
　日本公共政策学会では今年度から年報に「学界

展望」欄を設け，前年中に刊行された会員の研究

業績を一定の基準に基づいて分類し，知的共有財

産として広く社会に公表することとなった。その

基準は，当然のことながら，多種多様な分野の公

共政策に共通の分
０
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化をめざすという，学問としての公共政策学ひい

ては本学会のそもそもの存在理由と社会的使命に

適合したものでなければならない。それがいかな

るものであるのか，それを検討すること，それ自

体が学問としての公共政策学ИЙ厳密には，「公

共政策学原論」ИЙの最重要検討課題なのである

が，ここでは以下の八つの研究領域を設定し，そ

のいずれかに会員の研究業績を分類することとし

た。われわれはもとより研究領域のかかる設定が

ベストであるとは考えていない。それどころか，

大いに改良の余地があるだろうと覚悟している。

ご意見，ご批判を賜れば幸いである。

　さて，第 1の研究領域は「公共政策学原論・総

論」すなわち学問としての公共政策学それ自体の

存在理由，固有の研究課題，研究方法などについ

ての原理的研究である。ここに一括されるのは，

①政策類型ないしストック・ストラテジーについ

ての研究，②法的思考や政治的思考から区別され

るものとしての政策的思考（政策マインド）につ

いての研究，③公共政策教育・公民教育のための

理論や方法についての研究，④分析ツールやモデ

ルの研究，⑤学説史，⑥概論・解説書，などであ

る。第 2は「政策理念・政策規範」であり，ここ

には，自由，平等，正義，自治，環境保全，社会

厚生をはじめとする公共的諸価値や政治社会のグ

ランド・デザインについての研究，公共哲学に関

する研究などが含まれる。第 3の研究領域は，政

策過程の実証的研究，政策過程を理解し改善する

ための理論やモデルの研究，公共政策のありよう

を決定的に左右する政治過程についての研究など

からなる「政策過程・政治過程」である。第 4は，

政策過程を規定し制約する「制度」（ ��������

����）に着目し，その機能やパフォーマンスを分

析し，あるいは制度改革のあり方を探求しようと

する「制度分析・制度改革」である。第 5は，

「政策アクター」すなわち議会，首相，内閣，議

員，官僚，利益団体（公益団体を含む），	
�/

	��，一般有権者（世論），マスメディアなど，

政策過程において重要な役割を果たすアクターの

思考や行動についての研究である。第 6は「政策

分析・政策デザイン」，すなわち特定政策分野の

個別具体的な公共政策の実質つまり中身に着目し，

その有効性，費用対効果，倫理的妥当性などを分

析・評価しようとする研究や，その分析に基づい

て改善策をデザインし提唱しようとする研究であ

る。第 7の研究領域は「政策法務」，すなわち政

策の法制化のための理論と技法についての研究で

ある。最後は「国際公共政策」，すなわち国際社

会にとって共通の，そして各国の主権に対するさ

まざまな程度とさまざまな強度の制約を含む国際

社会の協働によってしか有効な対処をなし得ない，

その種のいわゆる国際公共問題に取り組むための
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理論・制度・手法などを考察しようとする研究で

