach. Whereas 
previous studies have considered this problem through case 
studies of advanced countries and OECD countries, Cho examined 
developing countries and showed that there was a positive relation 
between social spending and economic growth in developing 
countries whereas there was a negative relation in advanced 
countries.
 Hee-Sun Lee focused on the gap between the perception of 
local governments and residents concerning civil participation. 
Using the surveys of the 2007 Korea Oil Spill, Lee showed 
that while residents believe that participation is difficult, local 
governments do not think that it is difficult to take in residents’ 
suggestions. However, it was noted that both parties believed that 
citizen participation will have a high cost performance.

　伊藤俊介氏は日本の選挙運動の実態分析を通
して、選挙期間中の情報構造、とりわけ政治情報
の格差構造に関する分析と、その格差構造が生じ
る要因の検討を行った。伊藤氏は、日本の選挙運
動が選挙法による多くの制限を受けていることが、
政治情報が一部の人 に々しか到達しない現状を作
り出していると論じた。そして、民主主義が機能す
るためには選挙法を改正し、選挙期間中により多く
の市民に政治情報を行き渡らせるべきだと結論づ
けた。
　松本淳氏は、選挙の前後それぞれの時点におけ
る、代議士の政策選好の規定要因を分析した。松
本氏は、議員属性や選挙区特性などの諸要因と政
策選好との間に因果関係が見られることを明らか
にした。たとえば、財政的にリベラルか否かには議
員としての経験や都市化が影響している。また所
属政党ごとに選好変化を比較すると、政権党は選
挙前後でより頻繁に選好を変更し、野党はより大き
く選好を変更する傾向が見られることを指摘した。
　Cho Won-Hyuk氏は、社会的支出と経済成長の
因果関係について、先行研究が先進国やOECD諸
国を対象としてきたのに対し、低開発国の事例を計
量的に検証した。そして、低開発国では両者の関
係は統計的に有意で、正の関係を示し、負の関係を
示す先進国の場合とは逆であることを明らかにし
た。中程度の開発国では両者の関係性は統計的
に確認できなかった。Cho氏は今後の課題として、
こうした差異が生じる原因の分析に意欲を示し、
この点は参加者の間でも活発な議論が行われた。
　Lee Hee-Sun氏の主題は、市民参加をめぐる自
治体と住民との認識の差異におかれた。市民参加
について両者の認識は異なるのか否か、コストパ
フォーマンスの点でどんな予測を抱いているか、と
いったことである。Lee氏は2007年末に韓国で起き
た原油流出事故のケースでの調査データを元に分
析を試みた。そして、両者の間には事故に対する
認識に違いがあること、住民は参加を難儀ととらえ
ているが自治体側は住民の提案の吸い上げを困難
とは思っていないことを明らかにした。しかし、両
者とも市民参加が高コストパフォーマンスを実現
すると考えていることも明らかになった。

[Session 2 Summary] 
Shunsuke Itoh  (Keio University)  “Measuring Effects of Election Campaigns in Japan: Whom do they work for?”

Jun Matsumoto  (CGCS Researcher (RA), Keio University)  “Legislative Behavior in Campaign and Diet”

Won-Hyuk Cho  (Seoul National University)  “Social Spending and Economic Growth: A Cross-Country Study”

Hee-Sun Lee  (Seoul National University)  “Can Citizen Participants Improve the Ability to Solve the Urgent Problems?”

in Japan, and a suggestion that a comparison between not 
only Japan and China but also South Korea would be more 
interesting as a comparative study of East Asian countries.

　楊雪氏は瀋陽と横浜で実施した聞き取り調査
データに基づき、事例との比較を通して、日中両国
の家族の高齢期における世代間援助の共通性と
多様性を検討した。討論では日本の介護ソーシャ
ルワーカーの状況について質問が寄せられ、また、
韓国を加えた東アジア三国の比較の可能性が論
じられた。
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福井県・慶應義塾大学「地球温暖化環境貢献共同研究」成果公表シンポジウム開催
Fukui Prefecture and Keio University, Joint Symposium on Global Warming

研究活動	 Research Activities

多文化市民意識研究センター活動報告

　 平成20年11月26日、福井県と慶應義塾大学の共催によ
る「地球温暖化環境貢献共同研究」成果公表シンポジウム
が開催されました。
　この共同研究は、社会の共通の課題である地球温暖化
という問題に対して、自治体と大学が相互協力して取り
組むもので、多文化市民意識研究センターでは小林良彰
センター長（慶應義塾大学法学部教授）が研究代表者とな
り、この研究活動に全面的に協力しています。具体的に
は、電力供給量やCO2排出量をもとに環境貢献度を数値
化して、可視的な形で地図上に示し、また、こうしたデー
タにもとづいて政策提言を行っています。
　当日の成果報告では、小林教授が、京都議定書の基準
年である平成2年時点と対比する、都道府県別ならびに
市区町村別環境貢献度を分析したデータを紹介し、自治
体の環境政策実施を、国が補助金や交付金といった形で
支援する体制作りが必要であると、提言を行いました。
また、福井県からは、西川一誠・福井県知事の基調講演、
および中村保博・福井県安全環境部環境政策課長の研究
報告、大沢博・福井県総務部長の講演があり、それぞれ、
自治体行政から見えてくる地球温暖化対策の課題や、取
り組みの現状が示されました。浜中裕徳理事長（慶應義
塾大学環境情報学部教授・財団法人・地球環境戦略研究
機関理事長）から地球温暖化についての講演もありまし
た。官庁、地方自治体、企業関係者など100名を超える
参加者を迎え、熱気にあふれたシンポジウムは、安西祐
一郎慶應義塾長の挨拶で締めくくられました。
　なお、実行可能な地球温暖化対策の研究立案という社
会のニーズに積極的に対応するために、本シンポジウム
開催後も本共同研究は進捗しており、平成21年3月にこ
のシンポジウムの成果に加えて、諸外国の地球温暖化対
策に関する調査結果を含めた著書を刊行しました。

 On November 26th, 2008, with more than a hundred participants, a 
Joint Symposium “Environmental Contributive Collaboration Research 
on Global Warming” was held by Fukui Prefecture and Keio University, 
at Mita Campus, Keio University.
 The Center for Civil Society with Comparative Perspective (CCC), 
the predecessor of CGCS, has been working with Fukui Prefecture 
to search for an effective and feasible policy against global warming. 
Through this government-academia collaborative research, the Center 
aims to develop a quantitative model on Environment Contribution 
Frequency based on electrical power supply and carbon-dioxide 
emission and to make policy recommendations based on this data.
 In the symposium, Yoshiaki Kobayashi, the Director of CCC, 

suggested that the national government should develop a financial 
support system of providing grants or subsidies for local governments 
to implement the environmental policies. The Governor of Fukui Issei 
Nishikawa and other key figures of the Fukui prefectural administration 
talked about the present and future of global warming countermeasures 
in local administrations. Hironori Hamanaka, Professor of Keio 
University and President of IGES*, also gave a talk about the 
challenges of global warming. The achievements of this collaborative 
research were published in March, 2009.
*IGES: Institute for Global Environmental Strategies

▲安西塾長、西川福井県知事、小林センター長

▲当日の会場の様子

撮影：石戸　晋
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研究活動

Joint Research on Attitude Survey of the Japanese Youth
横浜市・慶應義塾大学「若年層の意識調査に関する共同研究」成果公表
多文化市民意識研究センター活動報告

　横浜市選挙管理委員会と、近年のグローバル化社会下
での、多文化世界における市民意識の動態を実証的に解
明するために、平成20年7月及び9月に共同で調査を行い
ました。この共同研究は、最近の国政選挙や地方選挙に
おける20代有権者の投票率の低下が著しいことから、彼
らの意識形成を解明するために、10代の若年層の意識調
査に自治体と大学が相互協力して取り組むもので、多文
化市民意識研究センターでは小林良彰センター長（慶應
義塾大学法学部教授）が研究代表者となり、この研究活
動に全面的に協力しています。この調査は従来の意識調
査とは異なり、調査対象を次世代の社会を担う、将来の
有権者となる10代の若年に定めています。具体的には、
横浜市立高校10校（東高等学校、鶴見工業高等学校、み
なと総合高等学校、横浜総合高等学校、横浜商業高等学
校、横浜商業高等学校別科、南高等学校、桜丘高等学校、
金沢高等学校、戸塚高等学校全日制および定時制）に在
籍する高校生約7,000名が対象です。
　調査内容は、回答者の暮らしと政治との関わりを検証
するため、在住地域における住環境に対する満足度、自
治体や国などの政治への関心とそのレベルを、また政治
や選挙に関する意見として、政治の重要性や選挙の有効
性に関する認識、問題意識や危機感などについて、さら
に、回答者が社会との関係に対してどのような意見を持
ち、また政治とどのように接触を図っているかを問うた
めに、様々な価値観や信頼感と、政治に関する情報源や
選挙管理委員会の啓発活動への接触媒体についての設問
などが含まれています。これらは、将来の有権者となる
10代の若者が政治と選挙に対してどのような考えを持っ
ているかについて検討できる貴重なデータとなります。

本共同研究は順調に進捗しており、平成21年3月に調査
結果報告書を作成・提出しました（写真）。

 The CGCS conducted joint surveys with the Yokohama City 
Election Administration Committee in July and September 2008 to 
examine empirically the dynamics of citizens’ attitude in a plural world 
within the globalized society today. Noting the political apathy of voters 
in their 20s, the joint team, led by Yoshiaki Kobayashi, Director of 
CCC, set out to investigate their attitude development by surveying 
the attitude of teenagers. The team surveyed approximately 7000 high 
school students who attend Yokohama municipal high schools.
 More specifically, the survey included: 1) questions about the 
respondents’ level of satisfaction of the living environment in the area 
of their residency and their level of interest towards local and national 
governmental politics, to analyze the relation between politics and daily 
life; 2) questions about the respondents’ perception of the importance 
of politics and the effectiveness of elections, to clarify their views 
about politics and elections; and 3) questions about the respondents’ 
information source concerning politics and various sense of values 
and trust, and also contact media to election committee educational 
activities, to investigate their views concerning their relation with 
society, and how they come into contact with politics. The outcome of 
this joint research was published in a report in March, 2009.

