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This article examines from a theoretical perspective how informal 
institutions are discussed in feminist institutionalism. This paper evaluates 
feminist institutionalism in that it emphasizes the importance of informal 
institutions. However, the paper points out theoretical problems with the 
change of informal institutions and with the difference between “informal 
institutions” and “structures”. This paper then presents solutions for these 
issues.

１．はじめに

⑴　本稿の問題意識
　本稿の目的は、政治学におけるジェンダー研究（以下、「ジェンダーと政
治」研究と表記する）で近年注目を集めているフェミニスト制度論が、イン
フォーマルな制度についてどのように論じているのかを批判的に検討するこ
とである1。

1 本稿はこのような目的を設定しているため、社会学や経済学をはじめとする隣接諸分
野との連関を意識しつつも、政治学における一分野としての「ジェンダーと政治」研
究を念頭に置いたうえで議論を展開している。ただし、隣接諸分野における重要な議
論に関しては適宜引用している。
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　「ジェンダーと政治」研究は、女性の過少代表研究や福祉レジーム研究を
中心として、1990年代以降盛んに行われるようになっている。しかしなが
ら2000年代後半になると、これまでの「ジェンダーと政治」研究のアクター
中心的性質ないし構造中心的性質を批判する形で、制度中心的アプローチを
自覚的に採用するフェミニスト制度論（Feminist Institutionalism）が提唱さ
れるようになった。ここでフェミニスト制度論とは、政治学における新し
い制度論を2、フェミニズムおよびジェンダーの観点から再検討する理論を指
している（e.g. Kenny 2007）。こうしたアプローチを主張する研究者たちは、
「制度が重要である」という新しい制度論の主張を受容しつつも、一見ジェ
ンダー中立な制度にジェンダー規範が組み込まれているために、政治領域に
おけるジェンダー不平等が再生産されていると強調する。
　ここで確認しておくべきは、「フェミニスト制度論」というラベルが用い
られていることの意味である。まず、この理論が「フェミニスト」制度論と
位置づけられているのは、政治学におけるこれまでの制度論（合理的選択制
度論、歴史的制度論、社会学的制度論、言説的制度論）がジェンダー概念を
真摯に受け止めておらず、一見ジェンダー中立な制度が、男女の間に異なる
影響を及ぼすメカニズムを見逃してきたことに対する問題意識を有している
からである。これらの諸理論に対してフェミニスト制度論は、そうした制度
のメカニズムを捉えるために、ジェンダー概念を中心に据えた議論を展開し
ている。
　そしてこの理論がフェミニスト「制度論」と位置づけられているのは、こ
れまでのジェンダー研究が家父長制のようなマクロな構造を重視するか、あ
るいは、女性議員や女性運動のような個別のアクターを重視するかのいずれ

2 新しい制度論とは、政治現象は、観察可能な個々のアクターの行動ないし選好を集計
したものとして説明できると考えていた1980年代までの政治学に対抗して、政治ア
クターの行動を制約する制度に着目することを主張した理論を指している。「新しい
制度論」と一口に言っても、その内部には多様性が存在しており、現在では合理的選
択制度論、歴史的制度論、社会学的制度論、言説的制度論に類型化されることが一般
的である。そして近年では、「ジェンダーと政治」研究からフェミニスト制度論が提示
されており、本稿が検討の対象とするのは、まさしくこのフェミニスト制度論である。
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かであったために、メゾレベルの制度が果たす役割については十分に検討さ
れていなかったことに対する問題意識を有しているからである。こうしたこ
れまでの研究に対してフェミニスト制度論は、制度、すなわち「フォーマル
およびインフォーマルな『ゲームのルール』」（Chappell and Waylen 2013, p. 

599）を中心に据えた議論を展開している。
　ここで「ゲーム」とは、「他者とのかかわりの中で行われる人間のすべて
の活動」（建林他 2008, p. 38）を意味する比喩表現である。つまり「ゲーム
のルール」としての制度は、経済学者であるダグラス・ノースが定式化して
いる通り、「人々によって考案された制約であり、人々の相互作用を形づく
る」（North 1990, p. 3=1994, p. 3）ものである。要するに制度とは、諸個人間
の相互作用のあり方を制約するルールのことを意味しているのである。より
具体的に言えば、「どのような行動が必要とされ、禁止され、そして許容さ
れるのかに関する共有された決まり（prescriptions）」（Ostrom 2011, p. 7）と
表現することもできるであろう。例えば「結婚」という制度は、どのような
人々が婚姻関係を結ぶことができるのか（できないのか）、そのためにはい
かなる手続きが必要なのか、そしてそのことによってどのような権利と義務
が生じるのか、といった点を規定している（cf. 建林他 2008, pp. 38‒39）。
　ここで重要なのは、構造（structures）と制度（institutions）の区別につい
てである。フェミニスト制度論の研究者の中には、２つの用語を互換的に用
いている論者も散見される。しかしフェミニスト制度論の問題意識に立ち返
るのであれば、ひとまずは両者を区別しておくことが重要である。そもそも
フェミニスト制度論以前の研究においては、家父長制（patriarchy）もしく
は家父長制的国家（patriarchal state）という、マクロで普遍的な構造が全体
論的に理解されたうえで、そうした構造が男女間の不平等をもたらしている
とされていた（Krook and Mackay 2011, p. 2）。ルイーズ・チャッペルによれ
ば、このようなマクロな家父長制を想定するようなタイプの議論は往々にし
て、「国家は女性を抑圧するように常に作用している一枚岩である」という
前提や、「国家は男性の利益のみを代表している」という前提に基づいてい
る（Chappell 2002, p. 11）。このような前提が問題であるのは、国家間および
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政策領域間の多様性や制度の変化可能性を説明することができないからであ
る（左髙 2021, pp. 117‒118）。
　こうした議論の典型として、フェミニスト制度論によって批判的に言及さ
れるのが、キャサリン・マッキノンの国家論である（MacKinnon 1989）。ヨ
ハンナ・カントーラとエマヌエラ・ロンバルドによれば、マッキノンは女性
を抑圧する本質的構造として国家を概念化しているために、「乗り越えられ
ない（insurmountable）家父長制的構造の犠牲者」や「国家および男性支配
の犠牲者」（Kantola and Lombardo 2017, p. 81）としてしか女性を理解してい
ない。それゆえに構造中心的な研究は、そうした支配に抵抗しようとする女
性の行為能力を把握できないという問題点を有している（cf. Montoya 2016, 

