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第 50回高畠ゼミ OB・OG会読書会 

  アレクシス・ド・トクヴィル著『アメリカのデモクラシー』第一巻（上・下） 

                     （岩波文庫 松本礼二訳）を読む 

2014．３．29 報告：工藤 敬吉 

 

〔本書を読むにあたって〕 

① 本書の成り立ち 

『アメリカのデモクラシー』第二巻（下）の巻末にある訳者、松本礼二氏の解説に

よれば、本書はアレクシス・ド・トクヴィルが 1831年４月から 1832年３月にかけて、

友人のギュスターヴ・ド・ボモンとともに行ったアメリカの視察旅行をもとに書かれ

ている。視察の名目は「合衆に国おける監獄制度の研究」だが、それはいわば名目で、

トクヴィルには明確な目的意識があった。社会学者の富永茂樹は、「ヨーロッパはまだ

アリストクラシー（貴族政）からデモクラシー（民主政）への移行の途次にあり、ト

クヴィルが訪れたアメリカでは同じ動きがいっそう進行した段階にある、したがって

アメリカの社会と政治をつぶさに観察することは、自分たち旧世界のゆくすえを考え

るうえで重要な手がかりになるのだと彼は考えます」と述べている。『アメリカのデモ

クラシー』の第一巻が出版されたのは、トクヴィルが 30歳の時である。ところが彼は

友人への手紙で、自らのテーマを「ほぼ 10年」前から考えていたと書いている。つま

り 20歳の頃からである。驚くべき早熟性と先見性である。 

② トクヴィルの生涯 

 アレクシス・ド・トクヴィル（1805～1859）は、フランスの由緒ある貴族の三男と

してパリで生まれた。その家系は、1066年のノルマンコンクェストの際、ノルマンデ

ィー公ウィリアムに付き従った騎士にまで遡ることができるという。ノルマンディー

のコタンタン半島のトクヴィル村には、現在でもトクヴィル家の城館が残っている。

トクヴィル家は王党派貴族のなかでもブルボン家を支持する「正統王朝派」であった。

父親は生涯ユルトラ（過激王党派）であったし、母親はさらに頑なであった。母親の

祖父はフランス革命で処刑された。両親も投獄されたが、いわゆる“テルミドールの

反動”でロベスピエールやサン・ジュストらが処刑され危うく難を逃れた。 

 このような環境で育ったトクヴィルが、なぜデモクラシーに関心を抱いたのか。一

つのきっかけは 16歳の時、父親の図書室でヴォルテールとルソーの全集を読んだこと

であろう。18世紀の啓蒙哲学に初めて接したトクヴィルは、それまでの貴族生活に対

する「普遍的な疑い」にとらわれ、「もっとも暗い憂鬱」に陥ったという。もう一つは

パリ大学で「自由派のイデオローグ」といわれたフランソワ・ギゾーのフランス（あ

るいはヨーロッパ）文明史の講義を受けたことではないかと思われる。 

 トクヴィルの生涯は、皇帝ナポレオンの退位とルイ 18の即位による第一次王政復古

（1814）、ナポレオンの“百日天下”と第二次王政復古（1815）、七月革命によるルイ・

フィリップの七月王政（1830）、二月革命の勃発による第二共和制とルイ・ナポレオン

の大統領就任（1848）、ルイ・ナポレオンのクーデタとナポレオン３世としての即位に
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伴う第二帝政（1852）という激動に彩られているが、詳細は省略する。 

 主なものだけあげると、七月王政下の 1839年に下院議員に選出され、第二共和政の

1849年には短期間ながら外務大臣も務めている。第二帝政の際には、同僚議員ととも

に逮捕され、やがて政界を離れて執筆に専念することになる。晩年の傑作は未完に終

わった『アンシャン・レジームとフランス革命』である。完成できなかったのはトク

ヴィルが肺結核を病んだからである。トクヴィルは 1959年４月療養先のカンヌで死亡

した。53歳であった。その後トクヴィル村に葬られた。 

③ トクヴィルの思想の“揺れ” 

 社会思想史家の菊谷和宏は、トクヴィルを「デュルケームに先立ちその社会学を準

備した者」と位置づけ、彼の思想の特徴として「懐疑」をあげている。トクヴィルの

家系は先に述べたように正統王朝派であったから、信仰も当然カトリックであった。

菊谷によれば「彼の社会理論は、神の御業の探求であり、その「社会」は、他のすべ

てのものと同様神性に基礎付けられていた」が、「一方で、見事な現実社会の分析、す

なわち民主主義の研究もおこなった。その際用いられた認識視角こそよく知られた彼

の「習俗」概念である」。 

   ＊トクヴィルのいう「習俗」とは、つぎのような意味である。 

   「私はここで習俗という表現を、古代の人々がモーレスという言葉に付与した意味で理解す

る。私はこれを心の習慣と呼ばれうる固有の意味での習俗に適用するのみならず、人々が持

っている様々な概念、人々の間で流通している多様な意見、そして精神の習慣が織り成され

ている諸観念にも適用する。／この言葉の下に、一人民のすべての道徳的知的状態を含意さ

せるのである」。 

 本書を一読すればトクヴィルの思想が「超越的神の世界」と「世俗的人間の社会」

の間で常に揺れ動いていることが理解できよう。また、貴族的精神と人民が主権者で

あるデモクラシーとの間で激しく葛藤している。本書を読むにあたって、「懐疑」や「憂

鬱」、「習俗」あるいは、こうしたトクヴィルの思想の“揺れ”を踏まえること、また、

当時のヨーロッパとアメリカの“国際関係”を念頭に置くことが、トクヴィル理解に

繋がるのではないかと考える。 

④ イギリスの植民地時代からトクヴィルが訪れた時代まで 

 コロンブスの“新大陸”発見が 1492年。イギリスのエリザベス一世が、ウォルター・

ローリーに北アメリカの植民地建設を命じたのは 1584年のことである。 

 また、植民地建設で最も有名なのは、1620年にはメイフラワー号でプリマスに到着

した「ピルグリム・ファーザーズ」である。彼らは、イギリス国教会の教義に飽き足

らず、カルヴァンの教えに従って純粋な信仰を追求したピューリタンであった。 

 その後、北アメリカの植民地をめぐるイギリスとフランスのフレンチ・インディア

ン戦争（1755～1763 七年戦争とも呼ばれる）で勝利をおさめたイギリスは、本国政

府が植民地への介入を強化する政策をとるようになる。これに対して、北アメリカの

植民地ではタバコやサトウキビなどのプランテーション農業による経済の発展や、キ

リスト教、特にプロテスタント諸宗派の布教活動などで民衆の自立意識が高まり、イ
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ギリス本国との軋轢が次第に激しくなって行く。そして、フレンチ・インディアン戦

争で膨大な負債を抱えた本国政府が 1763年、大衆課税である印紙税法、翌 64年に砂

糖法を制定したことから、植民地では大規模な抗議運動が巻き起こった。 

さらに 1773年に起きた、有名な「ボストン茶会事件」は対立を激化させた。そして

1775年４月「独立革命戦争」が始まり、1776年７月４日、下の 13の植民地（大陸会

議）によって「独立宣言」がなされた。戦争は植民地側の勝利に終わり、イギリスは

1783年９月、アメリカの独立を正式に承認したのである。 

ニューハンプシャー、マサチューセッツ、ロードアイランド、コネチカット 

     ニューヨーク、ニュージャージー、ペンシルベニア、デラウェア、メリーランド、 

     ヴァジニア、ノースカロライナ、サウスカロライナ、ジョージア 

トクヴィルがアメリカ合衆国を訪れた 1831年には、州の数が 24に増えているが具

体的にどの州を指すか解説には何も書かれていない。不親切である。第一巻（上）の

補説 Hと、トクヴィルの視察の行程から推測すると次のようになる。 

ニューハンプシャー、マサチューセッツ、ロードアイランド、コネチカット、メイン 

  ヴァーモント、ニュージャージー、ペンシルベニア、ニューヨーク、デラウェア 

メリーランド、ヴァジニア、ノースカロライナ、サウスカロライナ、ジョージア 

テネシー、ミシシッピ、オハイオ、ミズーリ、アラバマ、イリノイ、ルイジアナ 

インディアナ、ケンタッキー、（ヴァジニアとウェストヴァジニアは当時一体か？） 

また、本書には頻繁に「ニュー・イングランド」という言葉が出てくる。これは大

西洋岸の北東部地域にある次の６つの植民地（州）のことである。 

  メイン、ヴァーモント、ニューハンプシャー、マサチューセッツ、ロードアイランド 

  コネチカット 

なお、現在のアメリカ合衆国は 50州で構成されている。日本がアメリカの 51番目

の州とか、植民地を思っているアメリカ人もいるとか…… 

 

〔『アメリカのデモクラシー』（第一巻 上・下）の要約〕 

 トクヴィルがアメリカ合衆国を訪れたのは、建国からおよそ半世紀しか経っていない時期

である。従ってトクヴィルが見聞したのは、いわば“プロトタイプ（原型）”としてのアメ

リカである。本書には冷戦崩壊後、世界で唯一のスーパーパワーと呼ばれたアメリカとはお

よそ異なった“発展途上”の、あるいは“青年期”のアメリカが描かれている。しかし、プ

ロトタイプであるからには、現在のアメリカに至る核心部分がすでに形成されていたか、形

成されつつあった。トクヴィルはそれを鋭く見抜いていたと思う。 

＜序文＞ 

 「合衆国に滞在中、注意を惹かれた新奇な事物の中でも、境遇の平等ほど私の目を驚かせ

たものはなかった」。本書の主要概念の一つ、それが「境遇の平等」である（社会学者の富

永茂樹と菊谷和宏は「諸条件の平等」を採用）。「境遇の平等」は、公共精神、法律、為政者、

被治者に「深甚な影響」を与えるだけでなく、「世論を創り、感情を生み、慣習を導き、そ

れと無関係に生まれたものにもすべて修正を加える」から、トクヴィルは「アメリカ社会の
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研究を進めるにつれて、境遇の平等こそ根源的事実であって、個々の事実はすべてそこから

生じてくるように見え、私の観察はすべてこの中心点に帰着することに繰り返し気づかされ

た」のである。またトクヴィルには「境遇の平等は、合衆国におけるほど極限に達していな

いにしても、日ごとにそれに近づいており、アメリカ社会を支配するデモクラシーはヨーロ

ッパでも急速に権力の地位に上ろうとしているかに見えた」と述べる。 

 トクヴィルが生を享けたフランスでは、周知のように少数の家系による土地所有を基盤と

した貴族政が長く続いた。貴族政の下で「人民は現状と異なる社会状態を思い浮かべること

もなく、主人と対等になりうるとは思いもよらないので、上からの恩恵に甘んじて、権利の

主張などしなかった。このとき、社会に不平等と貧困はあったが、精神の頽廃はなかった」。

むしろ「フランスでは国王は平等化の積極的恒常的な推進者であった。ルイ 11世とルイ 14

世は王位の下にすべてを平等化することに心を砕」いたという。「十字軍と数次にわたる対

英戦争は貴族を壊滅させ、その土地を細分化する（土地の細分化と相続は、トクヴィルの重

要な関心事）」などして、「社会の階梯を貴族はますます下降し、平民はいっそう上昇する」

のである。そして、「ヨーロッパの諸国民の中で／巨大な社会革命がフランスほど急激に進

展したところはない」事態となる。いうまでもなく、1789年のフランス大革命である。「わ

れわれは、祖先の社会状態から離れ、その制度、観念、習俗を一切合財投げ捨てて、それに

代わる何を得たであろうか。／秩序を愛することが暴君をよしとすることと間違えられ、自

由の神聖視が法の蔑視と混同され、良心が人間の行動を導く光となりがたい世界、何が禁じ

られ何が許され、何がまっとうで何が恥ずべきか分からず、真偽の不明な世界、それが人間

の常であったのだろうか」。これは、『アンシャン・レジームとフランス革命』を贈られたギ

ゾーがトクヴィルを形容した“敗れた貴族”たるトクヴィルの痛切にして、激情的ともいえ

る反問であり、懐疑である。 

 ところが、「私のいう巨大な社会革命がその自然な限界にまでほぼ達しているかに見える

国が世界に一つある」とトクヴィルは言う。「17世紀の初頭にアメリカに定住しようとやっ

てきた移住者たちは、デモクラシーの原理をヨーロッパの旧社会でそれが闘ったあらゆる対

抗原理からなんとか切り離し、それだけを新世界の岸辺に移植した。この地でデモクラシー

の原理は自由に成長し、習俗と相まって進み、平穏に法制にまで展開しえたのである」が、

「アメリカ人がデモクラシーのとりうる唯一の政治形態を発見したとは、とうてい信じられ

ない。だが、二つの国（アメリカとフランス）で法と習俗を創り出す源が同一だということ

は、デモクラシーがそれぞれの国に生み出した結果の究明に大きな関心を寄せる十分な理由

である」。 

このようにトクヴィルは、「われわれの役に立つ教訓をアメリカに見出そうと望んだ」と

ころからアメリカのデモクラシーの探求を始めるのだが、「私はアメリカの中にアメリカを

超えるものを見たことを認める。そこにデモクラシー自体の姿、その傾向と性質、その偏見

と情熱の形態を求めたのである。私はデモクラシーを知りたかった。少なくともそれに何を

期待すべきか、何を恐れるべきかをしるために」と関心の強さを述べている。 

 本書を読めば、トクヴィル鋭い観察眼に驚嘆するしかない。 
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〔第一部〕 

＜第１章＞ 省略。 

＜第２章 出発点、それがイギリス系アメリカ人の将来に対してもつ重要性＞ 

 トクヴィルは、「アメリカは、一社会の自然で平穏な成長を人が直接見ることのできた唯

一の国である」と指摘する。「アメリカ史を注意深く研究し、この国の政治的社会的状態を

丹念に検討してみると／いかなる意見、習慣、法律であれ、否、たった一つの出来事でさえ、

この国の歴史の出発点によって簡単に説明できないものはない」とさえ述べる。イギリスか

らの移住者は最初から言語は一つであり、地方自治の習慣や人民主権の教義を身につけてい

た。自分たちの間に優劣関係があるとは考えなかったし、アメリカの地が土地貴族制を絶対

に拒否することにすぐ気づいた。未開の土地を開墾するためには、所有者自身が懸命に努力

する以外に方法がなかったのである。アメリカでは「母国（イギリス）の貴族的自由と違っ

て、いまだ世界史に完全なモデルが出現したことのないブルジョア的民主的自由が育つであ

ろうと思われた」のである。 

 とはいえ、イギリス系アメリカ人の家系には濃淡の違いがあって、二つの系統に分けるこ

とが可能であり、それは南部と北部に別々に成長してきた。南部ヴァジニアにイギリスの植

民地が開かれたのは 1607年であるが、そこでは「すぐに（1620年ごろ）奴隷制が導入され

た。それこそ南部の性格と法律、その将来にわたって計り知れぬ影響を及ぼすことになった

決定的な事実である（奴隷制については最終章で詳しく述べられている）」。 

一方、「北部では正反対の色彩が描かれ」、ニュー・イングランド諸州において、「今日合

衆国の社会理論の基礎をなす／重要な観念が形成された」。ニュー・イングランドへの移住

者は、「全員が母国で余裕ある階級に属していた。その社会には大領主も下層民もなく、貧

乏人も金持ちもいないと同然であった」。そこでは「今日のヨーロッパのどの国民と比べて

も／知識が普及し／誰もが相当に進んだ教育を受け／秩序と道徳の感嘆すべき担い手を伴

っていた」。「いみじくも自ら巡礼者（ピルグリム）と称するこの人々は、信奉する原理の厳

しさによって清教徒の名を得たイングランドの教派に属していた。ピューリタニズムは単な

る宗教上の教義にとどまらず、いくつかの点でもっとも絶対的な民主的共和思想と混然一体

となっていた」のである。「人の住まぬ岸辺（プリマス）に降り立つとすぐに、移住者たち

は社会を組織することに最初の努力を傾けるのである」。彼らは、「われらは自らを治め、わ

れらの計画の達成に努めるために、相互の厳粛な同意によって神の御前に一つの政治社会を

形成することを本文書において定める」と誓約する。トクヴィルは驚きと共に「古き封建社

会の中から、古典古代も夢見なかった大規模なデモクラシーが武装して脱出したのである」

と書いている。（西洋史家の近藤和彦は、イギリスの植民地は王やロンドン市が後援したも

ので「『巡礼の父祖』の語りは近代に作られた伝説である」という）。 

イギリスの植民地経営にあたって三つの方式をとった。第一は国王が総督に治めさせる直

轄植民地、第二は特定の個人や会社に認めるもの、第三は「一定の移住者に母国の保護の下

に政治社会を形成する権利を与え、母国の法律に反しない限り、すべてにわたって自治の権

利を認めることであった。自由にとってかくも好都合な第三はの植民方式は、ニュー・イン

グランドにおいてのみ実行された。（付言すると、植民地経営に関して、イギリスは後発国
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であって、フランスとスペインが先行していた。上述したフレンチ・インディアン戦争によ