ある。

　以下，2003 年中（1月～12 月）に会員によっ

て公刊された研究業績を上記のような基準に従っ

て整理・分類する。ただ，最初にお断りしておか

ねばならないが，以下に整理・提示する業績リス

トは会員の研究動向の実態を必ずしも正確に伝え

るものでない。「学界展望」元年の今回は，準備

不足や 
不足などのため，会員諸兄からご申告

いただいた研究業績の点数が残念ながらそれほど

多くなかったからである。ごく限られた時間の中

で記事を作成せざるを得なかったため，不適切な

領域への分類もあるかもしれない。また，スペー

スの制約のため個々の作品に対する評価やコメン

トを加えることもできなかった。どうかご容赦い

ただきたい。

1.　公共政策学原論・総論

【単行本】 足立幸男・森脇俊雅（編）『公共政

策学』（ミネルヴァ書房），岩崎正洋他（編）『政

策とガバナンス』（東海大学出版会），進藤榮一

（編）『公共政策への招待』（日本経済評論社），塚

原康博『人間行動の経済学ИЙ実験および実証分

析による経済合理性の検証』（日本評論社），坪郷

實（編）『新しい公共空間ИЙ市民活動の営みか

ら』（日本評論社），平野浩他（編）『アクセス　

日本政治論』（日本経済評論社），�������

����'����┼ et. al┻（���┻）┼ Japan’s Road to

Pluralism: Transforming Local Communities

in the Global Era┼ ����� ������ ��� ��������

������  !����"�， 細野助博（編）『政策学入

門』（東洋経済新報社），松本正生『世論調査のゆ

くえ』（中央公論新社），松下圭一『シビル・ミニ

マム再考ИЙベンチマークとマニフェスト　地方

自治土曜講座ブックレット』（公人の友社），村山

皓『日本の民主政の文化的特徴』（晃洋書房），山

口定他（編）『新しい公共性』（有斐閣）

【論文】 縣公一「公共政策大学院の可能性」

（人事院月報 3月号），同「専門職大学院と人材養

成」（都市問題研究），足立幸男「ディシプリンと

しての公共政策学」（前掲『公共政策学』），同

「政策デザインにおける政策学的思考ИЙ学とし

ての公共政策学の成立可能性」（公共政策研究 3

号），大串正樹「知識国家の構想」（野中郁次郎他

『知識国家論序説ИЙ新たな政策過程のパラダイ

ム』（東洋経済新報社）），田辺智子「プログラム

評価の手法概観」（	��政策研究 16 巻 5 号），

辻中豊「変わる「コネ」社会　日本」（伊藤光利

編『ポリティカル・サイエンス事始め　新版』

（有斐閣）），細野助博「開かれたスマートコミュ

ニティー素描」（計画行政 26 巻 2 号），宮崎徹

「ボランタリー経済と公共空間」（前掲『新しい公

共空間をつくる』），森脇俊雅「公共選択の公共政

策論」（前掲『公共政策学』），山川雄巳「民主主

義の下での政策デザイン」（前掲『公共政策学』）

2.　政策理念・政策規範

【単行本】 中谷猛他（編）『ナショナル・アイ

デンティティ論の現在ИЙ現代世界を読み解くた

めに』（晃洋書房），長谷川公一『環境運動と新し

い公共圏』（有斐閣），諸富徹『環境』（岩波書店）

【論文】 麻野雅子「共同体主義の政策理念」

（前掲『公共政策学』），足立幸男「リスクと将来

世代に対する責任」（前掲『公共政策学』），五十

嵐敬喜「ポスト公共事業社会への移行」（岡本義

行編『政策作りの基本と実践』（法政大学出版

局）），石田徹「福祉政策を巡る国家・社会像」

（前掲『公共政策学』），宇野義則「レオン・ガン

ベッタの地方自治概念」（地域公共政策研究 7号），

大矢吉之「熟議民主主義論の展開とその政策理

念」（前掲『公共政策学』），佐野亘「環境政策の

理念ИЙリベラリズムは環境問題を解決しうる
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か」（前掲『公共政策学』），山崎克明「地域コミ

