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「高畠ゼミ OB・OG 会」読書会 報告 
～『政治の精神』佐々木毅著（岩波新書）を読む～ 

 
2009 年 11 月 21 日 

工藤 敬吉 

 

１．『政治の精神』の“色メガネ”的読み方 

  本書のリポートをどのように書こうかと頭を悩ませていた時、ふと、ある新聞記事が目にとまった。「朝

日新聞」2009 年 11 月５日の政治面に次のような見出しの記事が掲載されていたのである。“通年国会を提

案～21 世紀臨調小委”。いわく「学者や経済人らでつくる「新しい日本をつくる国民会議（21 世紀臨調）」

の小委員会（座長・佐々木毅元東大総長）は４日、「国会審議活性化等に関する緊急提言」を発表した。民

主党の小沢幹事長から国会改革に関する提言を依頼され、小委員会５人の連名でまとめた」もので、「国会

運営が予算や法案の審議日程をめぐる与野党の駆け引きに終始している点を審議活性化の「 大の障害」と

指摘。（中略）会期を気にせず審議できる「通年国会の実現」を求めている」（中略）佐々木氏は記者会見で

「これまで何度も提言してきた沿線上で意見を述べる」と語り、21 世紀臨調が小沢氏の構想を権威づける

役割を果たすことへの懸念を否定した」という内容であった。 

  そこで本書に立ち返ってみると、次のような記述がある。「日本の政治の前途に横たわる非常に大きな隘

路として認識されなければならないのは、政策の実現に必要な「時間の少なさ」である。国会は厳格な会期

制に縛られており、通年国会とはほど遠い状態にある」（p233）。 

  「21 世紀臨調」に詳しく言及するつもりはないが、佐々木氏が「21 世紀臨調」の４人の共同代表の１人

であること（「行政刷新会議」の民間メンバー、茂木友三郎キッコーマン会長も）、以前読書会のテキストと

して読んだ『日本の統治構造』の著者・飯尾潤氏（政策研究大学院大学教授）が主査の１人であること、そ

して『日本の統治構造』の中には「多くの国で撤廃された会期制の原則が日本では残っており、「会期不継

続の原則」が強く主張される（中略）諸外国の議会は、総選挙と総選挙の間を一つの「議会期」と見なし、

原則的に通年で審議することが多い」（p128）という記述が見られること、に注意を促しておきたい。 

  ２人が「21 世紀臨調」の主要なメンバーであることや、通年国会論のほかにも政権交代に期待を寄せる

など著作の内容に共通点が多いことを考えると、私のようなへそ曲がりは、つい“色メガネ”をかけて見て

しまうのである。端的にいえば、『政治の精神』も『日本の統治構造』も間接的に民主党にエールを送る著

作である、あるいは、少なくとも自民党の轍を踏むなと忠告している、と。誤解しないでいただきたいのは、

それが悪いといっているのではない。独立した立場から、現実政治に提言を行うことに何ら異を唱えるもの

ではない。しかし、つぎのような文章を読むと首をかしげざるを得ない。著者は本書で小泉政権について述

べる中で「直接トップリーダーを選ぶ仕組みに対する好感度が急速に高まることになったのである。いわゆ

る首相公選論はその典型であった」（ｐ214）とし、「小泉首相は首相公選制に大きな関心を示し、私も座長

としてこの懇談会で一年余りそれを検討した経緯があった」（p216）と書いている。自民党政権だろうと民

主党政権だろうと、政党政治に変わりはないといわれればそれまでである。にしても、“色メガネ”をかけ

ると時の権力への≪すり寄り≫と映らないこともないのである。 

  加えて本書の出版時期を見ると、2009 年６月に第一刷が発売されている。すでにどうあがいても、麻生

自民党が総選挙に勝てないことが誰の目にも明らかになってから出されているのである。 
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２．『政治の精神』の“逆さ読み” 

  というわけで、報告者の独断と偏見にもとづき、本書を基本的に「民主党への指南書」と位置付けて読む

こととしたい。もちろん、政治学（政治思想史）としての内容も備えているので、その点はおさえたうえで

の話である。その読み方の是非は、ディスカッションに委ねる。 

  さて、そのような読み方をしようとすると、またしてもへそ曲がり根性が出てしまう。それが“逆さ読み”

である。というのも、本書の「はじめに」で著者は「本書の特徴を挙げれば、「政党政治の精神」という終

章を設けた点にあることは目次を見ただけでも明瞭である」「実際、本書の議論はある意味でこの 後の章

のために準備されたとも見られよう」（pⅱ）と大見得を切っている。さらに「本書は政治という硬いようで

柔らかい、得体の知れない現実を噛み砕く手助けを志向したものである。噛み砕くのはあくまで読者であり、

出来合いの回答を示すことが私の主たる関心ではない。その意味で本書は大人の読み物である」（pⅰ）との

注釈まである。「大人の読み物」とは何を意味するの？という疑問はさておき、本書の展開が終章に収斂さ

れるのであれば、その終章から読んでみようというのが“逆さ読み”である。 

 

