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Choose大学 2月講座 網谷壮介 

よく分からないこんがらがった話をお聞きいただきありがとうございます。前回までにい
ただいたご質問にお答えしたいと思います。 

 

 

Q. 代表制は民意をシャットアウトするものなの？ 

伝統的な政治学の説明ではそうです。ただシャットアウトというよりも、フィルタリング
と言ったほうがいいかもしれません。18世紀の終わりに代表制民主主義が導入されたとき、
民主主義に対して人々は非常に抵抗感がありました。1月の回でも学ばれたかもしれません
が、デモクラシーというのは 18世紀くらいまでは劣悪な政治体制を意味しました。デモク
ラシーは、無教養で貧しい大衆（demos）が短絡的な決定を行ったり、デマゴーグに煽動さ
れたりして混乱に陥る、そういうイメージで捉えられていたわけです。 

こうした議論に対して、アメリカ建国の父たちは、代表制というものを導入すれば、民主
主義の悪い部分を抑制できると考えました（アメリカは今では民主主義の国として認識さ
れていますが、当時は民主主義という言葉を避けて、自分たちは共和制を創るんだと主張し
ていました）。アメリカがイギリスから独立して新しい国を創るとなったとき、新しい国は
どんな国であるべきなのか、大変な議論がありました。イギリスのように国王が主権者にな
るような国は嫌だけれど、さりとて、人民が主権者となる民主主義は、やっぱり古代以来の
イメージを引き継いでいて印象が悪かったわけです。民主主義の良いところは、人民が政治
に参加できるところですが、悪いところは、まさに人民が政治に参加することで混乱が起き
てしまうところだと考えられていました。 

そこで、アメリカ建国の父たち（のなかのフェデラリストと呼ばれる人たち）は、人民は
代表者を選ぶという形でのみ政治に参加させ、代表者に国全体の利益となるような法律や
政策を議論させればいいのではないか、と考えたのです。こうすれば、無知で無教養な人々
が自分たちの利益を求めて短絡的な決定を行うこともないでしょうし、多数派によって少
数派の人々の権利侵害も起きないだろうというわけです（このあたりの話は、例えば、待鳥
聡史『代議制民主主義』（中公新書、2015年）を御覧ください）。 

もちろん、それぞれの選挙区の人々は自分たちの選挙区の利益をちゃんと実現してくれ
そうな人を選挙で選ぶわけですが、選ばれた代表者は自分の選挙区の利益ばかり主張して
いても、議会の中で他の代表者を説得できません。他の代表者も説得できるよう、しかし自
分たちの選挙区の利益も確保できるよう、妥協したり譲歩したりする必要も出てきます。選
挙を通じて各選挙区の民意は議会に伝えられますが、議会の中では各地域の代表者が議論
することで、その民意がフィルタリングされ、言ってみれば洗練されていくと想定されてい
たわけです。民意を直接法律や政策に反映させず、一度、議会によってフィルタリングする
というのが、代表制だというわけです。 

ただし、これは伝統的な代表制の理解です。そこではあくまで、人民は選挙で投票する程
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度の役割しか与えられていません。それに対して今回の講義では、いや、代表制における人
民の役割って投票だけに尽きないよね、ということをお話しました。選挙へ至る過程で、代
表者である議員にメディアが批判を行ったり、社会運動として異議申し立てが行われたり、
あるいは私たちの日常会話の中で政治について話したりする、そして、そうしたメディアの
報道や社会運動や友人知人の意見やらを見聞きした上で、一人でじっくり考えてみる。こう
したことが次の選挙までの過程で行われており、こうした形で私たちは常にすでに政治に
参加しているわけです。 

こうした観点からすれば、代表制がうまく機能しているかどうかを判断するためには、３
つのことを考えなければなりません。第１に、議会のなかで本当に熟議が行われているのか
ということです。Choose Life Projectで配信されている国会ウォッチングは、この点で非常
に重要です。政権与党がちゃんと質問に答えられているのか（例えば、ご飯論法になってい
ないか）だけでなく、野党の側も有意義な批判を行えているのか、提案ができているのかと
いうこともチェックポイントになるでしょう。第２に、議会の外、市民社会の中でどれだけ
熟議・熟慮ができているかということです。しばしば、デモなどの異議申し立ては無意味だ
ということが言われたりもしますが、決して無意味ではありません。もちろん、デモに参加
しなければ民主主義ではないとか政治参加していないとかいう話ではないです。デモに参
加しなくても、その報道やツイッターの RTなどを見るだけでも、否が応でも人々は熟慮を
迫られます。第３に、議会の外で行われている熟議・熟慮が議会内の熟議に反映されている
のかということです。この点、アドボカシーとしての代表という考え方が重要になるでしょ
う。 