外国語研究誌 JPSS No. 10　刊行
　当拠点の査読つき外国語雑誌Journal of Political Science and Sociology No.10が2009年3月に刊行されまし
た。当拠点では21世紀COE-CCCから継続して、本誌を刊行することにより、研究成果の発信につとめてまいりま
す。購入や投稿に関するご案内は、当拠点ホームページにも掲載してあります。
Issue 10 of the Journal of Political Science and Sociology, the journal published by the CGCS, was published in March, 
2009. Information about subscription and submission of articles can be found on the CGCS website.
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慶應義塾大学法学研究科博士課程　金本亜弓（GCOE-CGCS RA）、関根豪政（同）
慶應義塾大学社会学研究科博士課程　金萍、藤田智子（GCOE-CGCS RA）

2009China-Korea Doctoral Forum on Public Administration

教育活動	 Educational Activities

GCOE-CGCS 博士課程 RA海外学会参加報告

　“2009 China-Korea Doctora l 
Forum on Public 　Administration”
は今回が3回目の開催で、中韓を中心
とした従来のカンファレンスから、
日本、タイ、シンガポールからの学
生を含めた東アジア規模へと拡大さ
れたものである。未だ会議名は中韓
と称されているが、今後はより多く

の国が参加する大規模な会議となる
可能性を秘めたシンポジウムである。
　シンポジウムは1月12日・13日の2
日間にわたって中国人民大学にて開
催され、初日の開会宣言（中国人民
大学のLan Zhiyong教授）、基調講演

（中国人民大学のDong Keyong教授
と高麗大学のChoi Heung-Suk教授）

に続いて6つのパネルで研究報告・議
論が展開された。
　各パネルでは、多様な領域を横断
する質疑応答が活発に行われた。ま
た、中国人民大学主催のランチ・ミー
ティング、懇親会、閉会式において
も、教師間・学生間の交流が図られた。
中国、韓国をはじめとする各大学か

　本報告は、オーストラリ
ア、ハワード前政権によっ
て 2000年 に 開 始 さ れ、 当
初、「伝統的社会政策からの
大きな転換」と位置づけら
れたStronger Families and 
Communities Strategyの分
析を通し、多文化社会オー
ストラリアの社会政策の限
界と可 能 性を探るもので
あった。
　メルボルン周辺の多文化
コミュニティにおいて、こ
の政 策の資 金を得てプ ロ
ジェクトを行う組織へのイ
ンタビュー調査の結果、こ
のストラテジーの「公式」な
目的である、家族とコミュ
ニティの強化は、その厳し
い資金状況によって達成が
困難となっていることが明
らかになった。一方で、そ
れらの組織によって、ハワー
ド政権による新自由主義的
な社会政策の否定的な結果
が緩和、回避される可能性
や、プロジェクトを政府へ
働きかける機会として利用
しようとするそれらの組織
の柔軟性も明らかになった。

 This presentation aimed 
to  examine the l imits  and 
potentials of Australian social 
policy through an analysis of 
the “Stronger Families and 
Communities Strategy” of the 
former Australian Government 
u n d e r  J o h n  H o w a r d ,  a 
strategy which was launched 
in 2000 and first explained 
as “a major shift from more 
t radi t ional  social  pol icy.” 
Interviews were conducted 
with organizations managing 
projects, which were funded 
b y  t h e  S t r a t e g y,  i n  t h e 
multicultural communities 
around Melbourne. Through 
a n  a n a l y s i s  o f  t h e s e 
interviews, this presentation 
revea led  the  d i f f icu l ty  o f 
accomplishing the “official” 
Strategy goal of strengthening 
famil ies  and communit ies 
to be self-reliant because of 
the severe funding situation, 
w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e 
revealing the flexibility of 
these organizations to use 
the projects as an occasion 
to appeal to the government 
and their ability to moderate 
and avoid negative results of 
the Howard Government neo-
liberal social policies.

　本報告では、政策波及と政策
アウトカムとの関係を明らかに
するために、日本の47都道府県
の環境基本条例制定速度及び
地球温暖化対策の成果との関
係を事例としてとりあげた。こ
こでは、各都道府県の条例制定
速度と財政力に関する変数との
関係、条例制定速度と政策アウ
トカムとの関係、財政力、制定時
期をコントロールした後で、政
策アウトカムに影響を与えうる
と考えられる変数を明らかにす
る分析を行い、成功事例から、
環境政策の優先順位の高さ、効
果の可視化と住民の役割の具
体化、住民に対する長期的な環
境教育と教育予算の増加など
が影響を与えているのではない
かという結論を導き出した。
　質疑応答では、主に、日本の
地方自治制度や地球温暖化政
策の現状に関する質問が寄せ
られた。特に中国では、再度、中
央集権化に戻ったという背景も
あり、日本の条例制定の現状や
市町村合併などによる財政力
への影響、環境問題の成功例と
中国の現状への応用可能性な
どに関する質問がなされた。

 The aim of this presentation 
was to  clar i f y  the  rela t ion 
between policy diffusion and 
policy outcome, and to this end, it 
considered the relation between 
the speed of the adoption of basic 
environment law and the outcomes 
of countermeasures against global 
warming in the 47 prefectures 
of  Japan. This presentation 
analyzed the relation between 
the adoption speed and financial 
resources, the adoption speed 
and policy outcome, and financial 
resources and other variables that 
could have an effect on policy 
outcomes after controlling the 
adoption period. Looking at the 
successful cases, this presentation 
inferred that  the degree to 
which environmental policies 
are prioritized, the visibility 
of the outcome, the clearness 
of the citizens’ role, long-term 
environmental education and 
increase of educational budget are 
influential factors. The questions 
f rom the f loor  were mainly 
concerned with the present state 
of local governance and global 
warming policies in Japan. There 
was also a question about the 
applicability of  the Japanese 
model to China, particularly, in 
the light of the fact that China is 
taking the path of a centralized 
government once again.

■ 個人報告

Panel 2 : Governance and Economic Development
このパネルでは、主に家族政策、環境政策、都市問題などが主題として扱われた。発表者の専門分野は、社会学、政治学、
行政学と多岐にわたり、個々の専門分野の視点からの質問が活発になされた。また、諸外国の事例への関心の高さを伺わ
せる質問やコメントも寄せられた。
This panel mainly addressed issues concerning family policy, environmental policy, and urban problems. Speakers came from various specializations, 
including sociology, political science, and public administration.

■  Tomoko Fujita “Strengthening Australian 
Families in Diverse Immigrant Communities”

■  Ayumi Kanamoto “Making Process of Global 
Warming Policy at the Local Leve”
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らも今後、さらに活発な学術交流を
行い、公共政策部門におけるアジア
圏の若手研究者及び実務家のネット
ワークを共に形成したいという要望
が寄せられた。

 The 2009 China-Korea Doctoral Forum 
on Public Administration was the third 
symposium organized by this forum. It 
expanded from its traditional focus on China 
and South Korea to East Asia, now including 
students from Japan, Thailand, and Singapore. 
 The main theme of the forum was public 
policy. The participants from Keio University 

specialized in jurisprudence, politics, and 
sociology. There were requests from the 
Chinese and Korean Universities that they 
would like to enhance exchanges, and build 
up a network of young Asian researchers 
and businessmen in the area of  public 
administration together.
 

　WTOにおける紛争解決制
度が整備され、信頼性を高
めるにつれて、同紛争解決
制度に付託される非貿易的
性質の強い紛争が増加して
いる。しかし、それはWTO
の紛争解決制度の本来の趣
旨と相容れるものとは限ら
ない。そこで報告では、非
貿易的性質の強い紛争に対
するWTO紛争解決機関の
管轄権を否定するためには、
法的にはどのような課題が
存在するかについて検討を
加えた。具体的な論点とし
ては、裁判所の内在的管轄
権の範 囲が問 題となるが、
それがWTOの紛争解決了解
における「対象協定」の解釈
を覆すほどの強い根拠とな
るかが論点となる。

 A s  t h e  W T O  D i s p u t e 
S e t t l e m e n t  S y s t e m  h a s 
become relied upon to resolve 
trade conflicts, it  has also 
seen  an  inc rease  in  non-
trade cases, which may be 
inconsistent with its original 
objectives. Thus, in order to 
reconsider the jurisdiction of 
the Dispute Settlement, this 
presentation examined what 
legal challenges needed to 
be addressed. Specifically, 
i t  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h i s 
concerned the limits of the 
court’s internal jurisdiction 
a n d  w h e t h e r  i t  c o u l d 
reverse the interpretations 
o f  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t y 
o f  the Dispute  Set t lement 
agreement.

　現在の中国における所得の不
平等は、世界中の注目を集めてい
る。本研究では戦後、経済成長を
遂げながら所得格差を縮小した日
本・韓国との比較を通して、その
成功要因を模索することを目的とし
ている。具体的には、まず、様 な々
国のジニ係数などの指数の比較か
ら、経済成長と所得不平等の再検
討を行い、次に、1980年代後半か
ら1990年代後半にかけて日本と韓
国で所得格差が拡大傾向を示した
要因を分析し、第三に、日・韓・米
などの国 の々社会階層間の流動性
に関する比較を行った。結論として、
社会階層間移動の流動性を高める
ことと、所得格差の縮小との間には
関連性がみられることから、中国で
も、所得の不平等を進行させない
ために、階層間移動を促すことが
有効であると思われる。質疑応答
では、所得格差の問題はアジア全
体が共通して抱えている課題であ
るため、東アジアだけでなく東南ア
ジアからの参加者の関心も高く、共
同研究を行う提案もなされた。

 China’s sharp rising income 
inequality has attracted great attention 
from all over the world. The aim of 
this presentation was to search for the 
factors which can help China to narrow 
its income gap via a comparative 
study of Japan and South Korea, two 
countries that succeeded in narrowing 
the income gap in the postwar era. 
More specifically, this presentation 
firstly reconsidered economic growth 
and income inequality through a 
comparison of the Gini-coefficient of 
different countries, secondly examined 
the causes behind the widening income 
gap in Japan and South Korea between 
the late 1980s to the late 1990s, and 
thirdly, compared the social mobility 
of Japan, South Korea and the US. 
To conclude, there was a relation 
between facilitating social mobility 
and narrowing the income gap, and 
thus, to prevent widening income 
inequality in China, this presentation 
encouraged setting up a mechanism 
that could facilitate social mobility. 
Because the problem of income gap 
is a common one to the whole of Asia, 
there was a suggestion, from not only 
the participants from East Asia, but 
also from Singapore and Thailand, that 
it may be necessary to share various 
aggregate data in Asia, and undertake 
joint researches in the future.

