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司会：倉重篤郎・企画委員（毎日新聞論説委員

長） きょうは、いま話題の書『中国化する日本』

の著者である與那覇潤さんに来ていただきました。 

まず與那覇さんの若干の略歴を説明させていた

だきます。1979 年（昭和 54 年）のお生まれで、

まだ32歳です。東大の教養学部超域文化科学科卒。

同大の総合文化研究科地域文化研究専攻博士課程

単位取得満期退学となっています。単位を取得し

たけど、退学。その後博士号を取得。 

それから日本学術振興会特別研究委員等を経て、

現在、愛知県立大学の日本文化学部歴史文化学科

の准教授でおられます。著者にはほかに『翻訳の

政治学－近代東アジア世界の形成と日琉関係の変

容』『帝国の残影－兵士・小津安二郎の昭和史』と

いったものがございます。 

この日琉関係の変容ということで、私、お名前

からして、もしかしたら沖縄ご出身なのかなと思

いまして、先ほどお聞きしましたら、曾祖父のこ

ろに沖縄をもう出られて、ご本人は横浜生まれ、

東京育ちということだそうでございます。 

映画の話がよく出てきますけれども、これもま

たこの本の魅力なのかなと思います。 

では、早速、與那覇さんにお話をいただきます。

では、よろしくお願いします。 

「西洋化」という物語を捨てる 

與那覇潤・愛知県立大学准教授 本日はお招き

くださいましてありがとうございます。 

この「中国化」というタイトルのために、誤解

も含めて多少の反響を呼びましたものですから、

本日はこのような場所においてお話しさせていた

だいているわけでございますが、私のいう『中国

化する日本』の「中国化」というのは、いわゆる

日本が中国に支配されるとか、中国に領有される

とか、そういったたぐいのニュアンスではござい

ません。私のいう「中国化」とは、歴史の進歩と

して、例えば我々は、「近代以降、日本は西洋化し

た」という言い方をしたことがございました。こ

れと同じような意味で、私のいう「中国化」は、

いわば「西洋化」との対比において使われている

と、このように理解をしていただければ幸いでご

ざいます。 

日本は西洋化に成功したが、中国は失敗した。

明治維新以来、日本人のナショナル・プライドを

支えてきたのは、このような歴史認識でありまし

た。やや韜晦な表現を用いますれば、それが近代

日本というものを成り立たせてきた大きな物語で

あった。我々日本人は近代に西洋化を達成したの

で先進国入りし、逆に中国をはじめとするほかの

アジア諸国は西洋化に成功しなかったためにそれ

に乗り遅れてきた。このようなストーリー、物語

というものが、私たち近代日本人のアイデンティ

ティを支えてきたということもできるのではない

でしょうか。 

しかし、私たちはいまや、そのような物語を捨

てざるを得ない局面に差しかかりつつある。その

ように考えるわけでございます。 

その理由の 1 つは、いうまでもなく、いわゆる

中国の台頭と呼ばれる現象であります。単に資本

主義の成功や経済発展のみを西洋化の指標とする

のであれば、いまや私たちは、「中国も西洋化に成

功した」といわなければなりません。もちろん、

日本においてそのような言い方は支持を集めない

でしょう。多くの日本人が、西洋化とは単に経済

成長率の問題ではないはずだと。市民の自由であ

るとか、民主主義の実現といった政治体制の問題

こそがより重要な西洋化の内実である、このよう

に感じるのではないかと思います。 

しかし、私は、そこで問いかけたいと思うので

あります。それでは私たち日本人は、そのような

意味での内実を伴った西洋化というものを、これ

まで達成してきたのでありましょうか。中国では

なく、日本だけが西洋化に成功してきたと、いま

も自信を持っていえるほどに、単なる経済的な豊

かさにとどまらない、成熟した民主主義の価値と

いうものを私たちは手にしているといえるのであ

りましょうか。 

例えば西洋化に不可欠な特徴の 1 つに、いわゆ

る議会制民主主義というものがございます。日本

は戦前の明治憲法下におきましても、一応は国民

の選挙によって議員が選出される議会──衆議院

に限られましたが──を設け、特に現行の日本国

憲法下におきましては明確に議院内閣制を規定し

ております。有権者の投票によって選ばれた代議

士が、議会において首班指名を行うことで、民意

を付託された内閣が成立する。しかし、まさにい

ま、多くの日本国民によってその正当性が疑われ

ているのが、この議会政治という存在であります。 

先日、議院内閣制に基づき選出された野田佳彦

首相が大飯原発の再稼働を認める判断をしたこと

に抗議して、万を持って数える多数の市民が毎週

金曜日、官邸前に集まっていると聞いております。

彼らは、現行の議会制民主主義というものが正し

く民意を反映しておらず、むしろ議会を通じて選

ばれた首相の決定などとは正反対の主張こそが民
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意であると切実に感じ、主張しているのでありま

す。再稼働の賛否に関しましては、メディア各社

の世論調査においても類似の傾向は確かに出てお

りますから、その感情自体は必ずしも一部のもの

ではないのであります。 

このような場合、これまではむしろ、そのこと

を西洋的な民主化の「不徹底」として論ずるのが

通例でありました。いわば私たちは西洋化の途上

にあるが、いまだその完全な実現をみていないだ

けなのであり、より一層の民主化を進めていけば、

必ずや西洋諸国と同様の十全な民主主義が実現し

ていく、民意が議院内閣制を通じて実現していく

ようになるであろうと。 

現代は民主主義の過剰では？ 

しかし、そのような希望はいまもまだあるとい

うことができるのでしょうか。むしろ私たちが直

面しつつあるのは、不完全な民主主義のために民

意が抑圧されるという、古典的な民主化の不足と

いう現象というよりも、むしろ西洋的な議会政治

という枠組みにはおさまりきらないほどに、妥当

な代表者を見いだし得ない民意が、明確な形を持

たないまま、ただ加熱していくという、いわば民

主化の不足ではなく「過剰」という問題に直面し

ているのではないでしょうか。 

私がいう中国化というのは、例えば、まさにそ

のような状況を指し示す概念としても用いられて

いるものであります。本日はそのことについてお

話しさせていただければと考える次第であります。 

民意を政治に反映させるために、果たして本当

に議会というものは必要なのでありましょうか。

むしろ議会や政党のような媒介物は、民意の直接

的な政治への反映を妨げる存在ではないでしょう

か。これは、まさに西洋の民主主義の内部におい

ても繰り返し問われてきた問いでありました。 

しばしば名前が挙がるのは、両大戦間期のドイ

ツの哲学者カール・シュミットであります。その

著述というのは、ワイマール共和国の議会政治が、

既成政党が国民の信望を失う中で凋落し、ナチズ

ムにその座を明け渡すことになる歴史の不気味な

前兆でもあったのであります。 

今日の日本でも、議会というものをもはや自ら

の代表とは信頼し得ない、そのように感じている

人々が、例えば原子力発電の問題、これに関して

国民投票のような、より直接に民意を政治的決定

に反映させることができる制度を求めております。

私はそのような人々の善意と真摯さを疑うもので

はありません。また、そこからナチズムのような

体制が生まれるなどと主張するものでもありませ

ん。 

しかし、私が懸念するのは、このように間接民

主制への不満から、直接民主制を待望する人々の

一部にみられる、2つの傾向であります。 

1 つは、代議士や、政治家や、政党や、議会と

いった、個々の有権者と 終的な決定の間に挟ま

る媒介物を、いわば民意の中間搾取者として忌避

し、ある種の媒介なき政治、媒介者のいない政治

こそを理想とする傾きであります。 

いま1つは、例えば脱原発や再稼働反対という、

結論はすでに自明のものであり、国民の間ではも

う結論は出ているのだというような形で、すでに

定まった唯一の正解から議論を出発させて、政治

というプロセスを単にそのような既存の回答の実

現手段としてのみ捉える発想であります。 

この 2 つは表裏一体であるというふうに私は考

えます。西洋的な議会制民主主義において、民意

と決定との間に媒介者が入るのはなぜでありまし

ょうか。それは、結論が自明ではないからであり

ます。少なくとも自明ではないという感覚が存在

するからであります。先ほどの話題で申せば、例

えば脱原発といっても、何カ年をかけて行うのか。

代替の発電手段として何を、いかなる割合で選ぶ

のか。それらに関して無数の選択肢があり、それ

との関係において、例えば今夏の再稼働の可否と

いうものも、また結論が異なってくるはずであり

ます。回答がわかっていないからこそ合議、話し

合いの必要があり、そして可能な限りで多様な立

場、複数の価値観の持ち主をその議論の土俵に乗

せるために、例えば政党のような中間団体が媒介

として求められるのであります。 

これに対し、正しい価値観というものはすでに

1 つに定まっており、あとは民意の名のもとにそ

れを迅速に、速やかに執行することのみが求めら

れるのだという発想に立つのであれば、確かに民

意と結論との間の媒介者は少なければ少ないほど

よいということになります。政党に関していえば、

正しい政策を実行する正しい政党というものが 1

つあればよい。いや、極言すれば、何が正しい政

策であるかを見分ける識見を持つ正しい統治者と

いう存在がただ 1人存在してくれれば、残りは彼

の方針に忠実に従う行政官僚のみがいればよいの

であって、党という形をとる必要さえない。ある

いは政党によって構成される立法府、議会という

ものさえ設ける必要はないということになるので

あります。 

そのような目で眺めたとき、例えば今日の中国
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を特徴づける一党制というものもまた、単純に民