３．終章「政党政治の精神」―日本政治のための覚書 

  本書の“ 大の隠れたテーマは政治的統合概念の行方”（pⅳ）であるという。終章ではこの政治的統合

（political integration）の主体としての「政党」の在り方と、それを担う「精神」を問うている。 

  政党が政治の担い手となる歴史的過程はのちに述べるとして、ここでは日本の戦後政治における自民党の

長期政権の特質と衰退、それに代わる新しい政党システムの提言がなされている。「「豊かな社会」の到来と

事実上の「イデオロギーの終焉」に伴い、政治の主軸は利益配分政治になるとともに、政党は階級などの旧

来の対立構造を超えて集票する組織へと事実上変化した。「包括政党」の誕生がそれである。自民党はあら

ゆる集団の「面倒を見る」ことを通して、それこそ世界に冠たる「超包括政党」に成長した」（p221）。しか

し、その成長の中に衰退の萌芽があったのである。著者は別のところで「自民党政治は高度経済成長と冷戦

という二つの基盤がなくなった後、徐々に無力感に浸食されてきた」（p203）と指摘する。まさに「豊かな

社会」と「イデオロギーの終焉」という、自民党を「超包括政党」に育てた要因が、衰退の要因にもなった

という逆説が見てとれる。著者によれば 2007 年、2008 年に相次いだ安倍・福田両政権の自己崩壊は、リー

ダーの質の低下という程度の問題ではなく、「もっと深刻な政治の構造的危機の現れ」（p202）であった。そ

れは一言でいえば、「政党経営の失敗」（p208）である。「何よりもまず政党は政治家の自己実現のための組

織ではなく、あくまで組織体として国民に責任を負う組織である」（p212）「政策を練り、それを党内で固め

ていくための仕組みを作り上げ、「政治家による統治」の担い手としての政党の力量を充実させる必要があ

る」（p208）。自民党は官・業依存によって、結局そうした政党としての転換に失敗したのである。 

  これを別の視点から考えてみる。自民党の中では、長らく“党人派”と“官僚派”の対立が続いた。“党

人派”は鳩山一郎、大野伴睦、三木武吉、河野一郎、三木武夫、田中角栄、竹下登らの系譜であり、“官僚

派”は吉田茂、池田勇人、岸信介、佐藤栄作、宮沢喜一、福田赳夫、大平正芳などの流れである。彼らは派

閥を形成して、陰に陽に激しい権力闘争を展開した。それが自民党のエネルギーの一つの源泉であったこと

は間違いない。もう一つはイデオロギー政党（？）であった社会党の存在である。“三分の一政党”と揶揄

され、政権交代すら目指せない万年野党であったが、護憲、自衛隊違憲、日米安保反対、核廃絶などを掲げ

ることにより、自民党政権にとって多少はトゲであり続けた。この二つが「豊かな社会」と「イデオロギー

の終焉」によって次第に融解していったのである。社会党はその存在まで失ってしまった・・・。 
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  “族議員”という言葉が登場したのは、1970 年代のようである。高度経済成長が続き、日本が「経済大

国」を自称するようになると、膨らみ続けるパイの分捕り合戦が繰り広げられる。そのような状況の中で、

自民党は「党内に膨大な政策作りの仕組みを持つ政党として世界に例を見ない政党」へと変貌していく。政

調会を中心とする「壮大なボトムアップのシステム」であり、「政治家主導の実践の場であった」。そして「政

（“族議員”）と官は党を舞台にして公式、非公式の共棲関係を構築してきた。それに利益集団が加わること

によって、政と官、それに業界の「鉄の三角同盟」へと成長するのは必至であった」（p222）。そして「官僚

が政権党の中に入って政策作りに関与するというのは極めて異例」な事態となる。政・官の癒着構造を補強

するもう一つの仕組みが「政権党と政権党が支える政府との二元構造である」「内閣は政権党が事前に「イ

エス」と言わない法案を国会に提出してはならないといった事前審査制が常識化した。しかしこれは議会制、

政党政治の常識からすればはなはだ異様な仕組みである」（p223）。飯尾潤『日本の統治構造』を参照のこと。 

 そこからどのような問題が出てきたのか。著者は三つ挙げている。 

  第一、政権党が政権中枢の空洞化の 大の担い手になっていることである。 

   「（首相の）強いリーダーシップは何よりも政権党の内部において必ずしも「歓迎されない」事態」を

生む。 

  第二、政権党の巨大な政策作り体系は、政治の統合力の弱体化に貢献した。 

   「それというのも、個別の利益が省庁別にあるいはそれに準ずる形で「面倒」の対象になり、官僚がそ

の「面倒」に深く関与した結果、縦割り的に処理されることになったからである」「政権党の政策作りの

仕組みが縦割りの克服のためでなく、むしろ固定化・細分化・補強化のために活用されている」 

  第三、「「超包括政党」自民党が作り出した政策作りの仕組みは、憲法に記されていない政党と官僚の強大

な政治的影響力を維持する仕組みであったということになる」（第一～第三 p224～225）。 

    それは「部分 適の集合が全体 適になるという信念が通用していた時代の産物である。それは政治にお

いて「見えざる手」が働いているという楽観が許された時代の産物であった」（p225～226）。換言すれば、自

民党が“わが世の春”を謳歌し政策決定がシステム化していくのと、かつて水滸伝の梁山泊の感を呈した自

民党から活力が失われていく過程がオーバーラップするという皮肉な結果を生むことになったのである。 

    そして、バブルの崩壊によって政・官・業の「鉄の三角同盟」は次々に解体し、“失われた 10 年”、否、

現在まで続く“失われた 20 年”の時代に入っていくわけだが、政・官・業はいずれもかつての「成功幻想」

から抜け出すことはできなかった。それまでの「経済構造が崩壊し、財政状態が急速に悪化し、市場原理以

外にもはや頼るべきものがないような一種絶望的な心境が広がる中で小泉政権が登場した」（p226）。 

     「「見えざる手」ではなく「見える手」の働きが政治の焦点になり、首相のリーダーシップは何よりの優

先事項に変わった」（p226）「政権党が政権党であるが故に政権党であるという構造が崩れたことは、政策の

実質的な内容が政党の 大のアイデンティティになりつつあることを意味する」「日本の政党は（中略）ま

すます「政策中心」の組織でなければならず、それに向けて自らの組織を鍛えなおさなければならない。併

せて、政治統合における「大統領（制）化」は今や各国において焦点になっていることを忘れてはならない」

（p227～228）。このように見てくると、小泉政権というのは自民党に咲いた 後の仇花だったことが理解で

きるが、わが身を振り返るとそれはいかにも“後知恵”ではないかと思ってしまう。現に鳩山政権の副総理・

国家戦略担当大臣である菅直人は、ＮＨＫの番組で「郵政選挙で大敗した時は、自分の眼の黒いうちに政権

交代はできないのではないかと思った」と述べている。 
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     問題は「政党は如何にすれば政治主導の担い手たりうるか、政治的統合の担い手たりうるかということで