Panel 5 : Government Process and Public 
Policy
主に政策決定プロセス（特に対外的性質を有する政策）
に影響を与える要素に関する報告が集まった。本パネル
は高麗大学の学生による報告が多かったため、焦点は専
ら韓米や対北関係における議論に集中した。その中で、
政策決定の影響因がどの範囲まで一国の特殊な事情によ
るものであり、どの程度一般化できるかが議論された。
This panel focused on searching for factors that influenced the policy 
decision process from different perspectives. Most of the speakers 
focused on South Korea, the US, and North Korea. However, because 
many of them suggested that circumstances particular to Korea 
influenced the policy decisions, there were concerns from the floor 
whether their research could be developed as general theories.

Panel 6 : The International Comparative 
Research of Public Management
教育、所得格差、社会福祉、医療制度など、公共サービスや、国民
の生活に密接に関係するテーマが扱われた。日・韓・中各地域の学
生が集まり、報告は東アジア及び米国を比較した内容が多かった。
This panel addressed issues mainly concerning public service and people’s 
daily lives, namely education, income gap, social welfare, and health care. 
The speakers were affiliated with universities from Japan, South Korea, and 
China and many focused on comparisons between East Asia and the US.

■  Takemasa Sekine “Re-considering the Jurisdiction 
of the WTO Dispute Settlement System”

■  Pin Jin “Re-examination of Income Inequality Process in Japan and 
South Korea : from Inverted U-shaped Curve to U-shaped Curve”

Panel 1 Governance and Economic Development
Panel 2 Urban Industry and Urban Governance

Pane 3  Government and NGO Reforms and 
Innovations I

Panel 4  Government and NGO Reforms and 
Innovations II

Panel 5 Government Process and Public Policy

Panel 6  The International Comparative Research 
of Public Management
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The SPSS Seminar conducted by Dong-Eui University
東義大学 SPSS セミナー ( 慶應義塾大学GCOE-CGCS　SPSS 入門セミナー )

参加者の感想

　2月22日から25日、韓国・釜山の東義大学において、SPSS Seminarが開催
され、当拠点の博士課程RA研究員７名が参加しました。今回のセミナーの講
師は、韓国地方自治学会名誉会長であり、韓国地方政府学会の次期会長でも

ある、金順殷（Kim, Soon-Eun） 東義大
学行政学科教授・対外協力所長でした。
参加者は基礎的理論から実際のデータ
分析手法までを幅広く学び、最終日に
は全員が無事に修了証書を獲得し、晴
れて帰国しました。 ▲授業風景▲修了証を手に、金順殷先生を囲んで

　金順殷教授の講義は非常に分かりやすく、専門的な知識を全て英語で教え
ていただいた。今回のセミナーではSPSSの使用方法だけでなく、統計学の基
礎、つまり（1）データの収集・加工、（2）仮説の設定、（3）分析、という考え方
を実践し、習得出来たことは非常に有意義だった。セミナーの最後には、実
際にデータを用いて、自ら仮説を作り、度数分布表、クロス集計表の作成、
回帰分析等を行った。統計学においてSPSSはグローバルスタンダードとなり
つつあり、今回英語でSPSSを学べたことは自分にとって大きな財産となった。
経済法を専攻する私は、現在、経済学者と共に競争政策提言を行う報告書を
作成している。今後、このセミナーで得た統計学とSPSSを用いて、自ら経済
分析を用いた論文を執筆していきたい。今後入門編を前提とした上級編が開
催されれば是非参加したい。

渕川和彦（法学研究科博士課程2年、GCOE-CGCS RA）

　金先生の分かりやすい説明と丁寧なご指導のおかげで、セミナーが始まる
前に感じていた不安は消え去り、夢中で講義に聴きいっていました。講義で
は、サンプル数の考慮、欠損値の処理、正規分布の確認といった基本的な作
業の重要性を再認識しました。また、SPSSを用いて、カイ二乗検定、相関分析、
分散分析といった様々な分析を実行する方法を学びました。英語での講義は、
統計に関する英語の語彙を増やすよい機会となり、将来の研究に役立つと感
じました。熱心にご指導してくださった金先生、セミナー期間中の生活を助
けてくださった李さん、ほかこのセミナー実施に助力してくださった皆様方
に感謝します。

村山　陽（社会学研究科博士課程2年、GCOE-CGCS RA）

　入門編ではあったが、講義の中ではより高度な解析方法も取り上げられ、
さらには数ある解析方法の中で「どういった場合にどの解析方法を選択すれば
よいのか」という分析上極めて重要な点についても精緻で分かりやすい説明を
受け、経験者にとっても非常に有意義なものとなった。本セミナーのアドバ
ンスト編が開催されることを強く願う。

松本　淳（法学研究科博士課程3年、GCOE-CGCS RA）

 Between February 22 and 25, 2009, 
the “SPSS seminar” was held at Dong-
eui University, Pusan, South Korea. 
Seven Research Assistants (RA) from 
the CGCS participated in this workshop. 
The workshop was run by Professor 
Soon-Eun Kim, Dean of  External 
Cooperation at Dong-eui University.
 The RAs learnt about basic and 
advanced data analysis methods. Yoh 
Murayama, one of the participants, said: 
“I learnt different ways of analyzing data 
using SPSS, such as chi-square analysis, 
correlation analysis and analysis of 
variance. Through this seminar, I was 
able to re-appreciate the importance 
of the basic processes such as the 
consideration of sample size, handling 
of missing values and checking a normal 
distribution of the data.” Kazuhiko 
Fuchikawa, another participant, said: 
“It was very useful to learn not only 
about SPSS, but also, to learn to put into 
practice the basics of statistics, that is, 
collecting data, setting a hypothesis, and 
analyzing.” As Fuchikawa is a student 
of economic law, he commented: “I 
would like to use what I learnt about 
SPSS and Statistics in my thesis.” Jun 
Matsumoto added: “The workshop was 
very helpful in that it clarified when and 
how to use certain methods,” and along 
with Fuchikawa said that he would like 
to participate in an advanced workshop 
should there be one in the future.
 All the RAs said that the workshop 
was an excellent opportunity to enrich 
their English vocabulary of Statistic 
terms.
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GCOE-CGCS Global Seminar and Symposium with Uppsala University
ウプサラ大学・慶應義塾大学GCOE-CGCS　国際学術交流セミナー・シンポジウム

　2005年以来慶應義塾大学と協定関係にあるスウェーデン・ウプサラ大学
（Uppsala University）において、セミナーおよび国際学術交流シンポジウム
を実施いたします。このプログラムは、GCOE-CGCSの若手研究者教育支援
活動の一環として設置され、参加学生は博士課程在籍生の中から公募により
選抜されました。
　セミナーでは、スウェーデン内外の各分野の専門家により、ガバナンス及
び民主主義の歴史・理論に関わる最新の研究動向の集中講義を予定していま
す。また、参加学生はシンポジウムにおいて、各自の研究成果を英語で報告
いたします。
　世界的にも充実した政治学部（Department of Government）を擁するウプ
サラ大学との交流が、本拠点および慶應義塾大学の若手研究者の研究活動に
よい影響を与え、また今後も継続することが期待されます。

	 Uppsala	 University,	 one	 of	 Keio	
University’s	 overseas	 partners	 since	
2005,	will	be	hosting	an	 international	
seminar	and	symposium	as	part	of	 the	
educational	activities	of	GCOE-CGCS.
	 In	the	seminars,	experts	 from	both	
within	 and	 outside	 Sweden	 will	 be	
lecturing	 on	 the	history	 and	 theories	
of	 governance	and	democracy.	 In	 the	
symposium,	 the	 participants	 will	 be	
presenting	on	their	research	in	English.

Program

GCOE-CGCS Global Seminar: Civil Society, Governance and Democracy March	23-26.		

Lecturers:		 Professor	Sverker	Gustavsson
	 Dr.	Katarina	Barrling	Hermansson
	 Professor	Jögen	Hermansson
	 Professor	Li	Bennich-Bjökman
	 Dr.	Ludvig	Beckman

GCOE-CGCS Global Symposium  March	25.		

