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研究成果の概要（和文）：本研究は、2009年のリスボン条約の発効からユーロ危機に至るまで、マルチレベル・ガバナ
ンス化するヨーロッパの民主的構造変化について検討してきた。ＥＵの研究者や実務者へのアンケート調査、各国の個
別研究を通じて、以下の結論を得た。１マルチレベル・ガバナンスや帰属の認識は、研究者と実務家の双方に幅広く浸
透している。２．教育を除く、経済、財政、社会、環境、エネルギー、安全保障のいずれの政策も、EUレベルと加盟国
レベルでその影響力を強め、サブ・ナショナル・レベルで低下した。３ユーロ危機をＥＵ統合への契機とみるか、それ
を遅らせることで修復可能とみるかは、意見が半々に分かれた。

研究成果の概要（英文）： This project explored the transformation of democratic structures in Europe under
 multiple-level governance, especially since 2009 when the Lisbon Treaty came into force but the Euro cris
is was also taking place. Through our surveys sent to researchers and experts/representatives as well as o
ur case studies on the European Union, the Member States, and some cities, we have come to the following c
onclusion.
1. Cognition of multiple-level governance and belonging/identity are broadly found among both researchers 
and experts/representatives.2. More impacts of the EU and the Member States levels but less influence of t
he sub-national level are observed in many policy areas such as economy, finance, social policy, environme
nt, energy, security, except for education.3. The opinion is divided in half about the impact of the Euro 
crisis-whether it will drive forward more integration or it will slow down integration to rescue it. 
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１．研究開始当初の背景 
国際統合や分権化という上・下分散の潮流

（ギデンズ、篠原一）は、ひとりヨーロッパ
のみにみられる現象ではないが、ヨーロッパ
においては 1980 年代以降の欧州統合と分権
化の同時進行（ピアットーニ）、旧来の連邦
国家と単一国家の伝統の違いを横断する「新
しい地域主義」（キーティング）への文化変
容などを通じ、極めてダイナミックに進展し
ている。 
ところが、マルチレベル・ガバナンス

(MLG)の代表的論者であるホーフェとマー
クスさえ指摘するように、いまなお MLG を
めぐる分析的・規範的な視座は一致をみてい
ない。一つの視座は、政府間関係論であり、
MLG 化は主に領域統治のヒエラルヒーと公
共政策決定・執行の主体・アリーナの再編と
してとらえられる(MLGⅠ)。もう一つの視座
は、機能的、柔軟なネットワーク的（新）ガ
バナンスとして MLG 化をとらえるものであ
り、制度化よりもアドホックな暫定性が強調
される。またその主体やアリーナは、政府の
みならず、市場・自発的セクターや NGO を
含む混成（ミックス）であることが当然視さ
れる(MLGⅡ)。 
近年のガバナンス論においては、「柔軟な」

MLGⅡが主に注目され、規範的にもあるべき
モデルとされているといえよう。しかし従来
の各国の統治構造を不確実な多層化に取っ
て代える MLG（とりわけⅡ）は、「民主主義
の赤字」、「実施の赤字」といわれる正統性・
実効性の危機を引き起こす「ファウストとの
取り引き」となっている可能性がある(Peters 
and Pierre 2005)。 
より歴史的な視座からヨーロッパの統治

構造の比較研究を続けてきたペイジらは、ナ
ポレオン型集権国家の遺産をもつ南部ヨー
ロッパと分権的な北部ヨーロッパの基本構
造が、共に 80 年代以降急速に変容しながら
も、その変化が歴史的固有性（安定した連邦
であったドイツ、旧共産主義の東中欧、分権
化するイギリスやイタリア等）によって大き
く左右されることを発見している。すなわち
[個別の]経路依存性と、[共通の]欧州統合やガ
バナンス改革の相互作用が、MLG 化の政治
的定着にとって決定的意味をもつのである。 
昨年 2009 年に発行した EU のリスボン条