ある」（p216）。それは政治家主導ではない、と著者は幾度も強調する。「政治主導を政治家主導と読み替え

ることは、当該政党全体の地位や権限を個々の議員があたかも持つという議論になりやすい」（ｐ217）。「組

織体としての政党の課題は、個々の政治家を「どのように組織することによって」政治主導の担い手になり

得るかという点にある」（p218） 

    ここからが「政党改革の一つのツールとしてのマニフェスト」論であり、私のいう「民主党への指南」で

ある。（Manifesto とはイタリア語で、政策、宣言（書）、声明（書）の意味。1995 年、三重県知事選に立候

補した北川正恭氏が導入したのが、日本での始まりと言われる。ちなみに北川氏も「21 世紀臨調」の共同

代表の一人）。「国政は議会制という一元代表制を採用しており（中略）マニフェスト導入の効果は遥かに大

きいことが予想された。そこで私自身も仲間たちと中央政治におけるマニフェストの導入の働きかけを政党

に対して始めることになった。当然、民主党は積極的であり、小泉政権は（中略）それなりに好意的であっ

た」（p228）。当時から現実政治への密着度は高かったわけである。その過程で幾つかの問題が出てきた。 

第一、従来の選挙公約との関係。 

       「政党の場合にはマニフェストを作成するためには事前に十分な議論を内部で行うことが不可欠となり、

それは政党運営の方式を事実上変更するということを含意していた（事前主義）」（p229）。 

    第二、マニフェストの主体。     

マニフェストは選挙で候補者を拘束する。「候補者個人がどういう選挙公約をしようと政権公約（なお、

マニフェストを「政権公約」と訳したのは著者らのようである）が優先することを意味する。この党内

でのマニフェストの拘束力の問題は、政権公約をどのような手続で作成するかという問題と表裏の関係

にあり、（中略）こうした点での共通了解こそが「政党政治の精神」の根幹」である（p229～230）。 

第三、政策中心の政党の組織化と絡んで政権公約の候補者に対する拘束力を強調すると、それではイデオ

ロギー政党になれというのか、思想統制ではないかといった「政治活動の自由」擁護論。 

    しかし、「政権公約は時間を区切った上での有権者に対する政党の約束文書であり、イデオロギーの

ように未来永劫に妥当する真理として政党を拘束するものではない」（p231） 

第四、政治を取り巻く環境や課題が変化する以上、政権公約の拘束力には限界があるという議論。 

 「政権公約の必要性を説くこととその全能性を説くこととは明らかに違ったことである。（中略）政権公

約は（中略）政治権力の行動についても予見可能性を高める文書であり、併せて政治を判断する も重

要な材料を有権者に与えてくれる。政策環境が大きく変化すれば、政権公約の実現に差し障りが出るの

は当然であり、（中略）政権公約が現実を縛る力に限界があり得るということと、存在意味がないとい

うこととの間には雲泥の差がある」（p231～232）。 

第五、政権公約は政策の実現にとって何よりも大切な時間の節約になるということ。 

   「党内民主主義を踏まえた政権公約を国民の支持を前提に、首相を中心とした内閣主導で（政権党対

政府という二元主義なしに）実行に移すという仕組みに変える。それは例えば、速やかに政権公約を閣

議決定して実行に移すよう、官僚制を動かすことを意味する」「政権政党たらんとする政党が政権公約

の事前主義と内部求心力を高めることによって、この時間という希少資源を可能な限り有効に活用する

以外にはない」（p232～233） 

著者は「政権公約をツールとした政党政治改革のこうした提案は、余りにも肥大化した密教部分を可能

な限り押さえ込み、顕教型体制の正統性を復活することによって、政治的統合機能を回復させるという基
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本構想に沿ったものである。言い換えれば、戦後自民党が作り上げてきた仕組みはもはやそのままでは維

持できないし、維持すべきではないということである」（p234）「政党間の競争があってこそ、人材の吸収・

育成・処遇の在り方もそれなりに合理的な議論の対象になる。自民党内で政党経営についての議論が乏し

いのは、日本における政党間競争の甘さや弱さという歴然たる事実の反映であった」（p212）「総選挙は「政

党政治の精神」の 大のテストの場であり、政権公約はその中の不可欠な装置であるというのが私の主張

である」（p234）と述べ、かつ、「 大の特効薬は（中略）政権交代の可能性である」（p212）として、事実

上自民党に引導をわたしているのである。 

 