って、イギリスはカナダとミシシッピ以東のフランス植民地を獲得した。ルイジアナはアメ

リカ合衆国になったのちナポレオンから 1,500万ドルで買い取り、フロリダはキューバのハ

バナとの交換でスペインから得た。メキシコとの戦争でテキサスを奪ったのは周知のことで

ある。フランスはフレンチ・インディアン戦争で敗北したうえ、アメリカ独立革命戦争の際、

イギリスに対抗して植民地側に肩入れしたため極度の財政悪化を招いた。これがフランス革

命の要因の一つとなった）。 

次に描かれるのは、高畠先生がアメリカの民主主義の根幹をなすものとして度々強調され

ていた「タウン」である。ニュー・イングランドでは「人民の公務への関与、課税について

の自由な投票、権力行使者の責任、個人の自由と陪審制裁判、これらの原則がここでは議論

の余地なく、実際に確立している。これらの起動原理がこの地において適用され、ヨーロッ

パのいかなる国民もあえて試みたことがないほど発展する」。そして、「アメリカでは／郡（カ

ウンティ）よりも前に自治体（タウン）が、州（ステイト）より前に郡が、そして連邦（フ

ェデレーション）より前に州が組織されたと言うことができる」。 

「ニュー・イングランドではすでに 1650年には、自治体（タウン）が完全かつ決定的に

形成されている。／タウンの内部には真の政治生活、活発で、完全に民主的共和的な政治生

活が支配していた。／タウンでは、代表の法理は受け入れられていない。アテナイと同様、

全員の利害に関する事柄は公共の広場で、市民総会（タウンミーティング）において取り扱

われる」。最後のところは、高畠先生が最終講義で述べた「市民による新しい公共の広場（ア

ゴラ）形成への期待」と共鳴している。 

ニュー・イングランド諸邦では当初から貧民に対する生活の保障があり、タウンには公共

の記録簿があって住民総会の審議の結果などが記載され、タウンの治安の維持を主な任務と

するものは数多いが、原理においてアメリカ文明の独創性を白日の下に照らすのは、公教育

に関する規定であり、すべてのタウンに学校をつくることを定め、住民がその維持にあたる

ことを義務づけている。トクヴィルは「1650年のアメリカ社会を簡潔に見た後に、同じ時

代のヨーロッパ、特に大陸の状態を検討してみると、深い驚きを禁じ得ない。17世紀の始

め／大陸では中世の寡頭制的、封建的自由の廃墟の上に、至るところで絶対王政が勝ち誇っ

ていた。ヨーロッパは光り輝き、文芸も盛んであったが、権利の観念がこの時代ほど忘れ去

られたことはかつてなかった」と、アメリカとヨーロッパを対比させる。 

この（アメリカ）文明はまったく異なる二つの要素の産物である。すなわち、宗教の精神

と自由の精神である。ここから、異なってはいるが相反することのない二つの傾向が生じる。

「彼らはほとんど同じ情熱をもって物質的富と精神的喜びを追い求め、あの世に天国を追い、

この世に繁栄と自由を求めている。彼らの手にあっては、政治の原理も法律や人間の諸制度

も、意のままに方向を変え、組み替えられる可塑的なもののように思われる」。 

（トクヴィルの分析法の特徴の一つは、上のような“二分法”である）。 

＜第３章 イギリス系アメリカ人の社会状態＞ 

 トクヴィルの観察では、アメリカの社会状態はすぐれて民主的でありニュー・イングラン

ド沿岸部では著しい平等が支配していた。一方、ハドソン河の南西諸州の大部分には、イギ
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リスの大土地所有者が移住していた。これらの大土地所有者は、奴隷を使い独自の観念と趣

味とをもった上流階級を形成し、政治的権能を広くその手に独占した。南部において反乱（独

立革命戦争）の先頭に立ったのはこの階級であり、アメリカ革命はそのもっとも偉大な人々

をこの階級に負っている（独立革命戦争で植民地軍の総司令官を務めた初代大統領のジョー

ジ・ワシントンも、第三代大統領のトーマス・ジェファソンもヴァジニアの大農場主であり、

数多くの奴隷を所有していた）。 

 しかし、革命期には社会全体が動揺し、民主的衝動に目覚めた人民はあらゆる種類の独立

を志向した。有力者の個人的影響力は次第に目立たなくなった。そして、平等に向けて最後

の一歩を踏み出させたのは相続法である。先に述べたように、土地の細分化と相続法はトク

ヴィルの社会分析に大きな位置を占めており、「政治を論ずる古今の著作者がこれまで、人

間社会の動向を左右する要因として、相続法にもっと大きな力を認めていないのは私の驚き

である」と強調する。トクヴィルは詳しく書いているが、要は土地を長子相続にするか、均

等分割にするかの問題である。長子相続にすれば所有地は何世代にもわたって受け継がれ、

家の意識が土地に体現されることになり、均等分割にすると土地は恒久的に細分化され、家

の意識と土地の密接な関係は断ち切られる。アメリカでは最初の世代がいなくなると土地の

分割が始まり、トクヴィルが訪れたころには「大地主の家系は悉く一般大衆の中に埋もれて

しまった」。この結果、人口の流動が激しくなり、“西部開拓＝先住民のインディアンにとっ

ては侵略である”が始まる。「デモクラシーが究極の限界に達すのが見られるのは西部にお

いてである」。なぜなら、「西部の新しい諸州には住民はすでにいるが、社会はまだ存在しな

いのである」。 

 アメリカでは財産だけでなく、知識についても平等が進行している。「人口に比例してア

メリカほど無学のもの者も、また学識ある人も少ない国は世界に他にないと思う」。初等教

育は普及しているが、高等教育にまでは及んでいない。知識はある平均的水準が確立されて

いるが、それ以上でも以下でもない」。 

 次に「私は政治の世界に平等を行き渡らせる二つのやり方しか知らない。国民一人一人に

権利を授けるか、誰にも与えないか、どちらかである」と述べ、「イギリス系アメリカ人は、

絶対権力から免れる自由に恵まれた。状況と起源と知識、そして何より習俗が彼らに人民主

権を基礎づけ、維持することを許容した」としている。 

＜第４章 アメリカ人の人民主権原理について＞ 

「人民の教義の価値を正確に評価し、社会の諸事象への適用を検討し、その利点と危険を

判断しうる国が一つだけあるとすれば、間違いなくそれはアメリカである」。植民地時代は、

人民主権の原理が社会の統治に圧倒的な力をふるっていたとは言えない。しかし、アメリカ

革命の勃発によって、人民主権の教義は身を隠していたタウンから出て政府を奪い、人はそ

の名のために戦い、その名において勝利した。「人民主権が法の上の法となったのである」。 

そして、上述の相続法が地域の有力者の力を殺いだことによって、上流階級も大衆もこの

教義に従うこととなった。最初に普通選挙（ただし、女性は含まれていない）を導入したの

はメリーランドであったが、「選挙権の納税条件に一度手をつけると、遅速の差はあれ、い

ずれはこれを完全に撤廃してしまうであろうと予測できる」。「人民は立法者を選ぶことを通
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じて法の作成に加わり、執行権の行使者を選挙することでその適用に参加する／政府がその

民衆的起源を意識し、自らの力の源泉に従う限り、人民自身が統治していると言うことがで

きる／神が宇宙を統べられるように、人民がアメリカの政治の世界を支配している。人民こ

そ万物の原因であり、目的である。すべてはこれに発し、すべてはこれに帰する」。 

＜第５章 連邦政府の前に州の事情を研究する必要性＞ 

 合衆国は複雑な構成をしている。二つの政府がまったく別々に存在し、相互にほとんど独

立している。「一言でいえば、24の小さな主権国家が全体で一大連邦国家を形成しているの

である。／合衆国において連邦政府という形態は最後に現れた。／今のアメリカ社会を律し

ている重大な政治的諸原理は州に生まれ、州に育った」。 

 アメリカの地域自治 「最初の段階に地域共同体（タウン）があり、その上に郡（カウン

ティ）が、最後に州（ステイト）がある。／地域共同体の自由は習俗に根づかぬ限り簡単に

破壊される。そして、長い間法の中に生き続けた後でなければ習俗に根づくことはできない。

／しかるに、自由な人民の力が住まうのは地域共同体の中なのである。地域自治の制度が自

由にとってもつ意味は、学問に対する小学校のそれに当たる」。ここで「合衆国の地域共同

体（タウン）と郡（カウンティ）の政治組織がいかなる一般原則に立っているかを／理解し

てもらうため」として、ニュー・イングランド諸州の一つをモデルとして検討する。 

 「ニュー・イングランドの地域共同体（タウンシップ）は、／一般に人口は 2,000 から

3,000を数える」。人民が直接その力を行使する場所はタウンの他にない。「法と政治の作用

が被治者のより身近に働くタウンでは、代表の法理は受け入れられていない。タウン議会は

存在しない」。タウンの公職は数多く細分化されているが、行政権の大半は毎年改選される

少数の理事（セレクトマン）に集中している。地域集会（タウンミーティング）の招集権を

もつのは理事だけだが、10人の土地所有者が要求すれば理事は同意しなければならない。 

 （一般に）人が社会に従うのは、仲間と手を結ぶことが有益に思われ、しかもこの結合は

ある調整権力なしには存在しえないことを知っているからである。しかし、「個人は自分の

利害について唯一最善の判定者であり、社会が個人の行動を指導しうるのは、社会が個人の

行為によって損害をこうむったときか、あるいは社会が個人の協力を要請するときに限られ

る」。（具体的に）「タウン全体を中央政府との関係で見れば、個々のタウンは一人の個人に

他なら」ないから、社会と個人の間での格率（原理）が適用される。従って、「元来、一つ

一つのタウンが独立の国であったとさえ、ほとんど言えるかもしれない。／今日ではニュ

ー・イングランドのタウンは州に服属している。しかし、原理において、／タウンがその権

限を（州から）授与されたのではなく、逆にもともともっていた独立性の一部を州に割譲し

たようなものである。／タウンが州に服するのは、私が社会的と呼ぶ利害、すなわち他のタ

ウンと共有する利害が問題になるときだけである」。 

ニュー・イングランドにおける地域自治の精神 アメリカには地域自治の諸制度を支えこ

れに生命を吹き込む地域自治の精神があり、ニュー・イングランドのタウンは、独立と権力

という二つの魅力を併せもっている。「一般に人間の愛着は、力あるところにしか向かわな

いことをよく知らなければならない。／ニュー・イングランドの住民がタウンに愛着を感じ

るのは、そこに生まれたからではなく、これを自らの属する自由で力ある団体とみなし、運
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営する労を払うに値すると考えるからである」。さらに一つ重要なのは、ニュー・イングラ

ンドのタウンは、これと並んで人間の功名心を強く引きつけるものが他に何一つないという

事実である。だから、「尊敬を得ようと願い、現実の利益を欲し、力と評判を味わおうとす

る気持ち、これらは日常生活の諸関係の中心であるタウンにこそ向かう」のである。「それ

なくしては革命によってしか自由が発展しないもろもろの手続きに慣れ、その精神を吸収し、

秩序を好み、権力の均衡を理解し、そして自らの義務の本質と権利の範囲について明確で実

際的な考えをまとめること、これらを住民はタウンの中で行うのである」。 

 ニュー・イングランドの郡について 郡（カウンティ）は、司法の基礎単位を形成し、裁

判所が置かれている。タウンでは区域が狭すぎるためである。しかし、郡を代表する集会は

直接にも間接にも存在しないため、郡には実際のところ、政治的実体がない。 

 ニュー・イングランドの行政 この部分はよく解らなかった。「合衆国を旅するヨーロッ

パ人がもっとも驚くのは、われわれが統治あるいは行政とよぶものがそこにはないことであ

る」。「合衆国の行政権の仕組みには、組織の中心も頂点もまったく見られない。行政の存在

が目につかないのはこのためである」。では、行政の代替機能をもつものは何かといえば、

トクヴィルは司法権にそれを見ているようである。アメリカでは、多くの公務員が選挙で選

ばれる。このため、「国民は、必然的に、司法的制裁を行政の手段として広範に利用せざる

をえない。／裁判所だけが有権者の権利を害することなく、選挙された公務員を服従せしめ

うる」。トクヴィルのいう行政の対象は公務員だけなのであろうか。あるいは、行政権と執

行権は別の概念なのであろうか。治安判事になるとなお理解できないので省略する。 

合衆国の行政の概要 「南に下るにつれて、地域自治が活発でなくなることに気づく。／

住民は政治の運営に直接の影響力をそれほどもたず、タウンミーティングの回数は減り、取

り扱う問題も少ない。／自治の精神の覚醒が足らず、力が不足している」。「ニュー・イング

ランドから離れるにつれて、地域自治の活動は郡に舞台を移すのである。郡が行政の大きな

中核となり、政府と一般市民とを仲介する権力を構成する」。 

州の立法権 合衆国の州議会の権限や機能は、トクヴィルの時代とは様変わりしている。

詳述はしないが、現代では、州の上院が「行政府や司法府ともなる」とか「一定の政治的犯

罪に判決を下す」とか「ある種の民事訴訟を裁定する」などという権限はもっていない。ま

た、50 の州議会で一院制を採用しているのは、ネブラスカ州だけである。州議会の定例会

を 1年おきにしか招集しない州が６つもある。議員の任期に制限を設けている州は 15であ

る。（財団法人自治体国際化協会の「米国州議会の概要」による）。 

合衆国における行政の分権の政治的効果 集権制には二種類あって、両者が大いに異なる。

第一の種類（全国法の制定や自国民と外国人との関係のように、ある種の利害は国のあらゆ

る部分に共通に関わる）の問題を処理する権限を同じ場所、同じ人の手に集中すること、こ

れは政治の集権である。第二の種類（自治体の事業のように、国のある一部だけに特に関わ

る）問題を処理する権限を集中するのは、行政の集権である。政治の集権と行政の集権が結

びつくとき、それは途方もない力を獲得することが分かる。 

「ルイ 14 世の下で、フランスは考えうる最大の政治の集権制を経験した。／しかしなが

ら、ルイ 14 世の下では、行政の集権は今日よりはるかに少なかった」。「現代において、わ
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れわれは政治の集権が極度に進んだ強国として、イギリスを知っている。（しかし）イギリ

