
政治参加と民主主義の理論

鬼塚　尚子

１．はじめに

1990年代前半に顕著となった経済・政治変動は、わが国の社会システム

全体に動揺を与え続けている。しかしながら、とりわけ国家財政や国民生

活における危機意識が高まったことは、国民の目を「政治」に向けること

に役立っているようにも思われる。その兆しの一つは、国政選挙における

投票率低下が96年衆院選挙において底を打ち、その後の選挙ではやや持ち

直していることである。また地方政治の場においては、従来「形式的直接

民主政」の典型のように捉えられていた住民投票制度が、にわかに全国的

な関心を集めるようにもなった。

住民投票に代表される直接民主主義的要素の濃い政治参加は、比較的小

さいサイズの政体、すなわち地方自治体においてより効果的に生かされる

と言われる。現在進められている地方分権化政策は、行政の合理化を促進

するばかりでなく、市民と政治との距離を縮め、「市民参加」の機会を増

やすことも期待されている。地方分権は地方自治体に根本的な改革をもた

らす可能性がある一方、中央政府以上に政治的・財政的硬直化が進む

自治体には一層の悲劇をもたらすことも充分有り得る。つまり分権化は、

「諸刃の剣」的性格を持っていると言える。そこで地方分権を効果的に進

めるためには、地域の活性化の源となる市民参加の役割と機能を再確認し、

これを行政機能と統合する作業が必要となろう。特に、高齢者福祉・環境
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関連の政策需要が行政の処理範囲を超えて膨張しつつある現在において

は、相互扶助的地域社会作りは市民・行政の垣根を越えた急務となってい

る。地方自治体の予算や都市政策の策定過程への市民参加、行政スタッフ

の一般公募、市民グループによる高齢者・福祉施設設置などは、そうした

試みの例であろう。

本稿は、地方政治や地方分権に注目が集まる背景ともなった新しい民主

主義理論と政治参加に関する理論の流れを追うものである。政治参加に関

連する民主主義理論には、大別すると、政治に対するアクセスの直接性を

重んじる「参加民主主義理論」の系譜と、政治参加を間接的な形に留め置

き政治の効率性を優先する「エリート民主主義理論」の系譜があることは

よく知られている。今日の政治学は後者の民主主義概念を採用することに

より、政治学理論の現代化や精緻化を図ってきた側面がある。しかし最近

では、民主主義システムの形骸化、政治的エリートによる政治の限界など

の「機能不全」が顕在化すると共に、国家を取り巻く外的環境の変化（国

際的対立構造の変化、経済・情報・環境問題のグローバル化など）が急速

に進んでいることを背景として、主に政治哲学や国際政治学の領域で新た

な民主主義理論が議論され始めている。

とりわけ米ソ東西冷戦の終結は、こうした議論を再燃化させる大きな

きっかけとなったことは言うまでもない。冷戦終結当初こそ「民主主義の

勝利」といった楽観論も喧伝されたが、旧共産諸国などにおいて民主化が

難航する一方で市場経済化は急速に浸透するという現象が見られたことか

ら、「民主主義というよりも『資本主義の勝利』だったのではないか」と

いう見方も広まっている 1。あるいは、「民主主義的政治システム―資本主

義的経済システム」を採用する国が多数となった現在においては、民主主

義は「共産主義」という対抗概念を失い、かえってその存在意義を失いつ

つあると指摘する声もある。こうして、今の時代的・社会的潮流に合わせ

た新たな民主主義理論が必要とされるようになったのである。

このような要請から生まれた民主主義論の一つに、「グローバル・デモ

クラシー」がある 2。グローバル・デモクラシーはまず、現代において政治
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の行為主体の単位であった「国家」の役割の「揺らぎ」を指摘する。つま

り、安全保障、経済、環境、情報通信、犯罪問題などのボーダーレス化に

は、国家を超えた国際的連携による対処が必要であるとする（グローバ

ル・デモクラシー）。同時に、市民のリソースを地域的・共同体的自治に

生かして「小さな政府」の実現を図る（ローカル・デモクラシー）。グ

ローバル・デモクラシーはこの2つの要素の重層的発展を目指すところに

特色があるが、2つの次元における発展を実際にうまく連関させるメカニ

ズムについては具体策を提示していない、といった批判もある。とはいえ、

グローバル・デモクラシーは、現在我々が抱えている諸問題に対する方策

を統合したもの、と言えなくもないであろう。

本稿では、まず先に挙げた参加民主主義理論とエリート民主主義理論を

中心に政治参加と民主主義の関係について概観し、最後にグローバル・デ

モクラシーの可能性、及び今後の地方政治と政治参加のあり方について検

討したい。

２．民主主義の古典理論

２．１　政治参加と民主主義

広義の「政治参加（political participation）」は「政府の政策決定に影響

を与えるべく意図された一般市民の活動」として定義される 3。政治学にお

いては、政治参加は民主主義的政治システムとその理論を構成する重要な

要素であるという点では合意があるように思われるが、その機能や範囲に

ついては様々な主張が存在する。換言すれば、一般市民の政治参加の量と

質を政治の中にどのように位置付けるかによって、民主主義理論の「分類」

ができると言っても良いであろう。

民主主義（Democracy）の語源は「人民（demos）による支配（kratus）」

であると言われる。古代アテネの都市国家では「人民（ここでは市民権を

与えられている者）」が「治者」と「被治者」の両方の役割を兼ね備えて

いたので、まさにこの語源通りの民主政が行われていたと言えるかもしれ

ない。しかし、マキャベリやホッブスらによって近代の政治哲学が確立さ
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れて以降、「市民」、「政府」、「専門的官吏」といった区別がなされるよう

になった。役割が分化したことで、「市民」と「政府」の関係には「理想」

と「現実」との間に葛藤が生じるようになった。蒲島（1988）によれば、

理想的には、市民による政治参加は政府の行動と人々の選好間の矛盾を正

す働きをする。市民は参加を通じて政府の決定に圧力をかけるだけでなく、

自己の政治的役割を学び、政治への関心、自己の政治的行動の有効性、社

会への帰属意識と一体感を高め得る。また政府は、多様な選好間の調整努

力を続けることによって、その統治能力と信頼性を高めることができる。

しかし現実的には、一般に政府は政治参加のチャンネルの拡大に伴って増

加する利害調整の手間を省くため、「…政治参加の抑制、情報の非公開、

政治的制裁に頼って効率的に国家を運営するという近道を選びたがる」4。

同時に多くの普通の市民は、私的生活の多くの部分を政治的行動のために

充てる誘因を持たないので、彼らが通常、政治的に不活性な状態にあると

しても何ら不思議はないのである。

社会単位（国家）の規模の増大に伴い、民主主義はこのような「現実」

に譲歩し、民主主義そのものを正当化する理由を漸次改訂せざるを得な

かった。ライブリーの要約に従うならば、民主主義が掲げる「価値」はお

およそ次の範囲に渡って変化してきた 5。

１ 立法、一般的政策の決定、法の適用、統治行政に、すべての人々が関

与すべきであるという意味で、全員が統治すべきである。

２ 極めて重要な政治的決定に、すなわち一般的な法と政策の決定に、す

べての人々が関与すべきである。

３ 治者は被治者に責任を負うべきである。つまり、治者は被治者に対し

て自らの行為を正当化する義務があり、また被治者によって解任され得

るものでなければならない。

４　治者は被治者の代表者に責任を負うべきである。

５　治者は被治者によって選出されるべきである。

６　治者は被治者の代表者によって選出されるべきである。

７　治者は被治者の利害にそくして行動するべきである。
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民主主義は「１」に近づくほど「人民支配」の原則を重視するという意