４．第一章～第三章 

 終章が「実践篇」だとすると、第一章から第三章までは「理論篇」と位置付けられよう。 

（１）第一章「政治を考える視点」 

本章のテーマは「政治的統合（political integration）」である。その冒頭に置かれたのが丸山眞男の「軍 

国支配者の精神形態」（1949 年）である。わき道にそれるが、私にはこの論文と「超国家主義の論理と心理」 

（1946 年）、「日本ファシズムの思想と行動」（1947 年）の三論文をそれこそ鳥肌が立つ思いをして読んだ 

記憶がある。著者も「鮮烈な印象を残した作品」（p2）と記している。丸山は戦前の帝国日本における「政 

治権力の断片化、多元化、分裂という現実」（p3）を「政治「体制」の病理として捉えようとした」（p4）。 

（この“病理論”に異論がでたのも事実であるが）そこには「政治的統合（political integration）の弱 

体さないし不在という「体制」の現実」（p4）があった。 

では「戦後日本の政治権力は民主的な正統性を根拠としたプライドをどの程度持ちえたのであろうか。「強 

力な政治的指導性を発揮する」ということはあったのか」（p7）、「政治的統合はあらゆる政治体制について 

問われなければならない争点である。なぜならば、政治がその生みだす結果との関連で判断される以上、統 

治能力、問題処理能力は避けて通れないからである」（p11）とうのが、著者の問題意識の出発点である。 

 著者によれば「政治的統合」は「政治という活動が 終的に何かを決定し、実行しなければならない活動 

であることを浮き彫りにしたもの」（p12）「政治的統合は意見の相違を前提にして成り立つ概念」（p18）で 

ある。また「政治」を「ある集団（典型的には国家）の目的なり利益に向けて自己決定し、それを実行して 

いくことをめぐる諸活動である」（p13）と定義する。そして「政治的統合が机上の決定に止まるのでは意味 

がない。（中略）その決定に集団のメンバーを協力させ、必要に応じてそれに従わせる権力が欠かせないも 

のとなる（強制の要素）」（p19）。さらに政治的統合については三つの要素を考慮しなければならない。「第 

一は、決定に至る政治的過程、手続の問題である」（p20）。「第二に、権力が具体的な形で「何かのために」 

行使される以上、その内容をめぐる争いもまた政治活動の主たる争点になることは避けられない」（p21）「第 

三に、政治家という政治的統合の担い手としての要素が欠かせない」（p22） 

 政治は生身の人間の営みである。「人間は一定の社会的・歴史的条件の中で予見性と計画を持ちながら可 

能性を追求して生きる動物である」（p24）。この人間観はさておくとして、「「実現できること」をめぐって 

の計画や予想は人間に行動指針を与え、行動に方向づけを与える。「実現できること」の両脇には「実現し 

ていること」「実現すべきこと」という微妙にニュアンスの異なる領域が接続している」（p24）。これを読み 

替えると、政治は Sein と Sollen の間を不断に流動するものであり、それゆえ政治的統合には困難さがつき 

まとうのである。さらに政治的統合は人間が集団として「実現できること」（政治的価値）を選択するとい 

う構造を持つから、「主体の複数性」の問題が分かちがたく結びつく。このあたりで、例によってプラトン 
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からヘーゲル、ルソー、バーク、トクヴィル、マディソン、ウェーバー、アレントなどの思想が動員されて 

