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第６９回 高畠ゼミＯＢ・ＯＧ会読書会   

『ポピュリズムとは何か～民主主義の敵か、改革の希望か』 水島冶郎（中公新書） 

２０１７年５月２７日   広瀬知衛 

第１章 ポピュリズムとは何か 

ポピュリズムは民主主義と両立し難く、一般的には権威主義の政治運動という印象が強

い。近年の各国におけるポピュリズム勢力の出現と伸長についても、「リベラルな政治秩序

への挑戦」「デモクラシ－の存立を危機にさらすもの」という懸念が投げかけられることが

多い。確かにその排他的な主張、リ－ダ－と支持者の垂直的な関係、群衆の情念に訴える

政治的手法など、デモクラシ－を脅かしかねないものを含んでいるとされる。人々はポピ

ュリズム政党を、民主的制度に対する重大な脅威と認識しており、実際にデモクラシ－に

対する姿勢に疑念を持たれ、いくつかの国では既成政党のすべてから交渉を拒否され、連

立政権から完全に排除されている。 

かつてのポピュリズムは、少数支配を崩し、デモクラシ－の実質を支える解放運動とし

て出現した。１９世紀アメリカ、２０世紀ラテンアメリカ諸国を典型として、既成政治の

エリ－ト支配に対抗し、政治から疎外された多様な層の人々の政治参加と利益表出の経路

として、ポピュリズムが活用された。 

このように見ると、ポピュリズムとデモクラシ－の関係は一筋縄でいかない。むしろポ

ピュリズムの持つ「二つの論理」を理解することが、その功罪を理解する上で重要だろう。

かつて、多様な層の人々の「解放の論理」として現れたポピュリズムが、現代では排外主

義と結びつき、「抑圧の論理」となっている。と、同時に後述するように、現代のポピュリ

ズムもまた「解放」の側面と「抑圧」との二つの顔を同時に持っているのだ。 

ポピュリズムの定義はこれまで大まかに二種類だ。第一は、固定的支持基盤を超え、幅

広く国民に直接訴える政治スタイルである。この例として挙げるのが中曽根政権、サッチ

ャ－、サルコジ、ベルルスコ－ニだ。第二の定義は「人民」の立場から既成政治やエリ－

ト批判する政治運動をポピュリズムととらえる定義である。ここではエリ－トや「特権層」

＝「悪」と、「人民」＝「善」の二項対立が想定される。ポピュリズムは伝統的な右派や左

派に分類できるものではなく、右派も左派も「上」とした、むしろ「下」に属する運動と

言える。前者はリ－ダ－の政治戦略・政治手法としてのポピュリズムであり、後者は政治

運動としてのポピュリズムに重点を置いている。 

 以上を踏まえ本書では、後者の定義を採る。何故なら現在、世界各国を揺るがせている

ポピュリズムの多くは、まさにエリ－ト批判を中心とする「下」からの運動に支えられた

ものだからだ。グロ－バル化やヨ－ロッパ統合を一方的に進め、移民に「寛容」な政治経

済エリ－トに対し、緊縮財政や産業構造の空洞化などの痛みを一方的に負わされ、疎外感

を味わう人々の反感がポピュリズムを支える有力な基盤になっている。 

 この定義を前提としたポピュリズムの特徴を考えてみよう。第一の特徴はその主張の中

心に「人民」置いていることだ。人民とは一つに「普通の人々」で、この「サイレント・

マジョリティ」をポピュリズム政党は代表していると主張する。腐敗したエリ－ト層の発
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想に勝る「普通の人々」の「健全な人間理解」をストレ－トに政治に反映させることがポ

ピュリズム政党の役割とされる。二つ目は民意が多様であると見なす多元主義と対極で、

「一体となった人民」を想定した上で、人民の全体利益を代表する存在として自らを表象

する。三つ目は「われわれ人民」である。この場合の我々は同質的な特徴を共有する人々

を意味し、それ以外の人と「われわれ」を区別する。外国人や民族的・宗教的マイノリテ

ィは「よそ者」として批判の対象になる。 

 ポピュリズムの第二の特徴は「人民」重視の裏返しとしてのエリ－ト批判がある。その

際、リベラルなエリ－ト間の「談合」で抑え込まれている、例えば移民における犯罪の問

題が叫ばれる等、「タブ－」破りが重視される。 

第三の特徴は「カリスマ的リ－ダ－」の存在である。既成政治・既成政党と距離を置き、

民衆と直接コミュニュケ－ションをとる指導者に対する期待が大きい。手続きが重視され、

専門用語が飛び交う議会政治や官僚制と異なり、カリスマ的リ－ダ－は人々の声を直接く

みとり、明解で端的に表現し、既成政治、行政制度に立ち向かう人物として描かれる。党

内手続きや政治的正しさという政治的配慮に縛られず、歯に衣を着せぬ発言で物議をかも

しつつ、既成の政治に「民衆の声」をぶつけ、喝采を浴びる。 

 最後の特徴はイデオロギ－の「薄さ」である。ポピュリズムの特徴はその反エリ－トの

姿勢にあるのであって、具体的な政策内容で特徴づけられない。支配エリ－トの持つイデ

オロギ－や価値観が変われば、ポピュリズムの主張も合わせ鏡のように変わるのである。 

 次にポピュリズムとデモクラシ－の関係について検討しよう。ポピュリズム政党を反民

主主義的な政党とする見方は今も強い。ヨ－ロッパの文脈ではポピュリズム政党は極右由

来や右派政党であることが多く、デモクラシ－に否定的・批判的と見られがちである。し

かし、ポピュリズムの主張の多くはデモクラシ－の理念と重なる面も多い。なぜならポピ

ュリズム政党においては国民投票や国民発案を積極的に主張する傾向があるからだ。ポピ

ュリストの多くは少なくとも主張において「真の民主主義者」を自認し、人民を代表する

存在と自らを位置づけている。  

 そのようにみると、各国のポピュリズム政党が標的とするのは、民主主義それ自体とい

うより代表制民主主義であると言える。代表者＝政治エリ－トが市民の要求を無視し、自

己の利益を追求しているのに対し、ポピュリズム政党は市民の要求を実現しようと真剣に

受け止めていると見なされることで妥当性・正統性を得ている。このように、ポピュリズ

ムはデモクラシ－の存在そのものによって生み出された存在なのだ。それでは何故ポピュ

リズムとデモクラシ－の関係について正反対の解釈が成り立つのだろうか。 

 その背景にあるのは近代デモクラシ－を支える、二つの原理（自由主義と民主主義）の

間のある緊張関係である。一つは立憲主義的解釈で法の支配、個人的自由の尊重、議会制

などを通じた権力抑制を重視する「自由主義」的立場だ。他方のポピュリズム的解釈は人

民の意志の実現を重視する。統治者と被治者の一致、直接民主主義の導入など、民主主義

的要素を全面に出す立場である。自由主義を擁護する者はポピュリズムに警戒的であり、

「民主主義」の伝統を擁護するはポピュリズムに真の民主主義を見出す。 
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 「実務型」のデモクラシ－においては、ルールや制度の設定を通して、紛争の解決を図

