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近代的主体像と社会学的記述
The Images of Modern Subjects and Sociological Descriptions

菅野　博史

0. はじめに

社会学とは、近代以降に生じたさまざまな社会的変化の自己理解を目指

した学問的営為であるといえる(1)。事実、社会学の命名者であるオーギュ

スト・コントがその「三段階の法則」を唱えて以来、近代社会へと至る歴

史的変動を発展段階的にとらえ、近代社会を前近代社会との対比のうちに

理念化することが、近代の自己理解を求める多くの社会学者の常套手段と

なってきた。方法論的個人主義に基づくいわゆる行為理論の伝統において

も、近代化をめぐる議論を主体像の変遷として把握することが広く行われ

てきている。つまり、そこでは近代的主体像を類型化する試みのなかに、

近代社会を理解する鍵が見いだされてきたわけである。このように、近代

社会と近代的主体との関係が社会学の重要な主題の一つであることは、疑

う余地のない事実であるといえる。

翻って考えてみると、社会学者とは、近代社会について反省するそれ自

体特殊な（近代的）主体であるといえる。この点について社会学者は、科

学的方法の名の下に、自然科学者という模範的主体に自らをなぞらえるこ

とに、もっぱら力を注いできたように思える。しかし、社会学者の反省の

対象が社会一般を超えて自らの主体性にまで及ぶとき、認識論的主体とし

ての社会学者という自己像は破綻せざるを得なくなる。なぜなら、社会学

者は認識主体であるとともに、その実践において他者に影響を及ぼす行為
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主体の側面をももつからである。ここには、科学的主体としての社会学者

の限界と、それによって可能になる行為主体としての社会学者がもつ肥沃

な領野の双方が、暗示されているように思える。

近代的主体とは何かを問うと同時に、主体としての社会学者がもつ可能

性を明らかにすること。換言すれば、主体という概念を使ってどこまで近

代および社会学の内実に迫れるのかを詳らかにすることが本稿の課題であ

るといえる。議論の筋道を予め示しておくと以下のようになる。まず前半

（第1章）で、近代の主体をめぐって、価値志向的主体、自己志向的主体、

物語反省的主体という三つの類型を提示するとともに、それらを発展段階

的に理解することを拒否して、三類型の間でのヘゲモニー争いとして近代

を理解する方向性を示唆する。次に後半（第2章）では、社会学者という

近代に特有の反省的な主体を反省することを通じて、他者理解にかかわる

二つの側面を明らかにすると同時に、社会学がもちうる二つの語り口につ

いての説明を加える。こうした議論を通じて目指されるのは、社会学的記

述の新しい方向性を荒削りながらも浮き彫りにすることである。

1. 近代の主体をめぐって

1. -1 主体と帰属

主体とは何かを考えるに当たって、まずは二つの主体概念を区別する必

要がある。それは、

（1）社会において生起する出来事（コミュニケーション）は、たいてい

の場合、何れかの行為主体に帰属される、という場合の主体。この

とき、主体は社会的役割を担う人物（Person）のことを指す。

（2）個々人の意識において認識される出来事（思考）は、主体的な働き

を通じて個々人の意識作用に帰属される、という場合の主体。この

ときの主体は、意識を構成する自己（意識システム）のことを指す。
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という主体の類別である。ここで、（1）は帰属される
．．．．．

主体であるのに対し、

（2）の方は帰属する主体であるという点に概念上の大きな違いがある。こ

うした区別に従うとき、（1）にかんしては、責任や権利、自由や義務と

いった属性が帰属されるべき（法的な）主体として想定される場合には

「近代的主体」と呼ばれたりもするけれども、それが社会的な関係の結節

点である限りにおいて、自らの意思により行為するいわゆる「主体」とは

区別されることになる。従って以下では、主体という言葉によって、もっ

ぱら（2）の意味での自己（意識システム）としての「主体」に言及する

ことにする（以下の議論ではこの違いを表す「主体」の括弧は省略する）。

1. - 2 主体の三類型

自らの思考を紡ぎ出す自己なるものが主体であるとすれば、そうした自

己＝主体には選別と排除の働きによる何らかのまとまり、すなわち自己同

一性といったものが存在しているはずである。ここでは非常に大雑把に、

こうした自己同一性をギデンズにならって「物語としての自己同一性」と

してとらえることにしたい。すなわち、「ある人物の同一性は、行動の内

にではなく、どんなに重要なものであれ他者に対する反応の内にでもなく、

特定の物語
．．．．．

（narrative）を紡ぎ続ける能力
．．．．．．．．

の内に存在する」（Giddens,

1991: 54、原文のイタリックは傍点へ）と定義するのである。こうした定

義に従うとき、自己同一性とは、特定の自己物語を語るしかた、つまり主

体の語り口の内に存在することになる。

このような主体と自己同一性にかんする解釈をもとにして、個人と社会

（共同体）との関係にも留意しながら、主体の三類型をわれわれなりに導

き出せば次のようになる。

A.  価値志向的主体

共同体（集団）の伝統的価値や宗教的価値などに内在的に従う主体。

このとき、共同体の物語＝個人の物語である(2)。
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B.  自己志向的主体

個人の趣味・嗜好や自らの人生計画を主導する価値観に自律的に従う

主体。このとき、個人の数だけ物語が存在する（しうる）ことになる(3)。

C.  物語反省的主体

自己の物語を反省的にとらえ、その時々の価値を新たに提起しなが

ら行動する主体。このとき、個人の内で複数の物語が発生するため、

メタレベルで自己の物語を構成できなければ、統一性を欠いた自己

（ポストモダン的自己？）が登場することになる(4)。

ここに提示した主体の三類型を認めるときには、前近代から近代を経て

ポスト近代へと至る流れは、A→B→Cという主体＝自己像のあり方の推

移としてとらえられるように思える。例えば、ベック（Beck, 1986＝1998;

Beck, Giddens & Lash, 1994＝1997）は、伝統的社会→単純な近代化（工業

社会）→再帰的近代化（リスク社会）という社会的変遷に伴って個人化と

いう現象が進行し、最終的にはリスク社会における反省的な主体が現れる

という形で、こうした（AからCへ至る）自己像の変遷過程を述べている。

また、ギデンズの唱える伝統的社会→近代社会→後期（高度）近代社会と

いう図式も、ほぼ同じような自己像の変化を伴う過程として理解できるも

のである（Giddens, 1991）。さらに、ボルツ（1997＝1998）の主張するポ

ストモダンな状況のなかで絶対的な「生きる意味」を求めずに「そのとき

どきの意味」をデザインするという自己の把握も、こうした自己のあり方

の推移に沿った考え方のヴァリエーションであるといえる。

しかし、近代を自律的個人に基づく社会と見なす自由主義的なBの自己

像、すなわち一般に近代を最も良く代表していると考えられるBの自己像

に対して、民族的・宗教的多様性を認めようとする共同体論者、理想的な

社会を目指す社会主義者(5)などによるAの自己像も十分に近代的であるし、

社会運動家やフェミニストが提出するCの自己像も、成熟した近代社会の

一部を構成するまさに近代的な言説であることは、否定できない事実であ

る。従って、これらの自己像を歴史的変遷の内に位置づけるのではなく、
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近代という広がりのなかで相互に正当性を主張するアイデンティティ・

ゲームとしてとらえる見方を、以下では検討してゆくことにしたい。

1. - 3 三類型のヘゲモニー争い

道徳的判断を主体が遂行する方法、やり方を例にとって、三類型の違い

およびその正当性をめぐる争いの内実を見ていくことにしよう。なおここ

で、道徳的判断とは、ものごとに正しい／正しくないという区別をもたら

す主体的判断のことであるとする。

Aの立場…共通の（絶対的）善に従って道徳的判断を下す

Bの立場…狭義の自由主義の原則（＝他人に迷惑をかけない限り、何を

してもよい）に従って道徳的判断を下す

Cの立場…自由、平等、参加等々の社会的な善をその時々で自ら提示し

ながら道徳的判断を下す

一見して明らかなように、A、B、Cの道徳的立場は、それぞれ先に述べ

た主体の三類型に対応している。しかし、これではまだ抽象的、一般的な

内容に留まっているので、具体的な例を挙げて説明すれば、会社という組

織（田尾、1998）における三つの道徳的主体はそれぞれ、

A′…会社の原則や方針に忠誠を尽くす、いわゆる会社人間

B′…自分や他人の仕事に関係しなければ、何をやっても（やらなくて

も）よいと考える割り切りタイプ

C′…公平や平等、合理性などといった観点から、会社のあり方を批判

するホイッスル・ブロアー

として現れると考えられる。このことからもわかるように、三種類の道徳

的主体による判断のうちでどれが最も正しいものかを決める（メタ）道徳

は存在しないため、この例における道徳的判断の正しさは、「どの類型の

近代的主体像と社会学的記述
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道徳的主体が会社組織で権力をもつか」というヘゲモニー争いの結果決ま

ることになる。

同じように、（近代）社会をAからCまでの道徳的主体のどれか一つの立

場によって代表させ、そこから社会理論を構成することは不可能であると

いうことができる。また、どんな社会組織においても、いずれか一つの道

徳的立場だけによってその集団を代表させることは困難であるともいえ

る。なぜなら、主体の三類型のどの立場も道徳的に完全なものではないか

らである。つまり、

Aの立場においては、すべての人が納得する共通の（絶対的）善は存在

しがたいし、

Bの立場においては、他人に迷惑をかけないけれども不道徳な行為を許

容すると社会的な混乱が生じるし(6)、

Cの立場においては、自らの判断の正しさを自らのうちで示すことがで

きない、

という短所が、それぞれの道徳的主体の立場に存在するからである。そし

てそこから、自らの立場を保証するために、他の立場に立つ者たちを何ら

かの手段を使って出し抜くという、主体間のヘゲモニー争いが生じること

になるわけである。

1. - 4 主体から社会へ

上述のように三つの主体像の優劣は論理的につけることはできないが、

単なる主体類型間のヘゲモニー争いとしてそれを見るだけでは不十分なよ

うにも思える。なぜなら、近代の社会システムとの関係から「どの主体の

類型がどういった社会システムに対して適合的か」ということもまた、考

えてゆく必要があるからである。しかしその場合には、近代の社会システ

ムとは何であり、それにはどういった特徴があるのか、といった更なる問

いに対する解答の如何によって、三つの主体像の評価もまた異なってくる
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ことになる。こうして主体をめぐる問いは、社会をめぐる問いの内で提起

されることになり、社会像との関係からとらえ返されると同時に、こうし

た視点から主体の諸類型についても再考を迫られることになる。従って、

上述のもの以外を含めて主体の諸類型を緻密化する作業とともに、近代と

いう社会全体の特徴を理論化することの双方が、今後の課題として重要な

意味を帯びるようになる。

2. 反省の主体をめぐって

論文の冒頭でも述べたように、社会学者とは、近代における主体や社会

的現実について語る特殊な反省的主体であるといえる。このことを逆にい

えば、反省的に語る社会学者もまた、社会学的な主体として（自己および

他者による）語りの対象になりうることを示している。例えば社会学者の

自己像は、科学的真理との関係から構成される主体として眺めたときには、

以下のように語られうることになる。

A 真理志向的主体…唯一無二の真理なるものを探究する主体

B 経験志向的主体…自らが経験したことを個別的な言葉にすることを

目指す主体

C 科学的蓋然性志向の主体…社会学的な理論と方法の限界に自覚的で

ありながら、社会的事実についての共通理解を求

める主体

多くの社会学者はこのうちのCの類型に属するものとして自己を構成し

ている（このことは、科学システムにおける自己のあり方の特徴を示して

いるように思える）けれども、他者による理解がそれとは食い違う場合も

間々あるように思える（自分ではCのつもりでいたのに他人からはBだと

非難される、など）。そして、こうした自己像の差異には、社会学をやっ

ていく上でおろそかにすることができない二種類の問題が見え隠れしてい

近代的主体像と社会学的記述
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るように思える。すなわち、他の主体を理解することと、他の主体によっ

て理解されること、という二つの問題の質的差異である。そこで、こうし

た問題について、社会学者と他者との関係について特に留意しつつ、検討

を加えていくことにしよう。

2. - 1 他者の理解を目指して…社会学の方法論

2. - 1 - 1 社会学の研究プログラム

社会学の研究プログラムは、自然科学に準拠すると否とにかかわらず、

あくまでも人間によって生み出された社会的現実における「社会的真理」

の追求を可能にするものでなければならない。こうした要請を満たす例と

して、他者理解にかんする現象学的知見に基づく、シュッツによって提言

された有名な「社会科学的モデル構成における三つの公準」（Schutz,

1953＝1983, 97-98）を挙げれば、以下のようになる。

1.  論理一貫性の公準…明晰判明な概念枠組をもち、形式論理学の原則

に合致すること

2.  主観的解釈の公準…行為者が付与する主観的意味を類型として把握

すること

3.  適合性の公準…科学的モデルは日常的行為者の常識的解釈により理

解されること(7)

ここまで徹底した日常的行為者の（意味の）尊重を行うかどうかはとも

かく、社会学は現在までに蓄積された理論と、社会調査の方法論という二

つの研究プログラムによって、「他者の理解」が事実上可能であると前提

していることは、シュッツの時代と何ら変わりがない。このことに自覚的

であれ、無自覚であれ、こうした前提は社会学的実践の重要な一側面を形

成しているのである。
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2. - 1 - 2 他者の代理＝表象のディレンマ

他者の理解と同様の重要性をもつ、他者による理解という論点を考慮に

入れるとき、スピヴァクが『サバルタンは語ることができるか』で提出し

ている問いかけは、社会学にとっても大きな意味をもつように思える。つ

まり、社会学者が日常生活者をある行為類型に沿って代理＝表象する一方

で、「研究主体（男性もしくは女性の専門家）がみずからを透明な存在に

偽装する」（Spivak, 1988＝1998, 71）ことを通じて自身が行った他者の構

成過程を隠蔽することによって、社会学者の作り出した行為類型が当の日

常行為者にとって望ましくない効果をもってしまうことをどのように扱え

ばよいのか、という問いがそれである。これに対して、（シュッツの方法

論を含めた）社会学の研究プログラムで対応することは（研究主体の透明

性を求める以上）できない相談である。しかし、社会学者自らが厚みを

もった存在として日常行為者と対等の立場で登場する（他者の代理＝表象

を行わない）ような言説を編み出すことは、社会学の研究プログラムから

は外れてしまうことになる。しかし、こうしたディレンマについての社会

学的な反省を経た後には、いずれの方向を選択するにせよ、社会学の言説

がもつ効果について社会学者自身が無自覚ではいられない地点に達する、

ということがいえるように思える。

2. - 2 他者による理解に向けて…社会学者による自身の語りの反省

2. - 2 - 1 二つの社会学的反省

社会学的主体を反省することによって得られた以上の二つの主体像（言

い換えれば、認識論的主体、実践的行為主体の二側面）にかんして、角度

を変えてもう少し考察を深めることにしたい。すなわち、社会学的言説の

「他者による理解」という観点から、社会学的実践を分析するときには何

が見えてくるのかを考えてみたいのである。

まず、認識論的な側面について見てみよう。これは「他者による理解」

という視角からいうと、社会学者が自らの言説を社会学的であると主張す

近代的主体像と社会学的記述
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るために、他の社会学者による理解と承認が必要になる状況と言い換える

ことができる。そして、こうした状況においては、社会学者は他の社会学

者の立場を擬装しつつ、自ら二つの反省を行っていると考えることができ

る。すなわち、

ヨコへの反省…共有された社会学的な語りを新しい現実（＝空間

的・時間的に隔たった現実）に適用する反省

タテへの反省…社会学的な語りの正当性（不当性）についてメタの

視点から社会学的に明らかにする反省

という二つの反省がそれである。そして、このうちの少なくともどちらか

一つの反省を他の社会学者に認められることが、「社会学的言説」として

理解されるためには必要となるのである(8)。

2. - 2 - 2 日常生活者としての反省…問題としての物語の提示

「他者による理解」という場合、今まであまり顧みられてこなかったの

が、社会学者以外の他者、すなわち専門家ではない日常生活者によって社

会学的言説が理解されるような場面であるといえる。そして、ここで問わ

れるべきなのは、多くの場合は普通の（専門家ではない）読者・聴衆・議

論の相手や調査対象者である他者たちに意味がある社会学的な語りとは何

か、という問いである。

この問いに対する答えは一筋縄ではいかないものだが、解答の方向性だ

けは示せるように思える。つまり、

①社会学的な言説の中に「自己の物語」を構築できるような問題（必ず

しも問題解決の方法までその中に含まなくてもよい(9)）を理解者の側

が読み込めること

②何らかの対象について批判的に語ることが批判的効果をそのままもつ

わけではないことは当然としても、語り方（ジャーゴンの使い方や議
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論の提示のしかた）には自覚的な言説であること

③単にポピュリズムを目指せというのではないし、目指したところで効

果があるとも思えないが、社会学者が取り上げる問題が当の社会学者

の自己にとって切実な問題であり、そのことを上手く社会学的に表現

できていること（まさにここから批判的効果が生じることになる）

といったことが重要になってくるのである。こうしたことを認めるとき、

社会学者は日常生活者の反応を予期しつつ、自らの言説を生み出す必要に

も迫られることになるわけである。

最後に、ここまでの議論の一応のまとめを行い、論点を確認しておこう。

社会学の言説には、事実確認的（constative）側面と行為遂行的（performative）

側面が存在する。前者（上の議論の2.-1-1、2.-2-1）を重視すれば、アカデ

ミックな言説が生産されることになるし、後者（上の議論の2.-1-2、2.-2-2）

の考えを尊重すれば、自らの主体＝自己についての語りも何らかの形で言

説の中に組み込んだ厚みのある新たな文体が必要になる。両者の融合がど

のようにして進むか（あるいは進まないか）は今の時点では分からないが、

自らを反省する社会学が多様な方向に開かれるだろうということは、こう

した反省の論理的な帰結であると考えられる。

補註

（1）本論文は、第72回日本社会学会シンポジウム「近代の行方と主体像」

（於・上智大学）での筆者の報告（報告タイトルは、「近代の反省、反

省の近代――主体の語られ方と帰属の問題について――」）を、内容

的には手を加えることなく文章化したものである。

（2）ギデンズは、「専門家システムと結びついた再帰性が日常生活の中心

部分に完全な形で浸透すればするほど、伝統はその存在理由を失う」

（Giddens, 1991, 206）と述べ、近代に至るとこうした伝統的価値観に

代わって専門家の言説に結びついた複数の価値が登場する所以を説明

している。

近代的主体像と社会学的記述

― 11―



（3）もちろん、こうした価値観が他人からの影響を免れているというわけ

ではない。むしろ、他者からの影響を受けたとしても、あくまでも一

貫した個別的な自己の物語を維持しうる点に自己志向的主体の特徴は

存在する。

（4）中野敏男が述べているように、自己反省的個人を統一的主体としてそ

のアイデンティティを前提に置くような議論は、「「多様な差異を組織

して自己同一性をうちたて」ようとする営みそのものが、必ず選別と

排除を含むということ、それゆえ、そうしたアイデンティティという
．．．．．．．．．．．．．．．

営みそのものとの抗争
．．．．．．．．．．

が不可避だということ」（中野、1999、91、傍

点は原文）を閑却しているといえる。換言すれば、そうした反省的自

己とは「そもそも、機能的に分化した社会に適合する、安定したアイ

デンティティ形態として編み出された再帰的主観主義」（岡原、1998、

249）に過ぎないといえるように思える。

（5）例えば、トムソンにとって今世紀半ばのイギリスでは「労働者を新旧

に二分して、古い産業労働者階級が伝統的な階級の魅力を湛えている

のに対し、新しい労働者は現在の労働運動に無関心ないし敵対的で、

自己の階級的アイデンティティーなどほとんど意識していないと考え

てしまうのは危険なことであった。（中略）彼は新旧両者が多数派運

動のなかで結びつく可能性について語り、そこで生まれる新しい階級

意識は、「一九三〇年代に支配的だった階級意識よりももっと幅広く

寛容で、古い意味での『階級的』ではないが、すべての人の名におい

て表現される階級意識である」と考えた。」（Chun, 1993＝1999, 104）

ここには、広く社会一般を覆う共同体的価値観としての社会主義への

信頼が述べられている。

（6）立岩が述べているように、「「迷惑をかけないなら何してもよい」とた

だそれだけを言うのなら、それは何も言っていないに等しい」（立岩、

1998、60）のであり、何らかの価値観や道徳が密かにこの立場には導

入されていることになる。例えば、売春や臓器売買をめぐる言説にお

いてこのことは明らかである。
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（7）ギデンズは、「（社会学の）専門的語義で用いられる日常言語の観念で

は、観念の再定式化は、その観念の日常生活における用い方を前提に

するとともに、それにもかかわらず――精確さの基準等々によって―

―その用い方に「改良を加える」ことが要求されなければならない」

（Giddens, 1976＝1987, 220-1）と主張して、日常行為者には未知の領

域が社会学者によって構成されることを明らかにしている。これは

シュッツの適合性の公準を「科学的モデルは、日常行為者の常識的解

釈に従って構成されること」という穏便な形に変更したものであると

いえる。

（8）こうした二つの反省の詳細については、稿を改めて論じることにした

い。

（9）船橋は、「ある時代の人々に広く共有されている問題があり、それを

解決しようというさまざまな模索の中から、何らかの形で普遍性のあ

る解答が提出され、それが人々の共鳴を呼び広く普及する時、しかも

それが社会全体の構成原理にかかわるようなものである場合、それは、

時代の課題を解くような社会構想たりうる」（1996、21）と述べ、問

題解決案の重要性を指摘している。しかし、実際の社会運動において

は社会問題の批判は行うけれども、他の現実的な選択肢、すなわち問

題解決の方法を提示しないことはしばしばあるように思える

（Luhmann, 1991, 150）。また、社会学の古典と呼ばれる著作は、問題

解決の方法というよりも問題の立て方そのものに影響力の源があると

感じる。
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「全国家族調査」データに見る

現代日本人のライフコースの変化

加藤　彰彦

1．はじめに

晩婚化や晩産化の現象に象徴されるように、現代日本人のライフコース

は、人生上の出来事（ライフイベント）を経験するタイミングという次元

において大きく変化した。戦後の経済発展を背景とした高等教育の普及は

最終学校を卒業する年齢を上昇させるとともに離家のタイミングも遅らせ

て、親への依存期を長期化させたといわれる。「大人になる」ということ、

いいかえれば青年期から成人期へのライフコース移行を、自らの職業を得

て親から自立し、結婚して家庭をもつことだと定義すれば、就職後も親と

同居して結婚のタイミングを遅らせ続けている現代の若者たちは、親の世

代が経験しなかった新しいライフステージを経験しているといってよい。

宮本みち子らはこの青年期と成人期の間に出現した未婚の段階のことを

「脱青年期」ないし「ポスト青年期」と呼んでいる(1)。

このように「大人になること」が難しい若者に対して、年長の世代では、

戦後の寿命の伸長によって自らの親との死別を経験する年齢が高くなり、

また若い世代の結婚の遅れによって祖父母になるタイミングも遅くなって

いる。つまり、年長の世代にとっては老年期への移行が遅くなっているの

である。

これまでの議論では、年長世代の価値観を反映してか、「大人になれな

いこと」は憂慮すべきことであり、老年期が遅れていることは望ましいこ

帝京社会学第14号（2001年3月）
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ととされがちであった。しかしながら、老年期の遅れについても、自らの

老いと死について深く自覚し、孫たちの世代の将来、さらにのちの世代に

ついて思いをいたすという人生の円熟のチャンスを先行世代と比べて経験

しにくくなっているという点で、必ずしも望ましい事態とはいえないかも

しれない。もちろん、こうした評価の是非については別に論じる必要があ

るが、過去半世紀の間に日本人のライフコースが大きく変化したことだけ

は確かである。そして、いかなる議論をするにしても、できるかぎり正確

なデータに基づいてなされるべきであることはいうまでもない。

もっとも、これまでの研究で用いられてきたデータは、結婚や出産を除

けば、いずれも特定の地域を対象とした小規模標本にもとづくものであり、

全国レベルの実態について十分に捉えられてきたとはいいがたい(2)。研究

が個々の研究者ごとに行われてきたというのがその理由である。しかしな

がら、そうした状況も変わりつつある。大規模な研究グループを組織して

全国規模の調査を行い、データの共同利用や公開を進めていこうとする動

きが始まっている(3)。日本家族社会学会が1999年1月に行った全国家族調

査（National Family Research、略称NFR）もそうした動向の一翼を担うも

のである。本稿では、この調査の個票データを用いて、現代日本人のライ

フコースの変化を、個々のライフイベントを経験するタイミングの分布に

着目して記述したい(4)。なお、利用するデータが家族調査のものであり、

学歴や初職の情報はあるものの、転職や定年退職などの職業キャリアに関

する情報は欠けている。そのため、家族に関わる出来事経験が中心となる

ことをあらかじめお断りしておく。

2．データと方法

分析に利用する第1回全国家族調査データ（NFR98データ）は、1998年

12月時点で満28～77歳（1931年1月1日～1970年12月31日生まれ）の

6,985人（男性3,323人、女性3,662人）の回答者からなる全国確率標本の個

票データである(5)。NFRでは、日本の家族の構造的・集団的特性、家族関

係の質に関わる情報とともに、さまざまなライフイベント――学業終了、
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初就職、初離家、結婚、子の出生、子の結婚、初孫の出生、親の死、配偶

者の死――について、その経験の有無や内容とともに、経験した時点の情

報を収集している(6)。本稿では、これらの情報を用いて、ライフイベント

の経験年齢の累積分布、いいかえればある年齢までに当該イベントを経験

する者の累積割合をカプラン・マイヤー法によって推定し、出生コーホー

ト間で比較することを通じて、過去半世紀にわたるライフコース移行の変

化を記述する(7)。

出生コーホートは、歴史的ならびに人口学的な時代背景に対応させると

ともに、グラフの見やすさを考慮して1921-30年、1931-45年、1946-55年、

1956-65年、1966-70年の5区分を用いる。つまり、1931-45年の十五年戦争

期、1946-55年の敗戦後復興期、1956-65年の高度経済成長前期とその後の

時期に分けたのである。ただし、より細かくみる必要がある場合には、こ

れらのコーホートをさらに5年幅で分解したコーホートを用いた分析結果

について付言する。

ところで、以下に提示するグラフの解釈に当たってはとくに次の点に留

意されたい。回顧法によって収集したデータのコーホート間比較では常に

問題になることだが、調査対象者になりうるのは調査時点まで生き延びた

者だけであり、高齢者層ではその点に注意が必要である（ただし68-77歳の

回収率は約75％でとても高い）。また、NFR98データは1995年国勢調査な

どに比べて有配偶率が高く、この傾向はとくに1955年以前に生まれた女性

で顕著である。このことは逆にいえば無配偶者の回答が少ないということ

であり、非婚者や離死別の経験者をとらえきれていない可能性がある。さ

らに、1966-70年生まれの回収率は約59％（男性55％、女性63％）であり、

他の層に比べて回収率がやや低く、この層でも単身者の回答が少ない懸念

がある。この点はとくに初婚や離家に関する分析結果の解釈にあたって注

意を要する。

3．成人期への移行

一般にライフコース論では、成人期への移行を、学業の終了、初就職、

「全国家族調査」データに見る現代日本人のライフコースの変化
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親からの経済的独立、初離家（継続して1年以上の親との別居）、結婚の5

つのライフイベントによって捉える(8)。ここでは、NFRデータで利用でき

ない経済的独立を除く 4つの出来事の経験タイミングを、男女別・出生

コーホート別に比較していく。

3. 1 学業終了

学業終了（最終学校卒業）の出生コーホート別累積経験者割合を図1と

図2に示した。グラフの横軸は経験年齢を、縦軸は累積経験者割合である。

学業終了のタイミングのコーホート間の変化は、戦後の中等・高等教育の

普及を反映したものとなった。

まず男女ともに、戦前生まれと戦後生まれで大きく傾向が異なる。1931-

45年コーホートでは、20歳時点で男性の77％、女性の91％が学業を完了

しているのに対し、その子世代に当たる1956-65年コーホートでは男性の

42％、女性の30％がまだ学生である。1946年以降に生まれた者を、男女で

比較してみると、男性では18歳から22歳の時期にグラフの曲線の傾きが小

さくなるが、女性ではそうした傾向はあまりない。これは4年生大学への

進学率の性差を反映している。

3. 2 就職

つぎに初就職のタイミングについてみてみよう（図3と図4）。ここにい

う初就職の時点とは、学生時代のアルバイト以外で初めて仕事についた時

点のことである。

まず男女ともに、戦前生まれと戦後生まれの間で経験タイミングの分布

が変化したことを確認できる。男性では出生年が若くなるにつれて、経験

率曲線の傾きが増していくという連続的な変化がみられるのに対し、女性

では、戦前と戦後の間で分布の形自体が劇的に変化した。

男性をみると、1921-30年コーホートでは、学業終了（図1）の方が初就

職よりも10歳代後半で2年程度、20歳代前半では3年程度早い。これは兵

役の影響と敗戦直後の経済的混乱によるものと考えられる。1931-45年コー
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図１　学業終了の累積経験者割合（男性）

図２　学業終了の累積経験者割合（女性）
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図３　初就職の累積経験者割合（男性）