いるが、興味深かったのは政治思想史の中で「意見の多様性や主体の多元性は「危険なもの」「阻止すべき 

もの」「弾圧すべきもの」とされた」（p29）との指摘である。ヨーロッパで長くこうした伝統があったのに 

対して「アメリカでは、政治的統合は初めから「開かれた」ものであり、様々な意見と参入は当然の前提で 

あった」（p30）。「大勢の市民が政治に参加する政体―これを民主制と呼ぶことにする―（中略）は、古典古 

代以来、歴史的現実性を持たないものとされてきた」「アメリカ合衆国の政治的実験は大勢の市民が参加す 

る政体を大規模なサイズで実現した点で画期的な意味を持った」。マディソンは「広い共和国においてこそ、 

優れた人材が代表者となるチャンスが増えるのみならず、多数者が一つの派閥を形成し、その派閥が「公共 

の善と市民の権利」を脅かすようなことは却って少なくなることを指摘した」「2000 年続いてきたドグマが 

これによって打破されたのであった」（p34～35）。詳しくは立ち入らないが、前回のテキストの『大衆の反 

逆』でオルテガが示したアメリカ政治に対する苛立を思い返してみるのも一興である。また、本書であとか 

ら出てくるシュンペーターも「資質のよい政治家を確保するためには「自らの当然の天職として政治に従事 

する社会階層が存在すること」が唯一有効な保証である」（p166）と言っているところから見ても、ヨーロ 

ッパとアメリカの思想的伝統は安易に“欧米思想”とくくれないほどの違いを持っていることを認識させら 

れる。思えば高畠通敏師はアメリカ政治学の日本における嫡流なのであった。だから、私がプルーラリズム 

を何の抵抗もなく受け入れたのは「高畠政治学」の影響に違いない。 

 こうした政治主体の多元性を前提とした政治的統合のための権力の行使は、「開かれた」政治参加とワン 

セットになっている。主体の複数性への配慮は、政治的統合が一定のルールに従って行われることを意味す 

る。権力の「制度化」である。そして、過去三世紀の間に「全ての人々」に主体としての地位が制度的に認 

められ、政治的統合過程に「参加と選択」という契機が成立してくる。そこから政治的統合の担い手として 

の政党というシステムの課題が取り上げられる。そのポイントは本章ではなくむしろ終章の方が分かりやす 

い。「政党は政治家が集団で政権を目指し、集団でそれを運営しようという独特の仕組みである。そこに強 

みも弱みもある」（p205）「トップリーダーなしの政党は意味をなさない。当然、政党は多種多様な有為な 

人材を集めることができる点に 大の強みがある」（p207）「政党政治の成否は政党経営の有無、巧拙にか 

かっている」（p208）「政党の経営を否応なしに考えざるを得なくさせるのは、政党間の競争の厳しさである」 

「政党間競争があってこそ、人材の吸収・育成・処遇の在り方もそれなりに合理的な議論の対象となる」 

（p212）。こうした政党間の競争に晒されなかったことが、自民党の衰退につながったのである。 

 本章では 後に政治的統合との関連で、「権力」が取り上げられる。「権力は自由とは単純に対置させられ 

ることが多いが、自由もまた権力なしには（自由を侵害する企てから権力によって守られることなしには） 

存続しえないという面を忘れてはならない」（p49）。これは納得のいく一文である。「権力の真空状態という 

ものはなく、権力の担い手たちが常に相手との見合いで権力を恒常的に増大させたり減少させたりするとい 

う権力関係に特有のダイナミズムは、政治権力が相対的である限り、免れられない」（p64）また、第二章で 

は「権力は他者に対する影響力や優越性を意味する点で、それ自身が魅力的なものとして映ることも古来指 

摘されてきた」のであり、ホッブズは「死においてのみ止むところの、権力に次ぐ権力への、永続的で絶え 

間ない欲望」（p76）と表現した。「「権力の享受」のために権力を追求する」という権力感情の独り歩きが始 

まる」（p92）。そこには「権力の快楽」と「権力への嫉妬」が同居している。権力が全能となり、物理的強 

制力として立ち現われる「革命」や、権力の無窮運動を特徴とする全体主義体制も「権力の魔性」（やや情 

緒的な表現だが）抜きには考えられない。 
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（２）第二章「政治をする精神」 

  この章は「政治家とは何か」という問いから出発する。それは「「政治家とは何か」を論ずる場合、政治 

的統合のあり方を無視した議論ができないということを意味し、更には同じ政治システムの中でもその果た 

す役割に従って微妙な、あるいは、相当大きな違いが出てくる」（p68）という。そして諸外国や日本でも「「政 

党政治家」という集団を特別に取り上げることはない」が、「そこにこそ政党政治の危機が胚胎する、案外 

重要な死角があるのではないか」（p69）というのが著者の問題意識である。これには当然、反問が成立する。 

政党政治家を分析することによって、政党政治の危機を克服することができるのか。 

 著者よると「政治家は「直接間接に政治的統合に関わる主体」で「さまざまな目的を掲げて、さまざまな 

次元で政治的統合過程に影響を及ぼす人々、あるいは及ぼそうと積極的、主体的に関与する人々のことであ 

る」（p69～70）。「確かなことは、この（政治的統合）過程に関与するためには影響力、権力があることが 

条件であり、関与の度合いを高めるためにはより大きな影響力、権力を手中にしなければならない。この側 

面からすれば、「政治家は常に権力のより大きな分け前に与ろうとして、権力を追求する人々」ということ 

になる」（p70）。この説明は当たり前すぎて挨拶に困る。別のところでは「それ（権力）は厳密に言えば、 

日々刻々変容する可能性を含んでいるため、政治家とは権力の維持・獲得をめぐる継続的な競争関係に身を 

置くことを自ら選び取った存在ということになる」「政治の世界には（中略）制度化されたルールや境界が 

はっきりせず、いわば関係当事者が不特定多数で出入り自由な、閾値の低い領域である。（中略）人間関係 

のネットワークは常に変動にさらされている。つまり、慢性的に新たな権力関係が発生しては消滅する可能 

性を秘めている。（中略）誰が味方か敵か、灰色の状況の中で権力は維持管理されなければならない」（p70） 

と言っている。これは権力の流動性と不安定性を踏まえたうえでの説明として、なかなか上手いように思え 

る。『ナポレオン言行録』（p74～76）に見られる、当時並びなき権力者の焦燥感がそれを裏付けている。 

 このあと、古代以来の政治家像（哲人王、君子 etc）がスケッチされるが、先を急ごう。少数の政治家（統 

治者）と多数の被治者という構図に代わって、少数のエリートと大衆という構図が登場したのが 20 世紀で 

ある。「エリートと大衆との関係は欺瞞性と軽蔑を帯びたものであり、エリートは大衆に政治的な宣伝やイ 

デオロギー、「神話」などを撒き散らし、これらを表看板や手段として巧みに駆使しながら大衆の統治を行 

うものと考えられる。大衆は基本的に政治的に当事者能力を持たない、受動的で操作可能な対象として扱わ 

れる」「マックス・ウェーバーの提起した「カリスマ的支配」は（中略）エリートと大衆の二元的構造は共 

有している」（p84）。ここから現代政治分析になるかと思うと、ウェーバーを中心としてアリストテレス云々 

のご高説になってしまう。著者が政治思想史専攻なるが故であろうか。 

それはともかく「カリスマ的支配」、「天職」、「心情倫理」、「責任倫理」はいずれもおなじみなので言及 

しないが、かつて私は山之内靖氏の『マックス・ヴェーバー入門』（岩波新書）を読んでショックを受けた 

ことがある。それはウェーバーにおけるニーチェの影響である。私は浅学にしてウェーバーの思想にニヒリ 

ズムが潜んでいるとは思わなかったからである。本書に引用されている『職業としての政治』の「「マシー 

ン」を伴う指導者民主制を選ぶか、それとも指導者なき民主制、つまり天職を欠き、指導者の本質をなす内 

的・カリスマ的資質を持たぬ「職業政治家」の支配を選ぶか」（p86～87）という記述にもそれを読み取るこ 

とができよう。ウェーバーについては、「政治家にとっては、情熱―責任感―判断力の三つの資質が特に重 

要である」という有名な命題にのみ触れておく。「心情倫理の暴走が「不毛な興奮」と隣りあわせであった 

とするならば、「真の情熱」には責任倫理に見られる醒めた現実感覚が入り込んでいる。心情倫理と責任倫 

理の二つが相俟って「政治への天職」を持つ人間が誕生する」「これに対して判断力は「政治は頭脳でおこ 
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なうもの」であるという側面を強調している。別の言い方をすれば、「距離への習熟」である。これはあく 