主主義の欠如としてのみ論ずることができないと

いうことがみえてまいります。むしろ、それは価

値の多元性というものに立脚した、西洋の議会制

民主主義とはまた別の、いわば「中国的な民主主

義」とでもいうべきものの形であり、民主化の不

足というよりも、過剰の産物であるのかもしれな

い。そして私には、この隣国の体制というのは、

例えばマルクス-レーニン主義のような、ヨーロッ

パ起源の思想の産物ではなく、むしろ西洋化以前

から存在した、中国の皇帝専制の伝統を受け継ぐ

後継者であるように思われるのであります。 

宋朝における「選挙」と今日のポピュリズム 

西洋化というものを尺度として歴史を眺めた場

合、中国という国はしばしば遅れた国であると位

置づけられがちであります。しかしながら、実は

中国は人類史上初めて身分制というものを廃止し

たという点においては先進国でありました。いま

より 1,000 年以上前の西暦 960 年、日本史でいえ

ば平安時代の末期に誕生した宋という王朝のもと

で、皇帝以外の世襲制というものは全廃されたの

であります。「科挙」と呼ばれる官吏登用の全面化

によって、皇帝が政治の担い手を直接試験で採用

するという形態をとったことによって、それまで

政治を担当してきた貴族という中間勢力は中国に

おいて滅亡することになりました。 

そして、かつて東洋史学の泰斗であった宮崎市

定が述べたところによれば、今日では我々が議会

の代議士を選ぶ投票という意味で用いている「選

挙」という言葉もまた、本来はこの科挙の実施を

指すものであったのであります。 

この科挙の体制化というものを、一般にはメリ

トクラシー、実力主義の成立というふうに解釈を

いたします。しかし、私はここで、西洋において

は近代以降に、いわば中国から数百年以上遅れて

成立した、今日我々が想定するようないわゆる実

力主義を思い浮かべると、その位置づけを誤るの

ではないかと考えます。 

中国の科挙というものは、単に実務に必要な能

力を具体的に問うというものではなく、むしろ儒

教の経典をいかにそらんじているか、儒教的な道

徳観に基づいていかに正しい価値観にのっとった

作文が書けるか、ということを競わせるものであ

りました。つまり、一種の思想試験でもあり、そ

こでは能力というよりも個々人の道徳、人格こそ

が問われた、そのような形になっていたのであり

ます。 

つまり、社会的に正しいとされる価値観が儒教

思想、より厳密には南宋の時代に集大成される朱

子学という形で 1つに固定され、その価値基準を

十全に満たすものが政治の担い手として試験で選

抜される。したがって、当然この選抜権を握る皇

帝という存在は、唯一無二の絶大な権力集中を達

成し、その前では全員が平等に、宮崎市定のいう

ところの選挙、科挙受験の資格を得るという政治

体制。 

この宋朝以降の中国で成立した政治体制のこと

を、漢語では、1 人の君主の前では全員が対等の

存在であるという意味で「一君万民」と申すこと

があります。そして君主は当然ながら、あらかじ

め正しいとされている道徳観にのっとって政治を

運営することが期待されておりますので、この体

制こそはある意味で正さを望む民意が もストレ

ートに、君主という「ただ 1人の媒介者」のみを

通じて政策決定に反映することになる。これがい

わば「中国的な民主化」の形だったのであります。 

西洋・ヨーロッパとは異なり、議会ではなく科

挙、思想の複数性ではなく唯一性、政教分離では

なく、むしろ政治と道徳の一致。合議、話し合い

ではなく、専制による民意の具現化。もしそれを

民主主義と呼ぶことがためらわれるのであれば、

私は徳治主義、徳によって治める主義と命名する

のがよかろうと考えております。 

そしてそれは議会政治や既成政党が民意を反映

しないことに怨嗟の声を上げている、今日の幾多

の日本人が待望している政治のあり方とも、実は

意外なほど近いのではないかというふうに思われ

るのであります。 

例えば昨今の日本政治について、ポピュリズム

ということがいわれております。かつての政治家

であれば、国政における小泉純一郎さんであり、

現役の政治家の方であれば東京都の石原慎太郎さ

ん、大阪府・大阪市の橋下徹さん、名古屋市の河

村たかしさんなどの名前が挙がることがしばしば

でありますが、彼らに共通するのは、1 つには政

治が人格化されていることであります。“政策の方

向性が同じ別の人”ではだめでありまして、小泉

さん、橋下さんという固有の人格による政治でな

ければ意味を持たないのであります。 

もう 1 つは、既成政党に対する不信や、特に地

方の議会の形骸化を背景として、いわば民意と政

治的決定のあいだの「 小限の媒介者」として彼

らが登場したという背景であります。 

小泉氏の場合は、旧来の自民党の派閥システム

という、国民の目からみて不透明な媒介者を排除
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して、ある種の疑似直接民主主義的な形で自民党

総裁選に勝利したことが、その権力の源泉となっ

たのであります。 

橋下氏や河村氏の場合は、まず知事や市長とい

った首長選挙に勝利して、1 人しかいないトップ

というポジションを手にし、しかる後に個人政党

を結成して、議会選挙に支持する候補を送り込む

というスタイルを発明されたわけであります。 

新党をつくってから行政の長をねらうのではな

く、逆に頂点を掌握してから新党をつくるという

発想の逆転が画期的だったのでありまして、近日

では石原氏もその後を追おうとされているようで

あります。 

そしてポピュリストと呼ばれる政治家は例外な

く、対立意見の持ち主に対して非妥協的な政治姿

勢を貫きます。この点が、高い支持率にもかかわ

らず、彼らの政治が常に賛否両論を呼ぶゆえんで

ありますが、私にいわせれば、それは必然であり

ます。 

政治の停滞と昏迷の理由は何か？ 

政党や議会によって間に入られることなく、可

能な限り直接に民意を政治的決定に反映したい。

民意と政治との中間に入る媒介者は、少なければ

少ないほど望ましいという発想に基づき、 小限、

たった 1人だけの媒介者として彼らは期待されて

いる以上、複数の媒介者がいるからこそ可能にな

る多様な意見のすり合わせという民主主義の側面

は後退せざるを得ないのであります。自らの人格

と一体化させた「正しい民意」というものを、妥

協を排除して忠実にアウトプットするという形で

振る舞い続けない限り、彼ら自身が自らの政治的

な正統性を維持し続けられない、そのような構造

になっているのであります。 

このような形への日本政治の構造変容を、私は

“日本社会の中国化”と呼んでいるのであります。

議会政治であるとか複数政党制という、西洋化し

た民主主義の特徴をすべてスキップして、むしろ

中国の徳治主義に典型的であった、唯一の正しい

結論、価値観を統治者と共有することによって、

民意が実現されたという実感を味わいたい。この

ような欲求が着実にいま、切実さを伴ってこの国

に広がっていると考えるのであります。 

おそらく、そこには前世紀末以来、一貫してこ

の国が追求してきた政権交代可能な二大政党制と

いうものが実現したにもかかわらず、満足な成果

を上げなかったことへの失望があるのでしょう。

55 年体制のいわゆる自民党一党支配のもとでは、

日本の民主主義は西洋に比して不徹底なものであ

り、欧米諸国と同様の政権交代のある形に「西洋

化」すれば、必ずや政治は機能するはずだ、とい

う希望を持つことが可能でありました。 

しかし、その意味での西洋化を達成したはずの

現今の民主党政権に対する国民の落胆、失望とと

もに、西洋化がやがてすべてを解決してくれると

いう近代の物語もまた、その信頼性を失ったので

あります。 

しかし、ここで再度、私たちは初発の問いに立

ち戻る必要があろうと思います。確かに私たちは

戦前から数えれば1世紀以上、戦後に限っても60

年を超す議会政治の経験を持ち、近年にはついに

選挙を通じた政権交代をも体験した。それにもか

かわらず生じている政治の停滞と混迷に私たちは

いら立っているのでありますが、しかし、そもそ

も、私たちがこの国で運営してきた民主主義は、

本当に西洋化の名に値するものだったのでありま

しょうか。 

繰り返しになりますが、単に政治の担い手が民

衆に開かれて選抜されるという意味での民主化で

あれば、本来の意味での選挙、すなわち科挙とい

う形で中国においても達成されていたのでありま

す。社会通念を私が代表しているのだと称する統

治者の手で、民意が執行されたと人々に感じさせ

る、という意味での民主化もまた、徳治主義とい

う形でも実行することが十分に可能であります。 

それでは中国化とは異なる意味での西洋化、西

洋的な民主主義の真髄というものはいずこに存す

るのでありましょうか。逆説的に聞こえるかもし

れませんが、実はそれは民主化にむしろ一定の歯

どめをかけること、より正確にいえば、民主的に

選出された行政権力に対して、民意の名において

もなし得ないことの範囲を明確に定めていること

にあるのであります。そのことを私たちは基本的

人権といい、法の支配といい、政治的自由主義と

呼んでいる。これら民主主義を限界づける要素こ

そが、中国化ではなく、西洋化によってしかもた

らされない存在であったと考えるべきだと思うの

であります。 

「西洋化」と「中国化」の相違点 

基本的人権とは、その定義上、民意によっても

剥奪されない個々人の権利を指すものであります。

法の支配とは、民主的に選ばれた為政者に対して

も、統治を行うに当たっては法に従わなければな

らない、そのような拘束を課すものであり、それ

こそが三権の分立が必要とされるゆえんでありま
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す。政治的自由主義とは、民意の大勢に反するも