ュニティの再構築と＜地域協治＞の模索」（北九

州市立大学北九州産業社会研究所（編）『21 世紀

型都市における産業と社会ИЙ北九州のポストモ

ダンに向けて』（海鳥社））

3.　政策過程・政治過程

【単行本】 榎並利博『電子自治体実践の手引

き』（学陽書房），同『住基ネットで何が変わる

か』（ぎょうせい），桑原英明他（編）『自治体行

政評価の基礎』（創開出版社），古川俊一他（編）

『公共部門評価の理論と実際』（日本加除出版），

同『行政評価実践ゼミナール』（ぎょうせい）

【論文】 伊藤修一郎「まちづくりのモデルはど

こかИЙ共同通信社調査から読み解く自治体間の

相互参照」（社会情報学研究 7号），同「自治体政

策過程における相互参照経路を探るИЙ景観条例

のクラスター分析」（公共政策研究 3号），同「コ

モンズのルールとしての景観条例ИЙいつ，どこ

で，行政指導は機能するか」（『性と政治　日本政

治学会年報』），同「群馬県内市町村景観条例制定

過程における相互参照と情報の役割」（群馬大学

社会情報学部研究論集 10 集），同「景観まちづく

り条例の展開と相互参照」（自治研究 79 巻 3 号），

岡本哲和「政策終了理論ИЙその困難さと今後の

展望」（前掲『公共政策学』），加藤淳子「2000 年

総選挙後の日本における政策と政党間競争」（レ

ヴァイアサン 33 号），河村和徳「地方政治の趨勢

と統一地方選挙の課題」（都市問題 94 巻 11 号），

窪田好男「政策評価論」（前掲『公共政策学』），

清水唯一朗「隈板内閣下の総選挙ИЙ与党内の候

補者調整を中心に」（選挙研究 18 号），同「文官

任用制令制定の政治過程」（法学政治学論究 59

号），世木義之「首都機能移転問題の経緯と国会

論議ИЙ参議院の国会等移転特別委員会」（立法

と調査 238 号），田村秀「イギリスにおける公選

首長制の導入と 2002 年統一地方選挙（上）（中）

（下）」（自治研究 79 巻 3 号，4号，8号），坪郷實

「公共政策における合意形成の一動向ИЙヨーロ

ッパ，ドイツの事例をもとに」（月刊自治研 6月

号），辻中豊「政策過程とソーシャルキャピタル」

（前掲『公共政策学』），西出順郎「地方自治体に

おける行政評価の実際と新しい評価者モデル」

（日本評価研究 3巻 2号），古川俊一「評価運用上

の死角とその克服」（自治フォーラム 527 号），同

「	
#レジームにおける自治体職員の意識構造

ИЙ評価の受容態度と制度設計」（行政管理研究

101 号），同「民営化と 	
#は公共的事業の究

極の到達点か」（公営企業 9月号），武藤博巳「政

策プロセスの考え方」（前掲『政策作りの基本と

実線』），森田朗「地方分権改革の政治過程ИЙ

『三位一体改革』と地方分権改革推進会議」（レヴ

ァイアサン 33 号）

4.　制度分析・制度改革

【単行本】 今川晃（編）『自治体の創造と市町

村合併』（第一法規），片木淳『地方主権の国　ド

イツ』（ぎょうせい），自治分権ジャーナリストの

会（編）『「三位一体改革」とマニフェストが日本

を変える』（公人の友社），西川伸一『この国の政

治を変えるИЙ会計検査院の潜在力』（五月書房），

東田親司『現代行政と行政改革』（芦書房），古川

俊一『住民参政制度ИЙ最新地方自治法講座』

（ぎょうせい），増島俊之『行政改革の視点と展

開』（ぎょうせい），武藤博巳『入札改革』（岩波

書店），森田朗（編）『分権と自治のデザイン』

（有斐閣），同（編）『住民投票が拓く自治』（公人

社）

【論文】 縣公一「ドイツ公務員制度の概要と最

近の状況ИЙ2002 年の制度改革を概観して」（日

本 �$�協会編『欧米の公務員制度と日本の公務

員制度』（�$�協会）），阿部圭宏「	
�に対する

足立：学界展望
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行政の支援の現状と課題」（都市問題研究 55 巻