まで冷静に事態を捉え、自らの行動の結果を見据える態度に他ならない」（p105）。およそ政治を志す者にと 

って、これは基本でありながら到達することが限りなく困難な命題である。 

そこで救いの手というわけでもあるまいが、ハンナ・アレント「活動の「不可予言性」（unpredictability）」 

が取り上げられる。「政治家の判断力はあくまで行為の段階でのものであり、その後の事態の推移まで内包 

したものとはなりえない」（p118）。これは「人間が始めた行為は連鎖的に影響し、しかもしてしまうとそれ 

を元に戻すことなかったことにすることができないという不可逆性と深く絡んでいる」（p120）。主体のある 

活動の結果に対する「復讐」の連鎖を防ぐために、アレントが説くのは「「許しの能力」という主体の多様 

性を踏まえた契機」（p121）である（パレスチナやアフガニスタンの現実を考えるとこれもまた困難を極め 

るが）。もう一つは「約束の力」である。「約束は主体の多様性を前提としつつ、人間の自由の持つ不確実さ 

とその中で発生しうる予見不可能さの大海に対して、予見可能性の「小島」を人為的に創出しようという試 

みである」（p121～122）。これを著者流に読み替えると「いわゆる政権公約（マニフェスト）の役割につい 

ても、こうした観点から改めて考察する必要がある」（p123）ということになる。 

 本章の 後で著者は、政治家の「権力感情の絶滅を期待するのはさながら「神による人間の統治」を期待 

するかのよう」（p126）なものだから、むしろその質的管理に意を用いるべきだと提言する。具体的には「政 

党政治と言う仕組みはこの点でもっと注目されるべきである」「政治家の評価とそれに基づく活用は政党に 

とって も大事なマネージメントである」（p128）。「政治家が政治家をどう評価し管理するかという点を抜 

きにした政党政治というものはそもそもあり得ない」（p128～129）。政治家論から政党政治論へである。 

 

（３）第三章「政治に関与する精神」 

  「理論篇」の 後もまた丸山眞男で始まる。これはある種の演出か？取り上げるのは『政治的判断』（1958 

年）という講演録である。そこで語られる政治的な思考法は「徹頭徹尾、結果責任である政治的責任を果た 

すために欠かせない思考法」（p132）、つまりは政治的リアリズムである。現代は人間の活動領域全てにわた 

って「政治化」が進行している。従って政治からの逃避もそれ自身政治的意味を持つ。政治から逃避する人 

が増えれば増えるほど、専制政治が容易になる。現実を「でき上がったもの」と考えず、「可能性の束」と 

見ることが「可能性の技術」としての政治なのだ。政治的な選択は必ずしも一番よいもの、いわゆるベスト 

の選択ではないこと、精々ベターなものの選択であり、あるいは「悪さ加減の選択」（福沢諭吉）である、 

というのが丸山の論旨である。そして「「デモクラシー自身が人民の自己訓練の学校だということです。（中 

略）大衆の自己訓練能力、つまり経験から学んで、自己自身のやり方を修正していく―そういう能力が大衆 

にあることを認めるか認めないか、これが究極において民主化を認めるか認めないかの分かれ目です」（『丸 

山眞男集』第七巻、p340～341）。これが原文である。これを受けて著者は「かくして政治的な思考法は市民 

教育の不可欠な一部分になっていく」（p132）「経済の未曾有の繁栄は政治的な思考法の涵養にとってほとん 

どプラスの効果をもたらさなかった」（p143）と言っている。しかし、冷戦の終結、バブルの崩壊、金融シ 

ステムの危機などを経て、「ようやく政権選択・交代を含む政治的リアリズムが徐々に否応なしに醸成され 

てきた」（p144）のである。 

 著者の論は、ようやく現代政治に戻ってくる。20世紀は民主制の世紀であるが「全ての権力の源泉が人 

民にあるといこと（人民主権）と、人民自らが統治するということは果たして同じことなのか、区別すべき 

なのか」が焦点となった。まず取り上げられるのはウォルター・リップマンである。リップマンの主張は「公 
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衆による自己統治という原則は極めて大きな負担を市民に課することなしには不可能である」「全権を有す 

る主権者としての市民という理想は、（中略）誤った理想である。（中略）それを達成することの失敗が、今 

日の幻滅を生みだした」（p148～149）ということである。政治が余りに大きく広がり、複雑で、移ろいや 

すいため、われわれは「結局は対象についての単純化されたイメージやモデル、虚構（フィクション）に基 

づいて行動することになる」（p149）。そのための観念的な装置がステレオタイプである。「「見てから定義 

しないで、定義してから見る」という構造がここでのミソである。事実を裸眼で見るのではなく、眼鏡（観 

念、ステレオタイプ）を通して見るのである」（p150）「事実がどのように見られるかを決定づけるのはこ 

のステレオタイプであり、世論なるものはこれと不可分である」（p151）。（実はこの次に出てくる「象徴」 

という概念をこの場合どう理解すればいいのか私には分からなかった。「ステレオタイプ」とどう違うのか、 

教えていただきたい）それはともかく「象徴の巧みな駆使と観念の操作によって世論は「作り出されるもの」 

に変化したのである。（中略）権威ある指導者による大衆の操作という構図が、ステレオタイプ化された民 

主主義論を突き破って顔を出し始めた」「市民の自発性に基づく自治が人間の尊厳の全てというそれまでの 

発想から自由になり、実現される政策が人間の尊厳にふさわしいかどうかが今や問題になる」（p154）これ 

は民主主義の修正である。「少数の公共政策に関わる人々がその主導権を握り、市民一般の関与は限定的な 

ものに変わっていく」（p157）。「「イエス」と応答し続けるものとしてしか、大衆は考慮の対象に入ってこ 

ない」（p160）実に冷徹な大衆社会論であり、ある種不気味ささえ感じる。ヒトラーの文章は敢えてここに 

は引用しないが、確かに一脈通じるものがある。 

 もう一人「古典的民主主義学説」に批判を加えたのが、経済学者のシュンペーターである。古典学説は「人 

民の意志を具現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」と規定するが、「シュンペーターによれば一義的に規定されるよう 