 

 

Q. 結局、代表制においては投票がすべてなのでは？ 

この質問の意図はちょっとよくわからないですが、二通りのお答えができそうです。一つ
は、投票がすべてなのだというくらい投票が大事なのだとすれば、そして実際、投票は代表
制にとって必要不可欠ですが、なおさら投票までの過程も重要だということです。代表者を
選ぶ投票がすべてなんだったら、やっぱり投票までの過程で、議会の外にいる有権者がどれ
だけ熟議したり熟慮したりできているかが肝心でしょう。そうでなければ、投票によって正
しい選択ができるかどうかは甚だ怪しくなります（tan1°は無理数かを投票で決めるという
例を思い出してください） 

他方、もう一つ別の形でお答えするなら、投票がすべてだということが、もし投票で選ば
れた代表者は何をしても良いということを意味しているなら、その場合には、投票はすべて
ではありません。極端な話、私たちが選挙で代表者を選ぶということが、代表者にフリーハ
ンドで何でもしてよい権限を与えるということであると考える人はいるでしょうか。こう
した代表の考え方は、３回目の講義でお話した形式的代表の考え方です。しかし、私たちは
投票で選んだ代表者＝政治家には、少なくとも私たちのために

．．．．．．．
行動することを求めます。政
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治家が私たちのために行動していないと判断されるなら、私たちは議会の外から批判をす
るでしょうし、異議申し立てをするでしょう。批判や異議申し立てによって、任期中であっ
ても政治家の行動を変容させようとするでしょう。 

しばしば、選挙がすべてなのだから、任期中の議会外の批判や異議申し立て、あるいは市
民のデモは無意味だというようなことが言われますが、そうではありません。代表者＝政治
家の側に立って考えればよく分かる話です。代表者は、都合よく、自分たちは選挙で選ばれ
た、民意を得ている、何をしても良い、と思いがちですし、落選しなければ説明責任は果た
せたものと考えがちです。次回の選挙で落選しそうになければ、基本的には政治家は任期中
には私たちのことなど考えるインセンティブを持たないわけです。したがって、もし任期中
に議会外で批判や異議申し立てが行われなければ、政治家は次回の選挙への危機感を持ち
ようがありません。反対に、任期中に議会外の批判や異議申し立てがあれば、そしてその規
模が大きくなれば、政治家は次回の選挙で落選するかもしれないと危機感を持つでしょう。 
確かに、選挙で選ばれた政治家は任期中は何をやってもいいというような極端な代表観
を取るのなら話は別ですが、しかし、それにしたって、国会議員の任期は日本の場合少なく
とも４年です。４年間、政治家に好き勝手されてでもじっと黙って我慢していることができ
るほど、私たちは忍耐強いでしょうか。そうではなく、任期中の政治家の行動を修正する必
要がある場合があるということを認めるのであれば、やはり議会外の批判や異議申し立て
は不可欠です。それしか手段がないからです。こうした点からでも、代表制は議会内で尽き
るわけではありませんし、人民にとっては投票だけがすべてだというわけでもありません。 

 

 

Q. 都構想についての理解を教えて？ 

第三回のところで、代表というものが構築されていくプロセスについてお話しましたが、
そのときに、大阪維新の会を例に挙げました。大阪都構想は私は個人的には反対ですが、こ
こで都構想の内容について私の理解をお話する必要はないでしょう。お話したかったこと
はあくまで、新しく代表主張を行う人や政党が出てきたときに、その代表主張が聴衆に受け
入れられれば、それによって代表される人という集団も新たに構築されるということでし
た。話のポイントとしては、既存の利益団体への帰属意識が薄れてきている現代だからこそ、
新しい形で「代表される者」を作り出していく、新しく創造的な代表主張の試みがもっとな
されなければ、「私は誰にも代表されていない」と感じる人が出てきてしまうということが
言いたかったわけです。伝わりにくかったですね。 

もちろん、これはどんな代表主張であれ受けられるということを言っているのではあり
ません。代表主張が受け入れられなければ、誰かを代表するといくらその人（政党）が言っ
ていても、誰もその人（政党）によって代表されませんし、その人（政党）も誰も代表しま
せん（多くの泡沫候補だって代表主張を行いますが、ほとんど受け入れられません）。都構
想の是非はともかく、大阪維新の会は少なくとも大阪の多くの人々にとってその代表主張
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が一定程度受け入れられたわけです。もちろん、維新の会の代表主張を受け入れず、それに
批判をする人たちもいますし、その批判は正当なものでしょう。しかし、維新の会が出てく
るまで、大阪府民のどのくらいの人が自分たちは自民党や太田知事や横山ノックに代表さ
れていると思っていたでしょうか。維新の会は、自分は誰にも代表されていないと思ってい
た、少なくない大阪府民を「維新の会に代表される人」へと創ったわけです。 