味でより直接的であり、「７」に近づくほど統治の効率性を重んじるとい

う意味でより間接的である。実際の民主政は、この「１～７」の軸のどこ

かに位置するか、いくつかの要素が組み合わさって成立している。民主主

義の類型化を行ったヘルド（図1）によれば、例えば人民支配の絶対的価

値と自律性を強調するモデルとしては、「古典的民主政」「発展型共和主義」

「直接民主政」「参加民主政」が想定される。一方、政治体制の安定と統治

の効率性を強調するモデルとしては、「自由民主政」「競争型エリート民主

政」「多元主義」「依法型民主政」が挙げられる 6。次節ではこのうち代表的

な民主政を挙げて説明を加える。

図1 民主主義と民主政の系譜

古典的民主政�

発展型共和主義� 防御型共和主義� 防御型民主政�発展型民主政�

競争型エリート主義�

多元主義�

ネオ多元主義�過重負担型国家の理論�

依法型民主政（ニューライト）�

影響�理論的変種�

参加民主政（ニューレフト）�

共和政� 自由（代議制）民主政� 直接民主政�

ヘルド. D著，中谷義和訳，1998，『民主政の諸類型』御茶の水書房,p.9, p.300の図に加筆修正.
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２．２　初期の民主主義と共和主義

初期の民主主義体制の例として、アテネの民主政が挙げられる 7。多くの

ギリシア社会が対抗し合っていた紀元前5世紀、古代アテネは、最も革新

的で洗練された「都市国家」として出現した。アテネにおける民主政の原

理は、「自由」と「平等」である。政治的自由は、治者と被治者が順次交

替し、平等に支配するという意味で担保されるものであった。しかしこれ

は同時に、排他的に区別された少数の「市民」についてのみ、言えること

であった。アテネ的民主主義、いわゆる古代民主政は、市民権の限定と奴

隷制経済とに支えられていたからである。このような条件の下では、市民

は当然、「市民的徳性（civil virtue）」を持つものとされた。アリストレス

はこの意味で、「判断に与り、公職につく」人々として「市民」を定義し

たのである。

このように古代民主政における民主主義の「質」は、市民権を限定する

ことによって保たれていた。しかし、その前提となるアテネ都市国家の社

会的諸条件（奴隷制等）は、それ以降の社会においても普遍的に見られる

ものではない。したがって、アテネ型民主政は歴史的にはかなり例外的な

体制であると考えるのが妥当である。しかも、アテネ崩壊以後、「人間と

は、政治体制の能動的市民であって、つまり自らの国家の市民であって、

治者の柔順な臣民などではあり得ないという理念」は、初期ルネッサンス

を経て絶対主義が崩壊するまで、殆ど現われなかった。

西欧社会において、なぜこれほどまでに長く「能動的市民」像が忘れら

れていたかと言えば、その理由の一つとしては、キリスト教的世界観の浸

透が指摘されている 8。中世初期にあっては、社会とは、ひとつの総体―

「壮大なる存在の連鎖」として神が定めた位階の体制―であるとする考え

が強かったので、世俗的権力の近代的形態の理念が確立される余地がな

かった。また市民には、「政治的人間（homo politicus）」というよりは、

「信仰的人間（homo credens）」の資質が求められていた。両者が融合した

市民像が現れるのは、都市に共和主義的政治制度が生まれて以降のことで

ある。
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中世ヨーロッパの主要経済は農業に依拠しており、生み出された剰余の

