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フランコ体制末期・スペイン⺠主化期における
「⺠主主義」の多義性（1969-1979）：
性的諸マイノリティの社会運動を中⼼に

加藤 伸吾（慶應義塾⼤学）
2022年10⽉1⽇ ⽇本イスパニヤ学会 【⽂化Ⅰ】

⺠主主義の
多様な定義

• ⼿続き的⺠主主義 democracia
procedimental/procedural democracy：制
度
• 公正で定期的に実施される普通選挙（間

接的⺠主主義）
• 議院内閣制と⼤統領制

• 住⺠投票⺠主主義（直接的⺠主主義）
• 実質的⺠主主義 democracia

sustancial/substantial democracy：内実
• リベラルな思想の伝統
• ⺠主主義的な価値観
• ⻄欧中⼼主義的？
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⾃由⺠主主
義国家スペ
インの確⽴

• 1834年憲法
• ⾃由主義国家の確⽴

• 第⼀共和政（1873-1874）
• 復古王制（1874-1931）

• 選挙操作による擬似⼆⼤政党制とカシキスモ
• ⼀時的安定も代表性⽋如

• 第⼆共和政（1931-1939）
• 公正な普通選挙も政党乱⽴で不安定
• ⾰命的ゼネスト（10⽉⾰命）（1934）と内戦（1936-

1939）
• フランコ体制（1939-1975）

• 「有機的⺠主主義」→家族や職能団体などの「有機
的」単位

• スペイン⺠主化（1975-1978）
• 公正な普通選挙、1978年憲法と17⾃治州体制成⽴、

NATOと欧州統合加盟で現在まで
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スペインの
⺠主化と
⺠主主義

• スペイン⺠主化transición española：⼿続き
的⺠主主義の実現
• 1976年11⽉政治改⾰法とその後のフラン

コ体制解体
• 1977年6⽉総選挙
• 1978年12⽉現⾏憲法に対する国⺠投票

• ⺠主主義の成果（政治・経済）
• 1982年NATO加盟
• 1986年欧州共同体加盟
• 1992年五輪・万博
• 2000年ユーロ加盟
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先⾏研究と
分析枠組み

• 20世紀までのスペイン⺠主化研究は政治
学・政治史が主体で⼿続に焦点、21世紀
は歴史学主体、政治史から⽂化史・社会
史へ、焦点も価値や⽂化へ（Pasamar
2018、加藤 2023a）

• 価値観の⾯からの⺠主化と⺠主主義研究
（⼀般論）
• 60年代⽶国の政治⽂化論
• その後継：世界価値観調査

（ https://www.worldvaluessurvey.org/ ）
• 「解放emancipation理論」（Welzel 2014）
• これら枠組みから⾒たフランコ体制末期及び
⺠主化期は？
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世界価値観調査
（イングルハー
ト＝ヴェルツェ
ル図）における
スペイン
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https://www.worldvaluessurvey.org/
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世俗的価値観
secular values
（Welzel 2014, 
p. 132）
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解放的価値観
emancipative 
values（Welzel 
2014, p. 138）
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スペイン⺠主化期
社会運動の資源と
「解放的価値観」

Welzel 2014 Kato 2019 出典：R[年号]：『スペイン世論雑誌』F[年号]：FOESSA報告書（詳細別紙）

⾏動
資源

脱産業化 （そのまま
） △：第３次産業増も第２次に及ばず（De Miguel 1998）

⾼等教育の普及 （そのまま
） ○：⼤学⽣の数３倍（F1975:1960:62105→1972:187756）

ネットの普及 テレビ・新
聞

○：1968-9年頃テレビ著増（R1967:33%→1969:68%）新聞減（R1966→1973
）

価値観1
⼦供の
⾃律

a独⽴ （そのまま
）

×：「⼦供の交友関係管理すべき」「実家から独⽴すべからず」7割弱（F1975
）

b想像⼒ （そのまま
） △：信者減（F1970:98%→F1975:84%）不寛容減（R1966:62%→R1977:32%）

c従順さ データなし −：（aの逆？？）

価値観2
ジェン
ダー間
平等

a雇⽤機会

将来の⼥性
進出受容度

△or○：出典で異なる（F1975「家事は⼥性」77%⇔R1976経済的機会均等賛
成78%）

b教育機会 △or○：出典で異なる（F1975「⼥性には家政」62%⇔R1976教育機会均等賛
成91%）

c政治指導 △or○：経済的機会均等賛成78%（R1976）

価値観3
家族形
態選択
の⾃由

a同性愛 データなし −：「社会問題」としての同性愛（R1976）

b中絶 データ限定 −：対象が主婦限定では若⼲反対が上回る？（F1970）

c離婚 （そのまま
） ○：71.6%賛成（F1975）

価値観4
表現の
⾃由

a政府の意思決
定

（そのまま
） ○：55.4%「各⼈が政治に興味を持ちその責任を持つ⽅が良い」（R1976）

b職場の意思決
定

（そのまま
） ○：66%（F1970）、76%（R1971）

c表現の⾃由保
護

（そのまま
） △or○？：検閲反対52%、「国家による道徳管理反対」62%（R1976）
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スペイン⺠主化
とその後の⺠主
主義からこぼれ
落ちた価値観