スに行政の集権は存在しない」。 

「私としては、強力な政治の集権なくして国家が生存しうるとは思えないし、まして繁栄

できるとは考えられない。だが行政の集権は、これに服する国民を無気力にするだけだと思

う。なぜなら、行政の集権には国民の公共精神を絶えず減退させる傾向があると考えるから

である」（現代日本を見よ！）。 

「合衆国に行政の集権がないことはすでに見た。／分権制の徹底たるや、ヨーロッパのい

かなる国も深刻な不安なしにはとうてい耐えられないほどで」あるが、「合衆国には、政治

の集権は高度に存在する。／アメリカでは、各州の立法府の前には、これに抵抗しうるいか

なる力も存在しない。理性の権威をもってしてもこれを止めることはできないであろう。と

いうのも立法府こそ、理性の唯一の機関であると自負する多数者の代表だからである。した

がって、新世界の共和国が滅びるとしたら、それは、しばしば言われるように合衆国に集権

制がないからでは決してない。集権が十分でないどころか、アメリカ諸州の政府にあっては

権力の集中が過剰ともいえる。／社会の力はこのように一点に集中し」ているのであるが、

「社会の力は何事もなしうるがゆえに、時として賢明さと先見の明に欠けることがある。そ

こにこそ危険があるのだ」。 

「ヨーロッパの集権論者は、地方を自治に任せるより、政府権力が直接治める方が行政は

うまくいくと主張する。／けれども、アメリカにおけるように、人民の知識が開け、自らの

利害に目覚め、これを絶えず意識しているときには、／市民の集団的な力の方が政府の権威

より社会の福利をもたらす能力がつねに高いと確信している／アメリカに画一的、恒常的な

光景、細部の綿密な注意、行政課程の完璧を求めてはならない。／あえて言えというならば、

全国の行政を一つの手に集中した方が、アメリカは今よりはるかに安定し、社会資源はより

巧妙適切に利用されるであろうとも認めよう。それでもなお私は、アメリカ人が分権の制度

から引き出している政治的な利点に照らして、これを反対の制度より望ましいものと考える

のである。／アメリカで私がいちばん感心するのは、分権の行政上の効果ではなく、その政

治的効果である。合衆国では祖国の存在が至るところで感じ取れる。／しかも国家に対して

関心を寄せるのは、なおある種の利己主義によってなのである」。 

「ヨーロッパ人は往々にして公務員に強制力しか認めない。アメリカ人はこれに法を見る

のである。それゆえアメリカでは人は決して人に従わず、正義あるいは法律に従うと言って

よい。／諸個人の力の作用が社会の力の作用に結びつくとき、権力がもっとも集中し、もっ

とも活動的な行政でもとても実行しえないことが時として成し遂げられる。／地方自治の制

度はあらゆる国民の役に立つと思う。だが社会状態が民主的な国民ほど、この制度を本当に

必要としている者はないように見える。／放縦を嫌い、絶対権力を恐れる者は、地方の自由

の着実な発展を／望むべきである」。 

「フランス革命には相反する方向の二つの運動があり、両者を混同してはならない。一つ

は自由を促進し、他は専制に好都合のものであった。／革命は王政に反対すると同時に地方

自治にも反対した。それは先行するものすべて、絶対権力とその苛酷さを和らげうるものと

の区別なしに憎悪した。革命は共和的であると同時に集権的であった」。 
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「私は地方の自由を高度に発達させた二つの国を訪れ、国民の意見を分ける党派の声を聞

いた。アメリカでは、この国の民主的諸制度を破壊しようとひそかに熱望している人たちを

見出した。イギリスでは、貴族支配を声高に攻撃する別々の人々を見出した。だが、地域の

自治を大いによいものだとみなさぬ人には一人として出会ったことがない。／市民が祖国の

偉大と繁栄を無数の理由に求める声を聞いたが、誰もが他のすべての利点の前に、まず地方

の自由を挙げた。地方自治の制度の効用を否定するのは、これをほとんど、あるいはまった

くもたない国民だけである。すなわち、そのものを知らぬ国民だけがこれを謗るのである」。 

＜第６章 アメリカにおける司法権＞ 

 「アメリカの裁判官に他国の司法官と変わるところは少しもないように見える。それにも

かかわらず、彼には政治に対する巨大な力が備わっている。／その原因は／裁判官に、法律

というより、憲法に基づいて審判する権限を認めたことである」。 

「フランスでは、憲法は不動の作品であり、／いかなる権力もこれを変えることはできな

い。／イギリスでは、議会に憲法修正権が認められている。／憲法はなきに等しい。議会は

立法機関であると同時に憲法制定機関でもある」。 

（アメリカでも）「憲法は特別の品であり、全人民の意思を代表して、一般市民と同じよ

うに立法府の議員も拘束するのだが／所定の手続きに従うならば、人民の意思によってこれ

を改めることができる。アメリカでは、それゆえ憲法は変わりうる。だがそれが存在する限

り、憲法こそあらゆる権力の源泉である。支配の力はそこにしかない」。「裁判官が憲法に反

するとみなしている法律が合衆国の裁判所で援用されると、裁判官はその適用を拒むことが

できる。この権力こそアメリカの司法官だけがもつ唯一の力であるが、そこから巨大な政治

的影響力が生じる」。「アメリカの裁判所に認められている違憲立法審査権は／政治的合議体

の暴政に対してかつて立てられた防壁の中でも、もっとも強力なものの一つである」。 

＜第７章 合衆国の政治裁判＞ 

 「私が政治裁判というのは、政治機関が一時的に裁判権を備えて下す判決のことである」。 

 アメリカ合衆国憲法第２条第８節によれば「大統領、副大統領及びその他の合衆国の公務

員は、反逆罪、収賄罪その他の重度の犯罪及び軽罪のため弾劾され、有罪判決をうけたとき

には解職される」と規定されているのがそれであり、「合衆国でも／立法府の二つの部門の

一つが告発権をもち、他方が裁判権を有する下院が罪人を弾劾し、上院が罰するのである」。 

告発の対象は文民の公務員に限られ、軍人は軍法会議によって裁かれるから、「アメリカの

政治裁判では／市民の生存がそれによって脅かされはしない」。そして、「合衆国では、政治

裁判の主たる目的は権力を悪用した者からこれを取り上げ、この者に将来にわたって権力を

もつのを妨げることにある」。しかし、「合衆国では、政治裁判は一見してさして恐ろしいも

のではないだけに、一層大きな影響力を社会に及ぼしている。それは直接被治者に働きかけ

はしないが、多数者を完全に為政者の主人にする。政治法廷が司法的刑罰を宣告するのを禁

ずることによって、アメリカ人は立法部による暴政のもっとも恐ろしい帰結を予防したので

あって、暴政そのものを防いではいないように思われる」。 

＜第８章 連邦憲法＞ 

 連邦憲法の由来 イギリスから独立した 13 の植民地は、同じ一つの国になってもよかっ
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たはずである。「ところが、どの植民地もそれまでずっと別々の存在であり、各々の政府も

身近にあったから、独自の利害や慣行がすでに出来上がっており、独自性を共通性に解消し

てしまうような堅固で完全な結合はどこでも嫌悪された。ここから二つの相反する傾向が生

まれた。一つはイギリス系アメリカ人を結合させ、他はこれを分裂させる傾向である」。イ

ギリスとの「講和が結ばれると、制度の欠陥がたちまち露呈した。突如として国家が解体し

たかに見えた。各植民地はそれぞれ独立の共和国となり、完全な主権を手に入れた」。この

ため、連邦政府（大陸会議）は滅亡の危機に瀕したが、連邦憲法の制定にあたった全国委員

会の構成員（55 人）の中に革命が生んだ偉人たち（ワシントン、マディソン、ハミルトン

など）が含まれていたのは、アメリカにとって幸運であった。新たな連邦政府は 1789 年に

活動を始めた。「アメリカ革命はまさにわれわれの（フランス）革命が始まったそのときに

終わったのである」。 

連邦憲法概要 「連邦憲法の制定にあたっての難問は、連邦政府に代表される国全体の一

体性を失うことなく、あらゆる一般的必要に対処できるよう主権を（州に）分割すること」

であった。そこで、連邦政府の所管事項を丹念に規定し、この規定に含まれぬものはすべて

州政府の管轄であると宣言された。したがって、州政府が依然として共通の法であり、連邦

政府は例外であった」。けれども、連邦政府の限界がどこにあるかを厳密に規定するのは困

難であったため、「連邦最高裁判所という独自の法廷がつくられた」のである。 

連邦政府の権限 連邦に排他的権限が与えられたのは、宣戦、講和、通商条約の締結、貨

幣の鋳造、最高裁判所の設置、郵便事業、兵員の徴募、艦隊の編成などである。（合衆国憲

法第２条第８節を参照。この第８節は現在まで修正されていない）。 

連邦の諸権力  

立法権 連邦の立法府は上院と下院で構成されるが、それぞれ相対立する二つの利害・原

則に基づいている。それは「ある人々は連邦を独立諸国の同盟、すなわち、別々の国民の代

表が共通の利害に関わる特定の問題を討議しに集まる大会のようなものにしようと望んだ。 

他の人々は旧植民地のすべての住民を同じ一つの国民に統合し、範囲は限られるとしても、

その中では国民の唯一無二の代表者として行動しうる政府をこの国民に与えることを望ん

だ」。この難題は、結局「州の独立の原則は上院の構成において処理し、下院の組織は国民

主権の教義が勝利を収めた。各州は２人の上院議員と人口比率に従う一定数の下院議員を議

会に送るものとされた」という妥協によって和解したが、“大きな政府”か“小さな政府”

かといった現代にいたるまで続く対立の遠因となったのは周知のことである。トクヴィルの

言葉を借りれば「法が完全に論理的でありうるのは社会が生まれたその時だけである」。 

 執行権 アメリカの立法者が願ったのは、多数者に従属し、しかもなお職務の範囲におい

ては自由に行動できるだけの固有の力をもった執行権力を創設することであった。「大統領

は選挙で選ばれる公職である。／大統領はまた権力の行使にあたってまったく無制約ではな

い。外国との交渉や公職の任命については上院の監視がある」。大統領の任期は４年で、再

選が可能とされた（２期以上務めたのは F．ルーズベルトのみ）。「大統領は連邦の執行権の

唯一無二の代表者とされた」のである。しかも「大統領には停止拒否権という武器があって、

憲法が彼に認めている独立性を損なうような法律は、これによって成立を一時阻止すること
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ができる。それにしても、大統領と立法部との間に対等の関係はありえない。というのも、

立法部があくまでその意図に固執すれば、つねに抵抗にうちかってしまうからである」。 

合衆国大統領の地位とフランスの立憲君主の地位との相違 フランスでは、国王が「主権

者の一部を構成している。国王が裁可を拒めば、法律は存在しないからである。そのうえ、

国王は法律の執行者でもある」。「大統領も／法律の執行者だが、法律の作成には実際上関与

しない。したがって大統領は主権者の一部ではなく、その代理人に過ぎない」。フランス国

王は、「両院の一方のメンバーを任命し、他方については任期を随時停止させることによっ

て／立法部の形成に関与する。合衆国大統領はいかなる点においても立法部の構成に関わる

ことはなく、これを解散することもできない」。「国王は法案の提案権を議会と共有する。大

統領はこのような提案権をもたない」。「フランス国王は立法部と対等な関係に立つ」のに対

し、「大統領は立法部の傍らに、劣位の従属的権力としておかれている」。 

「しかしながら、どちらの上にも一つの指導的な力、すなわち世論の力が存在している。 

アメリカでは世論の力は選挙と判決を通じて現れ、フランスでは革命によって行動する」。 

 執行権の力を増大させる可能性のある偶然の要因 執行権がアメリカでフランスより力

がない原因は、法律よりも状況に帰すべきである。「合衆国大統領は、たしかに陸軍総司令

官ではあるが、その軍隊は 6,000の兵力しかない。海軍の最高司令官ではあるが、その艦隊

は数隻の艦船しかない。／合衆国には隣国は存在しない。大洋によって世界の他の地域から

隔てられ／利害が他の国家と衝突することは稀にしかない」という状況が大統領を無力のま

まおいている。トクヴィルをあまり現代に引き寄せて読んではならないのだが、いまだに世

界最大の軍事力を保持し、第二次世界大戦後もほとんど世界のどこかで戦争をしている現代

のアメリカ大統領と何と異なっていることか。 

 合衆国大統領はなぜ、議会の多数を掌握する必要がないか フランスでは上述のように、

国王と議会は互いになくてはならぬ二つの権力である。両者の間に不一致が生じたその瞬間

に統治機構は停止する。アメリカでは、大統領が法の成立を妨げることはできない。法律を

執行する義務から逃れることも彼にはできまい。／本来の職務において、大統領はすべて直

接間接に立法部の統制の下におかれている。／立法権と対立しても大統領が生き残れるのは、

その力ではなく弱さのためである。 

 大統領の選挙 「選挙が近づくと、執行権の長は待ち構える選挙戦のことしか考えない」。 

こ「政府の長が選挙で選ばれるときには、そのために国家の内政、外交の不安定という欠陥

がほとんどつねに生ずる。これこそこの制度の主要な弊害の一つである」。ヨーロッパでは、

「行政機構をいっぺんに入れ替えたりしたら、一種の革命を招きかねないであろう。アメリ

カではこの革命が４年ごとに法の名の下に起こる。「アメリカ人の世界全体に対する政策は

単純極まりない。他の何人もアメリカ人を必要とせず、アメリカ人もまた何人をも必要とし

ないと言ってもほとんどおかしくない。彼らの独立はおよそ脅威にさらされることがない」。 

 選挙の仕組み アメリカの立法者は、安定した秩序と外国による征服を恐れる必要がない

という「恵まれた状況のおかげで、無力で従属的な執行権を樹立するのに苦労はなかった」。 

「立法者に残された仕事は、さまざまな選挙制度の中からいちばん危険の少ないものを選ぶ

ことだけであった」。それは現代にまで続く「大統領の任命だけを目的とする選挙人団」を
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選び、「この選挙人が今度は大統領を選出するという制度」である。選挙制度で実質的に変

更されたのは、選挙人の下半数を獲得した党の候補者が、その州の選挙人の票をすべて獲得

する“総取り方式”（ネブラスカ州とメイン州を除く）になったことと、大統領予備選挙が

導入されて、勝利した候補者が副大統領をあらかじめ指名することである。 

 選挙の危機 「党派は大統領候補の名前をシンボルとして利用するのである。すなわち、

大統領候補は党派の思想を体現する存在とされ／党派は大統領選挙で勝利を収めることで

／自分たちの教義が多数の支持を得たことを／天下に示す」のである。「選挙が近づくにつ

れて／国全体が熱病状態に陥り、新聞の論題は毎日選挙であり／選挙を目的としない運動は

一つもなく、人が考えることといえば選挙であり、それだけが現在の唯一の関心となる」。 

 大統領の再選 合衆国の立法者が大統領の再選を許したのは間違いだったのか、正しかっ

たのか。「法律が最高職の再選を禁じるとすれば、それは国家を繁栄させ、あるいはこれを

救済する最良の手段を国民から奪うことになるであろう。それにこの場合には、ある人間が

すぐれた統治能力の証明をまさに果たそうとしたそのときに、彼を政府から排除するという

奇妙な結果になってしまう」。一方で逆のことも考えられる。「国家元首が再選されうるとき

には、これら（陰謀と買収）の弊害は無限に拡大し、国の存在さえ危うくする」。「執行権の

代表者が戦いの場に降り立つならば、政府の仕事は彼にとって二の次となり、選挙が主要な

関心事となる。法律も外交交渉も、いまや彼にとっては票を集める手立てでしかない」。「そ

れゆえ再選の原則は選挙制の政府の腐敗傾向を拡大し、一層危険なものとする。」。特に「再

選が可能である（政治道徳が弛緩し偉大な人物が消えた今日、再選はとりわけ確実である。

合衆国大統領は多数派の手中にある忠実な道具にすぎない（当時のアンドルー・ジャクソン

大統領をトクヴィルは酷評している）」。 

 連邦裁判所 「裁判の偉大な目的は、暴力の観念に代えて権利の観念をおくこと、すなわ

ち政府による統治と物理的な力の行使との間に媒介項をおくことである。／市民を法に服せ

しめ、政府に対する攻撃を退けるために、連邦はとりわけ裁判所を必要とした／連邦の法律

の解釈を個々の州の裁判所に委ね」る訳にはいかないので／連邦司法権の一切は、合衆国最

高裁判所と呼ばれるただ一つの法廷に集中された」。最高裁の構成員を選ぶのは合衆国大統

領である。そして、「他の権力から独立性を保つために、最高裁判事は終身任期」である。 

 連邦裁判所の権能の決め方 「合衆国憲法は／司法についても違う二種類の裁判制度（連

邦裁判所と各州裁判所）がそれぞれの主権を代表している」。「連邦裁判所の創設は、州の法

廷が国家的利害に関わる係争を各州ばらばらに解決することを妨げ、連邦の法律を解釈する

ための統一的司法組織の形成をめざしたのである。したがって合衆国最高裁は、裁判権をめ

ぐる一切の問題について決定権を有する。これこそ州の主権に加えられた致命的な一撃であ

る／憲法はたしかに連邦の主権に厳密な限界を付した。だがこの主権が州の主権と闘うたび

に、宣告を下すべきは連邦裁判所なのである」。とはいえ、「アメリカでは実際の力は連邦政

府よりも地方政府の手中にある」。 

 裁判権の種々の場合 「当事者と訴訟目的の如何が連邦の裁判権の二つの根拠となったの

である」。例えば「連邦自体が訴訟を起こすこともありえよう。この場合、連邦とは別のも

う一つの主権を代表する裁判所に判断を仰ぐのは、理性にも、また諸国の慣習にも反するで
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あろう。判決にあたるべきは連邦の法廷だけである」。「連邦法廷の管轄に属すべき訴訟のほ