10 号），一圓光弥「イギリスの国民保健サービス

制度とその運営主体の発展」（海外情報 59 号），

同「高齢社会と社会保障の危機ИЙ医療保険改革

を中心に」（季刊ひょうご経済 80 号），今井照他

「市町村合併に伴う選挙区制度に関する研究ИЙ

郡山市といわき市の経験から自治体内自治組織の

可能性について検証する（上）（下）」（自治総研

294 号，295 号），同「市民参加の論点」（地方自

治体職員研修臨時増刊号 74），今川晃「自治体内

分権のあり方」（木佐茂雄他編『分権の光　集権

の影』（日本評論社），同「市町村合併における情

報と住民参加」（都市問題 94 巻 2 号），江上能義

「ブレア政権下の地域分権（2）」（政策科学・国際

関係論集 6号），佐藤俊一「都道府県の連合的自

治体論」（法学新報 110 巻 3・4 号），同「公職選

挙法と新たな自治体選挙法の形成」（選挙研究 18

号），同「構造改革特区制と自治体の地域政策」

（月間自治研 45 巻 23 号），曽我謙悟「90 年代の

行政改革と政治・行政システムの変容」（季刊行

政管理研究 104 号），田辺智子「米国 90 年代の行

政改革」（レファレンス 635 号），西川伸一「官僚

技官の旧弊とその打破の道」（オルタ・フォーラ

ム %編『希望のオルタナティブ』（白順社）），西

山慶司「政府部内におけるエイジェンシー化と統

制の制度設計ИЙ日英比較による 	
#の理論と

実際」（公共政策研究 3号），東田親司「公務員制

度改革の論点」（大東法学 42 号），藤田由紀子

「日本の技官制度（3完）」（季刊行政管理研究 101

号），同「公務員制度改革における技官と専門性」

（年報行政研究 38 号），同「英国公務員制度にお

けるスペシャリスト」（専修法学論集 88 号），

&�� #�������┼ �������� 
�'��� ��(��������

���� ��� �� ���������� �� 	�) 
�'��� #���

�"�(���┼ Ritsumeikan Law Review, Interna-

tional Edition┼ 	�┻ 20，堀雅晴「協働社会にお

ける組織と人事ИЙ新法学パラダイム創造へ」

（地方自治職員研修 2月号），堀真奈美「医療保険

制度改革と保険者機能」（丸尾直美・藤井良治編

『医療制度改革の論点』（社会経済生産性本部）），

水谷文彦「内閣機能強化に関する一考察ИЙその

歴史的概観と展望について」（法政大学大学院紀

要（政治学専攻）3月号），村山皓「公共性と市

民的積極参加の制度デザイン」（前掲『新しい公

共性』），森田朗「『三位一体改革』と地方共同税」

（法律時報 11 月号），同「地方分権改革の理念と

方向に関する一考察」（自治研究 79 巻 12 号），山

口道昭「『調査する職員』と地方公務員制度改革

の課題（上）（下）」（自治研究 79 巻 8 号，10 号）

5.　政策アクター

【単行本】 大山礼子『国会学入門　第 2版』

（三省堂），同『比較議会政治論ИЙウェストミン

スターモデルと欧州大陸型モデル』（岩波書店），

田村秀『市長の履歴書』（ぎょうせい），楢原真二

『北九州 	
�ハンドブック』（	
�法人夢つむ

ぎ），原彬久『岸信介証言録』（毎日新聞社）

【論文】 �*�#� ����+�┼ ,�� 
�'��� ����

-��� ��-������� �� �����: �� 	
� �� �"���

�� � 
������ ? Keio Journal of Politics┼ 12），

岡本哲和「政治家のホームページスタイルИЙ衆

議院議員ウェッブサイトについての数量分析の試

み」（選挙学会紀要 1号），佐藤克廣「道州制の制

度設計ИЙ地方制度調査会での議論を中心に」

（季刊行政管理研究 104 号），焦従勉「�,�紛争

処理メカニズムと民間団体の役割ИЙアメリカ，

 �，中国の鉄鋼セーフガード措置をめぐって」

（日本公共政策学会 2003 年度研究大会報告論文

集），田嶋義介「各地に見る住民自治活動と都市

内分権」（都市問題 94 巻 4 号），田村秀「市長の

経歴に関する実証的研究」（年報行政研究 38 号），

,�#�� ���"���┼ ,��  (��"���� �� 	
�'�

��� ��� �(���������� ��� $���� ��-�������┼ ��
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Japan’s Road to Pluralism，辻中豊「政党と利