のであっても、決してその発言権を奪われること

はない。意見の多様性、思想の多元性を保障する

政治体制を指しております。 

そして重要なのは、ヨーロッパはこのような西

洋的な民主主義の美点というものを、中国に対す

る発展の「遅れ」によって獲得したという史実で

あります。歴史上、中国のような巨大な大陸が長

期にわたっておおむね 1 つの王朝に統一されてき

たのに対し、それよりもはるかに狭く小さなヨー

ロッパは、封建諸侯の分裂状態に置かれてきまし

た。つまり、国家統合の進展という面で、中国と

は比べ物にならないほど遅れ、さきにも述べたと

おり、身分制というものが中国では宋の時代に廃

止されましたが、ヨーロッパでは近代の直前に至

るまで残り続けたのであります。 

しかし、そうであるがゆえにこそ、例えば王に

よる恣意的収奪を拒む貴族の所領に対する財産権

が、やがては庶民をも含む基本的人権の礎となり

ました。世俗の王権が複数に分裂し、さらにロー

マ教皇という宗教権力が別個に存在したため、教

会法が国家権力にも侵し得ないルールとして機能

したことが、法の支配の起源の 1つとされており

ます。 

そしてカトリックとプロテスタントの宗教戦争

が痛み分けに終わったことが、政教分離という、

政治に特定の宗教や道徳観を唯一のものとして持

ち込むことを回避し、多様な価値観の併存を前提

とする態度をはぐくむことになり、それがやがて

政治的な自由主義へとつながってゆきました。い

わば、ヨーロッパにおいては聖と俗の領域が分裂

していた上に、各地の王や封建諸侯といった雑多

な媒介者が数多く存在していたがゆえにこそ、西

洋的な民主主義の個性というものは養われたので

あります。 

これに対して、中国の場合は、国家の全領域が

早期に統一されたばかりか、世俗権力とは別個の

宗教的権力というものには乏しく、むしろ皇帝が

儒教の理念を体現するものとして科挙を主宰する

ことで、政治的権力と道徳的権威が完全に一致し

てしまう、そのような体制をとったわけでありま

す。その下で選挙、科挙を通じて民意と皇帝とが

一君万民的に無媒介の結合を遂げた結果、封建貴

族は絶滅され、さらには科挙で選抜された行政官

が司法官をも兼ねるという形をとったために、三

権の分立も中国では成立しなかったのであります。 

この意味において、今日も続く中国の政治的な

不自由というものは、西洋的な形での民主化の遅

れや不足に由来するというよりも、むしろ前近代

においては 高度に「進んだ」国家統合を達成し

たことから来る、一種の民主化の過剰に淵源する

ということがいえるのであります。 

そして、そのことは私たちにとっても対岸の火

事ではないというふうに私は考えます。なぜなら、

近代になって西洋から議会政治を導入する以前の、

私たちの国の成り立ちもまた、当然ながら遠く離

れたヨーロッパの歴史よりも、はるかに近い中国

の社会から多くの影響を受けており、そのことは

今日に至るまで我が国の民主政治に影を落として

いるからであります。 

例えば、この国が早くも西洋化したはずの二大

政党制に飽きつつあること。それは私たちが、政

治とは本来、相異なる複数の意見の調整の場であ

るという感覚、政治的な自由主義の感覚を知らず、

むしろ常に片方のみが正しい、唯一の民意の代表

者であると思い込み、熟議や妥協というよりも、

相互の中傷非難合戦としてしか政党政治を運営で

きなかったことに起因するのではないでしょうか。 

事実、戦前の日本においても擬似的な形であれ

存在していた、立憲政友会と立憲民政党の二大政

党制というものは、そのような形で崩壊したので

あります。 

あるいは先日、国会議員の方が大衆の民意を背

景にして、家族に対する生活保護の受給が非難を

浴びていたタレントのプライバシーに介入し、謝

罪と返金とを実質的に強要するという事例がござ

いました。 

本来、法治国家においては、人は道徳によって

ではなく、法によってのみ裁かれるべきであり、

本人が社会福祉事務所と合意して行っていた事案

であったにもかかわらず、司直ではなく、政治家

の手によって、一種の公開裁判が行われる形とな

ったのであります。遺憾ながら、現時点でのメデ

ィアの皆様も、そのような政治の劇場化、特に道

徳感情によって民意が動かされるという政治のシ

ョーアップの一翼を担われているように、私には

思われるのであります。 

もしくは、目下、国民の現在の 大の関心事と

もいうべき原子力行政の問題。これもまた国会に

おける立法を通じた原発の停止ないし再稼働が行

われているというよりも、もっぱら道徳的に訴え

かける民意の風、空気に左右されて、行政指導の

形で原発を止めたり、動かしたりが繰り返される

状況にあるように思われます。原子力に反対され

る方々も、かつてのように行政訴訟を通じて司法

の判断を仰ぐことが待てなくなり、行政府に対す
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るデモンストレーションという直接行動に訴える

ことで、民意と政治の一体化を目指す傾きがある

ように私には感じられるのであります。 

原子力の問題、そして社会保障とそれを支える

国家財政の問題、喫緊の課題が目前にあるにもか

かわらず政治の停滞がいわれ、議会が空転して国

政が機能しない中で、多くの国民がいら立ちを感

じております。 

日本型民主主義の限界 

しかしながら、それは果たして本当に西洋的な

意味での民主主義の限界と呼ぶべき事態なのであ

りましょうか。もし、そうであるとすれば、かわ

りの選択肢として、中国的な徳治主義の政治体制

が浮上することも不自然ではございません。しか

し、私はその一歩手前で、そもそも本当に我が国

が西洋化というものを達成してきたのか、現在こ

の国で限界に突き当たっているのは、民主主義一

般というよりも、ないしは西洋的な民主主義とい

うよりも、むしろ「日本の」民主主義であるので

はないか、という問いを真摯に考え直すことが、

いま求められるのではないかと考えているのであ

ります。 

皆様もご存じのとおり、今日の国政において議

会政治が機能しないゆえんは、端的には衆参両院

において多数派が食い違う、いわゆるねじれ国会

に求められます。しかし、それこそ西洋の大統領

制をとる国におきましては、大統領の所属政党と

議会の多数党とが食い違うことは必ずしも珍しく

ありません。むしろ、私たちは今日の政治の停滞

の起源を、1 つには、第二院である参議院に強い

拒否権を持たせ過ぎているという制度設計の問題。

そしてもう 1 つには、意見の異なる対立党派同士

が互いに歩み寄り、相互に妥協し合うすべを知ら

ないという、自由主義の未成熟の問題として、よ

り深く考えなければならないと思うのであります。 

実は、議会政治の運営が拒否権の行使によって

こそ特徴づけられるというのは、単に直近のねじ

れ国会に始まるのではなく、戦前以来のこの国の

伝統であります。そもそも明治憲法は、超然主義

と呼ばれる、議会の多数党とは無関係に元老によ

って内閣が指名され、構成されるという仕組みを

原則としておりましたから、明治憲法下における

議会の仕事は、第一義的には、政府が提出する法

案のうち、民間の道徳感情に沿わないものをつぶ

して、つまり法案成立に対する拒否権の行使をす

ることで、政府に民意の風、空気を読ませること

にありました。 

戦後の現行憲法においては議院内閣制が規定さ

れ、総理大臣は少なくとも衆議院の多数党に支持

されて指名されることになりますが、いわゆる55

年体制とは、自民党＝保守政党が常に過半数の議

席を握り、政権独占権を得るかわりに、そのバー

ターで、社会党を初めとした革新政党が 3 分の 1

の議席を堅持して、改憲拒否権、憲法改正に対す

る拒否権を約束されるという仕組みで動いてきた

のであります。いわゆる万年野党とは、拒否権の

行使のみに存在意義を有する政党の意義であった

わけであります。 

着目すべきは、通常の法案審議に対してもその

ような野党の拒否権というものを機能させてきた

背景として、当時、万年与党と呼ばれておりまし

た自民党の内部にも類似のメカニズムが存在して

いたことであります。1 つの選挙区から複数の自

民党候補が出馬し当選する中選挙区制の制度のも

とで、1 つの政党の内部に派閥と呼ばれる複数の

集団が併存したことが、いわゆる与党内野党、党

総裁に対する牽制勢力としての非主流派派閥の存

在を続けさせてきたわけであります。 

このような党の内外からの抑止力によって、民

意に逆らう、もしくは民意が割れるような法案を、

いわゆる強行採決によって成立させることが、55

年体制下では恒久与党であるはずの自民党にも困

難とされてきたのであります。 

さらにこの同一政党の候補が同一選挙区で争う

中選挙区制というものは、著しく立候補者を、党

の代表というよりも、地域の代表、地元の代表と

して機能させる効果を有しておりました。その結

果として、自民党という巨大な利益誘導システム

の内部においても、例えば農村部を切り捨てて、

都市部のみが発展するような政策は許さないとい

う形で、全国の地域代表が地元の不利益となる政

治行為に対しては拒否権を保有し、代償措置とし

ての見返り、例えば公共事業であるとか、補助金

であるとかを要求することが可能になっていた。

いわば、与野党を巻き込んだ「拒否権の相互持ち

合い」によって、特定の地域が成長から切り捨て

られたり、また特定の思想信条の持ち主がそれに

よって不利益を被ったりするような、いわゆる多

数者の専制と呼ばれる現象をそれなりに抑制して

きた。それが戦後民主主義と呼ばれるものの達成

であったのであります。 

しかしながら、これは相異なる立場の存在を互

いに承認し認め合い、相互に敬意を持って議論の

テーブルにつくことが慣習化されたというよりも、

しばしば単に、拒否権を相手に行使されるとあら

ゆることが進まないので、渋々ながら相手に譲る、
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そういうストレスフルな関係というものを日本の

