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研究成果の概要：  
 1980年代からの、レーガン体制とも呼ぶべき共和党および保守派優位の政治体制は、G. W.
ブッシュ政権の下、イラクおよびアフガニスタンでの戦争や経済危機の深まりを経て、2008年
選挙の結果民主党の統一政府が生み出される形で終焉を迎えたかにみえる。しかし、この間に
二大政党は全国党組織への集権化を進めるなど組織を強め、また各政策領域で保守、リベラル
をそれぞれ代表する利益団体が力をつけたことで、政治過程がイデオロギー対立によって規定
されるような構造がさらに強まったといえる。オバマ新政権はイデオロギー対立が顕在化しな
いような政権運営を図っているが、それがどの程度成功するかはこうした構造を踏まえて行動
できるかにかかってくるといえよう。 
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 直接経費 間接経費 合 計 

2006年度 5,600,000 1,680,000 7,280,000 

2007年度 4,600,000 1,380,000 5,980,000 
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総 計 14,600,000 4,380,000 18,980,000 

 

 

研究分野：社会科学 

科研費の分科・細目：政治学・政治学 

キーワード：アメリカ、政党、イデオロギー、利益集団、選挙、政策形成 
 
１．研究開始当初の背景 
 
 本研究課題の開始当初は、G. W. ブッシュ
政権が2期目に入り、共和党の統一政府が継
続したもののイラク戦争およびテロ対策と
いう難題を抱えるようになっていた。その際
この政権とその行方の理解には、単に現状を
追うのみならず、1980年代からの共和党優位
の政治体制の中に位置づけて、この政権に独
自の特徴を 80年代以来の政治過程の構造と

区別する形で検討する視点が有効と思われ
た。そして、この「レーガン体制」は、二大
政党のイデオロギー的二極化を重要な特徴
としてきたため、二極化およびそれに伴う、
様々な利益集団までを巻き込んだイデオロ
ギー対立がブッシュ政権の下でいかなる変
容を見せるのかを検討するのが有用と考え
られたのである。 
 このように、1980年代からの一世代を視野
に入れて、ブッシュ政権期の政治を多面的に
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検討するには、それぞれの領域を当該分野の
専門家が分析したうえで、その成果を俯瞰し
つつ全体の構造に位置づけるという作業が
必要であり、それを念頭に研究分担者の選定
を行った。 
  
 
２．研究の目的 
 
本研究課題は、G. W.ブッシュ政権期にお
いてイデオロギー対立が果たす役割を、20世
紀後半からの中長期的な政治変動を視野に
入れつつ、またアメリカの政治過程にみられ
るパターンや構造等と有機的に関連付けて
体系化することで、総合的に把握することを
目的とした。またそれによって、現代のアメ
リカ政治全体を見通す視座を得ることも目
指した。 
ブッシュ政権はそもそも成立前から、2000
年大統領選挙時の混乱や翌年の同時多発テ
ロといった、極めて多くの「偶発的」事態に
左右された。また 1980年代以降、アメリカ
政治は移行期にあると考えられてきた。その
ため、仮にブッシュ政権を歴史の流れに乗せ
て性格づけようにも、その流れ自体が必ずし
も十分把握されていないという問題がある。
そのため、今日のアメリカ政治の全体像を把
握するには、現在の具体的な政治情勢に関す
る分析の積み重ねでも歴史的分析でも不十
分であり、ブッシュ政権に固有の事情とここ
一世代の政治変動の両方を視野に入れ、両者
を往復しつつそれらを無理なく説明できる
ような枠組の構築を目的に研究を行った。 
 
３．研究の方法 
 
本研究課題では、現代アメリカ政治を＜政
策形成＞＜選挙と政党制＞＜イデオロギー
状況＞という三つの柱に分け、それぞれに対
応した班に研究分担者が分かれて集中的に
検討を進めることで、イデオロギー政治の
「射程」を具体的に明らかにしようとした。 
まず＜政策形成＞班は、行政府と連邦議会
を軸に、財政政策や社会保障政策といった、
重要性の明らかな政策について、ブッシュ政
権期の政策形成の特徴、とくに保守イデオロ
ギーの与えた影響を、それまでの一世代の動
向と比較する形で分析を進めた。その際、利
害の表出のみならずアイデアやデータの提
供といった形で政策形成に実質的影響を与
えている各種の利益団体の活動にも留意し
た。また適宜健康保険や情報通信といった、
その他の重要政策を対象に研究を行ってい
る研究者と意見交換を行い、ブッシュ政権期
の政策形成過程について幅広い理解を得る
よう努めた。 
次に、＜選挙と政党制＞班は、ブッシュ政