益団体・圧力団体」（北村公彦編『現代日本政党

史録 3　55 年体制前期の政党政治』（第一法規）），

,����	��� *���+�┼ ���( .�-����(��� ��

#������/: �����'� ��-�� ������/ ��"���0��

����� �� ��(������-� 
��������-�┼ �� ����+ �┻

���)���0 ��� ����� �┻ 
����（���┻）┼ The

State of Civil Society in Japan┼ ��('���"� �
，

中村宏「世界各国の女性政治家ИЙ地域別比較」

（神戸学院法学 32 巻 4 号），同「『アジア的価値』

とアジアの女性政治家の類型学」（神戸学院法学

33 巻 2 号），水野均「日米安保条約の締結と朝日

新聞」（千葉商科大学論叢 41 巻 3 号），宮崎徹

「まちづくりと公共空間」（前掲『新しい公共空間

をつくる』），山崎克明「英国カーディフにおける

政府とボランティア団体とのパートナーシップ・

システム」（北九州市立大学北九州産業社会研究

所『地域づくりに関する比較研究Ⅱ』），同「北九

州市における 	
�市民社会の形成」（前掲『地

域づくりに関する比較研究Ⅱ』）

6.　政策分析・政策デザイン

【単行本】 一圓光弥（編）『医療保障論ИЙ現

状・課題・展望』（光生館），井上英夫『高齢化へ

の人類の挑戦ИЙ国連・高齢化国際動計画 2002』

（萌文社），鵜飼康東（編）『銀行業情報システム

投資の経済分析』（多賀出版），榎並利博『住基ネ

ットで何が変わるか』（ぎょうせい），岡本祥浩他

『欧米のホームレス問題（下）』（法律文化社），岡

本哲和『アメリカ連邦政府における情報資源管理

政策ИЙその様態と変容』（関西大学出版部），

��,� ���+�┼ Regressive Taxation and the

Welfare State: Path Dependence and Policy

Diffusion┼ ��('���"� �
，真野俊樹『医療マー

ケティング論』（日本評論社）

【論文】 ���,� ������┼ .���"������� ��

,�����((���������� ��� 	�� �"������� ��

�������� �� �����┼ �� ������  ┻ 1�������┼ et.

alχ┼ Internet, Economic Growth, and Global-

ization: Perspectives on the New Economy in

Europe, Japan, and the USA┼ �����"�� 2����"，

縣公一「情報通信部門への規制政策ИЙその展開

と展望」（早稲田大学政治経済学雑誌 350・351 合

併号），板倉裕子「�,技術者と日本ИЙ在留資格

『技術』をめぐる最近の状況」（帝京大学情報処理

センター年報 5巻）， ��&� 	 #����/�┼ 	�)


�������� �� ������ ��������� ������'����� ��

������ �� ��� ����"��" $�'�� #��+��: ���(

��(��/ �� ����-����� ����������� �� ������ ���

�������┼ Kansai University Review of Eco-

nomics┼ 	�┻ 5，井上英夫「高齢者の人権と第 2

回高齢化世界会議」（『21 世紀における社会保障

とその周辺領域』編集員会編『21 世紀における

社会保障とその周辺領域』），岩崎利彦「カナダに

おける薬剤給付制度と薬剤費抑制策」（前掲『医

療保障論ИЙ現状・課題・展望』），同「カナダの

公的健康保険に患者負担がないことの意義」（カ

ナダ研究年報 23 号），大串正樹「実践知に基づく

教育施策の創造ИЙ金沢市小学校英語活動の事例

研究」（計画行政 26 巻 3 号），同「知識創造とし

てのカリキュラム開発ИЙ金沢市小学校英語活動

の事例研究」（カリキュラム研究 12 号），岡嶋裕

史「電子自治体共通フレームワークによる電子社

会システムの改善」（関東学院大学経済経営研究

所研究年報 2003），岡本祥浩「地域におけるホー

ムレス支援の構造」（社会政策学会誌 10 号），櫻

川明巧「日米地位協定の運用と変容ИЙ駐留経

費・低空飛行・被疑者をめぐる国会論議を中心

に」（本間浩他『各国間地位協定の適用に関する

比較論考察』（内外出版）），焦従勉「構造改革期

における貿易政策試論ИЙ日中貿易摩擦の分析か

ら」（社会システム研究 6号），田嶋義介「懸命に

自立を模索する有機の里　島根県柿木村」（月刊
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自治研 45 巻），塚原康博「社会的入院と高齢者医