p. 376）。こうした研究動向に対する問題意識からフェミニスト制度論は、国
家が本質的に家父長的構造として規定されているという理論構成をもはや採
用することはない。
　構造と制度を分かつ点は多く存在し、あくまでも相対的な話ではあるが、
ここでは４点挙げておこう。第１に分析のレベルが異なる。すなわち構造
はマクロなレベルで理解されるのに対して、制度はメゾレベルで把握され
る（Montoya 2016, p. 370）。第２に、構造はあまりにマクロな概念であるた
めに実際の分析において捉えることが非常に困難であるのに対して、制度は
大抵の場合観察可能であるため実証的ないし経験的に研究することが可能で
ある3。第３に、構造はアクターの行動を強度に規定するため、その行為能力
には注意がほとんど払われない一方で4、制度はアクターを制約するものの、
その行為能力が否定されているわけではなく、むしろアクターが制度に働き

3 ただし「インフォーマルな制度」をも射程に入れる場合には観察可能性に関する問題
が生じることになる。この点については、第３章で言及する。

4 なお山根純佳は社会学の文脈において、性別分業の再生産メカニズムに関する説明を
「物質構造決定論」と「主体選択論」の２つに分類しているが、前者の代表例として
はマルクス主義フェミニズムを挙げている（山根2010, pp. 4‒8）。山根が「物質構造
決定論」と呼ぶタイプの諸議論は、本稿が「構造中心的」な研究として位置づけてい
る議論と通底しているといえるだろう。
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かけるという側面も重視される（Lowndes 2017, p. 61）。第４に変化可能性の
理解についても異なる5。すなわち構造は安定的に支えられているために革命
や戦争などの例外を除けば変化することはめったにない一方で、制度はアク
ターの試みによって変えていくことが可能である（Montoya 2016, p. 369）。
　もちろん、構造を重視するアプローチがメゾレベルの制度を扱ってこな
かったわけではない。しかしそうしたアプローチにおける「制度」は、建林
（1999）が述べるところの構造的制度論における「制度」の位置づけと類似
していたように思われる。すなわち、「一般に社会科学における構造的アプ
ローチとは ､構造 ､すなわち何らかのパターン化された物質的拘束から社会
の諸現象を説明しようとするアプローチであるということができるが ､構造
的制度論においては ､制度をある種の物理的 ､物質的拘束と捉え ､そこから
ダイレクトに政治的帰結を導きだそうとする ｡……またそうした物質的拘束
としての制度は全体論的（holistic）に把握される」（建林 1999, p. 75）。しか
しながら、こういった前提に基づいていては、制度の多様性や変化可能性を
論じることができない（Chappell 2002, p. 11; Chappell 2013, p. 605）。上記の
ようなフェミニスト制度論の問題意識を踏まえるのであれば、構造と制度は
さしあたり区別されるべきであろう6。
　近年の「ジェンダーと政治」研究においては、このようなフェミニスト制
度論を分析枠組みとして用いた経験的研究を中心に、制度に関する研究が熱
心に行われている。こうした諸研究は「ジェンダーと政治」研究の主眼を、

5 もっとも、フェミニスト制度論がインフォーマルな制度を射程に収めようとすること
によって、構造と制度という２つの概念を区別することが困難になっている点につい
ては、第３章で述べる。

6 なお、制度の重要性を提起するフェミニスト制度論が、家父長制というマクロな構造
の存在をそれでもなお措定するのかという点については、先行研究では明確に述べら
れていない。しかし仮に家父長制構造を措定するとしてもそこで想定されるのは、山
根が的確に表現しているように、「パターンとしての『一枚岩的な構造』ではなく、
行為者の実践を規定する『諸構造』」（山根 2010, p. 69）ということになるだろう。た
だ、このような場合、「構造」と「制度」という２つの用語の距離は著しく接近する
ように思われる。
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構造から制度へ、そしてアクターから制度へ移行させることに寄与した。こ
れらのことを捉えて、同分野は制度論的転回（Institutionalist Turn）を遂げた
とも指摘されている（Celis et al. 2013）。
　もっとも、これまでのフェミニスト制度論においては、政治的リクルート
メントや社会政策のように、個別具体的な制度についての知見は蓄積されて
きた一方で、そういった諸々の知見が統合されるには至っていない。この
ことは、多くのフェミニスト制度論者が、「問題によって導かれた（problem-

driven）」研究を重視していることと無関係ではないように思われる（Kenny 

and Mackay 2009）。つまり、何らかの解かれるべきパズルが現実世界に存在
しており、そのパズルを解くためにこそフェミニスト制度論が求められる、
というスタンスを採用しているのである。確かにこのようなスタンスは、今
日の社会が直面している喫緊の具体的課題についての知見を提供すると同時
に、課題解決のための処方箋をも提示できるという意味において、有意性の
獲得に貢献するというメリットが存在する（cf. 小野 2011）。しかしそうであ
るがゆえに、特定のトピックに対する関心が先行することになり、個別具体
的な制度を越えて、より一般的な理論を構築することに対しては謙抑的にな
りがちであった7。
　とはいえ筆者の見るところ、フェミニスト制度論は、「ジェンダーと政治」
分野における制度研究に理論的観点からも貢献するものであると思われる。
フェミニスト制度論に基づく研究の分析対象が、政治的リクルートメントか
ら国際刑事裁判所や建設産業に至るまで多岐にわたっていることは、その証
左である。この点に関して自覚的なヴィヴィアン・ラウンズが述べている通
り、フェミニスト制度論は「広範囲の政治アリーナ、複数の国々、そして異
なる時代に潜在的に適用可能な一連の諸概念および諸命題を、比較研究者に
提供する」（Lowndes 2020, p. 561）のである。もちろん、多種多様な政治現
象にアプローチしていたとしても、理論としては統一性がないということも