とんどすべてを、憲法は一つのカテゴリーにまとめた。／合衆国の法律に淵源するあらゆる

訴訟の審理には連邦法廷があたる」というのがそれである。「憲法はまた、契約によって得

られた権利の侵害ないし変更（契約義務の侵害）を可能とする法律の制定を州に禁じた。／

この規定は他の何にも増して州権を強く攻撃するもののように私には思われる」。 

 連邦裁判所の訴訟形式 「政府が被治者に法の遵守を強いるための直接的行動について言

えば、合衆国憲法は、連邦の法律に基づく連邦法廷の行動が個人に対してのみなされるよう

に定めている（そしてこの点こそ、この憲法の傑作たる理由である）。／この憲法によって

創設され、その範囲で行動する政府は、全国的政府としてのあらゆる権限をそなえることと

なった。そうした権限の中でも主要なものは、仲介者なしに一般市民にまで命令を伝えるこ

とである。／たとえば連邦がある租税の徴収を定めた場合／この連邦法の施行に責任を持つ

連邦法廷として罪に問うべき相手は、従わない州ではなく納税者個人でなければならない」。 

 だが連邦が攻める立場から守る立場に追いやられるとき、困難は大きくなる。憲法は州の

立法権を承認している。これらの州が連邦の権限を侵すこともありえよう。連邦は必然的に、

法を制定した州との闘争状態におかれる。／連邦として異議を唱えるべき（州の）立法措置

がなされた場合に、これを攻撃する機会として連邦憲法の作者たちが期待したのは／個人の

利益である。彼らは州法によって侵害された個人の利益に庇護の手をさしのべた」のである。 

 最高裁判所が権力機構の中に占める地位 「最高裁判所の組織を詳細に検討し、ついでこ

れらに与えられたもろもろの権限を全体として考察してみると、これほど大きな司法的権力

が構成されたことはかつていかなる国民においてもなかったことに容易に気づく」。 

 「ヨーロッパのいかなる国民も、法的係争を原因の如何によらずすべて普通法上の裁判官

に委ねうるとは、まだ考えたことがない。アメリカではこの考えが実行された。／ヨーロッ

パ諸国では、裁判所が裁きうるのは私人だけである。だが合衆国最高裁は主権者（州）を法

廷に喚問する」ことができるのだ。「連邦の平和と繁栄、否その存在そのものが７人（現在

は基本的に９人）の連邦裁判官の手の中にある。／執行権が立法部による侵害に抗するため

に訴える先はこれらの判事であり、立法部もまた、執行権の企図から身を守るために彼らに

訴える。／それゆえ連邦の裁判官は、善良な市民にして学識ある誠実な人間という、およそ

法律家として必要な資質だけでなく、政治の指導者たる部分まで併せもたねばならない。 

「連邦国家ほど司法権を強力に組織する必要性が高い国はない。／強い権力が必要であれば

あるほど権力の及ぶ範囲を拡大し、これに独立性を付与しなければならない。権力の及ぶ範

囲が広がり、独立性が高まれば高まるほど、またこれを乱用した場合の危険は大きい。つま

り弊害の源泉は／そうした権力の存在を必要とする国家の構造それ自体に存するのである」。 

 連邦憲法はいかなる点で州の憲法よりすぐれているか 「連邦憲法がすぐれている大きな

原因は立法者の人物自体にある。連邦憲法がつくられたときには、連合の崩壊が切迫してい

た。／この窮地にあって人民はもっとも愛する人々ではなしに、もっとも尊敬する人間を選

出したのである。／戦いが終わったとき／彼らは立ち止った。祖国を静かなもっと鋭い目で

眺め、決定的な革命はすでに終わり、人民を脅かす今後の危険は自由の乱用からしか生じえ

ないことを認めたのである。彼らはその考えを口にする勇気をもっていた。彼らこそ、この
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自由を心底から真摯かつ熱烈に愛していたからである」。 

 「民主政体は自然な傾向として、社会のあらゆる力を立法府に集中しがちである。立法府

こそもっとも直接に人民に発する権力であり、その全権をもっともよく体現する権力だから

である。／この権力の集中は政治の正しい運営を著しく損なうとともに、多数の専制を基礎

づけるものである。州の立法者は往々にしてこのデモクラシーの本能に身を任せてしまった

が、連邦の立法者は勇敢にもつねにこれと闘った」。 

 二つの主要な危険が民主政体の存在を脅かす。すなわち、選挙民への立法府の完全な従属

と、政治の他のすべての権力の立法権への集中、この二つである。 

 諸州の立法者はこの危険の拡大を助長した。連邦の立法者はこの危険をより小さくするた

めになしうることを行った」。 

 合衆国の連邦憲法が他のすべての連邦憲法から区別される点 「合衆国の現在の憲法は／

一目見ただけでは過去の連邦制憲法と同じに思われがちであるが、実際にはまったく新しい

原理に基づいており、この原理こそ現代の政治学における一つの偉大な発見というべきもの

である。1789 年のアメリカ連邦以前の連邦制においては、共通の目的をもって連帯した諸

国の人民は一つの連邦政府の明に服することに同意したが、連邦の法律の施行に関する命令、

監督の権限はそれぞれ自らに留保していた。1789 年に合邦したアメリカ連邦は連邦政府が

法を定めるのみならず、これを自ら施行することに同意したのである。どちらの場合も法は

同じであり、ただ法の執行に違いがあるだけである。だが、このただ一つの違いが巨大な帰

結を引き出す」のである。 

 「アメリカでは、連邦が統治する対象は州ではなく、一般市民である。連邦はその力をど

こからも借りず、それ自身の中にもっている。固有の行政官と裁判所、それ自身の司法官と

軍隊が連邦にはある。／アメリカでは、加盟した諸邦は独立にいたる前、長期にわたり同じ

帝国の一部であった。各邦がまったく独自に統治する習慣にはまだ染まっておらず、地域的

偏見も深い根を張ってはいなかった。知識は世界の他の部分に比べて開け、各邦の間に差は

なかった。／アメリカ人は弊害を感じると同時に、断固として救治策を求めた。法律を改め、

国を救ったのである」。 

 連邦制度の一般の利点、特にアメリカにとっての効用 「世界の歴史は大きな国が長期間

共和国であった実例を提供していない。このためそれは不可能だといわれてきた。／たしか

に言えることは、大きな共和国は小さな共和国に比べて限りなく大きな危険にいつもさらさ

れているということである。／莫大な富と深刻な貧困、大都会、習俗の頽廃、個人的利己主

義、利害の錯綜、これらのものはすべて国家の強大さからほとんどつねに生ずる危険である。

／共和国の政府が上述の危険に対抗するには、多数者の支持によるしかない。ところが、力

の要素は、共和政の規模が大きければ、その比率に応じて小さな共和政におけるより強いと

いうものではない。／小さな国の方が、平和を維持する限り、国内の福利は完璧であり、行

き渡っている。だが戦争状態は、大きな国に比べて小さな国にとっては有害である。／小さ

な国民はしばしば規模が小さいからではなく、力が弱いために不幸なのであり、大きな国民

は規模の大きさではなしに、力の強さによって繁栄する。それゆえ力はしばしば諸国民の幸

福の第一条件であり、その存在の基本条件でさえある」。 
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 「連邦制がつくられたのは、国が大きいことがもたらす長所と小さいための長所、それぞ

れを兼ね備えるためである。（アメリカでは）議会は社会全体の主要な行動を規制し、その

他の細部は地方の立法に任せられる。主権のこの分割が、連邦を構成する各州の福利にどれ

ほど役立っているか計り知れない。／これらの小さな社会では、公的権力も個人の活力も悉

く対内的な社会改良に注がれる。州政府は身近にあるから、表明される住民の要求に日々通

じている。／ここでは権力への野心は安楽を愛する気持ちに場所を譲る。／この共和主義の

精神、自由な人格の習俗、連邦の公共精神自体、地域の郷土愛の要約のようなものである。

／連邦を擁護することで、市民は地域の一層の繁栄と、問題を自分たちで処理する権利とを

擁護し、自分自身の富の拡大につながるに違いない改良計画実現への期待を表明する。／精

神と習俗がアメリカ人を大きな共和国を繁栄せしめるのにふさわしい住民にしているとす

れば、他方では、連邦制度はこの課題の困難を著しく減らしている」。 

 どんな国民でも手の届くところに連邦制度があるわけではない理由 「残るは、何が彼ら

（アメリカ人）にこの制度の採用を許したかを理解してもらうことである。／あらゆる連邦

制度に内在する弊害の中でもっとも顕著なのは、この制度を利用する諸手段の複雑性である。

この体制ではどうしても二つの主権を生み出す。／主権を一つにするわけにはいかないし、

二つの主権がどこかで触れ合うのを防ぐこともできまい」。 

 「知られている連邦憲法としてはもっとも完全な合衆国憲法を調べてみると、憲法の統治

対象たるべき人々がさまざまな知識をたくさんもち、また見識を備えていることが前提され

ていることに驚く。連邦政府はほとんどその全体が法的な擬制の上におかれている。連邦は

いわば人々の精神の内部にしか存在しない観念上の国家であり、その範囲と限界を明らかに

するのはただ人々の知性だけである。／このような政府では、すべてが約束と工夫に基づい

ており、したがって自分の問題を自分で処理することに長い間慣れており、政治の知識が社

会の底辺まで行き渡っている国民でなければこれに適さない。連邦憲法から生ずる無数の困

難をアメリカ人がどのように回避するかということほど、私が彼らの良識と実践的英知に感

心した点は決してない」。 

 「合衆国憲法を解説する際、われわれは、アメリカ人が連邦の権力を連邦政府の限られた

枠内に閉じ込める一方、いかに巧妙にこれに国民的政府の外観を与え、ある程度その力をさ

え付与するのに成功したかを見た。このような行動によって、連邦の立法者は連邦国家につ

きものの危険を減らしたが、これを完全に消滅させることはできなかった」。だから「もし

連邦の法律が特定の州の利益や偏見と激しく衝突するとすれば、その州の市民は誰もが、法

への従属を拒む人間の立場に立つだろうと心配すべきではなかろうか。アメリカの立法者は

二つの主権が争う蓋然性を小さくしたが、争いの原因を根絶したわけではない。連邦の主権

は工夫の産物である。州の主権は自然なものである。連邦の主権はいくつかの重大な利害を

通してのみ人々に触れる。州の主権は市民一人一人をいわば囲い込み、日常の些事において

これをとらえて離さない。合衆国には、連邦政府の存在を驚くほど容易にする事実がある。

さまざまな州がほとんど同じ利害、起源、言語を有するだけでなく、同じ程度の文明の段階

にあることである。人民の習俗、習慣がアメリカの立法者に提供したこれらの好条件に加え

て、国の地理的位置に由来する条件がさらにあった。連邦制度の採用と維持は主としてこの
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最後の条件に帰さねばならない」。 

 「連邦制度においては、行政の集権ないしそれに類したものがないだけでなく、政治の集

権すら不十分にしか存在せず、このことが、政治の集権が十分に進んだ国を相手に戦争しな

ければならないときに、つねに弱さを生む大きな原因となる／私ほど連邦制度の長所を認め

る者はいないはずである。それにもかかわらず、私は、連邦制の諸国が政治権力の集中した

国家と長期間対等に戦いうると信じることは拒否するものである」。 

〔第２部〕 

＜第１章 合衆国では人民が統治すると言える事情＞ 

 「アメリカでは／人民は実際に支配者であり、政府の形こそ代議政体だが、人民の意見と

偏見と利害、否、その情念までもが、社会の日々の運行に現れるのを妨げる永続的障害はど

こにも見当たらない、これは明らかである。人民が支配する国ではどこでもそうだが、合衆

国でも、多数者が人民の名において統治する」。 

＜第２章 合衆国の政党＞ 

 「政治の一般原則のような問題について市民が意見を異にするとき、そのとき初めて、私

が真の意味で政党と呼ぶものが生まれる。政党は自由な政体に固有の弊害である（弊害とは

どういう意味で使っているのか？必要悪ということか？）」。 

 トクヴィルは、政党には偉大な政党と矮小な政党があるという。「私が偉大な政党と呼ぶ

のは、結果よりも原理に、個々の場合よりも一般原則に、そして人間よりも思想に執着する

政党である。／これに対して、矮小な政党には一般に政治的信念が欠けている。その性格は

利己主義の色を帯び／追求する目的そのものと同様、とる手段も卑しい。激烈な革命の後に

静穏な時代が来ると、偉大な人物が突如として姿を消し、魂が自己の内に閉じこもるのはこ

のためである。偉大な政党は社会を覆し、矮小な政党はこれを騒がしくする。一方は社会を

分裂させ、他方はこれを腐敗させる」。 

 「アメリカにもかつては偉大な政党があったが、今では存在しない。／独立戦争が集結し、

新たな政府の土台をおくことが問題となったとき、国民は二つの意見に分裂した。／一つの

意見は人民の力を制限しようとし、他の見解はこれを限りなく拡大しようとするものである。

／人民の力の制限を望んだ政党は、その教義の適用をなによりも連邦憲法に求めた。このた

め連邦派（フェデラル）というふさわしい名がついた。自由をなによりも愛することを標榜

したもう一つの党は、共和派（リパブリカン）と名乗った。フェデラリストは、いつも少数

派であった。だがその中には独立戦争が生んだ偉大な人物がほとんどすべて含まれ、彼らの

精神的影響力はきわめて広い範囲に及んでいた。／10年ないし 12年の間、フェデラリスト

が政治を指導し、その原理のいくつかは実行に移すことができた」が、反対の流れが日々に

激しくなり／1801 年ついに共和派が政権を握った。トーマス・ジェファソンが大統領に任

命された。彼はその高名と大才、また絶大な人気によって共和派の支柱となった」。 

 （フェデラリストを）「権力の座に就けたものは、指導者の徳と才幹、そして状況の幸運

であった。共和派が代わって権力に就くと、反対派は／自らに絶望した。フェデラリストが

一時権力の座にあったことは／アメリカの大連邦の生誕に伴ったもっとも幸運な出来事の

一つである。／今日なお残る連邦憲法こそ、彼らの愛国心と英知の不朽の記念碑である」。 
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 「偉大な政党が欠けている代わりに、合衆国には矮小な政党が数多くあり、世論は細かい