図４　初就職の累積経験者割合（女性）



ホートでは、学業修了の曲線は初就職の曲線よりも18歳までは1年ほど早

くなっているものの、19歳以後2つの曲線は重なる。そして1946年以降に

生まれた 3つのコーホートでは、初就職と学業終了の曲線は全期間にわ

たってほとんど一致する。学業終了と初就職を同時に経験する移行パター

ンの標準化である。

他方、女性の場合1946年以降生まれでは、初就職の曲線と学業終了の曲

線（図2）は一致するが、1921-30年、1931-45年の2つのコーホートでは、

初就職の曲線と学業終了の曲線は大きく異なっている。戦前生まれの女性

の就職経験率が低く、20歳時点でみると、1921-30年コーホートで42％の

者が、1931-45年コーホートで37％の者が就職を経験していないためであ

る（5年区分のコーホートでみると1931-35年53％、1936-40年35％、1941-

45年27％となる）。これは学業終了後、就職よりも先に結婚を経験した者

が相当数いたこと――1921-30年コーホートの35％、1931-45年コーホート

の24％――と関連している。

3. 3 離家

最近の「ポスト青年期」をめぐる議論では、未婚化や晩産化とともに、離家

タイミングの遅れも重要な論点になっている。図5と図6は、初めて「1年以上

親元を離れて暮らした」年齢の累積分布である。

まず男性をみると、1921-30年生まれで離家経験者の割合がとくに高く目を

引く。21歳時点で75％に達しているが、主として兵役の影響であろう。また、

1931-45年生まれの離家経験者の少なさも目を引く。このコーホートでは35

歳時点で離家を経験していない者が27％もいる。5年区分のコーホートで比

較すると、最も離家経験者の割合が低いのが1931-35年生まれで、35歳時点

で実に31％が離家を経験していない。ついで、1936-40年生まれ（35歳時点

で27％）、1941-45年生まれ（35歳時点で24％）の順に離家未経験者の割合は

低くなる。高度成長期前半に10代後半から20代を過ごしたこの層は、都会

への移住の側面が強調されがちであるが、「あととり」を予定された者は兵役

など離家するチャンスもないままに親元に居続けたということであろう。

「全国家族調査」データに見る現代日本人のライフコースの変化
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図５　初離家の累積経験者割合（男性）

図６　初離家の累積経験者割合（女性）



女性では1966-70年生まれの離家経験者の割合が低く、30歳時点で離家

を経験した者は74％である。いいかえれば28-32歳女性の4人に1人は離家

を経験していないわけで、この層がいわゆる「パラサイト・シングル」(9)

の実質にあたる。

なお、初離家経験の欠損値は他のイベントに比べてやや多く全体の

3.9％である（内訳は、経験有無不明が1.4％、経験年齢のみ不明1.1％、親

の死亡時点不明1.4％）。

3. 4 結婚

つぎに結婚年齢の分布をみてみよう。ここでいう結婚とは、法的手続き

をとっていない内縁関係をも含んだ初婚のことである。結婚の出生コー

ホート別累積経験者割合を男女別に図7と8に示した。

男女ともに晩婚化の趨勢が顕著である。男性では、1946-55年コーホート

――戦後の復興期に人口転換が完了していく中で生まれた――から結婚が

遅れ始め、その傾向は1956年以降の高度経済成長期に生まれた者において

いっそう強まっている。1966-70年コーホートでは約4割の者が30歳時点で

未婚である(10)。5年区分のコーホートでみると、結婚タイミングが本格的

に遅れ始めるのは1951-55年生まれであることがわかる。1946-50年コー

ホートでは、30歳代の結婚タイミングは遅れ始めているが、20歳代につい

ては年長のコーホートと変わらない。

一方女性では、1956-65年コーホートから結婚タイミングが顕著に遅れ始

め、1966-70年生まれでは30歳時点の未婚率が30％を超えている(11)。5年区

分のコーホートでみると、女性でも20歳代全体を通じた晩婚化が始まるの

は1951-55年コーホートであることを確認できる。

ところで、晩婚化ないし未婚化している1951年以降に生まれた者たちは、

「よい学校」を出て「よい会社」に入ることが「安定した人生＝よい人生」

の条件であるとする親世代の「学歴社会」信仰のもとで「受験競争」へと

追いたてられたコーホートである。では、「よい学校」や「よい会社」は、

その後の人生のチャンスにどのような影響を与えたのだろうか。NFR98

「全国家族調査」データに見る現代日本人のライフコースの変化
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図７　結婚の累積経験者割合（男性）

図８　結婚の累積経験者割合（女性）



データでは、それを結婚のチャンスについて確認することが可能である。

図9と図10は、1951年から70年に出生した者たちの結婚年齢の累積分布

を、学歴別・初職企業規模別にみたものである。ここでは、学歴を高卒以

下（低学歴：義務教育、高校卒業）とそれ以上（高学歴：短大、専門学校、

大学卒業）に分けて「よい学校」の指標とし、また初職の企業規模を従業

員数1,000人未満（中小企業）と官公庁を含む1,000人以上（大企業）に分

けて「よい会社」の指標とし、これらを組み合わせて4つのカテゴリーを

設定した。

図をみると、20歳前後の出発点では、男女ともに低学歴の者の方が高学

歴の者よりも早く結婚を開始するが、20歳代後半以降で男女はまったく異

なった展開を見せる。男性では、低学歴で大企業に就職した層が最も速い

テンポで結婚していくが、低学歴で中小企業に就職した者は20代後半にテ

ンポが落ち始め、30代前半に高学歴・大企業の者に追いぬかれる。低学

歴・中小企業の者の40歳時未婚率は19％である。他方、女性では、低学

歴・中小企業の層が終始最も速いテンポで結婚していく。高学歴・大企業

の層は20代半ばまでは高学歴・中小企業の者とほぼ同じテンポで結婚して

いくが、30歳前後の時期にかなりテンポが遅くなる。高学歴・大企業の女

性の未婚率は35歳時点で20％、40歳時点で14％である。このように、晩

婚化ないし未婚化が進んでいるのは、相対的に低い階層の男性と高い階層

の女性においてある。

以上、本節では、学業終了、就職、離家、結婚という成人期への移行を

しるすイベントを順次とりあげてきた。最後に、成人期への移行期間の変

化を、学業終了から結婚までの経過時間を指標として概観したい。

図11と図12は結婚タイミングの分布を、年齢ではなく学業終了から結婚ま

での経過年数を測度としてコーホート別に比較したものである。図の時間軸

の後半をみると、男女ともに晩婚化の趨勢を確認でき、若いコーホートほど

結婚が遅れて、成人期への移行をなかなか完了しない者たちが現れているこ

とがわかる。この傾向はとくに1966-70年コーホートにおいて顕著である。

しかしながら、図の時間軸の前半、学業終了から10年間をみると、男女
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図９　結婚の学歴・初職企業規模別累積経験者割合（男性1951-70年出生）
注：低学歴＝高卒以下、高学歴＝短大・専修学校・大学以上
中小企業＝従業員数1,000人未満、大企業＝従業員数1,000人以上および官公庁

図10 結婚の学歴・初職企業規模別累積経験者割合（女性1951-70年出生）
注：低学歴＝高卒以下、高学歴＝短大・専修学校・大学以上
中小企業＝従業員数1,000人未満、大企業＝従業員数1,000人以上および官公庁
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図11 結婚の累積経験者割合（学業終了からの経過年数：男性）

図12 結婚の累積経験者割合（学業終了からの経過年数：女性）



ともに年少コーホートの方が年長コーホートよりも移行のテンポが速いと

いう、成人期への移行の別の側面をみることができる。男性の5割が移行

を完了させるのに、1921-1930年コーホートでは学業終了後10年かかり、

1931-45年コーホートでも9年かかっているのに対し、1946-55年コーホート

では8年、1956-65年コーホートでは7年である。他方、女性の5割が成人期

への移行を完了させるのに、1921-1930年コーホートでは学業終了後8年か

かり、1931-45年コーホートでは6年かかっているのに対し、1946-55年と

1956-65年のコーホートでは5年である。高学歴化の結果、学業終了年齢は

上昇した（いいかえれば青年期が延びた）が、その分結婚までの時間（つ

まり成人への移行期間）が短縮されたことを確認できる。このようにみる

と、成人期への移行のテンポは、戦前生まれで相対的に遅かったが、戦後

高度成長期前に生まれた者（5年区分のコーホートでみると1946-50年生ま

れ）において速まり、1966年以後に生まれた者でまた遅くなりつつある

いってよい。「若いコーホートほど成人期への移行期間が長くなっており、

なかなか大人になれない」とは必ずしもいえないのである。

4．子どもの出生タイミング

1970年代半ば以後の合計特殊出生率の低下、いわゆる少子化の原因につ

いての一般的な見解は、国立社会保障・人口問題研究所および人口問題審

議会によるものである。この見解では、出生率低下の直接的な原因はもっ

ぱら若年コーホートの結婚タイミングの遅れに求められ、夫婦の子どもの

産み方が低調になったためではない――夫婦の完結出生児数は2.2人前後

で安定している――とされる(12)。現在もこれが政府の公式見解として少子

化対策の基礎となっている。この見解に対して、廣嶋清志は、人口動態統

計と国勢調査結果に基づく精密な分析を行い、「夫婦の子供数は、30年間

継続した2を下回るという新たな段階に達している」と主張している(13)。

本節の課題は少子化の原因を明らかにすることではないが、NFR98データ

は「晩婚の夫婦でも2人の子どもを産んでいるのか」という、人口動態統

計や国勢調査などのマクロ・データからは知り得ない側面を明らかにする
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図13 親なりの累積経験者割合（男性）

図14 親なりの累積経験者割合（女性）



ことができ、上の議論に対しても一石を投じることができるデータなので、

ここでは出生タイミングの変化をこの観点から概観しておきたい。

まず、第1子出生タイミング、いいかえれば親になる（親なり）タイミ

ングを経験年齢で確認し、その後で初婚から第1子出生までの経過年数と、

第1子出生から第2子出生までの経過年数を結婚コーホート別にみる。

図13と図14は、親なり年齢の累積分布を男女ごとに出生コーホート間で

比較したものである。

分布の形は男女ともに、結婚年齢の分布をそのまま3年ほど右へ平行移

動したような形をしている。これは、結婚年齢の遅れが親なり年齢の遅れ

に大きく影響していることを意味する。そのため、結婚の遅れの影響を取

り除いた第1子出生タイミングの実質的な遅れの有無をみるには、結婚時

点から第1子出生までの経過時間の分布を求めればよい。親なりタイミン

グについては男女の結果を併記したが、以下に行う結婚から第1子出生、

および第1子出生から第2子出生までの経過時間の分析では、煩雑さをさけ

るために女性についての結果のみ提示する。

図15は、結婚から第1子出生までの経過年数の累積分布を結婚コーホー

ト別にみたものである。1980年代以前に結婚した者については第1子出生
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図15 第１子出生の累積経験者割合（女性：結婚コーホート別）



タイミングの大きな遅れはみられないが、1991年以後に結婚した女性では

明らかに第1子を産むタイミングが遅くなっていることがわかる。

では、第2子出生のタイミングに変化はみられるだろうか。図16に示し

たように、第1子出生から第2子出生までの経過時間の累積分布を結婚コー

ホート別に比較すると、第1子の場合と同じく、1980年代までに結婚した

者では差はみられないが、1991年以後に結婚して第1子を産んだ者では、

わずかではあるが第2子出生のタイミングが遅れる傾向がみられる。

その原因としては、バブル崩壊以後の不況というマクロ経済的要因とと

もに、晩婚化の進展が子ども数を減らし始めたことも考えられる。そこで、

晩婚化の始まる1951年以後に生まれた者について、第1子と第2子の出生

タイミングを結婚年齢ごとに比較したところ図17と図18の結果を得た。図

から明らかなように、結婚年齢が30歳以上になると、第1子をもつ確率も

第2子をもつ確率も大きく減少する。これは晩婚の夫婦の子ども数が少な

いことを意味している。

すでにみたように、1966-70年出生コーホートの女性では約3割の者が30

歳時点で未婚の状態にある（図8）。この女性たちが30歳代前半のうちに結
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図16 第２子出生の累積経験者割合（女性：結婚コーホート別）
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図17 第１子出生の累積経験者割合（女性1951-70年生まれ：結婚年齢別）

図18 第２子出生の累積経験者割合（女性1951-70年生まれ：結婚年齢別）



婚したとしても、第2子まで産む者はその半数に満たないであろう。この

ような趨勢の中で、社会全体として夫婦出生率を2の水準で維持するため

には、早く結婚して第3子まで産む者が減少分を埋め合わせていく必要が

ある。1991年以後に結婚した者の第3子出生タイミングについては、次回

のNFR調査を待たねばならないが、夫婦の子ども数が本格的な減少を示す

のはそう遠くないといえそうである。

5．子どもの結婚と孫の誕生

ここでは、子どもの結婚タイミングと初孫誕生のタイミングについて概

観する。NFR98では、最初に結婚した子どもを特定してもらったうえで、

その結婚年月を回答してもらった。一方、初孫誕生の時点情報は他のイベ

ントのように出生年月を直接たずねるのではなく、「お孫さんの中で、最

も年長の方（あなたの初孫）は現在何歳ですか」とたずねた。そのため、

若くして亡くなった孫の情報が得られていないことに留意されたい（数は

少ないだろうが）。

図19と図20は、初めて子どもが結婚したときの回答者の年齢について累

積分布をみたものである。ここでは年少の2つのコーホートを考察対象か

らはずし、また子どもをもった経験のない回答者（全体の15.4％）と無回

答（同4.0％）は欠損値として処理した。未婚化の進展とともに、男女と

もに、舅・姑への役割移行が1931年生まれから遅くなり始めていることが

わかる。5年区分の出生コーホートで比較すると、遅くなり始めるのは、

男性では1926-30年生まれから、女性では1931-35年生まれからである。

なお、最初に結婚した子どもの出生順位の分布は、1921-30年生まれでは

第1子79％、第2子17％、1931-45年生まれでは第1子71％、第2子26％、

1946-55年生まれでは第1子72％、第2子24％である。

舅・姑への移行の遅れは、当然のことながら祖父母役割への移行の遅れ

をもたらす。図21と図22の分布はそれぞれ、子の結婚の分布を右へ2年ほ

ど平行移動した形をしている。5年区分の出生コーホートで比較すると、

子の結婚と同様遅くなり始めるのは、男性では1926年生まれから、女性で

「全国家族調査」データに見る現代日本人のライフコースの変化
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図19 子どもの結婚の累積経験者割合（男性）

図20 子どもの結婚の累積経験者割合（女性）
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図21 初孫出生の累積経験者割合（男性）

図22 初孫出生の累積経験者割合（女性）



は1931年生まれからである。1931-1945年コーホートと1946-55年コーホー

トを比較すると、舅・姑役割でも祖父母役割でも、移行のテンポに差はみ

られない。今後、1970年代さらには80年代生まれの者たちの晩婚化と晩産

化が進めば、2つの曲線は分岐していくことになるだろう。

6．親との死別、配偶者との離死別

戦後の長寿化は、子ども役割の保有期間を大幅に拡大して、中年期の子

と高齢期の親の長期にわたる親子関係をつくりだしたといわれる。このこ

とを、親との死別年齢の分布をみることを通じて確かめてみよう。

NFR98では、父親および母親と死別した時点の情報（死亡年または死亡

年齢）を得ている。この情報にもとづいて、回答者の親との死別の経験年

齢を計算し累積分布を求めた。図23に最初の親との死別を、図24に最後の

親との死別を示す。ここにいう最初/最後の親の死とは、父親か母親のい

ずれか先/後に亡くなった場合の死別経験を指す。

なお、どちらの分布のどのコーホートにおいても、統計的に有意な男女

差はみられなかったので、男女別の結果は提示しない。また、親との死別

時点は、無回答が多いのでその点とくに留意されたい。最初の親の死が不

明な者は全体の15％、最後の親の死が不明の者は13％であり、これらを欠

損値として処理した。

最初の親の死を経験した年齢をみると、年少のコーホートほど、経験し

ていく速度が遅くなっていることがわかる。最後の親の死についても同じ

ことがいえる。40歳までに最初の親の死を経験する確率は、最年長（1921-

30年）のコーホートから順に66％、56％、42％、32％である。一方、こ

の年齢までに最後の親の死を経験する確率、いいかえれば子ども役割を喪

失する確率は、最年長コーホートから順に17％、13％、7％、4％であり、

若いコーホートでは1割に満たない。50歳までに最後の親の死を経験する

確率を比較すると、1921-30年生まれが41％、1931-45年生まれが31％、

1946-55年生まれが21％である。

本稿の最後に、配偶者との離死別経験についても概観しておきたい。ま
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図23 最初の親との死別の累積経験者割合

図24 最後の親との死別の累積経験者割合



ず、離別であるが、男性の 6.9％、女性の 8.0％が離別を経験している。

コーホート別に示すと年長コーホートから順に、男性では5.4％、6.5％、

8.3％、7.9％、4.9％、女性では6.2％、8.7％、8.6％、8.0％、7.7％である

（結婚継続年数をコントロールしていないので単純な比較にはあまり意味

がないが）。

図25と図26は、初婚を経験してから配偶者と死別するまでの年数の累積

分布である。離別して（死別は未経験で）現在独身である者（全体の3.3％）

は分析から除外した。配偶者との死別を複数回経験している場合は、初回

の経験を対象にしている。ただし、初婚からの経過時間は同一配偶者との

結婚継続時間には一致しない場合が含まれているので留意されたい。離死

別を両方経験している者（全体の0.5％）や離婚・再婚を経験して現在有配

偶の者（同3.0％）が含まれているためである。無回答（死別時点または初

婚時点の不明）は全体の3.8％であり、欠損値として処理した。なお、ここ

ではイベント数の少ない年少の2つのコーホートについては考察しない。

図をみると、男性の経験者の少なさが目を引く。妻と死別する確率は夫

と死別する確率に比べて著しく小さい。1921-30年コーホートについてみる

と、初婚後40年目までに死別を経験する確率は、男性8％、女性22％であ

る。これは寿命の性差と夫婦の年齢差によるものであり、多くの場合、妻

が死亡する前に夫が死亡するのであろう。また、高齢の単身者からの回答

が十分に得られていない可能性もあるだろう。この分析に限らず、結果の

解釈には常に非標本誤差の問題を考慮する必要がある。
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図25 配偶者との死別の累積経験者割合（男性）

図26 配偶者との死別の累積経験者割合（女性）



7．むずびにかえて

以上、本稿では、現代日本人のライフコースの変化を、主として家族

キャリアにかかわるライフイベントの経験年齢の分布を出生コーホート間

で比較することを通じて明らかにした。多数のイベントを扱って全体を概

観することを主眼としたため、個々のイベントについては詳細な分析（因

果分析）を行うことはできなかった。そこで最後に、今後の課題を提示す

ることで本稿を閉じることにしたい。

晩婚化、未婚化ついて。3節でみたように、20歳代の結婚タイミングが

遅れ始めるのは男女ともに1951-55年出生コーホートであり、晩婚化はこの

コーホートが20歳代になる1970年代半ばに始まる。周知のように1970年

代半ばは高度成長期から低成長期へとマクロな経済社会構造が大きく転換

した時期であり、この構造変化の圧力が結婚タイミングを遅らせ始め、

1990年代の不況がこの趨勢をさらに押し進めたと想定される。こうした時

代の変化のもとで、本稿でみたような結婚タイミングに関する階層差が現

れたのであろう。現在この仮説を検証するための論考を準備中である。

成人への移行期について。成人への移行期間は若年コーホートでとくに

長期化しているというよりも、1946-50年コーホートがとくに短期間で移行

を完了している側面が強く（図11と図12）、高度成長期に20歳代を経験し

たこのコーホートは、特別な歴史的条件に恵まれていたのかもしれない。

「ポスト青年期」の議論もこの観点からの詳細な検討が必要である。

少子化について。4節でみたように、90年代に結婚した女性が第1子を産

むタイミングは大きく遅れている。この原因としても晩婚化の場合と同様、

1990年代における低成長期からゼロ成長期への経済社会の構造変化の圧力

が考えられる。また30歳以上で結婚した女性の2割は子どもをもたず、第

1子を産んだ者でもその4割は第2子をもたない。このように晩婚化は夫婦

の子ども数の減少をもたらすが、今後社会全体として夫婦出生率を低下さ

せるかどうかは、相対的に結婚の早い夫婦がどの程度まで第3子をもつか

による。第3子の出生には経済的な要因が第1子、第2子にも増して強く働

くことが想定されるが、この点についても因果モデルを用いた詳細な分析
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が必要である。

［付記］データは日本家族社会学会全国家族調査委員会によって行われた

全国家族調査98データを許可を得て使用した。なお、同データの収集は平

成10年度文部省科学研究費補助金（課題番号10301010）による資金援助を

受けた。

注

（ 1）宮本みち子ほか［1997］を参照。

（ 2）たとえば、早稲田大学人間総合研究センター「社会変動と人間発達」

プロジェクトは、1988年から91年の間に3つの詳細なライフコース

調査を行ったが、調査地は東京都新宿区と福島県福島市であった

（正岡寛司ほか編［1990、1991、1992、1993］を参照）。また、「ポス

ト青年期」の議論を展開した宮本みち子らの研究グループが1991年

から96年の間に行った調査も、調査地は東京都府中市と長野県松本

市であった（宮本みち子ほか［1997］を参照）。

（ 3）大阪商業大学比較地域研究所と東京大学社会科学研究所を中心とし

た共同プロジェクトとして1999年に始まった日本版GSS（General

Social Survey）調査も、こうした動きの例である。

（ 4）ライフコースの変化をライフイベントの経験タイミングから捉える

場合、複数のイベントの経験順序に着目することもできる。実際、

先行研究では、ライフコースの変化を複数の出来事経験の順序パ

ターンの変化として記述することが広くなされてきた。しかし本稿

では、紙幅の制約から、個々の出来事経験の分布の変化を中心にみ

ていくこととし、経験順序パターンの詳細については別の機会に論

じたい。

（ 5）NFR調査の詳細については、日本家族社会学会全国家族調査研究会

［2000］を参照。

（ 6）NRF98では、原則としてライフイベントに関する時点情報は年月で
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測定した。ただし、回答者が年月を思い出せない場合には、年齢で

回答を得た。本稿で分析する経験年齢は、年月で測定した時点情報

を満年齢に変換したものであり、それが欠損の場合にのみ経験年齢

の回答を用いた。

（ 7）カプラン・マイヤー法の詳細については、加藤［1998］を参照

（ 8）正岡寛司ほか［1999］を参照。

（ 9）山田昌弘［1999］を参照。

（10）（11）1966-70年出生コーホートは調査時点で28歳から32歳であるの

で、29～32歳の経験率の値は、観測打ち切りによって順次標本サイ

ズが縮小するために誤差が大きくなる。図7と図8で31～32歳時の

グラフの傾きが緩やかになるのはこの理由による。

（12）国立社会保障・人口問題研究所［1997］および廣嶋清志［1999］を

参照。

（13）廣嶋清志［1999］p31。
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中国広東省澄海縣をめぐる社会位相空間論

川崎　有三

序．中国社会を捉える視点

1 ．中国社会における＜縣＞という単位のもつ意味

2 ．＜縣＞をめぐる社会位相空間論

3 ．澄海縣

4 ．＜鎮＞あるいは＜郷＞

5 ．＜村委（村民委員会）＞

6 ．中国澄海縣から出ていった華僑たち

結．＜縣＞というアリーナ

序．中国社会を捉える視点

中国社会をどう捉えるか。これは人類学を学び且つ中国社会に関心を持

つ者にとっては第一の問題である。なぜなら中国社会は人類学がなじんで

きた社会とあまりに隔たっているからである。人類学が慣れ親しんできた

社会とは端的にいって、文字をもたず、領域から言っても人口から見ても

小規模で、周辺諸社会から比較的に孤立しており、歴史の中にほとんど登

場してこない社会であった。従って中国のように、おそらく最も古くから

固有の文字をもつ社会の一つであり、領域においてもまた人口においても

大規模で、絶えず周辺地域と交流し政治的・文化的に相互に影響を与え合

い、自ら歴史を編み、また歴史をつくり出してきたような社会はおよそ人

類学の射程の外にあるべきだと考えても不思議はないからである。

しかし文明社会であるインド社会、ヨーロッパ社会を次々とそのフィー

帝京社会学第14号（2001年3月）
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ルドとした人類学は中国社会もまたその研究対象とした。その際の人類学

的アプローチの正当性の根拠は次のようなものであった。つまりいわゆる

文明社会であっても、未開社会と共通な条件を地域を限ることによって見

つけだすことができるからという理由であった。農村地域にある、その社

会内に文字をもってはいてもその構成員のほとんどは文字を読む事はでき

ず、全体社会の規模はとてつもなく大きいが、日常世界は領域的にも人口

的にも比較的小規模な、絶えず中央集権的な中央政府の存在を意識はさせ

られるがしかし日常的には比較的に周辺から孤立しているような、歴史の

舞台には登場せず、自身も歴史上にはほとんど足跡を残していないような

集落ないし地域を選ぶことによって、人類学的な方法を適用して社会の分

析をしてきたのである。

そのようないわば極小の細胞片を取り出し、観察することによって果し

て全体が明らかになるだろうか。中国という巨人に立ち向かう時に、小さ

な細胞片の分析だけでよいのだろうか。歴史学がかつて本領としていたと

ころの政治史と反乱史はいわば巨人の中枢とその病理ないし傷害であっ

た。では歴史学的ではない巨人の分析は何を単位として行えばよいだろう

か。本稿では中規模な分析単位としての＜縣＞の持つ意味を考えながら、

中国社会とは何であるかを考えてみたいと思う。

1．中国社会における＜縣＞という単位のもつ意味

中国社会と一口に言って、しかしその領域や構成員や概念自体、長い歴

史の中で決して一様であった訳ではない。ただ中国社会の場合に特殊なこ

とはその多様性の中に顕著な連続性と統一性が見られる事である。いわゆ

る中国が中国地域と呼ばれることがなく常に中国社会と呼ばれるのはこの

故である。では中国社会をどう定義づけるか。本稿では次のように考える。

それは漢民族を主体とする構成をもち、漢字を最も標準的な文字として用

い、二大河川である黄河、揚子江の流域を中心とした地域およびその周辺

を領域として、分裂・分立の時代があっても絶えず、中華・中国の王ない

し皇帝あるいは長を頂き、基本的には中央集権的な中央を強烈に意識する
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ような体制のもとに、意識的・無意識的に文献により遡り得る古代からの

極めて強い連続性・固有性の意識と中華・中国世界の外に対する差別的・

優越的意識を強く持ったイデオロギーを持つ者の共同体である。

このまとまりをもった中華・中国を一纏めにして国という単位でくくる

事はそれほど難しい事ではない。しかし領域としての国家の境界は周辺地

域の絶えざる漢民族化の過程により必ずしも明確ではなかった。では国と

しての強固な中央集権的行政機構はどこまで下がり得るだろうか。長い歴

史の中で様々に行政単位の変更が行われたが、それは基本的に次のような

レベルで考えることができる。国－省（郡）－州（府）－縣。つまり中央集権

的な行政機構の末端としての縣というものが中国の歴史において重要な役

割を果たしていたことが分かる。歴史上概ね千数百台の数で設置された縣

が、広大な中国という社会の中での大まかではない固有の地域性を表す最

も便利な単位であると言えよう。

では草の根の社会の構成要素である民衆の方からみてみるとどうなるだ

ろうか。最も日常的な社会単位は村ないし村落であって、そこから村民た

ちの活動範囲は次のように広がっていく。村－（村市）－郷（鎮）－縣。つま

り民衆のレベルからみると縣とは村民の日常生活の最遠点なのであって、

およそ一般の庶民にとってかれらの生活が集約されるのはその所属する縣

の中心をおいて他には存在しない。

実際縣の中には巨人中国が小社会として凝縮されて表現されている。そ

こには政治的な長としての「知縣」（縣知事）がいて、宗教的な中心とし

ての廟があり、経済活動の中心地としての「縣城」（縣庁のある町、通常

城壁で囲まれているが、今ではどの町でも城壁は取り壊され道路となって

いる事が多い。）がつくられ、さまざまなものが作られ交易される。

以上のことからまさに縣こそは巨人中国の諸特徴を保存しつつ細分割で

きる最も小さな単位であり、また村民レベルから日常生活を外挿させて構

想しうる最も大きな単位ということができる。こうした結節点としての縣

の性格こそは巨人中国を社会学的に分析するのに最もふさわしい単位とい

えよう。
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2．＜縣＞をめぐる社会位相空間論

では一体縣という単位をどのような角度から分析していけばよいだろう

か。筆者はすでに村レベルの社会を分析するために社会位相空間論の概念

を用いた。(1) 社会位相空間論とは社会を単なる個々人の集まりではなしに、

個々人によって意味づけられた個々の識別可能な物理空間と個々人が織り

なす人と物理空間の結合体であるとするものである。この社会位相空間

（以下略して社会空間）の要素間の関係を決定づけるものは、個別の位相

を与える状況変数（たとえば時間や自然現象などの）である。

縣レベルの社会は村レベルの社会とは大きく異なる。果たして同様な社

会位相空間論の概念によって分析可能だろうか。村レベルの社会を把握し

構想することは容易である。概ねどの構成員によっても全体をそれぞれの

偏りをもって再構成することは日常的であるし、その境界はまさに日常生

活の境界といっても差し支えない程であった。調査者・分析者にとっても

村レベルの社会はその構成員・構成要素の全数把握がほぼ可能であり、そ

の全体について濃淡の違いをできるだけ少なくして記述することはそれほ

ど難しいことではない。しかし縣レベルの社会を俯瞰することは容易では

ないし、一体どこに視点を据えて全体を見るのかというまさにその点にお

いて一様性や同質性は生まれえず、多様性や異質性がまさに観察者やその

置かれた立場の違いによって表れるのである。その行政官でさえ認識は縣

の中央から見た一面的なものであり、部分的にならざるを得ず、誰も濃淡

なしに語ることはできない。社会空間認識の上での最も大きな困難はその

社会空間の個別の位相を与える状況変数が地域別に偏差をきたすことであ

る。つまり村空間ではかなりの程度に一様性が認識できる状態であったが、

縣レベルの社会空間では一様性を満たすためには必ず条件付きでなければ

ならない。逆に言えば縣レベルの社会空間では多様性や不一致こそが当然

と考えてよい。しかし問題はその多様性やズレがある範囲の中に収まるか

どうかであって、本稿で縣を社会空間として分析するのは、筆者がそのズ

レの範囲を分析に有意な範囲に収まると認識するからである。具体的に言

えば、本稿で語られる澄海縣像はその地域性から言って、主に外砂鎮から

― 50―



見たものであり、より経験的に言えば、その外砂鎮の中でも筆者が実際に

自身の目で体験しえた数か村の実情を縣レベルの社会空間構想の基底にお

いていることを最初に述べておかねばならない。(2)