約は、経済社会的統合目標に加え「領域的な
均衡」に言及し、ナショナルな議会および地
域委員会（EU 内のリージョナルな自治体の
代表会議）に「補完性」の監視役となる機能
を与えたばかりでなく、EU と市民を直接む
すぶ参加民主主義、市民イニシアティヴの要
素を盛り込んだ。だがそれらの制度的手当に
より MLG が全欧的な民主的政治構造とし
て定着したかどうかは定かではない。 
それゆえ、まず（１）EU 統合（そこには

地域政策＝リージョナルな財政分配政策も
含まれる）による「上から」の MLG 化への、
各国家とその下位（サブナショナル）レベル

の反応の広範な比較、次に（２）各国の MLG
化にともなう多様な政治的紛争と適応の分
析と比較、そして（３）その両者の次元の合
成が生み出す、マルチレベルのヨーロッパの
中期的構造変容の理論化と実証からなる、立
体的な共同研究が求められることになった。 
２．研究の目的 
欧州統合の深化によって、ヨーロッパの政

治空間は EU・国家・地域（ないし都市）へ 
分散しており、それに対応して多層的な統治
「マルチレベル・ガバナンス」（MLG）が進
展している。MLG は、EU・政府・地域が連
携する構造政策（地域補助金）等で成果を収
め、リスボン条約でも制度化が推し進められ
ているが、他方では（特に 2008 年からの金
融危機と緊縮政策導入後）、専門エリート的
な統治に対するローカルな意義申し立てや
制度的不確実性が噴出している。このような
現状をみれば、MLG を単に行政・統治制度
の多層化としてだけではなく、民主主義の構
造を変えるものとしてとらえなければなら
ない。本調査では、EU・欧州各国政治の専
門研究者と「現地協力者」による質的・量的
な調査を並行し、MLG 化の政治的意味を解
明することを行っていった。 
３．研究の方法 
本研究では、MLG 化の現状について、欧州

の広い地域をカバーする専門家アンケート
によって客観的に把握し、各国固有の問題に
関する質的調査と総合することで、ヨーロッ
パ全体の民主的構造変化をとらえることを
目的としたものである。そのための調査は、
現地研究者・実務家（「研究協力者」）との協
働によるアンケート調査と、各研究分担者に
よる質的調査を二本の柱とした。 
４．研究成果 
本研究は、リスボン条約前後の EU におい

て MLG 化は強化されているか、それとも機能
不全が表われているか。さらに、MLG 化の下
で各国・各地域の民主的構造はどのように変
容しているかを有識者へのアンケート調査
を通じて分析、検討するものである。 
＜23 年度＞ 
初年度である当該年度は、ユーロ危機が長

期化するなかで、まずは個々の各国研究、調
査を進めることに主眼をおき、それを通じて
適切なアンケート項目を検討した。 
2011 年 7月には、研究協力者であるディミ

トリ・ヴァンオーヴェルベケ(ベルギー・ル
ーヴェンカトリック大学)教授、他に 9 月に
はグラント・ジョーダン(イギリス・アバデ
ィーン大学)教授、2012 年 3 月には、フェル
ナンド・バイェスピン(スペイン・マドリー
ド自治大学)教授を研究会に招き、ヨーロッ
パと地域対立により政治空白が続いていた
ベルギーの現状について講義いただきMLG化
する民主政治について議論すると同時に、今
後の調査方法について検討会を開いた。アン
ケート項目については、主に小川(代表者)、
伊藤(南欧)、中田(フランス)、若松(イギリ



ス)、松尾(ベルギー)が中心となって夏に現
地調査を行った。その後、これらの意見を野
田(ドイツ)、仙石(東欧)が推敲し、臼井、松
尾、小川で取りまとめて、原案を作成した。 
本年度は特にユーロ危機が長期化し、予想