問題について限りなく分裂している。／だがアメリカの諸党派を支配している隠れた本能を

注意深く調べてみれば、その大部分は、自由な社会が生まれて以来、人々を二分してきたあ

の二つの偉大な党派のどちらかに多少とも結びついていることにたやすく気づく。これらの

政党の内に秘めた思想に深く通じるにつれて、その一方は公権力の行使の限定に努め、他方

はその拡大に努めていることが分かる（前者が今日の共和党、後者が民主党につながる）。 

 ＜第３章 合衆国における出版の自由＞ 

 「出版の自由の力は政治的意見の上のみならず、人々のあらゆる意見の上に感ぜられる。

それは法律を修正するだけでなく、習俗を変える。／白状するが、私は出版の自由に対して、

その本性上このうえなく良きものに対して人がいだく、全幅でためらいなき愛を覚えるもの

ではない。／間違っても思想を、数によって強くなる物質的な力の一つとみなしてはならな

い。／あらゆる物質的な力と反対に、思想の力はしばしば、まさにこれを表明する人の数が

少ないことによって増大する」。 

 一方、「人民主権と出版の自由とは、全体として切り離しえない二つのものなのである。

／合衆国の国土に生きる 1200 万の人々のただ一人として、かつて出版の自由の制限をあえ

て提案した者はない。／アメリカは現在、世界中で、国内に革命の芽がもっとも少ない国で

あろう。それでも新聞は、アメリカにおいてもフランスと同様に破壊を好み、憤激に駆られ

る理由は同じではないにしても、論調は同じように激しい。フランスにおけると同じくアメ

リカでも、新聞は禍福相伴う異常な力であり、それなくして自由は生きられないが、これと

ともに秩序を保つことは困難なのである。／新聞に関して隷属と放縦の中間は実際存在しな

い。出版の自由が保障する計り知れない利益を手にするには、それから生ずる避けがたい害

悪を甘んじて忍ぶ術を知らねばならない」。 

 「合衆国には首都がない（ワシントンが首都になったのは、1800 年のことなのだが？）。

／アメリカ人は政治に限らず思想についても、どこかに全体を導く中心をおくことをしなか

った。これは人間の意志に関わらぬ地理的条件に起因することである。だが次の点は法に由

来する。合衆国では印刷業に営業許可は要らず、新聞発行に印紙も登録も必要でない。／か

くして合衆国では、定期ないし半定期の刊行物がおよそ信じられないほど数多くある。アメ

リカ人のなかでも学識のもっとも高い人々は、出版の無力の原因をこの信じがたい拡散に帰

する。新聞の影響を中和する唯一の手段はその数を増やすことだというのは、合衆国の政治

学の公理の一つである。／そして、何事であれ、多数派が法をつくる。人は誰しも、多数派

の歩調の後から合わせるものである。この共通の習慣の総体が精神と呼ばれるものである。

アメリカでは新聞記者の精神は、対立する相手の感情を遠慮会釈なく単刀直入に挑発し、主

義主張は放置して人に襲いかかり、私生活を暴きたて、その弱みと欠点を裸にさらしてしま

うところにある。 

合衆国では、新聞一つ一つはさしたる力をもたない。だが、依然として定期刊行物は、人民

に次ぐ諸権力の第一のものである」。 

 （合衆国では）「政治の一般原則は他の多くの国より安定しており、社会を律する主要な

意見もより持続的である。正しかろうと不当であろうと、一つの考えがアメリカ国民の心を
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捉えると、これを払拭することほど難しいことはない。／彼らが自分の意見を愛するのは、

それが正しく思われるからであり、また自分の選んだ意見だからである。／「ある偉人（パ

スカル）が「無知は知の始まりと終わりの両端にある」と述べている。深い確信は両端にし

かなく、中間は懐疑であると言った方が、おそらくより正しかったであろう」（パスカルは、

モンテスキュー、ルソーと並ぶトクヴィルの愛読書である）。／人が固く信ずるのは深く考

えずに決心するからである。異議が生ずると疑いだす。だが、ときにはあらゆる疑いを克服

するに至り、あらためて信じることがある（トクヴィル自身のことではないだろうか）」。 

 「民主政と貴族政とどちらがより良く社会を治めるかを決めるのは難しい問題である。だ

が民主政がある者を害し、貴族政が別のものを虐げるのははっきりしている」。 

＜第４章 合衆国の政治結社＞ 

 「アメリカは世界中で結社をもっとも多く利用する国であり、この有力な行動手段をこの

うえなく多様な目的のために使う国である。／合衆国の住民は、人生の禍や悩みと戦うのに

自分しか頼りにならぬことを生まれたときから学ぶ」。 

 「結社の権利の行使には、政治に関して最後の段階がある。同じ意見の賛同者が選挙母体

を結成し、中央の集会でその意見を代表する代議員を任命することができる。これを正確に

言うと、代議制の政党への応用である。（これは）国家の中の国家、政府の中の政府のごと

きもの／である。政党の代議員は／議員と違って立法権はもたないが、現存の法律を攻撃し、

次に法律となるべき法案を作成する力はある／私は、現代人において出版の独立は自由の重

大要素、いわばその構成条件であることを確信するに至った。自由のままでいたいと望む国

民は何をおいても、この自由を尊重するようにしなければならない。だが、政治における結

社の無制限の自由を著述の自由とまったく同一視してはならない」。 

 「関税ないし通商の自由の問題がアメリカをどれほど揺るがしたかは記憶に新しい。関税

については、意見の違いだけでなく物質的利害が真っ向から対立していた。北部は繁栄の一

半をこれに負い、南部はその貧困のほとんどこれに帰した。長期にわたり関税は連邦を揺る

がす唯一の政治的情念を生ぜしめたと言ってよい（この問題は、トクヴィルの強い関心を惹

いた）。「現代では、結社の自由は多数の暴政に抗する必要な保証となっている。／少数派は

その精神の力のすべてを挙げて、多数派の物質的力による抑圧に抗さねばならぬ。これは恐

るべき毒を別の毒をもって制することである。私には多数の全能がアメリカの共和国にとっ

て非常に大きな危険と思われるので、これを制限するために用いられる危険な手段も、まだ

しも良いものに見える。／党派的専制や君主の恣意を妨げるのに、社会状態が民主的な国ほ

ど結社が必要な国はない。／政治における無制限の結社の自由が、あらゆる自由の中で人民

の耐えうる最後の自由であるという事実に目をつぶることはできない。 

 結社の権利についてのヨーロッパとアメリカでの理解の違い 「私には、結社の自由は個

人の自由とほとんど同じように、人間の本性から奪いえないように思われる。（ところが）

ヨーロッパ人の大部分はいまだに結社を、戦場ですぐにも試してみるために急いで編成した

部隊のように考えている。／アメリカでは、少数派の市民が結社をつくるのは、第一に自分

たちの数を誇示し、それによって多数派の精神的権威を弱めるためである。第二の目的は、

多数派に働きかける最適の論法は何かを議論してこれを見出すことである。／だから合衆国
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の政治的結社が掲げる目標は平和的で、戦術は合法的である。われわれ（ヨーロッパ人）が

いまなお結社の自由を、ともすれば支配者に戦争を仕掛ける権利としか見ないのは、自由に

関するわれわれの未経験のせいである」。 

 「合衆国において政治的結社の暴力を和らげるのに与るすべての原因のなかでも、もっと

も大きな原因はたぶん普通選挙であろう。普通選挙が認められている国では、多数派に何の

疑義も挟めない。／結社が多数を代表していないことは、それ自身を含めて誰もが知ってい

る」。一方、「ヨーロッパでは結社は、自分では声をあげられぬ国民の立法上、行政上の顧問

／のような観点に立って行動し、命令する。／ヨーロッパの結社は、市民性が少しもない組

織になりがちで、軍事的な習慣や格率を内部に導入することになる。したがって、これらの

結社はできるだけ指導権を中央に集中し、全員の力をごく限られた人数の手に委ねるのであ

る。／これらの結社の内部には、それが攻撃している政府の名の下に社会で行われている以

上に耐えがたい暴政が支配しているものである。このことは結社の威信を著しく損なう。抑

圧者に対する被抑圧者の戦いに付きものの神聖さを失うのである。／アメリカ人もまた、結

社の内部にこれを治める一つの機構をおいた。しかしそれは、そう言えるとすれば、市民的

な政府である。個人の独立がそこに役割を果たしている」。 

＜第５章 アメリカの民主政治＞ 

 「ヨーロッパでは対立する二つの原理（聖と俗、つまりキリスト教と王権と思われる）。

（一方）アメリカでは民主政治の固有の傾向が歴然としている。／この地こそ民主政治につ

いて判断すべきところである。そして、こうした研究が誰にとって興味深く、役に立つかと

いえば、まさにわれわれフランス人をおいて他にあるまい」。 

人民の選択、およびその選択におけるアメリカ民主政治の本能 「ヨーロッパでは／多くの

人が普通選挙の大きな利点の一つは公衆の信頼に値する人物を国家の指導者に任ずる点に

あると信じている。／（ところが）合衆国に着くとすぐに、私は被治者の中にすぐれた人は

いくらでもいるのに、為政者の側にはそれがどれほど少ないかに驚いたものである／アメリ

カの政治家の質が、この半世紀、著しく低下したことは明らかである」。 

 「民主主義の諸制度は平等の情念を覚醒し、これに追従するが、決してこれを完全に満足

させることはできない。この完全な平等は、民衆がこれを捉えたと思ったその瞬間にいつも

その手から逃れる／合衆国では民衆は、社会の高い階級を別に憎んではいないが、ほとんど

好意を感じておらず、注意深くこれを権力の外においている。民衆はすぐれた才能を恐れは

しないが、好んでもいない。民衆の支持なしに立つ者がその好意を得ることは困難だといえ

る。／普通選挙こそよい政治家を選ぶ保証だと考える者が完全な幻想に囚われている」。 

アメリカの民主主義が選挙法に及ぼした影響 「選挙が長い休止期間をおいてしか行われな

いときには、選挙のたびに国家転覆の危険がある。選挙が矢継ぎ早に繰り返されると、その

頻度のために社会にはある熱気が充満し、公共の事務は恒常的に変わりやすい状態におかれ

る。／多くのアメリカ人は、彼らの法律が不安定なのは（選挙が度々行われる）制度の必然

的帰結であるが、全体としてその制度は「役に立っていると考えている。だが、法律の不安

定性が事実であることを否定したり、それを大きな弊害であると見ない人はアメリカ人には

誰もいないと思う」ハミルトン、マディソンそして最大の民主主義者、ジェファソンでさえ、
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同じ危険を指摘している。「われわれの法律の不安定性は事実大変深刻な不都合です。法律

の提案と最終表決の間に必ず一年の期間をおくことを定めれば、この不便を解決することに

なると思います。（以下略）」。 

アメリカ民主政の下の公務員 合衆国の公務員は／給与はすべて受けている。無給の職をつ

くることは、金持ちで独立した役人階級を創出することであり、貴族制の種を播くことであ

る。／私は無給の公職がまったく存在しないところに、アメリカにおける民主主義の絶対的

支配のもっとも明瞭な徴の一つを認める」。 

 「合衆国では／一般に才能に恵まれ、情熱に燃える者は権力から遠ざかり、富を追求する。

／合衆国では、すぐれた人物が選挙に出たがらないのは確かである」。 

アメリカ民主政の下での役人の裁量 「民主政体では、多数者は権力をいったん委ねた役人

から、年ごとにこれを取り上げることができるから、彼らが多数の意志に反して権力を濫用

する心配をもたない。／仔細に検討してみると、民主主義の下では、役人の裁量は専制国家

におけるより多きいはずだということさえ分かる。／民主政体では、主権者は全能であると

同時に、いつでもどこにでもいる。だからこそ、アメリカの公務員はヨーロッパのいかなる

公務員よりも、法の示す行動範囲の中ではるかに自由なのである。／たとえば、ニュー・イ

ングランドでは、陪審リストの作成は各タウンの理事に任されている。／フランスで、もし、

これほど恐るべき権限の行使を、誰であれ一人の公務員に委ねるとすれば、人々の生命と自

由が危険にさらされるとわれわれは考えるであろう。／民主共和政におけるほど法律が役人

に大きな裁量権を認めたことはないが、それはここでは役人の裁量が少しも恐るべきものと

考えられていないからである。民主的共和政を君主政体に移行させるのがきわめて難しいの

はこのためである」。 

アメリカ民主政の下における公租 

 「民主主義の政府は経済的だろうか。／民主的共和政と絶対王政とを比較したいのであれ

ば、問題は簡単に解決できよう。前者における公的費用は後者におけるよりずっとかさむこ

とが分かるであろう。／自由な国はおしなべて、そうではない国に比べれば高くつくもので

ある。／自由はそれが減殺する財産の何百倍の富を育てるから、自由を知る国では、人民の

資産はつねに租税の高騰より早く増大する」。 

 「ここで私にとって重要なのは、自由な諸国民を互いに比較し、民主主義が国家財政に及

ぼす影響を確定することである。／各国民は観念上、三つの階級に分割することはいつでも

簡単である。第一の階級は富裕な人たちで構成される。第二の階級には、富裕ではないが、

万事にゆとりをもってクラス人々が含まれよう。第三の階級には、財産をほとんど、あるい

はまったくもたず、前二者の提供する仕事でもっぱら生計を立てる人々が入るであろう。／

第一の階級だけが立法にあたる事態を想定してみよう。おそらくこの階級は公金の節約にた

いした関心をもたぬであろう。／逆に中産階級だけが立法にあたると仮定してみよう。この

階級は租税を重くしないと当てにしてよい。というのも、わずかな財産に重い税を課される

ことほど迷惑なことはないからである。中産階級の政府が自由な政府の中でもっとも開明的

だとか、ましてもっとも寛大なはずだとは言わないが、しかしもっとも経済的には違いない

と私には思われる。次に最後の階級が立法を独占した場合を想定してみよう。この場合、公
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租は減少するどころか増大する可能性があると思う。／貧乏人が立法権を独占するような国

があるとすれば、そこでは公的費用の大幅な節減は期待しえまい。その費用はつねに莫大で

あろう。というのも、課税に賛成する人々は初めから負担の対象外であり、そうでなくても

彼らは負担を免れる徴税方式がとられるからである。言い換えれば、民主主義の政府は課税

に賛成投票する者が納税義務を免れうる唯一の政府なのである」。 

 それでも次のように言う者がある。いったい誰が人民に排他的立法権を委ねようとおもい

ついたことがあるか、と。もちろん、普通選挙制を確立し人たちである。／貧乏人はつねに

多数派を構成することを私が示すとすれば、彼らが投票権を与えられた国では、彼ら貧乏人

が他を排して法をつくると付け加えても当然ではなかろうか。すなわち普通選挙は事実、貧

乏人に社会の統治権を与えたのである」。 

「民主政治の公的費用を高額にするかもしれぬ原因は他にもある。／公権力が民衆の手に

落ちると、主権者は不満を募らせ、すべてに最善を求める。こうなると改良の精神は多様な

対象に広がり、限りなく細かなことにまで及ぶ。とりわけ費用のかかる改良事業に手がつけ

られる。自力で生活できない貧民の状態の改善がそれである。／民主政では主権者が貧しい

から、その暮らしをよくしてやらねば主権者の好意は決して得られない。金を使わずにこれ

を行うことはまず不可能である」。 

民主政治における為政者の腐敗と欠陥 「貴族制の政府では地位を得る人間は富裕な人々で

あって、権力しか求めない。民主政体では、政治家は貧しく、蓄財を課題としている。その

結果、貴族制の国家では、為政者は買収しにくい。フランスでは、選挙民の投票を金で買う

例はほとんどないのに、イギリスではこれが大っぴらになされ、悪名高い。合衆国で被治者

を金で買収する話は聞いたことがないが／公務員が卑しい策略や犯罪的工作によって出世

したという噂はもっと頻繁に耳にした。したがって、貴族政を指導する者が時として金をば

らまくとすれば、民主政の指導者は自分が金を受け取る側にまわる」。 

民主政にはどんな努力ができるか 「人民の名において命令する暴虐な権力ほど抵抗しがた

いものはない。そのような権力は最大多数の意志が有する精神的な力を備え、しかもなお単

独で決定する迅速で不退転の決断をもって行動するからである」。 

 「民主主義の政府が国家の危機の時にどれだけの力を発揮できるかを言うことは、相当に

難しい。大規模な民主的共和国は、これまでわれわれが見たことがないものであった。／合

衆国のみがこの新しい見ものを見せている。アメリカに徴兵制はない。兵士は給料を払って

集める。強制的な徴募は合衆国人民の思想にあまりに反し、その習慣がまったく異質だから、

果たして今後あえて法制化されることがあるか、私には疑問である（南北戦争の際徴兵制を

採用、その後は選抜徴兵制という登録に基づく徴兵制採用、その内容は時に変化している）。 

一般に自由な国民はそうでない国民に比べて、危機においてはるかに大きな力を発揮するこ

とは疑いない。／民主政治は平和な社会を指導し、また必要な場合、急遽、懸命の努力を行

なうにはよいが、国民の政治生活の激動を長期にわたって乗り切るにはそれほど適していな

いように思われる」。 

 「知識と経験に基礎づけられたこの将来への明確な見通しこそ、まさに民主政治に欠ける

ものに違いない。人民は理性よりはるかに感情で動く。貴族は一身を投げ出すことによって、
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危険を冒すと同時に栄光に賭けてもいる。国家に収入の大半を提供することで、貴族は富の