7 重要な例外としてWaylen（2014）と Lowndes（2020）を挙げておきたい。本稿にお
いても、これらの重要な先行研究を適宜参照している。
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あるだろう。確かに、「フェミニスト制度論」というラベルの下に、それぞ
れの研究者による種々雑多な構想が乱立していることは否定できない。しか
しこのような構想の乱立にもかかわらずフェミニスト制度論は、女性やジェ
ンダーについて明示的に述べている制度はもちろんのこと、一見ジェンダー
中立な制度の権力性や制度変化に至るプロセス、そしてその変化の困難さを
解明しようとしている点では共通した問題意識を有している。そうすること
によって、既存の諸制度論におけるジェンダー視点の不在を修正しようと試
みているのである。
　上記のようなフェミニスト制度論の理論動向を念頭に置きつつも、とりわ
け本稿が焦点を当てるのは、フェミニスト制度論がインフォーマルな制度
の重要性に注意を喚起していることである。これには理由がある。すなわ
ち、少なくとも21世紀においては、フォーマルな制度があからさまに男性
を優遇したり、女性を排除したりすることは非常に稀であり、フォーマルな
制度に着目しているだけでは、現実政治において見られるジェンダー不平等
の存在を適切に説明できないからである。言い換えれば、政治分野における
ジェンダー平等を真に達成するためには、フォーマルな制度のみならずイン
フォーマルな制度をも射程に入れた制度改革を目指さなければならないので
ある。したがってフェミニスト制度論は、インフォーマルな制度（とフォー
マルな制度との結びつき）の分析を重視している。本稿では、こうしたイン
フォーマルな制度への着目が、いかなる理論的示唆を与えてくれるのかを見
定めることによって、「ジェンダーと政治」研究に貢献することを目指した
い8。

⑵　本稿の構成
　本稿は次のような順序で議論を展開する。第２章では、フェミニスト制度

8 なお本稿自体は、フェミニスト制度論を分析枠組みとして用いた事例分析を行うもの
ではないことを付言しておきたい。むしろ本稿の主眼は、そうした先行研究を手がか
りとして、「ジェンダーと政治」分野における制度研究の可能性と限界を理論的に論
じることにある。
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論においてインフォーマルな制度がどのように論じられているのかを確認す
る。具体的には、まずフェミニスト制度論の研究者による「インフォーマル
な制度」の定義を確認したうえで、そのようなインフォーマルな制度がどの
ように位置づけられているのかを考察する。ここで重要なのは、これまでイ
ンフォーマルな制度をあまり重視してこなかった比較政治学に対して、フェ
ミニスト制度論はインフォーマルな制度の重要性を訴えている点である。
　しかし第３章では、フェミニスト制度論におけるインフォーマルな制度を
めぐる議論には課題も存在することを指摘する。すなわち、インフォーマ
ルな制度がどのように変化するのか、そして「（インフォーマルな）制度」
と「構造」との差異はどこにあるのか、という点については依然として十分
に論じられていないという課題である。そのうえで本稿は、構造からイン
フォーマルな制度を区別するために、第三者による制度の執行と制度のコン
プライアンスの２点への着目を、あり得る解決策として提示する。最後に第
４章では、本稿の結論をまとめると同時に、今後の「ジェンダーと政治」研
究について展望を述べることとする。

２．フェミニスト制度論による「インフォーマルな制度」の理論化

⑴　インフォーマルな制度とは何か？
　本章では、フェミニスト制度論がインフォーマルな制度についてどのよう
に論じているのかを検討する。先述したようにフェミニスト制度論において
制度は、「フォーマルおよびインフォーマルな『ゲームのルール』」（Chappell 

and Waylen 2013, p. 599）として理解されている。この定義が示唆しているよ
うに、同理論においてインフォーマルな制度は重要な位置を占めている。
　ここで、フェミニスト制度論によるインフォーマルな制度の定義につい
て、より詳細に見ていこう。ルイーズ・チャッペルとフィオナ・マッケイ
は、インフォーマルな制度の諸要素を次のように挙げている（Chappell and 

Mackay 2017, p. 27）。すなわち、ⅰ集合行為を形成する、耐久性のあるルー
ル、規範、慣行（practices）であること、ⅱ制度内のアクターには、認識さ
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れているかもしれないし、認識されていないかもしれないということ9、ⅲ集
合的な影響を及ぼすこと、ⅳ成文化されていないこと、ⅴ制度アリーナの内
部および外部から制裁と報酬（sanctions and rewards）を通じて執行されてい
ること、である。
　「制度」の中にインフォーマルな要素をも取り込むことに対しては、「制
度」概念の過度な拡張に繋がるのではないかという批判もあるかもしれな
い。しかし、上記のチャッペルとマッケイの定義は、厳格にその要件を定め
ることによってこうした批判に応答するものであるように思われる。この
ような観点から特に重要なのは、ⅴ「制度アリーナの内部および外部から制
裁と報酬を通じて執行されていること」を制度の要素に含めていることだろ
う。すなわち、制裁と報酬を通じた内外からの執行という側面を考慮に入れ
ることによって、個人の慣習や規範といった諸概念からの区別を図ろうとし
ているのである。例えば、人々の間に共有されている「望ましい政治家」像
は、選挙による有権者からの判断を通じて制裁と報酬を与えられているとい
う意味において「インフォーマルな制度」なのである（cf. Lowndes 2020）。
そして、こうしたインフォーマルな制度は、これまで大多数を占めてきた男
性政治家に基づいて形成されているためにジェンダー中立ではあり得ないの
である。

⑵　インフォーマルな制度の位置
　もっとも、現在の政治学でも「制度」には、フォーマルなものと、イン
フォーマルなものの双方が含まれると捉えることが一般的である（Helmke 

and Levitsky 2004; Azari and Smith 2012）。そもそも、新しい制度論の先駆的
な論文であるMarch and Olsen（1989=1994）で提示された「適切性の論理
（logic of appropriateness）」は、まさしくインフォーマルな制度をも政治学の