もちろん社会空間とは構成員それぞれの中で構成され像を結ぶ性質のも

のであるから、ここで部外者である筆者が描く社会空間が実際の構成員

個々の社会空間像と如何に異なるかは改めて構成員自身からの批判を仰ぐ

よりほかはない。筆者が探究したいことは、こうして澄海縣という具体例を

通して描く縣レベルの社会空間像が果たして中国の他の縣の社会空間像に

対してどのような対応性や社会空間の構成原理におけるある種の同型性を

もっているかということである。もし本稿が単なる澄海縣郷土誌におわる

ならばそれは、あのもっとも安易な記述手法である紋切り型地域研究のた

だの一片に終わってしまうだろう。真の地域研究は実際常に地域の外に目

を向け、より大きな構成要素に対しての対応性や参照可能性や基本的な構

成原理に関する示唆を与えるものでなければならない。そのような地域研

究こそが単に民族という不確定要素の多い枠組みや文化という抽象的で甚

だしく可変的、個別的な現象を扱う時とは異なり、社会という人間集団のダ

イナミクスが抽象化された規範や観念などにより、はっと驚かせるように秩

序づけられるかに見える幸福な瞬間を与えてくれるものだと確信している。

中国人たちにとって中国世界とはまさに自らが主人公の世界であり、そ

こでは漢語が通じ、共通の天子を頂点に戴く過去から連綿と連なる世界で

あった。しかし漢語が通じるとはいってもそれは文語での話であり、口語

漢語の方言の多様性はそれほどたやすく互いにコミュニケーションを可能

とはしなかった。文語世界の最も大きな特徴はその姓に表れ、ある固有の

姓をもつということはそれだけで中国世界のなかでの位置づけにもっとも

大きな威力を発揮する。この観念世界としての中国文化世界、および同姓

同族観念があるとすれば、ではいったい現実世界としてのかれらの社会空

間はどのように広がっていったのだろうか。観念世界が年配者から常に語

り続けられることによって自己の内に形成される性質をもつのに比べて現

実世界の形成はまさに自己の経験抜きには形成されえない。
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伝統社会あるいは近代社会にあってもその経験の広がりは、物理的な空

間の広がりに対応している。伝統社会と近代社会の違いはその経験の質が

近代社会の場合、マス・メディアという強力な伝達手段での視覚的・聴覚

的な疑似体験が年を追うごとにその比率を高めていくのに比して伝統社会

では純粋な自己の経験が圧倒的な比率で多いことである。

社会空間形成の第一歩が家庭ないし家族あるいはそれにかわるものから

始まるのは疑いない。親族が同じ村に住むことの多かった中国東南部社会

の場合、家庭ないし家族の社会空間は容易に村へと広げられる。圧倒的に

優勢な姓で占められる村のような場合、村空間は親族空間の部分空間と同

義であることも多かったと思われる。この村空間への容易な広がりは村と

いう社会空間のもつ性格に根ざしている。つまりそこでは同質性が得やす

く、位相を決める要素もほとんどいつも決まっている。

では村を超える社会空間はどのように認知され、形成されるのだろうか。

社会化の過程に即して考えてみよう。近代社会において子供が家庭外の環

境に直に触れるのは学校が初めであり、この学校のあり方自身、近代社会

の最も大きな特徴であるとも言えるのだが、中国社会にはあっては前近代

に、学校にかわるような空間はあっただろうか。中国社会において教育と

は伝統的にエリートの教育であり、官吏登用試験である科挙のための勉強

であり、また教育機関もそのためのものであった。従って、縣レベル、郷

レベルあるいは村レベルに設けられた、「学堂」（学校）、塾の類はごく例

外的にそのようなエリート教育を受ける機会に恵まれた子供たちのみのた

めにあった。それはまさに中国において「郷紳」（地方のエリート）と

「百姓」（庶民）がその社会化の過程のなかで構想する社会空間自体が甚だ

しく異なっていたことを暗示している。

したがってごく一般の庶民が学校による社会化の過程を経ていたとは考

えにくい。ではどのようにして彼らは村の外の世界を認知していったのだ

ろうか。村の外からやってくるいわゆる部外者たちは何をもたらしただろ

うか。伝統的な村の生活において、村の日常の秩序を乱す部外者はまず婚

入するものたちとそれに付随する儀礼・宴であったろう。この婚姻のネッ
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トワークが村同士をつなぐ基本的でかつ継続的なものであった。この婚姻

のネットワークは階層によってその範囲は大きく異なろうが、庶民のレベ

ルでは縣を超えることはごく少なく、その一つ下の単位である郷内部であ

ることは大変多かったであろうと現状から類推すると思われる。実際、郷

の内部では風俗・習慣の様々な面での同質性が見られることが多い。従っ

て縣とはその内部において比較的同質な社会空間である郷を複数あわせも

ち、それらをゆるやかに包み込むような単位と見ることができる。

3．澄海縣

それでは具体的に澄海縣(3)という社会空間について考察してみよう。広

大な中国大陸の中で地域をどのように分けるかはそれだけで一つの大きな

問題である。ここでは言語を基準にわけて考えてみよう。橋本萬太郎の作

成した地図(4)によるといわゆる北方系の漢語が中国大陸の大部分を占めて

いることがわかる。もちろんそれにも細かな区分があるにせよ、ごくおお

まかに中国のかなりの部分が比較的に近い方言で覆われていることは重要

なことである。大きな違いが生じるのは揚子江以南の呉語からであり、上

海を中心としてひとつの勢力を保っている。この呉語地域の南にさらによ

り狭い地域により多くの方言がある。福建・広東の2省には山地部の客家

語、北部海岸部から海南島（海南省）にいたるまでの長い海岸線沿いに広

がる 語、広州を中心にして広西まで広がる広東語と3つの方言がある。

橋本による中国五大方言の分布はこのように地域的に極めて特異で、洛陽

を中心として西北部草原地帯から中心にかけての北方系の方言の分布は広

く、南東部山地地帯にかけての南方系の方言の分布は狭い。この方言の分

布は中国大陸における少数民族と漢族との接触の仕方とも関連しているだ

ろう。

澄海縣は行政的には広東省に属す。しかし文化的・地域的属性としては

潮州地方にある縣という言い方の方がより適切であろう。広東省には大き

く分けて、広東語・客家語・潮州語と日常的に言い表されるような漢語の

中の方言があり、潮州語は 語（そのうちの特に 南語）系統に属し、広
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東語や客家語よりも東隣の福建省の諸方言に近いからである。潮州地方

（潮汕地区とも呼ばれる）にどのような縣が含まれるかは歴史的な変遷が

あるが、近年では潮安（現在では潮州市）、潮陽、掲陽、澄海、饒平、普

寧、恵来、掲西の8縣とすることが多く、この他にも大埔、海豊、陸豊、

南澳、豊順の各縣が含まれることもある。また澄海縣の一部が発展した汕

頭市も含まれることが常である。

潮州地方にはある一様性ないし同質性を仮定することができる。それは

潮州語ないし潮州方言という言語の面での特質であり、また風俗・習慣面

での基本的な同質性である。澄海縣はこの潮州的な文化に浸っていると言

える。長い海岸線をもち、その周囲を饒平、潮安、掲陽、潮陽の各縣に囲
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まれ、その周囲の広東語や客家語や福建語の影響を直接には受けにくいよ

うな環境にあったからである。実際、澄海縣が設置されるのは1563年と比

較的に新しく、その設置にあたっては当時すでに置かれていた海陽縣、掲

陽縣、饒平縣の海岸部分を集めて一つ縣としたものであり、潮州地方の海

岸部の辺境という性格を当初から強くもっていたものと思われる。

潮州地方を代表する2大河川は韓江と榕江である。韓江は大埔、豊順、

潮安の各縣を流れ下って澄海縣で海へ出る。榕江は掲陽、普寧、潮陽の各

縣をくだって南シナ海に注ぐ。同じ潮州地方といっても韓江流域と榕江流

域ではその言語・文化的な特徴にやや違いがあり、その違いが帰属意識に

まで表れることもある。潮州語と呼ばれる潮州地方の方言にも、潮安を中

心として饒平、澄海、汕頭で話されるもの、潮陽を中心として恵来、普寧

および掲西の西南部で話されるもの、掲陽を中心として掲西、普寧の北東

部にある洪陽およびその周辺、潮陽北部で話されるものという具合に三大

別することもできる。この中で第一の潮安を中心とするグループではその

内部での違いが大きい。以前は潮安が潮州地方の中心であったが、現在で

は汕頭に中心が移り、普通標準の潮州語と言った場合、汕頭で話されるも

のを指す事が多い。澄海縣は潮安、汕頭、饒平に接しており、三者の影響

を受けてはいるが、依然として独自性を保持している。この潮安（かつて

は海陽縣と呼ばれた）、掲陽、潮陽の3県は古くから歴史をもつ縣であり、

潮州地域の3つの中心とも言える。特に掲陽は歴史が古く、その言葉の中

にも古代語の影響を最も色濃く残していると言われる。澄海縣は韓江下流

のデルタ地域であり、幾つもの支流によって分断され、また絶えず台風な

どの自然災害をうける宿命にあった。海岸線は歴史的に沖合へと次第に後

退し、その分耕地は拡張する傾向にあった。陸路では汕頭と福建省樟州を

結ぶ汕樟路と縣城と潮安（現在の潮州市）を結ぶ2つの路線が重要である。

大きな町は縣城のある澄城とかつて明末清初から栄えた港町である東

里、それに内陸部の隆都鎮にある店市が重要である。澄海縣の地理的な特

徴はその平坦さにある。北東部の蓮花山を除いてはほとんどが平坦で、と

ころどころにら見られるわずかな山地も削られて石材料として使われ、そ
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の命脈もわずかである。この平坦さは可耕地、可住地の割合の多さとなっ

て表れ、縣の総面積402.5 km2の内いわゆる平地は321.8 km2とおよそ8割程

であり、総人口は1985年現在55万6380人、縣の人口密度は1 km2あたり

1625人となり中国国内の縣では有数の高さになっている。(5)
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4．＜鎮＞あるいは＜郷＞

縣は確かに中央からみてもっとも小さな地域分布のスポットだが、しか

し縣全体の人口はおよそ数十万の規模であり、日常的にはより小さな鎮に

わけられる。（澄海縣では鎮だが、他の縣では郷であることが多い。鎮の

方が郷よりもより都会的な語感がある。）鎮は縣に比してより村落的な色

彩をつよくもった地域単位である。そこでは縣より一層同質的な特徴を

もったひろがり見られる。

行政的に言えば、現在各鎮には人民政府があり、行政をつかさどる立派

な建物がたっている。それぞれの鎮の間や縣庁との連絡も密接であり、鎮

は縣の出先機関としての意味が大きい。また下級の村委（村民委員会の略）

や居民委員会にとっては上位に位置し、県庁との間の仲介機関ともなって

いる。一般的にいって役人らしい役人（つまり辞令によってどこにでも移

り得るような）は鎮までであり、それ以下の村委や居民委員会はいわば住

民の代表という色彩が極めて強い。

鎮政府は縣庁のもとにあるがかなりの自主的な裁量権をもち、独自に発

展を遂げる例も見られる。鎮は縣以上に頻繁にその行政単位の境界を変え、

併合や分割を繰り返してきた。澄海縣の場合、現在13ある鎮も1958年には

8，1949年には6であり、これらはもとをたどれば澄海縣が設置される以前

に、海陽縣上外都、中外都、下外都に属していた地域、饒平縣蘇湾都に属

していた地域、海陽縣隆眼都に属していた地域、掲陽縣蓬洲都に属してい

た地域の4地域に分かれる。

言葉を換えて言えば、澄海縣設置以前にも以上の4地域はそれぞれ縣の

所属を変えながらも地域社会としての歴史をもっていたと言えるのであ

る。縣の中での鎮レベルの地域社会の特殊性はこうしたところにもみられ

る。これら4地域の区分をみるとそれらが自然の境界、つまりこの地域の

場合、韓江の各支流によって分けられていた事がわかる。これらの支流に

橋が架けられ陸上輸送が可能になるのはごく新しいことであり、それまで

はこの韓江支流が大きな自然の障害となって地域間の交流の障壁と成って

いたと思われる。
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現在では道路建設が進み、澄海縣内を結ぶネットワークも徐々につくら

れつつあるが、しかしそれもいまだ鎮の中心地間を結ぶ程度であり、鎮の

内部を縦横に結ぶようなネットトワークはごく一部縣城付近を除いてでき

ていない。

外砂鎮の鎮政府の置かれている蓬中の歴史を見てみよう。蓬中居民委員

会（居委会と略されることも多い）の作成した文書によると、この地域に

人が住むようになったのは宋代に海岸線が沖合に後退し、陸地となったと

ころに内陸部から人が移って住むようになった。蓬中には「外砂謝 」

（外砂は謝姓の村）といわれる程に謝姓が多いが、やはり謝姓も早くから

移住したうちの1姓であった。この謝姓の由来はもともと福建省 田県か

ら潮州に来たものであり、その後さらに各地に移り住んだと言われる。蓬

中の謝氏は汕頭の岐山区赤窖村から来たと言われる。(6)

蓬中には現在29姓あるが、そのうちで謝、蔡、周、沈、洪などの姓が比

較的早くから移住してきたと言われる。謝姓の場合「宏遠祖」から現在に

いたるまで600年程の歴史があり、世代は29代目である。蓬中の人口約

9860人の中で謝姓は7300人程を占め74％ほどである。しかしながら「宏

遠祖」の子孫たちはおよそ3万人いるといわれ、蓬中はその4分の1に過ぎ

ない。その理由はいくつかあるが、海岸線の後退により新たに耕地として

開けた新渓鎮に出ていった者が多いこと、清代に蘇北の南畔洲に渡った者

たちがいること、古くから海外に渡る者が多かったこと、日本軍が汕頭に

攻め入った時に外地に逃げていった者たちがいること、災害により失われ

た者、解放後に海南（島）の湛水に至った者のいることなどである。また

外地から新しく流入してきた者たちとしては民国時代に胡、彭、邱の三姓

が移入してきたこと、日本占領時代にやってきた馬姓など、解放後に仕事

の関係で移ってきたものなどが入り込み、現在では多様な人々が住み着く

ようになっている。(7)

蓬中には謝氏の祠堂が数多くあったと言われている。（以下に記述され

る民族誌的現在は1987年である。特に断らない限り筆者の現地調査に基づ

く記述である。）現在では建物が残っていても、その用途は学校や老人憩
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いの家、工場などに転用されていることが多く、本来の祖先の祭祀に使わ

れているものはほとんどない。しかしそれでも人々の記憶には今でも26の

祠堂が意識されており、それは次の3つのレベルからなるものである。

次に霸頭鎮のことについてみてみる。このあたりはまず蓮南の人たちが

来て、開発したという。その後で外砂の「王 郷」や南社、東渓の人たち

長房祠堂�

二房祠堂�

三房祠堂�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

四房祠堂�

�

�

�

�

�

�

�

五房祠堂�

謝氏大宗祠堂� 義祖祠堂�

�

古崖祖祠堂�

岐祖祠堂�

聞祖祠堂�

坦祖祠堂�

艮祖祠堂�

淑祖祠堂�

徳祖祠堂�

羨祖祠堂�

式典祖祠堂�

宰祖祠堂�

長蔚祖祠堂�

麗祖祠堂�

北祖祠堂�

上　祠堂�

下　祠堂�

私祠堂�

北江祖祠堂�

久菜祖祠堂�

□□祖祠堂（□□は不明）�

中国広東省澄海縣をめぐる社会位相空間論

― 59―



が来て蓮南の人たちは退いた。人口の9割が王姓でその後に林、陳、盧と

続く。その他の姓あわせて31の姓があるという。1886年に百二両にキリス

ト教（プロテスタント）の教会が建てられた。現在キリスト教徒は540人、

その内訳は百二両426、北港村15、ト地14、頭 3、洲畔8、南港64である。

この地域に祠堂はなく外砂の祠堂で解放前は祖先崇拝をした。中学は頭

に初中（日本の中学校にあたる初級中学）があり、高中（日本の高等学校

にあたる高級中学）に進学するものは澄城に行くという。小学校は各村委

にあり、洲畔では教場が2つに分かれている。

霸頭鎮における村委とそれに含まれる他の自然村との関係は次の通りで

ある。

地村委―――娘宮村、三目村、大霸村

南港村委―――四圍村、五圍村、六圍村、七圍村、八圍村、九圍村、

十圍村、圍茂村

洲畔村委―――咸 村、大山溝村、山溝仔村、溝磯村、下水村、東

圍村、透寮村、企子溝村、四合村

頭 村委―――四十廟村、頭圍村、二圍村、三圍村

大埔堀村委―――牛坦村、風台 村

百二両村委―――八十 村、東 村、灰 村

柴井村委

北港村委

婚姻は1943－47年，59－63年の期間を除いて農村内で結婚することが

多かった。この期間は生活が苦しかった関係で、澄城から嫁いでくる者も

多かったという。現在では霸頭鎮内で結婚するものが8割程度で昔に比べ

て段々多くなったという。特に大埔堀では村内での結婚が多い。

5．＜村委（村民委員会）＞

村委は最も日常的で身近な社会空間である。そしてそこにはまさに村委

という鎮、縣政府に連なる人民政府の出先があり、それはやがて県を通し
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て、中央にはるかかなた通じるような一連の行政ヒエラルキー上昇の出発

点である。

鎮政府が縣の出先機関としてほぼ均一化された様相をもつのにたいし

て、村委は実に多様な姿をもっている。ほとんど堀立て小屋のようなうす

暗い建物から、立派な3階建のモルタル造りの村政府まで、その村委の規

模と行政担当者の能力により、おおきな違いがある。

村委はしかし多くの場合、いわゆる自然村というもののみからなること

はなく、いくつかの自然村をあわせたものであることが多い。この村委レ

ベルにまで普通、電話があり、縣中央との連絡が出来るようになってい

る。

澄海縣の場合村落の分布は特殊で、その大部分がいわゆる汕樟路の両側

にあり、その他の村落は大方とびとびに散在している。この分布は、歴史

的に海岸線が海方向に後退し、いまの汕樟路がおおよそ海岸からの影響を

うけない境界線であったことから、人々の居住地域がこの境界線のまわり

に固まったものと思われる。従って澄海縣を考える場合この境界線の山側

と海側でそれぞれの地域の村落の形態や歴史が大きく異なることを念頭に

入れておく必要があろう。

例えば外砂鎮の中には2つの居民委員会と15の村民委員会とがある。こ

れらの地域単位にはそれぞれ「大姓」と呼ばれる優越する姓がある。外砂

鎮の場合次の通りである。

大衙－蔡・藍、富砂－沈、東渓－王、南社－王、沈洲－沈・王・鄭、内

隴－王、李 －王・李、林 －王・陳、蓬中－謝、下蔡－蔡、龍頭－陳、

鳳窖－陳、華埔－陳、鳳美－陳、華新－陳、仁和－王、五香－王。

このように村委に優勢な姓が見られることはよくあるが、とくに鎮の中

での移動があまり激しくないような地域の場合にはっきりと見られる。も

う一つの例は隆都鎮の場合である。

南渓－趙、夏 －夏、后渓－金、前美－陳、樟籍－許、前埔－許・黄・

陳・歐、鵲巻－林、福洋－潘、后埔－陳、上北－陳・黄・許・謝、東山－

陳、下北－歐、上西－張、呉脚－伍。
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特に外砂鎮の村委の場合には各村委の発展のおおまかなところが分かっ

ている。それ以前にどのような人たちが住んでいたにせよ、現在の村人た

ちの祖先がこの地域に移住してきたのはどんなに早くとも13世紀以上には

さかのぼれないようである。この時期にそれ以前の居住地がどこであれ、

ひとまず福建を経由して現在の村人たちの祖先はこの地域にやってきた。

特に福建省 田縣から移住してきたという説が多い。李 、蓬中、大衙は

この13世紀に福建省 田縣から移住してきたものたちによって村が出来た

と言われている。同様に13世紀に同じく福建省晋江縣からきた者たちでで

きた南社村もある。これ以降14世紀には福建省紹安縣港頭郷から富砂村に、

15世紀には福建省 田縣から鳳窖村に、また16世紀には福建省 田縣から

内隴村、東渓村ができている。

このように現在わかる伝え聞きによる限り、外砂鎮の各村落は13世紀か

ら16世紀にかけて福建省からの移民たちによって村が作られたことがわか

る。19世紀に入ってから今度は外砂鎮内部での移住あるいは外砂鎮から現

在の霸頭鎮、新渓鎮への移住が始まる。李 村から仁和村、五香村が出来

上がり、華埔村から華新村がつくられた。また蓬中からは現在の新渓鎮の

各村が出来上がり、これらは全て謝姓が絶対優位を占めている。さらに

李 村、内隴村、林 村のいわゆる王 郷からは王姓の者が現在の霸頭鎮

に出ていき、ここではどの村も王姓が優位を占めている。

外砂鎮の鳳美村の場合を見てみよう。人口は1000人余り、185戸からな

る。姓は陳が最も多く9割程、その他に尤、黄、洪などの姓があって、昔

は潘もいたが今はいないという。以前に陳姓の4人の兄弟がいてそれが龍

頭（大房）、鳳美（二房）、華埠（三房）、鳳窖（四房）の4つの村に分かれ

たという。これら陳姓の「輩序」（各世代の名前に必ず用いられる文字の

順。漢民族の名は2文字である事が多い。）は「英、雄、豪、傑、宜、富、

有、大、業、入、新、成、住、盛、世、昇、平、克、誠、随、訓、徐、孝、

友、恭、利、志、楊、名、光、耀、先、譯」である。

1940年以前の人口はおよそ800人程で、その当時海外に出ている華僑も

800人ぐらいいたという。マレーシアがもっとも多く、その次がシンガ
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ポール、タイは3番目だという。解放後は出国するものはごく少数になっ

た。185戸のうち175戸が農業戸で、水稲、落花生を栽培しているが、柑橘

類の栽培が主だという。残りは工業戸で「草席」（ムシロ）やビニール加

工をしている。この村は昔から副業としての手工業が盛んであったという。

小学校ができたのは1969年、それ以前は龍頭と一緒の学校だった。先生は

7人いて、そのうち3人は国からの給料で、残りの4人の給料は村が出して

いるという。皆潮汕地区の出身だという。現在生徒は120人居て、教育は

「普通話」（北京語）で行われている。卒業生のうち60－75％が外砂華僑中

学に進学し、高等学校に今年は2人入ったという。中学に進学するのは男

の割合が多い。

村長は今年なった男で、40前後、村委は4人からなる。任期は3年で、2

期連続して勤められる。村委の仕事は経済発展、農業振興、教育などであ

る。この村には墓地もあり、皆土葬である。「父母会」（葬式のための互助

会）は1つ、「功徳」（葬儀）は林 の「甘露林」が来て行うという。陳姓

の大祠は龍頭にあり、解放前には4つの村が共同で行事をやることもあっ

たという。廟は鳳美古廟がある。

次に同じく外砂鎮の林 村の様子を見てみよう。以前はここに王氏の祠

堂があったが、今は小学校になっているという。林 と李 は解放前は1

つの村だったという。このあたりの王姓は福建省 田縣の烏衣港から来た

もので内龍（大房）、林 ・李 （二房）、李（三房）に分かれたのだと言

う。墓地もあり、清明節と冬至に墓参りするという。「父母会」は7班あり、

そのうちの一つ「義興社」は会員63人で規定で会員の父母が亡くなると1

元3毛を出し合うという。このうち1元は葬式の費用に3毛は100日の喪明

けの儀礼の費用に使うという。村では王姓は7割方でその他に林や李など

20幾つかの姓があるという。林氏の祠堂も残っている。

6．中国澄海縣から出ていった華僑たち

澄海縣をひとつの社会空間として考える時に忘れてならないのは、この

澄海縣から実に多くの数の華僑が出ていったことである。もちろんその多
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くは帰国もしているが、しかし多くの在外の華僑たちの存在は決して小さ

いものではない。

出ていった地域は香港、シンガポール、マレーシア、タイなどであるが、

特にタイではバンコクに澄海縣の同郷団体もできている。また歴史的に見

てもタイの鄭信（タクシン）王の故郷はこの澄海縣なのである。こうした

海外の華僑との結びつきがいかに澄海縣に多くの影響を及ぼしているか

は、現在数多く作られている華僑の援助をもとに作られた学校や病院、あ

るいは華僑との合弁企業ばかりでなく、個人レベル、家族、宗族レベルで

の交流の深さをみれば容易に見て取れる。

こうした海外との交流の歴史は古く、またこの海外との交流および援助

なくしては澄海縣の発展もなかったといっても過言ではない。実際、華僑

出国の窓口となっていた東里鎮や今では汕頭市となってはいるがかつては

澄海縣の一部であった汕頭港もその発展の元は華僑たちの出入りにあった

のである。

しかしこうした海外との交流の隆盛の一方で、では澄海縣の澄海縣たる

ものは何であろうかと考えると、答えはそれほど容易ではない。縣自体の

歴史が浅く、わずか4，500年であり、縣の中に澄海縣の住民がそのアイデ

ンティティを求めえるものは何もないとさえいってよい。縣の博物館にあ

るものは僅かに石器時代や歴史時代のものばかりで、澄海縣を象徴するよ

うなものはほとんど何もない。

では、澄海縣とは一体何なのだろうか。

筆者は1980年から82年にかけてマレーシアのセランゴール州サバ・ブル

ナム県において調査をおこなった。このサバ・ブルナム県にある9の潮州

人漁村でその出身地を尋ねるとほとんどの場合澄海縣という答えが返って

くる。さらに細かく質問すると、外砂ないし、金砂という答えがあった。

（実際は金砂は外砂鎮の一部の地名）最もよく調査したS村の場合その出身

地は実際、澄海県の外砂鎮に集中している。移住後の村落形成にあたって

は同じ村の出身者であるということよりも同じ姓のものであることが優先

されたように思われる。
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S村の形成はおよそ1900年代初頭にまで遡ると思われる。現在では移民

1代目はごくわずかで2代目、3代目さらには4代目の時代となっている。

自己のアイデンティティは様々なレベルで作られるが、中国人としては第

一次下位区分として潮州人というものがあり、これがなかなか大きな比重

を占めている。マレーシアにおいては潮州人は漁業活動に関連した、漁民

として多数を占めるばかりでなくその流通組織・市場に置いても優位を

保っており、村民たちが町や都市に進出して行く時の有効なネットワーク

となっている。第二次下位区分としては澄海縣人ということがあり、これ

もかれらの念頭に常に置かれている。潮州人同士の結婚が望まれるが、同

じ潮州人同士であっても縣が違えば発音に微妙な違いがあり、そのわずか

な違いで澄海縣出身でないことがわかると言われる。しかしまた澄海縣と

同じ程度に外砂郷出身であることも強く意識される。この点は次のような

理由があると思われる。セランゴール（Selangor）州のクタム（Ketam）

島以北の潮州人漁村では澄海縣出身者が多くその中でまた外砂郷出身者が

優越している。そこで澄海縣出身であることと外砂郷出身であることはし

ばしば重なりあう事である。

実際、澄海縣と外砂郷は澄海外砂と繋げて言われることが多く、いわば

セットで彼らのアイデインティティとなっているように思われる。では第

四の村の出身によるアイデンティティはどうかというと、確かに墓碑銘に

は出身村まで書いてあることも多いが、既に2代目、3代目となっている村

人たちには日常的に出身村の名が会話の中に出てくることはなく、ほとん

ど意識されていないと言える。それとは違って、今度は澄海外砂の中で次

の問題となるのはむしろ地縁ではなくて血縁で、誰と誰とは同宗である

（つまり同じ宗族に属する）ということがよく言われる。この理由の一つ

にはこのS村においては葬送儀礼が盛んに行われ、その際に同宗であるか

どうかといった血縁関係の遠近が儀礼における役割に大きく係わっている

からだと思われる。さらに同姓不婚の原則が根強く残っており、その例外

である同姓同士の数組は皆、方言の異なる者同士の結婚であることを考え

るとS村での血縁意識の強さが推し量られる。
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このように澄海外砂の次に血縁が重視されるということはこのS村周辺

の潮州人漁村8村を見てもわかる。それぞれの村に「大姓」があり、それ

は紀、王、陳、謝などであり、それぞれの姓ごとにまとまりを作っている。

このことはまさに澄海外砂の次には村ではなくて血縁が重視されることの

表れとも見られる。もちろん、それぞれの村出身者の移住は散発的ですぐ

に村の中核が作られるような形の移住は見られなかったから、当然とも思

われるが、また一方、澄海外砂の中では村よりも姓がより大きな凝集力と

なって働いていたのではないかと思われる。

S村の強固な排他性は同じ潮州人でも村人と血縁・婚姻関係をもたない

ものを村に入れない。村の周縁に住む非潮州人、非澄海縣人たちはむしろ

独立して生活していて、それがS村の発展とともに村に連なっていったと

みることが自然だろう。従って移住後すでに7，80年を経過しているにも

係わらず、S村は色濃く澄海外砂の社会空間をひきずって異郷の地マレー

シアで地域社会を構成していると言えるのである。もちろんそれには単に

S村のみならず周辺の潮州人漁村8村がS村と同様な社会空間を引きずって

いることによって補強されているとも言える。

結．＜縣＞というアリーナ

中国社会における最も強固な社会関係の絆は父系の出自を基にして作ら

れる家族、親族関係である。特に中国東南部ではその社会的凝集力の強さ

が、単姓村や一つの姓が優勢であるような村という形で現れた。こうした

父系出自集団は村はおろか時には鎮までその勢力下におさめるような猛威

を振るう。しかし縣のレヴェルをその支配下に置くことはできない。

縣の社会空間を同質的な郷（鎮）のゆるやかな集まりと表現したが、中

国社会における縣とはまさに同質性を保つ宗族集団を御しえるような異質

のものの共存を許すようなより大きなアリーナ（競技場）であり、ここを

舞台にして複数の利害集団が激しい争いを共通の言葉で公けにする場とい

えるのではないだろうか。

中国社会は流動性の比較的に高い社会であり、人の移動と村落の形成は
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不断の過程として行われていた。中国東南部において、その主導権を握っ