生産物の帰属権を巡る「市場」を生み出した。こうした農業市場と工業資

本の集積が行われたのが中世都市や都市同盟であった。11世紀の後期には、

イタリアの都市国家（フローレンス、ヴェニス、シエナ等）は特許状に明

記された自立型支配システムを構築するに至った。これが、都市型共和政

の始まりである。これらの共同体は、皇帝や教皇の権威に対抗して、自律

的に「執政官」や「行政官」を置き、主に都市内の訴訟問題の処理にあた

らせた。12世紀には、選挙で選ばれた「行政長官」が司法・行政の最高責

任者となり、彼を頂点とした統治評議会型の政府形態が成立した。ただし、

これらの公職者は（初期には）殆ど「貴族」に限定されていたことなどを

考慮すれば、この政体はむしろ貴族制的共和主義であって、市民の参加範

囲は広いとは言えない。しかも、こうした貴族的支配に対抗する市民勢力

との間に政治的対立が生まれ、政治的不安と動乱が生じるようになると、

「都市型共和政は無秩序を生む」という反省まで引き出すに至った。

こうして、18世紀後半までには、ヴェニスを除いたほとんどの都市は、

強固な世襲的権力体制（君主政）に移行していった。アテネ民主政に比べ

ると、キリスト教型君主主義（神託的君主主義）が強い中での都市共和政

は随分と窮屈であった。しかし、このような社会的制約の下にあって、中

世の共和主義が自治の可能性を示したこと、また多くの政治的理論を発展

させる機会を生んだことは特筆すべきである。特に、ルネッサンス期の都

市文化豊かなフローレンスに生まれた、マキャベリの理論的功績は大きい。

彼が提示した政体の原理は、当時の政治的常識から言えば、かなり民主的

であった。マキャベリの理論には、独立した資産を持つ人々（＝市民）の

幅広い政治参加の必要性が包含されていたからである。資産を持つ人間は、

自己保存と自己決定を求める誘因を持つ。したがって彼の共和原理は、自

己とその資本を守るという意味で、「防御型共和主義」と呼ぶことができ

る 9。

政治参加と民主主義の理論
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２．３　ルソーの民主主義理論

共和主義の意義を、18世紀というまったく別の社会的文脈においてさら

にラディカルな形で提示するのがルソーである。ヘルドは、マキャベリの

「防御型共和主義」に対して、ルソーの共和概念を「発展型共和主義」と

呼んでいる 10。ルソーは、王権の絶対主義的主張と自由主義とが対立し

合った時代に、小都市型の共和政を布くジュネーブに生まれた。彼は、市

民が容易に参集し、相互に知り合えるような「集会型自治」の形態を擁護

しようとしていたが、それが当時の時代的趨勢―産業・商業の急激な発展、

巨大国家の出現、複雑化する政治社会、社会規模・一社会単位あたりの人

口の増大―から言って、その形態は実現不可能であることにも気付いてい

た。しかし、彼の政治モデルは後に、（両義的であれ）フランス革命期の

理念や社会・共産主義に至る広範な政治理念に影響を与え、自由民主政の

対抗概念の核となった。

ソラ・プールは、近代以降の政治理論の方向性に大きな影響を与えた18

世紀の二つの著作、すなわち、ルソーの『社会契約論』とアダム・スミス

の『諸国民の富』を挙げ、両者とも方法こそ違え、共通して「ある参加者
．．．．．

社会に属する人民大衆が
．．．．．．．．．．．

、どのようにして
．．．．．．．

、個人的に欲求するものを
．．．．．．．．．．．

、社
．

会を分裂させることなく獲得しうるか
．．．．．．．．．．．．．．．．．

」という問題に取り組んだものであ

ると述べた 11。こうした「市民的自由と政治秩序」間の葛藤は、遠くアリ

ストテレスの時代から、「政治体制はどうすればデモクラシーと寡頭政治

の諸要素を融合するのに成功するか」という命題で考慮されてきたもので

ある。アリストテレス、ルソー、マジソン、トクヴィルといった人々は、

一般大衆の過度の参加は秩序維持にとっては逆機能となる可能性があり、

かつ体制の安定は権威主義的支配の下で比較的容易に達成されることを認

めていた。その上で、もしデモクラシーと寡頭制の融和という価値ミック

スを達成させようとするならば、大規模な中間階級の存在、法の支配を体

現する手続き、自分自身の利益ではなくて共通の善を重要視する諸行為者

の態度、安定しているが開放的な社会をもたらすための、社会内部の様々

な利益に有効な代表を与える公職への種々の選出法の実施、といった条件
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が不可欠であると指摘されてきたのである 12。

ルソーの『社会契約論』にもこれらの要件が包含されている。彼はまず、

その理論体系を形作るいくつかの概念を秩序立てる。例えば、主権者たる

人民間の協力と意思統一の柱として、彼らの一人ひとりがその「特殊利益」

の追及によってではなく、「普遍意志」に合意することによってのみ、政

治的に「自由」かつ「平等」な存在になり得るというアイデアを提出する。

この普遍意志の下に、人民は集合して公的な共同体となる。「他のすべて

の人との統一によって形成されるこの公的人格は、かつてはCiteと呼ばれ、

今日では共和国、あるいは政治体という名をもつ。この公的人格存在は、

それを構成するメンバーつまり社会契約者にとっては、受動的であると同

時に能動的である。それが受動的なときには、その構成者によって国家と

呼ばれ、それが能動的な場合には、主権者と呼ばれる。…彼らは、集合的

には、人民という名をもつ。個々的には、主権に参加するものとして、市

民と呼ばれる。また、国家の法に服するものとしては臣民と呼ばれる」13。

ここでルソーは、「国家」「人民」「市民」「臣民」について重層的な定義を

行っている。それらはそれぞれに異なった主体を指しているというよりも、

人々の異なる位相を表現するものである。かくて、ルソーは「国家」と

「政府」を区別し、政府については「臣民と主権者との間の相互連絡のた

めに設けられ、法律の執行と市民的・政治的な自由の維持を任務とする一

つの仲介的団体である」14と説明する。

さて、人民がその政府を構成する「行政官」を選出し、法の執行権を

「命令委任」する装置がルソーの考える選挙制度である。ルソーにおいて

は、代議制はここで選出される行政官が主権を代表するものではなく、人

民の意志をただ具現化し、執行する役割を担うに過ぎないという意味にお

いて是認される。すなわち、行政官が主として代表するのは「執行権」で

あって、「立法権」ではない。

次いで彼は、主権者が政府を抜きにして直接に統治しようとしたり、逆

に、政府を構成する行政官が主権者に代わって立法を行おうとしたり、あ

るいは臣民が法の執行に服従することを拒んだりしたような場合には、
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「力と意志とがもはや協力して働かなくなるのであり、国家は解体して、

デスポティズムかアナルシーに陥る」15と指摘することによって、行政執

行に関する政府の強制力を認めると共に、政府と主権者との力の均衡の重

要性を確認している。したがって、行政官や政府が、その固有意志や団体
．．．．．．．

意志とは独立に
．．．．．．．

16、市民の意志に適う内容の行動を行っている限りにおい

ては、それを無視したり拒んだりする自由は、「臣民」には認められてい

ない。

ルソーがこのように代議制に限定性を持たせたのは、「専制君主政」に

対してのみならず、当時のイギリスの議会制をも批判する意図があったか

らである。「イギリスの人民は自由だと思っているが、それは大間違いだ。

彼らが自由なのは議員を選挙する間だけのことで、議員が選ばれるやいな

やイギリス人民は奴隷となり、無に帰してしまうのだ」17。彼はイギリス

に代表されるような代議制と資本主義の発達が、人々をして「金銭」で政

治的奉仕を買うようにさせ、結局のところ彼らを「奴隷」状態に置くと考

えた。そういうわけで、ルソーは経済的平等の議論はしても、経済的競争

における自由と自立を原理としたモデルを展開しない。

２．４　民主主義と国家の規模

ところで、ルソーが提示する手続きでもって運営される社会の実現が難

しいことは想像に難くない。むしろ彼は、「もし神々からなる人民があれ

ば、その人民は民主政をとるであろう。しかしこのような完全な政府は人

間には適さない」18という悲観論さえ述べている。彼が自分自身の描いた

民主主義的社会が達成されるための条件を挙げているのは、まさにこうし

た危惧を抱いているからに他ならない。すなわち、①構成員同士が容易に

互いに対面することができるような小規模な共同体社会、②社会構成員間

の経済的平等性 19と独立性、③公的な問題に関わろうとする人民の意欲を

阻害しない程度に簡素な争点、④公的な事柄に対する積極的関与を促進せ

しめる市民的徳性の保持、が前提として付け加えられているのである。

この内、ある社会における共同体の規模、平等性、争点の性質は、その
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歴史的経緯や地政学的事情、そしてその時々の社会・経済的情勢に依存す