ることが重視され、政治家や官僚らによる、日常的政治行政手続きが中心を占める。これ

に対して救済型は制度やル－ルを超えた主権者たる人民の直接参加が重視される。実務型

が優位に立ち、救済型がないがしろにされると、民衆の「疎外感」が広がり、ポピュリズ

ムが支持を広げる。デモクラシ－はこのどちらの要素も欠くことができない。ポピュリズ

ムとはデモクラシ－を否定するというより、「民衆の直接参加」を通じた「よりよき政治」

を目指す試みと密接につながることがわかる。 

 そのことはポピュリズムと「新しい社会運動」や多文化主義、参加民主主義、討論デモ

クラ－論など、デモクラシ－の深化を求める、ラディカル・デモクラシ－との関係を探る

と一層明らかだ。両者は左右の両極の主張のようだが、共通点も多い。双方とも代議制民

主主義の機能不全を批判し、人々の直接参加を訴える。グロ－バル化の進展によって、国

民国家の枠組みが揺らぐ中、既成政治に対する人々の違和感が強まって、ポピュリズム、

ラディカル・デモクラシ－とも支持を広げている。このようにポピュリズムは民主的手段

を用いて既存のデモクラシ－の問題を一挙に解決することをめざす、急進的改革運動だ。 

 ポピュリズムはデモクラシ－の発展を促すこともあれば、脅威として作用する事もある。

発展を促す方では、第一に政治から排除されてきた周縁的な集団の政治参加を促す。ラテ

ンアメリカの権威主義的統治エリ－ト支配に対抗して、民衆の参加を促し、自由かつ公正

な選挙を実現した。第二に既存の社会的な区別を越えた新しい政治的・社会的なまとまり

を作り出すとともに、新たなイデオロギ－を提供する。第三に「政治」そのものの復権を

促す。人々の参加と包摂を促進することでデモクラシ－の実現、発展、「デモクラシ－を民

主化する」上でも意義を持つ。 

しかし、他方ポピュリズムはデモクラシ－の発展を阻害する側面を持つ。第一に「人民」

の意志を重視する一方、権力分立、抑制と均衡といった立憲主義の原則を軽視する傾向が

ある。多数派原則を重視するあまり、弱者やマイノリティの権利が無視される。第二に敵

と味方を峻別する発想が強いことから対立や紛争が急進化する危険がある。第三に人民の

意志、特に投票によって、一挙に決することを重視するあまり、政党や議会といった団体・

制度や司法機関などの権限を制約し、「良き統治」を妨げる危険がある。 

ポピュリズムがデモクラシ－の発展に寄与するか、あるいは脅威として作用するかは、

その国において、デモクラシ－が固定化しているのか、否か、ポピュリズム政党が与党か

野党かによって与える影響が大きく変わる。野党としてのポピュリズム政党は、排除され

てきた社会集団の政治参加を促し、かつ既成政党に緊張感を与える事で、デモクラシ－の

質を高める方向に作用する。安定したデモクラシ－においては、ポピュリズム政党の出現

はデモクラシ－を活性化する効果がある。又、ポピュリズム政党が与党となった場合でも

デモクラシ―が危機に陥るとは言えない。だが、デモクラシ－が安定していない国の場合

はポピュリズム政党が政権を獲得した場合、デモクラシ－に対する脅威になる。立憲主義

を否定して権威主義的統治を断行することでデモクラシ－の質をおとしめる。 

では、ポピュリズム政党にどう対処することが望ましいのか、第一は既成政党が協力や
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連立政権を構成することを避けることでの「孤立化」させることである。ただ、この方法

はポピュリズム政党を悪とする、一種の善悪二元論であり、ポピュリズム政党の主張の裏

返しとなる。第二のパタ－ンは「非正統化」あるいは「対決」である。この場合、既成勢

力はポピュリズム勢力の正統性を全面的に否定し、場合によっては積極的に攻撃を仕掛け

る。第三のパタ－ンは、「適応」あるいは「抱き込み」である。この場合、既成勢力はポピ

ュリズム政党を一程度承認したうえで、ポピュリズム政党の挑戦を受け、自己改革に努め

る。結果として、既成政治に対する不満を和らげ、時としてポピュリズム政党の周縁化を

促す効果を持つ。第四のパタ－ンは、「社会化」である。ポピュリズム勢力を否認せず、デ

モクラシ－として認める点は「適応」と共通しているが、その場合より積極的に既存の政

治的枠組みに包含することで、ポピュリズムをリベラル・デモクラシ－の中で飼い馴らそ

うとするとするのである。 

 このように見ると、単純にポピュリズム政党を批判し、排除するのみでは、かえって「正

統性」にお墨付けを与える結果に終わり、問題は何ら解決しないことがわかる。しかし、

ポピュリズム政党がデモクラシ－を脅かさないようにするためには、デモクラシ―自体の

信認が確立していることが必要であるから、これが満たされないまま与党に引き入れ、「社

会化」を図ることは、デモクラシ―にとっては大きいリスクだ。 

第２章 解放の論理―南北アメリカにおける誕生と発展 

  ポピュリズムが歴史に登場し、幅広く注目を集めたのは二大政党の支配に挑んだ、１

９世紀アメリカの人民党だ。人民に依拠してエリ－ト支配を批判する政治運動がポピュリ

ズムと呼ばれるようになる。この政党の成立の背景は１９世紀末のアメリカの経済社会上

の大規模な変動、格差の拡大にあり、それに対して二大政党が冷淡で腐敗していた。この

時、農民や労働者の不満をまとめ上げ、南北戦争後のアメリカで勃興したさまざまな社会

運動が加わる形で、成立したのが人民党だ。累進課税、鉄道や電信電話事業の公有化、企

業による農地所有の制限、銀貨の自由鋳造、自由公正な選挙の実現、労働規制の強化など

急進的政策を掲げ２大政党に挑戦した。 

 しかし、人民党の凋落も早かった。農業州での白人の支持に限定されていたからだ。人

民党の進出に脅威を覚えた既成政党側の対応も素早かった。１９世紀末から２０世紀初頭

にかけて、アメリカは「革新主義」の時代に入り、企業独占に対する規制、労働者保護、

政治の民主化など人民党の主張が反映されて改革が実行され、人民党の存在意義が薄れた。

しかし、既成政治批判、既得権益への厳しい告発、具体的急進的改革の主張、わかり易い

言葉など人民党のその後への影響は大きい。  

 ラテンアメリカでは本国経済に貢献することを目的とした植民地経済が成立し、農業と

鉱山業の開発が進められた。最初の労働力は先住民で、その後アフリカの黒人奴隷が移入

された。１９世紀前半ラテンアメリカ各国は独立したが、大土地所有者と鉱山主からなる

白人支配層が政治的・経済的実権を握り続けた。寡頭支配層（オリガルキア）と呼ばれた

彼らは、一方で制限選挙をとりつつ権力の分散、政教分離など政治的には自由主義的な体

制の確立に努めた。だが、権力を独占する彼らの支配は「名望家の民主主義」にとどまり、
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土着文化持つ農民・鉱山労働者とは二極構造となり対立した。１９世紀末以降経済発展で、