ていたのは宗族集団であり、定着すると祠堂を拠点としてその組織をより

強固なものにしていった。こうした宗族組織を上から統轄していたのが、

中央集権国家中国の出先である縣政府である。縣知事である知縣は伝統的

には（1912年以前には）広東省以外の出身者、つまりヨソ者であり、その

ヨソ者による統治こそが中国的な支配を貫徹するものであり、また逆に言

えば縣城に開かれた「学堂」は澄海縣からより広い中国世界に飛び立った

翁万達（明代の著名な軍事家）や唐伯元（明清時代の潮州名賢の一人）を

生み出す装置であった。

縣は中国社会において民衆を統治する上での最も有効な手足であり、最

も貴重な道具でありつづけたと言えるであろう。しかし、その一方で縣の

実態と問われた時に私達の脳裏に浮かぶのはかつて競技者たちがその技を

競い、勝敗を争ったアリーナの遺跡ではないだろうか。中国の歴史上多く

の縣がつくられ、また廃されていった。アリーナがその機能を果たすのは

競技者たちが審判のもとに集う時だけであり、これらの人々が去っていた

後のアリーナは巨大な入れ物に過ぎない。

注

（1）詳しくは川崎有三 1986「小コミュニティの社会位相空間論」を参照

の事。

（2）筆者による現地調査は1987年に広東省澄海縣でのべ約1ケ月にわたっ

て行われた。従って澄海縣に関する民族誌的現在は1987年を意味す

る。

（3）澄海縣は1994年に澄海市と改称された。都市化の進展は汕頭市に隣接

する地域で顕著であった。

（4）『言語』9 巻3 号の付録。

（5）『澄海概況』4p, 7p

（6）『蓬中居委会紀略』1 ～2p

（7）同上書2 ～3P

中国広東省澄海縣をめぐる社会位相空間論
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新選挙制度下における中小政党の戦略と

有権者の投票行動

Strategies of Opposition Parties and Voter’s Behavior 
under Japan’s New Electoral System

鬼塚　尚子

1．研究の目的

政治改革の過程で促された政党再編が「連立政権」を常態化させたこと

は、後の政治ダイナミクスをより複雑なものにしたように思われる。有権

者の投票行動について言えば、その変化を分析するには選挙制度改革の

「直接的効果」（小選挙区比例代表並立制導入の効果）と「間接的効果」

（例えば政権形態の変化が与える効果）の両方を考慮する必要が生じてい

る。前者は有権者の票の投じ方そのものを規定するが、後者はそれ以前に、

投票先を決定する際の政党に対する認知や評価の枠組みに影響を与えると

推測されるからである。

また言うまでもなく、選挙制度の変更は政党が採り得る戦略にも影響す

る。特に小選挙区制の導入は、中小政党にとって厳しい環境変化を予期さ

せるものであった。これに対して中小政党は、概ね三つの方法で対処した

と考えられる。一つは、中小政党が合同して「大政党」を作り政権奪取を

目指す戦略（合同戦略）で、新進党や民主党の結成はこれにあたる。合同

しない場合には二つの戦略が有り得る。一つは野党にとどまり、「抵抗政党」

としての存在をアピールする戦略（非合同野党戦略）で、共産党が一貫し

て採用している。もう一つは政権に参加し、与党として政策実現や利益誘

導を計り、支持者を維持・獲得しようとする戦略（非合同政権参加戦略）

帝京社会学第14号（2001年3月）

― 69―



で、94年の社会党、99年の公明党などはこの戦略を採ったと考えられる。

制度改革の直接的・間接的影響を受けたと思われる国政選挙はまだ数度

しか行われていない。しかしこれまでのところ、合同戦略・非合同野党戦

略を採った政党がそれなりの成果を挙げているのに対し、非合同政権参加

戦略を採った政党は選挙で苦戦を強いられている（表1）。この第三の戦略、

すなわち自民党との連立政権に参加するという戦略のパフォーマンスが悪

いのはなぜであろうか。

その理由は複数考えられる。一つには、政権参加は他の政党（この場合

は自民党）との政策調整を必要とするため、これがもともとの支持層の離

反を招いた可能性が考えられる。一方、自民党と比べると、中小政党の与

党としての業績は有権者に浸透しにくく、政権参加の利得が実現しなかっ

た可能性もある。そしてこれらのパフォーマンスの悪さが、新しい選挙制

度によって増幅された可能性がある。つまり、新制度下で合同戦略・非合

同野党戦略を採る政党との競合によって票を失ったり、その競合を克服す

るための選挙協力が必ずしも機能しなかったりしたことが負の要因として

考えられる。本稿ではこれらの要因を「政策転換要因」「業績（非）評価

要因」「選挙競合要因」「選挙（非）協力要因」と呼び、それぞれどのよう

な有権者の意識や投票行動から生じたものかを順に検討する 1。
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もちろん、各選挙における個々の政党の敗北事情は異なっており、この

4つの要因が常に同程度の説明力を持つわけではないし、敗北の理由がこ

れらに限られるとも言えない。さらに、これら4つの要因に基づくストー

リーは相互に独立ではなく、同じ現象を異なる角度から眺めている場合も

ある。この問題に対処するには、自民党と連立を組んで選挙に臨んだ全て

の政党の選挙結果に対して4つの要因がどの程度の効果をもたらしたかを

比較検討することが望ましいが、調査データ上の制約と選挙回数の少なさ

からそれは難しい。したがって本研究は、4つの要因の効果を見るために

もっとも適切な例をそれぞれ取り上げて分析する、というスタンスを採る

ことをお許し願いたい。さらに分析対象は、自民党の他には、95年参院選

における社会党、96年衆院選における社民党、2000年衆院選における公明

党の選挙結果を中心に扱う。自民党との連立に参加して与党として選挙を

迎えた政党は他にもあるが（新党さきがけ、保守党）、それらの政党の支

持者サンプルが調査データ中に占める割合は小さいこと、また新党の場合

は支持強度が不安定である場合もあることを考慮すると、これらの政党は

分析に適さないと判断した。

2．政策転換要因　

2．1 分析の枠組み

連立政権の形成・維持には与党内の政策調整が不可欠である。連立の枠

組みがその中のすべての政党に等しく政策転換を迫る場合はともかく、実

際には一部の政党に政策の「転換」（あるいは一方的な「譲歩」や「妥協」）

を強いる場合も少なくない。言うまでもなく、譲歩や妥協を行った印象を

支持者に与えることは、政党にとって避けたいところである。しかし、複

数の与党の内、どの政党がより多く妥協や譲歩を迫られるかは、連立の形

成と維持におけるその政党の「重み」に依存すると考えられる。

近年の連立政権において政策転換が顕著であった例としては、「自社さ」

連立政権（村山内閣時）の社会党が挙げられる。自衛隊や安保問題に対す

る社会党の基本的な立場には、実際には以前から現実的な方向への修正が

新選挙制度下における中小政党の戦略と有権者の投票行動
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加えられようとしていた 2。しかしそれによって一般の有権者、特に社会党

支持者が「社会党は変わりつつある」という印象を持つまでには至らな

かったと推測される。事実、細川連立内閣時の社会党閣僚が「党としては

自衛隊は違憲だが、閣僚としては合憲」という苦しい答弁を強いられたの

は 3、社会党の伝統的な路線を支持する有権者への配慮があってのことであ

ろう。閣僚と異なり首相の答弁となると、このような二重性は許されない。

かくして村山首相は、所信表明演説やその後の答弁を通じて、社会党の政

策転換を世間に知らしめる役割を負った（表2）。これに対しては、同党を

支える地方組織や市民団体メンバーはもとより、一般の支持者・有権者も

少なからぬ衝撃を受けたと言われている 4。

ところで、連立与党内で一部の政党が譲歩を迫られた例は他にもある。

「自社さ」政権においては戦争責任を巡る首相答弁について逆に自民党が

譲歩し、「自自公」政権では自由党・公明党が定数是正を巡って互いに妥

協し合った。しかしこれらの例は、その党のアイデンティティの相当部分

を揺るがすようなものではない。また、特に定数是正問題などのように一
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般の有権者の感覚から遠い、またわかりにくい政策（hard issue）分野に

ついては、たとえ政党の立場が変化したとしてもそれほど広く認知されな

い可能性がある。したがって、これらの例が支持者や有権者全体に対して

与えたインパクトは、社会党のそれには及ばなかったと考えられる。この

ような理由から、本章では社会党の政策転換を例に取り、村山内閣で迎え

た唯一の国政選挙である95年参院選比例区における投票行動を中心に分析

を進めることにしたい。

さて、「自社さ」連立の枠組みがそれぞれの支持者の意識にどのような

変化をもたらしたかについては、例えば三宅（1997）は、連立政権が誕生

しても各党支持者の意識や政党に対する評価は保革イデオロギーなどの長

期的・安定的態度から独立していなかったことを示している 5。95年時点

における社会党支持者（すなわち連立に伴う社会党の政策転換を経てなお

社会党に支持を表明している人）は、自社が連立したからといって自らの

選好（保革自己イメージ）をスライドさせたわけではなかった（このこと

は自民党支持者についてもあてはまる）。社会党支持者のイデオロギー位

置は変わっていないのだから、社会党の政策転換は社会党が与党となって

以降も支持者に不満を与え続けたはずである。もし転換後の社会党の政策

位置と支持者の選好との間の距離が開いたとするならば、なぜ彼らは支持

を取り下げなかったのであろうか。

蒲島（1998）が示すように、社会党支持者の歩留まり率は93年～94年

（細川政権発足後）では57％であったが、94年～95年（村山政権発足後）

では67％であり、支持者の流出は93年の3新党誕生時より94年の政策転換

の方が少なかった 6。政策転換後も社会党支持者に一貫した支持態度がある

程度保たれていたのはなぜか。社会党が「与党」となり「戦後50年国会決

議」など独自の政策を実現したこと、さらに「首相」を出していることが、

支持者に政策転換の損失を超える効用を感じさせたのかもしれない。つま

り、社会党支持者であるからこそ、政策転換のインパクトはかえって弱め

られてしまったとも考えられる。

では社会党の政策転換は、有権者の意識や投票行動にそれほど影響を与

新選挙制度下における中小政党の戦略と有権者の投票行動
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えなかったと結論すべきだろうか。仮に支持者に対するマイナス効果はあ

まり大きくなかったとしても、むしろ基本的には無党派であるような有権者

のうち、かつて社会党の政策を支持したり、同党に投票したりしたことのあ

る人々にとっては負の効果があった可能性もある。そこで本章では、①社

会党の政策転換のインパクトは社会党支持者よりもむしろ無党派に対して

大きかった、②自民党との連立以前には社会党に自民党に対する対抗力を

期待していた無党派の人ほど、③社会党を「政策近似政党」として見なして

いた人ほど、自民党へ近寄る形の政策転換に対する失望が大きく、95年参

院選では社会党には投票しなかった、という仮説を立て、順に検討する。

2．2 分析

表3は93年総選挙前の政党支持と政策近似政党 7（同）、93年総選挙での

社会党への投票実績、社会党の政策転換によって生じた「有権者－社会党」

間の政策距離 8、95年参院選前の社会党の政策転換全般に対する評価 9、95

年参院比例区における社会党への投票実績との関係を見たものである。93

年総選挙以前の政党支持は、まだ細川連立政権が生まれる前の、「連立」

という枠組みに影響される以前の有権者の態度を表している。まず仮説①

の検証には、これらの有権者が、その後の村山政権下における社会党の政

策転換をどのように評価し、次の選挙でどのように行動したかを比較すれ

ばよいであろう。次に仮説②の検証には、この無党派をさらに自民党に対

して批判的なグループ（自民党に対する感情温度が49度以下）と自民党に

対して中立もしくは好意の感情を抱くグループ（50度以上）とに分ける。

前者は社会党に自民党への対抗力を期待するがゆえに、自民党に近寄る形

での政策転換にはシビアな評価を下し、95年選挙ではあまり社会党に投票

しなかったことを示すことが必要であろう。最後に仮説③の検証には、社

会党をかつて「政策近似政党」と見なした人々のその後の動向を見ること

にする。

さて、まず基本的な情報に触れると、93年総選挙前の時点で社会党を

「政策近似政党」とみなしていたのは、社会党支持者の内の68.7％、自民
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党支持者の3.7％、無党派の9.1％であり、また93年総選挙で社会党に投票

したのは、社会党支持者の内の54.7％、自民党支持者の3.3％、無党派の

12.1％であった。社会党支持者の数字が相対的に高いのは当然であるが、

無党派の内、10％程度の人々は、社会党の政策を自らの選好に近いと感じ

たり、選挙で社会党に投票したりしたことがあることがわかる。また、ど

のグループについても、社会党に投票した人の割合は、93年衆院選より95

年参院選の方が高い。選挙の種類が違うので単純に比較できないが、前者

でより社会党投票が少ないのは、93年に複数の有力な新党が誕生したこと

の影響と考えるのがもっとも無理がないように思われる。

政策距離に目を転じると、安保問題、原発問題、国際貢献（PKO・PKF

派遣）問題のすべてに関して、社会党支持者のかつての政策態度（93年）

と転換後の社会党の客観的な政策位置（95年）との間の距離がもっとも大

新選挙制度下における中小政党の戦略と有権者の投票行動
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（数字は各支持者に占める割合）�

93 政策近似政党＝社会党 68.7％ 3.7％ 9.1％ 8.3％ 12.5％

93 衆・社会党投票 54.7％ 3.3％ 12.1％ 12.5％ 11.1％

95 参比例区・社会党投票 61.0％ 6.1％ 18.2％ 14.3％ ＜　21.9％

（数字は各支持者の平均距離・得点）�

政策距離平均  安保問題＊＊＊ 1.60 ＞  1.26 1.37 1.43 ＞　  1.32

　　　　　　  原発問題＊＊＊ 2.02 ＞  1.35 1.75 1.74 1.77

　　　　  国際貢献問題＊＊＊ 1.40 ＞  1.18 1.20 1.23 ＞　  1.13

95 政策転換評価値平均 3.30 3.44 ＞  2.85 2.86 2.87

　　　　　　　 N 300 937 232 54 101

93自民�
支持�

93社会�
支持�

93 無党派�

※自民批判�自民中立�・好意�総合�

表３　政党支持・社会党の政策転換・投票行動の関係�

※自民批判グループは無党派中「自民党感情温度」が49度以下、自民中立・好意グ
ループは同50度以上.�

※※「社会支持」「自民支持」「無党派（総合）」との間の分散分析  ＊＊＊＜.001.



きく、無党派、自民党支持者がこれに続く。社会党の政策が自民党に近い

位置に移動したわけであるから、自民党支持者の政策態度と転換後の社会

党の距離が小さくなるのは当然である。また無党派と転換後の社会党との

距離は、ちょうど社会党支持者と自民党支持者の中間程度の大きさであ

る。

しかし、社会党支持者と転換後の社会党の客観的な政策位置が離れたか

らといって、支持者がこれを意識していたかどうかは微妙である。例えば

河村（1997）の言うように、社会党の支持者は「説得（persuasion）」や

「投影（projection）」のプロセスを通じて、政策転換の結果生じた認知的不

協和を解消し、主観的には社会党との距離を感じないようにしたかもしれ

ない 10。このことを裏付けるかのように、社会党支持者の立場と政策転換

後の社会党との乖離は客観的に見れば大きいものの、全般的評価としては、

社会党支持者は村山内閣における転換を自民党支持者と変わらないほど高

く評価している（評価の平均値は社会党支持者が3.30、自民党支持者が

3.44）。他方、無党派の評価はこれに比べて低い（2.85）。ここから、仮説

①で示したように、政策転換に対して一見矛盾したような評価を行う社会

党支持者に比べて、無党派はよりストレートに負の評価を行った可能性を

指摘できる。

続いて、仮説②を検討するために、無党派を自民党に批判的なグループ

と中立的・好意的なグループに分けて分析してみよう。93年総選挙におけ

る社会党への投票率は、批判的グループ（12.5％）が中立的・好意的グ

ループ（11.1％）よりやや高いが、有意な差と言えるほどではない。両者

の間のより明確な違いは、安保問題や国際貢献問題についての社会党の政

策位置と自分の政策選好の距離の大きさである。無党派内の自民批判グ

ループの立場と、転換後の社会党の政策位置との客観的距離は、社会党支

持者に次いで大きい。また、95年参議院選挙での行動については、社会党

の政策転換によって（つまり社会党の政策が自民党に接近したことによっ

て）自民党に中立的・好意的なグループが違和感なく社会党に投票するよ

うになったように見える（社会党への投票率は21.9％に上昇している）の
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に対し、自民批判グループの社会党への投票率は低かった（14.3％）。これ

らのことから、無党派内部で比較すれば、自民批判グループの政策選好は

中立的・好意的グループのそれよりも転換後の社会党の政策と離れてお

り、それが95年の選挙における社会党への低い投票率につながっていると

解釈できる。したがって、自民党に批判的な、つまり社会党に自民党に対

する対抗力を期待した可能性の高い無党派に対し、政策転換はマイナスに

作用したと考えられる。

最後に、「社会党を政策近似政党として見なしていた人ほど自民党へ近

寄る形の政策転換に対する失望が大きく、95年参院選では社会党には投票

しなかったのではないか」という仮説③であるが、社会党支持者と無党派

を取り出して政策近似政党と93年・95年の投票行動との関係を見たものが

表4である。まず社会党支持者に関しては、93年時点で社会党を政策近似

政党としていた人の77.6％が93年衆院選で社会党に投票しているが、95年

参院選では社会党投票は69.5%に低下している。93年から95年ではすべて

のグループで社会党投票率が上昇していることを考えると、社会党支持者

の中でも政策近似政党として社会党を評価していた人の票は、やはり95年

である程度「逃げた」と考えてよい。また逆に、93年時点で政策近似政党

として他党を挙げていた社会党支持者の場合は、政策転換によって95年で

は社会党に戻ってきている。また無党派に関しては、93年時点で政策近似

政党として社会党を挙げた人で、95年に社会党に投票した人はほとんどい
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（数字は各パタンの有権者に占める割合）�

93 衆・社会党投票 77.6％ 27.3％ 55.0％ 50.0％�
 ↓　 ↓　 ↓　 ↓　�
95 参比例区・社会党投票 69.5％ 54.2％ 2.0％ 66.6％�

　　　　　　　 N 87 22 11 20

93 無党派�

他党�社会党�

93 社会党支持者�

他党�社会党�93 政策近似政党�

表４　政党支持・政策近似政党・投票行動の関係�



なかった。しかし、このクロス表の条件に該当する無党派のサンプル数が

非常に少なかったことを考えると、信頼できる結果とは言えない。

ここまでの部分についてまとめてみよう。まず、①「社会党の政策転換

のインパクトはかつての社会党支持者よりもむしろ無党派に対して大き

かった」という仮説に関しては、少なくとも「村山内閣の政策転換全般へ

の評価は社会党支持者よりも無党派の方が低かった」という点では適合的

であった。さらに無党派に関して②「社会党に自民党に対する対抗力を期

待していた無党派の人ほど自民党へ近寄る形の政策転換に対する失望が大

きく、95年参院選では社会党には投票しなかった」という仮説を立てたと

ころ、自民党に批判的な無党派グループの方が中立・好意グループに比べ

て転換後の社会党の政策との間の距離大きく、95年選挙において社会党に

投票する割合が低かったことから、ある程度支持されたといえよう。最後

に③「社会党を政策近似政党として見なしていた人ほど政策転換に対する

失望が大きく、95年参院選では社会党には投票しなかった」という仮説に

ついては、社会党支持者内部ではそのような傾向が認められたが、無党派

では確証が得られなかった。

最後に、これらの結果を総合的に確認するためのパス解析を行った（図

1）。その結果によると、まず93年時点で社会党を政策近似政党と見なす人

ほど社会党に温かい感情を抱き、93年衆院選で社会党に投票し、それが95

年時点での社会党への好意や投票に結びついているという「素直な」経路

が見出せる。しかしこの経路には、政策転換の影響がほとんど見られない。

重要なポイントとなるのは93年における自民党に対する感情温度で、社会

党を政策近似政党と見なす人ほどこれが低い。また自民党に対して負の感

情を持つ人ほど、自分自身の政策態度と社会党の政策転換後の政策との距

離が大きく、村山内閣の政策転換を低く評価している。政策転換への低い

評価は95年時点での社会党への負の感情につながり、95年参院選では社会

党に投票しない、という帰結となっている。これらの結果はこれまでクロ

ス表から明らかになったことと適合的である。つまり、自民党への批判的

な感情が媒介となって、社会党の政策転換に対する負の評価が生まれたと
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言えそうである。

社会党の政策転換は、同党を政策近似政党として見なしていた人を離れ

させ、またもともとの支持者よりも無党派、とりわけ自民党に批判的な

人々に対してマイナスの影響を及ぼした可能性があることが明らかになっ

た。この例から、連立政権参加に伴う政策転換は、熱心な支持者、あるい

は政策転換のデメリットと与党となることのメリットをトレード・オフさ

せる支持者に対しては影響が小さいが、むしろかつて「浮動票」として期

待された有権者を取り逃がす可能性があると推測することができよう。

3．業績（非）評価要因

3．1 分析の枠組み

言うまでもなく、政府に対する業績評価は投票決定における重要なファ

クターの内の一つである。平野（1998）は業績評価に基づく投票を「業績

投票（政府のパフォーマンス一般への評価・予測に基づく投票）」と「経

新選挙制度下における中小政党の戦略と有権者の投票行動
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※「性別」男性＝ 1、女性＝ 0.「事務系」職業分類事務系＝ 1、それ以外＝ 0.「政策転換
距離（和）」＝安保問題・原発問題・国際貢献（PKO派遣）問題における「有権者―転
換後の社会党」政策距離の和 .�
※※ ＊＜ .05.  ＊＊＜ .01.  ＊＊＊＜ .001.

図１　95年参議院選挙比例区での社会党への投票�
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済投票（経済状況の短期的変動から影響を受ける投票）」とに分けて解説

し、「…政党支持態度の弱まりや、政権交代の実現による内閣の業績の明

確化により、業績評価の影響力が増大しつつあるように思われる」と述べ

ている 11。また小林（1998）や蒲島（1999）が98年参院選について指摘す

るように、最近の日本経済の悪化が政府の経済的業績に対する有権者の関

心を高め 12、経済投票を促進しているとも考えられる。業績投票は基本的

には与党を対象とするものであり、政府のパフォーマンスへの正の評価は

与党投票を促すとされる。堤（1997）は、日本の連立内閣（細川・村山）

においても、内閣業績に対する積極的評価が与党全体への投票に結びつい

ていることを確認している 13。

他方、与党投票の内訳に関しては、「連立内閣の業績は複数の与党の内、

いずれの党に帰属するか」という問題がある。極めて単純な場面を考えて

も、連立政権で景気が好転した時、それは与党内で最大の議席数を持つ政

党の業績として認知されるのか、首相が所属する政党の業績として認知さ

れるのか、経済関連省庁の大臣が所属する政党の業績として認知されるの

か…といった疑問が生じるのである。さらに選挙区レベルで考えると、有

権者は地元経済の好転を政府に帰属させるのか、それとも地元の候補者個

人に帰属させるのか、といった問題も出てこよう。連立政権は政府の業績

の帰属、あるいは責任の所在が不明確になるので、そもそも業績投票が起

こりにくくなる、という議論もある 14。

連立与党の業績あるいは責任の帰属先については、一つには各政党の持

つ過去の能力イメージや役割イメージがそれを決めるということが考えら

れる。平野（1996）や池田（2000）は、自民党の与党としての過去の長い

実績から来る政権担当能力イメージや政党スキーマなどがその後の業績評

価形成に影響する可能性を示唆している。

一方、政権参加の経験が少ない政党は有権者の中で政権担当能力がイ

メージされていない。その場合、与党としての業績は有権者にどのように

認知されるのだろうか。既成政党の場合は、それまでに期待されていた役

割イメージに沿った業績をあげる方法がある。村山内閣の「戦後50年国会
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決議」などはこれにあたる。しかし、従来の役割イメージから離れた業績

は認知されにくいかもしれない。例えば経済的業績に関しては、有権者が

自民党に対して「経済の運営能力が高い」というイメージを持っている場

合、評価は連立内でも自民党に収斂する可能性がある。これを裏付けるよ

うに、経済認識は92年・95年・96年・98年の各選挙において自民党支持

及び自民党投票との関連が相対的に強かったことが確認されている（平野，

1996；Hirano，1999）。このように、自民党と連立を組む場合は中小政党

の与党としての業績評価が有権者に浸透せず、したがって政権参加のベネ

フィットが実現しない、ということが考えられる。これを「業績（非）評

価要因」と考え、やはり95年参院選比例区の投票行動を例として 15、①過

去の政党イメージが業績評価や投票行動に影響する、②経済認識や経済的

業績評価は自民党への投票には結びつくものの社会党の投票へは結びつか

ない、という仮説を検討する。

3．2 分析

表5は95年参院選挙前時点での自民党支持者・社会党支持者・無党派が、

その後（選挙後）に村山内閣の業績をどのように評価したかを平均値で見

たものである。これを見ると、どの分野の業績に関しても社会党支持者の

評価値は他のグループよりも高く、また「戦後50年問題」に対する社会党

の取り組みへの満足度も非常に高いことがわかる。社会党支持者の次に評

価値が高いのが自民党支持者であり、無党派がこれに続く。どの分野の業

績についてもこの順序は変わらない。

次に、過去の政党イメージを「政権担当能力イメージ」で見てみよう。

表6は93年（すなわち連立政権が出現する前）と95年における「政権担当

政党」について示したものである。質問形式が93年では「政権担当政党」

に対するマルチ・アンサー、95年では「政権担当政党として一番適任と思

われる政党」に対するシングル・アンサーなので単純に数字を比べること

はできないが、社会党支持者・自民党支持者・無党派の意識の変化におけ

るおおよその傾向を見ることはできる。まず社会党支持者に関しては、93
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（数字は各支持者グループの平均値）�

村山内閣全般的評価＊＊＊ 2.73 ＞ 2.57 ＞ 2.31

規制緩和・行政改革＊＊＊ 2.38 ＞ 2.30 ＞ 2.08

景気対策＊＊＊ 2.01 ＞ 1.91 ＞ 1.71

外交＊ 2.45 ＞ 2.36 ＞ 2.25

戦後50年問題への取組み＊＊＊ 4.30 ＞ 3.65 ＞ 3.55

感情温度の変化（95年－93年の差の平均）�

　　　対社会党＊＊ 6.06  5.00 －.84

　　　対自民党＊＊ 7.78  10.98 4.34

　　　　　　　　　N 585 190 252

無党派�自民党支持者�社会党支持者�内閣業績評価�

表５　95年の政党支持と村山内閣業績評価（平均）�

※「戦後50年問題への取り組み」は7点尺度、他は4点尺度.�

※※「社会支持」「自民支持」「無党派」との間の分散分析  ＊＊＊＜.001.　＊＜.05.

（数字は各支持者グループに占める割合）�

　　　93年社会党 43.7％  6.6％ 8.6％

　　　95年社会党 41.6％  1.5％ 6.6％�

　　　93年自民党 46.8％  82.5％ 35.9％

　　　95年自民党 32.1％  90.1％ 49.6％�

　　　　　　　　　N 190 585 252

無党派�自民党支持者�社会党支持者�政権担当能力�

表６　93年・95年の自民党・社会党に対する�
　　　政権担当能力イメージと感情温度の変化�

※「社会支持」「自民支持」「無党派」との間の分散分析  ＊＊＜.01.



年では「自民党は政権担当能力がある」と答えている人が46.8％、「社会

党は政権担当能力がある」と答えている人が43.7％であり、両党にほぼ互

角の政権担当能力を認めていた。これに対し、95年では「政権担当政党と

して一番適任と思われる政党」として自民党を挙げる社会党支持者は

32.1％に減っている。自民党長期単独政権が崩壊し、細川～村山内閣では

社会党の政権参加が実現したことから、「自民党こそが最適にして唯一の

政権担当政党である」という意識は少なくとも社会党支持者の中では薄ら

いだようである。ただし、社会党を最適な政権担当政党と見る支持者は増

えてはいない（46.8％→43.7％）。

自民党支持者の場合は、93年ではその内82.5％が「自民党は政権担当能

力がある」と答えているのに対し、「社会党は政権担当能力がある」と答

えているのは6.6％であった。これが95年になると、政権担当に最適な党

として自民党を挙げる支持者は90.1％に上り、社会党を挙げた人はほとん

どいなかった。

もっとも興味深いのが無党派である。無党派のうち、93年で自民党に政

権担当能力を認めていた人は35.9％、社会党に対して認めていた人が8.6％

であった。95年では「最適な政権担当政党」として自民党を挙げたのは

49.6％であったのに対し、社会党を挙げた人は6.6％に過ぎなかった（他方

で32.9％が新進党を挙げている）。連立政権を経て、社会党は支持者以外

には政権担当者としての能力をアピールできなかったといえる。確認のた

めに93年－95年の対自民党・社会党感情温度の変化を見ると、無党派の対

社会党感情温度は悪化したこともわかる。

これら3つの表から政権担当能力イメージと業績評価との関係を考える

と、自民党は有権者からもともと高い能力イメージを持たれており、連立

政権を経てこれが強められた可能性がある反面、社会党はもともと政権担

当能力が期待されていないところへ、さらに能力イメージを下げてしまっ

たように見える。自社両党の支持者内部においてはプラスの内閣業績評価

は当然それぞれの党への投票傾向を強めたと考えられるものの、無党派で

は村山内閣への低い評価が「自民党への回帰」もしくは「新党への期待」
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を促進したように思われる。このことから、少なくとも自民党支持者と無

党派に関しては、過去の政権担当能力イメージは業績評価を通じてさらに

強まる形で再構築されたと考えることができよう。

さて、業績評価・政権担当イメージの効果の確認も含めて、経済認識と

投票行動との関係を見てみよう。表7は、95年参院比例区における自民党

投票・社会党投票・他党への投票に対する各変数の効果を見た多項ロジス
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定数（切片） －5.099＊＊＊  19.088 －6.354 18.503

村山内閣業績評価行政改革 .502＊        4.708 .567†            3.745

　　　　　　　　景気対策 .217 .795 .195 .438

　　　　　　　　外交 .054 .065 －.195 .532

戦後50年問題への取り組み .177 1.980 .673＊＊＊  16.148

政権担当能力93自民党 1.453＊＊＊  17.694 .261 .520

政権担当能力95社会党 －.259 .261 1.362＊＊    10.452

景気現状 －.269 1.732 －112 .246

景気向上感 －.116 .417 .130 .374

景気予測 .260 2.234 .339 2.430

生活満足感 .101 .382 .156 .535

暮し向き向上感 －.218 .874 －.188 .353

暮し向き予測 .069 .092 －.589＊        4.093

年齢 .027＊        4.986 .018 1.561

性別 .130 .145 .647 2.055

事務系 －.466 2.597 .070 .040

社会党投票（N=60）�

waldB

自民党投票（N=110）�

waldB
「その他の党への投票」�
（N=183）が基準.