るので、個々人の力によっては如何ともしがたい。したがって、それぞれ

の「人民」自身の努力によって獲得できそうなものは、市民的徳性のみで

ある。それゆえ、他の条件の達成可能性が疑わしい現代社会においては、

ルソーの議論は市民的徳性、乃至は市民の公共意識、積極的参加の増進を

目指す「参加民主主義」に鋳直された。「人民は政治参加を通じた経験と

学習によって真に『市民』となる」という発達理論的な市民参加擁護論は、

全くこの意味においてルソー的人民主権論の「最後の牙城」である。

反対に、後に述べる「エリート民主主義」論者は、一般的市民がこうし

た徳性を持つのは困難である（あるいは現に持っていない）こと、また市

民の間の全面的合意は容易に達成されない（あるいはそのようなものは最

初から存在しない）として、「人民主権論」を攻撃する。しかしながら、

こうした「衆愚観」は、実は参加民主主義に致命的な傷を負わせるもので

はない。人々が「市民状態」に至らないのは参加機会と学習が不足してい

るからであって、その責任は政治と社会の構造にあると反論することが可

能であるからである。こうした見解は、特に1960年代以降の参加民主主義、

とりわけ急進的民主主義論者によって主張された。しかし、「人民による

直接参加」にとってもっとも致命的なことは、ルソーが提示した最初の条

件、すなわち、「構成員同士が容易に互いに対面することができるような

小規模な共同体社会」が、人口増加と都市化が進んだ現代社会においては

非現実的な舞台装置となりつつあることであろう。

ルソーが社会規模と民主主義の関係性に着目していたことは、極めて重

要である 20。18世紀までに存在した多くのコミュニティがそうであったよ

うに、古典的モデルが描いた民主主義社会は、「小規模で相互に面識があ

るような都市国家」を基盤としていた 21。ルソーは、市民が政策の決定に

効果的に参加する機会を持つ度合いは、社会の規模によって異なるとし、

市民の数または国家規模が大きくなるほど、市民による参加の有効性と国

家に対する統制力は減退すると考えた。内田は、こうした市民の数、つま

り社会システム・メンバーの規模の問題は、プラトンやアリストテレス、
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モンテスキューらによっても論じられていると指摘する 22。中でもモンテ

スキューは、国家規模とその存立の関係から、小規模な共同体のフェデラ

リズムを最も理想的な形とした 23。ダールとタフトは、このような国家規

模と統治形態に関わる古典的民主主義理論における理想的な政治体（polity）

の基準を、①ポリティの決定に対する市民の直接的コントロールを確保す

るために、ポリティを構成する市民の数は充分小さくなくてはならないと

いう「市民(参加の)有効性」(citizen effectiveness)、②ポリティが市民に対

して優れた対応性を持つためには、ポリティは完全に自治的であるか主権

的でなければならないという「システム（の）能力」（system capacity）とい

う二つの基準に整理している 24。

さて、経済学的視点から政治現象を捉える手法が普及した今日では、政

治的決定といった『集合財』に対しては、人々の協力的行動は構成体の規

模が大きくなるほど起こりにくくなる、といった考えが一定の承認を得て

いる 25。また実証的には、人々のもともとの性質に関係なく（つまり「市

民的徳性の保有」といった人格的特徴に関係なく）、集団規模の拡大が彼

らの協力心理に負の影響をもたらす可能性があることも確認されている 26。

集団を構成する人数が増えるほど、集団に対する一人ひとりの責任感は薄

れ、ただ乗りや他者に対する「搾取」の欲求が高まるからである。これは、

現代社会に最も顕著な病理である。したがって、現代的文脈における社会

規模の拡大による弊害とは、とりもなおさず公的利益と私的利益の乖離、

すなわち「フリーライダー」の増加によってもたらされる問題を意味する

と考えられる。

後にペイトマンは、「ルソーの理想的な体制は、参加の過程で得られる

効果をつうじて、責任ある個人の社会的、政治的行動を発展させるように

企てられている……彼は他人から協力を得ようとするのであるならば、彼

自身の直接的な私的利益よりもより広い事柄を考量に入れねばならないこ

とに気づくとともに、公的利益と私的利益が結合していることを学ぶので

ある」27と述べ、政治参加を「利己的な個人を公共心に富む個人へと転換

する過程」28として見なす。しかし、仮に利己的な個人であっても他人と
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の協力に応じる時がある。これこそ、小人数集団における「繰り返し協力

ゲーム」が我々に教えるところの状況、つまり「小集団であるがゆえに公

的利益と私的利益が結合している場合には、成員の協力は達成されやすい」

という今日のゲーム論的研究の成果が証明するものである。

小規模社会では、利己的な者も（あるいは利己的であるが故に）協力せ

ざるを得ないような状態が生起する。しかし、社会規模そのものが人々の

意識や行動を左右する側面があるのだと仮定すると、ルソー的共和主義モ

デルの描く社会が、近現代の社会変動、すなわち人口の激増や都市化・流

動化によって、物理的に不可能になりつつあることは否めない。民主主義

の現代モデル、とりわけ、競争型エリート民主主義理論は、まさにこのよ

うな時代に適合的なものとして出現することになった。

３．民主主義の現代理論

３．１　現代の民主主義

ルソーの民主主義モデルにおける「参加」とは、市民が政治にアクセス

しやすく、場合によっては直接民主政をも可能にするほどの小規模な社会

を舞台として実現されるものであり、「市民」とは、経済的・社会的平等

性に裏打ちされながら、参加を通じて合理性や自律性を獲得し、互助的行

動の意味と自身の公的役割に気付く存在と措定された。このような理論は、

一つには我々の社会が蒙った歴史的・構造的な変化と、もう一つには社会

科学における経験主義的アプローチの発達から、重大な挑戦を受けること

となった。

急激な人口の増大と流動、都市化・工業化の進展は、20世紀の社会を特

徴付けるもっとも重要な変化である。このような大規模な社会変動の前に

は、発展型共和主義が描いたような自治的コミューン、例えば18世紀のア

メリカ・ニューイングランド地方においてタウンミーティングを可能にし

たような共同体を保存、再生していくことは、ほとんど不可能なことに思

われた。また、国民国家の形成とナショナリズムの台頭、アメリカ、イギ

リスにおける代議制や官僚的組織の発達は、「小規模型の民主主義のモデ
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ルを時代おくれの陳腐なもの」29として感じさせるに至った。こうして、

民主主義的政治システムと言えば、それはほとんど代議制を意味すること

となり、直接的民主政の要素は、その補完的役割を言及されるのみとなっ

たのである。

さらに、1930年代のドイツ・ワイマール共和国において、大規模な大衆

参加を伴うファシズム化が進行したことは、社会科学者をして大衆（特に

下層階級）の政治参加の危険性を痛感させることとなった。比較的発達し

た近代国家においても、権威主義的な勢力によって従来政治的に無関心で

あった層が動員される結果、民主政治の安定性は容易に崩れ得るという事

態が、科学者達の眼前に繰り広げられたのである。大衆の能力欠如につい

ての観察はエリート主義への支持を生み、アメリカを中心とした現代政治

学における保守的概念の核を成した。これらの概念が当時ヨーロッパから

アメリカに亡命した研究者たちの間で醸成されたと共に、他ならぬ彼らに

よって今日の社会科学の基礎となる重要な研究がなされたことが、エリー

ト民主主義理論の発展と深く関わっていたと言える。

３．２　シュンペーターの民主主義理論

エリート民主主義理論が体系化される背景には、社会を構成する各シス

テムの大規模化・複雑化、そして大衆による政治参加に対する研究者の危

惧があるが、その理論的契機は経済学者であったシュンペーターによって

与えられたと言われる。シュンペーターは、（彼が言うところの）「古典的」

民主主義を「政治的決定に到達するための一つの制度的装置であって、人

民の意志を具現化するために集められるべき代表者を選出することによっ

て人民自らが問題の決定をなし、それによって公益を実現せんとするもの」30

と解釈した上で、その本質は政治的決定権を市民（選挙民）に帰属させる

ことを第一義とし、代表の選出を二義的なものとしていることに注目した。

彼はこの順序を逆転させ、市民の果たす第一の役割は代表の選出、つまり

選挙を通じた間接的参加にあるとし、市民による直接参加はそれに従属的

なものとすることを提案する。
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彼はその理由として、次のような点を挙げる 31。第一に、「古典的」民主