Speakers	of	Keio	University
Chikako	Endo		 (CGCS	Post-doctoral	Researcher)	 “Democratic	Rights	for	Migrant	Workers”

Ai	Ozawa		 (Ph.D.	Candidate)	 “UNHCR’s	role	of	coordinating	international	perception	of	refugee	crises:	the	case	of	the	Afghan	crisis”

Yoshiko	Hayami	 (Ph.D.	Candidate)	 “Thomas	Mann’s	political	thought	in	the	Weimar	era:	metaphysics	and	politics”

Yohei	Kawakami	 (CGCS	Researcher	(RA))	 “Nature,	duration,	and	theodicy:	political	and	religious	thought	of	Joseph	de	Maistre	in	Du	Pape”

Makiko	Ueda		 (Ph.D.	Candidate)	 “Ashida’s	View	on	the	Soviet	Union”

Yuichiro	Sakai	 (CGCS	Researcher	(RA))		 “Civilization	and	Familism	in	Modern	Japan:	focusing	on	institutionalization	process	of	marital	norms”

「若手短期海外調査研究支援」事業報告

当拠点は教育活動の一環として、若手研究者の海外調査研究計画に対して支援活動を行っております。
As	part	of	the	CGCS’s	educational	activities,	we	provide	support	to	young	researchers	undertaking	research	abroad.	This	year,	we	will	be	sending:	

Name/Dept.  Date Regions and Institutions/Research
福井英次郎 Fukui, Eijiro / 法研 D3 Sept. 2008 New Zealand; EU Centre Network/research and presentation
黒田友哉 Kuroda, Tomoya / 法研 D3 Oct. 2008-  The National Archives (UK)/research
松本淳 Matsumoto, Jun / 法研 D3 Jan. 2009 Australia National University/research and presentation
福井英次郎 Fukui, Eijiro / 法研 D3 Mar. 2009  LSE(London), Science Po(Paris), Center for European Policy 

Studies(Brussels)etc./interview research
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海外研究交流	 Joint Conference with Overseas Partners

　 参加者はそれぞれの報告とともに、今後の研究交流の
内容に関して意見を交わした。報告は「市民社会」、「地方
分権」、「電子政府」、「公共政策」、「NPO・NGO」、「政党と
公共政策」、「地方行政組織」といった7つの分野にわたっ
て行われた。
　「市民社会」の分野では、Lee Seung-Jong氏と小林良彰
氏の報告があり、Lee氏は、データに基づいて韓国の市民意
識の現状を検討した。それに対して小林氏の報告は、日本
の有権者の投票行動について報告を行った。
　「地方分権」の分野では、Kim Chang-Dong氏と片山善博
氏が韓国と日本における地方分権改革の現状と課題について
それぞれ報告を行った。「電子政府」の分野では、Kim Jun-
Ki氏が行政組織における電子政府の意義を論じ、小澤太郎
氏が公共選択論に基づいて電子民主主義の意義を報告した。
　「公共政策」の分野では、Im To-Bin氏が時間という概
念を用いて公共政策の形成・決定過程を分析し、河村和
徳氏が自治体における住民参加と政府信頼の関係を検討
した。「NGO・NPO」の分野では、Kim Hye-Jeong氏が地
域市民社会のキャパビリティと自治体のパフォーマンス
の関係を分析し、羅一慶氏が市民団体の活動という視点
から日本と韓国の市民社会を比較分析した。
　「政党と公共政策」の分野では、Kwon Huck-Ju氏が福
祉政策の立法過程における政党の役割について検討し、
堤英敬氏が日本における各政党の政策位置と、それに伴
う有権者の政党支持の現状について報告を行った。「地方
行政組織」の分野では、Seo Jae-Ho氏が韓国の地方分権
化による自治体の福祉行政組織の変遷過程を分析し、金
宗郁氏が日本の自治体における行政官僚の組織行動につ

いて報告を行った。

 On December 5th, 2008, International Joint Academic Conference 
of professors was held with Seoul National University. In the 
Conference, speakers presented their papers and also exchanged ideas 
about joint research projects in the future. The presentations spanned 
seven different fields.
 [Civil society] Seung-Jong Lee examined the present state of 
citizens’ attitude in South Korea based on data. Yoshiaki Kobayashi 
gave a paper on voting behavior in Japan.
 [Decentralization] Chang-Dong Kim and Yoshihiro Katayama 
presented papers on the current situation and challenges of 
decentralization reforms respectively in South Korea and Japan.
 [E-government] Jun-Ki Kim discussed the significance of 
E-government in administrative organizations. Taro Ozawa discussed 
the significance of E-democracy based on public choice theory.
 [Public policy] To-Bin Im analyzed the making and decision 
process of public policy using the concept of time. Kazunori Kawamura 
considered the relation between resident participation and governmental 
trust in local governments.
 [NGO/NPO] Hye-Jeong Kim analyzed the relation between 
the capability of local civil societies and the performance of local 
governments. Il-Kyung Ra compared Japanese and Korean civil 
societies through the perspective of civil group activities.
 [Political party and public policy] Huck-Ju Kwon examined the 
role of political parties in the legislative process of welfare policies. 
Hidenori Tsutsumi identified the policy positions of the various political 
parties in Japan and the corresponding voters’ party support.
 [Local administrative institutions] Jae-Ho Seo analyzed the 
development of welfare administrative institutions in local governments 
as a result of decentralization. Jong-Ouck Kim discussed the 
organizational behavior of administrative bureaucrats in Japanese local 
governments.

2008年12月5日、韓国ソウル大学行政大学院において、政治学・行政学のさまざまな分野で活動する日韓の研究者が、
学術交流を行いました。参加者および研究報告の概要は以下の通りです。

International Joint Academic Conference with Seoul National University
ソウル大学との国際学術交流カンファレンス

 Seoul National University, December 5, 2008

Presenters

Summary of Conference

Japan
Yoshiaki Kobayashi (Professor, Keio University)
Yoshihiro Katayama (Professor, Keio University)
Taro Ozawa  (Professor, Keio University)
Kazunori Kawamura (Associate Professor, Tohoku University)
Hidenori Tsutsumi (Associate Professor, Kagawa University)
Il-Kyung Ra  (Associtate Professor, Chukyo University)
Jong-Ouck Kim (CGCS Associate Professor, Keio University)

Korea
Seung-Jong Lee (Professor, Seoul National University)
Jun-Ki Kim  (Professor, Seoul National University)
To-Bin Im  (Professor, Seoul National University)
Huck-Ju Kwon (Associate Professor, Seoul National University)
Chang-Dong Kim (Research Fellow, Seoul Development Institute)
Hye-Jeong Kim (Associate Professor, Sun-Moon University)
Jae-Ho Seo  (Associate Professor, Pukyong National University)
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　 国際政治の専門家であり、韓国国際政治学会の次期会
長でもあるKim Eui-Kon氏(Professor, Inha University) 
は、「Changing World’s Political Economy and Korea’s 
Choice」と題する報告を行った。Kim 氏は、国際社会
の多極化と軍事力面での一極集中という複雑な条件の中
で、東アジアが国際協調をめざすにあたっていかなる課
題があるかを、極東の地政学的条件、南北朝鮮半島の情
勢など、多様な角度から論じた。
　Kim Jung-Ho氏(Professor, Inha University) は、

「Governing Development: The Case of Mongolia」と題
する報告で、朴政権時代の韓国のセマウル運動を起源に
もち、現在のモンゴルではNGOが主体となる形で実践
されている、モンゴル・セマウル運動の意義を、韓国の
NGO活動との関係にも触れながら紹介した。国連の調査
にも関わった経験をもつKim氏は、この運動を、政府主
導でない点に優位性をもつ、人間開発的なアプローチの
一事例と位置づけ、ガバナンス概念の解釈に新たな方向

性を提示した。
　仁荷大学と慶應義塾大
学GCOE-CGCSとの学術
交 流は、 前 身の21COE-
CCC時代からの長きにわ
たる蓄積を、ここに更に
重ねることとなり、両校
は学生を含めた交流を今
後も深めていくことを共
通の期待とした。

 On March 4, 2009, the CGCS held an international conference 
“Governance in East Asia” with one of its overseas partners, Inha 
University, South Korea, at Mita Campus, Keio University.
 Professor Eui-Kon Kim, who has been doing research on 
international politics, presented a paper entitled “Changing World’s 
Political Economy and Korea’s Choice.” Kim considered the challenges 
facing East Asian cooperation in today’s complex world characterized 
by geopolitical multi-polarization and military uni-polarization, and to 
this end, he examined the geopolitical conditions in the Far East and 
the Korean Peninsula.
 Professor Jung-Ho Kim presented a paper entitled “Governing 
Development: The Case of Mongolia.” Kim considered the significance 
of the activities of the NGO program Saemaul Undong (New Village 
Movement) in Mongolia, with reference to South Korean NGO activities. 
Kim, who has experience with UN surveys, argued that this movement 
is an example of a successful approach to human development in that 
it is not government driven. Through this analysis Kim suggested a new 
interpretive direction of the concept of governance.
 The partnership between Inha University and Keio University 
goes back to the 21COE-CCC, the forerunner of CGCS, and the aim of 
this conference was to further deepen the exchange between the two 
universities.

2009年3月4日、GCOE-CGCSの海外連携拠点の一つである仁荷大学（Inha University）から、二人の教授を迎えて、国
際学術交流カンファレンス「Governance in East Asia」が慶應義塾大学三田キャンパスにて開催されました。

International Conference with Inha University: Governance in East Asia
仁荷大学校との国際学術交流カンファレンス

 Keio University, March 4, 2009

Summary of Conference

若手研究者インターン海外連携拠点派遣事業報告（University of California, Berkeley）

　当拠点の教育活動には、若手研究者を一定期間、インターンとして海外連携拠点に派遣する事業が含まれており
ます。今年度は、連携拠点の一つ、カリフォルニア大学バークレー校（University of California, Berkeley）に、公募
選抜により２名の博士課程生を派遣いたしました。
One of the educational activities of the CGCS involves sending out young researchers to its affiliated institutions overseas. This year, we will 
be sending two research students to University of California, Berkeley, on a short-term internship.
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業績報告
＊ 2008 年度の当拠点事業推進担当者・拠点研究員および博士課程 RA の業績（一
人当たりの件数が多数の場合は主要業績となります）、CGCS 国際シンポジウムお
よび若手研究者国際シンポジウム関連は除く。なおニューズレター編集時期の都合
上、2009 年 3 月刊行の雑誌・書籍についてはページ数等に変動の可能性があります。

◇  Akashi, Kinji, “The Hansa and the Law of Nations: Re-
visiting the “Westphalian System” after 1648,” Journal of 
African and International Law , 1(1), 2008, pp.1-23.

◇  Aso, Yoshibumi, “Social Overhead Capital Development 
and Geographical Concentration,” Public Policy Review 
(Policy Research Institute, Ministry of Finance), 4(1), 2008, 
pp.111-132.