快楽の何がしかを自ら一時絶つのである。危機における民主的共和政のこの相対的な弱点こ

そ、おそらくヨーロッパにおけるこのような共和国の設立に対する最大の障害である。民主

的共和政がヨーロッパの一国で困難なしに存続するためには、他のあらゆる国でも一斉に共

和政が確立されねばなるまい。もし、ある民主的な国が一世紀にわたって共和制の政府の下

におかれるならば、その世紀の終わりには、この国は近隣の専制国家より豊かで、人口も多

く、ずっと反映しているだろうと信ずることができる。だがこの世紀を通じて、この国は何

度も周囲の専制国家に征服される危険があろう（トクヴィルの懐疑的思考が現れている）」。 

アメリカ民主政の対外問題の扱い方 「アメリカ人の政治に、今日でも彼らが従う方向を与

えた二人の人物がある。第一はワシントンであり、第二はジェファソンである。ワシントン

は同胞にあてた／この偉大な人物の政治的遺言となった書簡において次のように述べてい

る。「外国との通商関係を拡大しつつ、同時に政治的なつながりを外国との間に結ぶことは

できる限り少なくすること、これがわが国の政策の原則でなければならない。／ヨーロッパ

に頻繁に紛争が生ずるのは当然であるが、それは本来われわれには無関係である。／わが国

がヨーロッパから孤立し、離れていることは、われわれが強力な政府の統治の下に、単一の

国家を形成し続けるならば、わが国に恐るべきもののなくなる時は近い。そのときわれわれ

は、わが国の中立を尊重させる態度をとることができよう。／なにゆえに、われわれの運命

をヨーロッパのある一部分の運命に結びつけ、われわれの平和と繁栄を彼の地に住む諸国民

の野心の対立の前におき、その利害や恣意の餌食にするのか。／いかなる外国とも恒久的な

同盟を結ばぬことこそ、われわれの正しい政策である。」「彼は世界の残るすべてが戦争状態

にあったときに、この国の平和を保つことに成功し、アメリカ人のよく考えた利益は、ヨー

ロッパ内部の争いに決して加わらないことにあるという外交方針を示した。その位置と意志

によって旧世界の情念の沸騰の局外にあるので、連邦はそれから身を守る必要も、それに身

を投ずる必要もない。ヨーロッパの古い国々が、栄光と汚辱が入り混じった歴史、民族間の

友好と敵対の歴史を負っているのとは異なり、連邦には引き継がねばならぬ父祖の遺産がな

い。合衆国の外交政策はすぐれて情勢観望的である。何事かをなすより、何事かをなさぬと

ころにその本質がある」。 

 「私自身は、次のように言うことに抵抗を覚えないであろう。すなわち、民主主義の政府

が他の政府に比べて決定的に劣ると思われる点は、社会の対外的利害の処理である。外交政

策には民主政治に固有の資質はほとんど何一つ必要なく、逆にそれに欠けている資質はほと

んどすべて育てることを要求される」。 

 「逆に／貴族が非難される根本的な欠陥は、大衆のためではなく自分のためにしか働かぬ

という点である。しかし、外交政策では、貴族が人民と別の利害をもつことはきわめて稀で

ある。一時の情熱の満足を求める傾向は、フランス革命が勃発したときアメリカにはっきり

現れた。／もしワシントンの強固な性格とその絶大な人気がなかったならば、英国に対する

宣戦布告を妨げることはできなかったかもしれない」。 

 「世界に覇を唱えた国民、偉大な事業を計画し、これを追求し、実行した国民は、ローマ

人からイギリス人にいたるまで、ほとんどみな貴族制にみちびかれていた／貴族制ほど見方
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が動かぬものはない。第一、国王はいずれは死ぬ。だが貴族団体は丸め込むには人数が多す

ぎ、思慮に欠けた情熱に簡単に酔うには小人数すぎる。貴族団体は固い信念と広い知識をも

ち、しかも決して死ぬことのない一個の人間である」。 

＜第６章 アメリカ社会が民主政治から引き出す真の利益は何か＞ 

 「私は、アメリの政治制度が民主的国民の採用すべき唯一の制度だとも、最善の制度だと

も考えない。／アメリカが民主政治から引き出している利益が「アメリカと同じ法制からし

か得られないとは決して主張しないし、そうは思わない」。 

アメリカ民主政の下における法の一般的傾向と適用する人々の本能 「民主制の法律は一般

に最大多数の利益を目指すものである。／ところが、貴族制の法律は少数者の手に富と権力

を独占させる傾向がある。／そこで一般に、民主制の立法目的は貴族制のそれより人類に有

益だと言える。だが利点はここまでである。立法者の知識は貴族制の方がはるかにすぐれて

おり、民主制はこれに到底太刀打ちできまい。貴族制のやり方は賢明である。あらゆる法律

の総合的効果を同時に一点に収斂させる術を知っている。／それゆえ民主制がとる手段は貴

族制のそれに比べて不完全である。／その本性あるいは構造が悪法の一時的弊害に耐えられ

るようにできている社会、法の一般的傾向の帰結が現れるまで滅びず待っていられるような

社会を想像していただきたい。民主政治はその欠陥にもかかわらず、このような社会を繁栄

させるにはやはり最適の政治であることはお分かりであろう」。 

 「社会を構成するあらゆる階級の発展と繁栄を等しく促進する政治形態は、今日に至るま

で発見されていない（現代に至っても！）。民主政治の真の利点は、これまで言われたよう

に万人の繁栄を促進するところにではなく、最大多数の福祉に役立つ点にあるにすぎない」。 

 「イギリスの貴族制ほどリベラルな貴族制、しかも国の政治を担うにふさわしい開明的な

人物をこれほど輩出してきた貴族制が他にあったとは思わない。にもかかわらず、イギリス

の法制においては、貧乏人の利益が結局金持ちの利益の犠牲に供され、最大多数の権利が少

数の者の特権によって損なわれることがしばしばあるのは、容易にたしかめられる」。 

 合衆国の公共的精神 「損得抜きの祖国愛は二度と返らぬもの／だが、人の関心を祖国に

向けさせるもっとも有力な手段、そしておそらくわれわれに残された唯一の手段は、人を政

治に参加させることだと言いたい。／一言でいえば、合衆国に祖国の本能はほとんど存在し

えない。それなのに誰もが自分のことのようにタウンや地区や州全体の事柄に関心を寄せる

のはなぜだろうか。それは誰もがそれぞれの立場で、社会の統治に積極的な役割を果たして

いるからなのである。合衆国では、社会全体の繁栄がわが身の幸福を左右することを民衆が

理解してきた。／それだけでなく、アメリカの民衆は、この繁栄は自分たちの働きが生んだ

ものだという見方に馴染んでいる。／（だからアメリカ人は）アメリカに対する批判は何事

であれ反駁しなければならぬと信じている。／アメリカ人のこの性急な愛国心ほど、生活習

慣の上で煩わしいものはない。／なるほどアメリカは自由の国だが、人を傷つけぬためには、

私人についても国家についても外国人に決して自由に語ってはならない国なのである」。 

合衆国における権利の観念 「美徳の一般観念に次いで、権利の観念以上に気高いものを私

は知らない。美徳なしに偉大な人物はなく、権利の尊重なしに偉大な国民はない。いや、社

会すらないと言えるかもしれない。力が唯一の絆では、理性と知性を備えた存在の集まりと
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は言えないからである」。 

 「すぐれて民主主義の国であるアメリカで、しばしばヨーロッパで聞かれる所有一般に対

する不平を誰も鳴らさないのはなぜだろうか。いうまでもなく、それはアメリカに無産者が

いないからである。誰もが守るべき私有財産をもっているから、原則として所有権を承認す

るのである。政治の世界も同じである。アメリカでは、民衆が政治の諸権利を高く評価して

きたが、それは彼自身権利をもっているからである。自らの権利を侵されぬがために、他人

の権利を攻撃しないのである。／民主政治は政治的権利の観念を末端の市民にまで行き渡ら

せる。私の目にはこれこそ民主政治の最大の長所の一つと見える」。 

 （アメリカで）「市民がもっとも古くから権利を享受している諸州は、またその最善の活

用を人が心得ているところである。自由である術を知ることほど素晴らしいことはないが、

自由の修行ほどつらいこともまたない」。 

合衆国における法の尊重 「法の作成に人民全体を召集することは、直接にせよ間接にせよ、

いつでもできることではない。だがこれが可能なとき、法がそれによって大きな権威を得る

ことは否定しえない。／合衆国では、万人の方への服従を、誰もがある意味で自分の利益と

見る／法律を契約の観点から考え、自分も当事者の一人のはずだと思うのである。／貧乏人

が支配する合衆国では、金持ちはその権力が自分たちに対して濫用されはしないか、つねに

心配しなければならない。／文明諸国において、反抗に立ち上がるのは、一般に失うべきも

のがない人々だけである」。 

合衆国の政体のあらゆる部分に漲る活力と社会に及ぼす影響 「実際に見ないと決して分か

らぬのは、合衆国に漲る政治的活力である。アメリカの地に降り立つや、ある種の喧騒に巻

き込まれる。至るところで侃々諤々の声があがる。無数の声が同時に耳を打ち、その一つ一

つが何らかの社会的要求を訴えている。周囲はすべて騒々しい。／社会の統治に関与し、そ

れについて論ずることは、アメリカ人の最大の仕事であり、いわば彼の知る唯一の楽しみで

ある。／アメリカ人は会話の妙は知らぬが、議論はする。語るのではなく、主張するのであ

る。／ある種の国では、法律が参政権を与えても、住民が嫌々ながらにしかこれを受け取ら

ない。公共の問題に関わるのは時間の無駄のように思って、狭い利己主義に閉じこもり、垣

根をめぐらした四囲の掘割から一歩も出ない」（現代の日本！）。 

 「私の確信するところでは、万一アメリカに専制がうちたてられた場合、自由が生み出し

た習慣を打破することは、専制にとって、自由を愛する気持ち事態を撲滅することよりなお

一層困難なはずである。／私が民主政を称賛するのは、政府の業績以上に、この政府の下で

市民がなすものを考えるからである。／民主主義の諸制度がこの国の自然と結びついて、ア

メリカに見られる産業の驚くべき活気の直接の原因をなすものとは思わない。だが、それが

間接の原因であることは疑わない。法律が産業に活気をもたらすのではなく、人民が法律を

制定する過程で、産業に活気を呼ぶ術を学ぶのである」。 

 「政府の主要な目的は、国家全体に可能な限り最大の力と栄光とを与えることではなく、

全体を構成する諸個人一人一人に最大の福祉をもたらし、各人を最大の不幸から免れさせる

ことにあるとは考えないのか。もし諸君が以上のように考えるとするならば、そのときは境

遇を平等化し、民主主義の政府を組織すべきである」。 
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＜第７章 合衆国における多数の全能とその帰結＞ 

 「多数の力が絶対的であるのは民主政治の本質に由来する。民主政体にあっては、多数者

の外に抵抗するものは何もないからである。／立法権は、あらゆる政治権力のなかでももっ

とも進んで多数者に従うものである。アメリカ人は立法部の構成員を人民が直接に、それも

短い期間で任命することを望んだ。さらにまた、アメリカでは、いくつかの特殊状況が、多

数の力をただ優越的というだけではなく抗しがたいものにする傾向がある。／多数者の権威

は／一人の人間より多くの人間が集まった方が知識も知恵もあり、選択の結果より選択した

議員の数が英知の証だという考え方である。これは平等原理の知性への応用である。この教

義は人間の誇りの最後の聖域を攻撃する。だからこそ少数者はこれを簡単には受け容れない。

長い時間を経て初めて、少数者はこの教義に慣れる。あらゆる権力と同じく、いやおそらく

他のいかなる権力にも増して、多数者の権力が正当視されるには持続が必要なのである。／

多数者の権威はまた／最大多数の利益は少数者の利益より優先されねばならないという原

則（に基づいている）。／合衆国では／いかなる党派も多数の権利を承認する構えを見せる。

どの党派もいつかは自分たちがこれを行使する立場に立つと期待するからである。したがっ

て合衆国では多数は絶大な事実上の力を有し、またほとんど同じように巨大な意見の力もも

っている。／この事態の帰結は恐るべきものであり、将来にとって危険である」。 

多数の全能と立法、行政の不安定性の増大 民主主義の政治に本来伴う弊害は「例外なく多

数の権力とともに増大する」。／法律が変わりやすいのは民主政治に内在する欠陥である。

権力の地位に新たな人物を送るのは民主制の本性だからである。／今日アメリカは、世界で

も法律の寿命がもっとも短い国である。アメリカ諸州の憲法はほとんどすべて、この 30 年

の間に修正を加えられている。すなわち、この間アメリカの州で、法の根本原理を改めなか

ったところはない」。 

多数の暴政 「政治において人民の多数は何事をもなす権利の有するという原理は、不遜で

憎むべきものだと思う。にもかかわらず、私は多数の意志にあらゆる権力の起源を認める。

／すべての人間の多数が定め、少なくとも採用した普遍の法が存在する。それは正義の法で

ある。すなわち正義は、個々の人民の権利に限界を付すものである。／全能の力は私にはそ

れ自体悪しきもの、危険なものに見える。そうした力を行使することは、いかなる人間の能

力をも超えていると思われる。全能であっても危険でないのは神のみであろう。／それゆえ

私は、およそなんらかの権力に何事もなす権利と力が与えられるのを見たならば、暴政の芽

がそこにはあると宣言し、それとは違う法の下に生きようとするであろう。／合衆国で組織

されたような民主主義の政府について私がもっとも批判する点は／その力が弱いことでは

なく、逆に抗しがたいほど強いことである。そしてアメリカで私がもっとも嫌うのは、極端

な自由の支配ではなく、暴政に抗する保障がほとんどない点である。現在アメリカで、しば

しば暴政が行なわれていると言うつもりはない。ただ／アメリカの政治が穏やかである理由

は法制ではなく、状況と習俗に求めるべきだと言うのである」。 

アメリカの公務員の裁量権に及ぼす多数の全能の影響 「合衆国において多数の全能は、立

法者の法による専制を促進すると同時に、行政官の恣意的裁量を後押しする。多数者は法律

の制定、執行を絶対的に支配し、為政者も被治者も同じようにその統制下においている。／
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多数者は公務員を主人が使用人を扱うように遇する。このようにして、自由の真っ只中に、