政治にもたらしました。この点が権力の所在の多

元性という点においては、西洋の自由主義に一見

類似しながら、その思想的な深みには到達し得な

かったと考えられるゆえんであります。 

結果として日本の戦後民主主義というものは、

本気で拒否権を行使し、一切の妥協を拒んだ場合

には、完全に意思決定がストップして政治が不可

能になってしまうというリスクと、逆に、何らか

の弾みでみずからの拒否権が奪われてしまえば、

その意見や人格というものが一切配慮されること

がなくなってしまうという、もう 1つのリスクを

元来抱え込んでいたというふうに考えるべきであ

ると、私は判断しているのであります。 

ルーツは江戸時代の社会構造に 

私見では、西洋の自由民主主義がその起源を中

世以来の伝統に持ち、中国の徳治主義ないしは一

君万民的な民主化というものが、宋という前近代

の王朝からの歴史を持つように、この拒否権の相

互持ち合いを 大の特色とする日本の民主主義も

また、そのルーツを前近代に持っていると考えら

れます。 

端的にいえば、それは江戸時代の我が国の政治

社会の構造に起因する。武士が政権独占権を保有

するかわりに、百姓が一揆という形で増税に対す

る拒否権を持ち、また各大名家の内部においても

権力は分権化され、何より江戸時代は日本全土が

統一権力の支配に完全に服したというよりも、藩

という地域ごとに割拠した政治体制というものが

採用されてきたからであります。 

しかし、江戸時代から今日に至るまで、地域代

表という形、地元の代表という形で政治に反映さ

れてきた多元性というものは、西洋社会が激しい

宗教対立ないしは階級対立と向き合う形でその尊

重をはぐくんできた、思想や価値観における異質

性というものをはらんだ多元性とはなってこなか

ったと考えられるのであります。むしろ、所在地

以外は内容的にほとんど異ならない、似たりよっ

たりの同質性を代表する集団が、単に地域ごとに

複数存在しているという状態に、江戸時代の藩ご

との政治も、あるいは地域代表を通じた戦前、戦

後の民主主義と呼ばれてきた政治も、とどまって

きたと考えられるのであります。 

その点に照らして考えるのであれば、拒否権に

縛られない専制君主のような存在を生まなかった

という点においては、日本の民主主義は中国化よ

りも西洋化の系譜のほうに近い。しかし、とはい

え異質なもの同士、根本的に異なるもの同士が互

いの差異を認めて共存し合うのではなくて、むし

ろ、あらかじめ均質な存在であること、同一の前

提を万民が共有していることを当然視して政治を

進めるという傾向においては、むしろ日本の江戸

時代は、西洋化よりも中国化のほうに接近しやす

いという側面を有していた。そのような特徴を今

日までの日本政治は持っていたと結論することが

できるのであります。 

冒頭に申し述べましたとおり、現在、そのよう

な日本型の民主主義というものは危機に瀕してお

ります。自民党による一党支配、自民党が衆参両

院でおおむね常に過半数を持ってきた、そのよう

な状況のもとで覆い隠されていた拒否権の相互全

面発動というリスクが、ねじれ国会という形で長

期にわたって顕在化する反面で、結果として何も

決めることのできない議会政治、間接民主主義に

対する憤懣が爆発し、異論を押し切ることのでき

る強力な指導者か、ないしは国民投票的な形での

直接民主主義的な政治への渇望が高まっている状

況にあります。 

しかし、それは投票の結果、敗者となった側、

拒否権を失った人々の側に対しては、極めて無慈

悲で覆しがたい決定を下してしまうというリスク

も伴うことになります。すなわち西洋化というよ

りも、中国化に近い方向での民意の実現、民主化

の過剰を生む恐れもなしとはしないのであります。

もはや、私たちは戦後長らく押さえ込まれてきた

2 つのリスクというものをあらわにしてしまった

日本型の民主主義というものに閉じこもることは

できないと考えます。 

しかし、そのことは同時に、日本はすでに西洋

化を達成しており、したがって直接的な民主化を

推し進めることによって、完全なる西洋型の民主

主義の実現を通じて問題を解決することができる

という、近代以来の、この国がナショナル・プラ

イドとして、よりどころとしてきた大きな物語の

終焉をも意味するのであります。 

「西洋化」か「中国化」の岐路に 

むしろ、私はこのように考えるのであります。

決してこれまで本質的な意味での西洋化というも

のをなし遂げてこなかった私たちの前には、いま、

岐路があるというふうに思います。いまこそ複数

性を持った意見、異質性を持った人々が、互いに

敬意というものを失うことなく討議のテーブルに

つくことができるような、西洋化への道を一から

歩むのか、それとも、すでに正解は、道徳感情と
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いう形で絶対唯一のものとして存在しているとい

う前提に立ち、そのように一元化された民意を速

やかに遂行するための手段としては、一切の妥協

を拒否する専制者への信託をも辞さないという、

中国化の流れにくみするのか。それこそが、いま、

歴史的な危機の中にあって、私たちが直面してい

る選択であるということを申しあげて、一歴史研

究者である私の問題提起とさせていただきたいと

存じます。 

ご清聴に感謝申しあげます。 

≪質疑応答≫ 

司会 「中国化」という新しい物差しを提示さ

れて、過去から現代政治までを非常に体系的に細

かく分析されたお話だと思います。非常に概念的

で、少しついていけないところも実はありました

けれども、1つ、2つ、私のほうからまず質問して、

皆さんに回したいと思います。 

中国化という、ほんとに、パッと割る切れ味の

いい分析のツールなのですけれども、これを発表

されて、所属されている歴史学会からの反響は、

従来の西洋化という分析になじんだ方々からの反

響はどんなものなのでございましょうか。 

 

與那覇 反響に関していうと、日本の歴史学と

いうのは、基本的には個別実証研究の厚さに強み

を持っておりまして、よくも悪くも私のように大

ざっぱ過ぎる議論というのは、学会の内部では行

われません。個人的に行う、例えば評論の形や個

人的な会話の中で行うことはあっても、学術論文

のような形で行うことには乏しい。ただ、何人か

の研究者の方が書評等の形で好意的に取りあげて

くださっているというのはございます。 

本書でも書きましたが、「中国化」という言葉自

体は私が勝手にいっているだけなのでありますが、

そのもとになっている、いわば日本が西洋化した

といわれているけれども、実は本当はそうではな

いのではないかという感覚であるとか、あるいは

明治維新以降に実現したことは、むしろ中国大陸

では昔から実現していたことに実は近い側面があ

るのではないのか、というのはある程度 近、歴

史学者の間でも共通了解になってきつつあること

でありますので、それを「中国化」という言葉で

表現するパフォーマンスがどうかという点はとも

かく、そこで描かれている歴史像に関しては、お

おむね好意を持って受けとめてくださっている方

もいらっしゃるのかなと感じております。 

司会 それと、宋という国ですが、我々、歴史

を勉強してきたのですけれども、ほとんど隋、唐

までの歴史から、今度は清朝ぐらいまで飛んでし

まうようなことが往々にしてあったのですが、こ

の国がそれだけの革命的な大きな変革を遂げた国

であって、その国を機軸にして世の中でずっとこ

ういうふうに回っているという、そういう物の考

え方というのは、どういう形で発想されたのでし

ょうか。 

 

與那覇 これは私の本でも引きましたが、中国

史というものを 1カ所で区切るとすればどこで区

切るかといえば、これは唐と宋の間で切れる。唐

までが古い中国であり、宋から先が新しい中国で、

ある意味、近代に入っても別に変わっていないの

だというような感覚は、これは戦前に内藤湖南と

いう、もともとジャーナリストでありまして、途

中から京都帝国大学の東洋史の教授になった人物

の学説であります。この内藤湖南の「唐宋変革論」

といったり、あるいは「宋代以降近世説」と呼ぶ

のですが、これ自体はいまも京都大学の系統の東

洋史研究においては基本的な視点とされていると

ころであります。自分の著述というのは、ある意

味でそれを、よりもっと平易に、わかりやすく書

いたということになるかと思います。 

 

司会 それと、一君万民的なシステムが、君が

非常に賢明であれば民は幸せになるのですが、そ

れはいわゆる朱子学というモラルに対して、君が

どれだけまっとうな意識を持っているかというこ

とによって決まってくると思うのです。それは民

主的に投票された人ではないので､それを正しい

君としてずっと維持し続けられるかどうか。いま

の中国をみても、ちょっとその辺は不安なのです

が、そのことについてはいかがですか。 

王朝交代による徳治の維持 

與那覇 おっしゃるとおりだと思います。ある

意味で、それゆえに中国では定期的に王朝交代が

起きてきたわけです。もうこの王朝は徳を失った

と感じられたら、革命によってかえる。逆にいう

と、そのような一君万民主義を採用していなかっ

たから、つまり中国とは別個のタイプの王権だっ

たからこそ、日本の天皇制というものは今日に至

るまで受け継がれてきた、というふうに理解する

ことが可能ではないかと思っております。 

 

司会 天皇が政治をしていなかったということ
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ですか。 

 

與那覇 そうですね、極めて単純にいえばそう

いうことになります。 

 

司会 権威の象徴としていたということですね。 

 

與那覇 権威と権力を分離して、権力の保有者

は、例えば幕府がつぶれたりするわけですが、権

威に徹したからこそ残ってくることができた。 

 

司会 もう 1 点ですが、これからの日本の岐路

として、一から西洋化の道を歩むのか、あるいは

自分たちに内在している中国化の選択をするのか、

ご本人としてはどちらか日本にとってよろしいと

思っておられますか。 

 

