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研究成果（概要） 

・ナショナリスト政党民族主義者行動党の分裂によって IYI Parti（善良党）が誕生した 

・2016 年のクーデター未遂とその後のエルドアン政権の憲法改正推進がターニングポイントとなり、憲法改

正を支持するバフチェリとＭＨＰ、それに反対するアクシェネルと善良党という構図となったとみられる 

研究成果（詳細） 

○ナショナリスト政党の変遷 

◆MHP（民族主義者行動党）成立以前 

・MP（国民党）が 1948 年に fevzi çakmak フェブズィ・チャクマクを党首として成立し、与党 CHP（共和人民党）

に対して DP（民主党）よりも強い対決姿勢を見せた 

・MP は 1953 年 7 月に解党するが、翌 54 年 2 月には Osman Bölükbaş オスマン・ボルクバシュを党首として後続

の CMP（共和国民党）が結党される 

→1950 年 5 月の総選挙以降政権を獲得していた DP に対して、CHP と共に敵対し、アナトリアの中産階級の中で

一定の支持を得た 

・1958 年 10 月 16 日に CMP は KP（農民党）と合併し CKMP（共和主義者農民国民党） 

となった 

◆ Alparslan Türkeş アルパルスラン・トゥルケシの登場 

・1960 年 5 月 3 日に強権をふるう DP のアドナン・メンデレス政権に対する軍部のクーデターが勃発しメンデレス

が処刑されるに至ったが、その主要メンバーの一人にアルパルスラン・トゥルケシがいた 

・トゥルケシは Nihâl Atsiz ニハル・アトスズの汎トルコ主義を信奉し、1944 年には彼に従って行動し逮捕されて

いる 

・トゥルケシはクーデター後の軍将校たちによる臨時政権内で大きな影響力を有したが、トルコ理想・文化同盟の

構想の下に国内の統制を行おうと画策したために反感を買い、11 月には穏健派によって 14 人の仲間と共に「在外

公館への派遣」を名目として国外に放逐された。 

・1963 年にインドから帰国したトゥルケシは CKMP へと入党し、その後 1965 年 8 月には党首についた。 

・CKMP 党首となったトゥルケシは、独裁体制と組織化、イデオロギーの強化を実施した 

・1968 年に灰色の狼（Ülkücü Gençlik）と呼ばれる青年組織が設立され、コミュニストの運動と衝突を繰り返した。 

・1969 年 2 月に党名が MHP（民族主義者行動党）へと変更された 

 



 

◆MHP の国政での活躍 

・1975 年に MHP は AP（公正党）のスレイマン・デミレルを首班とした民族主義者戦線（Milliyetçi Cephe hükûmetleri）

に MSP（国民救済党）、CGP（共和信頼党）と共に参加し、政権与党となった 

・1977 年の総選挙で 6.4%の票を獲得し、議席を３から 16 に大きく伸ばした 

・1980 年のクーデター後 MHP は非合法化され解党を余儀なくされるも、1982 年には保守党として復活した。1985

年に MÇP（民族主義者労働党）と名称を変えて選挙に臨むも、かつての支持者の多くが ANAP（祖国党）などへと移

っており、伸び悩んだ。 

・1991 年の選挙で MÇP は 10％の阻止条項を突破するためにイスラム主義政党の RP（繁栄党）と連合を組み、19 議

席の獲得に成功する 

◆Devlet Bahçeli ディブレット・バフチェリの登場 

・1997 年にトゥルケシが 80 歳で死亡し、新たにディブレット・バフチェリが党首に選出された 

・バフチェリは党の刷新を行い、党勢の拡大に成功した 

→・これまで党が注力してこなかった農村部へ目を向けた 

・過激派を排除し、穏健な路線へと切り替えた 

・党利党略よりも国家への献身を優先する態度をとった 

・1999 年の選挙では 129 議席へと飛躍的に議席を伸ばした 

・バフリェリは「第一に国家、次に党、最後に私」「トルコのため、トルコの側から」というスローガンの下、国

家、トルコへの献身を強調した。 

・1999 年以降 MHP は女性のヒジャブ着用に対して寛容な姿勢をとるようになった 

→MHP 内でのヒジャブ着用への賛成の割合は 96％で、FP に次いで多いものだった 

◆MHP と AKP の協力体制 

・2017 年 4 月に政権与党である AKP（公正発展党）の Recep Tayyip Erdogan レジェップ・タイイップ・エル

ドアン大統領は大統領制移行を目指す憲法改正を行い、バフチェリはこれを支持した 

→これ以降両党は連携を強め、2018 年 2 月には「人民連合」とよばれる協力体制を構築するに至る 

・間寧によれば、「バフチェリは２016 年 7 月 15 日に起きたギュレン派によるクーデタ未遂後、国民の愛国心の

高揚に乗じて AKP 政権支持に舵を切った」とされている 

○Meral Aksener メラル・アクシェネルと IYI PARTI 

 

