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研究成果の概要（和文）：冷戦が終わり、経済の急速なグローバル化が進行する中、それぞれの

国は重要な政治的意思決定をどのように行うとしているのか。21 世紀という新しい時代は、新

しい政治の仕組みと実態をもたらしているのだろうか。本研究では、内閣や議会の制度、政府

と与党との関係、政治家と官僚との関係など、政治的な意思決定を支える基本的な制度や組織

について、主としてヨーロッパの主要な議院内閣制の国々と日本を比較することを通じて多角

的に検討した。 

 
研究成果の概要（英文）：After the Cold War and under the ever growing economic globalization, 
is the 21st century demanding a new governing mechanism? This research intends to make 
substantial contributions to the comparative study of advanced democracies including 
Japan in terms of political decision structure. The comparison is developed through 
analysis of major political institutions such as cabinet, parliament, political parties 
and bureaucracy and the relationship between them. The work also covers the formal aspects 
as well as informal mechanism of these institutions. 
 

交付決定額 

                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 

2009 年度 600,000 180,000 780,000 

2010 年度 600,000 180,000 780,000 

2011 年度 600,000 180,000 780,000 

2012 年度 600,000 180,000 780,000 

  年度    

総 計 2,400,000 720,000 3,120,000 

 
 

研究分野：政治学 

科研費の分科・細目： 

キーワード：比較政治 

 
１．研究開始当初の背景 

 本研究を本格的に構想し始めた 2008 年頃
は、自民党を中心としたいわゆる 55 年体制
が本格的に動揺し、日本の政治が深刻な行き
づまりに直面していた。また、世界の流れを
もう尐し長い時間軸から見ても、冷戦構造に
代わる新しい安全保障環境や EU などの超国
家機関の出現、経済の急激なグローバル化や

主要国社会の高齢化など、大きな変化が見ら
れた。 

つまり、ほぼ共通の趨勢として 20 世紀型
の福祉国家モデルから脱皮することを求め
られ、低成長や拡大する財政赤字問題への対
応を余儀なくされる中、先進国はどのような
統治の仕組みへと移行させようとしている
のかが基本的な関心となった。 

機関番号：32606 

研究種目：基盤研究(A) 

研究期間：2009 ～ 2012 

課題番号：21243009 

研究課題名（和文 21世紀型統治システムへの転換－主要国の政治意思決定構造の比較研究－                     

研究課題名（英文）Transition Towards 21st Century Governing System?: A Comparative Study 

of Major Democracies on the Political Decision Structure 

 

研究代表者  

 佐々木 毅 (SASAKI TAKESHI) 

 学習院大学・法学部・教授 

 研究者番号：90009803 

 

 



 

 

 他方で、戦後長い間にわたって政権交代の
ないままに続いてきた 55 年体制が明らかに
行き詰まりを見せる中、日本政治の状況を大
きな歴史的な視点を交えながら総合的にと
らえ直す作業が不可欠だと考えられた。 

 これらの 2 つの大きな課題は相互に密接に
関連している。そこで、ヨーロッパ主要国と
日本との総合的な比較を行う必要があると
の判断に至った。 

 

２．研究の目的 

(1) 国内のみならず世界的にも、大きく、ま
た急激に変容しつつある環境の中で、政治の
仕組みや実態はどのように変化し、あるいは
変化していないのか。そうした制度・実態両
面での変化の様相を比較の観点から調査し、
整理・検討することが申請時における 1 つの
基本的な目的であった。 

(2) 第 2 に、そうした実態の調査から、近年
の日本政治の状況、特に意思決定のあり方と
その問題状況を分析することも重要な課題
であった。 

(3) さらに、純粋な政治学的な観点からは、
比較政治制度論の最新の知見を踏まえた上
で日本の分析を本格的に行うことによって、
政治学理論における新たな可能性を切り開
くことを目指した。 

 

３．研究の方法 

(1) 既存文献の参照と整理をベースとしつ
つ、その上でヨーロッパの主要な議院内閣制
の国々と日本との比較を行った。ただし、イ
ギリス、フランス、ドイツ、イタリアに加え
て、アメリカとスウェーデンを比較の対象と
して加えた。 
(2) 比較に際しては、法制度等の公式面に加
えて、できる限り政治的な実態を解明するこ
とにも注力した。そのために、日本では、総
理大臣・官房長官や官房副長官、主要政党の
幹部政治家を含め広範囲の関係者から聞き
取りを行った。またイギリス、フランス、ド
イツ、イタリアなどでもヒアリングを実施し
て実態の把握にも努めた。 
(3) 研究方法のもう 1 つの特徴は、内閣・議
会・政党・官僚制といった諸制度・アクター
について、個別に論じるのではなく、全体と
しての関係構造という観点からとらえ直す
ことに比重を置いたことである。 
 
４．研究成果 
 研究成果は、まず、理論的なものと、実践
的な観点からのものに分けられる。 
(1) 理論的な 1 つの成果は、戦後日本の議院
内閣制の基本構造と作動の仕方について、か
なりの程度包括的な比較研究が進められた
ことである。 
(2) 第 2 に、21 世紀の政治環境に対応する

ために、ヨーロッパの主要な国々では様々な
統治メカニズムの改革が進められているが、
それらの中には、特に EU の枞組みに包摂さ
れた収斂の傾向が見られる一方で、各国の歴
史的経験や制度条件に見合った固有性の継
続という面があることも明らかとなってき
た。 
(3) 実践的な知見として最も重要なことは、
自民党が主導してきたいわゆる 55 年体制型
の政治の仕組みは、どのような特徴を持って
いたのか、特に、政権交代を基本とする政治
の仕組みとはいかなる相違があったのかが
体系的に明らかになったことである。戦後の
環境がいかなる意味を持ったのか、そしてそ
れらが全面的に変容しつつある状況の中で、
改革に向けた基本指針と方策としてはどの
ようなことが重要か、さまざまな点が明確に
なってきた。 
(4) 総合して言えば、理論的な成果としては、
戦後日本政治の比較政治理論上の位置づけ
が相当程度明らかとなり、その結果、日本政
治研究についてはむろん、世界的な比較政治
理論の発展の 1つのステップとなりうる知見
を得たと言える。 
 また、実践的な知見としては、2009 年の政
権交代を踏まえながら、現状の評価と、今後
の政治改革の具体的な方向性について多く
の重要な論点を明らかにすることが可能に
なった。 

従って、今後、内外の学術研究を活性化さ
せる意味でも、また現実政治への改革提言と
いう観点からも、大きな成果を得たというこ
とができる。 
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