また、どんな代表主張であれ、聴衆に受け入れられさえすればよいという話でもありませ
ん。代表主張者が掲げる政策の内容は、代表の構築過程とは別個に考えるべき事柄です。維
新の会の代表主張を受け入れない人は、もちろん維新の会の都構想を含めた政策パッケー
ジに問題があるがゆえに、その代表主張を受け入れていないわけです。そして、それは極め
て正当です。ただし、都構想自体は住民投票で否決されたとはいえ、維新の会の代表主張は
なお一定程度受け入れられているように思えます。都構想には反対したが、維新の会の代表
主張は受け入れている、つまり「自分たちは維新の会に代表されている」と思っている大阪
府民はなお多いでしょう。「維新の会に代表されている人」を「騙されている人」「愚かな人」
とみなすことはできません。彼らは彼らなりの合理性をもって維新の会の代表主張を受容
しています。彼らは無知蒙昧で愚かで、自分たち維新の会の批判者は賢明だと考えるなら、
それは思い上がりです。 

維新の会のような新参政党の代表主張を受容している人が少なからずいるということは、
ひとえに従来の既存政党の側の代表主張のクリエイティビティにも問題がある可能性があ
ります。自民であれ立民であれ共産であれ、既存の政党の代表主張は彼らにはこれまで受け
入れられてこなかったわけです。実際、現在、維新の会を批判する人たちにしても、自分た
ちは自民や立民や共産に代表されていると思っている人はどれくらいいるでしょうか。 

概して、既存の大政党になればなるほど、新しい形で代表主張を行い、「代表される者」
を創造するのは困難です。急な路線変更は党内不和を生み出すかもしれませんし、安定して
支持してくれる利益団体に向かって語りかけることが安全策になりやすいでしょう。しか
し、維新の会にせよ、れいわ新選組にせよ、新しい政党で一定の成功を収めている政党は、
これまでの政党とは異なる形で代表主張を行い、それが聴衆に受け入れられることに成功
した政党です。 

話の要点をまとめると、代表主張は、代表者を作り出すだけでなく、その代表者に代表さ
れる人たちをも作り出す、創造的なプロセスです。私はもっぱら、野党の側に対して、新し
い代表主張の創造力、creativityを高めてほしいと思っています。立憲主義や憲法９条は非常
に重要ですが、そこを全面化するように見せることで、どこまで新しく「代表される人々」
を創り出せるのかということは、立ち止まって考えるべきではないかと思います。ただこれ
は、どうしても運動論・選挙戦略の話になってしまいがちなところではあるでしょうね。 
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Q. 政党が民意を無視して暴走しているように見えるときがあるが、これはどう理解すべ
き？ 

民意の問題は今回の講義でお話しますが、民意と一口に言っても、民意とはなにか、その
解釈は多様です。政治家は自分にとって都合の良い意見だけを民意とみなす傾向がありま
す。他方、私たちは私たちで、自分の考えとは異なる行動を政治家が行えば、「民意に反し
ている」と言います。政治家に批判的な私たちこそが民意なのだと、批判する側でも思いが
ちなわけです。もし、ある政党が民意を無視して暴走しているように私たちの側から見えた
としても、政治家は自分の支持者の民意だけを民意とみなしている可能性があり、その支持
者にとってはその政党はちっとも暴走していないと見えているかもしれません。それでは、
政党や政治家に対して「民意に反している！」と批判するのは無意味でお門違いなのでしょ
うか。決してそんなことはないでしょう。政治家が見ている都合のいい民意だけではなく、
私たちの声も民意に含まれるのだと声を上げることがやはり重要です。代表制民主主義の
政治家は、自分の民意の解釈に突きつけられた異論（「私たちの意見も民意だ！」）を真摯に
受け止め、それに対して自分の行動の理由を説明する必要があります。この点は、現代の民
主主義の危機として盛んに言われているポピュリズムの問題と関わってきます。ポピュリ
ストは自分たちだけが民意を代表できると主張し、自分たちに異議を唱える人々の声は民
意として最初からカウントしないのです。ポピュリズムのお話は今回出てきますので、詳し
くはそちらに譲りたいと思います。 