◆アクシェネルの経歴 

・1956 年にコジャエリ県イズミット市で生まれる 

・1979 年にイスタンブル大学教育学部を卒業した後マルマラ大学で社会科学の博士号をとる 

・マルマラ大学・コジャエリ大学・ユルドゥズ大学で教鞭をとる 

→Sabahatin Önkibar によると、この時期にＭＨＰの党首アルパルスラン・トゥルケシと接触し、ウルクジュ（ト

ルコ語で「理想主義者」を意味し、主に MHP の支持者のことを指す）として熱心に活動していたとされる 

 

 

・1995 年に DYP（正道党）から国政選挙に出馬し、1996 年 11 月から 97 年 6 月にかけて RP・DYP の連立政



権において内務大臣を務めた。 

→この連立政権はイスラム主義の浸透を危惧する軍部の圧力により崩壊し、アクシェネルはこれに対して反発し

た 

・2001 年 7 月に DYP を辞めたアクシェネルは、FP を辞し新党を立ち上げようとしていた Abdullah Gül アブド

ゥッラー・ギュルやエルドアンと面会し、彼らの新党への参加を検討するも結局 11 月に MHP に入党する 

・2007 年及び 2011 年の選挙をイスタンブルの選挙区で戦った 

→MHP が AKP の憲法改正に賛同したことに反発し、MHP を離党 

・2017 年 10 月に新党の結成を宣言 

 

◆IYI Parti の結成とその後 

・IYI とはトルコ語で「良い」を意味する言葉であるが、現在のトルコ民族の祖先とされているカユ氏

族の旗の意匠から着想を得ているとみられる 

・2017 年 10月に MHPを離党した 4人の議員と共に結成した 

・CHP・SP（至福党）・DP と共に国家連合（Milliet Ittifaki）を形成して 2018 年の総選挙に臨み、約

10 パーセントの票を獲得し、国会において 37議席を獲得した 
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留学中の生活・研究でのトピックス 

 

○トルコの人々の温かさ 

・トルコ共和国での留学中、私は慣れない環境とストレス故の慢性的な腹痛と、強烈なホームシックに

悩まされ続けた。特に精神的に荒んでいた時期には寮の自室に籠って勉強に手を付けることもできず、

誰とも会話することなくひきこもっていた。私が居住していた寮では部屋の清掃サービスがあったのだ

が、その清掃サービスのおじさんが部屋に引きこもり続けている私を心配し、ある日自宅へと招待して

くださった。また、イスタンブルに一人で旅行に行ったときに帰りの高速鉄道に乗り遅れてしまった時

があり、断食明けの祝日期間だったこともあり席の空きは全くなく、アンカラへ向かうバスがどこから

出るかもわからず途方に暮れていた。この時、通りがかったジョギング中のおじさんが話を聞いてくだ

さって、高速バスの代理店まで案内し、乗車券購入まで手伝ってくださった。 

 トルコの人達の態度は「おせっかい」「なれなれしい」と映ることもしばしばあるが、そうした態度こ

そが困ったときに助けてくれる優しさの裏返しなのだろうと感じた 

 

○政党の旗が翻るアンカラ市街 

・アンカラ市街を歩いて感じたのは、各政党のアピールの強さだ。ＡＫＰやＣＨＰ、ＭＨＰなどの政党

の旗が満艦飾宜しくビルとビル、電柱と電柱の間に掛けられていた。中にはＢＢＰ（大連合党）やＤＳ

Ｐ（民主左派党）などのマイナーな政党のものもあった。2019 年の 3月ごろに統一地方選挙が行われて

いたが、この時期のアンカラやイスタンブルの市街地では各政党のテントが設営されて党員が選挙活動

に努めていた。いくつかの政党のテントに入ってパンフレットをもらい、話を聞いたりしてみたがどの

党も熱気にあふれていた。トルコの市民の政治的な情熱は日本にはあまり見られないものだと感じた。 

今後の社会貢献 

・今回の留学では体調不良などに悩まされ、当初の目的をうまく達成することができなかった。そのた

め、修士課程への進学の後にふたたびトルコでの調査、学習を行いたい。 

・今回、これまで全く経験のなかった「国外で長期間居住し、学習・研究を行う」ことを経験し、それ

に翻弄されつつも一年間をトルコで過ごした。これを足掛かりにして前述のトルコでの再調査を始めと

した海外での活動・研究を十分にこなせる人材へと己を昇華させたい 

 



 

 

 
  

 

 