いつかそれにとって恐ろしい脅威となるであろう習慣が形成されるのである」。 

アメリカにおいて多数が思想に及ぼす影響 アメリカでは、「一度多数の意見が決定的に宣

言されるや、誰も口を閉ざし、敵も味方もなく競って多数の後に従おうとするように見える。

／総じてアメリカほど、精神の独立と真の討論の自由がない国を私は知らない。／合衆国の

ような構造の民主主義の中には、ただ一つの権力、力と成功のただ一つの要素しか見当たら

ず、それ以外には何も存在しない。アメリカでは多数者が思想に恐るべき枠をはめている。

／今日の民主的共和政は暴力を、それが強制しようとする人間の意思と同じ知的な力に変え

てしまった。主人（多数者）は、次のように言うのである。「私と違う考えをもつのは自由

だ。生命も財産もみな保障する。だが、この日からお前はわれわれの内で異邦人となる。／

お前は人間の一人であるが、人間の権利は失う。云々」と。 

多数の暴政がアメリカ人の国民性に及ぼす帰結 「民主的共和国では公共の生活が不断に私

生活と交錯し、主権者（人民）に至るところで接触」するため、「誘惑が他に比べてはるか

に多い。／その結果、精神の堕落が並はずれて広範にひろがる。民主的共和政は廷臣の精神

を多数の人々に拡げ、あらゆる階級に一斉に浸透させる。これこそ民主的共和政に対してな

しうる主要な非難の一つである。／今日合衆国では／精神が同じ鋳型でつくられ、すべて一

つの道を進んでいるように見える。／どんな政府であれ、力のあるところには卑しい根性が

近づき、権力には追従が付きものであると思う。そして人間の品性の堕落を防ぐには／何人

に対しても全能の力を与えず、人を卑しくする至高の権力を認めぬことである」。 

アメリカ諸州の最大の危険は多数の全能に由来すること 「アメリカ諸州の政府は、ヨーロ

ッパの絶対王政政府と同じように権力を集中し、活動性ではそれ以上であるように見える。

／アメリカで自由が失われることがあれば、少数派を絶望に追いやり、実力に訴えることを

強いた多数の全能に責めを期すべきであろう。このときはたしかに無政府状態になろうが、

それは専制の帰結として生じたのである。マディソンは「共和国においては単に社会をその

支配者から守るだけでなく、社会のある部分を他の部分の圧政から保護することもたいへん

重要である。／多数の暴政が権利の行使をきわめて危うくし、その結果、人民とはまったく

無縁な権力が要請されるに至ることは疑いを容れない」と言い、ジェファソンも「立法部の

暴政こそ、現在もっとも恐るべき不安材料であり、今後も長くそうであろう」と述べている。 

＜第８章 合衆国で多数の暴政を和らげているものについて＞ 

行政の集権の欠如 アメリカには、政治の集権しか存在せず、行政の集権はほとんど知られ

ていない。「万一にもアメリカの諸社会を導く権力がこの二つの統治手段を自由に操り、万

事に命令権をもつだけでなく、自らすべてを執行する能力、習慣まで身につけることがあれ

ば、／自由はいずれ新世界から追放されてしまうであろう。だが合衆国では、多数者はしば

しば専制君主の好みと本能とをもつが、なお暴政のもっとも完成された道具を転移していな

い。／すでに一人の人間の力によって行政の集権が確立し、法律同様、習慣にもそれが根づ

いているような国に、万一にも、合衆国のような民主的共和政が樹立されることがあれば、

私は、そのような共和国では専制がヨーロッパのいかなる絶対王政より耐えがたいものにな

るであろうと言って憚らない」。 
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合衆国における法曹精神とそれが民主政治に対する均衡の重しとして役立つか アメリカ

の法制を研究してみると、「法律家に権威を認め、政治に対して法律家が力を揮う余地を残

したことが、今日、民主政治の逸脱に対する最大の防壁となっていることが分かる。／法律

について特別に研究した人間は、勉強しているうちに、秩序を好む習慣、形式を好む一定の

気持ち、論理に適ったものの考え方に対するある本能的な愛を身につけるものである。これ

らが自然に彼らを革命精神に反対させ、デモクラシーの向こうみずな情熱に敵対させるので

ある。／法律家が獲得する特殊知識は、社会の中で特別の地位を彼らに保障する。彼らは知

識層の中で一種の特権階級を形成する。／これに加えて、彼らは自然に職業団体を形成する。 

だから法律家の心の底には／貴族と同様に、大衆の行動に深い嫌悪の念をいだき、人民の政

府を軽蔑する」。 

 「民主政治は法律家が政治的な力を揮うのに好都合のものである。法律家は人民が人民の

外から選ぶことのできる唯一有能な識者だからである。／法律家は民主政治を好むが、民主

主義の傾向に染まったり、その弱点を見習うことがない。これこそ法律家が民主主義によっ

て力を得、しかも民主主義に対して力を揮う理由である。／合衆国の事態を考えれば考える

ほど、この国では法曹身分が、民主主義に対して均衡をとるもっとも強力な、否、ほとんど

唯一の重しとなっていることを確信させられる。／合衆国では、ほとんどどんな問題もいず

れは司法問題化する。このため政党は、日々の論争の中で、法的な観念と言葉を借りぬわけ

にはいかない。多くの公人は法律家、もしくは法律家上がりだから、法律家に固有の慣行と

考え方が政治問題の処理にもちこまれる。陪審制はあらゆる階級の人々を法的な考え方に親

しませる。／法律家／の権力は社会全体を覆い、社会を構成する各階級にくまなく浸透し、

知らぬ間に絶えずこれに働きかけ、ついにはその思うままに社会を形づくってしまう」。 

政治制度として見た合衆国の陪審制 「陪審の制度は／社会の実質的指導権を為政者ではな

く、被治者ないしその一部の手に委ねる点において、ある共和的性格をつねに保持するもの

である。／アメリカの市民は誰もが有権者であり、被選挙権をもち、そして陪審員である。

アメリカで理解されているような陪審制度は、普通選挙と同様に、人民主権の教義の直接か

つ極端な帰結であるように思われる。両者とも多数者を君臨させる強力な手段である。／陪

審制は衡平原理の実践を人々に教える。／陪審制は各人に自分自身の行動の責任を回避せぬ

ことを教える。／陪審制は市民一人一人をある種の司法職に任ずる。／陪審制は人民の判断

力の育成、理解力の増強に信じられぬほど役立つ。私の見解では、これがその最大の利点で

ある。／アメリカ人の実用的知性と政治的良識とは、主として彼らが（民事における）陪審

制に長い間慣れてきたことに帰すべきだと思う。／陪審制は司法官の権利を損なうように見

えるが、実際にはその力を確立するのであり、人民が裁判官の特権に部分的に与っている国

ほど、裁判官の力の強い国はない」。 

＜第９章 合衆国で民主的共和政の維持に役立っている主な原因について＞ 

 「合衆国で民主的共和政の維持に役立っている原因は、すべて次の三つに還元されうると

私は考えた。摂理によってアメリカ人がおかれた特殊偶然的状況が第一であり、第二は法制

に由来し、第三は習慣、習俗から来る原因である。 

合衆国で民主的共和政の維持に貢献している偶然、あるいは摂理による原因 「合衆国の今
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日の繁栄を帰すことのできるあらゆる原因の中でも、／もっとも効果的な原因は、アメリカ

人の起源／に見出される。アメリカ人は生まれの偶然に恵まれた。というのは、彼らの父祖

がすでに、境遇と知性の平等を／もちこんでいたからであり、この平等からやがて／民主的

共和政が生まれるに至ったのである。／合衆国では法制が民主的なだけでなく、自然さえ人

民のために働いている。／北アメリカには、土地の自然の富の利用を考えない遊牧民族しか

住んでいなかった。北アメリカは／一つの空白の大陸、一個の無主の地であった。／一般に

は、アメリカの荒野に住まうのは新世界の岸辺に毎日のように降り立つヨーロッパからの移

民で／あると思われているが、これは大きな誤りである。／毎日のように生地を離れ、遠隔

の地に広大な開拓地を拓きに出かけるのは、アメリカ生まれの人々である。したがって、ヨ

ーロッパの茅屋を捨てた人々は大西洋沿岸に住み、この沿岸地域に生まれたアメリカ人がア

メリカ中央部の未開地に引き寄せられるのである。この二重の人口移動は決して止まること

がない。／幸運にも目の前にあるこの膨大な獲物に向かって、アメリカ人がいかに貪欲に殺

到するかは、描くのが難しいほどである。／オハイオ州ができて 50 年もたっていない。／

それなのにオハイオ州の人口は、すでに西部に向かって再び移動し始めている。／彼らにあ

って、豊かな生活への欲求はやむことなき、熱烈な一つの情熱と化しており、満たされれば

満たされるほどまた大きくなる。／往々にしてアメリカ人は、われわれが強欲と名づけるも

のを称賛すべき勤勉と呼び、われわれが欲望の節度とみなすものにある種の無気力を認める。

／アメリカ人をもっとも深いところで動かしているのは商業的情熱である。／彼らは政治に

取引の習慣をもちこむ。／実利的計算に慣れた頭には／理論より実践が尊重される。 

合衆国で法律が民主的共和政の維持に及ぼす影響 「三つの者が、他の何にも増して、新世

界における民主的共和政の維持に与っているように思われる。第一はアメリカ人の採用した

連邦方式、第二は多数の専制を抑制すると同時に、自由を好み、自由である術を人民に教え

る地域自治の諸制度、第三は司法権の構成にある」。 

政治制度としての宗教、それが民主的共和政の維持に役立つのはどのようにしてか 「イ

ギリス系アメリカ人の大部分に住みついたのは、ローマ法王の権威から脱し、その後、いか

なる宗教的上位者にも服することのなかった人々である。彼らは、だから新世界に民主的か

つ共和的と呼ぶほかはない種類のキリスト教をもちこんだ。このことは共和政を樹立し、政

治に民主主義を確立するのに著しく好都合であろう。原理からして、政治と宗教は一致して

おり、以来決して離れたことがない。／カトリック信仰を民主主義の天敵とみなすのは誤り

だと思う。それどころか私には、キリスト教のさまざまな教えの中でも、カトリシズムは境

遇の平等にもっとも好意的なものの一つであるように思われる。／私はプロテスタンティズ

ムは逆だと言いたい。一般に、プロテスタンティズムは人を平等より独立に導く」。 

宗教的信仰が合衆国の政治社会に及ぼす影響 「社会にとってもっとも重要なのは、すべて

の市民が正しい宗教を信ずることではなく、一つの宗教を信ずることである。そして合衆国

のあらゆる宗教はキリスト教としての大きな一体性の中にあり、キリスト教道徳はどこでも

同じである。／アメリカの聖職者は／注意深く政治問題の局外に立ち、党派的関係に巻き込

まれない。だから合衆国では、宗教が法律や個々の政治的意見に影響を及ぼすとは言えない。

だが宗教は習俗を導いており、家庭を律することを通じて国家を律することに与っている。
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それゆえ、宗教はアメリカ人において社会の統治に直接関わることは決してないが、彼らの

政治制度のなかでも第一のものと考えねばならない。／共和主義の諸制度を維持するために

彼らが宗教を必要と考えていることは確かである。／信仰なしで済むのは専制であって、自

由ではない。宗教の必要は、彼らが攻撃する君主制以上に、彼らの称賛する共和政において

はるかに大きく、他のどんな共和政よりも民主的共和政においてもっとも大きい」。 

宗教の力がアメリカを強くしている主な原因 「私は宗教の精神と自由の精神が、われわれ

にあってつねに反対方向に進むのを見てきていた。ここアメリカでは、両者が親しく結びつ

いていた。二つの精神は相ともに同じ土地を支配していた。／誰もが、この国における宗教

の平穏な支配の主要な原因を、宗教と国家との完全な分離に帰した。私は、アメリカ滞在中、

この点で考えを異にする人間には、聖職者と平信徒とを問わず、ただの一人にも出会ったこ

とがないと言って憚らない。／信仰をもたぬ者は、もはや宗教を真理とは信じていないが、

しかしこれを有用だとはなお考える。宗教的信仰を人間の観点から考察して、それが習俗を

支える力、法制に及ぼす影響を認めるのである」。 

アメリカ人の知識、習慣、経験はどのようにして民主的諸制度の成功に貢献するか 「ア

メリカ精神は一般観念に背を向け、理論的発見を目指さない。政治それ自体、また産業が、

精神をそうした方向に向かわせぬのであろう。／イギリス系アメリカ人の知的状態を判断し

ようとする者は、そこで、同一の対象に二つの異なる様相の下に見ることになる。学識者だ

けを見れば、その数の少なさに驚くであろう。無知文盲の数を数えてみると、アメリカ国民

は地上でもっとも知識の開けた国民に見えるであろう。国民全体はこの両極の間にある。／

イギリス系アメリカ人はまったくの文明人として、子孫がいま住む土地にやってきた。学ば

ねばならぬものは何もなかった。／合衆国では、だから社会に幼年期がない。生まれたとき

から青年に達している」。 

 「合衆国において人民の教育が、民主的共和政の維持に大いに役立っていることは疑問の

余地があるまい。／しかしながら、真の知識は専ら経験には発するものであり、もしアメリ

カ人が以前から少しずつ自治に慣らされていなかったならば、彼らのもつ分権的知識が今日、

自治の成功に大いに役立つこともなかったであろう」。 

民主的共和政の維持に法律は自然的要因より貢献し、法律より習俗の貢献が大きいこと 

「合衆国の民主的諸制度の存続を帰すべき原因は、環境、法律、習俗の三つである。／イギ

リス系アメリカ人と同様の条件は、アメリカの他の国民にも認められるが、彼らの法制と習

俗とは他に見られない。／アメリカの法制を全体として見れば、それが、統治すべき人民の

資質と土地の性質によく適合したものであることは否定しえまい」。 

 「イギリス系アメリカ人が民主政治にもっとも長く親しみ、それを維持するのにもっとも

適した習慣や観念を形成したのは、東部においてであった。そこでは民主主義は慣行、意見

形式の中に徐々に浸透した。／東部では、人民の文献的知識と実践教育がもっとも高度に完

成され、宗教と自由が一番うまく融合している。こうした習慣や意見、慣行と信仰はすべて、

私が習俗と呼んだものでなくて何であろう。／アメリカの民主主義の規制と指導に役立って

いる三大原因に順位を付さなければならぬとすれば、「私は、自然的要因の貢献は法制より

小さく、法制の貢献は習俗より小さいと言うであろう」。 



32 

 

民主的諸制度をアメリカ以外の地で維持するのに、法と習俗があれば足りるか 「大国が

ひしめき、都市は人口稠密、軍隊は強力で、政治は複雑極まりないヨーロッパの状況を考え

ると、イギリス系アメリカ人がその観念と宗教、習俗とともにわれわれの地に移されたとす

れば、彼ら自身その法制を相当に修正しなければ生きていけないであろう。／私は合衆国に

も心の焦燥があるのを認めたが、これは、境遇がすべてほぼ同じくなり、誰もが上昇の機会

を同じように見出すとき、人間にとって自然な情念である。羨望という民主的感情が、あり

とあらゆる形で現れるのにも出会った。／アメリカの立法者は羨望の感情を権利の観念に置

き換えることになんとか成功したのではないか。政治の世界の不断の動揺を宗教道徳で落ち

着かせ、人民に経験を積ませてその理論的無知を補い、実務の習慣をつけて欲望の熱を冷ま

させる、そうしたことができているように思われたのである」。 

以上述べたことがヨーロッパとの関連で有する重要性 「私が提起した問題はただ合衆国の

みならず世界全体に、一国だけでなく全人類に関わる。（ヨーロッパでは）宗教、臣下の王

への敬愛、王侯の善意、名誉心、家門の精神、地方の固有意識、慣習と世論、これらのもの

が王の権力を制限し、その権威を目に見えぬ枠の中に閉じ込めていた。このとき、諸国の国

制は専制的でも、習俗は自由であった。王侯はすべてをなす権利は有したが、そうする力も

意思ももたなかった。だが、ひとたび王権の威信が革命の嵐の中に消失し、王位が交替する

たびに、人民の目に権利の無力と事実の厳しさが露わになると、もはや主権者を父とみなす

者は一人もなく、誰もがこれを支配者と見る。主権者の力が弱ければ彼を侮り、強ければ憎

む」。「市民の誰もが等しく無力で、等しく貧しく、等しく孤立しているために、政府の組織

力に対抗するに無力な個人しかないとき、何ができるだろうか。／私としては、やがてヨー

ロッパ諸国にあっては、民主的自由を打ち立てるか皇帝の暴政に身をゆだねるか、この二つ

の道しかなくなるのではないか、という考えに惹かれる」。 

 「もし、デモクラシーの支配と一人の人間の重圧との間に中間の道はないということに、

いずれならざるをえないとすれば、わざわざ後者に服するよりは前者に向かうべく努めるべ

きではなかろうか。そして、最後には完全な平等に到達するのが必然だとすれば、専制君主

の手で平準化されるよりは、自由によってそうなる方がましではないか」。 

 「私の予見するところ／最大多数の平穏な支配をうちたてることに失敗するならば、われ

われは遅かれ早かれ一人の人間の無制限の権力の下におかれることになるであろう」。 

＜第 10章 合衆国の国土に住む三つの人種の現状と予想される将来に関する若干の考察＞ 

 「本書のこれまでの叙述の中で、主題の性質上、ときにインディアンや黒人（ニグロ）に

ついて語ることはあったが／これらの二人種がその中でどんな位置を占めているかを筆に

止める余裕はなかった。／私が描こうとしたのは何よりもデモクラシーの肖像なのである。 

／黒人とインディアン、「この二つの不運な人種は生まれもが意見も違い、言葉や習俗の点

でも何一つ共通性がない。似ているのは両者の不幸だけである。／どちらも暴政の被害をこ

うむっている。アフリカ系の人々に対する抑圧は、彼らから人間に本来備わる権利をほとん

どすべて一挙に奪ってしまった。合衆国の黒人は自分の国の記憶さえ失った。／このような

不幸のどん底に投げ込まれながら、黒人はわが身の不運をほとんど意識していない。暴力が

彼を隷従の身にし、その後の隷従の習慣は彼に奴隷の思想と奴隷の野心を植えつけた。黒人
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は彼の暴君を憎む以上に崇め、自分を抑圧する者を卑屈にも真似して喜び、誇りに思う。彼