主義理論が念頭に置く「公共善」や「公益」の存在は非常に疑わしいとい

うことである。おおよそ人々の思い描く「公益」の姿は多様であって、そ

れに関して一致した合意が常に形成されるとは限らない。また第二に、た

とえそのような公益に関して意見の一致が見られたとしても、その実現の

方法についての意見の相違は必ず生じる。かくて、ルソーなどの議論にお

ける公益、あるいは「普遍意志」といった共通意識は、シュンペーターに

よって「そのようなものははじめから存在しない」と断定される。第三に、

市民が常に合理的な判断を成し得ると考えるのは、能力と能率の面から見

て「非現実的」であるということである。最後に、仮に市民が理想的な合

理性を持っているとしても、個々人から発した意志が市民全体の公益に適

うとは限らないので、優れた政治的リーダーに決定を委譲する方が（例え

ばナポレオンの第一統督時代のように）望ましい結果を導く可能性が高い

と論じている。

かくて、シュンペーターにおいては、市民的機能は専ら選挙によって政

府を作り出すことに限定されるべきものであり、政治は代議制、すなわち

エリート間の競合によって進められるものとなる。したがって、彼が規定

するところの民主主義的方法とは、「政治的決定に到達するために、個々

人が人民の投票を獲得するための競争的抗争を行うことにより決定力をう

るような制度的装置である」32ことになる。

このような議論の内容について、河野はシュンペーターが「分析手続き

上の一つの選択」を行ったものとして捉えている。すなわち、「個人や集

団が公益に基づいて行動すると前提した上で分析を進めるのと、そうでな

いと前提した上で分析を進めるのとでは、どちらが現実の民主主義につい

てより深い理解を提供してくれるか、という点での判断において、シュン

ペーターは後者を選択したのだと考えるべき」であると指摘するのである。

事実、この選択によって、現代政治学は大きく発展するきっかけを得た。

「公益」の否定、個人的合理性への注目は、いわゆる経済学的・数理学的

研究の発展を促した。シュンペーターにおいては、まさに「現代の政治学
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が依拠する『アクター中心主義』をはじめ、『政治の不確実性』や『囚人

のジレンマ』といった…重要なテーマがいくつも先取りされていた」と考

えられるのである 33。また、政治と人民を巡るあらゆる「現実」の暴露、

特に、大衆心理の欠陥の指摘は、経験主義的研究における議論の活性化を

もたらした。こうしてシュンペーターの議論は、現代政治学における方法

論上の革新を準備したものとして、後に政治学者から高く評価されるので

ある。

３．３　経験主義的アプローチの発達

ところで、エリート民主主義理論が台頭した背景には、社会科学の様々

な分野における経験主義的アプローチの発達があったことは前にも述べ

た。社会の現実に照らし合わせると、国民の直接統治を重んじる民主政は

技術的に不可能であると措定するにあたって、その主体たる有権者、乃至

は市民の政治的能力の欠如を指摘することはかなり昔から行われていた。

しかしそのことが、（部分的にも）「科学的に」証明されたことは、エリー

ト民主主義理論のまたとない援護射撃となったに違いない。ベレルソンの

『投票論』は、そういう趣旨の業績としてよく引き合いに出される 34。ベレ

ルソンは、有権者の投票行動に関する調査の結果に基づいて、古典的民主

主義が行ってきた「市民」に対する規範的な見方の非妥当性を指摘した。

「民主主義体系が個々の投票者の資格条件のみ依存していたとすれば、

デモクラシーが何世紀ものあいだ存続してきたということは驚くべきこと

と思われる。個人がどのようにして政治的現実を誤認し、あるいは意味の

ない社会的な力に対応しているか、ということについての細かい資料を検

討すれば、デモクラシーがそのもつ政治問題をどのようにしてこれまで解

決してきたのかを不審に思うであろう」。つまり彼は、一般的市民の政治

的無関心、非合理性にも関わらず、民主主義社会は現に成り立っていると

いう観察から、古典的民主主義が設定した理想的市民像を持ち出すまでも

なく、「無能な市民が有能な政府をつくりだす」ことを肯定するのである。

このような政治的無関心の指摘のみならず、その他の経験主義的研究者ら
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によって群集行動、パニック心理、権威主義的志向など人間の現実的側面

が次々と明らかにされた。これらの研究は、とりわけ社会経済的地位が低

く、政治や社会から「疎外」されているような人々が一時の熱情によって

政治に参加することを危険視した。したがって、政治的不活性は積極的な

意味を付与されるまでなった。

その後、1960年代のアメリカにおける市民の「過参加状態」がもたらし

た混乱は、「およそ政治的決定への参画にとって充分な資質を持たない

人々の無関心は、かえって民主主義システムの安定性と効率性に寄与して

いるのではないか」とのベレルソンの結論にさらに力を与えたかもしれな

い。また、独立後の旧植民地諸国において、いわゆる「権威主義体制」が

より効率的に経済発展を成し得たという事実も、民主的参加を抑制するこ

とを肯定する見方に供した。こうした視点が、政治発展論や権威主義体制

論といった研究に生かされたことは言うまでもない。

３．４　民主主義における競争性

シュンペーター以後の政治学では、「政治的統治の成否は結局のところ、

エリート間の有効な競合に依存する」という「民主政の競合理論」に同意

する者が主流となった。ここからエリートのリーダーシップ、乃至は競合

の度合いに関心を置く現代的民主主義理論が発展した。パレート、モスカ、

ミヘルスらの支配エリート論は、いかなる政治体系にも一体化した少数の

エリートが存在し、彼らの選択権が、体系内の他集団の選択権を常に凌駕

している状態を想定するものであった。こうした「エリート寡頭モデル」

への傾斜に対し、ダールは多元主義的デモクラシー、さらに多頭制デモク

ラシー（polyarchy）への移行という定式化を成した。ダールはシュンペー

ターと同じく、代議制の効率性を認めていたが、市民からのインプットが

選挙に限定されることには危惧を抱いていた。それは彼が、選挙を指導者

をコントロールするための決定的な手段としながらも、「多数者の選好を

示すものとしてはまことに効果のないものである」35と考えていたからであ

る。そしてダールは、アクター間での政治的競合の連続と、市民の政治的
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平等性（投票のみならず、多元的な利益集団を通じて政治にアクセスする