9 ただし、インフォーマルな制度にとってアクターの認識が必要であるのかという点に
ついては論争の余地がある。例えば、本稿で参照している Chappell and Mackay（2017）
はアクターの認識は重要ではないと論じているが、Lowndes（2020）はアクターは制
度の存在を認識している必要があるという立場を採用している。
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分析対象として議論の俎上に載せるものであった。そのため、フェミニスト
制度論がインフォーマルな制度に関して独自の議論を展開しているかといえ
ば、必ずしもそうではない。
　しかしそれにもかかわらず、比較政治学においてインフォーマルな制度を
考慮に入れる試みは、これまで十分に定式化されてこなかった。例えば田中
は次のように述べる。すなわち、「『制度』は、政治・経済において個々人の
行動を規定するルール、手続き、明文化されない慣習などを含む」と理解さ
れているものの、「この潮流 [ 新政治経済学 ] では観察可能性が重視される
ため、初期の制度論を除けば社会規範や政治文化は考察対象から除外される
ことが多く、主な対象は政治制度（選挙制度、政党制、政官関係など）、経
済制度、社会政策などに限定される」（田中 2009, pp. 24‒25）傾向にある、
と。
　例えばポール・ピアソンは、制度の起源と変化を論じるにあたって、その
議論の対象を「成文化した政治的争議のルールとして定義できる、公式な
政治制度」（Pierson 2004, p. 104=2010, p. 136）に限定している。というのも、
「すべての種類の『制度』を包含しようと試みる議論は過剰な一般化を招く
おそれがあるし、公式な制度に関する研究の多くの特徴を必然的に曖昧にし
てしまう」（Pierson 2004, p. 104=2010, p. 136）という問題を有しているから
である。このように、どこまでを「制度」に含めるのかは、その研究の目的
に依存しているため、インフォーマルなものを「制度」に含めていないから
といって、直ちに批判の対象となるとは限らない。とはいえ、「制度」の中
にインフォーマルな要素を取り入れる議論は、これまでの政治学ではマイ
ナーであったこと10、そしてそうした試みに対して批判的な論者が少なから
ずいることは確認しておく必要があるだろう。
　あるいは、真渕は次のように述べている。

10 ただし、2020年度日本比較政治学会（第23回大会）では、「インフォーマルな政治制
度とガバナンス」が共通論題のテーマとして設定されている。
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　　制度をたとえば政治文化を含むほどに広く捉える企図は、それによって
制度の説明力を高め、他の説明方法を排除することを意図している。こ
れは従属変数を拡大するために独立変数をも拡大する研究戦略である。
しかし、その結果、説明そのものを曖昧にするという決定的に高いコス
トを支払うことになりがちである。（真渕 1994, p. 54）

　このように真渕は、制度を拡大的に解釈することには、「説明そのものを
曖昧にするという決定的に高いコスト」が伴うことを指摘する。これは、制
度を独立変数として政治現象を説明することに拘泥するあまり、その説明の
明晰さが失われることに注意を促しており、重要な指摘である。すなわち、
独立変数としての制度を無制限に拡張することによって、因果関係のメカニ
ズムの特定が困難になってしまうのである。しかし後述するように、女性の
利益やジェンダー平等に関わる制度の場合、フォーマルな制度を見るだけで
は説明できない現象が散見される。クオータ制を導入したにもかかわらず、
その機能が実施過程において掘り崩されるというのが典型的な事例である。
　そこでフェミニスト制度論は、政治のインフォーマルな側面を解明してき
たフェミニズム理論の知見を活かしつつ、インフォーマルな制度をより中心
に据えようとしている。もちろん、「ジェンダーと政治」研究に限らず、こ
れまでのジェンダー研究においてもインフォーマルな要素を取り入れる試み
は行われてきた。例えば江原由美子は制度を、「『一定のカテゴリー』を適
用される人々に関して、一定の状況において、『何を行うべきか』『何を行う
ことができるか』などの行動について定める、成文化された、あるいは慣習
上の規定」（江原 2001, pp. 190‒191）として定義している。こうした江原の
議論は、憲法や法律などの成文化されたフォーマルな制度のみならず、イン
フォーマルな制度をも射程に収めようとしている点において、フェミニスト
制度論と軌を一にしている。しかしその一方で、「制度」概念にフォーマル
な要素とインフォーマルな要素の双方を織り込もうとする試みが、政治学に
おいては必ずしも自覚的に行われてきたわけではないように思われる。そし
て、このような作業を自覚的に行っているフェミニスト制度論に基づいた研
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究の知見は「ジェンダーと政治」研究のみならず、比較政治学および政治学
全体にも問い直しを迫ることになる。インフォーマルな制度という視角なく
しては、政治とジェンダーが密接に絡み合っている現象を適切に理解するこ
とはできないのである。
　もっとも、先に述べたように、これまでの諸制度論がインフォーマルな制
度を全く考慮してこなかったわけではない。むしろ、フェミニスト制度論に
おけるインフォーマルな制度をめぐる議論は、社会学的制度論や言説的制度
論をはじめとする諸制度論の知見に依るところが大きい11。とりわけ、比較
政治学においてインフォーマルな制度の重要性について論じた Helmke and 

Levitsky（2004）や Azari and Smith（2012）の影響を受けている（Chappell 

and Waylen 2013; Waylen 2014）。その意味において、政治学における制度論
の理論的発展を取り込むことによって、フェミニズムに関わる論点について
も分析できるようになってきたことが、フェミニスト制度論の特徴の１つで
もあることは確かである。
　しかし上記のように述べただけでは、フェミニスト制度論における「フェ
ミニズム」の意味するところが分析対象としての「フェミニズム」に還元さ
れることになってしまうかもしれない。すなわち、女性の過少代表や男性稼
ぎ主モデルに依拠した福祉国家をはじめとする、フェミニストが関心を抱く
ようなイシューを既存の制度論に基づいて分析することのみが、フェミニス
ト制度論の意義であるかのような印象を与えてしまうのである。しかしこの
ような理解は正確ではない。というのもフェミニスト制度論は、これまでの
制度論をデフォルトとしたうえでフェミニズムに関連する政治現象に無批判
に適用しているのではなく、その制度論の暗黙の前提を明確化したうえで、
そこにジェンダーの視座を組み込んでいるからである（左髙 2021）。すなわ
ちフェミニスト制度論が試みているのは、「制度論に女性を加えてかき混ぜ

11 とはいえこうした諸制度論に対しては、制度の執行とコンプライアンスという視角が
不十分だったことが課題として指摘できるように思われる。この点については後述す
る。
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る」ことではなく、「制度論をジェンダー化する」（Kenny 2007, p. 97）こと
なのである12。