表７　95年参院比例区における投票（多項ロジスティック回帰）�

※†＜.10.　＊＜.05.　＊＊＜.01.　＊＊＊＜.001.�
※※Cox & Snell.289.－2 対数尤度（最終）589.268.　カイ2乗 120.36　有意確率 .000�
※※※「性別」男性＝1、  女性＝0.  「事務系」職業分類事務系＝1、  それ以外＝0.



ティック回帰分析の結果である。これによると、「他党への投票」を基準

とすると、年齢が高いほど、行政改革に関する内閣業績を評価した人ほど、

またもともと自民党に高い政権担当能力を認めていた人ほど自民党に投票

する傾向があり、「戦後50年問題」に対する社会党の業績を評価した人ほ

ど、もともと社会党の政権担当能力を認めていた人ほど、そして今後の暮

し向きに関して悪化の予測を行っている人ほど社会党に投票する傾向が

あった。ここでは過去の政権担当能力イメージが大きく影響していること

がわかったが、経済投票が行われた形跡は明確ではなかった。

業績（非）評価要因についてまとめてみよう。この要因の意味するとこ

ろは、自民党と連立を組む場合は中小政党の与党としての業績評価が有権

者に浸透せず、したがって政権参加の利得が実現しない、ということであ

る。これに関して、村山内閣の業績は支持者には社会党独自の政策を含め

て評価され、過去の政党（政権担当能力）イメージを改善することができ

た。しかし他の有権者の評価は低く、逆に自民党の政権担当能力イメージ

が好転したことが示された。しかし、景気対策等の経済業績や経済投票が

自民党に吸収される可能性については確認できなかった。村山内閣では社

会党は独自の業績をあげた側面はあったが、それは多くの有権者に「政権

担当政党」としての手腕を印象付けるものではなかった。中小政党の連立

参加によって逆に相対的に自民党の株が上がるというメカニズムについて

は、業績投票の影響を含めて今後も検討する必要がある。

4．選挙競合要因

4．1 分析の枠組み

次に、衆院選で採用された新制度、つまり小選挙区比例代表並立制の下

での有権者の投票行動が、自民党と連立を組む戦略（非合同政権参加戦略）

を採用した中小政党に不利に働く可能性について検討する。他の戦略を採

る政党との「競合」は、小選挙区制の導入と二票制の採用という二つの状

況から起こり得る。一つには、小選挙区部分で選挙協力を行わない場合、

有権者の「勝ち馬投票（及び戦略投票）」によってより有力な競合政党の
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候補者に票を奪われる可能性がある。これは小選挙区で勝ち目のない小政

党すべてに言えることであるが、野党である場合は比例代表部分で支持者

の票プラス「バッファー・プレイヤー（自民党の独走を許さず勢力均衡を

計る投票者）」の票を期待することもできる。しかし、当然のことながら

自民党と組む政党に「自民牽制票」は入らない。つまりもう一つの状況と

して、「分裂投票」を誘う二票制の下で、与党となったために「バランシ

ング票」16をも失ってしまうことが考えられる。このような点について検討

するために、96年衆院選における社民党票を中心に考察する。

まず小選挙区制導入の影響についてであるが、小選挙区制はその特性と

して「デュベルジェ均衡」、すなわち選挙区レベルにおける二大有力政党

への票集中を促すと言われる。鈴木（1999）は96年衆院選では小選挙区部

分に限って見ても全国的にはデュベルジェ均衡が生じたとは言えないと指

摘しているが 17、同じ選挙について三宅（1999a）は、少なくとも選挙区レ

ベルでの有権者の主観的認知においては、調査対象となった選挙区の約6

割の区で二大政党対立（「自民－新進」が49％、「自民－民主」が9％）が

意識されていたことを示している 18。

仮に小選挙区制が各選挙区において有権者の意識レベルで二大勢力の対

立構図を作り出す傾向があるとすると、中小政党の候補者はその裏で「勝

ち馬投票」や「戦略投票」の犠牲となる確率が高いと考えられる。「勝ち

馬投票」は広義には「有力候補者（党）への投票全般」を指す。三宅

（1999a）の分類に従えば、小選挙区部分において、①政党支持がない場合、

②自分の選挙区に支持政党からの候補者がいない場合、③支持政党からの

候補者が立っているが、その候補者を「最有力ではない」と認知した場合

（戦略投票）に、より当選確率の高い候補者（党）に投票する行為として

捉えることができる。

純粋な「戦略投票」は実際には僅かしか存在しないと言われるが 19、無

党派の「勝ち馬投票」となると無視できない大きさになる可能性がある。

96年衆院選の社民党について考えてみるならば、96年時点でなお社民党支

持である有権者が社民党候補者から逸脱して他党の候補者に投票するケー
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スは稀かもしれないが、無党派、特に「親社民」無党派の票（潜在的な社

民票）が「勝ち馬投票」によって他党に流れるケースは少なくないかもし

れない。

次に二票制の影響について考える。「55年体制」下の社会党は「反自民」

層の自民批判票の受け皿であったと同時に、「基本的には自民党支持」で

あるような有権者の自民牽制票、いわゆる「バッファー・プレーヤー」の

投票先でもあった。このような社会党の立場は、かつての参議院選挙にお

ける分裂投票に典型的に現れたと考えられる。つまり、「反自民」層であ

れ、自民党支持者であれ、一票を支持政党に、もう一票を社会党に、とい

う分裂投票が成り立ち得たのである。しかし連立与党となった社民党には、

衆院選における二票制は異なる効果をもたらしたと考えられる。第一に、

社民党は「与党陣営」に入ったために、「反自民」層の選択肢から消えた

可能性がある。自社連立下では社民党投票は自民党への「批判」機能を果

たさないから、「反自民」層の選択肢は選挙区部分でも比例部分でも「野

党」の枠組みの中に限られる。仮に「勝ち馬投票」や「戦略投票」が生じ

たとしても、その票は自民党に対抗し得る「有力野党」へ向かったと推測

できる。このような投票行動は、三宅のいう「政党支持の幅」概念を用い

ても解釈されよう 20。

第二に、自民党支持者内のバッファー・プレーヤーの選択肢からも社民

党が消えた、ということが考えられる。自民党と連立を組む政党に自民党

に対する「牽制」機能は期待できないから、バッファー・プレーヤーは恐

らく、自民党と勢力バランスを保つことのできそうな別の政党を求めたで

あろう。本章では96年総選挙を例にとり、新制度下の「勝ち馬投票（及び

戦略投票）」と「分裂投票」が非合同政権参加戦略を採る政党（この場合

は社民党）にどの程度不利に働いたかを検証する。

3．2 分析

表8は96年時点での社民党の候補者立候補の有無別・支持者の小選挙区

での投票政党を示したものである 21。これによると、前に述べたように社
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会党支持者の大半は社民党から立候補者がいる場合はそこに投票している

が（87％）、ごく少数が自民党（8.7％）と民主党（4.3％）へ投票している。

選挙前の議席比からすれば自民党と民主党は社民党よりは「有力」であり、

これが社民党支持者の「戦略投票」が起こった割合と考えても良いかもし

れない。しかし該当者は極めて少ないので確証は得られない。一方、社民

党の候補者がいない場合の投票先は、自民党、民主党、新進党、共産党の

順に多い。前3者への投票は「勝ち馬投票」ともいえる一方、共産党への

投票は「支持の幅」概念か「政策近似」概念によって説明され得る。この

部分の数字が自社連立で社民党が失って共産党に流れたレフト・ウイング

の有権者の割合と考えられる。

「親社民」無党派 22はどうか。ここでは社民党に対する忠誠度は落ち

（42.9％）、自民党、新進党、民主党の順で票が流れている。社民党候補者

がいない場合もこの順であり、選挙前の議席比に従った「勝ち馬投票」が

行われている。社民党支持者が「勝ち馬投票」もしくは「戦略投票」の投

票先として連立パートナーの自民党か政策が近い民主党を選んでいるのに

対し、「親社民」層はよりストレートに「勝ち馬投票」を行っているよう

に見える。「親社民」層の票を潜在的な社民票として見なすならば、この

層の「勝ち馬投票」の比率が小選挙区制の導入によって社民党が失った票

の比率であると考えることもできよう。

次に、自民批判票がどれだけ逃げたかを見るために、「反自民」層 23の票

の動きを見てみよう。支持政党の候補者擁立状況別・小選挙区での投票政

党を示したのが表9である。支持政党から候補者がいる場合には支持者は

当然高い確率でそこに投票している。特に候補者がいて「反自民」層（自

民党感情温度が49度以下）である社民党支持者は、100％社民党に投票し

ている。ここでは他党支持者の逸脱投票も確認できる。わずかではあるが

新進党、民主党、共産党支持者に「戦略投票」ととれる動きが見られる。

また「反自民」層の民主党支持者が、支持政党の候補者がいるにもかかわ

らず、候補者の少ない社民党を飛び越えて共産党へ逸脱投票をしているこ

とも興味深い。
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 社民党支持者       N   

候補者有り 8.7％ 0.0％ 4.3％ 87.0％ 0.0％ 0.0％ 100％（ 23）�

候補者無し 32.3％ 13.7％ 31.5％ ―　 12.9％ 2.4％ 100％（115）�

 　　N 42 17 40 20 16 3 138

 自民 新進 民主 社民 共産 さきがけ 合計�

社民候補者の擁立　小選挙区投票政党（数字は社民党支持者・「親社民党」層に占める割合）�

表８　96年衆院選　社民党候補者の有無と小選挙区での投票政党�

「親社民党」無党派�

候補者有り 28.6％ 14.3％ 11.4％ 42.9％ 2.9％ 0.0％ 100％（ 35）�

候補者無し 49.2％ 21.3％ 17.1％ ―　 7.9％ 1.3％ 100％（232）�

 　　N 128 56 45 15 20 3 267

 候補者有り      N  �

支持政党　自民党 60.0％ 20.0％ 20.0％ 0.0％ 0.0％ 100％（20）�

　　　　　新進党 2.9％ 89.7％ 2.9％ 1.5％ 2.9％ 100％（68）�

　　　　　民主党 4.2％ 8.3％ 62.5％ 0.0％ 25.0％ 100％（24）�

　　　　　社民党 0.0％ 0.0％ 0.0％ 100.0％ 0.0％ 100％（ 5）�

　　　　　共産党 0.0％ 5.9％ 5.9％ 100.0％ 88.2％ 100％（51）�

�　　N 15 70 24 6 53 169

 自民 新進 民主 社民 共産 合計�

小選挙区投票政党（数字は各党支持者に占める割合）�

表９　96年衆院選　候補者の有無と「反自民党」層の小選挙区での投票政党�

 候補者無し�

支持政党　自民党 ―　 100.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 100％（ 1）�

　　　　　新進党 15.4％ ―　 30.8％ 0.0％ 0.0％ 100％（ 8）�

　　　　　民主党 15.4％ 23.1％ ―　 15.4％ 30.8％ 100％（11）�

　　　　　社民党 11.8％ 17.6％ 32.4％ ―　 26.5％ 100％（31）�

　　　　　無党派 4.9％ 19.5％ 22.0％ 7.3％ 46.3％ 100％（41）�

�　　N 10 20 24 5 34 93



自分の支持政党から候補者が擁立されていない場合はどうか。「反自民」

の無党派は共産党に投票している人が多く、それは新進党や民主党に入れ

た人の和よりも多い。共産党はほとんどの選挙区に候補者を立てる戦略に

よって、社民党から自民党に批判的な無党派の票を奪うことに成功してい

るともいえる。

小選挙区部分ではもとより候補者の少ない社民党が得票が少ないのは致

し方ないが、社民党に好意的な、すなわち潜在的には社民党に投票しても

おかしくない有権者が「勝ち馬投票」で他党に流れるのは痛手である。で

は、候補者数が得票と無関係である比例区ではどうか。表10は、「反自民」

層全体がどのような分裂投票をしたかを示している。興味深いのは小選挙

区で民主党または共産党に投票した有権者の分裂投票である。「反自民」

民主党投票者が比例区で投票した先は新進党、共産党、社民党である。比

例区では共産党と社民党は平等な条件に置かれている。したがってここで

共産党の方がより多く票を得たということは、社民党は与党となったこと

で、反自民票を本当に失ってしまったことがわかる。これは小選挙区で共

産党に投票した人の行動からもうかがわれる。彼らの比例区逸脱の投票先

で最も多かったのは民主党であった。

最後に、自民党支持者のバッファー・プレーを確認してみよう。表11の
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小選挙区投票政党      N　　�

　　　　　自民党 66.7％ 11.1％ 18.5％ 0.0％ 3.7％ 100％（27）�

　　　　　新進党 2.1％ 86.5％ 9.4％ 1.0％ 1.0％ 100％（96）�

　　　　　民主党 0.0％ 12.5％ 68.8％ 6.3％ 10.4％ 100％（48）�

　　　　　社民党 0.0％ 21.4％ 7.1％ 57.1％ 14.3％ 100％（14）�

　　　　　共産党 0.0％ 3.5％ 9.4％ 4.7％ 82.4％ 100％（85）�

�　　N 20 98 56 16 79 271

 自民 新進 民主 社民 共産 合計�

比例投票政党（数字は小選挙区投票政党に占める割合）�

表10　96年衆院選　「反自民党」層の投票政党（分裂投票）�



上半分は96年総選挙の比例区投票の結果である。自民党支持者が政党支持

からの逸脱投票を行った先は新進党（9.8％）、民主党（6.6％）、共産党

（3.8％）であり、社民党はわずか1.1％に過ぎなかった。一方、下側の92

年参院選挙（すなわち「55年体制」下）での比例区投票の結果を見ると、

選挙の種類が異なるので一概に比較できないものの、自民党支持者 24の社

会党への投票は9.2％あり、その他の党へは1％前後程度しか流れていない。

96年では共産党への逸脱投票の方が多いわけで、自民党への「牽制球」の

バラエティは広がったとはいえるものの、社民党が与党となることでこの

役割を失ってしまったことも確かである。

この章では、96年の社民党の選挙結果から、小選挙区比例代表並立制の

下での有権者の投票行動が自民党と連立を組む戦略（非合同政権参加戦略）

を採用した中小政党にマイナスに作用する可能性について検討した。これ

によって、①小選挙区部分では「潜在的支持層」票が「勝ち馬投票」に

よって有力な競合政党及び自民党へ流れたこと、②分裂投票の中で生まれ

る自民党に対する批判票と牽制票の双方が他党に奪われたこと、が明らか

となった。ここでは、制度の変更によるマイナスの効果だけでなく、連立

与党となることで失う票の存在を概ね確認できた。自社連立と政策転換に

よって「自民党に対する対抗力」という過去の役割イメージを失い、それ

が比例区での票を減らした、という解釈を行えば、前節までの文脈とも整

合性があると考えられる。

新選挙制度下における中小政党の戦略と有権者の投票行動

― 91―

96年自民党支持者 77.4％ 9.8％ 6.6％ 1.1％ 3.8％ 100％（633）�

 自民 新進 民主 社民 共産 合計（N）�

92年自民党支持者 84.2％ 9.2％ 2.1％ 1.1％ 0.9％ 100％（530）�

 自民 社会 公明 民社 共産 合計（N）�

比例投票政党（数字は各年自民党支持者に占める割合）�

表11　96年衆院選比例投票と92年参院選比例区投票におけるバッファー・プレー�



5．選挙（非）協力要因

5．1 分析の枠組み

野党合同ではなく、自民党との連立形成を選ぶ戦略のパフォーマンスを

下げると考えられる最後の要因として、「選挙（非）協力要因」を検討す

る。周知の通り、中小政党が小選挙区で議席を獲得するには選挙協力が不

可欠である。川人（2000）が指摘するように、現在の政党システム・選挙

システムの下では、「与党側と野党側の選挙協力の成否いかん」で各党議

席数が決まるとも言える 25。

さて2000年総選挙では、とりわけ「自民―公明」間の選挙協力が不調に

終わったことが注目された。なぜこのような結果になったのか。各選挙区

を見ればそれぞれ固有の理由（過去の選挙のコンテクストや都市化などの

選挙区環境）もあるし、選挙協力の利得を得られなかったのは自民党も同

様である。しかしこの章では、主に選挙協力が「自民党支持者側の要因に

よって機能しない理由」について検討する。

有権者の意識・行動から見て、選挙協力は次のいくつかの問題によって

成功しない可能性がある。一つには、選挙協力を行う政党の組み合わせと

各支持者の意識との間のギャップである。支持者同士の政策選好が離れて

いる場合には、協力は起こりにくいと考えられる。また政党―支持者の思

惑のギャップは、「望ましい政権形態のあり方」の違いとしても顕れる。

政党が政局や立法過程を考慮して連立形成の必要性を重視するのに対し、

支持者は政治の内部プロセスよりも自らの選好の純化を重く見て、支持政

党の単独政権を望むかもしれない。今のところ過半数を制して単独政権を

実現できそうなのは自民党のみである。党は「絶対安定多数」を確保する

ために連立を志向するが、支持者はその必要を政党ほどには感じていない

とも考えられる。したがって自民党支持者はパートナーとなる他の政党

（当然自民党ほど与党経験のない党）の支持者よりも「連立」の効用を低

く見積もるかもしれず、これがパートナー政党に対する「冷淡さ」を生ん

でいる可能性がある。これを裏付けるかのように、小林（2000b）は自社

連立における社会（民）党支持者、及び自公連立における公明党支持者の
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対自民党感情温度は連立前より上昇したにも関わらず、自民党支持者の対

パートナー政党感情温度はあまり変化しなかったことを指摘している。

さらに、「支持者の凝集性」の問題が挙げられる。一般に組織化が進ん

だ政党では、政党の方針に支持者の行動が沿う度合いは高いと考えられる。

支持者の忠誠度の高さ、動員の容易さは、選挙協力を確実なものにする。

公明党票にはこれが期待できるかもしれない。反対に、幅広い支持を集め

る政党や候補者個人の票に依存する政党ほど政党の支持者への拘束力が弱

く、支持者の凝集性や投票方向の一貫性は低いと考えられる。自民党には

これがあてはまるかもしれない。蒲島（1998）によれば、93年→94年→95

年の政党再編期における自民党支持の一貫性は43.9％にとどまったのに対

し、公明党支持の一貫性は62.3％（94年以降は新進党への移行率）であっ

たことが示されている 26。

5．2 分析

まず各党支持者の政策選好について確認してみよう。表12は、2000年3

月時点における有権者の政府の政策に対する意見や社会意識に関する19項

目の質問に対する回答を主成分分析にかけ、6つの主成分にまとめたもの

である 27。対立軸（主成分）には、「55年体制」における「保守―革新」に

関するものと、経済・福祉政策等における「小さな政府―大きな政府」に

関するものがある。表13はその主成分スコアを各党支持者毎に平均したも

のである。目立つ対立（つまり距離が離れている政党の組み合わせ）とし

ては、「防衛力増強」における「自由―共産・社民」対立、「政治浄化政策」

における「共産―自民」対立、「経済自由主義」における「民主―社民」、

「景気対策―財政再建」における「共産―自由」対立などが挙げられる。

仮にこれらの政党の組み合わせで連立が形成されるならば、当然支持者の

反発が大きいと予想される。

しかし、既に「自自公」連立に突入していた時期の調査ということも

あってか、自民・公明支持者の政策選好に大きな対立は見られない。自由

党支持者が独自性を保とうとするのと対照的である。したがってこの結果

新選挙制度下における中小政党の戦略と有権者の投票行動
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 1（政治 2（経済 3（福祉 4（防衛 5（福祉 6（景気�
 　浄化）  自由主  目的の増 力増強） 重要だが 対策より�
   義）   税容認）  消費減税） 財再建）�

政治家への企業献金禁止 0.76 0.12 -0.06 -0.12 0.06 -0.07
政治腐敗の徹底除去 0.75 0.19 -0.04 0.06 0.09 -0.03�
落選投票システムを 0.60 0.08 0.04 0.03 -0.10 0.35

銀行への外形標準課税賛成 0.22 0.64 -0.03 0.04 0.19 -0.01
銀行破綻には税金で援助を -0.23 -0.61 0.10 0.11 0.15 0.18�
規制緩和で経済自由競争推進 -0.12 0.59 0.01 0.25 -0.14 0.26
大企業利益優先には反対 0.20 0.50 0.26 -0.10 0.01 -0.23

福祉充実の為なら増税容認 -0.01 0.14 0.81 0.02 0.14 0.19
福祉サービス拡充より減税 -0.06 0.19 -0.70 0.12 0.17 0.31

国防力増強 0.13 -0.16 -0.04 0.74 -0.16 -0.16
米軍駐留は国防上必要 -0.22 0.09 0.04 0.72 -0.07 -0.04
時代に合った改憲は必要 0.10 0.12 -0.13 0.60 0.07 0.37

自分の老後は「自己責任」 -0.04 0.10 0.00 0.02 -0.72 0.04
消費税率引き上げ反対 0.07 0.16 -0.42 -0.18 0.51 -0.15
所得税よりも消費税中心に -0.03 0.03 -0.17 0.03 -0.50 0.25
財政が苦しくても福祉充実 0.00 0.31 0.46 -0.23 0.48 0.10

景気対策より財政赤字解消 0.06 -0.10 0.06 -0.05 -0.13 0.73

因子抽出法：主成分分析　回転法：Kaiserの正規化を伴うバリマックス法.　6因子の累積寄与率57.9％�

※網掛け部分がもっとも対立（乖離）が大きい政党の組み合わせ.

主成分�

表12　政府の政策に対する意見や社会意識（政策選好の主成分分析）�

支持政党 主成分
 政治浄化 経済自由 福祉目的 防衛力 福祉重視だが 財政�

  政策 主義 増税容認 増強 消費税減税 再建�
      �自民党 平均値 -0.44 -0.12 -0.20 0.31 -0.10 -0.19
 標準偏差 0.91 1.05 0.88 0.91 0.98 0.91
自由党 平均値 -0.09 -0.11 0.29 0.56 -0.23 0.37
 標準偏差 1.24 1.00 1.03 0.54 0.84 0.77
公明党 平均値 0.20 -0.06 -0.24 -0.21 0.04 -0.14
 標準偏差 0.84 1.23 0.85 0.76 1.10 0.74
民主党 平均値 0.09 0.45 0.13 0.09 -0.28 0.24
 標準偏差 0.95 0.79 0.80 1.08 0.98 0.91
社民党 平均値 0.21 -0.32 0.51 -0.71 0.14 0.27
 標準偏差 0.79 0.98 0.85 0.92 0.95 0.68
共産党 平均値 0.43 -0.03 0.12 -0.71 0.16 -0.39
 標準偏差 0.68 0.96 1.13 1.08 1.19 1.26
合計 平均値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

表13　政党支持別政策選好（各主成分スコア平均値と標準偏差）�



からは、自公の選挙協力の失敗の原因が、少なくとも政策選好の乖離に関

するものではないことがわかる。

自民党支持者が政策選好とは無関係にパートナーに冷淡な理由の一つ

は、彼らが望む政権形態であろう。党の思惑とは裏腹に、支持者の31％が

「自民党単独政権」を望んでおり（表14）、このことは他党との選挙協力に

対するインセンティブを下げると考えられる。また自民党支持者の中では

「自民党中心の連立」を望む意見がもっとも多いが（52.1％）、比例区の投

票政党を見ると、公明党に投票したのは2人、民主党に投票したのが11人

新選挙制度下における中小政党の戦略と有権者の投票行動
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自民単独

 自民中心 民主中心 
その他 合計

�
  の連立 の連立�

比例区公明投票 4人 2人 0人 0人�

比例区民主投票 0人 11人 10人 0人�

�

 35.1％ 58.9％ 4.6％ 1.4％ 100％�

 153人 257人 20人 6人 436人�

表14　自民党支持者の「望ましい政権形態」と00年総選挙での比例区投票行動�

自民支持 89.5％ 5.7％ 0.5％ 0.5％ 1.1％ 0.2％ 2.5％ 0.0％ 100％（440）�

民主支持 3.7％ 92.6％ 0.0％ 0.7％ 1.5％ 0.0％ 0.7％ 0.7％ 100％（135）�

共産支持 6.1％ 8.0％ 80.0％ 0.0％ 2.0％ 0.0％ 2.0％ 0.0％ 100％（  49）�

公明支持 0.0％ 4.9％ 0.0％ 95.1％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 100％（  61）�

社民支持 2.1％ 8.5％ 2.1％ 2.1％ 83.0％ 0.0％ 2.1％ 0.0％ 100％（  47）�

保守支持 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 50.0％ 0.0％ 0.0％ 50.0％ 100％（    2）�

自由支持 2.8％ 11.1％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 86.1％ 0.0％ 100％（  36）�

その他支持 25.0％ 0.0％ 25.0％ 0.0％ 0.0％ 25.0％ 0.0％ 25.0％ 100％（    4）�

無党派 32.0％ 32.0％ 9.9％ 8.2％ 7.8％ 0.7％ 5.1％ 4.4％ 100％（294）�

N 499 259 73 86 71 4 60 16 1068

 自民 民主 共産 公明 社民 保守 自由 　その他党 合計�

比例区投票政党（数字は各政党支持者に占める割合）�

表15　各党支持者の00年総選挙での比例区投票行動（誠実投票の割合）�



であった。

最後に、支持者の凝集性を確認するために、政党支持と比例区での投票

行動を見てみよう（表15）。政党支持に基づく投票を「誠実投票（sincere

voting）」とするならば、比例区での投票はこれと見なすことができるはず

であるが、実際には逸脱投票も存在する。前述の比例区でのバッファー・

プレイヤーはこれにあたる。さて自民党支持者の場合、2000年総選挙の比

例部分で自民党に投票している人は89.5％で、公明党支持者の誠実投票

（95.1％）や民主党のそれ（92.6％）に比べてやや低い。意外にも共産党支

持者の逸脱投票が多いので、これではとりたてて自民党は「凝集性が低い」

とは断定できない。しかし、自民党はもともと他党に比べて圧倒的に支持

者規模が大きいので（このデータでは第二党の民主党の約倍、対象データ

中に占める自民党支持者の割合は約半分）、逸脱投票の影響は小さいとは

いえない。したがって、支持政党に投票する支持者の確率ですら相対的に

低いのであるから、選挙協力の対象となる政党への投票はさらに不確実で

あると予測することができよう。

支持者の凝集性を確認するもう一つの方法は、前に使用した政策選好を

用いて、各党支持者内の意見のばらつき度を見ることである。これが大き

ければ、その政党支持者内部での意見の割れ方が激しく、したがって選挙

協力の組み合わせによっては政党の思惑通りに投票しない支持層が出て来

ると考えられる。

さきほどの表13の中に示した標準偏差の平均を各党でとると、与党（自

自公）の枠内では自民党支持者の意見の散らばり（0.94）がもっとも大き

く、公明（0.92）、自由（0.90）がこれに続いている。これは自民党支持者

の相対的な凝集性の低さを示している。ちなみに、全支持者中、ここでも

共産党支持者の意見分散（1.05）がもっとも大きく、「景気対策か財政再建

か」という軸で揺れている点が興味深い。これは質問項目の質に左右され

ている可能性もあるが、調査地点が東京都に限られていたこともあり、最

近になって流入した支持者と昔からの支持者との意識の乖離を表している

かもしれない。
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この章では、中小政党が小選挙区で戦う際に必要不可欠と思われる選挙

協力が機能しない理由の内、自民党支持者側から生じると思われる要因に

ついて検討した。2000年総選挙の自公協力の例では、政策選好とは独立し

た次元での自民党支持者の単独政権志向、また自民党支持者の凝集性の低

さなどが協力を阻害する要因として示唆された。これは今回に選挙に限っ

て言えることではなく、自民党が過半数をやや超える勢力を維持すること、

組織構造が変わらないことを条件とすれば、どの政党との選挙協力におい

てもある程度普遍性がある要因ではないかと思われる。

6 結論

以上、「制度改革の過程で＜非合同政権参加戦略＞を採った中小政党の

パフォーマンスがなぜ悪いのか」という疑問を通して、政治改革と有権者

の投票行動・意識との関係を検討してきた。本研究では非合同政権参加戦

略の効果を下げる原因として「政策転換要因」「業績（非）評価要因」「選

挙競合要因」「選挙（非）協力要因」を挙げ、それぞれ個別に分析した。

その結果は以下のようにまとめられる。

（1）「自社さ」政権における社会党を例にとると、政策転換は同党を政策

近似政党として見なしていた人を離反させ、さらに自民党に対する対抗力

を社会党に期待していた無党派にマイナスの影響を及ぼした。つまり連立

政権参加に伴う政策転換は、政策転換の損失と与党となることの利得を考

える支持者に対しては影響が小さいが、そうでない「浮動票」をむしろ失

う可能性があると推測される。

（2）業績（非）評価要因とは、「自民党と連立を組む中小政党の与党とし

ての業績評価が有権者に浸透せず、政権参加のベネフィットが実現しない」

というものである。95年参議院選挙では、村山内閣時の社会党は独自の実

績を上げたことを支持者には評価されているが、他の有権者に対しては与

党としての業績をアピールするチャンスを生かしきれず、結果として自民

党の政権担当能力イメージの相対的上昇を招いたと考えられる。

（3）「選挙競合要因」に関しては96年総選挙時の社民党を例とし、小選挙

新選挙制度下における中小政党の戦略と有権者の投票行動
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区比例代表並立制がマイナスに作用する可能性について検討した。ここで