権利の平等性）の確保を、エリートに対するコントロールの方策として重

要視したのであった。

エリート民主主義が現代政治学の理論的な発展に貢献したことは確かで

ある。しかしその一方で、エリート民主主義は「民主主義体系」を伝統的

な意味でより民主的にすることにあまり関心がなく、妥協、多元主義、そ

して人々の無関心と政治的無気力を正当化するという「現状肯定」型の民

主主義となってしまうことに、多くの批判も寄せられた。もしも政治学が

「政治の現状肯定」に安住してしまうなら、先進諸国に見られる国民の政

治的関与の減少、権力構造の硬直化、選挙の機能不全などの問題の解決を

論じることは、空々しいものになってしまうであろう。特に、選挙におい

て有意味な競争が減りつつあるという現状は、代議制中心の民主主義に根

本から反省を迫るものであると言える。

例えばシュンペーターは、エリート間に有効な競争性が存在することを

もって代議制民主主義に正当性を与えたが、彼は「代議制民主主義におい

ては常に
．．
エリート間に競争が生じる」ことが保障されていると論じてはい

ない。河野は、アメリカ、あるいは我が国の選挙における「現職優位」の

傾向、二世・三世議員の増加傾向を例にとり、政治的手続きの「競争性」

を体現するはずの選挙において、必ずしも実質的な競争が行われていない

可能性を示唆する。「競争をもってそう定義される民主主義とは、実は自

らの存立基盤を破壊するような、きわめて政治的なメカニズムを内在的に

抱え込んでいる」のかもしれず、このことがシュンペーターの民主主義の

理解における欠陥であるとするのである 36。

３．５　参加民主主義

さて、1960～70年代のアメリカでは、このようなエリート民主主義理論

に対して、参加民主主義理論の側から批判がなされた。その主張は、①エ

リート民主主義理論は「古典的」民主主義理論を誤解し、その規範的意味

が示すところの政治作用を軽視していること、②市民参加を受動的かつ消
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極的、最悪の場合は危険な存在として捉え、その状態を改善させようとい

う視点を持たないこと、③政治的安定とリーダーの機能を強調するあまり、

多様な人々の参加がもたらす社会の変革機能を評価しないこと、などに要

約されよう。

まず第一点目について、ペイトマンは、民主主義の現代理論（エリート

民主主義理論）が、古典的民主主義理論に対する誤った解釈の下に、一種

の「神話」を形成してきた、と述べる 37。例えばシュンペーターは、古典

的民主主義理論を「すべての政治的問題に対し理性的な判断を下すことが

できるような市民を前提とした議論」と批判するが、古典的民主主義は

「現に市民はそうである
．．．．．

」と言っているわけではない。ルソーもベンサム

もミルも、人々がデマゴギーに陥る危険性を心配している。彼らは、そう

したリスクを冒してでも追及されるべき民主主義者社会の理想を描写した

に過ぎない。エリート民主主義理論は、その理想を「エリートによる競争

的統治」という理想（つまり、必ずしも実現するとは限らない条件）に置

き換えた、という点で、同じように規範的とも言えるのである。

また、第二点目、つまりエリート民主主義に特徴的な「市民性」への不

信と悲観論は、ウォーカーによって次のように批判される 38。すなわち、

市民がある時点において政治的に不活性に見えるのは、不満が高まる要因

がたまたま存在していないためであって、彼ら自身の利益と生活の安寧を

著しく損ねるような危機的状態が生じたならば、彼らは積極的に政府に働

きかけるための行動を起こすであろう。したがって、市民は常に「脱政治

化」していると考えるべきではない。また、政治的無関心の原因は、政治

参加能力や理解力の欠如といった個人的なものと、社会・政治システムに

帰するものがある。高度に教育を受けた市民であっても、現代の複雑な政

治状況を完全に理解することは難しく、またそのような情報を集めるコス

トは膨大である。加えて、政治の側は市民の判断を助けるような明確な情

報、選択肢を用意しない傾向にある。こうして、市民の政治教育を避ける

政治エリートが市民の無関心を助長し、市民はその無関心ゆえに政治に参

加せず、参加経験の乏しさからさらに政治的関心と能力が低下し…といっ
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た悪循環が生まれる。それゆえ、古典的民主主義理論の掲げる理想、つま

り「全人民を教育して、彼らの知性、感情、および道徳上の能力をして十

分な潜在力にまで到達せしめ、彼らが真の共同体に自由かつ積極的に参加

するように仕向ける」という目的は、たとえそれが完全には達成不可能な

ものであるとしても、達成のレベルの向上をあきらめるべきではない、と

する。さらに「急進的民主主義論者」に至ると、こうした目的が達成され

ていないという観察は、その目的が達成不可能であるということを証拠付

けるのではなく、単にその社会がそういう目的を達成する要件を欠いてい

るということの指標を示すに過ぎない、と考える。そして、「人間は政治

的であることを奨励する社会においてのみ政治的動物であり、もし市民が

国家の方へ歩み寄ってこないのならば、国家が市民へ歩み寄らなければな

らない」と主張される 39。

また、先に述べたように、大衆に関する経験主義的観察がエリート民主

主義理論の発展の後ろ盾となったが、実証分析の黎明期における知見の

「科学性」が後になって疑問視されることも少なくない。例えば、社会経

済的地位の低い人々ほど権威主義的パーソナリティを持ちやすく、地位の

高い人々ほど自由主義的な考えを持つとする知見は、しばしば設問技術の

稚拙さに由来していた、と指摘されている。実証分析の問題は、第三点目

の政治参加の増大と社会の安定の間の因果関係の証明においても顕在化す

る。つまり、社会変動のどの局面に注目するかによって、この因果関係に

関する分析デザインも結果の解釈も変わり得るからである。例えば、エ

リート民主主義理論が発展した背景には、ワイマール・ドイツの崩壊とナ

チスの大衆動員に対する恐怖があったことはよく知られているが、このプ

ロセスのみに注目して、「大衆参加が全体主義と国家の崩壊を生んだ」と

するのは結論を急ぎすぎている。分析対象とする期間をより遡って考えれ

ば、ナチス・ドイツによる中・下層階級の人々の大量動員は、そもそもそ

の層の人々においてこそ、第一次大戦の敗北によるショックと経済的困窮

が深刻であったことが背景となって生じたことに気付くのである。した

がって、社会の安定を阻害した真の要因は、「敗戦」そのものと経済的混
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乱であって、その結果生じた大衆動員は国家崩壊に至るプロセスの一つに