都市に人口が集中し、中小企業主や専門職、ホワイトカラ―労働者などの中間層は寡頭支

配に不満を高めていく。社会経済的変容が進み、改革の圧力が強まる中で、ポピュリズム

が登場する。寡頭支配に対抗し、中間層や労働者、農民など多様な支持層を背景に躍進す

る。そこで際立つのはカリスマ的人気の指導者である。ポピュリストたちは変革を実現し、

混乱した時代に、大衆に救いと帰属感をもたらす存在として絶大な信頼感を獲得した。 

１９３０年代の大恐慌でラテンアメリカの輸出依存型経済は崩壊し、第二次世界大戦に

より、欧米からの輸入も困難となって、経済の構造的改革を迫られた。そこで、民族主義

に基づいて変革を訴え、工業化の推進、外貨制限と国有化、福祉の拡大、独自の文化政策

を進める、ポピュリズム政治家が表舞台に躍り出た。 

 このラテンアメリカのポピュリズムの特徴は、第一には初めて、交通やコミニュケ－シ

ョン（ラジオ、テレビ）手段を活用した政治運動だった。第二は多様な支持層を抱える「階

級間連合」だった。外国資本や寡頭支配層に対抗した、ポピュリズム政権は雇用と賃上げ、

労働立法、中小企業の保護と補助金、農民には農地改革、消費者には生活必需品や公共サ

－ビス料金への補助金を提供していった。第三には、輸入品の国産化を図る。ポピュリズ

ム政権は国内工業を育成し、輸入代替工業化を進めて、関税引き上げや輸入制限、国内企

業への融資、国産化義務の導入、外資活動制限など、保護政策を採用し、国内工業の発展

を優先した。ただ、品質、価格での国際競争力は重視されなかった。第四はナショナリズ

ムである。外国資本に支配されていた公共部門を国有化して、ラテンアメリカ独自の文化

価値を称賛した。第五は、その「包摂性」である。それまで排除されていた民衆の政治参

加を進め、民衆の選挙への参加を促進した。選挙権を拡大し、財産資格の撤廃、年齢引き

下げ、女性参加など実現した。 

 ラテンアメリカの代表格としてアルゼンチンを検討する。アルゼンチンは自由貿易体制

の下でヨ－ロッパから資本や移民を積極的に受け入れ「世界の食料庫」として豊かな国と

なった。しかし、農牧地所有の集中を進め二極化が進み、幹線鉄道の所有・経営はイギリ

ス資本の下に置かれていた。これに異議を唱えたが急進市民同盟である。１９世紀末から

２０世紀初頭にかけて、移民の流入と急速な都市化の進行で、社会が大きく変貌していた。

そこで、従来の寡頭支配に対する異議申し立てが幅広い支持を得た。ただ、これは軍部ク

－デタ－により倒され軍政が民政移管された後は、再び寡頭政治寄りの保守政権が誕生し

た。その後、労働者の不満と、外国企業寄りの姿勢が軍部国粋主義の反発を呼び、再びク

－デタ－によって軍事政権が成立した。そこで頭角を現したのがペロンである。 

 ペロンは経済への介入を重視する政権にあって、労働関係の政策を積極的に進める立場

だった。特に彼が重視したのが労働組合であり、労使関係で組合の立場を積極的に支援し

た。ただ、他方共産党系など、反政府的とみられる組合は徹底的に弾圧したが、それでも

ペロンは労働組合からの支持を広げ、労働者層は発言権を持つことができた。しかし、こ

の姿勢は軍政内部で批判を起こし、ペロンは監禁されるものの、労働者のデモで釈放され

る。これがペロニズムの「創造神話」となった。１９４６年ペロンは大統領に選出される。
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ペロンの改革志向の政策で労働福祉政策、輸入代替え工業化、外国資本の排除や国有化も

進んだ。だが、この政策は国外からの投資の激減による資本不足、輸出で経済を支えてい

た農業生産が滞った上、国有化した公共部門は財政赤字を拡大した。 

アルゼンチンのペロニズムの特徴には「大衆消費社会の創出・拡大」の面があった。勿

論、所得の増加が消費の拡大を生むのは一般的現象であり、ポピュリズムの特有ではない。

しかし、ペロニズムのもとで、政府が商品経済への介入を進めることで、賃上げによる購

買力引き上げにとどまらない、大衆消費への道を積極的に切り拓いた。 

これにエヴァ・ペロン財団が一役買い、自前のス－パ－マ－ケットを次々開店し、安価

な食料品や日用雑貨を消費者に提供した。これにより、大幅な購買力が高まる一方で、供

給が追い付かず、物不足、価格のつり上げが頻発した。それらに対し、政府は不道徳な商

店や中間事業者らの搾取と規定し、経済エリ－トとの戦いを消費者大衆に呼びかけた。 

農牧業生産の激減と経済成長の落ち込みを背景に、ペロン支持の国内工業セクタ－と労

働組合に亀裂が入り、ペロンの栄光は終わった。エヴァ・ペロンの死後、ペロンは独善的

手法が目立つようになり、反対派を強権的に抑圧して、強い反発を招き、軍のク－デタ－

によりペロンは亡命した。ただ、ペロン派は消滅したわけではない。軍がク－デタ－を繰

り返し、デモクラシ－を回復して以降もペロン派の影響は大きい。 

ラテンアメリカ社会ではポピュリズムを生む背景となった構造的な不平等は、現在も続

いている。しかも、ラテンアメリカの経済社会において特徴的なことは、「労働者階級」の

さらに下に、定期的な収入が保障されない最下層が存在している。彼らには、労働組合さ

えも特権的存在なので、ポピュリズムを生みやすい。 

第３章 抑圧の論理―ヨーロッパ極右政党の変貌 

 １９７０年以降ラテンアメリカでポピュリズムが下火になったが、２１世紀にヨ－ロッ

パで躍進する。何故、デモクラシ－が根付き、政治的・経済的に成熟期を迎えたはずのヨ

－ロッパで、ポピュリズムが幅広い支持を獲得しているのだろうか。第一にはグロ－バル

化、ヨ－ロッパ統合の進展、冷戦の終焉というマクロな変化のなかで、既成政党の求心力

が弱まり、左右政党の接近、既成政党の「同質化」現象を背景に躍進したのが、各国のポ

ピュリズムである。第二は政党を含む既成の組織・団体の弱体化と「無党派層」の増大で

ある。２０世紀は「組織の時代」だった。ところが近年社会集団の「統合力と凝集力」が

弱まるなかで、それまで支持団体に支えられてきた政党も、深刻な影響を受ける。政党エ

リ－トや団体指導者がもはや人々の「代表者」とは意識されず、むしろ特定の利益を代弁

する既得権の擁護者として認識される。エリ－トと大衆の「断絶」こそが、ポピュリズム

政党の出現とその躍進を可能とする。今や「政党や団体に支援されて」選挙に勝つのでは

なく、「既成政党や団体を批判」することで、無党派層の幅広い支援を取りつけることが、

選挙戦略になった。第三はグロ－バル化に伴う社会経済的な変容、とりわけ格差の拡大で

ある。「勝ち組」と「負け組」の二極分化が顕在化するなかで、「負け組」において政治エ

リ－トに対する不信が高まっている。支持層には低所得層や低学歴層の比率が高いことが

知られているが、生活や雇用が脅かされている者の代表として、ポピュリズム政党はエリ
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－トの進めるグロ－バル化やヨ－ロッパ統合に反対して、支持を集めることに成功した。 

