
科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

３４３１５

基盤研究(B)（海外学術調査）

2016～2013

中東と中南米における体制転換の実証的比較研究：政党・軍・市民社会

Comparative Empirical Studies on regime changes in the Middle East and Latin 
America: Political Parties, Military and Civil Society

７０４３４７０１研究者番号：

末近　浩太（SUECHIKA, KOTA）

立命館大学・国際関係学部・教授

研究期間：

２５３０１０１６

平成 年 月 日現在２９   ５ ２２

円    10,200,000

研究成果の概要（和文）：　中東とラテンアメリカにおける体制転換／非転換の規定要因として本研究が着目し
た政党、軍、市民社会について、①軍の役割が両地域において特に重要な役割を果たしてきたこと、②軍が体制
転換後の民主化の帰趨を左右するアクターであることが、浮き彫りになった。軍の動向については、構造的要因
よりも、アクター的要因としての軍組織の特徴において一定の共通性が観察された。
　市民社会の役割については、アクターとしての社会運動の政治的帰結が必ずしも運動自体の合理的な目標設定
を基準としていないことが確認された。制度外のアクターである社会運動は予期せざる結果をもたらすことが多
く、それゆえに、その理論化は今後の課題とした。

研究成果の概要（英文）：This research focused on roles of the political parties, military, and 
social movements in the regimes changes in the Middle East and Latin America. It is likely that the 
most significant determinant for the regime changes and political transition is the military; i.e. 
whether or not it has matured 'professionalism' and what ethnic, sectarian, class components it has.
 As for the social movements, conceptualization and theorization of their political outcomes for the
 political changes in the both regions as the social science has traditionally put significant 
emphasis on its formation and development instead. Therefore, this research could observe that the 
outcomes of the social movements in the Middle East and Latin America often seem 'unpredictable', 
which is not necessarily relevant to their initial objectives. Thus, the research will need more 
case studies for the future development of this matter.

研究分野： 中東地域研究
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１．研究開始当初の背景 
 2010 年末からの「アラブの春」と呼ばれ
た政治変動は、中東政治研究に大きな転換
をもたらした。それまでは、非民主的な体
制が長期にわたり存続する強靭性について
の研究が続けられてきた。これらの研究は、
欧米の政治学の理論的成果を援用すること
で、民主化研究における根強い「中東例外
論」を超克することを目指し、権威主義体
制研究の理論化および比較政治学の発展に
貢献した。しかし、そこで証明されたはず
の体制の強靱さは、「アラブの春」によっ
て再び揺らぐこととなった。強靱なはずの
権威主義体制が崩壊する、という「新たな
中東例外論」が浮上し、中東政治研究は再
び一般理論へ挑戦する立場に置かれた。す
なわち、問題関心は、非民主的な体制が「例
外的」に長期間存続したにもかかわらず、
なぜいとも簡単に崩壊したのか、という問
いに移行していった。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は、研究代表者がおこなっ
てきた中東の政治変動に関する研究をふま
え、（1）近年の中東地域における体制転換
の実証分析を進めるとともに、（2）他地域
との比較研究を実施し、体制転換の過程と
その分析枠組みを系統的に考察すること、
である。比較対象は、発展途上地域でもっ
とも早く体制転換を経験した中南米（ラテ
ンアメリカ）である。最終目標は、世界各
地の非民主的な政治支配の転換・崩壊過程
を分析し、「民主化」が抱える諸問題を検
討するとともに、その分析枠組みを一般化
することにある。それにむけ、本研究では、
構造・歴史・理論などの多角的な観点から
中東諸国の綿密な調査分析と比較研究を実
施すると同時に、中南米地域の事例との比
較研究をとおして、事例分析の結果と分析
枠組みを検証し、理論化への方向性をさぐ
った。 
 
３．研究の方法 
 中東政治研究と中南米政治研究を専門と
する 7名が、（1）総括・比較班、（2）中
東班、（3）中南米班の 3つの研究班にわか
れ、研究分析活動の諸機能を効率的に分掌
する体制をとる。比較分析枠組みの検証の
ため、他地域の専門家 2名が研究に参加し
た。研究期間を 3年とし、全体を 9ヶ月ご
との 4段階にわけ、各段階で１つのテーマ
について比較分析をおこなった。テーマは、
第一段階が政党のあり方と相互関係、第二
段階が政治に対する軍の姿勢と動向、第三
段階が市民社会のあり方で、最後の第四段
階で比較分析枠組みを検証する。各段階で、
現地調査、全体研究会や各班研究会、ワー
クショップないしシンポジウムを実施する。 
 
４．研究成果 

 中東とラテンアメリカにおける体制転換
／非転換の規定要因として本研究が仮説的
に着目した政党、軍、市民社会（特に社会
運動）について、（１）とりわけ軍の役割
が両地域において重要な役割を果たしてき
たこと、（２）軍が体制転換後の民主化の
帰趨を左右するアクターであることが、あ
らためて浮き彫りになった。 
 軍の動向を左右する要因（政権を裏切る
か否か）については、構造的要因に着目し
た場合には各国の事情の違いを平準化・理
論化することに困難がともなったが、アク
ター的要因としての軍組織の特徴（例えば、
プロフェッショナリズムの成熟度合い）に
関しては、中東とラテンアメリカの両地域
で一定の共通性を見ることができた。 
 これに対して、体制転換における市民社
会（社会運動）の役割については、社会科
学の分野においていまだに理論化が進んで
いないことが明らかになった。すなわち、
アクターとしての社会運動の実態に関する
研究は社会学を中心に理論化が進められて
きた一方で、それがいかなる政治的帰結を
もたらしたのかという点については、個別
の（叙述的な）事例研究は存在していても、
比較の視座や理論化への射程はそれほど多
く見られない。中東のイスラーム主義運動
やラテンアメリカの民族運動の個別事例研
究を通して、政治的帰結が必ずしもアクタ
ーとしての社会運動の合理的な目標設定を
基準としていないことが明らかになった。
換言すれば、制度外のアクターである社会
運動は予期せざる結果をもたらすことが多
く、それゆえに、理論化を目指すことは今
後の課題とした。 
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