過ぎなかったのではないだろうか。

今一度、ウォーカーの主張に立ち戻るならば、人々の政治参加がもたら

す社会変革のパワーは、民主的社会の成長にとって必要であるという点も

忘れるべきではない。民主的な社会は、新しい力を注入して動揺すること

によって発展するものであり、その意味では、民主主義は常に未完成の運

動である、と言えるのである。民主主義は、安定を求めると同時に変化し

続けなければならないという、矛盾した目標を追っているのである。

しかし、参加民主主義理論は、古典的民主主義をベースとした市民社会

の理想を語ることと、エリート民主主義に対する批判を行うことには成功

したかもしれないが、さてその理想をどのように具現化するかという段に

なると、その「手続き」を明確に示すことにはあまり成功していないよう

に思われる。公教育を通じた市民への長期的な教化、政治への参画に関す

る戦略の策定、あるいは政治以外のすべての社会生活における参加の浸透

は、どれをとっても忍耐の要る仕事である。レズニックは、参加民主主義

を実践しようとしたアメリカの社会運動やフランスの学生運動は、運動の

理念については一般的な原則を示すにとどまり、理念を現実的に機能させ

るためのモデルと技術を欠いていた、と指摘する。彼は、60年代における

こうした運動が総じて失敗に終わった原因は、「参加民主政は余りにも多

くの集会や課題を抱え込み、結局、活動家のエネルギーを消耗させてしま

うことになった。また、参加者の現実の能力と資質を必ずしも考慮しない

で任務と責任の悪循環を繰り返した」40ことにあったとするのである。

現実の政治の運営にとって効果的な提案ができるかどうか、という意味

でも参加民主主義理論の課題は大きいのであるが、その議論の技法にも進

化が求められている。政治参加の文脈とは異なるが、例えばロールズによ

る社会正義の数理的説明などは、「価値」を巡る議論を合理主義的な他の

議論と同じ技法で論じることを可能にするという点で極めて重要である。

参加民主主義理論が、このように「合理性」に基礎を置いた議論に成功す

る時、あるいは、実証主義の支持を得る時に、初めて他の理論との真の議
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論が可能となり、また実践的なモデルを示すことが可能となるであろう。

３．６　新しい民主主義理論

さて、今世紀半ばのナチズムが民主主義理論を震撼させたように、世紀

末における全世界的民主化は、民主主義に関する新たな議論を呼び起こし

ている。「新しい民主主義理論」は、「全体主義的共産主義という対立概念

を失った自由民主主義はどのように自らの正当性を主張すべきか」「政

治・経済・環境問題・情報通信等のボーダーレス化という時代の要請にど

のように応えるか」「冷戦終結後の断片化した社会の混乱にどのような普

遍的理念を提示するか」という問いに対して模索されているものである。

ここでは、そのような試みの一つとして、「グローバル・デモクラシー」

を取り上げる。

70年代半ばの南欧諸国の民主化、80年代の中南米・東アジア諸国の権威

主義体制から民主政への移行、80年代末から90年代の東中欧諸国の民主化

革命といった加速度的な民主化の進行は、ハンチントンによって「第三の

波」と名付けられた。その頂点でソ連が崩壊した時、経済体制上の二極対

立構造のうちの一方が瓦解したことをもって、「自由民主主義の究極的勝

利」が確認されたかに見えた。が、その後、経済競争で実際に「勝利を収

めたのは、西側先進国の自由主義（リベラルな資本主義）ではなく、東ア

ジアの経済発展を支えている『開発主義（国家＝政府主導の資本主義）』

であった」41ことが明らかになってきた。また政治的・軍事的な意味での

冷戦の終結も、それ自身が必ずしも世界的な平和や一致をもたらしたわけ

ではなく、かえって湾岸戦争や民族紛争に象徴される局地的紛争を頻発さ

せることになったのである。

マクロ的秩序の変化に伴う混乱もさることながら、民主化への移行を決

意した国々の内部でも、様々な問題が顕在化してきた。川原は、東中欧の

民主化革命を例にとって、民主主義に関わる次のような問題の存在を確認

する 42。第一に、民主化の過程に伴う政治的な問題である。革命の過程で

こそ「（社会の）下からの民主化」「市民社会の自己組織化」という原理が
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「民主主義運動」を牽引するが、運動が革命的勝利を手にし、革命の成果

であるところの民主主義を定着させるという局面に入ると、運動は「民主

政」の制度化作業に取って替わられ、「利益政治」に押しのけられる。第

二に、民族主義・原理主義の浮上を巡る問題がある。民主化革命は、その

地域における民族・文化・宗教と密接に結びついていた。全体主義的共産

主義が去った後には、文化的・地域的排他性を持つ民族意識の高揚は、か

えって民主主義の大きな脅威となることが懸念されるのである。第三の問

題は、経済体制の変換に伴うものである。市場経済への移行、経済の正常

化、安定的成長にまで至るプロセスは、容易な道ではない。移行プロセス

に伴う困難さは、旧体制への郷愁や権威主義的体制の復権を招いてしまう

のである。

今日では、民主主義の安定と経済的発展は不可分であると考えられてい

る。しかし、「経済発展の論理の前に民主主義を制度的に制限するという

倒錯」に陥れば、極端な場合、民主主義でも権威主義でも『良いガバナン

ス』が確保されさえすればよいとする「開発主義」を容認することになる。

民主主義が各国経済における利益配分の文脈を離れて存在意義を持つため

には、新たな次元における価値を提示しなければならない。ここにおいて、

①市民社会・地域社会の再構成に基づくローカルな次元での民主化、②国

家権力の分権や政治制度改革を伴うナショナルな次元での民主化、③地球

規模で進行する経済・環境・安全保障問題に対応したグローバルな次元で

の民主化、という三つのレベルでの重層的発展を目指す「グローバル・デ

モクラシー」が提起されるのである。

グローバル・デモクラシーが提起される契機は、前に述べた民主化の波

の拡大の他に、ヨーロッパなどにおける国家共同体の形成、経済市場の統

一や情報通信ネットワークの拡大、軍事・環境・犯罪といったリスク管理

のグローバル化、市民団体や社会運動の国家を超えた連携、国連やそれに

代わる「世界政府システム」機能の議論の高まりなどが挙げられる。また

マクグリューは、グローバル・デモクラシーの理念型を示す学問的潮流を、

①国際政治学・国際関係論の視点から主張されている（軍事・経済の相互
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依存関係を重視した）「リベラルな国際主義」、②強力な民主主義・市民的

共和主義を支持する政治哲学の視点から主張される「ラディカル・コミュ

ニタリズム」、③新しい世界的な制度・システム・法に服する自律的市民

の「コスモポリタン・デモクラシー」の三つに整理する 43。グローバル・

デモクラシーの議論はこれらの要素を複合的に取り入れながら、「国民国

家」という政治空間では解決し得ない諸問題に取り組もうとする。さらに

「市民」については、リージョナルな意味で地域社会を担う存在であるだ

けでなく、国家を超えた世界的・普遍的なルールの中で生きる存在となる

ことを期待するのである。

しかし、このようなデモクラシーの理念構築を試みること自体には価値

があろうが、一見して、恐らくこれは理念にとどまるであろう
．．．．．．．．．．．．．．．．．

、という感

想を抱かざるを得ない。学問上のもっとも大きな問題点は、政治学が経済

学的視点から得た教訓、すなわち、「個々の利益追及と全体的利益の達成

との間の摩擦」を原理的に解消するような方策が打ち出されていないこと

である。ありとあらゆる局面におけるこの「公共財問題」を、我々は一体

どれだけ学問的に、あるいは実践的に解決できるようになったのだろうか。

このような問題への慎重な検討がないままに、例えばローカル（地域社会

的）な次元でのデモクラシーと、グローバル（トランス・ナショナル）な

次元でのデモクラシーとが、手と手を取り合って発展していくと考えるの

は、やはり楽観的であるように思われる。ルソーが過去に示したような民

主社会の理想型は、サイズを拡大すればさらに困難になると考えるのが妥

当であろう。また、世界的な影響力を持つ制度・機構の創設は、世界的な

範囲での管理
．．
（例えば「グローバル・スタンダード」といった統一的枠組

みの押し付け）を志向する可能性も否定できない。

また、経済がグローバル化している、という観察は妥当であるとしても、

政治にも同様の傾向がある、と見るのは適切であろうか。マルクス経済学

を持ち出すまでもなく、資本主義は本質的に常に新たな市場を求めて拡大

するものである。一方、政治、もしくは政府の機能が国民の厚生を計るこ

とであるとすれば、政治はまず人々をある一定の範囲（領土など）に「囲
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い込む」必要がある 44。このように、ある境界をもってメンバーを限定す