療・福祉政策」（明治大学社会科学研究所紀要 41

巻 2 号），同「公共事業と社会福祉サービスの生

産・雇用誘発効果の比較分析ИЙ拡大レオンチェ

フ乗数を用いた産業連関分析」（公共政策研究 3

号），楢原真二「アメリカ合衆国における 
�� 

の発展ИЙアメリカの高齢者介護政策におけるデ

モンストレーション」（北九州市立大学法政論集

30 巻 1・2 合併号），西岡晋「医療給付制度改革

の政策レジーム分析」（公共政策研究 3号），野崎

道哉「地域マクロ経済モデルによる岩手県経済の

分析」（総合政策 4巻 2号），濱賀裕子「政策転換

の契機と政策システムИЙ被爆者援護政策を中心

に」（法学研究 75 号），福井秀夫「首都機能移転

論の再検証」（自治研究 79 巻 4 号），同「オフィ

ス床過剰問題に対して土地利用規制・土地税制が

果たすべき役割は何か」（日本不動産学会誌 65

号），同「都市計画と景観の非整合性を質すИЙ

マンション紛争激化を背景に」（  不動産経済

76 号），福井秀樹「規制政策のデザインИЙ競争

入札制の取引費用分析」（前掲『公共政策学』），

同「官公庁による情報システム調達入札」（会計

検査研究 29 号），福田弘「都市の外部性と公共交

通」（都市と公共政策 28 号），藤原淳一郎「公営

ガス事業の民営化の課題」（公益事業研究 55 巻 2

号），古川俊一「地域政策と公共経営」（日本地域

政策研究　創刊記念号），細野助博「少子高齢化

時代の郊外居住ИЙまちを変える住宅政策」（多

摩ニュータウン研究 5号），同「審議会型政策形

成と情報公開の意義ИЙ「決定の質」の政策分

析」（公共政策研究 3号），堀真奈美「医療におけ

る情報化と市場機能」（香川敏幸・小島朋之編

『総合政策学の最先端 Ⅳ』（慶應義塾大学出版

会）），真野俊樹「医療機関の資金調達と課題」

（季刊社会保障研究 39 巻 2 号），同「健康不安か

らの脱却と消費」（医療マネジメント学会誌 3巻

3号），宮崎徹「技術変化の現状と意義ИЙモジ

ュールを中心に」（叶芳和編『産業空洞化がどこ

まで進むのか』（日本評論社）），吉田しおり「わ

が国における医療と福祉の連携の可能性につい

て」（前掲『医療保障論ИЙ現状・課題・展望』），

同「プリンシパルЁエージェント問題における

�������" ���������」（龍谷大学経営学論集 42

巻 4 号），吉本多栄子「男女共同参画社会実現へ

向けての雇用や政策並びに意思決定過程側面から

の考察と提言」（神戸女学院大学論集 49 巻 3 号），

*��&�#�,� ,��+�┼ 
�)�� �� ��� $����

��-���(����: ,�� ��'� ������������� 
���

��� ��� .���������0����� 
����/┼ Kobe College

Studies┼ 146）

7.　政 策 法 務

【単行本】 阿部泰隆『政策法学講座』（第一法

規），北村喜宣（編）『行政課題別条例実務の要点

（加除式）』（第一法規），鈴木庸夫『政策法務の理

論と実践（加除式）』（第一法規），山口道昭他

（編）『政策法務テキスト』（第一法規）

【論文】 佐藤克廣「政策評価制度の条例化ИЙ

現状と課題」（月刊自治フォーラム 522 号），同

「住民参加制度の条例化ИЙ最近の傾向と課題」

（地方自治職員研修臨時増刊 74 号），藤原淳一郎

「続・どうなる「もんじゅ」ИЙもんじゅ控訴審

判決の法的論点を分析する」（月間エネルギー 5

月号），山口道昭「条例による行政への転換」（前

掲『分権の光・集権の影』（日本評論社）），同

「条例制定の実践」（北村喜宣編『ポスト分権改革

の条例法務ИЙ自治体現場は変わったか』（ぎょ

うせい））

8.　国際公共政策

【単行本】 宮脇昇『��� 人権レジームの研

究』（国際書院）
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【論文】 板倉裕子「�,革命とサイバー戦略論

ИЙ21 世紀の情報戦」（石井貫太郎編『国際関係

論のフロンティア』（ミネルヴァ書房）），臼井陽

一郎「 �環境立法の展開と共通意味世界の構成

ИЙ社会構成主義の観点から」（新潟国際情報大

学情報文化学部紀要 6号），同「 �の特異性と

規範の進化」（社会科学研究 54 巻 1 号），����

*�������┼ .�-������"  �-����(����� 	��(�

�� ���  ������� �����┼ European Law Jour-

nal┼ -��┻ 9┡1; #�*����� 	�'���┼ &�(��

��"���┼ .�(������0�����┼ ��� 
��-����-� .��

���(��/ �� ��,� &����┼ Containing Conflict:

Cases and Preventive .����(��/┼ ��� ; 小松

潔他「国際条約に見る森林管理の方向性」（井上

真『アジアにおける森林の焼失と保全』（中央法

規出版）），宮脇昇「ベラルーシ民主化問題と

��� 」（ロシア・東欧学会年報 31 号），同「レ

ジームと消極的アクター」（国際政治 132 号）

(文責：　足立幸男)
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