◇   Endo, Chikako, “The Scope of Public Membership,” Journal 
of Political Science and Sociology  10, March 2009, pp. 13-26.

◇  Hagiwara, Yoshihisa, “War and Peace in the Democratic 
World: pour cela faire que ce qui est juste soit fort,” 
Journal of Political Science and Sociology  10, March 2009, 
pp. 1-12.

◇   Kobayashi, Yoshiaki, “Mathematical Models of Issue 
Voting,” Journal of Law, Politics and Sociology , 82(2), 
February 2009, pp. 1-27.

◇   Lee, Hong-Chun, “일본 신문의 한국 촛불집회 보도 ”（「日本
新聞の韓国のロウソク集会報道」）、월간 신문과방송（『新聞
と放送』） （Korea Press Foundation), no. 452, August 2008, 
pp. 177-180.

◇   Lee, Hong-Chun, “ 일본 신문의 오바마 보도 ”（「日本新聞の
オバマ報道」）、월간 신문과방송、no. 456, December 2008, 
pp. 172-175.

◇ Lee, Hong-Chun, “일본의 미디어 재편 가속”（「メディア再編の
加速」）、월간 신문과방송、no. 457, January 2009, pp. 171-175.

◇   Lee, Hong-Chun, “ 일본 언론의 오바마 취임식보도 ”（「日本
のオバマ就任式報道」）、월간 신문과방송、no. 458, March 
2009, forthcoming.

◇   Tsutsumibayashi, Ken, “The Political Thought of John 
Dunn and Japan,” Journal of Political Science and Sociology 
10, March 2009, pp. 65-75.

◇   Fujita, Tomoko, “Strengthening Australian Families and 
Communities: Case studies of Projects Funded under the 
Howard Government Family Policy,” Journal of Political 
Science and Sociology  10, March 2009, pp. 41-63.

◇ 明石欽司「国際法史上の問題としてのスイスの『独立』——
『ウェストファリア・システム』という名の幻想」(1)(2・完 )
『法学研究』( 慶應義塾大学法学研究会 )81(4)、2008 年 4 月、
1-28 頁および 81(5)、2008 年 5 月、1-31 頁

◇  明石欽司「『大東亜国際法』理論——日本における近代国際
法受容の帰結」『法学研究』82(1)、2009 年 1 月、261-292 頁

◇ 大山耕輔「信頼とガバナンスはなぜ必要か——政府と市民の
視点から」『法学研究』82(2)、2009 年 2 月、117-150 頁

◇ 小川原正道「福沢諭吉における維新と伝統」『明治聖徳記念
学会紀要』、復刊 45 号、2008 年 11 月、325-344 頁

◇  小川原正道「西南戦争と福沢諭吉」『福沢諭吉年鑑』（社団法人福
沢諭吉協会）第 35 号、2008 年12月、55-73 頁

◇ 小川原正道「自由民権家としての加藤勝弥」『法学研究』
82(2)、2009 年 2 月、151-174 頁

◇  小川原正道「台湾出兵と大教院・神社」『武蔵野大学政治経
済研究所年報』第 1 号、2009 年 3 月

◇ フィリップ・オステン「国際刑事裁判所の『位置づけ方』——
国内法整備と刑事法の課題」『国際人権』19 号、2008 年、
51-61 頁

◇ フィリップ・オステン「東京裁判における犯罪構成要件の再
訪——初期国際刑法史の一段面の素描」『法学研究』82(1)、
2009 年 1 月、315-338 頁

◇ 片山善博「自治体の自立と地方議会改革——急がれる議会
としての機能発揮」『改革者』( 政策研究フォーラム ) 576、
2008 年 7 月、32-35 頁

◇ 片山善博「「ふるさと納税」から税と自治の本質を考える」『税
経通信』( 税務経理協会 )63(7)、2008 年 7 月、17-24 頁

◇ 片山善博「第 1 次勧告から見えること、見えないこと ( 地方
分権改革推進委員会第 1 次勧告を受けて ) 」『地方議会人』
39(3)、2008 年 8 月、22-25 頁

◇ 片山善博「知的立国の基盤としての図書館とその可能性」『言
語』37(9)、2008 年 9 月、28-33 頁

◇ 片山善博「地方からの再生と日本の将来」『日立総研』Vol3-
3、2009 年 2 月

◇  河村和徳「地方議会の定数を巡る一考察——「地区割り」「地
区推薦」の視点から」『公共選択の研究』第 50 号、2008 年 7
月、26-33 頁

◇ 小林良彰「投票参加と棄権を決める要因」『選挙』61(7)、
2008 年 7 月、1-6 頁

◇  小林良彰「韓国における学術団体」『学術の動向』第 14 巻第
2 号、2009 年 2 月

◇  庄司克宏「EU 競争法における和解 (settlement) 手続の導入
と課題」『法学研究』82(1)、2009 年 1 月、575-598 頁

◇  菅谷 実「情報通信制度の変容——レイヤー型規制の意義」『法
学研究』81(12)、2008 年 12 月、269-289 頁

◇ 田中俊郎 ｢ローマ条約からリスボン条約まで｣『海外事情』
第 56 巻第 4 号、2008 年 4 月、2-20 頁

◇  田中俊郎「EU の安全保障防衛政策（ESDP）と世論」『法学
研究』82(1)、2009 年 1 月、21-48 頁

◇ 浜日出夫「ジンメルの＜社会化＝個人化＞の社会学」『社会
学史研究』第 30 号、2008 年 6 月、59-72 頁

◇  志岐裕子・村山陽・藤田結子「若者のテレビ視聴とメディア
並行利用行動——大学生のオーディエンス・エスノグラフィ
調査から」『メディア・コミュニケーション』 ( 慶應義塾大学
メディア・コミュニケーション研究所 ) 59、2009 年 3 月

◇  村井源・山本竜大・往住彰文「Web サイトデータを活用
した計量的人間関係解析のための指針——日本の国会議員
Web サイトから見た政治家の中心性とグループ」『理論と方
法』23(1)、 2008 年 6 月、111-128 頁

外国語論文（査読付き学会誌・紀要等）
English Papers in Refereed Journals

日本語論文（査読付き学会誌・紀要等）
Japanese Papers in Refereed Journals, Proceedings, etc.
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◇  渡辺秀樹「家族と父親」『世界の児童と母性』( 資生堂社会福
祉事業財団 )65 号、2008 年 10 月、19-22 頁

◇ 渡辺秀樹・永井暁子「父親像の広がりとこれから」『家計経
済研究』( 家計経済研究所 )81（2009 年冬号）、2-15 頁

◇ 尹 秀鍾「移行期の中国における国家と企業法人の財産法的
関係の変化」『法学政治学論究』( 慶應義塾大学法学研究科 )
第 77 号、2008 年 6 月、37-70 頁

◇  小澤昌之「高校生の生活に関するパーソナル・インタビュー
調査分析」渡辺秀樹編『高校生の生活に関するパーソナル・
インタビュー調査』慶應義塾大学市民社会ガバナンス教育研
究センター、2009 年 3 月、7-20 頁

◇ 川上洋平「ジョゼフ・ド・メーストルの反革命論——総裁政
府期におけるコンスタン批判にみる政治的なものの諸相」『法
学政治学論究』第 80 号、2009 年 3 月、187-219 頁

◇  阪井裕一郎「書評：デビッド・ノッター著『純潔の近代——
近代家族と親密性の比較社会学』」『慶應義塾大学大学院社会
学研究科紀要』第 66 号、2008 年 11 月、91-95 頁

◇  関根豪政「貿易関連環境措置に対する WTO 法規範の検
討——GATT、TBT、SPS 諸協定の関係の分析」『法学政治
学論究』第 78 号、2008 年 9 月、181-224 頁

◇  原田健二朗「ケンブリッジ・プラトニストにおける理論と実
践——アングリカン・ヴィア・メディア（中道）の神学的・
政治的再革新」『法学政治学論究』第 78 号、2008 年 9 月、
249-281 頁

◇ 原田健二朗「ケンブリッジ・プラトニストにおける神愛の概
念——善・参与・愛の法」『法学政治学論究』第 79 号、2008
年 12 月、33-65 頁

◇  福井英次郎「EU 認識研究に関する一考察——日本のエリー
ト調査を事例として」『日本 EU 学会年報』第 28 号、2008 年、
113-131 頁

◇  福井英次郎「『独自の』議会——欧州議会の現状と課題」
『RESEARCH BUREAU 論究』（衆議院調査局）別冊第 10 号、
67-77 頁

　 http://www.shugiin.go.jp/itdb_rchome.nsf/html/rchome/
Shiryo/2008ron-betsu10.pdf/$File/2008ron-betsu10.pdf　

（2009 年 1 月 1 日アクセス）

◇  藤田智子「オーストラリア「家族政策」歴史——なぜ「ファ
ミリー」なのか？」『オーストラリア研究』22、2009 年 3 月、
45-59 頁

◇  村山 陽「子どもたちの抱く「高齢者イメージ」——社会的
表象理論の視座からの分析」『慶應義塾大学大学院社会学研
究科紀要』第 65 号、2008 年、43-54 頁

◇  村山 陽「高齢者との交流が子どもに及ぼす影響」『社会心理
学研究』第 25 号、2009 年 3 月

◇  楊 雪「中国都市部の高齢期の世代間援助に見られる家族
戦略——瀋陽市の事例を通して」『家族社会学研究』20(1)、
2008 年 4 月、57-69 頁

◇ 小澤太郎・グレーヴァ香子・中村慎助編著『理論経済学の復
権』慶應義塾大学出版会、2008 年 8 月

◇ 金 宗郁『地方分権時代の自治体官僚』木鐸社、2009 年 2 月

◇ 庄司克宏編著『EU 法　実務篇』岩波書店、2008 年 4 月

◇ 田中俊郎・庄司克宏・浅見政江編著『EU のガヴァナンスと
政策形成』慶應義塾大学出版会、2009 年 2 月

◇ 菅谷実・中村清・内山隆編著『映像コンテンツ産業とフィル
ム政策』丸善、2009 年 1 月

◇ 石井由香・関根政美・塩原良和著『アジア系専門職移民の現
在——変容するマルチカルチュラル・オーストラリア』慶應
義塾大学出版会、2009 年 3 月

◇ 藤田結子『文化移民——越境する日本の若者とメディア』新
曜社、2008 年 9 月

◇ 渡辺秀樹（監修）「戦後家族社会学文献選集 第１期」全 10 巻、
日本図書センター、2008 年 4 月

◇ 渡辺秀樹編著『高校生の生活に関するパーソナル・インタ
ビュー調査 ( 韓国青少年政策研究院 (NYPI)・慶應義塾大学
GCOE-CGCS 共同調査研究報告書 )』慶應義塾大学市民社会
ガバナンス教育研究センター、2009 年 3 月

◇  Fujita, Yuiko, “Cultural Migrants and the Construction of 
the Imagined West: the Japanese Youth,” Youna Kim (ed.), 
Media Consumption and Everyday Life in Asia  (New York: 
Routledge, 2008).