な公益なるものは存在しない」（p161～162）という。結局「政治過程においてお目にかかるのは、自然発 

生的な意志ではなく「作り出された意志」である」（p163）。シュンペーターがたどり着いたのは「具体的 

決定を行うべき人々を人民の第一義的な役割とし、人民の具体的決定との関わりを第二義的なものとすると 

いう転換であった」この転換の意味は①人民の意志や利益に貢献すると自称してきた他の政治システム（フ 

ァシズム、共産主義）と民主制との区別が可能になる。②リーダーシップの問題を自覚化する意味を持つ。 

③さまざまな集団的な意志は政治指導者を通して政治過程に入ることができると想定される。④リーダーシ 

ップを獲得するための競争である。⑤民主制と諸々の自由の存在との関係を明らかにしている。⑥政府を創 

設することの中にはその追放も含まれている。⑦論理的に多数決原理の承認を内包していることである、と 

いう（p164）。またシュンペーターによれば、政党とは「政治権力を得るために競争的闘争において協調し 

て行動することを目的にして集まった人々の集団」であり、民主制とはある意味で「政治家による支配」で 

ある（p166）。この民主制の成功のための条件として、①政治の人的素材が充分高い資質を持っていること。 

前述のように「自らを当然の天職として政治に従事する社会階層が存在すること」が唯一の有効な保証であ 

る。②有効な政治的決定を行うためには、その決定の範囲を自ずから制限する必要があること。③公共的な 

活動領域での目的達成のために、確固たる身分と伝統、強烈な義務観念と強烈な団体精神を持った、よく訓 

練された官僚のサービスを掌握すること。④民主主義的自制、の四つであった（p166～167）。 後に、彼 

は「民主制は「世情騒然たる時期」にはうまく機能しない。そういう局面においては古代以来そうであった 

ように、競争的なリーダーシップの体制から独占的なリーダーシップの体制へ移行することが予想される」 

と主張した（p167）。こうしたシュンペーターの議論は、「人民は「イエス」か「ノー」の選択という形で 
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政治に参加することになったが、広範な政治的自由の容認によって民主制の独自性を保存する意味を持って 