の知性も、彼の魂と同じ水準に低下している。こうして彼は悲惨の極に導かれる。すなわち

隷従は彼を愚かにし、自由は身を破滅させる」。 

 「白人が新世界にやってくる以前、北アメリカに住んでいた人々は森の中で静かな生活を

送っていた。／ヨーロッパ人はインディアン諸部族を原野に遠く蹴散らし、言いようのない

悲惨に満ちた彷徨える放浪生活に彼らを追いやった。／ヨーロッパ人はインディアンの性質

を完全に変えることはできず、彼らを滅ぼす力をもってしても、文明に教化し、服従せしめ

ることは決してできなかった」。 

 「黒人は、人種として生まれつき白人に劣ると聞かされ、自分でもほとんどそう考え、自

ら恥じることになる。／ところがインディアンの空想は、自分は高貴に生まれついていると

いう思い込みで溢れている。／黒人はヨーロッパ人と一体化したいと望むが、そうはできな

い。インディアンはある程度でこれに成功しうるかもしれないが、そうした試みを軽蔑する。

前者の卑屈さは彼を奴隷状態におき、後者の傲慢は彼を死に追いやる」。 

連邦の所有地に居住するインディアン諸部族の現状と予想される将来 「ヨーロッパ人の家

族がいくつか住みつくと、互いに遠く離れていても、その間に広がる全空間から野生動物は

追い払われ、二度と戻らぬことになる。それまである種の豊かな生活を送っていたインディ

アンの生活は厳しくなり、交換に必要な獲物を得るのはそれ以上に難しくなる。彼らにとっ

て獲物の鳥獣に去られることは、わが国の納付の土地が不毛になるようなものである。／そ

れゆえ厳密に言えば、アメリカの先住民を駆逐しているのはヨーロッパ人ではない、飢餓で

ある。／退けば飢餓が、進めば戦争が待ち構え、どこに行っても悲惨は変わらない。これほ

ど多くの敵から逃れようとしてインディアンは分裂する。共通の名前は失われ、言葉は忘れ

られ、先祖の痕跡も消え去る。民族が生存をやめたのである。／北アメリカのインディアン

は種族として滅びる運命にあると思う。（インディアンを）文明化するには何よりもまずこ

れを定住せしめねばならぬことを理解しなかったことであり、そして定住するには農耕しな

ければならぬであろう。インディアンをまず農耕民にすることが問題であった。インディア

ンには文明のために欠くべからざるこの備えがなく、後からこれを身につけるのも彼らには

非常に困難である。／北アメリカの先住民は労働を悪と考えるだけでなく、これを不名誉と

みなし、彼らの怠惰とほとんど同じように、彼らの誇りが頑なに文明と戦う。彼には狩猟と

戦争だけが唯一男がなすに値する仕事に見える」。 

 「スペイン人は類例のない残虐行為に訴え、破廉恥行為に身を汚しながら、インディアン

種族を絶滅することも、彼らの権利をインディアンが分かちもつのを妨げることも、結局の

ところなしえなかった。合衆国のアメリカ人はこの二重の結果を驚くほどたやすく、静穏の

うちに、合法的、温情的に達成し、血を流すこともなければ、世界中が見守るなかで道徳の

基本原則を一つとして侵害することもなかった。アメリカ人以上に、人間性の法則を尊重し

つつ人間を破壊することはとてもできまい」。 

黒人人種が合衆国の中に占める位置、その存在が白人にもたらす危機 「黒人の運命はヨー

ロッパ人のそれといわば絡み合っている。両人種は互いに関係し合い、さればといって混じ

り合いはしない。両者にとって完全に分かれることは一体化するのと同じように難しい。合
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衆国の将来を脅かすあらゆる害悪の中でももっとも恐るべきものは、その地における黒人の

存在から生ずる。連邦の現在の悩みと将来の危険の原因を求めるとき、いかなる点から出発

しようと、ほとんどつねにこの第一の事実に行きつく。／近代人においては奴隷制という人

為的で一時的な事実が、人種の相違という自然的、恒久的事実とこのうえなく致命的な形で

結びついているのである。奴隷制の記憶が人種を辱め、人種が奴隷制の記憶を永続させる。

新世界の岸辺に自由の身でやってきたアフリカ人はいない。したがって今日そこにいるすべ

てのアフリカ人は、奴隷ないし解放奴隷である。つまり、黒人は生まれたそのときに、自ら

恥辱の外的な徴を子孫のすべてに伝えるのである。／法によってつくられた不平等でさえそ

れほど根絶しがたいとすれば、それに加えて、自然そのもののうちに動かしがたい基礎をも

つように見える不平等をどうして打ち破れよう。／奴隷制は後退しつつあると認められるが、

それが生んだ偏見は不動である」。 

 「奴隷制がなお存在する南部では、それほど注意深く黒人を分離しない。彼らが白人の仕

事や娯楽を共有することもある。／南部では、主人は奴隷を自分の位置まで引き上げるのを

恐れない。いつでもこれを塵芥の中に放り出せることを心得ているからである。／したがっ

て合衆国では、黒人を遠ざける偏見は黒人が奴隷でなくなるにつれて増大するように思われ、

法の不平等が消えれば消えるほど、習俗のそれは深刻化する」。 

 「オハイオ川の左岸では、労働は奴隷の観念と混同されている。右岸では安楽と進歩の観

念と一体である。かしこでは不名誉だが、こなたでは称賛の的である。その川の左岸では白

人人種に属する労働者は見つからない。／右岸では閑人を探そうとしても無駄である。白人

は活力と知力を傾けてあらゆる仕事に手をのばす」。 

 「黒人は奉仕の代償を何一つ要求しないが、主人は彼をずっと養わねばならぬ。壮年時と

同じように老年になっても、また力に溢れた青年の年月と同じように、なんの働きもない子

供の時も、そして病気の時も健康の時もその生活を見る必要がある。主人が奴隷の保持のた

めにする金の消費は少しずつ、細々と続き、なかなか気づかない。労働者に払う賃金は一時

に出ていき、受領者を豊かにするだけのように見える。だが実際には、奴隷の方が自由な人

間を雇うより高くつき、奴隷の労働の方が生産性が低い」。 

 「同一の原因が二世紀にわたって北米のイギリス系植民地に正反対の作用を及ぼし続けた

結果、南部人と北部人の商業的能力に深刻な相違をつくり出してしまった。今日では船や製

造業、鉄道や運河をもつのは北部だけである」。 

 「人間の制度に大きな変化が起こるときは、必ずその変化の原因の一つに相続法が見出さ

れる。財産の不平等な分割が南部にしはいてきだったころ、家々は労働を好まぬという以上

にその必要を感じない一人の裕福な男にそれぞれ代表されていた。／合衆国の南部では白人

人種全体が貴族団体を構成し、その先頭には恒久的な富と先祖伝来の暇に恵まれた一定数の

特権的個人が存在した。長子相続法が廃された瞬間から、あらゆる財産は一斉に縮小し始め、

すべての家族が同じ動きに巻き込まれ、生きるためには働かねばならぬ状態に近づいた。な

かにはまったく消えてしまった家系も多い。かくして平等な遺産分割のもっとも手近な帰結

の一つは、自由労働者の階級をつくり出したことであった。自由な労働者が奴隷と競争を始

めたその瞬間から、後者の不利が意識され、奴隷制はその原理において、つまり主人の利益
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の観点から攻撃を受けた」。 

 「奴隷制の廃止は、奴隷を自由にするわけではない。解放された奴隷、あるいは奴隷制廃

止後に生まれた黒人についていえば／ある点ではインディアン以上に不幸であって、彼らは

奴隷制の記憶から離れられず、一片の土地も要求しえない」。 

 「穀物小屋をいっぱいにしたり、畑に種を蒔くために、奴隷制の州の農業経営者は、年間

数日だけ必要な使用人を一年中たくさん養っていなければならない。／奴隷を使うためには

これを買わなければならない。／タバコや綿花、とりわけサトウキビの栽培には絶えず手を

かけねばならない。したがって、奴隷制度は当然、ここに挙げた作物の産地でより適合的で

ある。／南部には、奴隷制の維持について北部にはない特別の理由がある。たしかに、南部

も切羽詰れば奴隷制を撤廃できるかもしれない。だが、黒人の存在から逃れるにはどうすれ

ばよいのか。今日、奴隷制を維持している権力の濫用は、南部に最大の危険を生む原因とな

るだろう。闘争の危機を回避するため、1820年から 12年かけて 2,500人の黒人をアフリカ

に“戻す”試みも行われた。主人にとって奴隷制の問題は、北部では交易と製造業の問題だ

が、南部では生きるか死ぬかの問題である。だから、北部の奴隷制と南部のそれとを混同し

てはならない。民主的自由と知識の広がる今日、奴隷制は永続しうる制度では決してない。

（トクヴィルは、南部諸州では黒人と白人が遅かれ早かれ闘うことになると述べているが、

結果としてはそうはならなかった。そうなる前に南北戦争が起きたということになろう）」。 

アメリカ連邦制の持続の可能性と危険性 ここでトクヴィルは、「現在の連邦を解体に導き

かねぬ原因」を考察している。「連邦政府には、国民が単一不可分なものとして行動すべき

場合に全国民の名において命令を下す権限が託された。連邦政府は外国人に対して国民を代

表し、共通の敵に対抗して共同の武力を指導した。一口で言って、私が純粋に国家的と呼ぶ

事柄を取り扱ったのである。主権のこのような分掌において、連邦の取り分は、一見、州の

それよりなお大きいように見える。だが、少し深く検討してみれば、事実上、連邦の権限の

方が小さいことが明らかになる。連邦は国民の独立と栄光を保障するが、これらは直接私人

に関係するものではない。州は自由を維持し、権利を定め、財産を保障し、つまり市民一人

一人の将来のすべてを保障する。連邦政府は国民にとって非常に遠いところに置かれている。

地方政府は誰でも手が届くところにある。／アメリカ人にとっては、だから、連邦よりも州

の方に、期待するところも恐れるところも大きい。／利害と習慣と感情が一致して、真の政

治生活は連邦ではなく、州に集中される。／連邦政府は／その本性自体によって弱い政府で

あり、その存続は、他のいかなる政府にも増して、被治者の自由な協力を必要とする」。 

 「今日、仮に連邦の主権が州の主権と衝突するに至ったならば、前者が敗れることは容易

に予想できる。そもそも深刻な闘いになるかどうかさえ疑わしい。／連邦政府が固有の武力

をもったとしても、国土の物理的状況がその行使を非常に困難にするであろう。連邦が武力

で加盟諸州に義務を履行させようとしても、その立場は独立戦争時に英国がおかれた立場の

ようなものである。もし連邦の一部が、本気で他の部分から分かれようと望めば、これを妨

げることはできず、妨げようと試みるものさえないであろう。だから現在の連邦は、これを

構成する諸州がその部分であろうとする限りにおいてのみ存続するであろう。／アメリカ人

は／貿易が、取引のあるすべての国民をその隣人にしている。明らかに孤立しているにもか
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かわらず、アメリカ人は、だから強力である必要があるが、一つにまとまっていなければ強

力ではありえない。今日、諸州にとってどこからも侵略される恐れはなく、したがって軍隊

を保持する必要も、租税を徴収する必要もない。万一、連邦が解体に至ることがあれば、こ

れらのすべての必要が直ちに感得されるだろう。アメリカ人は、だから結合を続けることで

巨大な利益を有する。他方、連邦のある一部が、いま現在、他の部分から分離したところで、

それにいかなる物質的利益があるかは、ほとんど見出すことができない。南部諸州はほとん

ど耕作専門である。北部諸州では製造業と商業が特に目立つ。西部の諸州は製造業と耕作が

ともに盛んである。／これらは富の多様な源泉だが、この源泉から富を引き出すには誰にも

同じように役立つ共通の手段があり、それは結合である。アメリカ連邦を脅かす危険が生じ

るは、利害の多様性からでも意見の多様性からでもない。危険は人間類型の多様性とアメリ

カ人の情念に求めねばならない。合衆国の広大な領域に住む人々は、ほとんどすべて共通の

祖先の出である。だが、長い間に風土ととりわけ奴隷制度とが、合衆国の南部のイギリス系

の人々と北部のイギリス系の人々との間に著しい性格の違いを生み出した」のである。しか

し、「新世界のイギリス系人種の飛翔を止めることができると思ってはならない。連邦の解

体は大陸に戦争をもたらし、共和政の廃止は暴政を導入し、それによって彼らの発展を遅ら

せる可能性はあるが、彼らが運命の必然的帰結に至るのを妨げることはできない。／文明と

デモクラシーから出発した人民が、次第に境遇の不平等に近づき、ついにその内部に侵しが

たい特権と相互に排他的な身分制度をうちたてるようなことがあれば、それこそ世界に前例

のない新しい事態である。アメリカがこのような見世物を初演する運命にあることを示唆す

るものは何もない」。 

結び 

 「今日、地球上に、異なる点から出発しながら同じゴールを目指して進んでいるように見

える二大国民がある。それはロシア人とイギリス系アメリカ人である。どちらも知らぬ間に

大きくなった。人の目が他に注がれているうちに、突如として第一級の国家の列に加わり、 

世界はほぼ同じ時期に両者の誕生と大きさを認識した。他のあらゆる国民はすでに自然に引

いた限界にほぼ達しており、後は守るだけであるが、両者は成長の途上にある。アメリカ人

は自然がおいた障害と闘い、ロシア人は人間と戦う。それゆえ、アメリカ人の征服は農夫の

鋤でなされ、ロシア人のそれは兵士の剣で行なわれる。 

 目的の達成のために、前者は私人の利害に訴え、個人が力を揮い、理性を働かせるのに任

せ、指令はしない。 

 後者は、いわば社会の全権を一人の男に集中させる。 

 一方の主な行動手段は自由であり、他方のそれは隷従である。 

 両者の出発点は異なり、たどる道筋も分かれる。にもかかわらず、どちらも神の隠された

計画に召されて、いつの日か世界の半分の運命を手中に収めることになるように思われる」。 

 （トクヴィルは、本書で結びまでロシアにはまったく触れていない。それだけに唐突感は

否めないが、その予測（というか予言）が 20 世紀において、まさに的中したことに“肌に

粟立つような”戦慄すら感じた。恐るべき洞察力という他はない）。 

                                   終わり 