⑶　インフォーマルな制度はなぜ重要か？
　インフォーマルな制度がフェミニスト制度論の研究者の関心を集めるきっ
かけとなったのは、次のような点が認識されるようになったことが背景とし
てある。すなわち、少なくとも21世紀においては、フォーマルな制度があ
からさまに男性を優遇したり、女性を排除したりすることは非常に稀であ
り、フォーマルな制度に着目しているだけでは、現実政治において見られる
ジェンダー不平等の存在を適切に説明できないということである。とりわ
け、インフォーマルな制度が、新たに導入されたフォーマルな制度の効果
を掘り崩すという事例が現実政治においても頻繁に観察されている。こうし
た事例は、「政治分野における女性の地位向上を意図したフォーマルな制度
を導入したにもかかわらず、実際には意図通りの結果がもたらされていない
のはなぜか」というパズルを提示している。つまり、制度の内容と効果との
ギャップを示しているのである。これは、ジェンダーに関心があるかどうか
にかかわらず、比較政治学にとっては興味深い現象だろう。フィオナ・マッ
ケイが述べるように、「新たな制度のフォーマルな創設は初めの一歩にすぎ
ない」（Mackay 2014, p. 550）。したがって、フェミニスト制度論においてイ
ンフォーマルな制度は何よりもまず、ジェンダー平等な方向性のフォーマ
ルな制度の変化を阻害する要因として位置づけられている（Chappell 2006; 

Chappell and Waylen 2013）。

12 例えばルイーズ・チャッペル（Chappell 2006）は、社会学的制度論が暗黙の裡にジェ
ンダー中立であると想定してきた「適切性の論理」（March and Olsen 1989=1994）が
ジェンダー化されていることを強調している。すなわち、特定の状況において、
フォーマルには成文化されていない制度的な規範が、男性と女性という二分法に基づ
いて、それぞれにとって適切とされる行動を規定したり、適切でないとされる行動を
禁止したりするのである。それにもかかわらず、これまでの社会学的制度論ではこう
した点が見逃されてきた。だからこそチャッペルは、「ジェンダー化された適切性の
論理」という視角が重要であると主張している。
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　もっとも、このように述べるとインフォーマルな制度は、ジェンダー不平
等という現状を温存するネガティブなものとして一律に理解されているとい
う印象を与えてしまうかもしれない。しかしながら、こうした理解は実のと
ころあまり正確ではない。なぜならば、近年の研究の知見に基づくならば、
インフォーマルな制度はフォーマルな制度の変化を阻害するどころか、むし
ろ促進する場合もあるからである。例えば、インフォーマルな制度が時代を
経て変化し、既存のフォーマルな制度との齟齬を生じさせることで、フォー
マルな制度変化の機運を高めることもあるだろう（Waylen 2017）。ここには、
「フォーマルな制度を掘り崩すインフォーマルな制度」というシンプルな話
には回収することができないメカニズムを見出すことができる。
　このような制度変化としてウェイレンが挙げているのは、同性婚をめぐ
るフォーマルな制度の変化である（Waylen 2014, p. 218; Waylen 2017, p. 12）。
この事例においては、フォーマルな制度が同性婚を容認したことによって、
結婚をめぐる人々の規範というインフォーマルな制度が変わったわけではな
い。むしろ因果関係は逆の方向に働いている可能性がある。すなわち、人々
の間に共有されているインフォーマルな制度が次第に変化していくことに
よって、フォーマルな制度との齟齬が生じるようになり、その齟齬を解消す
るために同性婚が公式に容認されるに至ったという見方もできるのである。
これは、ジェンダー平等の方向へとフォーマルな制度変化を駆動する要因と
して、インフォーマルな制度を位置づける議論である。ウェイレンは同性婚
以外にも、非嫡出子や中絶に関する制度変化も同様の経路を辿った可能性が
あると指摘している。

３．インフォーマルな制度をめぐる課題

⑴　インフォーマルな制度はどのように変化するのか？
　第２章では、フェミニスト制度論においてインフォーマルな制度がどのよ
うに論じられてきたのかを概観してきた。しかし注意すべきは、上記の議論
においてインフォーマルな制度が、フォーマルな制度の変化を説明するため
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の独立変数として位置づけられているにすぎないということである。「フォー
マルな制度を中心としたうえで、インフォーマルな制度を論じようとするス
タンス」と表現してもよいだろう。すなわち、インフォーマルな制度それ自
体の生成や変化について論じられることはほとんどなく、せいぜい時代状況
の変化によるものとして片付けられているのである。例えば、同性婚をめぐ
るインフォーマルな制度がなぜ変化したのか、その変化の程度の多様性はな
ぜ生じるのかという点に関して、上記の議論は十分に語っていない。
　こうした問題点は、フェミニスト制度論がインフォーマルな制度の自明性
を強調する傾向にあることに由来しているように思われる。つまり、政治ア
クターたちはジェンダー規範に埋め込まれた存在であるために、インフォー
マルな制度はもはや自明のものとなり、無意識に従っているという前提が置
かれているのである。例えばウェイレンによれば、「ジェンダー規範やイン
フォーマルな制度は、現状の一部として自然化されているために、往々にし
て認知されないか、あるいは気づかれないままである」（Waylen 2017, p. 5）。
それゆえインフォーマルな制度が政治アクターの行動を決定づけるとの立論
が採用される一方で、なぜどのようにしてそのような制度がアクターに受け
入れられるに至ったのか、そしてそれらはどのように変化していくのかとい
う点は明確にされていない。
　しかしそのような自明性にもかかわらず、政治アクターがインフォーマル
な制度に疑問を抱き、批判的に検討し、さらには意識的にジェンダー平等な
方向に変化させることもある。先述したように、同性婚や非嫡出子の場合が
そうであった。しかし、どのような場合に政治アクターは制度の自明性を乗
り越えて、インフォーマルな制度を変化させるのかという点については十分
に明らかにされていない。それどころか、フェミニスト制度論によれば、た
とえそのような制度変化の試みがなされたとしても、そうした試みは結局の
ところ挫折することが多い。すなわち、

　　ジェンダー規範は、非常に「粘着的（sticky）」であることが判明してき
た。既存のジェンダーの適切性の論理に異議申し立てしようとする者た
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ちは、往々にして「常軌を逸した者（deviants）」として取り扱われて、
非難、嘲笑、嫌がらせといった行為を通じて懲らしめられてきた。……
ジェンダーの現状を擁護しようとする者たち──既存の権力配置の利益
を享受してきた者たち──が、既存のレジームを覆そうとする試みを、
往々にして阻止してきた。（Chappell and Waylen 2013, p. 603）

　チャッペルとウェイレンの上記の記述が示唆するように、インフォーマル
な制度はもはや自明視されているために、それを変えようとする者は「常軌
を逸している」とされてきたのである。しかし繰り返すが、それにもかかわ
らず、いくつかのインフォーマルな制度は実際に変化してきたし、そのこと
がフォーマルな制度変化を駆動する要因にもなってきた。したがってフェミ
ニスト制度論にとって決定的に重要なのは、これまで自明とされてきたはず
のインフォーマルな制度が、なぜ時として変化することがあるのか、そして
そのような試みの成否を左右する要因は何か、といった点を理論化すること
である。これらの論点は、今後の研究によって解明される必要があるだろ
う。