いた」（p168）と著者はいう。さらに、「何よりも大きく変化したのは（政党の）代表者の役割であった」「今 

や世論を「つくり出し」、競争的闘争を担う政治的リーダーになったのである」（p168）。 

 著者によれば、シュンペーターの定義は「自由主義的（民主制）モデルの出発点であり、このモデルが冷 

戦を経て現在に至るまで生き延びたのである。その基本は競争的闘争と選択という要素を民主制の 大の特 

徴として描き出した点」にある（p169）。 

 本書の 後にトクヴィルの『アメリカのデモクラシー』が取り上げられる。トクヴィルはデモクラシーを 

「境遇の平等化」という広い社会的状況として捉えた。「平等化は誰でも外部の権威を否定し、自らの判断 

のみを基準と考えるようになるだけでなく、財産と富をほとんど唯一・ 大の関心の対象とする世界を生み 

出す」（p182）。トクヴィルはここから「個人主義」という人間類型を導き出す。「個人主義」はいわばマイ 

ナス・イメージで語られ、市民を同胞から孤立させ公共の徳の源泉を涸らして、 後には利己主義に帰着す 

るとされる。一方で、平等化は「中央権力が市民全員を単独で率いる全能性」の観念をも生み出し、新しい 

タイプの専制（despotism）の可能性を生じさせる。「それは穏やかであり、人々を苦しめることなく堕落さ 

せるタイプのものである」「そこで登場する政治的指導者は暴君というよりも「後見人」のようなものであ 

る」（p185）。「問題の根源は「個人主義」とそこに漲るアパシーであった。アメリカの民主制はまさにこの 

点での取組みにおいて模範となるべき成果をあげた」「市民たちは互いに協力し合うことを通して恒久的に 

その相互依存関係を自覚する」「私益と公益とが交錯する具体的な場での政治参加は も有効な手段を提供 

する」（ｐ188）。こうした市民相互の協力関係をトクヴィルは「正しく理解された自己利益」と呼んだ。「こ 

の教説に実態を与えるのは自由の制度、政治的権利の頻繁な行使である。こうした活動は市民一人一人に自 

分が社会で生きているという事実を思い出させる。そして、同輩市民の役に立つことは人間の義務であると 

ともに、自分の利益になるという考えを定着させる」のである（p189～190）。著者は、トクヴィルの考察 

を日本に当てはめてみる。「かつてバブル崩壊以前の「日本株式会社」と呼ばれていた時代」は「社会的な 

出来事に対する積極的な関心は国際的にみても 低水準にあり、「見て見ぬふり」の「個人主義」ばかりが 

大量発生した。そこでは未曾有の豊かさの中で物質的な安楽の執拗な追求と政治的・社会的無力感（行動力 

の欠如）とがきれいに同居していた」「政治は「安心・安全・安定」をスローガンとし、国民のほとんどが 

「中の中」に属すると考え、平等化はほとんどその完成に近づいたように見えた」（p190～191）。 

 バブルの崩壊は「ジャパン・アズ・ナンバーワン」という神話をも崩壊させた。著者は「有権者から白紙 

委任を当然の前提にした、官僚制と一体になったインサイダーによる政治しか構想できない政治化集団がな 

お牢固として存在している」「現代において民主制を「政治家による支配」と読み替えるためには、政党や 

政治家がどれほどの変革が必要かについて十分な緊張感を期待することは難しい」（p173）と批判しつつ、 

1990 年代以降、「新しい政治への予兆」も現れてきたとしている。そして「市民社会論や公共哲学論など、 

政治理論は政府（権力）と市場という二つの大概念との対比による社会という概念の復活・活性化に向けて 

緩やかに動いている。この三つの間の緊張感ある、刺激的な関係を形成することが人間の今後の生き方の基 

本でもある」「二十一世紀がどのような三者のバランスの類型を生み出すのか、これが目下の政策競争の課 

題である。それへの参画なしには（中略）未来は展望できない」（p197～198）として本章を終えている。 

 

〔まとめ〕 

 ８月の総選挙で民主党が圧勝し、政権交代が実現した。著者はその“産婆役”と自認しているのかもしれ 
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ない。本書は飯尾潤の『日本の統治構造』と“二人三脚”の本である。冒頭に述べた通年国会の提言をまと 

めた小委員会のメンバーに飯尾氏もしっかり入っている。民主党は選挙の前から飯尾氏の造語（？）である 

「官僚内閣制」の打破を盛んに言っていた。 

私は著者の本を読むのは今回が初めてで、予備知識もほとんどなかった。丸山眞男を手厚く取り上げてい 

るので、 も若い丸山の直系かと思っていたがそうではなかった。直接的な丸山批判は見られない。しかし、 

「政治的統合」にしても「政治的リアリズム」にしても、実は丸山の「精神」の換骨奪胎というか読み替え 

ではないかと思う。例えば「軍国支配者の精神形態」について、「丸山のこの論文では「本当にデモクラチ 

ックな権力」の下での政治的統合の可能性は示唆されているが、この二つの関係は一体的なものとしてとら 

え得るものであろうか」「丸山が期待した（かのように見える）民主制と政治的統合・指導性との結びつき 

にここでは大いにこだわりたいのである」（p8）と述べているあたりが伏線になっている。著者は結局のと 

ころ「極端な指導者民主制を唱道するつもりはないし、追随者の「魂を奪う」ことが好ましいというのでは 

ないが」（p212）といいつつ、年来の主張である「大統領（制）」的リーダーによる政治的統合論を展開した 

のである。それは私に言わせれば「統合」より「統治（governmennt）」に近い。そのことは本書の理論展開 

の中心として丸山でもウェーバーでもなく、リップマンとシュンペーターに依拠していることからも推測さ 

れる。二人ともウェーバーと重なる時代を生きたジャーナリストと経済学者である。私は何故一世紀近くも 

前の理論を引っ張り出してきたのか、疑問でならなかった。トクヴィルとなるとさらに時代を遡る（なお、 

トクヴィルの本書における位置付けは、“免罪符”という印象が強い）。古いのが悪いというのではない。「第 

二次世界大戦」「ヴェトナム戦争」「ソヴィエト崩壊」「９．11」「イラク戦争」を経て、「民主制」も「政治 

的統合」も根本的な見直しを迫られているはずである。 新の研究を踏まえたうえで、なお自分はリップマ 

ンとシュンペーターを採るというのであれば納得もいくのであるが、著者の学説を論拠づけるために２人を 

クローズアップさせたのではないかというのが、私の受け止め方である。 

 本書に一貫して流れているのは、人民・大衆に対する蔑視、といって言い過ぎであればシニシズムである。 

市民も政治参加も自治も異議申し立ても申し訳程度にしか出てこない。「政治の直接の担い手でない、それ 

を「視る」多くの人々」（p22）という表現が著者の政治観を端的に物語っている。私自身はこうした「統治 

者、被統治者二分論」には従えない。今風に言えば徹底して“上から目線”の議論である。通年国会にから 

んで、何気なさそうに「憲法改正」まで言及している（ｐ233）。著者のスタンスはいずこにありや。 

 著者が実質的に唱道している「「大統領（制）」的リーダーシップに基づく民主制」と「政治的統合」なる 

ものが、果たして日本の政治に適合的であるかの検証も見られない。「政党間競争」と「大統領（制）的リ 

ーダーシップ」の関係もよく分からない。著者がブレーンとなって民主党政権が本書のような「政治的統合」 

を追求するならば、そこには寒々とした風景しか目に浮かばないのである。 

 著者は「東京大学総長」であった。「総長」は英語で「president」であるし、「governor」にも学校の長 

という意味がある。る。いずれにしても政治に親和性の強い名称である。私が本書から嗅ぎ取る著者の「統 

治（governmennt）」への親近感も「組織の経営者の経歴」から来ているのかもしれない。『日本の統治構造』 

を読んだ時も話題になった“東大政治学”のエリート主義を本書にも強く感じたのが、偽らざる感想である。 

新聞の書評欄で苅部直が本書を褒めていた。彼もまた東大教授である。思い起こせば安倍政権の時であった 

か、ＮＨＫで不祥事が相次いだ際、著者は「ＮＨＫ会長」の候補と噂された人物であった。嘆息。 

 結論、本書で描かれているのは「政治の精神」ではない。精 「々政治的統合を志す者の心得」に過ぎない。

これはあまりに酷評であろうか？ 