は、小選挙区部分では無党派内の潜在的な支持票が「勝ち馬投票」によっ

て有力な競合政党及び自民党へ流れたこと、分裂投票の中で観察される自

民党に対する批判票と牽制票の双方が他党に奪われたことが示された。こ

れにより、制度の変更によるマイナスの効果だけでなく、連立与党となる

ことで失う票の存在を確認した。

（4）最後に、2000年総選挙の自公協力を例として、自民党支持者の特徴に

より選挙協力が機能しない理由について検討した。ここでは、自民党支持

者の単独政権志向、凝集性の低さが、有権者レベルで選挙協力を阻害する

要因であることが示唆された。

結論の内容からもわかるように、この4つの要因は互いに独立ではない。

最初に述べたように4つの要因を総合的に比較することなくしては、それ

ぞれの独自効果がどれ程度の大きさなのかを特定することができない。し

かし本研究によって、「連立参加の中小政党の不振についてはこれらのス

トーリーが成り立ち得る」という可能性を示すことはできたのではないか

と思われる。

本研究では、「合同戦略」「非合同野党戦略」に対して、自民党との連立

を選ぶ「非合同政権参加戦略」が、中小政党にとって必ずしも合理的な道

とはいえない理由について検討してきた。付け加えて言うならば、比例部

分の票に依存する「非合同野党戦略」も、最近の比例代表部分における制

度変更（定数削減や名簿形式の変更など）によっては今後はパフォーマン

スが落ちる可能性がある。このような変更が続けば、中・長期的には中小

政党の間で「合同戦略」の採用が進み、結果として政党数の減少を招くで

あろう。これが二大政党制をも導くかどうかは本研究の議論を超える。さ

らに、政党数が減少しても政権交代が実現されやすくなるかどうかについ

ては、有権者の判断が関わってくる。その意味で、有権者の投票行動や意

識が政治と政党システムの最終局面を左右する重要な要素であることは間

違いない。
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進化ゲーム理論の理論的射程
Theoretical Perspective of Evolutionary Game Theory

大浦　宏邦

進化ゲーム理論は1970年代に開発されたゲーム理論の一分野である。も

ともとは生物学の分野で動物の行動の進化を研究するために開発された理

論であるが、1980年代以降、政治学や経済学、社会学等の社会科学の分野

においても適用が進められてきている。

進化ゲーム理論はそれまでのゲーム理論と異なり、プレーヤーの合理性

を必ずしも仮定しなくても良いため、従来の理論よりもより幅広い現象の

研究に利用できることが期待されている。ここでは、メイナード・スミス

のテキスト(Maynard Smith 1982)と、ウェイブルのテキスト(Weibull 1995)

を手掛かりに、進化ゲームの基本的なロジックを検討することを通して、

進化ゲーム理論の理論的射程について考えてみよう。

1 進化ゲームの分析道具

まず、進化ゲーム理論の基本的なアイデアと分析道具（レプリケーター

ダイナミクス、進化的に安定な戦略＝ ESS）について確認しよう。

進化ゲーム理論の基本的なアイデアは、「よく増える戦略ほどよく増え

る」という点である。この一見、トートロジーに見えるアイデアに、数学

的な表現を与えたものがレプリケーターダイナミクスである。

あるプレーヤーの集団があって、そこで n個の純粋戦略が用いられてい

る状況を考える。戦略 i を採用しているプレーヤーの数を p i、戦略 i を採

帝京社会学第14号（2001年3月）
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用しているプレーヤーの全体に占めるシェアを x i、戦略のシェア分布を示

すベクトルを x ＝ (x 1 ,  x2 ,‥‥, xn) として、xiの時間変化をしめす微分方

程式を求めることを試みよう。

まず、piの（内的自然）増加率をλ i とする。すなわち

dpi/dt ＝λi p i

とする。このとき、λi が時間的に一定であるならば、

pi(t) ＝ pi(0)・exp(λi t )

となり、pi は指数関数的に増加（減少）することになる。

ここでλi を、戦略に無関係な成分と、戦略に依存する成分に分解するこ

とにする。戦略に無関係な成分をλ、戦略に依存する成分を ui と書くこと

にしよう。u i は一般に集団の戦略分布 x にも依存するので ui(x) と書くこ

とができる。このとき pi の支配方程式は

dpi/dt ＝ (λ＋ui(x)) p i －　(1)

となる。

この式に登場する u i (x) が、進化ゲーム理論における戦略の「利得」で

ある。すなわち、進化ゲームにおける利得とは、戦略の採用人数の時間増

加率（のバックグラウンドからの増減）を示す概念である。これを、通常

のゲーム理論におけるフォンノイマン・モルゲンシュテルン効用と区別し

て、＜進化ゲーム利得＞と呼ぶ。(1)式が進化ゲーム利得の定義式である。

以下では単に利得という場合には、この進化ゲーム利得を指すものとす

る。

以上のように利得を定義した時に、戦略 iの頻度の変化率 dxi/dt がどう

なるかを考えよう。

pを、集団の人数（Σpi）とすると、xi ＝ pi/p である。これより

pi ＝ xip

両辺を t で微分して

dpi/dt ＝ dxi/dt・p＋xi・dp/dt

移項して、
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dxi/dt・p ＝ dpi/dt－xi・dp/dt －　(2)

ここで　dp/dt ＝Σdpj/dt

＝Σ(λ＋uj(x)) p j

＝λp＋Σuj(x) p j －　(3)

(3)と(1)を(2)に代入すると

dxi/dt・p ＝λpi＋ui(x) p i－xiλp－xiΣuj(x) p j

両辺をpで割って

dxi/dt ＝λxi＋ui(x) x i－λxi－xiΣuj(x) x j

＝ ui(x) x i－xiΣuj(x) x j

Σuj(x)x j は、集団の平均利得なのでこれを u(x) と書くことにすると

dxi/dt ＝ (u i(x)－u(x)) x i －　(4)

という微分方程式が得られる。これがレプリケーターダイナミクスの支配

方程式で、(4)式に従うダイナミクスをレプリケーターダイナミクスとい

う。

(4)式は、平均より利得の高い戦略は、そのシェアが増加することを示し

ている。進化ゲームにおける利得は、戦略の増加率（再生産効率）の大小

を意味するので、「良く増える戦略ほど（そのシェアが）よく増える」こ

とが分かる。また、(1)式で定義された進化ゲーム利得を用いると、シェア

の増加率が平均利得からの偏差に比例するというきれいな結果が得ること

ができる。

このようにレプリケーターダイナミクスは微分方程式系であらわされる

ので、その挙動を分析するには、定常点（静止点）を求めて局所安定性解

析、という方法が有効である。レプリケーターダイナミクスを局所安定性

解析するとESS（進化的に安定な戦略）を求めることができる。次に、こ

の方法でESSを求めることを試みよう。

ESSとは大ざっぱにいうと「他の戦略が侵入できないような戦略」のこ

とである。集団全体をある戦略が占めているとき、他のいかなる戦略も侵
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入できないような戦略がESSである。一方、複数の戦略が共存している状

態が安定である場合、この状態を多型安定という。これらはいずれもレプ

リケーターダイナミクスの漸近安定点として統一的に理解することができ

る。簡単のために、2人2戦略対称ランダムマッチングゲームについて考え

ることにしよう。

十分に大きなプレーヤーの集団があって、相互作用がランダムに行われ

ているものとする。戦略としては、純粋戦略 A と純粋戦略 B が存在するも

のとしよう。戦略 A が戦略 A と相互作用すると、進化ゲーム利得が a だけ

増加するような結果が生じると仮定する。また戦略 A が戦略 B と相互作用

すると進化ゲーム利得が b だけ増加するとしよう。同様に、戦略 B が戦略

A と相互作用すると進化ゲーム利得が c だけ増加し、戦略 B が戦略 B と相

互作用すると進化ゲーム利得が d だけ増加するとする。

この状況は、次の利得行列で表現できる。

｜ A B

－－－－－－－－－－－

A ｜ a b

B ｜ c d

次に、集団における、戦略 A のシェアを x、戦略 B のシェアを y とする

（x＋y ＝ 1）。このとき、集団が十分に大きくて相互作用がランダムに行わ

れているのであれば、あるプレーヤーと相互作用するプレーヤーの戦略が

A である確率は x、B である確率は y となる。これより、戦略 A のプレー

ヤーが1回の相互作用を行った時の期待利得 u A(x) は

uA(x) ＝ ax＋by

戦略 B のプレーヤーが1回の相互作用を行った時の期待利得 uB(x) は

uB(x) ＝ cx＋dy

集団の平均利得 u(x) は
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u(x) ＝ x・uA(x)＋y・uB(x)

＝ x (ax＋by)＋y (cx＋dy)

となる。

このときレプリケーターダイナミクスの支配方程式（4式）は

dx/dt ＝ (uA(x)－u(x)) x

＝ (ax＋by－x (ax＋by)－y (cx＋dy)) x －　(5)

となる。

y ＝ 1－x より　　dy/dt ＝ －dx/dt なので、(5)式について考え

ればこの系の挙動を知ることができる。

ここで例えば、x ＝ 1、y ＝ 0 とすると

dx/dt ＝ (a－a)・1 ＝ 0

なので、集団全体を戦略 A が占める状態は定常であることが分かる。

では、この定常点は安定なのであろうか、不安定なのであろうか。それ

を判断するには、局所安定性解析が有効である。

dx/dt ＝ f(x) ＝ (ax＋by－x (ax＋by)－y (cx＋dy)) x

を dy/dx ＝－1 に注意してxで微分すると

f’(x) ＝ ax＋by－x (ax＋by)－y (cx＋dy)

＋(a－b－2ax－by＋bx－ cy＋ cx＋2dy) x

x ＝ 1、y ＝ 0 を代入すると

f’(1) ＝ a－a＋a－b－2a＋b＋c ＝ c－a

となる。定常点における微分係数が負ならば定常点は安定（漸近安定）、

正ならば定常点は不安定、なので

c－a ＜ 0 （a ＞ c） のとき　(1, 0) は漸近安定

c－a ＞ 0 （a ＜ c） のとき　(1, 0) は不安定

であることがわかる。

a ＞ c はメイナード・スミスの表記にしたがうと　u (A, A) ＞ u (B, A)
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となるが、このときは、(1, 0) は漸近安定なので、(1, 0) から状態がずれ

ても、そのずれが小さければまた元の状態 (1, 0) に戻ることができる。つ

まり、集団が A ばかりのところに B が侵入してきても、そのシェアが十分

小さければ B のシェアは増加することはできず、集団はまた A ばかりの状

態に戻って行く。このような状況を「 B は A に侵入できない」と呼び、こ

のとき A は進化的に安定な戦略（Evolutionarily Stable Strategy、ESS）と

なる。（厳密には戦略セットを｛A, B｝としたときのESS）

逆に、a ＜ c すなわち　u (A, A) ＜ u  (B, A) のときには、(1, 0) は不

安定なので、状態が (1, 0) から少しずれると、そのずれがどんどん拡大し

て (1, 0) から離れて行ってしまう。つまり、集団が A ばかりのところに B

が侵入してくると、そのシェアが小さくても B のシェアは増加し、A の独

占状態は崩れてしまう。この状況を「 B は A に侵入可能」という。このと

き、A は進化的に安定な戦略ではない。

B が A に侵入したあとは、どうなるのであろうか？　B が A を駆逐して、

集団が B だけになる可能性がある一方、B の増加がある時点で止まって、

A と B が共存した状態で安定する可能性も考えられる。前者の場合は「B

がESS」となるし、後者の場合は「多型安定」となる。いずれになるかは、

集団が B ばかりの状態、すなわち状態 (0, 1) の局所安定性を調べれば分か

る。(0, 1) が漸近安定ならば B が（唯一の）ESSであるし、不安定ならば

多型安定となる。

さて、a ＞ c のときは漸近安定、a ＜ c のときは不安定であることが分

かったが、a ＝ c のときは、どうなるのであろうか。詳しい議論は省くが、

2次近似の局所安定性解析を行うと

a ＝ c のときは

u (A, B)＞ u (B, B) のとき、戦略 A はESS

u (A, B)＜ u (B, B) のとき、戦略 A はESSではない

u (A, B)＝ u (B, B) のとき、戦略 A はNSS

（NSS：中立的に安定な戦略）

という結論を得ることができる。
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以上、簡単に進化ゲーム理論の分析道具について概観してみた。戦略採

用者数の増加率（のバックグラウンドからの増減）を進化ゲーム利得であ

らわし、これを用いて戦略シェアの時間変化率の微分方程式（レプリケー

ターダイナミクス）や、戦略シェアの漸近安定点（ESS）を求めることが

進化ゲームの基本的な考え方であった。これらの方法によって、社会状態

の時間的な変化やその落ち着き先について知ることができる。以下の節で

は、このような分析方法が妥当性を持つのがどのような場合であるか（＝

進化ゲームの理論的射程）を順に考察していくことにしよう。

2 戦略採用者数の変動メカニズム

前節では、進化ゲーム理論のアウトラインと、いくつかの分析道具につ

いて説明を行った。進化ゲーム理論の基本的なアイディアは「よく増える

戦略ほど良く増える」という原理を微分方程式の形で定式化して、系の挙

動を局所安定性解析で分析するというものであった。

ここでは戦略の採用者数が増える（一般には変化する）ことが仮定され

ている。すなわち、進化ゲーム理論とは、何らかの方法で戦略採用者の数

が変化する場合に適用されるべき理論であると考えることができる。では、

戦略採用者の数が変化する場合とはどのような場合なのであろうか。次に

この問題について考えてみよう。

戦略の採用者数 p i の増減メカニズムとしては、大きく分けて2つのもの

が考えられる。一つは出生死滅過程で、戦略 i の採用者が誕生したり死亡

したりすると、その人数が変化する。もう一つは戦略の修正過程で、プ

レーヤーが戦略 i を新規に採用したり、採用を取り止めたりすると、採用

者数 p i が増減する。前者のプロセスは、比較的長いタイムスケール（数世

代以上）における、戦略採用者数の変動をもたらすし、後者のプロセスは

比較的短いタイムスケール（1世代以内程度）における、戦略採用者数の

変動をもたらすであろう。
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まず、出生死滅過程による pi の変化を考えてみよう。微少時間 Δ t の間

に戦略 i の採用者一人につき、αΔ t の確率で出生死滅過程が生じるとする。

この過程の生起したプレーヤーは死亡し、w i 人の子供に置き換えられるも

のとしよう。wi は戦略 i の採用者の子供の数の期待値（ダーウィン適応度）

をあらわすとする。出生死滅過程が各プレーヤーに独立に生じるとすると、

Δ t の間に

αpiΔ t

回の出生死滅過程が発生することになる。

ここで、戦略 i の採用者の子供がすべて戦略 i の採用者となるとすると、

この間の pi の増分Δpi は

Δpi ＝αwip iΔ t－αpiΔ t

＝α(wi－1) p iΔ t

となる。両辺をΔ t で割って、Δ t→0 とすると

dpi/dt ＝α(wi－1) p i

ここで、wi を戦略に依存しない成分 w と、戦略および集団の戦略分布 x

に依存する成分 wi(x) に分解すると

dpi/dt ＝α(w＋wi(x)－1) p i

＝ (α(w－1)＋αwi(x)) p i

となる。

これを(1)式と比較すると、この場合の進化ゲーム利得 ui(x) は

ui(x) ＝αwi(x) －　(6)

となることがわかる。すなわち、この場合の進化ゲーム利得は、ダーウィ

ン適応度の戦略依存成分に、出生死滅過程の生起率をかけた値になる。

(6)式をレプリケーターダイナミクスの基本式(4)に代入すると

dxi/dt ＝α(wi(x)－w(x))x i －　(7)

となる（w(x)は集団の平均適応度）。(7)の右辺をαで割っても、ダイナミ

クスの速度が変わるだけで、解軌道や局所安定点は変化しない。通常はダ
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イナミクスの速度が問題となることはあまりなく、解軌道や局所安定点が

わかれば十分という場合が多いので、この場合はダーウィン適応度を進化

ゲーム利得と考えてもさしつかえないことが分かる。

このように、出生死滅過程によって p i が変化する場合には、ダーウィン

適応度（子供の数の期待値）と進化ゲーム利得が等価となることが示され

た。ただし、ここでは戦略 i の採用者の子供がすべて戦略 i の採用者とな

ることが仮定されている。親と子の戦略が一致するのは、一つには戦略が

遺伝する場合である。遺伝率が1のときには、親と子の戦略は常に一致す

る。メイナード・スミスが最初に進化ゲームを定式化した時には、このよ

うな遺伝による戦略の継承が仮定されていたが、場合によっては、この仮

定が妥当性を持つことが知られている。

親と子の戦略が一致するもう一つの場合は、親が子供を教育し、子供が

それを受け入れる場合である。教育が完全に成功する場合には、親子の戦

略は一致するので、この場合も(6)、(7)式が成立する。したがって、親に

よる教育が完全に行われる場合でも、進化ゲーム利得はダーウィン適応度

と等価になることが分かる。（親による教育が完全でない場合には、進化

ゲーム利得はダーウィン適応度と、親子間の戦略の継承確率に依存した値

となる）

以上では、出生死滅過程によって、戦略の採用者数が変化する場合につ

いて考えてきた。この場合、親の戦略が子供に完全に受け継がれる場合に

はダーウィン適応度が進化ゲーム利得と等価になることがわかった。この

ことは、この場合にはダーウィン適応度（子供の数の期待値）を進化ゲー

ム利得とみなしてレプリケーターダイナミクスを考えたり、ESSを求めた

りする分析が妥当性を持つことを示している。親の戦略が子供に完全には

受け継がれない場合であっても、戦略の継承確率を考慮にいれれば、同様

の分析を行うことができる。

次に学習や模倣による戦略の修正過程によって戦略採用者数が変化する
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場合について考えてみよう。

学習や模倣による戦略修正は通常、ある戦略を採用した結果をなんらか

の形で評価し、その評価結果が良ければ変更は行わず、悪ければ変更を考

慮する、という形で行われる。このとき、いくつかの戦略を試した結果を

もとに、よさそうな戦略に変更する、という方略が用いられることもある

し、他のプレーヤーが用いている戦略のうち、よい結果をもたらしている

戦略を採用する、という方略が用いられることもあるであろう。前者の方

略による戦略修正が（狭義の）学習であるし、後者の方略による戦略修正

が模倣であると考えることができる。いずれの方略にも

＜戦略採用＞　→　＜結果評価＞　→　＜戦略修正（非修正）＞

というアルゴリズムが共通している。このアルゴリズムを「戦略修正アル

ゴリズム」と呼ぶことにしよう。

ここには、＜結果評価＞ というステップが含まれている。ある戦略を採

用して相互作用を行うと、なんらかの結果が生じるが、この結果について

「良い」か「悪い」かを評価するステップが ＜結果評価＞ のステップであ

る。相互作用の結果を評価するということは、相互作用の結果を順序付け

することを意味する。

ところで、通常のゲーム理論で用いられるフォンノイマン・モルゲン

シュテルン効用（NM効用）も物事についての順序付けという性格を持っ

ている。例えばある人にとって、りんごの効用が1、みかんの効用が4、ぶ

どうの効用が3であることは、その人はみかんが最も好きであり、次がぶ

どう、最後にりんごであることを示している。このときその人は、「みか

んが手に入る結果」を最も選好し、次に「ぶどうが手に入る結果」、最後

に「りんごが手に入る結果」の順で選好すると考えることができる。この

ように ＜NM効用＞ は ＜結果についての評価＞ を示していると考えるこ

とができる。

ここで、このNM効用を相互作用の結果の評価にもちいる戦略修正アル
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ゴリズムが使用されるときに、進化ゲーム利得がどうなるのか、ウェイブ

ルの模倣のモデルを手掛かりに考えてみよう。

ウェイブルのモデルでは、あるプレーヤーは他のプレーヤーをランダム

に選びだし、ある確率でそのプレーヤーの戦略を模倣することが仮定され

る。あるプレーヤーが微少時間Δ t の間に他のプレーヤーを参照する確率

を rΔ t、戦略 i のプレーヤーが戦略 j のプレーヤーを参照した時に、その

戦略を j に変える確率を qi j として、i の採用者数 pi の増分Δpi を考えるこ

とにする。

i の採用者数 pi と集団の人数 p は十分大きいものとしよう。このとき、i

の採用者のうちで微少時間 Δ t の間に他のプレーヤーを参照する人数は

r p iΔ t となる。戦略 j のシェアを x j とすると参照相手が j である確率も

x j となるので、i の採用者のうち、戦略 j のプレーヤーを参照する人数は

rp ix jΔ t である。これらのプレーヤーが戦略を j に変える確率は qi j なので、

微少時間Δ t の間に戦略を i から j に変える人数は rp ix jq i jΔ t となる。

ところで pi の増分Δpi は、（ i への流入）－（ i からの流出）なので

Δpi ＝Σ［ j≠ i］(rp jx iq j iΔ t)－Σ［ j≠ i］(rp ix jq i jΔ t)

＝Σ［ j］(rp jx iq j iΔ t)－Σ［ j］(rp ix jq i jΔ t)

両辺をΔ t で割って、Δ t → 0 とすると

dpi/dt ＝Σ［ j］(rp jx iq j i )－Σ［ j］(rpixjqij)

ここで　pjx i ＝ pjp i/p＝xjp i に留意すると

dpi/dt ＝Σ［ j］(rx jp iq j i )－Σ［ j］(rp ix jq i j )

＝r(Σ［ j］(x jq j i )－Σ［ j］(x jq i j )) p i

＝rΣ［ j］xj(q j i－qi j ) p i

これより、この場合の進化ゲーム利得 ui(x) は

ui(x) ＝ rΣ［ j］xj(q j i－qi j ) －　(8)

となることが分かる。

これが、ウェイブルの模倣モデルの概要であるが、このモデルにプレー
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ヤーは「直近の相互作用の結果が自分より参照相手の方が良かった時には、

戦略を相手の戦略に変更し、それ以外の場合には戦略を変えない」という

アルゴリズムを採用しているという仮定を付け加えよう。このような仮定

をおくことによって、相互作用の結果の評価（＝NM効用）を進化ゲーム

利得に結び付けることができるようになる。

プレーヤーは n×n の2人対称ゲーム G を行っていて、相互作用は随時、

ある確率でランダムに生じているものとする。戦略 i のプレーヤーが、戦

略 j のプレーヤーと相互作用すると Ri j という結果が生じる。このとき、戦

略 i のプレーヤーのダーウィン適応度は wi j 増加するものとしよう。また、

結果 Ri j についてのプレーヤーの評価値（NM効用）は φ i j であるものと仮

定する。

時刻 t における戦略の分布を x(t) とすると、戦略 i のプレーヤーの直近

の相互作用の結果が Rik である確率は、相互作用の相手が k である確率と

等しくなるので xk ( t－τ) となる。ここでτ＞ 0 は相互作用が起きてから、

模倣アルゴリズムが作動するまでのタイムラグをあらわす。このタイムラ

グが無視できるくらい小さいものとすると、相互作用の結果が Rik である

確率は xkとなる（のちに分析するように、定常状態を念頭に置くならばτ

は常に無視できる）。同様に、戦略 j のプレーヤーの直近の相互作用の結果

が Rj lである確率は xlである。

ここで i をとるプレーヤーは、Rik の評価値φ ikが Rj lの評価値φ j l より小

さい場合に戦略を j に変えることになる。記号δ(φ ik＜φ j l ) をφ ik＜φ j l

が真のときに1、偽のときに0をあらわすものとすると、i をとるプレー

ヤーが戦略を j に変える確率 qi j は

qi j ＝ΣΣxkxlδ(φ i k＜φ j l )

と表せる。また Di jを kl 成分がδ(φ i k＜φ j l ) である行列とすると

qi j＝xDi jx’

と書くこともできる（x’は x を転置した列ベクトル）。

これを(8)式に代入すると、この場合の進化ゲーム利得 ui(x) は

ui(x) ＝ rΣ［ j］xjx(Dj i－Di j)x’ －　(9)
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となることがわかる。

この結果は、模倣のアルゴリズムを特定すれば、NM効用を進化ゲーム

利得に結び付けることができることを示している。(9)式自体は、プレー

ヤーが

「ある確率で他のプレーヤーをランダムに参照し、直近の

相互作用の結果が自分よりも参照相手の方がNM効用に

ついて良ければ、参照相手の戦略に変更する」

という模倣アルゴリズムに従う場合の結果なので、他のアルゴリズムが用

いられる場合には、異なる式になると考えられる。従って一般には、

進化ゲーム利得＝ f (NM効用)

ただし fは戦略修正アルゴリズムに依存する関数

という関係が成立する。

このように戦略修正過程によって戦略の採用者数が変化する場合には、

そこで用いられる結果の評価法（例えばNM効用）と、狭義の戦略修正ア

ルゴリズム（例えば模倣アルゴリズム）から進化ゲーム利得を求めること

ができることが分かった。この進化ゲーム利得からレプリケーターダイナ

ミクスやESSを求めることができるので、戦略修正過程によって戦略の採

用者数が変化する場合には、＜相互作用結果の評価関数＞と、＜狭義の戦

略修正アルゴリズム＞が特定できれば、進化ゲーム論的分析を行うことが

できることがわかる。

3 進化的に安定な戦略修正アルゴリズム

前節では、戦略採用者数の変動のメカニズムについて考えてみた。戦略

採用者数は大きく分けて二つの過程、出生死滅過程と戦略修正過程によっ

て変化する。出生死滅過程で採用者数が変動する場合、遺伝や教育によっ

て親の戦略が子に継承されるならば、進化ゲーム利得はダーウィン適応度
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（子供の数の期待値）と等価になることがわかった。

戦略修正過程によって変化する場合には、プレーヤーが採用している戦

略修正アルゴリズム（結果をどのように評価し、どのようなときにどのよ

うに戦略を変更するか）が分かれば、戦略の修正過程による戦略採用者数

の変化を知ることができることが分かった。現実にどのようなアルゴリズ

ムが用いられているかは、実証研究の問題であるが、ある程度は演繹的に

推測することができる。この節では、メイナード・スミスのテキスト『進

化とゲーム理論』第4章に登場する一つの定理（Harleyの定理）を手掛か

りとして、どのような戦略修正アルゴリズムが現実に流布している可能性

があるか考察してみよう。

Harleyの定理とは、「進化的に安定な学習戦略が存在するならば、それ

はESSを学ぶことができる学習戦略である。なぜならば、ESSを学べない

学習戦略には、ESSを学べる学習戦略が侵入可能であり、したがって進化

的に安定な学習戦略にはなりえないからだ。」というものである。この定

理を、模倣も含めた戦略修正アルゴリズム一般について拡張することを試

みよう。

まず、ゲーム G＝{I、S、π} を考える。I はプレーヤーの集合で、S は戦

略の集合、πは利得関数でダーウィン適応度の増減を示すものとする。

ゲーム G において、有限回の戦略修正の後に戦略 s∈S を採用し、その後

は戦略 s を採用し続けることを指示する戦略修正アルゴリズムの集合を、

A(s) とする。最初の戦略修正期間は、そのあとの期間に比べて、十分短い

ものとしよう。A(s) は任意の s について空集合ではないとし、s＊をゲー

ム G における唯一のESSであると仮定する（ESSが複数あっても証明でき

るが、簡単のためにESSは一つと仮定する）。

次に、ある戦略修正アルゴリズムの採用者の数は、出生死滅過程のみに

よって変動し、親子の戦略修正アルゴリズムは（遺伝や教育によって）一

致しているものとする。(6)より、このときある戦略アルゴリズム a i∈A(i)

の進化ゲーム利得 ua i(x) は、（初期修正期間の利得を無視すれば）戦略 i の

ダーウィン適応度 wi(x) と等価になる。
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ここで、進化的に安定な戦略修正アルゴリズムを定義しよう。戦略修正

アルゴリズムの集合、A ＝∪A(s) に属する任意の戦略修正アルゴリズムを

複製子とするレプリケーターダイナミクスにおいて、ある戦略修正アルゴ

リズム a＊∈A が集団全体を占める状態が漸近安定であるとき、a＊を進化的

に安定な戦略修正アルゴリズムということにする。

このとき、次の命題が成立する。

[命題] 進化的に安定な戦略修正アルゴリズム a＊ が存在するならば、

a＊∈A(s＊) である。 －　(10)

[証明] a＊ が A(s＊) に属しないと仮定する。このとき、a＊ は初期修正

期間ののちにある戦略 j を採用することを指示するが、a＊ が A(s＊) に属さ

ないので、戦略 j はESSではない。戦略 j はESSではないので、j を採用す

る集団には j 以外の戦略が侵入可能である。この戦略を k とする。

ここで、戦略修正アルゴリズム ak∈A(k) を考えると、ak は戦略 k の採

用を指示するため、a＊ からなる集団に侵入可能である。したがって、集団

全体を a＊ が占める状態は漸近安定ではない。これは a＊ が進化的に安定な

戦略修正アルゴリズムであるという仮定と矛盾する。ゆえに a＊∈A(s＊) で

ある。

（証明終わり）

この命題は、進化的に安定な戦略修正アルゴリズムが存在するならば、

それはESSの採用を指示する戦略修正アルゴリズムであることを示してい

る。現実に用いられている戦略修正アルゴリズム（学習アルゴリズムや模

倣アルゴリズム）は、学習によって獲得されるというよりは、生得的に獲

得されているらしいこと、したがって、それが遺伝的に継承されているら

しいことを考えると、進化的に安定な戦略修正アルゴリズムが流布して可

能性は高いと考えられる。
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そうであるならば、戦略自体は遺伝的に継承されない場合でも、学習や

模倣などの戦略修正過程を通して、ダーウィン適応度で定義されたESSが

採用されるようになる（そして実際に採用されている）可能性があること

が分かる。命題(10)はその意味で、進化ゲーム理論を社会科学に適用する

さいの根拠の一つとなるものである。

ただ命題(10)は、「進化的に安定な戦略修正アルゴリズムが存在するなら

ば」というロジックなので、存在の証明や、具体的にどのような戦略修正

アルゴリズムが進化的に安定な戦略修正アルゴリズムなのかの考察が必要

である。次に、この問題について考えることにしよう。

2節と同様にプレーヤーは n×n の2人対称ゲームGを行っていて、相互

作用は随時、ある確率でランダムに生じているものとする。戦略 i のプ

レーヤーが、戦略 j のプレーヤーと相互作用すると Ri j という結果が生じる。

このとき、戦略 i のプレーヤーのダーウィン適応度は wi j 増加するものとす

る。また、結果 R i j についてのプレーヤーの評価値（NM効用）はφ i j であ

るものと仮定する。

上の n×n ゲームにおいて、戦略 h がダーウィン適応度ではかった利得

行列 W におけるESSであるとする。簡単のために h はESSの1階十分条件

（通常の局所安定性解析における漸近安定条件）

任意の i≠h について　wi h＜wh h －　(11)

