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ニューライト運動形成および帰結を取り巻く「政治的機会・脅威」と組織化を中心に
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本研究は、
韓国のニューライト運動の2000年代半ばにおける台頭から2000年代末以降の停滞
局面に至る過程を「政治的機会・脅威」という外部環境的要因に注目して総合的かつ体系的に
考察することを課題としている。果たして、韓国のニューライト運動は新たなイデオロギーや
動員構造によって再構成された「新保守主義運動」なのか。あるいは進歩派政権の10年に対す
る保守勢力の脅威と政権交代への政治的手段であったのか、本研究はそうした問題意識から出
発している。
先行研究では、専らニューライト運動の全盛期に焦点を当てているため、組織化過程と運動
の帰結について明確にすることに限界があった。それに対し、本研究ではニューライト運動の
形成期・全盛期・停滞期においての内・外部的要因を多角的に分析することによってより明確
化した。
このようなニューライト運動の形成を取り巻く環境的要因を分析する枠組みとして、
「政治
的機会・脅威」という分析モデルを用いた。また、多様なニューライト運動組織のイデオロギ
ーやネットワーク、運動構成員の動員の特徴を明確にし、ニューライト運動の成果と課題につ
いても考察した。
本研究を通じて明らかになったのは、次の四点である。
第一、西欧における新自由主義と新保守主義概念の検討を踏まえて、ニューライト運動を「新
保守主義運動」と定義したことである。すなわち、韓国のニューライト運動が、市場機能の擁
護と過度な平等志向の排除などの価値を重視する新自由主義的立場と社会的秩序と権威を強
調する保守主義的立場の結合という点で、韓国的新保守主義運動であることを明らかにした。
第二、ニューライト運動の登場する要因について一般的に論じられている進歩派政権の10年
に対する保守勢力の脅威認識に加え、経済的要因として新自由主義的グローバル化による社会
変化から生まれた機会がより重要な要因であった点を明らかにした。とくに、西欧の新保守主
義が福祉国家の危機から登場したのに対して、韓国のニューライトは、新自由主義的グローバ

ル化が拡大されるなかで登場したことにその特徴がある。また、その背景は、オールドライト
という旧保守派の運動が登場した背景とも異なる。
第三、ニューライト運動組織は、一つの画一的な運動ではなく、組織化過程において、運動
系列ごとにイデオロギー、運動構成員、動員構造、連携の度合いに違いが見られることも明ら
かにした。
第四、ニューライト運動の意義と帰結について、既存の研究では及んでいない、新保守主義
政権の下で運動が停滞局面を検証することによって確認した。

Study on New Right Movement in the Neoliberal Global Era of Korea
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The purpose of this study is, focusing on the environmental factor "political opportunity and threat"
that started in the mid-2000s and declined in the late 2000s as the background of new right movement of
Korea, to examine the systematization process of various new right movement groups and the conclusion
of the movement. This study starts from questioning whether new right movement of Korea would be
"neo-conservatism movement" reorganized due to a new ideology and a mobilization structure or be the
tool of the progressive government, which lasted 10 years, to deal with the threat of the conservative
force and change of government.
However, as most preceding studies have focused only on the heyday of new right movement, it was
hard to clearly determine the systematization process and the conclusion of the movement. Thus, this
study tried to examine the formative period, heyday, and decline of new right movement by analyzing its
internal and external factors at various angles.
In order to analyze the environmental factors surrounding the formation of new right movement, an
analysis model "political opportunity and threat" was introduced. In addition, ideologies, networks, and
characteristics of the mobilization structure of various new right movement groups were clearly
determined, and the outcomes and tasks of new right movement were examined.
The study results can be summarized as below.
First, new right movement was defined as "neo-conservatism movement" based on the concepts of
Western neo-liberalism and neo-conservatism. That is, the movement was confirmed to be Korean-style
neo-conservatism movement in that it was the integration between the neoliberal position emphasizing
market function and exclusion of excessive equality, and the conservative position stressing social order
and authority.
Second, regarding the cause of the appearance of new right movement, the economic factor, the
opportunity by expansion of neoliberal globalization, was more important than the threat of the
conservative force against the progressive government, which lasted 10 years. Especially while Western
neo-conservatism appeared on the crisis of welfare state, new right of Korea appeared during expansion

of neoliberal globalization. Moreover, its background was different from that of paleo-conservatism, old
right.
Third, new right movement groups had different movement ideologies, members, mobilization
structures, and degrees of involvement, not showing one uniform movement.
Fourth, regarding the meaning and the conclusion of new right movement, it was found that the
movement was identified under the government of neo-conservatism.
In conclusion, this study comprehensively and systematically examined and determined new right
movement of Korea and its meaning in the political society of the country by comparing it to
"neo-conservatism movement" of the world.