• ジェンダー間平等
• ⼦供の権利
• セクシュアル・マイノリティの包摂
• 「国⺠的和解」のため黙殺された真実の

追求と責任の追及→歴史的記憶論争へ
（加藤 2009, 2023a, 2023b）
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世俗的価値観に
かかわるもの？

解放的価値観に
かかわるもの

（前スライド）
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ヴェルツェルに
よる「解放」の
展開（理念図）
(Welzel 2014, 
94)
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⺠主化過程とし
ての「解放」の
展開詳細図
（Welzel 2018, 
p. 37）
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→スペインは労働運動による労働環境改善の
ための政治的⾃由（表現・結社の⾃由と普通
総選挙）要求が主体、1977年総選挙実施後は
政治エリート主導の議会政治へ（Soto 2018）

→他の社会運動も存在
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⼥性運動・フェミニズ
ム運動の組織化
(Asociación «Mujeres en 
la transición 
democrática» 1999; 
Roca y Bermúdez 
Figueroa 2018 )

• 1960年代：「（部分的）⾃由化」と⼥性運
動の組織化

⼥性に関する社会学的研究セミナー／⼥性
⺠主主義運動（スペイン共産党系） ／スペ
イン⼥性⼤学⽣協会／主婦協会

• 1970年代：独裁解体から⺠主化、⼥性運動
からフェミニズム運動の組織化へ

多数の結社：⽂化促進協会／⼥性⺠主協会／⼥性
法曹協会／別居⼥性協会／フェミニストの会セミ
ナー／フェミニスト法曹の会／⼥性解放戦線／⼥
性問題研究⼤学協会／⼦の法的社会的平等のため
のシングルマザー協会／カスティーリャ家族計画
協会／スペイン起業家⼥性協会／フェミニズム推
進協会

• 要求：⼥性の社会的・⾝体的⾃由
→この実現こそが「⺠主主義」
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同性愛者の運動
（Petit 2004; Petit y 
Pineda 2008; Trujillo 
Barbadillo 2008; 
Gómez Beltrán 
2018）

• 1970年：性的平等のための同性愛嗜好者の
会結成

• 1971年：同性愛者解放運動結成
• 1972年：「危険分⼦と社会復帰に関する法

律Ley de Peligrosidad y Rehabilitación 
Social（LPRS）」
• まだ「危険分⼦」「治療の対象」扱い

• 1977年：「国⺠的和解」の象徴とされる特
赦法（Kato 2015）の対象外

• 1978年：特赦法改正要求の社会運動
• 1979年：LPRS廃⽌
• 1995年：刑法改正刑法改正：⼈種や性的指

向を理由としたヘイトスピーチへの罰則規定
→差別の解消が「⺠主主義」
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⼦供の権利
• 国際法主導
• 1956年：国連、ILOに加盟
• 1973年：最低年齢条約（国際労働機関

（OIT/ILO））→18歳
• 1989年：⼦供の権利条約（国連（⼈権委

員会））
• 先⾏研究の不在？
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⺠主化後の
ジェンダー・
家族・性的少
数者関連⽴法

• 1979年：LPRS廃⽌
• 1981年：離婚合法化
• 1985年：中絶合法化
• 1995年：刑法改正：⼈種や性的指向を理

由としたヘイトスピーチへの罰則規定
• 2006年：同性婚合法化
• （2007年：「歴史的記憶法」）
• 2010年：中絶規制の緩和
• 2015年：中絶規制の再強化
• 2022年：中絶規制の再強化取消と緩和
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性別や性的指向による
差別の撤廃、⾝体的・
社会的⾃由の実現こそ

「⺠主主義」
その実現無くしては
「⺠主化」は未完
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おわりに • マイノリティによる社会運動のアジェンダ・
セッティング機能（Walgrave and 
Vliegenthart 2019）→⺠主化後⻑期に作⽤

• それぞれの「新しい社会運動（仏社会学
者Ａ・トゥレーヌ）」の詳細な歴史学的
研究（巨視的・微視的）のさらなる蓄積
• マイノリティの思いを受け継いできた⼈々
を記録と記憶にとどめるために

• 歴史認識論争を⺠主化の諸理論にどう組み込
むか（Welzel 2018; 飯⽥ 2018; 加藤
2023b）→内戦・独裁犠牲者の尊厳回復が
「⺠主主義」

• 最後の（？）課題：世俗的価値観をどうする
か→政治（⺠主主義）と宗教（真実）の問題
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¡Muchas gracias!
Moltes gràcies!
Eskerrik anitz!
Moitas grazas!

shingo.katoo@gmail.com
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