を超えて研究対象であるヨーロッパ政治の
動揺がみられた。そのため状況の見極めを慎
重に検討し、議論することを余儀なくされた。
よって、各種研究会を企画するとともに、ネ
ットで情報を交換して各国と EU の政治変動
の全体像について日々認識を更新した。こう
したヨーロッパの状況の調査、分析を生かし
て、代表者、分担者各人は本研究の成果を反
映する新聞・総合雑誌への寄稿、インタビュ
ーも数多く行った。 
＜24 年度＞ 
24 年度は、アンケート案を引き続き議論し

ながら、夏季に各担当者がそれぞれの担当地
域にアンケートの依頼や状況調査のため現
地調査を行ったうえで推敲し、10 月に調査を
実施することができた。実施に当たっては、
改めて分担者と合わせて議論し、おおよそ 63
名の有識者を対象に絞って依頼し、アンケー
トと WEB をリンクさせて回収を行った。おお
よそ 42％程度の回収率であった。 
さらにこの回答にもとづいて 25 年 2 月に

立教大学にて中間報告会を行った。傾向とし
て、「EU 諸国・地域間の経済的格差が拡大し
ている」にもかかわらず、「EU は進展（集権
化）していく」と認識されている、という興
味深い知見を得ることができた。3 月一杯ま
でアンケート回収期間を延長し幅広い範囲
の研究者から回答を得た。 
＜25 年度＞ 
 25 年度は、前年度に行った MLG に関する専
門家へのアンケートの結果についての議論
と検討を行うことに加えて、EU における実務
者に向けたアンケート調査を実施した。今回
の調査は、「ヨーロッパ議会」、「地域評議会」、
「経済社会評議会」を合わせて 1500 通のア
ンケートを送付した。その結果、MLG の存在
は確かに認められるものの、2009 年以降にお
いては EU 加盟国政府の行動が相対的に比重
を増しつつあり、かつ、加盟国間の格差は開
きつつあることが分かった。 
[アンケート調査の結果] 
本研究では、MLG 化するヨーロッパの動向

について、2009 年以降の変化を把握するとい
う目的の下、2 度にわたってアンケート調査
を試みた。1 度目がヨーロッパ政治の専門家
の認識、2 度目が EU の実務者〔地域評議会
（COR）及び経済社会評議会（ECOSOC）の議
員〕の認識を調査するものであった。時期を
2009 年以降に設定したのは、ユーロ危機の勃
発という事態に対応するためであった。また
それはリスボン条約発効後に焦点を合わせ
る設定でもあった。なお、どちらの調査もア
ンケートは無記名とし、ほぼ同じ質問項目に
した。回答数は専門家 29 名、実務者 15 名の
計 44 名であった。以下、両調査の総合結果

を要約的に記しておく。 
Q 1 帰属意識の多元性について。 
ナショナル・レベルとともに、EU レベルと

サブ・ナショナル・レベルに同時に帰属意識
を持つとする、確かな傾向が認められた。 
Q 2 マルチレベル・ガバナンスという用語
の認知度について。 
この用語を知らないとする回答は一つも

なかった。マルチレベル・ガバナンスという
用語の完全な浸透を見て取ることができる。 
Q 3 マルチレベル・ガバナンス発展の一般
的傾向について。 
人権政策、規制政策、分配政策のすべてに

わたって、2009 年以降、EU が影響力を増し
てきたとする認識が見られた。とりわけ規制
政策について、その傾向の強さが目立った。
それに比して、サブ・ナショナル・レベルの
影響力が向上したとする認識は、三政策領域
すべてにわたって少数であった。 
Q 4 マルチレベル・ガバナンスの政策領域
ごとの発展について。 
経済規制、財政政策、社会政策、環境政策、

エネルギー政策、安保政策のいずれも、2009
年以降、EU レベルと加盟国レベルの双方で影
響力の増強があったとする見方が全体の傾
向で、サブ・ナショナル・レベルの比重は相
対的に低下しているとする認識がみられた
（ただし教育文化政策に関しては例外）。 
Q 5 地方政府・自治体のクロスボーダー／
トランスナショナル協力について。 
2009 年以降、後退したとする見方は少数で、