◇  Hama, Hideo, “The Primal Scene of Ethnomethodology: 
Garfinkel’s Short Story “Color Trouble” and the Schutz-
Parsons Controversy,” H. Nasu, I. Srubar, G. Psathas and L. 
Embree (eds.), Alfred Schutz and his Intellectual Partners 
(UVK Verlagsgesellschaft, forthcoming).

◇  Tanaka, Toshiro, “Asian (ASEAN Plus Three) Perspectives 
on European Integration,” Philomena Murray (ed.), Europe 
and Asia: Regions in Flux  (London: Palgrave Macmillan, 
2008).

◇  Tanaka, Toshiro, “The Four Dilemmas of the European 
Union,” Dai Bigran and Jian Junbo (eds.), The Enlarged 
European Union: Prospects and Implications  (Baden-Baden: 
Nomos Verlagsgesellschaft, 2008).

◇  Tanaka, Toshiro and Jora, Silviu, “The Landscape of 
European Studies Teaching in Asia with a Particular 
Focus on Japan,” M. Holland, S. Jora and P. Ryan (eds.), 
The Future of European Studies in Asia  (Singapore: Asia-
Europe Foundation, 2008).

◇  Taniguchi, Naoko, “Diet Members and Seat Inheritance,” 
Sherry Martin and Gill Steel (eds.), Democratic Reform in 
Japan: Assessing the Impact  (Lynne Reinner Publishers, 
2008).

◇ 明石欽司「一八世紀中葉の「国際法」学説における「国際法」・
「条約」・「国家意思」—— 一九世紀実証主義国際法学研究序
説」慶應義塾大学法学部編『 慶應の法律学　公法 II』慶應
義塾大学出版会、2008 年 12 月、343-372 頁

◇ 麻生良文「都市景観の経済分析」『慶應の政治学　政治・社会』
慶應義塾大学出版会、2008 年 12 月、1-26 頁

◇ 麻生良文「公的年金純債務から考える年金制度改革の方向性」
貝塚啓明・財務省財務総合政策研究所編『人口減少社会の社
会保障制度改革の研究』2008 年 12 月、297-328 頁

◇ 有末 賢「個人化とコミュニティ概念の変容——古都・鎌倉
のライフスタイル」『慶應の政治学　政治・社会』慶應義塾
大学出版会、2008 年 12 月、27-48 頁

◇ 大山耕輔「信頼とガバナンスはなぜ必要か——政府と市民の
視点から」『行政の信頼性確保、向上方策に関する調査研究
報告書 ( 平成 20 年度 )』総務省大臣官房企画課、2008 年 10 月、
17-57 頁

書籍・書籍収録論文
Books and Papers
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◇ 大山耕輔「『民主主義の失敗』と若者世代の対応——持続可
能なガバナンスのために」『慶應の政治学　政治・社会』慶
應義塾大学出版会、2008 年 12 月、107-132 頁

◇ 小川原正道「日露戦争下のロシア正教問題と政府・軍」『慶
應の政治学　日本政治』慶應義塾大学大学出版会、2008 年
12 月、57-85 頁

◇ フィリップ・オステン「国際刑法における『中核犯罪』の
保護法益の意義——ICC 規程批准のための日本の法整備と
刑事実体法規定の欠如がもたらすものを素材として」（『慶
應の法律学　刑事法』慶應義塾大学出版会、2008 年 12 月、
217-254 頁

◇ 片山善博「地域の自立に向けて」藤井正・光多長温・小野達也・
家中茂編『地域政策入門——未来に向けた地域づくり』ミネ
ルヴァ書房、2008 年 10 月

◇ 片山善博「民主主義の不在がもたらした夕張の破綻」山口二
郎編『ポスト新自由主義』七つ森書館、　2009 年 3 月

◇ 金宗郁・山本竜大「韓国の地球温暖化対策」福井県・慶應義
塾大学編『地球温暖化と地域別環境貢献度』慶應義塾大学出
版会、2009 年 3 月、第 8 章

◇ 河野武司「日韓テレビニュースの比較内容分析——日韓両国
民の外国情報の共有度」『慶應の政治学　政治・社会』慶應
義塾大学出版会、2008 年 12 月、161-179 頁

◇ 小林良彰「都市部有権者に対する投票参加啓発の効果測定」
『慶應の政治学　政治・社会』慶應義塾大学出版会、2008 年
12 月、213-236 頁

◇ 小林良彰「地域別にみた地球温暖化対策としての環境貢献度
測定」福井県・慶應義塾大学編『地球温暖化と地域別環境貢
献度』慶應義塾大学出版会、2009 年 3 月、第 4 章

◇ 関根政美「アジア・太平洋国家化するオーストラリアのなか
のラッド政権——二〇〇七年のオーストラリアの政治・社会
学」『慶應の政治学　地域研究 』慶應義塾大学出版会、2008
年 12 月、153-186 頁

◇ 田中俊郎 ｢EU・国家・市民｣『三色旗』第 725 号、2008 年 8
月、25-44 頁

◇ 田中俊郎「リスボン条約とアイルランド」『慶應の政治学　
国際政治』慶應義塾大学出版会、2008 年 12 月、159-192 頁

◇ 田上雅徳「カルヴァンにおける「終末論」と政治」鷲見誠一・
千葉眞編著『ヨーロッパにおける政治思想史と精神史の交叉』
慶應義塾大学出版会、2008 年 10 月、137-169 頁

◇ 田村次朗「渉外法務における独占禁止法実務の新展開に関す
る理論的考察」『ビジネス法務大系 IV　国際ビジネスと法』
日本評論社、2009 年 2 月、33-52 頁

◇ 堤林　剣「十九世紀フランス自由主義」鷲見誠一・千葉眞編
著『ヨーロッパにおける政治思想史と精神史の交叉』慶應義
塾大学出版会、2008 年 10 月、215-243 頁

◇ 堤林　剣「ジョン・ダンの政治思想——非理性の狡知と非西
洋への眼差し」『慶應の政治学　政治思想』慶應義塾大学出
版会、2008 年 12 月、185-202 頁

◇ 浜日出夫『宗教論——合わせ鏡としての宗教と社会」早川洋
行・菅野仁編『ジンメル社会学を学ぶ人のために』世界思想
社、2008 年 10 月、172-190 頁

◇ 浜日出夫「社会変動のミクロロジー——方法としてのベン
ヤミン」金子勇・長谷川公一編『社会変動と社会学』（講座・
社会変動 第１巻）ミネルヴァ書房、2008 年 11 月、201-
228 頁

◇ 金本亜弓「わが国の自治体における環境基本条例制定」福井
県・慶應義塾大学編『地球温暖化と地域別環境貢献度』慶應
義塾大学出版会、2009 年 3 月、第 6 章

◇ 川上洋平「ジョゼフ・ド・メーストルの国制論——『政治的
国制の生成原理についての試論』における政治的神義論」鷲
見誠一・千葉眞編著『ヨーロッパにおける政治思想史と精神
史の交叉』慶應義塾大学出版会、2008 年 10 月、171-214 頁

◇ 阪井裕一郎「制度としての恋愛と結婚」佐藤典子編『現代
人の社会とこころ——家族・メディア教育・文化』弘文堂、
2009 年 3 月

◇ 関根豪政「WTO 法と EC 法の比較検討——比例性原則の与
える示唆」田中俊郎・庄司克宏・浅見政江編『EU のガヴァ
ナンスと政策形成』慶應義塾大学出版会、2009 年 2 月

◇ 藤田智子「オーストラリア労働党のプラットフォーム及び選
挙公約の概要」（資料編）国立国会図書館調査及び立法考査
局『オーストラリア・ラッド政権の 1 年：総合調査報告書』( 調
査資料 2008-5) 2009 年 3 月

◇ 大山耕輔「ガバナンス論とシンクタンクの役割」『慶應義塾
大学グローバルセキュリティ研究所 GTT Watch Report』、
2009 年 1 月

◇ 小川原正道「書評と紹介　松尾正人著『木戸孝允』（幕末維
新の個性８）」『日本歴史』721 号、2008 年 6 月、118-120 頁

◇ 小澤太郎「戦略と戦術に関するブログ風の短い解説」『三田
評論』2008 年 4 月号、64 頁

◇ 片山善博（連載）「片山善博の『日本を診る』」「(4) 自治体の
自立を妨げる地方財政システムを除け」『世界』777、2008
年 4 月、122-129 頁

◇ 関根政美「多文化共生のカギは「競生」に」『公明』36、
2008 年 12 月、8-13 頁

◇ 田村次朗「近江商人に学ぶ「三方よし」のコミュニケー
ション交渉学」『Think』No.28、東洋経済新報社、2009 年、
66-69 頁

◇ 萩原能久「恋愛と戦争では何でもありか？：マイケル・ウォ
ルツァーのモラル・リアリティ感覚　Ｍ・ウォルツァー著『戦
争を論ずる：正戦のモラル・リアリティ』によせて 」『風の
便り』風行社、2008 年 4 月、1-3 頁