を満たしているものとする。

命題10より、ES戦略修正アルゴリズムが存在するならば、それはESS

の採用を指示するような戦略修正アルゴリズムであることがわかってい

る。ここでは、戦略 h がESSであると仮定しているので、ES戦略修正アル

ゴリズムが存在するとすれば、それは戦略 h の採用を指示するアルゴリズ

ムであるはずである。言い換えれば、戦略 h の採用を指示することが（ES

戦略修正アルゴリズムが存在する場合に）、ある戦略修正アルゴリズムが

ES戦略修正アルゴリズムであるための必要条件である。

以下では2節で考察した
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「ある確率で他のプレーヤーをランダムに参照し、直近の

相互作用の結果が自分よりも参照相手の方がNM効用に

ついて良ければ、参照相手の戦略に変更する」 －(12)

という戦略修正アルゴリズムがこの必要条件をみたすのはどういう場合で

あるかを考えてみることにしよう。

戦略修正過程が戦略修正アルゴリズム(12)によって生じる時、2節(9)式

より戦略 i の進化ゲーム利得は

ui(x) ＝ rΣ［ j］xjx (D j i－Di j) x’

である。このダイナミクスが戦略 h ばかりの状態 e h に収束するならば、

これは戦略 h の採用を指示するアルゴリズムであるということができる。

ここで戦略 h がこの戦略修正ダイナミクスにおけるESSでなければ、ダ

イナミクスは状態 eh には収束しないので、戦略 h が戦略修正ダイナミクス

におけるESSであることは、戦略修正アルゴリズム(12)がES戦略修正アル

ゴリズムとなるための必要条件である（条件11は戦略 h が出生死滅ダイナ

ミクスにおけるESSであることを示しているが、戦略修正ダイナミクスに

おけるESSであるかどうかは分からない）。

ここで補論の(16)より、戦略 h が戦略修正過程ダイナミクスにおける

ESSであるための1階十分条件は

任意の i≠hについて　ui(eh) ＜ uh(eh)

である。ui(eh) ＜ uh(eh) に(9)式を代入すれば

re h(Dh i－Di h)eh’＜ reh(Dh h－Dh h)eh’

eh(D h i－Di h)eh’＜ 0

ehDh ieh’＜ehDi heh’

δ(φhh ＜φ i h) ＜δ(φ i h ＜φhh)

となる。この不等式は

φ i h ＜φhh が真の時に成立

φ i h ＜φhh が偽の時に不成立

なので、戦略 h がESSであるための1階十分条件は
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任意の i≠h について　φ i h ＜φhh －　(13)

であることがわかる。

条件(13)は、相手が h のときには自分も h のときの結果が最善で、それ

以外の戦略をとったときの結果はそれより悪い、という評価をプレーヤー

達が下す時に、戦略 h が戦略修正ダイナミクスのESSとなることを示して

いる。この条件を条件(11)と比較すると、利得行列の第h列について、結

果 Ri h のときのダーウィン適応度の変化 wi h と、Ri h の評価φ i h の大小関係

が一致している場合には、「条件(11)ならば条件(13)」が成立することがわ

かる。したがって、そのような評価関数をもちいる戦略修正アルゴリズム

はES戦略修正アルゴリズムの候補であることがわかる。

ここで例えば、相互作用によるダーウィン適応度の変化とそれに対する

評価の大小関係が常に一致するような評価関数Φを考えると、Φを用いる

戦略修正アルゴリズムでは、利得行列の第h列についてダーウィン適応度

の変化wとそれに対する評価φの大小関係が一致する。したがって、Φは

ゲームGにおけるES戦略修正アルゴリズムの候補である。さらに、Φを用

いる戦略修正アルゴリズムでは、任意のn×nゲームの利得行列の任意の

縦列について、wとφの大小関係が一致する。このことは、Φを用いる戦

略修正アルゴリズムは、任意のn×nゲームにおけるES戦略修正アルゴリ

ズム（汎用ES戦略修正アルゴリズム）の候補であることを示している。

現実の社会的相互作用においては、ゲームごとに評価関数を使い分ける

のではなく、複数のゲームについて同じ評価関数が用いられている場合が

多いと考えられる。また、一般に資源やエネルギーの獲得はポジティブに、

資源やエネルギーの喪失はネガティブに評価されることが多いが、資源や

エネルギーの獲得は通常、ダーウィン適応度を増やす効果を持ち、資源や

エネルギーの喪失は、ダーウィン適応度を減らす効果を持つことを考える

と、評価関数Φを用いる戦略修正アルゴリズムが実際に汎用ES戦略修正ア

ルゴリズムとして流布している可能性は高いと考えられる。
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この節では、進化的に安定な戦略修正アルゴリズムについてに検討する

ことを試みた。その結果まず、進化的に安定な戦略修正アルゴリズムが存

在するならば、それは戦略修正ダイナミクスにおいても、出生死滅ダイナ

ミクスにおける進化的に安定な戦略の採用を指示するものであることが明

らかとなった（命題10）。この結果は、進化的に安定な戦略修正アルゴリ

ズムが流布している場合には、戦略が遺伝的に継承される場合に安定にな

る戦略と同じ戦略が、模倣や学習によって戦略が修正される場合にも安定

となることを示している。

次に具体的にどのような戦略修正アルゴリズムが進化的に安定な戦略修

正アルゴリズムの候補となりうるかという点を検討した。その結果、相互

作用の結果に対して、高いダーウィン適応度をもたらす結果を高く、低い

ダーウィン適応度をもたらす結果を低く評価するような評価関数を用い

て、相互作用結果の評価が高い戦略を模倣し、そうでない戦略は採用を取

り止めるような戦略修正アルゴリズムが進化的に安定な戦略修正アルゴリ

ズムの候補となることが明らかとなった。例えば、フォンノイマン・モル

ゲンシュテルン効用（NM効用）による状態評価は多くの場合ダーウィン

適応度の大小と大小関係が一致しているが、この場合NM効用を評価基準

とする模倣アルゴリズム（実際に用いられている可能性が高い）は進化的

に安定な戦略修正アルゴリズムの候補であると考えられる。

次節では、これまでの考察を踏まえて、進化ゲーム理論の理論的射程、

特に社会科学への適用可能性について考えていこう。

4 進化ゲーム理論の理論的射程

一般に、ある数理モデルの適用範囲のことを、そのモデルの理論的射程

（theoretical perspective）という。数理モデルは基本的に「 A ならば B 」

という構造を持ち、「 A ならば」という仮定から数学的に演繹して「 B 」

という結論を導く。このモデルを用いて、「 A のときにどうなるか」を考

える事が＜予測＞であるし、「 B はどのような原因から生じたか」を考え
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れば、現象の＜説明＞を試みたことになる。あるいは、「 B を実現するに

はどうすればよいか」を考えれば、＜政策提言＞に利用したことになる。

このようにあるモデルを予測や説明や政策提言に利用することを、「モデ

ルを適用する」という。モデルが適用できる状況や現象がモデルの「理論

的射程」である。つまり、そのモデルを用いて予測や政策提言ができるよ

うな状況の集合、および、説明が可能な現象の集合がそのモデルの理論的

射程ということになる。

モデルを用いて予測や政策提言ができるような状況とは、モデルの仮定

（この場合 A ）が成立している状況である。A が成立していない場合は、

このモデルを用いて予測や政策提言をすることはできない。同様に、モデ

ルを用いて説明が可能な現象とは、A が成立している現象であるし、A が

成立していない現象にモデルを適用することはできない。

ただし、＜説明＞の場合には、どのような前提条件が成立しているか、

明らかでは無い場合が多いので、A が成立しているかどうかもわからない

場合がありえる。この場合は A を原因の候補として推定し、以下実証研究

に入ることになるであろう。このケースでは、モデルが研究に貢献してい

るで「モデルの適用」が一応有意味なケースと考えられる。したがって、

説明の場合には「 A が不成立であることが明らかになっていない場合」も、

モデルの適用に意味のある場合であるということができる。

このように、ある数理モデルの理論的射程は、「モデルの仮定が成立し

ているか、少なくとも不成立が明らかではない状況や現象」ということが

できる。以下では、進化ゲーム理論の理論的射程について検討してみるこ

とにしよう。

進化ゲーム理論の基本的なアイディアは、「よく増える戦略ほどよく増

える」原理を数学的に表現して、分析しようというものであった。この考

え方の背後には出生死滅過程や、戦略の事後修正過程による戦略採用者数

の変化が仮定されている。したがって、進化ゲーム理論の基本的な理論的

射程は
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「出生死滅過程や、戦略の事後修正過程によって戦略採用

者数が変化するような状況や現象」

ということになる。

やや具体的に検討すると、まず「戦略採用者数が変化」するわけである

から、プレーヤーの数は一人や二人ではなく、多数存在する必要がある。

理論上の要請は、「人数やシェアが連続近似できるくらい十分多数」であ

るが、現実問題としては数十人から数百人の集団であれば問題はないと考

えられる。人数が数名程度に少ない場合には、連続近似や微分方程式によ

る近似はできなくなるので、マルコフ過程などを用いた別の定式化が必要

となる。

次に、「解軌道や局所安定点をもとめる」ためには、相互作用の回数は1

度ではなく複数回存在することが必要である。相互作用が1回でも採用者

数の変化は起こり得るが、解軌道にはならないし、局所安定点を求めても

意味がないと考えられる。

したがって、進化ゲーム理論の理論的射程を具体的にいいなおすと

「十分に人数の多い集団において、社会的な相互作用がくり返し

生じている状況や、そのような状況で起きる現象」

ということになる。多くの社会現象はこの条件を満たすので、進化ゲーム

理論は社会科学で関心をもたれる多くの現象に適用可能であると考えられ

る。

一般論としては、このようになるが、個別のモデルについてはもう少し

制約がつくことになる。利得行列からESSを求める議論はよく用いられる

ので、次にこの議論の理論的射程について検討してみることにしよう。

利得行列としてはダーウィン適応度の増減をあらわした利得行列 W と、

相互作用の結果についてのプレーヤーの評価をあらわした利得行列 U の2

通りが考えられる。まず、前者からESSを求める場合を考えよう。

2節の議論から、出生死滅過程で戦略採用者数が増減し、戦略が親から

子へ遺伝や教育で継承される場合には、ダーウィン適応度は進化ゲーム利

進化ゲーム理論の理論的射程
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得と等価となる。この場合は、利得行列の値をそのまま進化ゲーム利得の

増減とみなしてレプリケーターダイナミクスを求め、さらにESSを求める

ことが可能であった。

また3節の議論から、戦略の事後修正過程で戦略採用者数が増減する場

合でも、進化的に安定な戦略修正アルゴリズム（ES戦略修正アルゴリズム）

によって戦略の事後修正がなされる場合には、やはりESSの採用が指示さ

れる。したがって、集団中でどのような戦略が採用される状態が安定か、

といった問題を考える場合には、このモデルを適用することが可能であ

る。

これより、利得行列WからESSを求める議論の理論的射程は

「数十世代以上の長いタイムスケールで、戦略が親から子

へ遺伝や教育で継承されることが予想される状況や、その

ような状況で起きる現象」

と

「数世代以内の短いタイムスケールだが、ES戦略修正アル

ゴリズムによって戦略の事後修正がなされることが予想さ

れる状況や、そのような状況で起きる現象」

ということになる。

3節の議論より、ES戦略修正アルゴリズムは「ダーウィン適応度の増減

と大小関係が一致する結果評価法を用いるアルゴリズム」であると考えら

れるので、資源やエネルギーの獲得のように、ダーウィン適応度の増える

状況をポジティブに、その逆をネガティブに評価するような評価戦略が用

いられている場合は、「 W からESSを求める議論」の理論的射程に含まれ

ると考えられる。

あるいは、戦略修正アルゴリズムが遺伝的に継承されている場合には長

い時間のうちに、ES戦略修正アルゴリズムが生き残っていると期待できる

ので、この場合も「W からESSを求める議論」の理論的射程に含まれると

考えられる。
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一方、利得行列 U が相互作用の結果についてのプレーヤーの評価をあら

わす場合についても、U から例えばESSの1階十分条件のクライテリオン

を用いてESSを求めることが行われることがある。このような議論の理論

的射程はどうであろうか。

U がNM効用のようにプレーヤーの評価をあらわす行列の場合でも、2

節で述べたように戦略修正のアルゴリズムが特定されれば、この評価を進

化ゲーム利得に換算することがでる。一般には、この進化ゲーム利得を用

いて局所安定性解析をおこなえば、局所安定点を求めることができる（補

論参照）。特に、模倣アルゴリズムのようなある種の戦略修正アルゴリズ

ムが用いられる場合には、その結果がESSのクライテリオンを用いた場合

の結果と一致する。したがって、「 U からESSを求める」議論の適用範囲

は

「模倣アルゴリズムのようなある種の戦略修正アルゴリズ

ムによって、戦略修正がなされる場合」

ということになる。それ以外の場合は、利得行列から直接ESSを求めるの

ではなく、進化ゲーム利得を求めてから補論の方法でESSを求める、とい

う手順を踏む必要がある。

ここで、プレーヤーによる評価とダーウィン適応度の増減との大小関係

が一致している場合には、戦略修正ダイナミクスの局所安定点と出生死滅

ダイナミクスの局所安定点は一致する。したがって、上記の方法は数十世

代以上の長いタイムスケールの現象にも適用することができる。

一方、プレーヤーによる評価とダーウィン適応度の増減の大小関係が一

致していない場合には、戦略修正ダイナミクスの局所安定点と、出生死滅

ダイナミクスの局所安定点は一般には一致しない。この場合、長いタイム

スケールでは出生死滅ダイナミクスが優越して、出生死滅ダイナミクスに

おけるESSを指示しない戦略修正アルゴリズムが集団中から失われてい

く。したがってこの場合は、上記の方法は短いタイムスケールの現象には

適用できても長いタイムスケールの現象には適用することは出来ないと考

えられる。

進化ゲーム理論の理論的射程
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以上をまとめると、

「ダーウィン適応度行列WからESSを求める議論」 は

「戦略が遺伝や教育で継承される場合、あるいはES戦

略修正アルゴリズムで修正される場合にはタイムス

ケールにかかわらず適用可能」

「プレーヤーによる評価行列UからESSを求める議論」 は

「模倣アルゴリズムなどのある種の戦略修正アルゴリ

ズムが用いられる場合は、短いタイムスケールの現象

に適用可能、ただし評価とダーウィン適応度の大小関

係が一致している場合には、長いタイムスケールの現

象にも適用可能」

となる。

ここで注意しておくべき点は、以上のESSを求める議論はすべて相互作

用がランダムに生じる場合についてなされている点である。実際には、相

互作用がランダムに起きることはあまりないので、ランダム近似ができな

いような現象については非ランダム相互作用型のモデルを構築して、それ

を適用する必要がある。

以上、進化ゲーム理論の理論的射程について考えてきた。その結果、

「十分に人数の多い集団で、社会的な相互作用がくり返し

生じている状況で、戦略が遺伝や教育で継承される場合、

あるいは戦略がES戦略修正アルゴリズムで修正される場

合」

がタイムスケールにかかわらず進化ゲーム理論の適用できる場合であるこ

とがあきらかとなった。

人間の社会現象の場合、戦略が直接遺伝的に継承されることはあまりな

いであろうが、教育によって親から子へ継承されることは十分あり得ると

考えられる。また、戦略の事後修正アルゴリズムについては生得的に獲得
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されている（＝遺伝的に継承されている）形跡があるため、長い時間のう

ちにはES戦略修正アルゴリズムが進化して流布している可能性は高いと考

えられる。したがって、人間の社会現象についても、社会的相互作用がく

り返し起きるなかで生じる現象については、進化ゲーム理論が基本的に適

用可能と考えられる。逆に、社会的相互作用が一度きりしか生じないよう

な現象は進化ゲーム理論の射程外ということになる。

現在のところ、進化ゲームの主要なモデルはランダム相互作用を前提と

して作られているため、その点に制約があるが、非ランダム相互作用型の

モデルの開発がすすむならば、進化ゲーム理論は社会科学のさらに多くの

領域で有用なツールとして用いられるようになるであろう。

【補論　進化ゲーム利得とESS】

ここでは、進化ゲーム利得とESSの関係について考えておこう。

対称ゲーム G ＝ {I、S、U} を考える。I はプレーヤーの集合で、S は戦

略の集合、U は進化ゲーム利得ではかった利得関数である。このゲームで

戦略 k がESSとなる条件を考えてみよう。ただし、簡単のため1階の局所

安定性条件までを考えることにする。

戦略 i(≠k) の進化ゲーム利得を u i(x) とすると、レプリケーターダイナ

ミクスは

dx i/dt ＝ (u i(x)－u(x)) x i

となるが、これは一般には

dxi/dt ＝ gi(x)・xi －　(14)

と書くことができる。

戦略 k が集団全体を占める状態は、単位ベクトル ekで表現できるが、

x ＝ ekのとき、任意の i∈S、ただし i≠k について

dxi/dt ＝ 0

が成り立つので状態 ek は定常点である。

進化ゲーム理論の理論的射程
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ここで、状態 ek の1階の局所安定性条件は、ij 成分が f i j (ek) であるヤコ

ビ行列の固有値がすべて負になることである。ただし、

f i (x) ＝ gi(x)・xi

f i j (ek) ＝∂ f i/∂xj｜ x =  e k

である。

i≠ jのとき、

f i j (x)＝ gi j (x)・xi より　f i j (ek) ＝ 0

また、 f i i (x)＝ gi i (x)・xi＋gi(x)より　f i i (ek) ＝ gi(ek)

これよりヤコビ行列は対角行列となることがわかる。対角行列の固有値

は対角成分そのものなので、戦略 k がESSとなるための1階十分条件は

任意の i∈S、( i≠k) について　gi(ek) ＜ 0 －　(15)

であることがわかる。

ここでレプリケーターダイナミクスの場合を考えると

gi(x) ＝ ui(x)－u(x)

より

gi(ek) ＝ ui(ek)－u(ek)

＝ui(ek)－uk(ek) （∵u(x) ＝Σxju j(x)）

したがって、戦略 k がESSとなるための1階十分条件は

任意の i∈S、( i≠k) について　ui(ek) ＜ uk(ek) －　(16)

となる。

以上のように、一般に進化ゲーム利得がわかれば、ある戦略がESSかど

うかを判断することができる。
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FTZ問題と沖縄 1

－「中核性」と「周辺性」との相剋－

山田　信行

1．課題

本稿では、いわゆる“自由貿易地域（Free Trade Zone, FTZ）”に照準し

ながら、第二次世界大戦後における沖縄の経済開発の経緯について概観し、

沖縄が世界と日本とにおいて占める位置を明らかにすることを課題とす

る。すでに、沖縄の経済振興あるいは開発に関しては、夥しい議論が蓄積

されてきている。本稿がこのうえあえてそのなかに一石を投じようとする

理由は、従来の議論においては沖縄にFTZが存在することの意味が必ずし

も重視されてこなかったことに求められる。

なるほど、近年の沖縄における経済振興策のひとつとして、FTZはその

“全県化”が議論の対象になったし、従来から設置されていたものに加え

て、新たに中城（なかぐすく）湾に“特別FTZ”が設置されようとしてい

る。このことからも、沖縄の経済振興を進めるうえで、FTZが重要な役割

を担うことが期待されていることが窺えるし、沖縄の経済振興に関する近

年の議論もこうした事態に少なからず言及していることはいうまでもな

い。しかし、沖縄の経済振興を分析するうえで、FTZの重要性は近年の全

県化問題に尽きるものではない。

後に詳述するように、FTZには様々なタイプが存在する。そのなかで、

1972年に返還される以前から沖縄に設置されてきたFTZは、今日の発展途

上国の多くにみられる「輸出加工区（export processing zone）」型のそれで

帝京社会学第14号（2001年3月）
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あった。このことは、返還以前はもとより返還以後においても、世界と日本

とにおいて、沖縄が今日の発展途上国と同様の位置を付与されてきたこと

を物語っているとはいえまいか。とりわけ、日本国内において、このような

タイプのFTZが設置されていた地域が沖縄だけであったことは特筆に価す

る。このように、FTZは返還前後の沖縄の（経済）状況と開発のあり方を特

徴づけるものとして、あらためて注目する必要があるのではなかろうか。

FTZに照準することによって、返還前後の沖縄の（経済）状況を以上の

ように把握するとき、近年のFTZ全県化問題も既存の議論とは異なった観

点からとらえることができよう。すなわち、発展途上国型の経済開発戦略

の妥当性への批判とそれに代わる新たな経済開発戦略の提示が、全県化を

めぐる問題群を形成したといえるのではなかろうか。加えて、全県化の政

策的実現をめぐって様々な社会勢力が関与しえた
．．．．．

ことは、世界と日本とに

おける沖縄の位置（づけ）の変化、あるいはとりわけ政治的状況における、

（日本という先進国の内部である）沖縄の発展途上国との差異を象徴する

ものといえるのではなかろうか。

もう少し一般的な問題として本稿の課題を提示し直すならば、それは世

界システムにおける位置と「国民国家」によって世界システム内に形成さ

れた“仕切り（国境）”とがそれぞれ、当該地域の発展に与える「重層的

効果」を考察することとして把握されよう。返還前からFTZが沖縄に設置

されていたことの意味、従来のFTZの衰退・停滞とその全県化の試みの意

味、さらにはその事実上の挫折の意味を事態の経緯を概観しながら特定し、

世界システムと「国民国家」とが「重層化」する事態の一つの帰結を沖縄

という地域を事例にして明らかにしてみたい。そのためにはまず、分析の

ための枠組を特定しなくてはならない。

2．枠組

①世界システムと周辺

ウォーラスティンを中心的論者として形成されている世界システム学派
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によれば、現代の世界全体は市場における単一の分業システムから構成さ

れ、システムに包摂される個々のユニットは中核（c o r e）、半周辺

（semiperiphery）、周辺（periphery）というハイアラキカルな位置を占める

ことが想定されている。世界システムを作動させるものは資本の蓄積と価

値増殖の運動であり、この運動によって世界は不均等な分業システムに構

造化されることになる。

システムにおけるハイアラキカルな位置の関係が、不等価交換によって

特徴づけられることからも窺えるように、世界システム論においては、

（ユニットがその占める位置を移動することが理論的に許容されていると

しても）資本の運動はその不均等性の帰結として、一般的には
．．．．．

中核にとっ

ては「ポジティヴな」効果をもつのに対して、周辺にとっては「ネガティ

ヴな」効果をもたらすことが想定されているのである 2。

②「国民国家」と周辺

ところで、世界システム論においては、「史的システム（historical

system）」としての世界システムが唯一の分析対象となる実体
．．
であり（e.g.,

Wallerstein, 1991:246）、「国民国家（nation-state）」それ自体も世界システ

ムの展開によって形成されたことが強調される（e.g., Arrighi, Hopkins &

Wallerstein, 1989:22）ことからも明らかなように、世界システムは「国民

国家」の集積とその間の関係によってのみ構成されているわけではない。

したがって、世界システムにおける個々のユニットは、必ずしも「国民

国家」あるいは「国民社会（national society）」に限定されるわけではなく、

例えば都市や相対的に
．．．．

小規模な地域などのより小さな空間が、ユニットと

して先に言及した位置を占めることも許容されている。そのうえ、かつて

1980年代後半のアメリカ合州国において、移民労働者が大量に流入した都

市が「中核における周辺化（peripheralization at the core）」（Sassen-Koob,

1982）として概念化されたように 3、通常は（総体として）中核に位置づけ

られる「国民国家」の内部に 4、周辺や半周辺という位置が割り当てられる

こともありうるのである。

このように、あくまで世界システム総体における位置として規定される

FTZ問題と沖縄
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周辺が、「国民国家」あるいは「国民社会」という存在が作り出す国境と

いう“仕切り”によって“裁断”されたり、中核や半周辺に位置づけられ

る「国民社会」の内部に、あたかも「飛び地」のように組み込まれるうる

ことに留意しなければならない（図1）。すなわち、ある「国民社会」の内

部に包摂される多くの地域が中核あるいは半周辺に位置づけられるにもか

かわらず、その「国民社会」の内部に周辺に位置づけられる地域が存在す

る場合もありうるということだ。この場合には、当該地域を包含する「国

民社会」それ自体が総体として周辺に位置づけられている場合に比べて、

まさに周辺に位置することが当該の空間あるいは地域の発展にとって何ら

かの異なった効果をもたらすのであろうか。

「国民国家」（およびその一環としての自治体）が、「想像の共同体

（imagined community）」（Anderson, 1983=1987）としての国民を統合し、

社会の「凝集性（cohesion）」を担うことを一つの機能としてもつならば、

その内部に組み込まれた（世界システムにおける）周辺の発展あるいは開

発を長期にわたって軽視し続けることは一般に困難であろう。さらに、

「国民社会」が総体として周辺に位置づけられている場合における国家よ

りも、国境内の空間あるいは地域の多くが中核に該当する「国民社会」に

おける国家 5は、相対的に
．．．．

経済的な基盤が強固であり（その結果、「自律性」

も大きく）、（多国籍企業をはじめとする）資本に対しても相対的に大きな

統制力を行使しえよう。

加えて、中核においては、国家（および自治体）の政策形成に関して多
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様な社会勢力が関与しうることは、周辺における国家（および自治体）の

政策形成がしばしば民衆を排除した権威主義的な形式で行われるのと際

立った対照をみせている。このような意味では、上記のような「国民社会」

に組み込まれた周辺はそうでない場合と異なり、「中核的な」国家が提示

する政策によって、「ポジティヴな」効果を受ける可能性がある。

他方で、（多国籍企業をはじめとする）資本は効率的な資本蓄積を第一

義的な（primary）利害関心としていることから、それらにとって、活動し

ている地域それ自体の発展、あるいは民衆それ自体の厚生（welfare）に寄

与する発展に関する関心は二義的な（secondary）ものにとどまることが想

定されよう。その結果、効率的な蓄積が達成できなくなれば、当該地域か

ら撤退することもありうるし、民衆それ自体の厚生とは拮抗する政策の提

示を求める場合もありえよう。

この際、当該地域が周辺であることそれ自体が、そこで活動する資本に

便益をもたらしているとするならば、多様な社会勢力が政策決定に関与し

うることを背景に、上記のような資本の利害関心のインプットにも媒介され

ることによって、「中核的な」国家による地域開発の政策は、かえって当該

地域の発展に（少なくとも短期的には）「ネガティブな」効果をもたらす可能

性もある。

このように、世界システムにおける周辺が「国民国家」が作り出す国境

によって“裁断”されたり“組み込まれ”るという事態は、当該地域の発

展にとって「両義性」をもつことが想定されるのである 6。

③「中核性」と「周辺性」との相剋としての地域発展

上記のように、世界システムにおける周辺が「国民国家」によって“裁

断”され、あるいは“組み込まれ”、「中核的な」国家による開発政策の対

象となるとき、当該地域の発展は中核に固有の特徴（「中核性（coreness）」）

と周辺に固有の特徴（「周辺性（peripherality）」）との相剋によって規定さ

れることになろう。いま、地域発展に関与する社会的領域としてひとまず

〈経済〉と〈政治〉とをとりあげて 7、その「中核性」と「周辺性」とをあ

らためて明示するならば、以下のようになろう（表1）。

FTZ問題と沖縄
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表1「中核性」と「周辺性」

本来、ウォーラスティンの理論では、中核・半周辺・周辺という位置は

分業システムを特徴づける不等価交換によって決定されるものだから

（e.g., Wallerstein, 1979）、賃金と生産性とをふまえた価値移転（の関係）

が確定されてはじめて当該地域への位置付与が決定されることになる。し

かし、そのような価値移転を具体的社会のレベルで確証することは一般に

は困難であることから、システムにおける位置決定のメルクマールの代替

案が提起されている 8。ここでは、チェイス－ダン（1990）の議論を敷延し

て〈経済
．．
〉的には
．．．

、主として産業のタイプと労働者の技能レベルによって

「中核性」と「周辺性」とを規定しよう。すなわち、「中核性」は資本集約

的製造業や情報・知識集約的産業の集積によって規定され、「周辺性」は

第一次産業、労働集約的製造業、技能レベルが低い労働者によって特徴づ

けられる第三次産業の集積によって規定されることになる 9。

さらに、この規定に加えて〈政治
．．
〉的には
．．．

、「中核性」は「民主的」手続

きの定着と（一定程度）国家による民衆の厚生を追求する政策の提示に

よって規定され、「周辺性」は「権威主義的」手続きの一般化と民衆の

マージナル化（marginalization）に帰結する政策の提示によって規定され

ることになろう。いうまでもなく、世界システムにおける周辺が「中核的

な」「国民国家」の内部に包摂されている場合には、当該の地域は〈経済〉

的には「周辺性」によって特徴づけられるものの、〈政治〉的には「中核
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性」によって特徴づけられ、その発展は両者の相剋によって規定されるこ

とになるわけだ。

④事例としての沖縄

以上のような枠組に照らしてみるならば、沖縄という地域は指摘されて

きたように、その産業構成（1996年度産出額）における第一次産業の比率

が日本本土に比べて相対的に高く（2.3％）、第二次産業（とりわけ製造業）

の比率が著しく低く（20.3％で全国最低）、観光や基地関連の第三次産業の

比率が著しく高い（80.6％で全国2位）うえに（e.g., 沖縄県企画開発部,

1998; 真栄城, 1986）、県民平均所得が1990年代にいたっても日本本土の

70％ほどであることからみて、〈経済〉的には「周辺性」を体現している。

しかし同時に、沖縄は、いうまでもなく〈政治〉的には日本という「国民

社会」のなかにあって「中核的な」国家の政策対象となる点で「中核性」

を体現していることになる。以下では、FTZに照準しながら、こうした

「中核性」と「周辺性」との相剋のあらわれとして、第二次世界大戦後に

おける沖縄の開発過程を概観していこう。

3． FTZが意味するもの－周辺としての沖縄

①返還前のFTZ

周知のように、第二次世界大戦における敗戦とサンフランシスコ条約の

締結を契機として、沖縄はアメリカ合州国の施政下に入り、直接的には琉

球政府によって統治されることになった。戦前から返還までの沖縄の貿易

が、砂糖類、パイナップル缶詰、魚介類などの一次産品を日本本土に輸出

し、自動車、医薬品、家電製品、肥料、プラスティック類などの消費財お

よび生産財のほとんどすべてを日本本土から輸入するというものであった

ことからも明らかなように（岩田, 1990）、その産業のあり方はまさに「周

辺性」を体現していた。

こうした産業のあり方を背景として、沖縄におけるFTZは製造業を育成

するために、1958年の通貨切替え（軍票からUSドル）を契機に1959年に

FTZ問題と沖縄
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琉球政府によって計画され、琉球倉庫公社を管理運営主体として発足した