大半が進展もしくは現状維持との認識であ
った。 
Q 6 加盟国内の分権化傾向について。 
各国内で 2009 年以降集権化傾向が見られ

るようになったとみるのと、それまでどおり
分権化傾向が見られることに変わりはない
とみるのとで、見方は半々に分かれた。 
Q 7 ヨーロッパにおける政治的・経済的格
差の拡大について。 
政治的影響力も経済的な繁栄も、＜大国・

小国＞間、＜新規加盟・旧加盟国＞間、＜国
内地域＞間、＜国内都市＞間のいずれに関し
ても、2009 年以降は格差が拡大したとする認
識で完全な一致がみられた。 
Q 8 ユーロ危機が EU の発展に与える影響に
ついて。 
いっそうのヨーロッパ統合への契機とみ

るか、統合を後退させることで修復可能とみ
るか、完全に半々に分かれた。一部だが、ヨ
ーロッパ統合にとって致命的なダメージを
感じる見方もあった。 
Q 9 EU の参加デモクラシーについて。 
2009 年以降、十分に発展しているとみるか、

不十分だと考えるか、見方は完全に半々に分
かれた。 
以上のアンケート調査から見いだすこと

のできる全般的認識は、次の通りである。個
人の帰属意識の多元化も、マルチレベル・ガ
バナンスについての認知も、一般に認められ



ているとおり、すでにヨーロッパの常識とも
いうべきである。しかし、2009 年以降、加盟
国間および地域間の政治的経済的格差は拡
大の一途をたどるとともに、多くの政策領域
で EU レベル及びナショナル・レベルの影響
力が高まり、サブ・ナショナル・レベルの比
重は相対的に低下していった。ただし、サ
ブ・ナショナル・レベルのトランスボーダー、
もしくはトランス・ナショナルな越境協力が
衰退したとの認識はなく、各国内の分権化傾
向もまた EU の参加デモクラシーも、後退・
進展の見方は半々に分かれるものとなった。 
[ヨーロッパ各国についての地域研究] 
[イギリス] イングランド地域についての
MLG の状況を主に検討した。同地域における
ガバナンスの多層化では、2000 年代初めから
制度的展開が地域経済開発の機構面を中心
に検討される一方、それを民主的に裏打ちす
べき政治過程の新たな特徴は概して見過ご
されてきた。本課題では、イングランドにお
ける地域単位の政党政治に注目し、二党制的
な国政議会に表出されない社会利害が、自治
体議会とブロック単位の比例代表制をとる
欧州議会との相乗効果として、これらレベル
で小政党に組織化される状況が顕著となっ
ていることを確認した。とりわけ欧州議会選
での比例制の適用は、過去 1970 年代などに
一時的に生じた多党化とは異なり、イギリス
政治における多党化を固定化する要因とし
て注目される。 
[ドイツ] ドイツの研究者とコンタクトを
取りつつ、ヨーロッパにおける MLG の政治的
含意について調査・分析を行った。とりわけ
その際、ヨーロッパ財政・金融・通貨危機に
おけるドイツの行動とそれをめぐるドイツ
内外での言説状況に注目し、またその問題と
の関連で 2013 年 9 月に実施されたドイツ連
邦議会選挙の現地調査も実施した。これらの
研究と対話の中から改めて確認されたのは、
言うまでもないことだが、ヨーロッパ MLG の
動態に関しては、その機能的側面ばかりでな
く、その政治的側面についても検討・分析し
なければならないということである。ここで
いう政治的側面とは、ヨーロッパ MLG の機能
ゆえに、各国の政治と市民の間に巻き起こる
様々な政治的・社会的反応がもたらす政治的
ダイナミズムである。具体的な研究成果とし
ては、独選挙におけるメルケルの大勝は、ヨ
ーロッパMLGの機能と政治のズレから生まれ
た政治的マヌーバーの空間をうまく利用し
えた彼女の政治指導の産物であることを指
摘する論文を完成させた。 
 [イタリア] イタリアおよびヨーロッパの
研究者とコンタクトを取りつつ、ヨーロッパ
におけるMLGの政治的意義と変化について調
査・分析を行った。とりわけ、イタリアにお
いては、ヨーロッパ統合の深化と地方分権
（連邦主義的）改革が共鳴することで、あら
たなMLGの政治的競合構造を作りだしている
ことが明らかになった。イタリアにおいては、