 現代のヨ－ロッパで伸長しているポピュリズムの特徴は第一にマスメディアを駆使して

無党派層に広く訴える政治手法である。２０世紀の政党活動は支持者向けの集会や対話が

主流であった。ポピュリズム政党は党組織が弱い半面、既成政党に違和感を持つ人々をタ

－ゲットとするところから、テレビ、インタ－ネットをはじめとするメディア露出を重視

する。第二はデモクラシ－に対する姿勢である。当初は極右で、反民主的、反体制的傾向

を持って、反ユダヤ主義的主張もあったが、１９８０年以降に「転回」を遂げ、民主的原

理を基本的に受容すると共に、国民投票や住民投票といった「直接民主主義」を主張する

方向を強めていく。自分達こそがデモクラシ－の「真の担い手」と位置付ける。第三には、

福祉の対象を自国民に限定するとともに移民の福祉排除を訴える「福祉排外主義」の主張

をする。これにより、既存政党の「生ぬるい」姿勢に飽き足らない人々の支持を集めた。 

 フランスの国民戦線はヨ－ロッパで最も成功を収めたポピュリズム政党だ。１９７２年

に創設された国民戦線は元対独協力者、植民地主義者、王党派、反共産主義者などの流れ

が混在していた。１９８０代、地方議会、欧州議会選挙で１０％前後の得票率を記録する

ようになった。この支持を広げた背景は第一に政治的対立軸の変容である。フランスの左

右の政党勢力に本質的な違いは無いと考える人の割合は六割を超えた。政党への帰属意識

も低下し、不信感も高まっていく。この既成政治への幻滅を背景に支持を拡大した。第二

は既存のデモクラシ－の「虚構性」を批判する。第三は国民戦線が移民問題を先鋭的に取

り上げるようになったことである。１９９０年代になるとグロ－バル化、ＥＵ統合を大企

業優先として全面批判する。社会政策全般に積極的姿勢を示し、公共部門のストライキの

支持さえ公言する。こうして、国民戦線は「民衆階層」における支持基盤を拡大した。 

 オ－ストリアの自由党も元ナチでドイツ・ナショナリズムと反共主義の極右起源のポピ

ュリズム政党だ。１９８６年ハイダ－が党首に就任し、マス・メディアを積極的に活用し、

有権者の志向を的確にとらえる主張を展開する。１９９９年には第二党に躍進しＥＵから

は憂慮が表明された。ただ、連立与党となった自由党出身閣僚たちは、国民党との妥協を

余儀なくされ、党の方針に反する政策を受け容れて行き、党出身閣僚は解任され、党は分

裂する事態になった。それでも、難民流入が深刻化した２０１６年の大統領選では二大政

党の候補は決戦投票に進めなかったが、自由党は緑の党に敗れたものの僅差だった。 

 ベルギ－のポピュリズム政党ＶＢも極右由来、設立以来すでに４０年近くなる老舗だ。

１９８０代に高い得票率を記録したのは、権威主義的な極右政党から、反移民を軸とした

「現代的」政党への転換だった。ベルギ－のポピュリズム政党を考える際、背景として言

語対立、フランデレン民族主義との関わりが欠かせない。フランデレン民族運動は、対独

協力という過去を持ちながらも、潜在的な動員力を保持してきた。ＶＢはこの急進派と各

種のフランデレン民族主義勢力、極右勢力が集まった。当初、支持は集まらなかったが１

９８０年代に入ると、いくつかの「改革」で現状の打開を図る。第一は党を支える人材の

若返りである。第二は極右勢力に支えられた党という印象を払拭すると同時に既成政党と

の違いを強調し、既得権益と無関係な「新党」として売り込んだ。第三は反移民、反既成
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政党を前面に出す。若手党員が極右とのつながりが無いことを前面に出すことにより、有

権者の懸念を無くし、躍進を続けた。 

 ＶＢは失業や犯罪、都市の荒廃といった問題を移民の存在に求め、移民の追放によって

地域の問題が解決できる、という「わかりやすい」主張を展開した。それによって、古く

荒廃した貧困地区、特に白人の失業者が多い一方、トルコ人やモロッコ人などイスラム系

の移民が集中する地区で支持を獲得した。 

 ＶＢのイデオロギ－は第一にフランデレン独立を掲げる民族主義だ。第二に移民批判、

特に男女平等を尊重しない、政教分離や言論の自由を認めないイスラムを批判する。第三

はポピュリズム的な政治エリ－ト批判である。以上のようなＶＢよる既成政治批判に一定

の「説得力」を与えたのが、ベルギ－における既成政党の機能不全、そして汚職や腐敗に

対する広範な批判である。二大勢力の政権のみならず官僚機構、公営企業にも浸透し、公

共事業や補助金の配分に深く政党がかかわっていた。VB は既成政党による利益誘導を厳し

く批判し、VB は腐敗した既成政治への刷新をもたらす存在として期待をあつめた。 

 既成政党は、移民の人権を侵害する非民主的な政党と協力はできないとして「防疫線」

で VB の排除を開始する。これは第一には選挙における排除（選挙協力）第二は立法活動

や VB 提出の決議に賛成しないなどの議会のおける排除、第三は連立政権に VB を含まな

い、などで VB の「非正統化」に務めた。これが有効だったかわからないが、「防疫線」の

成立は逆に談合政治批判を裏付けた。 

 VB は政治エリ－トのみならず、学界や教会、メディア界といった文化エリ－トを批判の

対象にして、自党に批判的なジャ－ナリストやア－ティストに対する訴訟を提起する。文

化活動の重要な位置を占めるフランデル劇場は、戦後、フランデル文化の一方的称賛を避

けてきたし、コスモポリタン志向が強まり、既成の価値観を批判する、前衛が主流になっ

ていた。それだけに VB には批判的だった。これに対して VB はフランデル文化を守る活

動をすべきと主張する。VB は批判の自由を認めつつ、VB 支持者の納税者の税でも劇場は

賄われるから、ＶＢ批判の演目の上演は認められないと主張する。さらに劇場エリ－トに

も批判がおよび、普通の人が気軽に行けるよう「古典的・大衆的」な演目にすべきとする。 

 VB の進出に危機感を覚えた既成政党が、次々と改革に取り組んでいった。自由進歩党は 

フランデル自由民主党としてフランデル政党であることを明示し、従来型の利益団体政治

を批判し、政治を市民に開き、政治家と有権者の距離を縮めた。他の党も改名し VB への

票の流失を阻止し、既成政党批判をかわすため、「新しい」イメ－ジつくりに必死だった。

こうして、より穏健な新フランデル同盟の躍進により２０１４年の選挙で VB は敗北した。

「防疫線」を守ってきたことが VB の凋落に功を奏した。 

 第４章 リベラルゆえの「反イスラム」―環境・福祉先進国の葛藤 

シャルリ－・エブド事件以降ポピュリズム政党がイスラム非難で足並みをそろえた。そ

もそもヨ－ロッパではイスラム教徒の存在が過大に認識されている。そこでポピュリズム

政党はイスラム教徒の問題を前面に出し、タブ－を乗り越え、移民に強い現状に不満を持

つ人に強い支持を受ける。しかも、リベラルの立場から「反イスラム」を唱えるという主
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張がヨ－ロッパでむしろ浸透しつつある。 