（松田, 1981:633-636）。FTZと総称されるものには、商業都市の全域を関税

から免除した「自由港市（free port city）」、関税免除の地域がより限定さ

れた「自由港区（free port quarter）」・「自由地区（free district）」など

様々なタイプが存在する。沖縄に設置されたものは、今日多くの発展途上

国（周辺）にみられる「輸出加工区」型のFTZであった。すなわち、金網

などで区画された地区に企業が事業所を設置し、部品・半完成品を無関税

で輸入し、加工・組立などを行ったうえで（再）輸出するために設けられ

たものがそれである。

このタイプの FTZは、発展途上国の「輸出志向型工業化（export -

oriented industrialization）」戦略においては、多国籍企業を誘致する“基地”

となり、工業化を先導する装置になったといえよう。進出する多国籍企業

にとってのインセンティヴのひとつが、進出先の社会に豊富に存在する低

賃金労働力であったように、沖縄に設置されたFTZの場合も、その当初に

おいては沖縄の賃金が相対的に低いことが優位性のひとつとして想定され

ていた（岩田, 1990）。以下では、返還前のFTZの状況について簡単に概観

しよう。

まず、FTZに進出した企業は、日本本土から進出したものに限られてお

り、他国からの進出企業は皆無だった。進出企業は日本から部品・原料を

調達して加工・組立を行い、アメリカ合州国へ完成品を輸出しており、合州

国への輸出が7割以上を占めていた。主な輸出品としては、トランジスタラ

ジオ、家庭用ミシン、カメラ、野球用グローブ、などがあげられる。さらに、

輸出額の9割以上がトランジスタラジオで占められていた（松田, 1981 : 638-

647）。こうした返還前のFTZは、1965年のピーク時でも輸出額は449万ド

ルにすぎず（返還直前の1971年には36万ドルに低下）、雇用されていた従

業員も約800人であったといわれる（日本立地センター, 1980 :61）（図2）。

このように、返還前のFTZは大きな発展をみることなく廃止された。そ

の理由としては、もともと空間的な規模が小さかったこと、軍事的な理由

で扱える品目が制約されていたこと、さらになによりも台湾・韓国などで
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同種のFTZあるいは「輸出加工区」が設置され、賃金コストをめぐる競争

に敗れたことが指摘されている 10。それでは、返還後のFTZはどのような

経緯で設置され、どのような現状にあるのであろうか。

②返還後のFTZ

返還前のFTZが、賃金コストの点で台湾や韓国などの「輸出加工区」と

の競争に敗れて衰退をたどったことは、沖縄が世界システムにおいて占め

る位置が変化し始めていたことを物語っている。産業構成からみて依然

として「周辺性」を担保していたとしても、ハイアラキカルな世界システム

FTZ問題と沖縄
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における、一定の幅をもつ成層としての周辺のなかで、沖縄はその位置を

上昇させていたといえよう。もっとも、1972年の本土返還に際して、返
．
還
．

前
．
の
．
伝
．
統
．
を
．
ふ
．
ま
．
え
．
て
．
再びFTZの設置が沖縄振興開発特別措置法のなかに

盛り込まれ法制化された際には、沖縄開発庁あるいは日本政府は沖縄を周

辺として位置づけていたことになる。それとともに、こうした立法化にお

いては、地域開発が体系的に志向されていることから、その実効性にかか

わらず、〈政治〉における「中核性」が発現していたこともいうまでもない 11。

1970年代からのかなり長期にわたる調査・検討期間を経て、最終的に

1988年に那覇に沖縄県を管理者としてFTZが設置された（面積は約2.7ha）。

事前の調査・検討の結果、保税制度 12を生かして本土企業・外国企業を誘

致することを意図した「中継加工基地」、東南アジアとの近接性を生かし

た「物流基地」、プラント輸出のための「補給基地」、貿易振興のための展

示場・販売場を意図した「トレード・センター」などの多様な機能が期待

されていたにもかかわらず（日本立地センター, 1980:116-123）13、企業の誘

致は必ずしも進展せず、FTZは現在までのところ極めて小規模な活動にと

どまっている。

例えば、FTZで活動している企業に関しては、設置当初は27社が参入し

たが、1998年現在では11社まで減少している。過去の参入企業はほとんど

すべて沖縄県内のものであり、外国や日本本土からの企業進出は進んでい

ない（沖縄県商工労働部）。要するに、現状におけるFTZの機能は、県

内・国内に輸入品を搬入する際の「保税倉庫」のそれに終始しており、期

待された役割を果たすには程遠い状況にある。

そもそも、東南アジアにおいても工業化が進展している状況にあって、

グローバルな視野をもって活動する多国籍企業は沖縄を「魅力的な」投資

対象地域とは考えていない 14。企業がグローバルな戦略を展開しているう

えに、しかも低賃金による競争力が確保できなくなった状況では、返還後

に再び設置されたFTZは返還前の機能すら果たせなかった。その一つの結

果として沖縄の産業構成の変化も進まず、（〈経済〉における）沖縄の「周

辺性」は再生産されることになってしまった。
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4．FTZ全県化が意味するもの－中核の“なか”の沖縄

①全県化構想の経緯

再び設置されたFTZに企業誘致が進まず、その結果として沖縄において

製造業が一向に発展しなかったことや、従来の沖縄開発において主軸で

あった公共投資が必ずしも効果をあげず、近年の不況による財政難からそ

の増額が見込めないことから、沖縄の開発のあり方には変更が迫られてい

たといえよう。こうした状況で、「第3次沖縄振興開発計画（第3次計画）」

（1992年度から2001年度）において、従来の目標であった「本土との格差

是正」・「自立発展への基盤整備」に加えて、「広く我が国の経済社会及

び文化の発展に寄与する特色ある地域としての整備」という新しい沖縄開

発の理念が提示されたうえに、それをふまえて「我が国の南の国際交流拠

点の形成」が具体的方策として明示されたことや、橋本首相（当時）が返

還25周年を記念して新たな振興策の必要を訴えたことなどが、FTZ全県化

構想の発端になっている。

沖縄県では上記の「第 3次計画」をうけて、1996年に「国際都市形成構

想」を制定した。この構想は、「平和交流」、「技術協力」、「経済・文化交流」

の三つを基本方向に定めたうえで、「共生」や「平和」を志向する「沖縄の

心」を重視し、沖縄県の「自立」を図ることをその理念としており、それ

に基づいて沖縄県の「自立的発展」と「アジア太平洋地域の平和と持続的

発展」に寄与する地域形成を企図するものとなっていた（沖縄県, 1996）。

ところで、この「国際都市形成構想」においては、「21世紀にふさわし

い新しい産業の創出と振興」が基本方向として設定され、グローバル化を

ふまえた新しい制度による施策が求められていた。沖縄県は、この構想を

実現するために1996年8月にFTZを拡充強化した「経済特別区」を作るこ

とをめざした「要望書」（「規制緩和等産業振興特別措置に関する要望書」）

を政府に提出し、これをうけて政府は1996年9月に内閣官房長官、各大臣、

沖縄県知事などを構成員として「沖縄政策協議会」を設置した。さらに、

沖縄県では上記の「要望書」を具体化するために、「産業・経済の振興と
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規制緩和検討委員会」（委員長 田中直毅氏、通称 田中委員会）を設置して

産業振興のあり方について検討した。この成果が1997年の7月に報告書と

してまとめられ、そこに2001年に全県をFTZにする提言が盛り込まれたの

である（産業・経済の振興と規制緩和検討委員会, 1997）。

以上のように、FTZ全県化構想は従来の開発戦略を再検討するとともに、

近年の国レベルにおける「規制緩和」の政策的・思想的潮流の影響をうけ

たものとして提起されている。ここには、〈政治〉における「中核性」のあら

われを確認できるとともに、〈経済〉における「周辺性」に依拠した開発の行

き詰まりを打破しようとする志向をみることができよう。さらに、このこと

は、日本という「国民社会」の内部に復帰してから20年以上を経てようやく、

沖縄は日本政府によって“周辺”とは位置づけられなくなったことを示唆し

ている。要するに、沖縄への“意味付与”が変化したというわけだ。

②全県化の含意

それでは、FTZ全県化は従来から沖縄に存在してきたFTZと比べて、ど

のような含意と効果が想定されているのであろうか。すでに多くの論者が

指摘しているように（e.g., 平野, 1998 : 27）、従来の例えば「輸出加工区」

型のFTZにおいては、一定の相対的に狭い地域がそれに指定され、そこに

参入する企業のみを対象として、関税免除や手続きの簡素化を図るのに対

して、全県化型のFTZにおいては、一県あるいは大都市単位の人口100万

人規模の地域がそれに指定され、当該県・都市の全住民・全産業を対象と

して 15、関税・内国税の免除、輸入貨物の規制撤廃、税関手続きの簡素化

が企図されている。

さらに、従来のFTZの目的が単に輸出企業振興・輸出産業発展に限定さ

れ、必ずしも当該設置地域の住民には利益還元が明示されていなかったの

に対して、このようなFTZ全県化によって、輸入品の価格が低下し、その

結果当該設置地域全体の物価水準も低下することによって、住民には「暮

らしやすさ」がもたらされるとともに、地域全体の経済発展が実現される

というわけだ 16。産業に関しても、従来のFTZにおいては加工・組立を主

とする製造業の振興のみが想定されていたのに対して、全県化型のFTZに
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おいてはそのようなタイプの製造業にとどまらず、商業・金融・観光など

の多様な産業の育成が想定されているのである 17。

このようなFTZ全県化構想は、近年の「規制緩和」およびその背景の一

つとしての「市場原理主義」に通底する“危うさ”を内在させながらも 18、

従来のFTZが単に進出企業の利害関心を充足する機能を果たすだけにとど

まっていたのに対して、「一国二制度」といった大胆な制度改革を断行し

たうえで、地域住民全体の利害関心を充足すること（「暮らしやすさ」の

実現）を射程に入れている点で、まさに〈政治〉における「中核性」が本

格的に発現したものといえよう。

すなわち、「輸出加工区」型のFTZには、周辺である発展途上国に顕著

に見られるように、しばしば当該地域以外から
．．．．．．．．

進出する（多国籍）企業へ

のインセンティヴ提示を通じて製造業育成（あるいは工業化促進）を達成

しようとするだけで、必ずしも地域住民あるいは民衆への視点がふまえら

れていなかったことを考慮するならば、沖縄におけるFTZをめぐる行政史

において、FTZ全県化構想は質的に異なる内容を提起しているのである。

さらに、このような政策が提案される背景には、依然として〈経済〉にお

ける「周辺性」を示しながらも、沖縄が日本という（その少なくない部分

が中核から構成される）「国民社会」の内部にあって、「中核的な」国家の

政策対象となっていることが伏在していることも銘記しなければならない

であろう。そのような意味では、沖縄はまさに中核の“なか”に位置して

いるのである。

上記のような〈政治〉における「中核性」のあらわれとしてのFTZ全県化

構想は、まさに「中核性」のあらわれとしての帰結を迎えることになる。

5．全県化の失敗が意味するもの

－沖縄における「中核性」の「両義性」

①FTZ全県化をめぐる論議

先に概観したように、1997年の7月に「検討委員会」の報告書がまとめ
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られ、FTZ全県化構想が明らかにされると県の内外では様々な議論が起

こった。そのなかには、必ずしも全県化構想に賛成しない議論も含まれて

いた。県内において、全県化構想に概ね反対しているのは、関税自由化に

よって厳しい競争にさらされることになるJA（農協）などの農業関連団体

と産業界の一部であった。例えば、すでに97年8月にJA中央会は県のヒア

リングに応えて全県化構想への反対を明示している。産業界（県工業連合

会）も報告書に明示されていた「2001年移行」案に疑義をとなえ、県の振

興策には具体性がなく2001年をもっての移行は時期尚早である旨の「要望

書」を県に提出している（97年11月1日付琉球新報）。

これをうけて、県が組織した「プロジェクトチーム」は構想案を変更し、

FTZ全県化の時期を「2005年を目途」とするかたちで変更を加えたうえで、

FTZの新たな展開、情報通信関連産業の集積促進（「マルチメディアアイラ

ンド」構想）、国際観光・保養基地の形成を産業振興の基本方向とする

「産業振興策」（沖縄県, 1997）を策定して、これにそった措置を先に述べ

た「沖縄政策協議会」に要望した。しかし、この「産業振興策」に対して

もJA系統の5団体がFTZ全県化に反対し、その地域限定化を要求するとと

もに、全県化は2005年導入でも時期尚早である旨の「提言書」を出してい

る（97年11月5日付琉球新報）19。

さらに、県内の産業界においても、FTZ全県化に関しては微妙な意見の

差異が存在し、例えば県内の泡盛業界では全県化に積極的に賛同している

ものの（97年11月11日付 琉球新報）、すでに言及したように、工業連合会

はFTZはあくまで産業振興に供するもので、全県化は影響が大きすぎて危

険であるという意見表明を行っていた。県内の商工会議所組織においても、

地域によっては積極的な姿勢を示す組織（例えば、宮古商工会議所）もみ

られたが、必ずしも組織全体で全県化へのコンセンサスが得られたわけで

はなかった。

このような県内の状況をうけて、政府レベルでもFTZ全県化については

消極的な意見がみられるようになり 20、FTZを全県化するのではなくて、

FTZに進出した企業に対して法人税を軽減する措置をとることによって産

― 146―



業振興を図ろうとする意見が表明されるようになった。こうした状況を背

景として、先に県から提出された要望書をうけて政府は1998年3月に「沖

縄振興開発特別措置法」を改正し、98年4月から①特別自由貿易地域の創

設による法人税の所得控除、②情報・通信産業振興地域制度の創設による

投資税額控除、③観光振興地域制度の創設による投資税額控除、などの税

制上の優遇措置を講じることになった。

こうして、FTZ全県化は当面「地域限定型」のそれにとどまり、「2005

年を目途に」全県化することが依然として案としては提示されているが、

事実上“棚上げ”されてしまった。とりわけ、FTZ全県化構想が1998年に

行われた沖縄県知事選挙の一つのイシューとなり、全県化構想に消極的な

稲嶺知事が、構想に積極的な太田前知事を破って当選したことによって、

FTZ全県化の実現可能性はかなりの程度消滅したといえよう。それでは、

全県化構想に代わって提起された特別FTZ設置構想はどのような展望を

もっているのであろうか。

②特別FTZの構想と現状

県の資料によれば、特別FTZは加工交易型産業の集積を図り、沖縄にお

ける産業および貿易振興に利用することを目的として設置されることに

なっている。具体的には、企業の立地が進んでいない地域で概ね30ha以上

の面積があるところで、一定規模以上の開港や税関空港に近いところに特

別FTZを展開することが想定されている。実際に特別FTZが設置された地

域は、すでに70年代からFTZの候補地の一つにあげられていた中城湾であ

り（その他の候補地としては、豊見城地先地区があげられていた）21、1999

年の3月に正式に指定を受けている。

特別FTZが“特別”である根拠は、那覇に設置されている従来のFTZと

は異なり、35％の法人税の所得控除という特別措置が適用されることにあ

る。この適用を受けるためには、企業は特別FTZ地域内に別法人（子会社）

を設置することが求められる。このような税におけるインセンティヴを提

示することによって、従来の那覇FTZでは不充分であった企業誘致を促進

しようというわけだ 22。
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それでは、企業誘致はどの程度進展しているのであろうか。県庁・商工

労働部でのヒアリング（99年5月24日に実施）によれば、日本本土、台湾、

アメリカ西海岸にミッションを派遣して誘致活動を開始しているという。

日本本土に関しては、中小企業やベンチャー企業を誘致対象に設定してい

るという。台湾企業は投資意欲が高く、医療品、情報関連、食品産業関連

の企業が関心を示しているという。これらの企業は、特別FTZへの進出を

中国市場や日本本土の市場進出の足がかりと考えているようだ。アメリカ

合州国へのミッションは、JETROとの共催で行われ、情報関連企業がやは

り中国進出への足がかりとして特別FTZへの進出を検討しているという。

企業誘致に関しては、2001年度までの基本方針はできており、1998年9

月にプロジェクトチームを立ち上げ、すでに100社ほど訪問している。誘

致を行う際のアピールポイントは、人件費も日本本土よりは安い 23という

ことと東南アジアに進出した場合には得られない“made in Japan”という

「ブランド」だという。さらには、沖縄の風土を生かしたR＆D活動(例え

ば、特産品のうこんを用いた薬品・食品の開発など)が可能であることを売

り込むことが計画されている。加えて、近隣の具志川市から援助を得て労

働者の生活環境整備などを充実させていく計画もあるという。いずれにせ

よ、相手企業にあわせた条件を提示して、投資の一部を沖縄に割いてもら

うかたちで誘致を進める意向だという。

特別FTZに関する現在の懸案事項の一つは管理主体の問題であり、ヒア

リング調査を行った時点ではどのような形態になるかはまだ決定されてい

なかった。県としては、管理主体は民営形態（民営的な
．．．．

第3セクターだと

いう）が望ましいと考えており、沖縄の民間企業からも出資を期待してい

る。県などの官営よりも第3セクター形式の方が望ましい理由としては、

職員の異動が少ないため企業へのビジネスサポートや専門的ノウハウが蓄

積しやすいからだという。県としては、2000年4月から5月にかけて新し

い管理主体を立ち上げたいと考えている。

管理主体の問題に関連して、誘致企業への土地提供方式の問題がもう一

つの懸案事項となっている。特別FTZにおいては、管理主体がFTZ（総合
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保税地域）の土地を取得しなければならない（その後、進出企業に土地を

賃貸あるいは分譲のかたちで提供することになる）。県は土地取得ための

資金を国からの補助金や融資というかたちで獲得したいと考えており、管

理主体の立ち上げにむけて無利子融資、返済期間の延長などのプランを国

に対して提示する予定であるという。

③全県化の失敗が意味するもの

それでは、以上のようなFTZ全県化構想の事実上の失敗と特別FTZの設

置計画にいたる経緯は、何を意味するのであろうか。ここでも、先に設定

した枠組に依拠して分析してみよう。〈政治〉においてFTZ全県化構想が

提示されたことは、すでに言及したように、FTZの行政史において本格的

に民衆の厚生が考慮に入れられたこと示しており、まさに（少なくない部

分が中核に該当する）日本という「国民社会」の“なかに”沖縄が位置す

ることを物語っていた。

しかし、「中核的な」国家においては「周辺的な」国家における場合と

は異なり、「権威主義的」性格が乏しく「リベラルな」性格が顕著であり、

様々な社会勢力がその利害関心をインプットすることができる。多様な利

害関心は国家の内部で、官僚や政治家などの国家成員（state personnel）

の利害関心にも規定されるかたちで「変換（translate）」され、政策的アウ

トプットとして提示される。提示される政策は、様々な利害関心のいわば

「妥協の産物」にほかならない。したがって、〈政治〉における「中核性」

は、政策決定が一定程度「民主的」手続きに則って行われることを特徴と

するため、かえって民衆の厚生を追求する政策が直接的なかたちでは実現

されない可能性がある。これらのことが、〈政治〉における「中核性」の

「両義性」24にほかならない。

FTZ全県化というイシューにおいては、必ずしも明示的なかたちで民衆

勢力からの利害関心のインプットが確認されたわけではない 25。しかし、

もともと広範な県民の支持をうけて当選してきた太田知事とその行政組織

が、FTZ全県化構想に賛同したことから窺えるように、この構想には民衆

全般の利害関心が反映されていたといってもよかろう。ところが、概観し
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てきたように、農産物の関税自由化による競争激化を危惧する農業関係団

体や中小企業 26などからの反対によって、FTZ全県化構想は事実上棚上げ

になってしまった。このことは、一定程度民衆の厚生を志向する政策が提

示される傾向があるとともに、多様な社会勢力が政策決定に関与しうるた

めに、そうした政策が直接的には実現しない可能性が存在するという「両

義性」を体現しているわけだ。

それでは、このような〈政治〉における「中核性」のあらわれは、〈経

済〉に対してどのような影響を与えるであろうか。沖縄におけるFTZ問題

の文脈では、全県化構想の失敗によって特別FTZ構想が浮上したのであっ

た。なるほど、概観したように特別FTZ構想は従来の那覇FTZに比べて法

人税の控除比率が高く設定されており、その限りでは企業の誘致効果は大

きいかもしれない。

しかし、例えば日本本土の企業の多くが、すでに確認したように沖縄を

投資対象とは考えていない現状では 27、沖縄におけるその他の産業振興策

の場合も含めて、今後とも沖縄への企業進出が促進される可能性は乏しい

のではあるまいか。そもそも、沖縄の優位性の一つとして想定されていた

東南アジアとの近接性とそれへの中継点としての機能についても、かえっ

てそのことが沖縄への投資を遠ざける結果になっているように思われる。

要するに、本土からの距離に大きな差がないのであれば、沖縄に投資する

よりも東南アジアに投資することが選択されるのではないかということ

だ。特別FTZの管理主体の問題についても、実質的な運営権限をもたない

にもかかわらず、政府は沖縄県が期待するように土地取得のための融資に

応じてくれるのであろうか。

このように、特別FTZの設置をはじめとする新たな沖縄の産業振興策は、

大きな困難に直面する可能性がある。このことは、〈政治〉における「中

核性」のあらわれとその「両義性」に媒介されて、再び
．．
〈経済〉における

「周辺性」が再生産される可能性を示唆しているとともに、沖縄という周

辺が日本という（その少なくない地域が中核から構成される）「国民社会」

の内部に位置することのパラドックスを顕示している。まさに、沖縄の地
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域的発展は「中核性」と「周辺性」との相剋に規定されているといえよ

う。

6．まとめ

本稿では、世界システムにおける位置である周辺が、中核に該当する地

域を包含する「国民社会」によって“裁断”される可能性があることを確

認したうえで、そのような周辺の事例として沖縄を選択し、第二次世界大

戦後の沖縄におけるFTZの推移を概観することによって、“裁断”の効果

を検討してきた。上記のように、世界システムと「国民社会」とが「重層

化」することによって、当該地域の発展は「周辺性」と「中核性」との相

剋に規定されことになる。その結果、〈経済〉における「周辺性」の克服

は、〈政治〉における「中核性」の媒介を通じて試みられるが、まさにそ

のことによって「周辺性」が再生産されるというパラドックスがあらわれ

る可能性がある。それというのも、〈政治〉における「中核性」には「両

義性」が存在するからであり、われわれはそのようなパラドックスを沖縄

におけるFTZ全県化構想の挫折にみたのであった。

沖縄の事例にみるように、ある地域の発展は、その地域が世界システム

において占める位置だけではなく、それが包摂される「国民国家」の性格

（「中核的」あるいは「周辺的」）にも規定されている。このことは、「国民

社会」が作り出す国境という“仕切り”の効果をあらためて確証してくれ

るのである。

註

1 本稿は、東京大学大学院人文社会系研究科の庄司興吉を研究代表者と

する文部省科学研究費補助金（基盤研究（A）（2））の研究成果報告書

『冷戦後国際化時代の地域形成と生活様式－沖縄にみるグローカリズ

ムの可能性』（平成12年9月）における筆者の担当部分を改稿したもの
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2 とりわけ、世界的な規模で展開する資本が多国籍企業というその最も

現代的な形式をとるにいたって、周辺という位置を占めるユニットが

「国民国家」という相対的に大きな空間であっても、この傾向は該当

するものとして想定されていた。それというのも、その巨大な組織の

活動は国境を越えて貫徹し、経済的基盤が脆弱である周辺の国家がそ

れを統制することは困難であるからだ。発展途上国（⊂周辺）の工業

化を促進するものとして注目された「新国際分業」を評価する際にも、

多国籍企業によって移植された工業のタイプが単なるアセンブリーに

過ぎないことや、多国籍企業のために設置されたFTZあるいは「輸出

加工区」が国内経済と何ら関連をもたない「飛び地」的な位置を占め

ていることの指摘に、この傾向を見て取ることができる。

3 山田（1996 :120）も、発展途上国から先進国への移民労働者の流入を

「中核への周辺の取り込み」として捉えている。

4 従来から、「国民国家」あるいは「国民社会」のみが世界システムの

ユニットとして想定される傾向がある一つの根拠は、位置を規定する

際の指標がナショナルな単位で得られることに求められる。例えば、

アリギとドランゲル（1986）は世界システムにおける成層あるいは位

置決定を一人当たりGNPの大小によって行っている。

5 もちろん、周辺との対比でいえば、「半周辺的な」国家の効果につい

ても念頭に置く必要がある。しかし、一般に半周辺という位置には中

核と周辺とのまさに中間的な性格が付与されており、その国家につい

ても資本主義発展を促進する（潜在的な）能力の「強弱」や政策形成

における「民主的」手続きの定着の程度などの点で、中核と周辺との

中間的な位置を占めている。したがって、ここでは周辺との対比をよ

り際立たせるために、「中核的な」国家の政策の効果だけを考察の対

象としている。

6 この問題は、世界システムにおいて「国民国家」が存在することの効

果の問題、あるいは「内部」／「外部」問題に関連した理論的応用
．．
問

題として把握できよう。換言すれば、それは、ある社会や地域の発展
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に対する、国境の効果を相対的に軽視している世界システム論への一

つの批判の試みである。

7 本来ならば、〈経済〉と〈政治〉だけではなく、〈イデオロギー〉とい

う領域も分析に加える必要がある。しかし、今回の調査研究では、開

発をめぐる、沖縄地域の社会意識の歴史的動向に関するデータを入手

することが困難であったため、分析枠組から〈イデオロギー〉を捨象

している。そのような意味で、以下の事例分析にはあらかじめ限界が

ある。

8 世界システムにおける成層あるいは位置規定に関する議論を検討した

ものとしては、山田（1999）を参照。

9 ちなみに、チェイス－ダンによれば、半周辺は「資本集約的生産」と

「労働集約的生産」とが一国の内部に均等に集積する場、あるいは

「資本集約的生産」の集積が中間程度の優位性をもつ場として規定さ

れるという。

10 とりわけ、台湾の高雄に設けられた「輸出加工区」が沖縄における

FTZとの比較において分析されていることは興味深い（山城, 1967）。

11 返還前の琉球政府も、沖縄の開発を志向していたことはいうまでもな

い。しかし、合州国の軍事的戦略による制約が大きく、その体系性

（およびその結果としての潜在的な実効性）においては返還後の日本

政府には及ばない。この点で、返還前には〈政治〉における「中核性」

はあらわれていなかったのではなかろうか。

12 保税制度とは、外国に再輸出する外国貨物、蔵置している外国貨物に

は関税および日本の消費税が課されない制度である。

13 このような役割期待の背景には、低賃金労働力を利用することによっ

て競争力を確保することがすでに困難であるという認識があったから

である。FTZの設置を調査・検討した沖縄県の「自由貿易地域審議会」

の1977年の答申には、すでにこのような認識が窺える。

14 三菱総合研究所（1994 : 63）が実施した調査によれば、アンケート調

査の対象となった本土企業の 86％が沖縄県への進出検討に関して、
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「検討する可能性は今後とも少ない」としている。

15 この際、「検討委員会」の報告書（1997）では、日本国内における産

業空洞化業種や資本集約度の高いハイテク型企業の企業立地が「基本

方向」として選択されている。特に、後者のタイプを誘致することは、

FTZ全県化構想が〈経済〉においても「中核性」を実現しようとして

いることを端的に示している。

16 ちなみに、県の経済部の試算では、「全県型」の方が「地域限定型」

よりも、雇用増加は10000人、工業出荷額は2400億円もより大きな効

果が見込まれることになっている。

17 従来の「輸出加工区」型のFTZへのオルタナティヴは、必ずしも全県

化型だけではない。FTZ全県化をめぐる論議の過程で、その他の構想

も提示された。例えば、大城（1998）は「フリーポート」型のFTZを

提起している。

18 この点を批判したものとしては、来間（1998 :181-185）、富川（1998）

などを参照。

19 県庁商工労働部でのヒアリング（98年10月20日）によれば、こうし

たことを背景として「関税ゼロ品目」の対象認定作業も難航したとい

う。

20 この原因としては、当時の重要イシューであった、普天間基地返還の

見返りとしての名護市海上ヘリポートの建設が、住民の反対によって

進展せず、合州国に対して“面目をつぶされた”政府が沖縄の経済開

発に消極的になったこともあげられる。

21 那覇FTZの活性化とFTZの拡大という課題に応える文脈でも、中城湾

にFTZを設置することは検討されていた（地域開発研究所, 1994）.

22 この点に関連して、那覇市役所でのヒアリングによれば、那覇市では

税制上の格差によって那覇FTZに悪影響が及ぶことを懸念しており、

那覇FTZにも中城湾のそれと同様の特別減税措置を適用することを要

請しようとしている。

23 このことに関連して、沖縄県では若年者の失業率が高いこともあって、
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若年労働者を雇用する場合には助成金の制度（「沖縄若年者雇用開発

助成金制度」）がある。

24 このことは、必ずしも民衆の厚生が政策的に達成されない点で、「周

辺的な」国家の場合と結果的には同様な事態があらわれている。しか

し、「周辺的な」国家がしばしば「権威主義的」性格をもち、そこで

はあらかじめ民衆の（厚生を実現しようとする）利害関心のインプッ

トを排除されていることとは質的に
．．．

異なっている。

25 県が行ったヒアリング調査では、例えば連合沖縄は「沖縄－本土間の

外航路」扱いに反対するとともに、雇用問題の関わりから労働団体の

意見を事前に聴くことを要望するにとどまっている（沖縄県経済部商

工課企画係）。

26 翻っていえば、これらの産業・企業は〈経済〉における「周辺性」が

存続することによって自らもはじめて存続できるのである。そのよう

な意味では、「周辺性」も「両義性」をもつといえよう。

27 ちなみに、県の産業政策室が行った、本土企業約3000社を対象にした

アンケート調査では、特別FTZに興味をもつ企業は「条件付き進出希

望」と回答したものを含めて、わずか5.6％にとどまった（98年7月23

日付沖縄タイムス）。
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