⑵　「構造」への回帰？
　しかし、インフォーマルな制度を議論の俎上に載せることに伴う問題は、
その自明性が強調されることによって制度変化の説明が困難になることだけ
にとどまらない。筆者が指摘したいのは、インフォーマルな制度を考慮に入
れることには、構造中心的な性格を脱却しようとしてきたフェミニスト制度
論の試みを振り出しに戻してしまうリスクがあるのではないか、ということ
である。先述したようにフェミニスト制度論は、家父長制というマクロな構
造を措定するタイプの研究に対する批判的問題意識から、実証可能なメゾレ
ベルの制度を研究することを目指してきた。そうすることで、制度による制
約を重視しつつも、その行為能力の余地を残し、さらには変化を論じること
をも企図していたのであった。ところが、インフォーマルな制度をも射程に
入れようとすると、上記の問題意識は揺らぐことになる。すなわち「イン
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フォーマルな制度」は、フェミニスト制度論以前の研究で重視されていた家
父長制やそれに付随する規範や慣習としての「構造」とどのように異なるの
かが曖昧になってしまうように思われるのである。
　フェミニスト制度論がインフォーマルな制度について論じる際には、その
自明性が強調されることが多い。そうした立場に立脚することの代償とし
て、変化を論じることが困難な静態的分析に陥りがちになってしまう可能性
については先述した通りである。それではこの場合、家父長制という「構
造」や、そうした構造によって生産および再生産されてきた「規範」を重視
してきた研究と、そのような構造中心的なアプローチからの脱却を図り「イ
ンフォーマルな制度」に着目するフェミニスト制度論との間には、どのよう
な差異を見出すことができるのだろうか。実のところ、フェミニスト制度論
の先行研究においてこの論点が明示的に検討されてきたとは言い難い。フェ
ミニスト制度論者自身が「制度」と「構造」を互換的に使用していたり、
「インフォーマルな制度」と「規範（norms）」をそれほど区別せずに議論を
展開したりしていることは、両研究動向の違いをさらに曖昧にしているよう
に思われる。
　この点に関しては、方法論上の精緻化の度合いに差異を求めることができ
るかもしれない。「構造」および「規範」と、「インフォーマルな制度」は
どれも直接的に観察することは不可能であり、その存在を立証することは困
難を極める。しかしながらこれまでの構造中心的な研究においては、方法論
をめぐる議論は十分に積み重ねられてこなかった。それに対してフェミニス
ト制度論は、インフォーマルな制度を研究するための方法論にも注意を払っ
ている。とりわけ、エスノグラフィーや参与観察といった手法の有効性は、
フェミニスト制度論の研究者によっても指摘されているし、実際の経験的研
究においても活用されている（Bjarnegård 2013; Chappell and Waylen 2013）。
このように、本来は観察不可能である「インフォーマルな制度」を、方法論
上の工夫によって明晰に研究しようとすることで、他の研究との差別化を図
ることができるかもしれない。
　しかし上記のような立論では、構造中心的だったかつての研究との差別化
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を図ることができたとしても、なぜ「構造」でも「規範」でもなく、ほかな
らぬ「インフォーマルな制度」に着目するのかは依然として明確ではないだ
ろう。ではどうすればよいのだろうか。以下では、この点に関するあり得る
解決策を提示することとする。

⑶　「構造」から「インフォーマルな制度」へ
　ここで筆者が「（インフォーマルな）制度」を中心に据えることのメリッ
トとして指摘したいのは、第三者による執行（enforcement）と、アクター
のコンプライアンス（compliance）に目を向けられるようになることである
（Mahoney and Thelen 2010; Chappell and Galea 2017; Lowndes 2020）。すなわち、
特定の制度が存在しているからといって、その制度の内容が直ちに実現され
るとは限らない。むしろ当該制度の効果は、それがどのようにして執行され
るのか、そしてアクターによる制度のコンプライアンスはどのようなものか
ということに依存している。実際に、先述したチャッペルとマッケイも、イ
ンフォーマルな制度の特徴として、「制度アリーナの内部および外部から制
裁と報酬（sanctions and rewards）を通じて執行されていること」（Chappell 

and Mackay 2017, p. 27）を挙げていた。
　もちろん、「構造」や「規範」もある種の拘束性を持つという点は、これ
までのジェンダー研究や、政治学における制度論（例えば社会学的制度論や
言説的制度論）が指摘したことは確かである。しかしこれらの諸議論におい
ては、「構造」や「規範」がその存在を認知させないほどまでにアクターに
内面化されているために、高度な安定性を獲得するという点が重視されてき
た（e.g. March and Olsen 1989=1994）。もちろん、このような点への着目が重
要であることは言うまでもない。しかし、このことは次の２点が見落とされ
てきたことを含意している。すなわち、第三者による制度の執行と、制度の
コンプライアンスである。以下では、この２点について詳細に検討していこ
う。
１）第三者による制度の執行

　第１に、「構造」や「規範」と述べた際には、その高度な安定性とアク
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ター拘束性が前提とされているために、第三者のアクターによって執行さ
れているという点が見過ごされがちになってしまう。それに対して「制度」
は、ある程度の安定性を獲得しているものの、アクターによって絶えず執行
されていなければならない。そうでなければ制度は実効的なものとはなり得
ないのである。むしろ制度は、制度設計者の本来の意図とは異なる「意図せ
ざる結果」をもたらすことさえある。ヴォルフガング・シュトレークとキャ
スリーン・セーレンは次のように述べる。

　　制度に関連して均衡（stasis）や粘着性（stickiness）といった言葉がし
ばしば引き合いに出されるにもかかわらず、制度の安定性に自動的なも
のは何もない。制度はじっと立ち尽くしているだけでは生き残ることは
ないし、制度の安定的再生産は、必ずしも単なる正のフィードバックや
収穫逓増の問題であるとも限らない。それどころか、制度には積極的な
メンテナンスが必要である。制度がありのままであるためには、諸制度
が埋め込まれた政治的および経済的環境の変化に応じて、組み直したり
（reset）、焦点を定め直したり（refocused）、あるいは時にはより根本的
に再調整したり（recalibrated）、再交渉したり（renegotiated）する必要
がある。（Streeck and Thelen 2005, p. 24）