◇ 浜日出夫・今田高俊・長谷川公一「新しいスタンダードを求
めて——社会学教育とテキスト『社会学』をめぐって」( 上 )・
( 下 ) 『書斎の窓』575(2008 年 6 月）2-13 頁、576(2008 年 7/8
月 )2-16 頁

◇ 松元雅和「訳者解題——ウォルツァー正戦論とその特徴」マ
イケル・ウォルツァー『戦争を論ずる——正戦のモラル・リ
アリティ』（駒村圭吾・鈴木正彦・松元雅和共訳）、風行社、
2008 年 4 月、267-295 頁

◇ 藤田智子「< 書評＞藤川隆男著『猫に紅茶を——生活に刻ま
れたオーストラリアの歴史』大阪大学出版会、2007 年」『オー
ストラリア研究』22 号、 2009 年 3 月、129-131 頁

◇ 堤林剣・堤林恵（翻訳）「バンジャマン・コンスタン『征
服の精神と簒奪——ヨーロッパ文明との関わりにおいて』
(1) 〜 (4), 『法学研究』81(8)、109-124 頁、81(9)、117-126 頁、
81(10)、37-51 頁、81(11)、93-103 頁

業績報告

その他（新聞・雑誌等の掲載物、翻訳）
Others
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◇ 萩原能久（監訳・訳者あとがき）・明石欽司・松元雅和ほか
（翻訳）マイケル・ウォルツァー『正しい戦争と不正な戦争』、
風行社、2008 年 10 月

◇ 駒村圭吾・鈴木正彦・松元雅和（翻訳）マイケル・ウォル
ツァー『戦争を論ずる——正戦のモラル・リアリティ』風行
社、2008 年 4 月

◇ 児玉聡監訳、松元雅和ほか（翻訳）ノーマン・ダニエルズ・
ブルース・ケネディ・イチロー・カワチ著『健康格差と正義——
公衆衛生に挑むロールズ哲学』勁草書房、2008 年 7 月

◇  Endo, Chikako, “Democratic Rights for Migrant Workers?” 
GCOE-CGCS Global Seminar: Civil Society, Governance 
and Democracy, Department of Government, Uppsala 
University, March 25, 2009.

◇  Matsumoto, Masakazu, “The Politics of Toleration in 
Contemporary Liberal Societies: Assessing the Validity 
of Minority Cultural Rights,” 2nd Global Conference: 
Multiculturalism, Conflict and Belonging, “Minorities and 
Reasonable Accommodation,” University of Oxford, UK, 
September 5, 2008.

◇  Fujimoto, T., and H. Watanabe, “Changing family norms in 
six countries,” 70th annual meetings of the National Council 
on Family Relations, Little Rock, AR, USA, November 6, 
2008.

◇  Hideki Watanabe, “Research framework of international 
comparative investigation for youth,” International 
Comparison of Adolescent’s Socialization between Japan 
and Korea, NYPI and GCOE-CGCS, Seoul Education 
Culture Center, September 16, 2008.

◇  Fujita, Tomoko, “Strengthening Australian Families in 
Diverse Immigrant Communities,” 2009 China-Korea 
Doctoral Forum on Public Administration, Renmin 
University, China, January 12, 2009.

◇  Fukui, Eijiro, “The Possibilities of the EU Perception 
Studies: From the Perspective of Public Diplomacy,” The 1st 
ESiA(European Studies in Asia) Young Academic Workshop, 
College of Europe, Bruges, Belgium, September 1-5, 2008.

◇  Fukui, Eijiro, “The EU in a Japanese Business Newspaper: 
From the Comparative Perspective,” EUCN (European 
Union Centre Network) Conference 2008: “Europe and 
the Changing World: Challenges, Priorities and Research 
Collaborations,” European Union Centre Network, 
Christchurch, New Zealand, September 25-27, 2008.

◇  Kanamoto, Ayumi, “Making Process of Global Warming 
Policy at the Local Level,” 2009 China-Korea Doctoral 
Forum on Public Administration, Renmin University, 
China, January 12, 2009.

◇  Kawakami, Yohei, “Nature, duration, and theodicy: political 
and religious thought of Joseph de Maistre in Du Pape,” 
GCOE-CGCS Global Seminar: Civil Society, Governance 
and Democracy, Department of Government, Uppsala 
University, March 25, 2009.

◇  Matsumoto, Jun, “Electoral Reform and Two-party System,” 
Asia Pacific Week 2009, Australia National University, 
January 30, 2009.

◇  Ozawa, Masayuki, “School Life and Majime (seriousness) 
outlook in High School and Junior High School Student,” 
International Comparative Forum on Socialization between 
Japan and Korea, National Youth Policy Institute of Korea, 
Seoul, September 15, 2008.

◇  Sakai, Yuichiro, “Civilization and Familism in Modern 
Japan: focusing on institutionalization process of marital 
norms,” GCOE-CGCS Global Seminar: Civil Society, 
Governance and Democracy, Department of Government, 
Uppsala University, March 25, 2009.

◇  Sekine, Takemasa, “Re-considering the Jurisdiction of 
the WTO Dispute Settlement System,” 2009 China-
Korea Doctoral Forum on Public Administration, Renmin 
University, China, January 12, 2009.

◇ 大山耕輔「信頼とガバナンスはなぜ必要か——政府と市民の
視点から」日本政治学会 2008 年度研究大会、2008 年 10 月
12 日、関西学院大学

◇ 小澤太郎「公共選択におけるゲーム理論リテラシー」公共選
択学会第 86 回研究会、2008 年 12 月 20 日、慶應義塾大学

◇ 片山杜秀「観戦武官酒井鎬次」京都大学人文科学研究所「第
一次世界大戦の総合的研究に向けて」研究班研究会、2008
年 5 月 26 日、京都大学

◇ 片山善博 ( 基調講演 )「自治体の自立と危機管理——国民保
護法制への取組み」日本地域政策学会シンポジウム『再考　
地域の安全保障』、2008 年 7 月 5 日、中京大学

◇ 片山善博「日本の地方自治体における NPO・NGO の役割と
課題」日本政治学会 2008 年度研究大会・市民公開国際交流
シンポジウム、2008 年 10 月 13 日、関西学院大学

◇  河村和徳「代議士系列の再編と県連内における力学変化」
日本選挙学会 2008 年度研究大会、2008 年 5 月 17 日、日本
大学

◇ 河村和徳「公開討論会の持つ課題——宮城県下での開催経験
から」日本地域政策学会第 7 回全国研究大会、2008 年 7 月 6
日、中京大学

◇ 河村和徳「2007 年統一地方選挙から参議院選挙にかけてみ
られる連続性と非連続性」日本政治学会 2008 年度研究大会、
10 月 11 日、関西学院大学

◇ 小林良彰「日本の電子投票の現状と将来」中央大学研究開発
機構・情報セキュリティ大学院大学主催学術シンポジウム、
2008 年 6 月 29 日、中央大学

◇ 小林良彰「地域別にみた地球温暖化対策の効果測定」福井県・
慶應義塾大学「地球温暖化環境貢献共同研究」成果公表シン
ポジウム報告、2008 年 11 月 26 日、慶應義塾大学

◇ 谷口尚子「『投票のパラドックス』の克服？——対戦型公共
財供給ゲームとしての選挙に関する実験研究」日本選挙学会
2008 年度研究大会、2008 年 5 月 18 日、日本大学

◇ 田上雅徳「「ダッチ = カルヴィニズム」再考」アジア・カルヴァ
ン学会、2008 年 11 月 22 日、立教大学

◇ 富田広士「カイロ市民の政治関心と政治不信——2007 年世
論調査から」文部科学省「世界を対象としたニーズ対応型地
域研究推進事業」：「アジアの中の中東——経済と法を中心に」
中間報告会、2009 年 2 月 14 日、一橋大学

学会報告（海外）
Presentations (abroad) 

学会報告（国内）
Presentations
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◇ 松元雅和「現代自由主義社会における寛容——少数派文化権
の是非をめぐる一考察」日本政治学会 2008 年度研究大会、
2008 年 10 月 12 日、関西学院大学

◇ 山下孝子「「承認の政治」理論の展開——1990 年代以降の政
治理論を中心に」日本政治学会 2008 年度研究大会、10 月 11
日、関西学院大学

◇ 李 洪千「国際コミュニケーションの経済学的アプローチ——
日経に現れた韓国企業の分析を中心に」マスコミュニケー
ション学会、2008 年 11 月 1 日、明治大学

◇ 李 洪千「ICT のイノベーションにより、選挙はどのように
変わるのか」情報通信学会ソーシャルイノベーション研究会、
2008 年 12 月 23 日、国立情報学研究所

◇ 李 洪千（パネリスト）国際交流基金支援 East Asia Media 
Studies 公開シンポジウム、2009 年 3 月 7 日、東京大学

◇ 渡辺秀樹（パネリスト）家族問題研究学会公開シンポジウム
「多様化する貧困の形と家族」2008 年 7 月 19 日、慶應義塾
大学

◇ 渡辺秀樹「現代家族の多様性——国際比較調査から」日本家
族看護学会第 15 回学術集会、2008 年 9 月 13 日、慶應義塾
大学

◇ 渡辺秀樹・竹ノ下弘久「青少年の社会化の日韓比較研究」第
81 回日本社会学会大会、11 月 23 日、東北大学

◇ 小澤昌之「現代大学生における予期的な進路戦略——高校 -
大学時代の生活意識の比較分析」第 56 回関東社会学会大会、
2008 年 6 月 21 日、首都大学東京

◇ 小澤昌之「青少年の友人関係と生活観——中学 ･ 高校生に対
する意識調査の日韓比較」第 60 回日本教育社会学会大会、
2008 年 9 月 20 日、上越教育大学