 デンマ－クとオランダは福祉、環境先進国であると同時に反移民を掲げるポピュリズム

政党が躍進を遂げた国でもある。しかも、ポピュリズム政党が閣外協力などの形で政権に

影響を与え、ヨ－ロッパで最も移民に厳しい国々になっている。ただ、デモクラシ－的諸

価値を前提としている政党で極右ではない。それどころか、「リベラルの価値」を前提とし、

それゆえに移民やイスラム教徒への批判を展開している。 

 デンマ－クの進歩党は有力政党が福祉国家の建設を支持する方向で一致する中、所得税

減税や規制緩和が主張の中心で新自由主義を基本として出発した。しかし、その後、支持

が弱まるにつれ新自由主義的主張は弱まり、むしろ社会保障を重視するようになった。と

同時に難民問題を取り上げ福祉排外主義の主張を展開するようになる。やがて、路線転換

に反対する者が進歩党から離れ、国民党を結成する。国民党は反移民の主張を前面に出し

支持を固め、躍進する。やがて保守政権と閣外協力するまでになり、移民や難民をめぐる

政策は抑制の方向になった。移民にはさまざまな制約が課され、デンマ－ク語の習得や歴

史・文化の理解が求められるほか、社会保障給付へのアクセスも制限された。2016 年には

難民申請者が一定額の金品を保持している場合、それを徴収して保護費用に充てるという

法案を可決し、国際的批判を浴びた。 

ムハンマドを風刺漫画にしたことが国際問題になり、デンマ－ク国旗が焼かれるなど抗

議行動があった。言論の自由を重んじるデンマ－クでは「イスラム批判を行う自由」その

ものに広範な支持がある。それ故、リベラルな価値を前提にテロを非難し、イスラムの問

題性を訴え、移民・難民制限を訴える、国民党の主張は受け入れる素地があると言える。 

 デンマ－ク同様、かつては移民や難民に寛容で「リベラル」な国として知られ、高度な

福祉国家が発達したオランダでも、ポピュリズム政党が劇的な進出を果たし、その政策転

換を主導した。２００５年国民投票ではヨ－ロッパ憲法条約の否決に成功し、EU 統合にブ

レ－キをかけた。そもそも移民を広く受け入れたオランダは１９５０年以降の経済成長で

労働力が不足してますます移民を受け入れた。この移民増加を背景に、１９９０年代ビム・

フォルタインは人権や自由、男女平等という近代的価値に立って、イスラムを「後進的」

と断じ、西洋文明と共存不可能な宗教と位置付けた。ただ、２００２年にはイスラム批判

を控え、既成政党批判を前面に出した。左右の二大政党が手を結び、選挙における選択肢

がなくなる野合を正面から批判したのだ。フォルタインは射殺され、カリスマ的リ－ダ－

を失い、党は総選挙で勝利したものの分裂した。これ以降、移民問題のタブ－を破った、

同様のポピュリズム政党が出現した。 

その中で、国際的知名度が高いのはウｲルデルス党である。同党が注目を集めたのはヨ－

ロッパ憲法条約の批准を巡る国民投票である。巨大化・官僚化する EU の問題を指摘し、

トルコの EU 加盟の脅威と EU に追随する政治エリ―トを批判した。国民投票の結果、批

准否決となった。ウｲルデルスの主張で際立っているのは西洋文明の勝ち取ってきた「自由」

を脅かす存在としてイスラムを批判する。イスラム批判と並び既成政治に対する批判も手

厳しい。ウｲルデルスの自由党の候補者は公共部門出身者等が多い上、研修を受けている事
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から議員の質が概して高い。その上、ウｲルデルス一人が正式の党員の政党で、インタ－ネ

ットを積極的に活用するヴァ－チャル政党だ。 

 第 5 章 国民投票のパラドクス―スイスは理想の国か 

 デモクラシ－の論理を究極的に体現した、国民投票が制度化されたスイスで、国民投票

制度をてことして、ポピュリズム政党が伸長した。勿論、国民投票や住民投票が必然的に

ポピュリズムと結びつくわけではない。行政や議会に不信の高まりがあり、既成の政治家

や政党、官僚組織に決定を委ねるのではなく、投票を通じて市民・国民が直接関わる国民

投票を求める主張が、ポピュリズム政党との共通の根を持つ。そこで、ポピュリズム政党

は自らを「真の民主主義」の担い手と称することが可能になる。 

 中世以来の歴史を持つ誇り高いカントン（州）が残り、３つの言語圏に分かれ、宗教も

カトリックとプロテスタントの双方が有力宗派として存在するスイスでは統一国家成立後

も、中央政府が強力な権限を持つことに対する警戒感が強かった。その中央政府の行動を

抑える決定的な制度的な仕組みとして、１９世紀に導入されたのが国民投票である。 

 国民投票には三つの種類がある。義務的投票は国の根幹に関わる重要事項について義務

的に行われるものである。任意的国民投票は法律や条約などについて、五万人以上の署名

が集まった場合と 8 以上のカントンの要求があった場合に可否を問う形で行われる。これ

まで、義務的国民投票の３分の１弱、任意的国民投票の２分の１弱が「否決」に終わって

いる。政府の暴走に対する歯止めは機能している。他方、国民発案は１０万人以上の署名

によって憲法改正が提案された場合に、その可否を決するものである。国民発案が成功す

る例は少なく可決率は１割弱に過ぎなかった。 

 これらの制度は立法に異議を唱える手段を野党や反対派に与えることによって、政府に

は大きな脅威となった。特に任意的国民投票は「否決」も多く、政府の政策に正面から否

を突きつけることができた。これを乗り切るために反対派を政権に含めることで、国民投

票の芽を摘んでおき、政治的安定がもたらした。スイスの大連立政権「協調民主主義」の

成立だ。スイスは１９９０年以前まで政治的安定が保たれてきた。 

 １９９０年以降、経済・社会的な問題が顕在化してきた。かつては、日本同様、安定的

な長期雇用、「雇用による福祉」を実現していたが、大企業の合併と人員整理が相次ぎ、不

安感を高めた。そうした中で、政党が固定した支持層を失って弱体化し、政治エリ－トの

進める EU などへの接近路線はスイスの独自性を損なうものとして反発された。そこにポ

ピュリズム政党、スイス国民党が躍り出る。 

 スイス国民党は元々中道右派だったが、ブロッハ－がスイスの伝統を強調しつつ、外国

人排除を訴えて、反既成政党路線に転換した。あらゆる国際組織加盟に反対して、支持を

集め、ＥＥＡ加盟反対の国民投票で成功を収める。国民党の主張は政治エリ－ト批判、ス

イスのアイデンティティの保持と移民批判であり、その際、ブロッハ－のわかりやすい語

り口、メディア受けする発言が活用された。躍進した国民党はイスラムに対して、スイス

のリベラルな伝統を守るためとして、移民排除を訴えた。２００９年ミナレット(イスラム

寺院の尖塔)建設禁止、２０１０年重罪を犯した外国人、社会給付の不正受給外国人の国外
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追放の憲法改正、２０１４年「大量移民の阻止」等の国民投票で成功を収める。 