　上記の指摘は、制度には絶え間ないメンテナンスが必要であることを示唆
している。こうした指摘を念頭に置くのならば、執行やメンテナンスがあま
り重視されない「構造」や「規範」ではなく、「制度」に着目することには
一定程度のメリットがあるといえるだろう。
　こうした観点から示唆的なフェミニスト制度論の研究としては、ル
イーズ・チャッペルとナタリー・ガレアによる研究がある（Chappell and 

Galea 2017）。彼女らは、オーストラリアの建設産業をフィールドとしてエ
スノグラフィーを実施し、次の３つのインフォーマルな制度が存在してい
ることを明らかにした。すなわち、「ホモソーシャルな忠誠（homosocial 

loyalty）」、「いつでも勤務可能であること（total availability）」、「居残り慣行
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／自主的な残業（presenteeism）」である。これらのインフォーマルな制度は、
男性には有利に働く一方で、ケア責任を担っている女性にとっては不利に働
いている。チャッペルとガレアが強調するのは、これらの制度が、往々にし
て男性であるプロジェクト・リーダーやマネージャーによって執行されるこ
とで維持されているということである。
　ただし制度による執行は、その制度に従わないアクターに対する「制裁」
を通じたものであるとは限らない。先述のチャッペルとマッケイの議論にも
あったように、制度は「制裁と報酬」（Chappell and Mackay 2017, p. 27）を
通じて執行される。すなわち、余分な仕事の割り当てや叱責をはじめとす
る「制裁」というネガティブな形だけではなく、制度を遵守して現状の維持
に貢献したアクターに対しては昇進を約束するなどの「報酬」を与えると
いうポジティブな形式での執行もなされているのである（Chappell and Galea 

2017, p. 77）。もっとも、この研究にはオーストラリアの建設産業という事例
を越えて、議会や内閣をはじめとする政治的なフィールドにどこまで適用
可能であるのかという問題が残されている（Chappell and Galea 2017, p. 87）。
さらには、そうしたインフォーマルな制度の変化可能性については明確に論
じられていない。とはいえチャッペルとガレアの研究は、インフォーマルな
制度の執行という局面に着目している点において重要な視座を提供している
といえるだろう。
２）制度のコンプライアンス

　第２に、「構造」や「規範」に関する議論においては、その内容をアク
ターが全面的に受け入れることが想定されてきた。しかし「ルールとしての
制度」はそうではない。もちろん、そうした（インフォーマルな）制度は、
アクターの行動を制約するだろう。しかし同時にアクターは、その制度の
外部に抜け出ることによって現状を変えていくことができる13。さもなくば、

13 山根純佳は、「構造に対する解釈にもとづいた能動的実践」（山根 2010, p. 31）として
定義されるエージェンシー概念を参照することで性別分業の再生産と変動を同時に説
明することができるような理論枠組みを提示している。
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「インフォーマルな制度は永遠に変わることはなく、ジェンダー平等は決し
て達成されない」という運命論に陥ってしまう。ヴィヴィアン・ラウンズが
はっきりと述べているように、「他のどこでも同じように政治においても、
ルールは従うためだけではなく破るためにも存在している」（Lowndes 2017, 

p. 66）のである14。このように、時にはアクターが制度を破る可能性を理論
的に担保できる点は、「制度」を中心に位置づけることの意義であるといえ
る。こうした点には、アクターによる意識的な働きかけを通じたジェンダー
平等な方向性への制度変化を展望するという、フェミニズム理論としてのモ
メントを見出すことができる。さらに言えば、フォーマルおよびインフォー
マルな制度のコンプライアンスにこそ、「政治」が存在しているとさえいえ
るのである。
　このことを考えるにあたっては、辻由希による「フォーマルな政治」と
「インフォーマルな政治」の区別が参考になる。辻によれば前者は「立法機
関、行政機関においてなされる、法律や政令、指針、地方公共団体の行動計
画等の公的な政策文書の策定過程において生起する交渉や駆け引き、決定」
（辻 2016, p. 168）を意味している。それに対して後者の「インフォーマルな
政治」とは、フォーマルな政治において「設定された法的根拠をもとにし
て、個々の具体的文脈に即してどのように権利を実現していくか、をめぐる
政治過程」（辻 2016, p. 168）を指している。そこでは、「法規定をすり抜け
ようとする主体と、法的根拠をてこに権利を実質化しようとする主体との間
で……規範や慣習を援用して政策の正当化を行ったり、新しい言説を利用す
ることで従来の規範や慣習の変化を起こしたり、といったより複雑で目に見
えにくい権力の行使がなされる」（辻 2016, pp. 168‒169）ことになる。
　ここで重要なのは、仮にジェンダー平等の実現を目的とした「法律や政
令、指針、地方公共団体の行動計画」、すなわち本稿が述べるところのフォー
マルな制度を策定したとしても、「インフォーマルな政治」の展開次第では、

14 もっともラウンズ自身は、そもそもフォーマルな制度とインフォーマルな制度を分析
的に区別することに対して批判的な立場を採用している（Lowndes 2020, p. 550）。
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それらが意図通りの結果をもたらすこともあれば、無効化されてしまうこと
もあり得るということである。ここには、制度のコンプライアンスをめぐる
「政治」を見て取れるだろう。
　こうした視点をより重視したうえで、さらなる理論的精緻化を目指してい
るフェミニスト制度論の研究者としては、本稿で何度も引用してきたヴィ
ヴィアン・ラウンズを挙げることができる（Lowndes 2020）。ラウンズの議
論は、制度がアクターに及ぼす影響のみならず、アクターが制度に及ぼす影
響をも精緻に理論化することを意識的に試みているという点において、フェ
ミニスト制度論の諸議論の中でも特別な位置を占めている。ここでは、ラウ
ンズがアクターをどのように理論化しているかに焦点を絞って概観しておこ
う。
　ラウンズの議論においてアクターは、男性や女性、あるいはノンバイナ
リーの身体を持っており、男性的－女性的というスペクトラム上の価値観、
態度、行動に対して、それぞれ異なる立場を採るとされる（Lowndes 2020, 

p. 546）。強調しておくべきは、ラウンズの想定するアクター像が、制度に
無批判に従うような静態的なアクターでは決してないということである。
彼女自身の言葉を借りれば、「アクターたちは、一連のジェンダー化され
たルールと結びついた権力の不均衡に対して、多かれ少なかれ批判的な志
向性を有している」（Lowndes 2020, p. 546）。すなわち政治アクターは、制
度に盲目的に従うのみならず、それらの制度を「解釈（interpret）」、「適合
（adapt）」、「抵抗（resist）」、「改革（reform）」していくことができる。ラウ
ンズは、アクターのこれらの４つの能力に制度変化の契機を見出す。つま
りアクターは、これらの能力を駆使することで、既存の制度をよりジェン
ダー平等に貢献するような形で変化させていくことができる（Lowndes 2020, 

pp. 557‒559）。このようにラウンズは、単に制度に従うのみならず、むしろ
その制度を批判的に捉えることで変化を起こそうとするアクター像を提示し
ている15。