與那覇 個人の考えとしては、好ましいのは西

洋化の道であろうが、実現する蓋然性が高いのは

中国化の道であろうというのが私の観察でありま

す。一番の問題はしかし、中国化の道を進んでい

る日本人の方が、自分は西洋化しているのだと思

い込んでいるという事例が往々にしてございます。

それに対して警鐘を鳴らすのが、例えば歴史とい

う形で、1,000 年単位で現在起きている変化をと

らえている者の責務としてあるのではないか、と

いうのが私の認識であります。 

 

司会 この見立てというのは、中国サイドから

すると、好感を得るといいますか、向こうからみ

たらありがたい 1つの歴史観だと思うのですけれ

ども、何か中国側から伝わってくるものはござい

ますか。 

 

與那覇 いくつか、中国語の新聞でありますと

か、あるいは雑誌みたいなところで紹介記事が載

ったようであることと、知人が書いてくださった

ものもあります。あとは、一応長期的な話ではあ

りますが、翻訳してはどうかですとか、これは申

しあげていいのですかね、他にも中国の通信社が

大学に取材に来られるということはございました。 

 

司会 中国体験はおありになるのですか。 

 

與那覇 私自身はございません。学部生のころ

に台湾を訪れたことがありますが、大陸中国には

渡ったことはございません。 

 

質問 1 つお聞きしたいのは、小泉さんとか橋

下市長に対して、あれだけ国民の支持率が上がっ

たりしていることに対して、先生がおっしゃるよ

うに、中国化といいますか、どうも間接制で国会

議員を選んでリーダーを決めることに対して、い

いかげんにしろと、国民のフラストレーションが

たまっている。日本では大統領制はなかなか難し

いので首相公選制への渇望だと思うのです。先生

がおっしゃる西洋化へ向かうのか、中国化へ向こ

うのかという分析は分析でいいのですが、具体的

にはどうするのか。例えば首相公選制なのか、一

院制なのか。 

 

與那覇 はい、ありがとうございます。私は政

治学者ではないので、例えば、あるべき日本の政

治制度はこれだ、みたいなものをいますぐ示せる

わけではないのですけれども、おっしゃるとおり

首相公選制への欲求が非常に高まっている。例え

ば、これは 5 月ぐらいの朝日新聞でしたか、6 割

ぐらいが支持というデータが載ったような記憶が

ございますけれども、橋下徹さんも公約としては

首相公選制を長期的には目指すというふうにおっ

しゃっていると思います。基本的には十分に西洋

化していない、いまの日本の段階で首相公選制を

実施すれは、それは中国化への一里塚になるであ

ろうというふうに私としては考えております。 

また、政治体制、一院制か二院制かという問題

に関していうと、二院制のほうが拒否権を行使す

る余地が出てまいります。一方で、首相公選制と

いうのはある種の変形大統領制ですから、この場

合も議会の第一党と食い違えば拒否権という形に

なるわけなのですが、二院制のほうが拒否権をよ

り多くその内にはらむ体制であることは間違いな

い。その場合、なぜ拒否権によって自分たちの権

利や生活を守ろうとするかというと、今回のスピ

ーチの中ではあまり盛り込むことができませんで

したので、レジュメのほうに多少載せております

が、おそらく日本でここまで拒否権による民主主

義運営というものが発展したことの理由は、法の

支配というものの未成立、不十分にあるのではな

いか、というふうに私は考えております。 

日本は中国化の道を歩むのでは 

要するに、何らかの立法が行われたとしても、

それが例えば憲法の視点からして正しくない違憲

立法であれば、裁判所が棄却してくれるであろう、
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と。 後は司法に訴えれば自分の権利は守られる

はずだという確信があれば、拒否権を使って法案

をつぶすということをする必要はないわけです。 

法の支配が実現していた国では、そういう感覚

を持つことができるわけですが、おそらくいまの

日本国民というのは、政治家も信用しておりませ

んが、それ以上に裁判所にそこまで期待を抱いて

いないのではないか。あるいは、ますます 近抱

きにくくなっているのでないかというふうに私と

しては感じておりますので、一院制か二院制かと

いうときに、ここまで決まらないと、それこそ橋

下さんも、参議院は廃止へ向かうべきだとおっし

ゃっていますけれども、一院制に近い形に進むと

いう道になるかもしれませんが。ただ、日本の民

主主義の現在の成熟度で、なるだけ拒否権は取り

払ってしまおうという形で進み、さらに国民自身

が司法というものの権威とか、あるいは公平性と

いうものを信じていないという状態ですと、やは

り西洋化に近づくというよりは、中国化に近づく

のかなというのが私なりの理解であります。 

 

質問 與那覇先生が日本の中世について、源氏

と平家の戦いのところで、おもしろいことを書い

ていらっしゃって、実は平家のほうがグローバル

だったのだと。宋銭を使って日本を貨幣経済にし

ようとして、それを田舎の源氏が、グローバルに

してしまうと自分たちが貧乏になってしまうので

反グローバルのほうの勢力で戦った。結局、平家

の勢力が負けたので日本が宋のようにならなかっ

たというところ。それをずっと敷衍していくと、

いまのグローバルの現代になって、金融が世界中

を回っていくような時代で、中国が逆にいったら

グローバルの中では鎖国しているみたいになって

しまうのではないか。つまり元の国際化はしよう

としているのだけれども、アメリカのドルがこれ

だけ世界中に回っていて、日本はそこに乗っかっ

て体制を組んでいた。だけど中国は自分の圏域内

だけで通貨をやりとりしているという意味では、

現代になって中国が外交金融的にみるとちょっと

逆になっているのではないかなと。そういう疑問

はどうでございましょうか。 

 

與那覇 ありがとうございます。私は、国際経

済の専門家ではないので、中国の例えば貨幣政策

であるとか、人民元のレート問題などについて発

言できるわけではないのですが、明確に逆転が起

きて中国のほうが鎖国しているのは、情報の領域

であります。比喩的な意味で万里の長城といわれ

ているような、例えばグーグルであっても特定の

用語は検索させないだとか、あるいは中国版のソ

ーシャルネットワーキングサービスでないとアク

セスができないとか、そういう形にして囲い込も

うとしている。この点においては逆転が生じてい

るというふうにいえるであろうと思っております。 

また一方で、今回のスピーチでははしょってし

まいましたが、本の中で書きましたのは、中国的

な要素と日本的な要素というのは、これはしばし

ば真逆であるわけです。この真逆なものを中途半

端に混ぜてしまう。中国社会であるにもかかわら

ず日本的なものを導入しようとしたり、逆に日本

社会の中に中国的なものを導入しようとしたりし

て、両方が中途半端に混ざってしまうと、 悪な

パフォーマンスを示すことがある。戦前の場合は、

軍国主義とか大東亜戦争というものがその 悪の

パターンの例であり、また中国の場合は毛沢東時

代というのは、中国であるにもかかわらず、強引

にそれこそ江戸時代的な、人民公社という形で村

社会をつくり、さらに都市戸籍、農村戸籍という

形で身分制をつくった時代でありましたから、中

国において、やはり無理に日本的な、中国的とい

うよりも日本的な要素を入れてしまったせいでお

かしくなったのが、いわゆるマオイズムの時代だ

ったのだろうなと。ある意味で、その残存物が、

中国が真にグローバルな国家となることの足を引

っ張っているという点は、おっしゃるとおり、あ

るのではないかなというふうに感じております。 

「一君万民」から「一党万民」に 

質問 日本もさることながら、中国のこれから

の政治体制について、どういうふうにごらんにな

っているのでしょうか。いまのお話ですと、中国

というのは、いまの政治体制は 1つの頂点をきわ

めている、もう発展の極致であるのか、あるいは

人権とかよくいわれているような民主主義体制、

議会制民主主義、そういったものにもう変わらな

いのでしょうか。 

 

與那覇 ある意味でいまの中国の体制を、発展

の極致だととらえているのは、確かに本書の見解

の半面です。しかし発展の極致だというのは、す

ばらしいからこれ以上何もしなくていいという意

味ではなくて、逆にいうと、行き詰まってしまっ

ている。もうデッドエンドになっていて、そこか

ら変わりにくいという、単にそういうニュアンス

で申しあげているという点では、少し私の認識と

は、ずれるところではあります。 



 