 国民投票は政治の活性化を生んだが、同時に協調民主主義を人民主権の侵害と見なすよ

うなことになっている。国民投票は両刃の剣であり「人民主権」を発露する半面、議会で

多数派の支持を得られないような急進的政策であっても、民主主義の名のもと、行政府や

立法府の裁量を許さず、直接国レベルの政策として「実現」することが可能になってしま

う。他方で、義務的・任意的国民投票は現状を変更しようとする提案が挫折するし、進歩

的政策は通らない。スイスの福祉制度の発達の遅れも、国民投票の影響がある。 

 第６章 イギリスの EU 離脱 「置き去りにされた人々の逆転劇」 

 ２０１６年、イギリスのポピュリズム政党、独立党は EU 離脱の国民投票で勝利した。

支持者は「保守党」と重なり、労働党政権が都市重視の政策に対して、農村部の荒廃が進

みでいく中で、独立党のロ－カリズムが一定の支持を広げた。その後、反 EU と移民問題、

既成政治への批判を繰り広げ、注目を集めた。党の支持層も、かつて繁栄を誇っていた工

業地帯で、現在失業率や社会給付の受給率が高く、政治的不満が強い、従来は労働党の地

盤に食い込んだ。とりわけ白人低学歴層の労働者階層の人々がイギリス独立党支持の中核

となった。これにより地方の不満、地域間格差の反発を引き受け、保守層のみならず、労

働者層にも支持を伸ばしてきた。イギリスで従来政治的幻滅の強い労働者層の支持をある

程度確保してきたのは極右色の強いBNPであった。BNPは移民排斥を訴えるだけでなく、

親ナチズム反ユダヤ主義に近い。これに対しイギリス独立党は BNP に代わる「節度あるオ

ルタナティヴ」を提供したことにより労働者層の支持を得た。２０１４年欧州議会選挙で

は第１党になった。総選挙でも１２.６％に大幅に増加した。 

 このような政党の支持の移り変わりでしばしば指摘されるのは「置き去りにされた」人々

の存在だ。５０年前のイギリスでは低学歴の白人労働者階級が社会の中核であった。しか

し今や大卒・大学生が４割に迫り、労働者に占める専門的職業の従事者が３５％に達して

いる。労働組合の組織率や公的住宅の居住率も大きく低下し、若い世代で白人の比率は８

割を切っている。高学歴の需要が高まり、彼らがイギリスの経済、社会、政治、メディア

を支配する中で、深刻な世代間ギャップが広げっている。特に、産業構造の転換によって

雇用不安に直面する中高年のブル－カラ－労働者達は社会の周縁部に追いやられている。 

 白人が社会で圧倒的だった時代に生まれ育った中高年世代では移民・外国人に対して否

定的で、イギリスに対するアイデンティティが強い一方、EU に批判的である。他方若い世

代は全く逆だ。高齢世代が「権威主義的」な社会規範を保持しているのに対し、若い高学

歴の世代は「コスモポリタン」的な、寛容でヨ－ロッパ志向の価値観を持っている。 

 とはいえ、社会的分断がポピュリズム政党の伸長を生んだだけでなく、むしろ問題は既

成政党が分断状況から目を背け、中高年労働者を「見捨てて」きたことにある。主要政党

は高学歴の中間層をタ－ゲットに置き、「置き去りにされた」有権者は既成政党によって脇

に追いやられている。そこに入り込んだのがイギリス独立党である。 

 こういう状況で２０１６年イギリスの EU 離脱国民投票を迎える。元々は欧州懐疑派を

抱える保守党の複雑な党内事情のもとで編み出され策だ。キャメロンは党内強硬派に悩ま
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される中で、国民投票で EU 残留を確定させ、党内の求心力を回復しようとした。勿論、

イギリス独立党の伸長もこれに影響したがキャメロンのこの作戦は成功するかに思えた。 

しかし、実際は中間層の支持集めに汲々とする既成政党と「置き去りにされた」人々との

断絶が結果を決めた。グロ－バルに活躍するエリ－トが進める EU 統合は「置き去りにさ

れた」人々の雇用や移民を巡る問題をないがしろにするものと、不信の念をもたれた。す

でに経済的に疲弊している人たちにとって、離脱による経済的打撃の主張は響かなかった。 

 結果は投票率７２％と高く、離脱賛成票が５２％を占めた。５０歳以上では６割が離脱

に賛成したのに対し、若年者では残留派が圧倒的だった。低学歴層では７割が離脱に賛成

したが、大卒者では離脱賛成は３割にとどまった。加えて地域による違いも大きい。 

 投票結果が明らかになると、メディアでは離脱を先導した政治リ－ダ－への非難、「無責

任」な票を投じた離脱賛成者への厳しい批判が噴出した。ここに、中産階級の労働者層に

対するあなどりのまなざしがある。だが、移民流入をめぐる漠とした不満を抱く有権者の

多くにとって、EU 離脱によって「主権を取り戻す」との離脱派の主張は説得的だった。彼

等への軽蔑こそが、今回の投票結果を生んだのだ。 

 第７章 グロ－バル化するポピュリズム 

アメリカでは移民への過激な発言をして、グロ－バリズムに否定的な立場から保護貿易

志向を明確にして、軍事面では同盟国に応分の負担を求めるトランプ大統領が実現する。

トランプの勝利をもたらしたのは誰か。鉄鋼業や製造業が産業構造の転換、生産拠点の外

国移転の影響をうけて空洞化し、失業の増加、貧困の広がり、犯罪や麻薬による荒廃が進

み、労組が弱体化した地域での支持だ。地域衰退への危機感、既成政治の無策への反発、

グロ－バル化への違和感からトランプに期待が寄せられた。このアメリカの「忘れられた

人々」とイギリスの EU 離脱を支持した「置き去りにされた」人々の社会経済的状況がき

わめて似ている。結果として事前調査で劣勢とみられた側－いずれもポピュリズムに親和

的な側－が勝利を収めたという経過も共通している。それは、「サイレント・マジョリティ」

の方は世論調査で本音を語らない、サイレントを貫いた有権者だったからだ。 

 日本にもポピュリズムの波が押し寄せている。「日本維新の会」だ。橋下は自らを普通の

市民の味方である改革勢力と位置付けたうえで、特権的な「エリ－ト」＝抵抗勢力という

善悪二元論的図式を作り上げ、テレビで発信することで無党派層の幅広い支持を集めるの

に成功した。公務員の「特権」に切り込み、労組を排除することで市民の支持調達を図っ

たことなど、西欧のポピュリズム政党における既得権益批判と共通している。 

 ヨ－ロッパでは超国家組織・EU が、今やポピュリズムの標的となり、その活動の舞台と

なっている。EU では「民主主義の赤字」がしばしば指摘される。EU はさまざまな機関が

絡み合い、複雑な調整を経て政策が決定されていくので、加盟国の国民が政策形成に与え

る影響は間接的なものにとどまり、直接参加の方法は殆ど存在しなかった。EU はそもそも

政策過程が複雑で、官僚と政治家による調整型の政治が優位に立つので「実務型」の政治

の典型だった。そこがポピュリズムのタ－ゲットとしてふさわしい対象だった。 

 度重なる制度改正で欧州議会は機能が拡大し、欧州委員会の委員長を選出する権限も与
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えられた。欧州市民が選挙を通じ、欧州委員会の委員長の選出を左右できるようになった