反 EU色を強める中道右派勢力と親 EUの立場
を梃子に政治的信頼性を高めようとする中
道左派の間に亀裂が走っていること、近年の
ユーロ危機に伴う厳しい改革のために世論
の EU 支持が低下して「民主主義の赤字」が
一段と問題化したことが、政党政治や福祉・
経済改革の行方に影響を与えている点が注
目される。 
具体的な研究成果としては、まず「福祉改

革と福祉政治の間―日欧の年金改革の比較
分析」（『日本比較政治学会・学会年報』15 号、
第 1 章、1-31 頁、2013 年 6 月）において、
マルチレベルな対立関係がナショナル・レベ
ルの争点である年金改革に反映されている
過程を分析した。また、「イタリアにおける
地方政党組織の変容と政治制度～トスカー
ナ州民主党の『例外的成功』からの考察」（建
林正彦編『政党組織の政治学』、第 11 章、
257-276 頁、東洋経済新報社）において、民
主主義の赤字への対応として導入されたプ
ライマリーが、マルチレベル・ガバナンスな
選挙政治と政党組織構造にいかなる影響を
及ぼすかを検討した。 
 [ベルギー] ベルギーについては、2007 年
の連邦選挙以降、いわゆる「分裂危機」を経
験してきた。本調査によって、EU 加盟国の間
の格差が広がっているにもかかわらず、EU は
全般的に成長していくだろうという楽観的
な意見を得たが、まさしくそれはベルギーの
政治状況に似たものである。すなわち、地域
間格差は広がり、選挙時には極めて対抗的な
動員戦略が各地域政党間で採られるが、その
後はゆっくりと時間をかけて合意を形成し
ていく。確かに「危機」には陥るが、実際に
「分裂」に至ることはない。 
欧州の MLG 化によって、構成体間格差が必

然的にもたらされるのかどうかの因果を見
極めることが次の課題であるが、現状、EU の
進展と同時に連邦制を導入し「多層化」した
ベルギーは、まさに「分裂」と「統合」の間
を「楽観的に」行き来する、マルチレベル・
ガバナンスを体現する国家であると位置づ
けてみたい。 
[フランス] 平成 23～25 年度のそれぞれ 9
月に実施されたフランスの 2都市（アミアン
市とリール市）を対象とする現地調査は、都
市内分権によって各都市のサブ・コミューナ
ル・レベルに設置された近隣住民合議組織が
実際どのような民主主義的実践を行ってい
るのかに焦点を当てるものであった。その結
果、これらの組織の根拠法である 2002 年の
「近隣民主主義法」が、その制度設計を各市
議会に委ねていることもあり、両市の市議会
は評議員を有権者名簿から無作為抽出で選
出する改革を2008-09年に相次いで行うとと
もに、アミアン市ではさらに非 EU 出身定住
外国人を主に想定した「非有権者枠」を設け
るなどして、住民の広範な市政参加促進を図
っていることが分かった。 
[ポーランド] ポーランド・ドイツ国境にお



ける「シェンゲン後」の地域間協力における
調査では、国境が開放されて往来が自由にな
ったにもかかわらず、両国の国境における地
域間協力は必ずしも進展していないことが
明らかにされた。その背景としては、ドイツ
とポーランドの地方制度の相違、地域間協力
を行うための法制度の欠如、および EU のフ
ァンドの利用のしにくさといった制度的要
因と、言語的障壁や相互不信、あるいは経済
格差の縮小による利益の喪失といった心理
的要因が作用している可能性が高い。ただし
独ポ国境は他のポーランドの国境と比べて
相対的に恵まれた条件にあり、今後新たな形
で地域間協力が進む可能性は残されている。 
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