ることなくしては、社会福祉政策など成り立たないからである。現に、政

治的統合の動きはEUにおいては見られるものの、他の世界の政治は断片

化する方向に向かっていると言われる。

グローバル・デモクラシーを主張する論者自身が認めるように、非西欧

諸国を含めた世界全体を対象とした民主主義理論についての議論はまだ始

まったばかりであり、問題が山積していると言わざるを得ない。ともあれ、

国家という単位を超えた民主主義理論はどのようにして成り立ち得るか、

という課題は、21世紀を生きる我々にとって不可避であろうことは確かで

ある。

４．結論

これまで、代表的な民主主義理論における「市民」と「参加」の概念の

位置付けを検討してきた。まず、古典民主主義理論、及び参加民主主義理

論の「市民」とは、自律性、平等性、積極性を備えたある種の「理念型」

であった。市民参加は、こうした理念型に形を与えていくための教育機能

を果たすものである。また民主主義の統治システムにとっては、市民参加

はその形骸化を防ぎ、統治システムの漸次的改訂に寄与する。最後に社会

システム全体にとっては、市民参加は社会の障害を突破し、多様な観点か

らシステムの変革を促すことに役立つのである。

しかしながら、古典民主主義理論や参加民主主義理論が理性的バランス

を欠いて持ち出される時、それは確かに感情的な大衆動員や革命の道具と

なりかねない。こうした暴走を防ぐためにもっとも重要な方策は、市民参

加の「質」を高める努力を行うことである。例えば、市民や市民組織が、

行政サービスの一部を肩代わりするといった試みは、様々な面で有用であ

る。行政サービスが「天から降ってくる」状態では、人々は単なる「客体」

と化し、自らを統治する行政や政治の姿を体感できない。「客体」である

人々は「天」に向かって「要求」をエスカレートさせるしかないので、行

政ニーズは多様化し、財政支出は膨れ上がるばかりとなり、そこに「政治

政治参加と民主主義の理論
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的意図」が介入する余地さえ生じるのである。一方で、市民が司法、教育、

福祉といった分野の現場に入り、責任を分担するような社会では、市民は

「調整」の難しさを知り、自治における責任とは何かを体感することがで

きる。NPO、NGOなどの組織にこうした責任の分担を促すことは、政府

機能の縮小、支出の削減を目指す「小さな政府」主義とも矛盾しない。

他方、民主主義の現代理論は、社会の現実と矛盾を正面から見据えるこ

とを我々に教えた。ここでは、「多数の人々の間の利益調整がいかに困難

であるか」「社会と政治の安定と発展に何が犠牲となるべきか」という発

想から、市民参加の拡大はむしろ「阻害要因」と考えられてきた。およそ

大多数の市民を古典民主主義が目指すような姿に「教育」することは不可

能であるし、また現代社会には、それを不可能にするような要因が満ち溢

れている。市民参加の「結果」には誰にも責任が持てない以上、それはか

えって、多くの市民の不幸を招く恐れさえあるのである。

近現代に入り、エリート理論は、さすがに「慈悲深い専制君主の統治」

や「勇敢な貴族達による政治」の正当性を唱えるわけにもいかなくなった

のであるが、投票権が拡大する中で、「競争性のあるエリートによる政治」

なら良いであろう、としたわけである。この「競争」は原則的には市民の

選好と投票行為を巡って生じるものなので、その意味では人々の「参加」

の意義は確保される。こうした考えは、マス・ポリティックスの時代には

大変適合的であるようにも思われた。また行動論的政治学は、「参加」や

「民主主義」の定義にこだわるよりも、エリート民主主義理論の前提に

乗って分析を行う方が効率的である、と考えた。しかし、行動論政治学は

例えば投票行動についての実証分析を進化させたが、こうした研究は有権

者がより良く投票するための助けとなった、と言うより、選挙の「マーケ

ティング・リサーチ」として、政治エリートが人々の投票行動を理解し予

測することに役立った。つまり、エリート民主主義理論は、社会の大多数

を占める一般有権者自身の政治観と政治的行為に、一体どのような貢献を

なしたかと言えば、はなはだ疑問なのである。

最後に、21世紀における新たな民主主義理論の形成を目指すものとして、
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「グローバル・デモクラシー」を挙げた。ここでは、「市民」概念は生活空

間と国家のみに所属するのではなく、地球規模の概念に拡大される。グ

ローバル・デモクラシーにおける市民参加は、インターネットの利用等に

代表される情報リテラシーの発達、国際的市民組織の発達・連携によって、

その飛躍が期待されている。こうした情報技術、組織技術の向上は、政治

的空間が本来的に持っていた閉鎖性を破ることに寄与する。しかし、グ

ローバルな市民参加とローカルな市民参加が矛盾なく連携するかどうかは

疑問である。我々人間は、集団の数がたかだか10人を超えれば、もう意見

の一致を見るのは難しくなるような生き物である。とすれば、我々は差し

当たり、グローバルな側面を見て壮大な理想を語るより、ローカル、ある

いはリージョナルな側面の民主主義の具体性を検討するほうが賢明ではな

いだろうか。ここにおいて、地域社会における「市民参加」のダイナミズ

ムを検討し、それを生かす具体的な糸口を発見しようとする本研究の意図

が見出せるのである。

ともあれ、本章で検討してきた議論、とりわけ、参加民主主義理論とエ

リート民主主義理論の相克は、現代においてもなお続く民主主義の議論の

基本的枠組を提示するものである。二つの民主主義の「一長一短」が出尽

くした時、我々はその二者択一に悩まなければならないというよりは、そ

れぞれの要素は異なるレベルの政治に生かされべきであることに気付く。

篠原は、基礎的な自治体単位の政治には参加民主主義を、国民国家のレベ

ルでは競争型代議制を、国際レベルでは和解型代議制を適用することを提

案する。もちろん市民参加は多様なレベルで取り入れられるべきであるが、

現実的効力を発揮できるのは、恐らく地方政治のような場であろうと考え

られるのである。このような意味では、我が国における政治の地方分権化、

あるいは地方政治研究の増加は、市民参加研究のまたとない「好機」であ

る。
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