という点で EU の「民主化」を象徴するはずだった。しかし、各国のポピュリズム政党は、

反 EU を訴える絶好の機会としてこの欧州議会選挙を活用し、運動を活発に展開した。そ

の結果、フランスやイギリス、デンマ－クなどでポピュリズムが第一党になった。欧州レ

ベルで既成政党に陰りが出てきた事を示していた。ポピュリズム政党は小選挙区制では不

利に働くが、比例代表制の欧州議会選挙では活路を開いた。 

フランスでマリ－ヌ・ルペンは極右的な遺産を払底し、グロ－バル化批判や EU 批判を

前面に出すと共に EU 官僚によって置き去りにされたフランスの民衆に配慮することを訴

える。重点を置いたのがイスラム批判である。かつての国民戦線と違い、フランス共和制

の原理を受け入れた上で、イスラムを批判する。同性愛者やマイノリティの権利擁護を訴

えつつ、その存在を認めないイスラムを批判した。 

 ドイツは議席獲得に得票率５％以上が必要な上、反民主的な政党が禁止されていて、正

面切ったナショナリズムや排外主義的な主張が忌避されることが多く、ポピュリズム政党

が表舞台にでることが困難だった。その中で「ドイツのための選択肢」が生まれた。この

党の特徴として経済学研究者や中小企業経営者が多く、EU への批判をベ－スに金融・通貨

関係に力点が置かれた。ギリシャ問題でユ－ロ危機、EU 不信が高まり、ドイツが負担を引

き受ける事に対して不満が起きた。こうした中で「ドイツのための選択肢」はユーロ通貨

解体、マルクの再導入を掲げ結党された。２０１４年以降徐々に既成政党への不満を支持

に変えていった。党のすそ野が拡大する中で、「ドイツのための選択肢」は反外国人、反イ

スラムをはじめとする排外主義的な主張が強まる。２０１５年の党首選で右翼勢力を背景

とした者が勝利した。反イスラムの主張を強め、シャルリ－・エブト事件などヨ－ロッパ

各地のイスラム過激派のテロ事件、中東地域からの大量の難民は党の追い風となった。 

 又、２０１４年からはペギ―タと名乗る団体が各地に出現し、非暴力を掲げつつも反移

民・反イスラムのデモで訴えた。彼らの支持も受けて「ドイツのための選択肢」はそれま

で右翼政党、ポピュリズム政党が突破できなかった壁を越えた。デモクラシ－に敵対的な

勢力を拒んできたドイツにとって、民主的原則を承認しながら EU や移民を批判して支持

を集める、同党は厄介な「選択肢」を提供する存在だ。 

 南米のポピュリズムに戻れば２１世紀にベネズエラ、ボリビア、エクアドルなどで解放、

分配志向の強い左派ポピュリズムであるポピュリズム的勢力が再登場してきている。そこ

では、ポピュリズムによって財政的規模の拡大、公共部門の充実が図られている。しかし、

性急な改革を志向するラテン・アメリカのポピュリズムはさまざまな軋轢も起こしている。 

これに対して、福祉国家が発達して再分配が進められた西欧諸国では公的部門により「便

益」を享受している人々が批判にさらされる。生活保護受給者、公務員、福祉給付の対象

になりやすい移民・難民は批判される。「抑圧」的な右派ポピュリズムだ。既存の制度で顧

慮されていないと感じる層が国家による再分配の「受益者層」を「特権層」と規定する。

ポピュリズムはこの特権層を引き下ろす事を訴える。 

西欧のポピュリズムの特徴的なことは「政治文化的な批判」と言う側面が強いことだ。
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批判の対象となるのは多文化主義の広がり、政治エリ－トやメディアエリ－トの寛容な価

値観の優位である。大学やメディア等、支配的価値観への文化的対抗の面が強い。 

ラテン・アメリカのポピュリズムが「バルコニ－から演説」して、人々に直接訴えるス

タイルに対し西欧はメディア特にテレビ、インタ－ネットを通じた主張の浸透を重視する。

ラテン・アメリカでは大衆動員を通じて社会経済的な改革を図るため、改革を求める具体

的「大衆」を可視化して、支配エリ－ト圧力をかける方法を重視する。これに対して西欧

のポピュリズムでは、支配的価値観への文化的な対抗が重視されため、メディアを通じて

「サイレント・マジョリティ」に訴え、共感を得る事で支持を集めようとする。 

 最後にまとめると、第一点は現代のポピュリズム政党は「リベラル」や「デモクラシ－」

といった現代デモクラシ－の基本的価値を承認し、それを援用してエリ－ト批判やイスラ

ム排除を正当化する。それだけに、「リベラル」や「デモクラシ－」の論理をもってポピュ

リズムに対抗することは困難である。２０１５年のシャルリ－・エブド事件をはじめとす

るテロ事件は西欧社会の根幹をなす「言論の自由」への挑戦と受け止められる。しかし、

これは「言論の自由」を守る側のイスラム批判を正当化している。さらにＥＵ離脱をめぐ

っての国民投票は政治エリ－ト層の志向と異なるポピュリズムがデモクラシ－の担い手と

してお墨付きが得られる。  

 第二にポピュリズムは一過性のものでは無く、ある種の持続性を持った存在である。一

般的にポピュリズム政党の命運はそのカリスマ的リ－ダ－のリ－ダ－シップや発信力に依

存していると理解されているが、実際にはリ－ダ－が党を離れた場合でも、適任の新リ－

ダ－を得て一層の伸長を果たす例が多い。特定のリーダ－頼みの段階を脱しつつある。 

 第三にはポピュリズムがデモクラシ－における「改革」と「活性化」に及ぼす。デモク

ラシ－の確立した先進諸国においてはポピュリズム政党の進出がデモクラシ－に明らかな

悪影響を与えると言えない。野党にとどまる場合には政策的な影響力は限定され、どちら

かといえばプラスの影響をデモクラシ－に与えるのではないか、ポピュリズム政党が進出

することは既成政党に強い危機感を与えるが、それは既成政党に改革を促す効果を持つ。

ポピュリズム政党は、潜在的政治的不満に応えることで、デモクラシ－の信頼回復に貢献

する可能性がある。先進国では、権力分立をはじめとする権力抑制的仕掛けが幾重にも設

置されている。その結果ポピュリズム政党が与党になった場合でも、その影響力は限定さ

れ、デモクラシ―の根幹に関わる政治体制そのものに大幅な改変を行うことはきわめて難

しい。政治がそれまで政治に関わりのなかった層の政治参加で「再活性化」する。その結

果政治不信が高まるのではなく、低下し、デモクラシ－への信頼度は上昇する。 

 とは言っても、ポピュリズム政党の躍進はデモクラシ－の危機を示すものではある。同

時に既成政治に不満を持つ人にとって、ポピュリズムはその不満の表出する経路になりデ

モクラシ－の安全弁に成りうる。ただ、安全弁とはならずに制御不能なリスクもある。 

 現代のデモクラシ－はポピュリズムを使いこなせるほど成熟しているだろうか 
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 読後感 