 11

いずれにしても、現今の中国の政治体制には、

まさに人権の問題、言論の自由の問題をはじめと

して、さまざまな問題があるわけですが、しかし

本日の講演で私が申しあげたかったのは、それは

共産主義から来るとか、マルクス-レーニン主義だ

からああなのだというふうに捉えると、本質を見

誤るであろうと。いまの中国の体制というのは、

別に社会主義だから、冷戦下でああなったという

話ではなくて、中国においては伝統的にあのよう

な政治体制だったのだというふうに捉えるほうが

わかりやすい。 

つまり、これは研究会である方にアドバイスを

いただいたことですが、宋代以降の中国の政治、

前近代の中国政治というのは、一君万民の皇帝専

制だったわけですが、それが近代に入って共産主

義をとって以降は、「一党万民」の一党制に変わっ

たのだというふうに捉えるのが正しいであろう、

というふうに考えるわけであります。 

それでは一体、果たしてそのような中国におい

て、例えば人権の概念であるとか、言論の自由、

思想の自由というものを広めていく余地がないの

かという問題ですが、私はもちろん政治外交の素

人ではありますが、おそらく、例えば人権状況を

改善しなさいという外圧、あるいは思想の自由、

言論の自由というものをもっと国民に認めていき

なさいという要求を、複数政党制の導入というも

のと必ずしもワンセットにしないほうが効果を上

げるのではないか、というふうに考えております。 

つまり、複数政党制、政治的な代表は多元性を

持つべきだという発想は、本日も申しあげました

とおり西洋化の道でありまして、これは中国化の

道にはなかったものであります。これを、中国化

は間違っているから西洋化しなさいというふうに、

中国の方に直接要求した場合に好意的な反応を引

き出すことができるかというと、西洋のほうが中

国よりも圧倒的に高い政治的、経済的、軍事的パ

フォーマンスを上げている時期であれば可能性が

あった。ところが、いまや中国化したままでも、

そこそこ経済発展はできる、軍事的な発展もでき

る。もう二度と外国に、戦争によって半植民地化

状態に置かれることはないだろういまの中国に対

して、中国化は間違いだから西洋化の道を行けと

いっても、これは非常に難しいでしょう。 

むしろ、人権の改善や言論の自由、思想の自由

の要求と、政治を複数政党制にしなさいという要

求をアンバンドルして切り離して、一党制のまま

であっても、本来あなた方の一党制というのは徳

治政治、道徳をもって政治をするという伝統のう

えに乗っているわけであるから、例えば一般庶民

の人権を守るということは統治者に要求される道

徳ではないのだろうか。あるいは自由な発言、自

由な政府批判を許すということは、統治者に求め

られる当然の道徳なのではないか。中国化の道を

行くにしても、その中で要求される政治道徳とい

うものに、実質的に人権の保障とか言論の自由と

いうものは本来含まれているはずでしょう、と。

中国式をやめて西洋式にやろう、変えなさいと要

求するよりも、あなた方だって深くあなた方の国

の伝統の本質を振り返れば、結果的に人権の保障

や言論の自由の保障に近いところに行くことがで

きるはずだというリードの仕方をしていくほうが、

おそらく中国の人をそちらの道に進ませるには適

しているのではないかというのが個人的な印象で

あります。 

 

質問 いま中国は、国家資本主義とか、市場主

義とかということで、ＷＴＯだとかいろんなとこ

ろから、もう少し自由化しろとか、規制緩和しろ

とか、グローバル化しろとか、攻められているわ

けです。一方で中国は新自由主義的な方向でずっ

と宋の時代からきた。両方ありますよね。それか

ら中国はいま非常に格差社会ですね。拝金主義が

はびこり、毛沢東思想とかそういうものが崩壊し

て、儒教の精神もいまちょっとないがしろにされ

て、倒れた少女を救う人もいない、そのまま放置

されるというような、そういうような状況になっ

ているようです。こういうことと、いわゆる徳治

主義といいますか、この関係がどうなっているの

か。ご見解をお教えいただければと思います。 

うぶな徳治主義で首相の１年交替 

與那覇 徳治主義という概念も中国化と同様、

しばしば誤解されることがあるのですが、私が、

中国が徳治主義の国だったというのは、本当に

100％道徳的な政治が貫徹していたということを

主張しているのではありません。おっしゃるとお

り、いまも実現していないし、かつても当然実現

していないわけであります。私の主張はむしろ実

態ではなく規範の話で、「建前」として政治を担う

のは誰かというときに、例えば西洋型民主主義で

あれば、獲得票数が多い人が担うのだということ

になって、道徳はそこに関与しないわけです。 

これに対して中国の徳治主義というのは、獲得

票数は逆に関与しないのに対して、儒教道徳を正

しく身につけ、徳が高い人が政治を担うのだとい

う「建前」になっていたということをもって私は

徳治主義という言い方をしているわけであります。 
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この点に関して申しますと、もちろん建前とし

て徳治主義。だから実際は全然道徳的ではない。

このギャップがある程度の範囲におさまっている

と、それでも我慢して何とかやっていくわけです

が、それが我慢できる閾値を超えると革命が起き

て王朝がかわる。こういうことを中国という社会

では繰り返してきたわけなのですが、逆にいうと

私は、日本が西洋化ではなく中国化していく蓋然

性のほうが高いと申しあげましたけれども、おそ

らく中国の場合は、建前と実態にギャップがある

ことに関して、国民がもうなれ切っているであろ

うというふうに考えるわけです。宋の時代から

1,000 年間それでやってきたわけですから。道徳

的に正しい人が政治家になっているという建前で

はあるが、全然正しくないではないかということ

が起きても、ああまたかと。まあそんなものだと

いうふうになれ切っているのに対して、日本とい

う国は中国化の潮流が広がるのが遅かったので、

まだ国民が十分になれ切っていないのではないか

という印象を持つわけです。 

なれ切っていないとどうなるかというと、建前

としては道徳に基づいて政治家が選ばれますとい

う話を、選ばれた人は本当に道徳的で完全無欠な

はずだと信じ込んでしまう。信じ込んでしまうか

ら、例えば小泉改革のときは小泉改革路線が唯一

絶対の正解にして正義であって、抵抗する人が絶

対悪なのだと思っていたのに、裏切られたと感じ

てショックを受けます。今度は、それは自民党が

絶対悪であって、民主党のほうが絶対的な正義な

のだと信じ込んで投票して政権をかえるのですが、

かえたってうまくいくわけがないのに、うまくい

かないと、またショックを受ける。 

要するに、中国のように徳治主義の建前と実態

の乖離になれている社会であれば、誰がやったっ

て、私は道徳的だと称しているだけで、実態とは

ギャップがありますよということになじんでいる

のに対して、日本人のほうがそれになれていない

分、随分純粋に建前としての徳治を信じてしまっ

て、ちょっとでも例えばスキャンダルがあったり

すると、すぐに絶望して、もっと「より 100％完

全に道徳的な統治者」はいないものかといって、

さらなる候補や選択肢をみつけ、しかしそれにも

何かスキャンダルが出たり、あるいは政治的に不

興を買うような言動が出たりすると、また失望し

て次を探す。 

おそらくそのような形で、徳治なれしていない。

うぶに徳治を信じ過ぎているのはむしろ中国人よ

りも日本人のほうであって、それが 1 年ごとに、

かわった直後は支持率が高い首相が、わずか 1年

で支持率が落ちて、ばらばらかわっていくという

状況を招いているのではないのかなというふうに

私としては考えております。 

 

質問 政治学のほうでは、権力は腐敗する、絶

対権力は絶対的に腐敗するという命題がございま

す。しかしながら、権力というのは常に権威の衣

を着たら、いつも癒着する。中国の場合は徳治主

義というのは権力と権威が常に一体化するという

建前でやってきたわけです。ところが、それがい

まいったように、絶対権力は絶対腐敗する。それ

とともに権威もおとしめられる。それで易姓革命

が起こるということの繰り返しだった。西洋にお

いても近世近代以降は、フランス革命が起こり、

ロシア革命が起こる。 

ところが、日本では権力と権威の矛盾を、制度

的にも千数百年、幕府という世俗的な権力と、天

皇という超越的な権威と、制度的に分離すること

によって、権威までおとしめられることを回避し

て一貫してやってきた。そういう意味では日本の

政治文化というのは極めて特異なものであって、

中国化でもなければ、西洋化でもない。別のジャ

ンルの政治文化であるというふうに決めるべきで

はないか、分離すべきではないか。 

そういう日本独自の政治文化がここへ来て、失

われて、いま日本は右往左往して、中国に行くか、

西洋に行くかで右往左往しているのが現状だとい

うふうにお考えであるのかどうか。 

天皇制における権威と権力の分離 

與那覇 おっしゃるとおりに基本的には中国の

王権というもの、皇帝専制というものが権力と権

威の一致を前提にするのに対して、日本の場合は

これを多元化したわけです。権威のみ持って権力

は時の有力者にゆだねている、いわゆる天皇とい

う存在と、逆にいうと権力をゆだねられてはいる

が、権威としては天皇というものはつぶさないで

とっておくという形をした、世俗の権力者に乖離

していた。あるいは分離していた。この点におい

ては基本的にはおっしゃる指摘と同じことを私の

本にも書いておりまして、私が申しあげた言い方

をすると、西洋化の道とも中国化の道とも違う、

確かに日本化といってもいいですが、「江戸化」し

た道であった。日本は独自の政治文化であったと

いうふうにいうことはできると思います。 

問題は、現在、その意味で申しますと、いわゆ

る戦後憲法というもので規定されたことになって

いる象徴天皇制というのは、必ずしも戦後になっ
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ていきなり権力を失って権威だけになったという

話ではなくなる。ある意味で、長くみれば中世、

短くみても近世すなわち戦国時代以降、象徴天皇

制こそが一貫した伝統であって、むしろ明治憲法

下、戦前憲法下で、権威も権力も天皇のもとに統

一しようとした時期のほうが、特殊に日本が君主

制のあり方としては中国化した時期であった、と

いうのが私の認識です。 

おそらく君主制の問題に関していえば、その意

味で江戸化というか、権力と権威は一致させない

という形で君主制を維持するという仕組みは、今

後もおそらくさしたる変更はないであろうという

ふうに私としては認識しているのです。その反面

で、君主制以外の日本の政治文化の側面、例えば

議会政治のあり方、内閣選出のあり方等々に関し

ては、おそらく江戸化する道というもののパフォ

ーマンスが極めて悪くなってしまった。それは独

自の文化ではあるけれども、それが機能しない環

境に現在の政治、経済の状況が陥ってしまった結

果、放っておくと西洋化せずに単に中国化するで

あろうという状態になっているのではないかな、

というのが私の認識であります。 

 