15 ただし、このような立論には別の理論的問題が伴う可能性があることも付言しておき
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　もっとも、ラウンズの議論は、アクターはどのような場合に制度に従い、
どのような場合に制度を破ろうとするのかという点、言い換えれば制度のコ
ンプライアンスの有無を左右する要素は何かという点については論じていな
いという問題点を有している（cf. 堀江 2011, pp. 79‒80）。そのためこの点に
関して検討の余地があることは確かである。さらにラウンズがアクターの能
力やコンプライアンスに着目するのは、「インフォーマルな制度」と「構造」
を区別するためでもない。しかしそれにもかかわらず、制度に対するコンプ
ライアンス、そしてアクターが制度を破る可能性という視角を提示している
点において、ラウンズの議論は重要であるといえるだろう。
　これまで見てきたようにフェミニスト制度論は、第三者による制度の執行
と、制度のコンプライアンスという２点をより前面に押し出すことによっ
て、「構造」や「規範」と概念的に類似している「インフォーマルな制度」
を扱っていたとしても、それ以前の構造中心的な研究との差別化を図ること
が可能になると思われる16。

たい。それは、フェミニスト制度論がもともと乗り越えようとしてきたアクター中心
的な研究に逆戻りしてしまう可能性である。実際にヴィヴィアン・ラウンズは、「制
度論にアクターを取り戻す（bring actors back in to institutional theory）」（Lowndes 2020, 
p. 559）ことの重要性を強調しており、こうした可能性には自覚的である。もちろん、
アクター中心的な研究に対する批判というフェーズを一度通過したフェミニスト制度
論が、個別のアクターを扱ってきたような研究に再び戻るとは考えにくい。しかしな
がら、ラウンズのような理論構成は、アクター中心的な研究に回帰する可能性と常に
隣り合わせであることは認識しておく必要がある。そのため今後は、制度とアクター
の相互関係をどのように理論化するのかが重要な論点になると思われる。そしてフェ
ミニスト「制度論」であるからには、両者の相互作用を重視しつつも、最終的に重要
なのは制度だという立場を維持することが重要であると筆者は考えている。

16 こうした立論は、インフォーマルな制度を「観察可能なもの」として析出する試みで
もある。つまり本稿の議論が提示する「インフォーマルな制度」は、必ずしも観察可
能ではない「自明性」を有しているものに関しては、十分に取り扱うことができない
可能性があるのである。そのため、インフォーマルな制度の観察（不）可能性につい
ては、さらなる議論が必要だろう。もっとも、こうした問題点に関しては、エスノグ
ラフィーや参与観察といったアプローチをフェミニスト制度論に組み込むことで解決
できるかもしれない。実際の研究例としては、Bjarnegård（2013）を参照されたい。
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４．結論

　本稿の目的は、フェミニスト制度論における「インフォーマルな制度」に
ついての議論を批判的に考察することであった。結論をまとめると、次のよ
うに定式化できる。これまでの比較政治学においてインフォーマルな制度が
無視されてきたわけではないが、中心的に論じられてきたとは言い難い。そ
のような比較政治学に対して、「ジェンダーと政治」研究およびフェミニス
ト制度論は、インフォーマルな制度を重視している。このことは、そうした
制度や、その背後に存在するジェンダーの重要性を比較政治学および政治学
に訴えるという点において有用であるといえる。
　しかし、「ジェンダーと政治」研究の側にも問題がないわけではない。と
りわけ、フェミニスト制度論がインフォーマルな制度について論じる際、そ
の自明性を強調しがちであることは検討の余地があるように思われる。とい
うのも、そのような枠組みではインフォーマルな制度の変化を理論化するこ
とが困難になってしまうからである。さらには、フェミニスト制度論以前の
構造中心的な研究との差異が曖昧になることも危惧される。こうした理論的
課題を踏まえて本稿が提示したのは、第三者による制度の執行と、制度のコ
ンプライアンスをより前面に押し出すという解決策であった。そして第２章
でも示唆したように、「フォーマルな制度を掘り崩すインフォーマルな制度」
という側面には還元できない、インフォーマルな制度のメカニズムに関して
探求することも重要である。例えばインフォーマルな制度は、フォーマルな
制度を掘り崩すだけでなく、むしろフォーマルな制度を支えたり補強したり
する場合もあるかもしれない。
　それと同時に本稿の議論は、翻ってフォーマルな制度の仕組みや、制度の
実効性を確保するアクターのあり方についても、さらなる検討が必要である
ことを示唆している。なぜならば、フォーマルな制度が十分に機能していな
いときには、それを掘り崩すインフォーマルな制度のみならず、フォーマル
な制度それ自体がどのように設計および執行されているのかという側面にも
目を向ける必要があるからである。そのため今後は、こうした点に関して理
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論的および経験的観点からの研究が、比較政治学および政治学全体をも巻き
込む形で行われることが期待される。本稿がそのための呼び水となったなら
ば、本稿の目的は達成されたことになるだろう。

付記
　本稿は、2021年６月26日にオンラインで開催された、日本比較政治学会2021年度研究
大会自由論題Ａ「制度と政策」における報告論文の一部に加筆・修正を施したものである。
当日に司会を務めてくださった馬場香織先生、そして討論を務めてくださった空井護先生
と千田航先生からは、大変有益なコメントを頂戴した。この場を借りて深く感謝申し上げ
る。なお本稿は、JSPS科研費 JP20J21678「フェミニスト制度論における『ジェンダー化
された制度』概念の理論的体系化」（研究代表者：左髙慎也）の助成を受けたものである。
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