  この読後感想を書くにあたって、「ナチズム」「大阪維新の会」「ルペン」などを含め、

オ－ソドックスなポピュリズム批判がある、新潮社、薬師院仁志の「ポピュリズム」を参

考にしました。感想は私が一番気になった「代表制」、「反知性主義」について記します。 

１ ）まず、ポピュリズムについて思った事は「代表制」の危機の問題です。「代表」と

言えば、尾形ゼミで、バ－チの「代表」という文献を読みました。尾形先生が大学闘争の

問題意識から選ばれたテ－マだったと思うのですが、尾形先生の意図や「代表」にどうい

う問題があるのかわからないままゼミは終わりました。今回のポピュリズムを考える事に

よって、改めて民主主義にとって「代表制」は基本的問題なのだと思い、少しは尾形先生

の当時の問題意識が分かった気がしました。 

ポピュリズムが志向する、直接民主主義の特徴、問題点を間接民主主義との比較で列挙

すれば、人民主権、国民投票、独裁、衆愚政治、大統領制、小選挙区、首相公選制、反議

会主義、二者択一、白黒の意見の対立、効率的、単純多数決、手続きの明快さ、抽象的な

結論、情緒、わかりやすさ、素人意見の重視、正義の実現、平等志向等が挙げられるでし

ょう。同様に代表制である間接民主主義については、国民主権、エリ－ト主義、中選挙区、

熟議、多様な意見や少数意見の汲み取り、論理、専門用語、知識、専門家、官僚の介入、

主導、手続きの重視、煩雑さ、形式主義、決められない政治、派閥政治、自由志向などが

あります。 

民主主義は手間、暇の掛かる、まどろっこしいものです。間接民主主義ならばなおさら

です。だが、それによって、対立する党派との熟議を経た、調整、妥協は少数者の意見を

も汲み取る可能性が開けてきます。他方、直接民主主義は二者択一になり多様な意見の反

映になりません。それどころか、情緒的な抽象的スロ－ガンに終始し、論理による歯止め

が無く、複雑さに対応できず、極端な議論になりかねません。混乱時にはありだろうが、

その環境ではファシュズムなど強権的政治を導きかねない。それだけに、どちらかという

とカオスの中に、道を見出すことを旨とする私は、選挙を経た貴族政と揶揄され、政党不

信や政治家不信がどれだけあっても、直接民主主義の方の弊害を考えてしまいます。 

２）ポピュリズムは反エリ－ト主義、反知性主義。 

アメリカの歴史では、エリ－ト支配層の「知」が「聖書」や日常の実感から離れている

と感じられた時に、何度か「反知性主義」の運動がおきている。権威を持った支配層や教

会の「知」に対して、「信仰」、「聖書」を対峙させたものだ。日本でも「反知性主義」と呼

ぶべきか問題はあるが、インテリ層の「知」に対する反発が「情」として出る。あるいは

「都会」対「田舎」、学歴、中央の「知」もしくは近代的「知」対「共同体的知」、「伝統的

知」としてでる。ユニバ―サズム（普遍主義)）とパティキュラリズム（特別主義、個別主

義）の対抗とも言えるのではないか。支配体制が強制する「知」の偏重よる「正さ」は人々

に対して抑圧になるのだ。あるいはお蔭参りそうした「反知性主義」の運動かも知れない。 

高畠さんが「日常の思想」や「生活者の政治学」で説いたアカデミズムに対する日常性、

生活者の視点は「情」ではなく、それでも「知」に希望を託し、民衆からの「知」を唱え
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たものだと思う。 

ただ、現在の「反知性主義」はかつてのように共同体等の人の具体的関係を持たず、情

報の中でだけ生きる体験欠乏症だけに、生の日常を喪失していて、そこで生まれるはずの

「知」は関係の中で鍛えられないので、新たな「反知性主義」の「知」とならない。それ

どころかマスコミやインタ－ネットから出された、こまぎれで、大量で、わかりやすい、

未整理の情報を、安易に己の価値観や実感と結びつけている。又、知識の格差によって生

じる社会的、経済的格差への反発でもあるだけに、中身を無視したレッテル貼りに終始し

ては伝統、文化の破壊をもたらす。その上、「反知性主義」は制度的に承認された情報処理

を敵対して、既存のマスコミの情報に体制の陰謀、営利だけ見る。 

今日のポピュリズムは思想と呼べる体系を持たず、他方を否定する事による自己肯定す

るだけで定見を欠いた日和見主義だ。そのポピュリズムによって、垂れ流された、フェ－

クニュ－ス、大言壮語、デマゴギ－を人々は検証する方法を持たずに受け止める。民衆は

こうしたフェ－クニュ－スに扇動され、だまされているだけではないだろう。自分の抱え

た日常の逃避から、あえてフェ－クニュ－スを選択しているのではないかとさえ思う。 

 ただ、ニュ－スは、それ自体フェ－クかどうかは別として出来事を情報に加工したもの

であり、そのものではありえない。それだけに、あからさまなフェ－クニュ－スよりも、

どこでも正しいとされているニュ－スこそ物事の見方を一つにしかねないだけに注意が必

要だ。あるいは己の価値観に合った情報であろうと、又、どのような仕方で出てこようと

常に「事実」とされるものを検証する必要はあるだろう。 
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メモ 

 1）学生の頃、尾形先生が珍しくテレビに出た。参議院選挙前の番組だ。「投票は人にす

べきか政党にすべきか」と聞かれた先生は、そんなこと短い時間で答えられないと言うよ

うな顔をしながら、まるで台本があったように「政党にすべきです」と答えていた。確か

理由も少しは言っていたと思うが、あまりにあっさりした答にテレビなんて出るものじゃ

―ない、と思ったものだ。その衆議院選挙が小選挙区制度になって、議員の質が問題にな

っている今、尾形先生は同じ質問に何と答えるだろうか 

2）正しさの根拠は正義、ご宣託、真理、論理、慣習、権威、好みなどいくつかある。正

義やご宣託が怪しいことから、「人間が万物の尺度」から導き出したのが多数決。民主主義

では人が関与し、しかも多数の考えを正しいとする形式主義が採用されました。ただ、プ

ラタゴラスの原点に返れば一人一人や単純に多数が正し正しさがあるのでなく、多くの人

間が意見を出し合い、熟議した所に真理が発見されると言う「人間が万物の尺度」だ。 

3）人民主権と国民主権は、前者が、一人ひとりが主権を持っていて政治を行うという考

えと、後者は選挙を通じて生まれる国民という抽象的存在が主権者で、その選挙で選ばれ

た者が政治を行うのだ。 

4）本質主義者が「知」によって求めたもの「真実」とするか、「宗教的直観」、「情」を

それとするかは社会、あるいは本人の趣味だ。 

5）右傾化とは 

 ポピュリズムはウルトラ右翼という印象がある。だが、私自身右、左の分け方にどうも

しっくりこないでいる。日本での右翼とか右傾化と言う時、明治憲法への復帰、戦前回帰

を言っているのだろうが、本来、右派は保守、自由主義経済、個人主義、リベラリズムで、

左派は革新、国家主導の経済運営、管理統制経済、集団主義、官依存、に定義されるので

は。もっとも、この定義で言えば、日本の戦中体制、ファシズムは左翼だ。ナショナリズ

ムや対外的な排外主義は右左関係なくある。日本には国家と距離を置く本来の保守、自由

主義者いわば本来の右派が少ない。又、今日日は「事実に即す」ことが右傾化とされる。

観念優先も左右に関係ないのだが。 

6）安倍が良く口にする「対案を出せ」はかつての自民党のような恒常的権力者の意識が薄

れている証拠、かつてならば政策を出せる支配側は自民だけという自負心だった。今の自

民はたまたま支配を担っていると言う意識が「対案を出せ」という言葉に現れる。 

7）ポピュリズムの思考の特色はユニバ―サズムに対抗するパティキュラリズムだろう。

ポピュリズムの排外主義は地方主義、現場主義のパティキュラリズム（特別主義、個別主

義）と言える。個々の人、地方、自分の個を特別なものとし、個々の事情や感情、地方文

化、自国民以外を排斥する。自由貿易、TPP への反発、攘夷論の主張だ。国籍は血統主義

になる。ユニバ―サズムは正しさ、倫理や社会的建前の普遍主義理念、原理であり観念的

平和主義、人を人間として普遍的存在にするが故に平等主義で、開国派で出生地主義、 