質問 大変興味のある話なのですが、明治の20

年ごろまでは、いろいろな民主的なことが出てき

て活気づいていた。それがいわゆる天皇制によっ

て閉ざされて、ああいう時代に入って、それでさ

らにまた第二次世界大戦終わった後も、また同じ

ような傾向の中で日本は生きているというような

気がしてしようがないのですが。その間にアメリ

カは結構、日本をいろいろな意味で利用するとい

うか、うまく立ち回って、日本の方向性を割合自

分たちのほうに向けているような気がします。 

さっき先生がおっしゃったように、中国と日本

との文化的な基礎のうえに立つ流れの中で、もう

一度見直す時期に来ているのではないかなと思う

のですけれども、どうやっていっていいのかとい

うのは私もはっきりわからない。そこのところを、

例えば石原さんみたいに尖閣列島の問題でああい

うふうに突きつけていくというよりも、むしろ、

石橋湛山さんみたいな感じの、要するに人的交流

の中において、何か中国と日本とのもう 1つ底に

流れているものがあるということを、いまこそ認

識すべきではないかなという気がしているのです

が、いかがでしょうか。 

日中は同病相哀れむ関係に 

與那覇 明治の自由民権運動をどう捉えるかと

いうのも非常に難しい問題でありまして、私の本

では、あれも上辺だけみると西洋化にみえるが、

実態はもっと複雑だということを書いたわけであ

ります。おそらく日本社会というものは、江戸時

代につくられた、それこそ江戸システムというも

のが、戦前憲法下でも戦後憲法下でも結局続いて

きて、ただし、時々それが壊れる瞬間があるわけ

です。実際に、本当の江戸時代は明治維新のとき

壊れた。また戦前の帝国憲法体制というのは敗戦

によって壊れたわけですか、壊れた瞬間になると、

それ以外の可能性というものがにわかに浮上する。

それがご質問の中でおっしゃった、いわゆる活気

のあった時期、違う体制に向かう可能性があった

時期ということになるのであろうと思います。 

ただ、その時期に果たして西洋化への道があっ

たかというと、私は従来いわれているよりは低く

見積もっておりまして、西洋化だと思って中国化

するというぐらいの可能性だったのではないかと

いうふうに考えているのですが、その点はしばら

く置きまして、結局、江戸システム、江戸時代に

つくられた伝統というものがあまりにも強過ぎる

ので、それが政治的な事情で崩壊した瞬間には異

なる可能性もみえるのだが、結局は江戸的なもの

に回収されていく。これがいわゆる日本型民主主

義というものがたどってきた道なのだろうなとい

うふうに私としては判断をしております。 

一方で、ご質問の後半にありました、現実の中

国との関係というものをどのように今後進めてい

くべきか、ということになるわけですが、いわば

私の立場は、確かにある種のアジア主義ではある

のですが、しかし、あまり明るくない、ポジティ

ブではないアジア主義なのだろうなというふうに

個人的には形容するところがございます。例えば

アメリカ中心のグローバリゼーション的な社会と

いうのは、結局アメリカがもうかるだけであって、

本来、日本にとっては好ましくないのではないか。

中国が台頭するのであれば、それと手を携えて何

とかうまくやっていく道があるのではないか、と

いうような言い方を一般にはアジア主義的な言い

方としてしたりすることがございます。そういう

見方をとると、例えば現在の中国の体制が抱えて

いる問題にもある程度は目をつぶって、そこそこ

に中国を持ち上げてやっていこうということにな

るわけなのですけれども、私の考えるアジア主義

というのは、むしろそれとは逆を向いているとこ

ろがございまして、現在の中国のあり方はかなり

さまざまな問題があって、何だかんだで、アメリ

カと中国とどっちを選ぶのですかといわれたら、

多くの日本国民はいまもアメリカのほうを選ぶで
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あろうし、それは妥当な判断である。 

しかしながら、中国はだめな国だねといえるほ

ど、日本と中国は別の国なのか。むしろ日本と中

国は可能性を分け合っているというよりも、同じ

問題を意外に分け合っているというぐらいに考え

て、いわば「同病相哀れむ関係」として、お互い

の問題に、相手の揚げ足だけをとるのではなくて、

ちょっと振り返ってみると同じ問題は我が国にも

あったなということに気づきながら、相互に改善

を図っていくような関係性というものが必要なの

ではないか、というのがおそらくは私のスタンス

であろうというふうに考えております。 

 

質問 先生のいわれている西洋化という言葉を

産業革命というふうに置きかえるとどうなるので

しょうか。例えば宋の時代というのは確かに、ジ

ョセフ・ニーダムなんかが科学技術が非常に発達

したと。鉄の量なんかも大変多かったのですが。

産業革命というブレークスルーはやっていないわ

けですね。18世紀の英国あたりから産業革命が始

まって、これは日本が非西洋の国で 初に産業革

命をやりましたという意味で西洋化をいえば、韓

国が続きましたとか、いま中国は産業革命の真っ

中ですというふうな言い方ができるわけです。

必ずしも民主化とかは関係ない──関係ないとは

いわないけれども。例えば韓国だって、 初は開

発独裁でやっているわけです。そういう観点から

みると西洋化ということはどうなのでしょうか。 

西洋の勝因は南北米大陸の発見 

與那覇 今回の話におきましては、経済だけを

西洋化ととるのであれば、中国も西洋化しました

ねという話になる。逆にいうと、日本だけが例え

ばアジアの中で比較的ヨーロッパに近いから西洋

化できたという従来の歴史の語りが無効になって

しまうという話から始めたわけでありまして、今

回の私のスピーチの中での西洋化というのは、基

本的には政治文化の問題に絞っているわけですが、

一方で、西洋というのは本来、中国よりも貧しい

地域であったのが、産業革命に成功することによ

って、むしろ中国を半植民地化するまでに行く大

逆転を起こしたわけです。その意味での産業革命

が中国では起きず、なぜ西洋で起きたのか、とい

うことを考えること自体は大きな問題であるとい

うふうに把握をしております。 

これに関してはさまざまな説明が学問的にもあ

るのですが、おそらく 1 ついえるのは、南北アメ

リカ大陸の発見と、そこでの富をヨーロッパが独

占したということが決定的な産業革命の前提条件

であって、それを抜きに産業革命というものを考

えることはできないだろうと考えております。要

するに、いってみるならば、ユーラシアのみで競

争していれば、ヨーロッパが中国を追い抜く余地

は前近代においてほとんどなかったはずなのが、

ヨーロッパは南北アメリカという、それまで知ら

れていなかった大陸を丸ごと発見して、さらにそ

こにアフリカから奴隷を拉致して連れていったり、

あるいはもともと南北アメリカにいたインディオ

を酷使したりして、ユーラシアのほかの地域では

知られていなかった大陸を発見して、そこで出て

くる富を全部ひとり占めするということをやった

わけです、ヨーロッパだけが。それの副産物とし

て、産業革命であれ何であれを、やはり捉えなお

さなくてはならないかなと。 

逆にいうと、そのときにヨーロッパがつくった

貯金というものを、いまは食いつぶしてしまった

段階にあるので、今日では中国であれ、インドで

あれ、むしろヨーロッパと経済競争ができる状況

になってきたというふうに捉えるべきではないか

なというふうに私としては考えております。 

 

質問 私には中国化という言葉も、西洋化とい

う言葉も、非常に曖昧模糊で、これとこれとの対

比という言い方ができるようなものかなと思うわ

けであります。結局それは言葉をかえれば、決め

られる政治体制になっているか、決められないま

まで推移しているかということの話なのではない

かと。 

日本の場合は、いまもう国中がフラストレーシ

ョンの塊になっている。それは特に中国との関係

において。というのは、明らかに日本の10倍の人

口という力の中で、経済的にももう抜かれている。

これをどうするのだと。しかも日本の政治はいま

の体たらくですから、どうにもならん。何とかし

て決められる政治体制を取り戻したいという意識

があって、それを先生の言葉でいえば西洋化対中

国化。中国はとりあえず、重慶の問題とかいろい

ろありますけれども、決めているようにみえ、そ

れで成長率が高いから、結局中国のほうがいいの

ではといっているように聞こえる。 

そんなことをいうのだったら、例えばロシアの

プーチンの力。それは資源のおかげかもしれない

が、ロシアこそ一番中国化しているということに

なるのかもしれない。 

西洋ということになると、これは日本化してい

るのかもしれない。いまのユーロの、ギリシャ以
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後の騒ぎをみていると、西洋はいよいよ日本化し

始めたねと。日本的停滞に陥るのかねというよう

な言い方ができるのかもしれない。 

非常につかみにくい概念を対比なさっている。

私はそれよりも、決められる体制を日本は持ちた

いが、どうすればいいのだと。ナチ待望みたいな

声も出てくるわけです。 

中国化という中には、抑えられたファシズムみ

たいなものがあるわけで、それでも物が決められ

ないよりはましだという認識を持っている人もい

ま日本にふえている。そういう状況についても先

生は処方せんとしてこういう定義をなさったのか

なと。 

 