Choose大学 
講師　網谷壮介（獨協大学） 
④ポピュリズムと代表制

1

• 代表概念の多様性 
•形式的代表・実質的代表・描写的代表 

•代表概念のアップデート 
•アドボカシーとしての代表 
•代表の構築

前回の復習

2

代表への不満

「代表されていない」 
「民意が反映されていない」 

①政治参加から排除されている　 
②自分たちの利益や意見が代弁されていない 
③自分たちの属性が社会的に承認されていない 

→不満の種：代表者と代表される者のズレ

3

代表制というズレ

• 代表制に内在する消去不可能なズレ 
• 代表する者とされる者が分割される 
• 個人が複数人を代表する 
• 選挙時からの時間経過（有権者・代表） 

• あるズレが修正されれば、別のズレが生じる 
• 代表制はこうしたズレの生成と修正のダイナミズム 
• 多元的な利益・意見・属性をもった人々が、絶え
ず代表されることを求めて活動する空間

﹅ ﹅

4

ポピュリズムの誘惑

• 代表制に内在するズレを自分たちだけが解消で
きると主張する人々 
• ポピュリズム（populism） 
• ✕　大衆迎合主義 
• 腐敗したエリート vs 真の人民 
• 自分たちだけが「真の人民」を代表しうる

ナイジェル・ファラージ ドナルド・トランプ
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This will be a victory of real people, a victory 
for ordinary people... We have fought against 
the multinationals, we have fought against 
the big merchant banks, we have fought 
against big politics, we have fought against 
lies, corruption and deceit.

これは真の人民の勝利、普通の
人々の勝利です。私たちは多国籍
企業、巨大銀行、政治家連中、
嘘、腐敗、詐欺と戦ってきた

2016.6.23 国民投票
でBrexitが確定した
直後のスピーチ
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...today we are not merely transferring power from 
one Administration to another, or from one party 
to another, but we are transferring power from 
Washington, D.C. and giving it back to you, the 
American People...What truly matters is not which 
party controls our government, but whether our 
government is controlled by the people.

今日、私たちは単にある政権から別の政
権へ、ある政党から別の政党へ権力を移
行するのではありません。権力をワシン
トンからあなた方、アメリカの人民へ移
すのです。…本当に重要なのは、どの政
党が政府を握るかではなく、人民が政府
を掌握しているかどうかなのです

2017年就任演説
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a victory of real people！ 

2016.6.23 国民投票でBrexitが
確定した直後のスピーチ

giving power back to you, 
the American People！

2017年大統領就任演説

Brexit派得票率：52% 
  トランプ得票率：45.9%
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「民意」の怪しさ

「真の民意」が存在するのではなく、民意は… 
• 代表者によって構築される 
ex. 大阪都構想 

• 世論調査や選挙制度によって構築される 
cf. 「朝食に食べるならカレー、カツ丼？」 
　　カレー：30票　カツ丼：20票　無投票：50票 
cf. 第48回衆議院議員選挙 
　　自民党総得票率：約48%　議席占有率：約75%
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ズレへの不満とその理解

•代表制民主主義的理解 
•民意は一意的ではなく多義的 
• ズレへの不満は民意解釈における異論であり、民主主
義（熟議）の活性化につながる 
→「私たちも国民だ」＝新たな観点の熟議への挿入 

•ポピュリスト的理解 
自分たちだけがズレを消去できる、なぜなら真の国民を
代表できるから（他集団とその代表を否定） 
→「私たちだけが国民だ」

﹅

﹅ ﹅ ﹅
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•ポピュリストの不可謬性 
•自分たちだけが真の民意を理解できる 
• 選挙で負けても選挙制度の欠陥、陰謀を主張 

•代表制民主主義者における可謬性 
•圧倒的多数を握っていても、代表者は「真の民意」を
理解しているとは語れない 
• だからこそ異論や批判（ズレへの不満）に向き合わな
いといけない 
• 選挙における良き勝者と良き敗者

民主主義と可謬性

11

•政治家への信頼低下 
「代表されていない」と考える人の増加 
→　ポピュリズムの誘惑 
「民意」「国民」を語る政治家には要注意 

•既存政党は新しい形で代表主張を行い、潜在的な
「代表される者」にアプローチすべき 

•有権者は議会で熟議が行われているか、自分たちが
どうすれば良く代表されるのか判断する必要

おわりに
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ポピュリズムの最先端 
• ヤン=ヴェルナー・ミュラー、板橋拓己訳『ポピュリズ
ムとは何か』岩波書店、2017年。 
• クリストバル・ロビラ・カルトワッセル、永井大輔, 高
山裕二訳『ポピュリズム：デモクラシーの友と敵』白
水社、2018年。 

代表制を政治思想的に考えるために 
• 早川誠『代表制という思想』風行社、2014年。

おすすめの本
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