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授業の目標（Course Objectives） 

(1) 日本政治を比較政治学的な観点で捉えることができる。 

(2) 選挙制度が日本政治のあり方に及ぼした／及ぼしている影響について説明できる。 

(3) 日本における現実の政治家の行動や政党のあり方について，政治学的に説明できる。 

(4) 政治学の実証研究がどのようなものか説明でき，その結果を読み解くことができる。 

 

(1) Students will be able to understand Japanese politics through the lens of comparative politics. 

(2) Students will be able to explain the influence that electoral systems had/have on the state of Japanese politics. 

(3) Students will be able to explain politicians' behavior and the state of political parties in Japan from the perspective of 

political science. 

(4) Students will be able to explain what empirical political science studies are and interpret their results. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業の目的は，日本政治を政治学的にみる視点を身につけることです。 

 この授業では，日本政治を比較政治学的な観点で捉え，計量分析を中心とした実証研究の結果に基づいた議論を重視します。

個別具体的な知識は重視せず，時事的なトピックを直接解説することも基本的にはしません。 

 「政治過程論１」の授業では，最初に前提知識として日本政治の政策空間と戦後日本政治史の基礎について確認した上で，日

本政治研究において最も中心的なテーマの一つである選挙制度について詳しく解説します。後半は政党と政治家に関する話題

を扱います。 

 

The purpose of this course is to become able to see Japanese politics from a political science perspective. 

 In this course, I introduce the understanding of Japanese politics through the lens of comparative politics and put emphasis on 

arguments based on the results of empirical studies, especially quantitative ones. I do not emphasize specific knowledge of 

individual cases and, generally, do not provide direct explanations on the current topics of Japanese politics. 

 In the spring semester, I first give an outline of the policy space and the history of postwar Japanese politics as prerequisite 

knowledge and then explain in detail election systems, which is one of the most important issues in the study of Japanese 

politics. The second half of the course explains topics on political parties and politicians. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 政策空間 

3. 戦後日本政治の概説 

4. 選挙制度の基礎 

5. 中選挙区制 (1): M+1 ルール 

6. 中選挙区制 (2): 個人中心の選挙 

7. 中選挙区制 (3): 政党組織への影響 

8. 選挙制度改革 (1): 政党中心の選挙 

9. 選挙制度改革 (2): 政党組織への影響 

10. 選挙制度・補遺: 選挙制度不均一と定数不均衡 

11. 議員 (1): 属性と活動 

12. 議員 (2): 行動原理 

13. 利益誘導 

14. 野党 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習は特に必要ありませんが，1 週間以内に前回の内容を復習することが望まれます。知識の定着のためには少なくとも 1 時間

程度の復習が必要だと思われます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/小テスト(30%) 



小テストは毎回実施し，30 点を上限として総合点に加算します。 加点要素としてレポート課題を出します。データを分析すること

で，授業で扱った日本政治研究上の問いに答えるものです。ただし，データ分析が初めての人でも，授業内容を理解していれば

十分に対応できるものを出題します。20 点満点で採点して，総合点に加えます。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業内容の作成の参考にした著書や論文は配布資料に掲載します。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

スライドを使用した講義を行います。資料の配布，小テストの実施，レポートの回収に Blackboard を利用します。小テストの解答

と簡単な解説，筆記試験の講評は Blackboard で公開します。 

 

注意事項（Notice） 

 