與那覇 曖昧模糊としているというご指摘をい

ただきましたが、ある意味で「決定できる民主主

義」をどうデザインするべきかという問題と重な

ってくるというのはご指摘のとおりであると思い

ます。そして、私が西洋化と中国化というものを

対比して主張していることは、いわば決定できる

民主主義をつくるときに 2つの道があるのだとい

うことで、中国化のほうが、おっしゃるとおり、

ある意味で楽な道なのです。なぜかといえば、決

定権を１人にゆだねて、その１人だけを徹底して

啓蒙して、それこそ専制者が賢くあってくれれば、

それが一番いいのだが、そういかないから問題な

のだというご指摘はほかの方からもあったと思い

ます。啓蒙しなければいけない人物をたった１人、

君主に相当する人物に絞ることができるという点

では、中国化のほうが手っ取り早く決定できる体

制をつくる道である。 

一方で西洋化というのは、国民全員を主体的な

責任を持って決定権を行使できるような存在に高

めていくという、極めてコストがかかる体制なわ

けです。育成のコストがかかる。それであるがた

めに結局、日本社会というのは十分な意味での西

洋化を達成して来ず、ただし、決定権を行使しな

くとも、何となく社会がうまく回っていく、政治

的、経済的な状況がたまたまあったがために、い

ままでどうにかやってこれた。しかし、これから

は「決められる政治」にならなければならないと

いうときに、放っておくと日本人であれば育成コ

ストをケチって、１人だけ決められる人をしっか

り育てればいいと思われている中国化の流れに乗

るであろう。問題はそれを、それが中国化ではな

くて西洋化なのだと誤解して、それこそが民主主

義の進歩だと。決められない民主主義だったのが、

決められる民主主義についになった。これは前進

した、いいことだというふうに誤解するのがまず

いので、それは西洋化ではなく中国化の方の「決

められる民主主義」だよというふうに正しく認識

するのがよかろう、というのが私の発表の趣旨で

あったとご理解いただければ幸甚でございます。 

中国化は後ろ向きの歴史の終わり 

司会 フランシス・フクヤマの「歴史の終わり」

という本がありましたね。西洋型の自由主義と民

主主義が歴史の 後の形態だろう、これは完全勝

利だと。ところが、その後起きたことは、それと

はちょっと違う展開になった。先生の今回の「中

国化」という政治、経済的なモデルも、歴史の終

わり的な、そういう決定的な学説を打ち出したと

いうようなご認識なのですか。 

 

與那覇 フクヤマの名前も本の 初で出しまし

たけれども、要するに、これも先ほどの、ポジテ

ィブなアジア主義というよりは、ややネガティブ

なアジア主義というお話をさせていただきました

が、フクヤマのいう歴史の終わりというのは、歴

史が進歩の究極形に達すると、「いい社会」ができ

ることになっていたわけです。これに対して私が

いうところの歴史の終わり、要するに中国という

のは 1,000 年前にある社会をつくってしまって、

それは 1つの完成形態であるから、いまさら西洋

化の道を行けよといっても行ってくれそうにない。 

しかもそれは中国だけにとどまらず、例えば日

本にもこれから広がるかもしれないし、いわゆる

「北京コンセンサス」の議論というのは、例えば

これからの途上国は西洋モデルではなく中国モデ

ルの形で発展していくかもしれないということで

す。それはある意味で歴史の終わりであると同時

に、ただしフクヤマがいったような、パラダイス

のようなすばらしい体制が成立したから歴史が終

わるのではなくて、ひどい体制なのだけれども、

もう変えようがない、1 つの袋小路に行ってしま

ったので歴史が終わるというイメージなわけです。 

この意味でも、ある意味で後ろ向きの歴史の終

わりであり、後ろ向きのアジア主義であるのかも

しれないなというふうに考えるところはございま

す。その点に関しては自分の本でも、内藤湖南と

フクヤマのことを並べて評するような形で書かせ

ていただいたところでもあります。 

 

司会 後、もう 1 点、民意と政治権力の決定

の間に、政党と議会という媒介を、できるだけ少

なくするような体制が中国化であり、それをいろ
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いろ協議したり、妥協したりするプロセスを広げ

るのが西洋化の過程だというふうに受けとめまし

た。先日の消費税増税 3 党合意という時間のかか

る決められる政治と、橋下徹さんや石原慎太郎さ

んに見られるトップダウン的、ある意味で中国的

な決められる政治と、2 つの動きがあります。先

ほどは、日本は中国化の道を歩むのではないか、

西洋化のほうがいいけど、とおっしゃったのです

けれども、その辺のご評価はいかがですか。 

 

與那覇 難しいですね。3 党協議というのは、

増税という も日本人の琴線に触れることを扱っ

たせいもあって、多くの国民の目にはどちらかと

いうと、要するに中間にある媒介者が、マニフェ

ストを破って勝手なことをやったではないかとい

う形で、まさしく「不純な媒介、中間搾取」とし

て受けとめる民意のほうが高まっているのかなと

いうふうに自分としては感じております。その結

果として、相対的に株が上がっていくのが、ツイ

ッターで発言して有権者と直接つながる橋下さん

であるとか、あるいは国民みんなに直接献金を呼

びかけて尖閣を国民のものにしようと訴える石原

さんであるとか、媒介なしに直接つながるかわり

に為政者が1人で全部決める、民意を酌み取って、

という型であろうと思うのですけれども、実はこ

れは儒教政治が理想とした君主のあり方の 1 つで

もあるのです。 

これも明治維新が起きた後に、日本の天皇とい

うものを中国の皇帝に近づけて政治を行おうとし

た、いわゆる天皇親政を望む動きというのは戦前

一貫してあったのですが、そこで理想とされた政

治の姿の 1つというのは、天皇の前で議論は丁々

発止好き勝手やるけれども、聡明な君主である天

皇が正しいと思った意見を 1つ拾って、あとはも

う 1人で決める。こういうやり方です。「万機親

裁」といったりすることが、専門的な研究者の用

語ではありますけれども。ある意味でそれは儒教

政治の段階においてはメディアというものが発展

していませんでしたから、しょせんは 1つの夢だ

ったにすぎないのですが、ひょっとすると例えば

今日のようにメディアが発展した状況、例えば橋

下さんがツイッターでつぶやくと、いまたしか80

万人ぐらい読んでいるのですか。そういうような

状況になってくると、ひょっとしたら可能になっ

てしまうかもしれない。 

ある意味で、中国においては、理想はこうだけ

れども、まあ実現しませんねというふうにいわれ

てきたことが、例えば新しいテクノロジーを導入

したら可能になってしまうかもしれない。しかし、

そこで可能になってしまった政治のあり方が本当

に理想的なパフォーマンスを示すかは誰も知らな

い。むしろ示さない可能性のほうが高いのではな

いかという状況を、私としてはやはり「中国化」

という言葉で広く認識させていただければと思っ

ている次第です。 

 

司会 では、皆さん、これで終わりたいと思い

ますが、プロフェッサー與那覇さんが書いてくれ

た揮毫は、「西洋化か中国化か、いずれにしても

よりよい日本でありましょう」という、意外と平

凡な（笑）記述でありました。では、きょうは長

い講義ありがとうございました。 

（文責・編集部）

 



於: 日本記者クラブ                          2012.7.13 
與那覇潤（愛知県立大学） 
yonaha@jps.aichi-pu.ac.jp 

twitter: @jyonaha 

危機に立つ日本型民主主義――西洋化か中国化か 
 
「議会主義、すなわち討論による政治に対する信念は、自由主義の思想に属し、民主主義に属するもので

はない。近代の大衆民主主義という異質の要素から合成された体制を明らかにするためには、この両者、

すなわち自由主義と民主主義とは相互に区別されなければならない」p.14 
「近代の大衆民主主義は、民主主義として、統治者と被治者の同一性を実現しようと努めるものであるが、

議会制は、その行く手に、もはや理解し得ない、時代遅れの制度として横たわっているのである」p.23 
「独裁は民主主義の対立物ではないということをそれが示しているからである。このような独裁によって

支配される過渡期においても、民主主義的な同一性は維持され得るし、人民の意志だけが標準的であるこ

とも（また）可能である」p.40 
――カール・シュミット『現代議会主義の精神史的地位』（邦訳：みすず書房版）、1923/26 年 

 
■ 現代日本社会の諸問題：おおむね講演順に則して 

 1.「アジアで唯一の近代化＝西洋化」神話の終焉 中国経済の台頭／日本政治の停滞 
 2. 間接民主主義（議会政治）不信の構図 

 直接民主主義への志向＝官邸前デモ／住民・国民投票請求（特に原発問題） 
 ポピュリズムとの輻輳＝地方首長の個人新党／立法府より行政の長へ託す民意 

 3. 法治から徳治へ？ 生活保護問題／原発停止（再稼動）問題 
 4. 顕在化する村治（江戸時代）のリスク 拒否権の相互発動／他者感覚と討議の欠如 
 
■ 日本・中国・西洋の近世社会の構図：それぞれの「民主主義」の基盤 

 日本近世 
（村治主義） 

西洋近世 
（法治主義） 

中国近世 
（徳治主義） 

権力の集中性 天皇と将軍の乖離 国家や貴族の分立 皇帝一極専制 
権力のコントロール 複数集団の拮抗 法の支配 徳治への期待 
既得権益の保護 行政優位（身分） 立法優位（身分） 行政優位（競争） 
秩序への合意の調達 地位の非一貫性 法の下の平等 独占的地位の流動化 
経済体制の自由度 身分による規制 近代化による自由化 前近代から自由化 

 
■ 江戸時代から「日本型民主主義」へ：拒否権プレイヤー（veto player）の変遷 

 江戸時代 戦前政治 戦後政治 ポスト戦後政治 

統治者 武 士 
超然内閣制 

（官僚内閣制） 
建前：議院内閣制＝自民党 

実態：官僚内閣制 連立与党 

主たる 
拒否権 
保有者 

農 民 
（百姓一揆） 

大臣（閣内不一致） 
政党（法案否決） 
軍部（大臣引揚） 

非主流派閥（党内抗争） 
革新政党（改憲拒否） 

参議院 
（ねじれ国会） 

調停者 村役人 元 老 派閥長老 不 在 
帰 結 長期の安定 無謀な戦争 財政の放漫 政治の停滞 
 
■ 参考）拙著『中国化する日本 日中「文明の衝突」一千年史』文藝春秋、2011.11 