◇ 小澤昌之「青少年の社会化の日韓比較研究 (5) 中高生の学校
生活とまじめ観」第 81 回日本社会学会大会、2008 年 11 月
23 日、東北大学

◇  Kanamoto, Ayumi, “Policy Network on Climate Issues,” 日
本政治学会分野別研究会・現代政治過程研究会国際カンファ
レンス、2008 年 7 月 5 日、中京大学

◇ 阪井裕一郎「仲人の規範化と近代日本の結婚——結婚のモー
レスの国家的編成」家族問題研究学会 2008 年度第 1 回研究
部会、2008 年 4 月 26 日、慶應義塾大学

◇ 藤田智子「オーストラリア福祉政策における『ファミリー』
の歴史——1970 年代以降の家族政策と『ファミリー』言説」
オーストラリア学会第 19 回全国研究大会、2008 年 6 月 8 日、
追手門学院大学

◇ 藤田智子「ファミリーズとコミュニティーズを強くす
る？——ハワード前政権における家族政策の限界と可能性」
国立民族学博物館共同研究「オーストラリア多文化主義の過
去・現在・未来——共生から競生へ」2008 年 11 月 9 日、国
立民族学博物館

◇  Matsumoto, Jun, “Campaign Pledges and Legislative 
Behavior,” 日本学術会議政治学委員会政治過程分科会・日
本政治学会分野別研究会現代政治過程研究会主催シンポジ
ウム「The Future of Democracy in Civil Society」、2008 年
7 月 5 日、中京大学

◇ 松本 淳「選挙キャンペーンと議会行動」日本地域政策学会
第 7 回全国研究大会、2008 年 7 月 6 日、中京大学

◇ 松本 淳「選挙公約や国会審議にみられる代議士の政策選好」
日本政治学会 2008 年度研究大会、2008 年 10 月 11 日、関西
学院大学

◇ 村山 陽「日仏比較に見る小学生と高齢者との異世代関係」
日本社会心理学会、2008 年 11 月 3 日、かごしま県民交流セ
ンター（鹿児島市 )

◇ 村山 陽「生涯発達的視点から見たシニアボランティアの地
域における次世代育成活動——『前橋市寺子屋制度』の事例
から」人材育成学会第 6 回年次大会、2008 年 12 月 6 日、慶
應義塾大学

◇ 楊 雪・梁明玉・羽根文・于建明「中年期の危機的移行と世
代間関係」日本家族社会学会第 18 回大会、2008 年 9 月 6 日、
大正大学

◇ 楊 雪「日本の老親介護に見られる家族戦略——ある親子 2
世代の女性の生活史から」日本家族社会学会第 18 回大会、
2008 年 9 月 7 日、大正大学

◇ 小川原正道「福沢諭吉に関する資料状況について——『書簡
集』未収録書簡を中心に」「20 世紀と日本」研究会、2008 年
5 月、京都大学

◇ 小川原正道「西南戦争と福沢諭吉」社団法人福沢諭吉協会土
曜セミナー、2008 年 9 月、交詢社 

◇ 小川原正道「明治初期における大教院と本願寺派」浄土宗総
合研究所近現代史研究会、2009 年 2 月、浄土宗総合研究所

◇ 李 洪千「韓国の言論統制の歴史を学ぶ」『2008 反戦ティー
チイン「闘えるか ジャーナリズム——沖縄・韓国の言論統
制の歴史に学ぶ」』2008 年 10 月 18 日、沖縄県青年会館（那
覇市）

◇ 片山杜秀『音盤考現学』・『音盤博物誌』(2008 年度第 30 回サ
ントリー学芸賞社会風俗部門 )

◇ 関根豪政「グローバル化における WTO 紛争解決制度の意
義——パネル・上級委員会は欧州司法裁判所と同様な役割を
果たすことができるか」青山学院大学 WTO 研究センター主
催懸賞論文入賞（2008 年 12 月）

業績報告

その他（講演）
Lectures

受賞
Awards
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Kazuhiko Fuchikawa, Eijiro Fukui, Ayumi Kanamoto, Jun Matsumoto, Yoh Murayama, Yuichiro Sakai, Takemasa Sekine: 
Certificate of SPSS Seminar Participation, Dong-Eui University, Busan, Korea (February 23- 25, 2009).

 編集後記 慶應義塾大学GCOE-CGCSのプロジェクトは、今号でご紹介しましたように、1年目の活動としては順調な滑り出しを見せております。今年
度の反省とともに、2年目に向けて、関係者一同は意気込みを新たにしております。これからも、当拠点の活動をより充実したものにするため、
皆様のご指導とご助言を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。（山下・沼尾）

学位　博士号取得者　　　Degrees　 ＊当拠点を構成する研究科全体の記録

その他の資格　　　Certifications 

 氏　名 学　位 主　査

尹秀鍾 博士（法学）、慶應義塾大学 加藤修
「日本・中国・韓国における社外・独立取締役制度研究」

崔喜植 博士（政治学）、慶應義塾大学 小此木政夫
「アジア太平洋地域協力をめぐる日韓関係—日韓パートナー
シップ形成への道程」

山腰修三 博士（政治学）、慶應義塾大学 大石裕
「政治コミュニケーション研究の批判的アプローチ—カル
チュラル・スタディーズ以降の理論的再構成とメディア言説
の分析—」  

倉科岳志 博士（政治学）、慶應義塾大学 蔭山宏
「クローチェの思想とその時代（1902 年 -1925 年）」

宮下雄一郎 博士（政治学）、慶應義塾大学 田中俊郎
「第二次世界大戦期フランスと戦後国際秩序構想—主権と統
合をめぐる政治 1940-1945—」  

岩谷將 博士（政治学）、慶應義塾大学 国分良成
「中国国民党訓政体制の研究」  

菅原和行 博士（政治学）、慶應義塾大学 国分良成
「アメリカの都市政治と官僚制—多民族社会における公務員
制度の形成過程　1884-1976 年—」  

金宗郁 博士（政治学）、慶應義塾大学 小林良彰
「自治体における政策バリエーションと官僚の組織行動」 

 氏　名 学　位 主　査

宮坂清 博士（社会学）、慶應義塾大学 鈴木正崇
「病の構築に関する医療人類学的考察—北インド、ラダック
地方における巫者を事例として—」  

関口俊之 博士（社会学）、慶應義塾大学 浜日出夫
「ギデンズ社会理論の可能性—「慣習」概念に見られる理論
的能力について—」  

陶　冶 博士（社会学）、慶應義塾大学 鈴木正崇
「中国ミャオ族の儀礼と社会の変容—貴州省東南部雷山県の
「短裙苗」の事例を中心として—」  

篠田潤子 博士（社会学）、慶應義塾大学 三井宏隆
「プロ野球選手を対象とした非自発的役割離脱の研究」  

荒井芳廣 博士（社会学）、慶應義塾大学 鈴木正崇
「ブラジル北東部文化の創造と再創造—G・フレイレと A・
スアッスーナを中心に—」  

李洪千 博士（政策メディア）、慶應義塾大学 熊坂賢次
「ウェブデータベースを利用した内容分析の新しい可能性に
関する研究」  

Chikako Endo Doctor of Philosophy in Politics, University of Oxford David Miller
“Autonomy and Citizenship: Implications for Citizenship 
Education”  

各ユニットにおける研究活動報告リスト　（平成 20 年 10 月〜平成 21 年 2 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 　報告者 　　　所 　　  属
10月14日 理論構築 「WTOにおける管轄権孤立主義の克服 [Henckels (2008)] の分析」 関根豪政 慶應義塾大学
10月30日 理論構築 「MasterCard事件における多角的交換手数料の検討」 渕川和彦 慶應義塾大学
11月 ４日 理論構築 「デモクラシーとグローバル化の諸側面」 早川誠 立正大学
11月 ６日 政策形成分析 「構造改革特区と規制改革・地域振興について」 石上泰州 平成国際大学
11月13日 理論構築 「ガバナンス概念の再検討（１）」 萩原能久 慶應義塾大学
   「ガバナンス概念の再検討（２）」 大山耕輔 慶應義塾大学
12月 １日 政策形成分析 「福祉国家レジーム分析の可能性」 新川敏光 京都大学
12月 ８日 政策形成分析  「マニフェスト評価の理論的枠組みについて—松沢マニフェスト進捗評価

委員会（1期・2期）の取り組みを事例として」 
桑原英明

 
中京大学

12月 ９日 市民社会分析 「シリア国民の外国評価と政治的ステレオタイプ：世論調査に基づいて」 青山弘之 東京外国語大学
12月11日 理論構築 「日本の独禁法における抱き合わせ規制と中国独禁法運用への示唆」 施　小林 慶應義塾大学
12月16日 市民社会分析 「エジプトの所得格差と貧困：世帯調査に基づいて」 岩崎えり奈 一橋大学
12月18日 理論構築  「競争法における混合合併規制の比較法的考察—EC競争法におけるレバ

レッジ理論を中心として」 
許　海東 慶應義塾大学

12月26日 理論構築 「Issues in EC Competition Law and Policy」 Yo Sop Choi University of Glasgow
 １月 6日 市民社会分析 「世論調査を用いた中東現代政治研究—シリアにおける政治・社会意識の計量分析—」 浜中新吾 山形大学
 １月 8日 理論構築 「EC・メキシコ協定 / EC・チリ協定の分析」 黄　萍 慶應義塾大学
 １月 15日 理論構築 「国民帝国・日本の展開と満州国—法と空間に関する学知の視角から—」 山室信一 京都大学人文科学研究所
 １月 22日 理論構築 「北朝鮮に対する経済制裁の国際法上の合法性の分析」 朴眉朝 慶應義塾大学
 １月 24日  市民社会分析／慶應義

塾大学アジア移民研究
会共催 

「日本の人口動態と外国人労働者受け入れ問題」 鬼頭宏 上智大学
    「欧米のアジア移民問題（英国の経験を中心に）」 佐久間孝正 立教大学
    「日本の日系外国人定住者の生活状態」 丹野清人 首都大学東京
 ２月 12日 理論構築 「The Revival of Confucianism and its Relevance to Democracy Today」 Daniel A. Bell Tsinghua University China