権期の選挙結果および政党制のあり方を、
1980年代からのやや共和党優位の状況にど
のように位置づけるのかに留意しつつ分析
を進めた。とくにブッシュ政権期には、大統
領が所属政党の組織化に極めて熱心である
という例外的な現象が生じており、それによ
って共和党がそれまでと異なる、党組織を本
格的に活用した選挙戦を戦うようになった。
それを受けて、こうしたインフラのレベルの
変化が政党間の選挙戦略の変化あるいは選
挙結果の変化にどうつながったのかに注目
して検討を進めた。 
＜イデオロギー状況＞班は、大きく分けて
二つの観点から分析を進めた。まずブッシュ
政権期に、保守ならば宗教保守やリバタリア
ン等、リベラルならば経済的平等を思考する
勢力とマイノリティの権利保障を求める
人々というように、それぞれ内部に多様性を
抱えるリベラルと保守が、思想的な面でどの
ようにまとまりを生み出そうとしたのかの
解明を目指した。その際、環境保護が一層の
注目を集め、対外政策でネオコンが影響力を
拡大したというように、ブッシュ政権期に入
って政策的課題の優先順位が変化したこと
が、イデオロギーのあり方にいかなる影響を
与えたのかにも注意を払った。 
 この班はまた、利益団体や法曹といったア
メリカ政治で重要な役割を果たす諸集団に
ついて、それぞれの内部におけるイデオロギ
ー上の勢力分布や対立の構図を検討した。そ
れは、政治の全ての領域について同質的なイ
デオロギー対立がみられるわけでは必ずし
もないという予想からで、むしろ分野によっ
て異なるイデオロギー対立の構図を理解す
ることで、現代のイデオロギー政治を複合的
な構造を持つものとして説明しようとした。 
 
４．研究成果 
2006年の研究開始時点から成果とりまと
めを行った 2009年初等にかけて、アメリカ
の政治状況は大きく変化した。2006年末には
議会が民主党多数派になり、さらに 2008年
にはオバマの当選によって民主党の統一政
府が生まれたのである。そこには、共和党内
の出口の見えないイラク・アフガニスタンの
二つの戦争、経済危機、またそれらに起因す
るアメリカ社会全体の閉塞状況に対する不
満が大きく作用していたと考えられる。その
点で、初の黒人大統領となったオバマが新鮮
みあるリーダーシップを発揮し、「チェンジ」
をスローガンに当選したことは、恐らく偶然
ではない。 
とはいえ、本研究課題を通じて行った分析
の結果を踏まえると、これによって民主党・
リベラル優位の時代が訪れると簡単にはい
えない。それは 1980年代からの「レーガン
体制」を通じて政党組織や各分野の利益団体



 

 

といった、両イデオロギーの担い手となるよ
うな組織が発達を見せ、ブッシュ政権期には
それが加速度的に進んだからであり、なかで
もブッシュ政権を中心とした共和党の党組
織の充実は歴史的にも例がないといってよ
い。各研究分担者による政府の諸機関、選挙、
そして政策領域毎の分析で共通に示唆され
ているのは、90年代以降進んできたイデオロ
ギー対立の「インフラ整備」がブッシュ政権
において加速したという見解である。 
そのため、2008年選挙の結果共和党優位の
「レーガンの時代」が終わったと仮にいえる
にしても、こうしたインフラ一昼夜で変化・
消滅するわけではない。そのため、共和党内
では今後の巻き返しに向けて、中道化を図る
というよりも、より徹底的な保守化を志向す
る勢力が依然影響力を発揮しており、例えば
オバマ大統領の景気対策に対しても強硬な
反対姿勢を示している。恐らく共和党のアイ
デンティティ探しはしばらく続くであろう
が、各研究分担者の政策領域毎の分析が示す
ように、リベラルのみならず保守派を代表す
る組織が各領域に存続し、活発に活動すると
いう図式が続く限りは、ある時点でどちらの
政党やイデオロギーが優位に立っているに
しても、アメリカ政治がイデオロギー対立に
よって彩られるという特徴自体に大きな変
化が生じるとは考えにくい。 
 新しく発足したオバマ政権が、景気対策等
について政府の大小よりも「賢明な」政府の
必要性をうったえているのは、大統領自身の
政権運営についての考え方もさることなが
ら、現在のイデオロギー対立が一、二回の選
挙の結果で克服できるようなものではない
ことを踏まえて、様々な政策の立案にあたっ
てそれが硬直したイデオロギー対立の形を
なるべくとらないようにしようという意識
の現れであると考えられる。ただしこれまで
のところ、共和党の強硬な反発に遭っており、
結果的に民主党が「敵失」の形で支持を集め
ているものの、イデオロギー対立の性格が弱
まったとは言い難い状況である。それでも、
景気対策や戦争といった「同意争点」が主要
争点である限りはまだイデオロギー性は抑
制される可能性があるが、今後健康皆保険や、
同性婚等の社会文化的争点のような、立場に
よって対立が先鋭になりうる争点が前面に
出てきた場合、オバマ政権は依然として多様
性の高い民主党内の団結維持も含めて、難し
い舵取りを強いられることになると考えら
れる。 
 なお、本プロジェクト参加者を中心に五十
嵐・久保編「アメリカ現代政治の構図—イデ
オロギー対立とその岐路」と題する(仮題)論
文集を2009年12月に東京大学出版会より刊
行予定である(すでにほとんどの原稿が執筆
済み)。 
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