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新しい代表論を現代政治に適用する

― Dario Castiglione and Johannes Pollak（eds.）Creating
Political Presence: The New Politics of Democratic
Representation を読む
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1．はじめに
「代表（representation）」は、政治学において頻繁に用いられている重要
な用語である 1）。しかし、この概念は、
「民主主義（democracy）
」といった
他の用語と同様に、現在でもその意味内容が論争的である 2）。そうしたな
かでも、
「代表」の概念について大きな論調の変化がある。1967 年のハンナ・
ピトキン（Hanna Fenichel Pitkin）の『代表の概念』がこの分野の古典的な
文献である（ピトキン 2017）。このピトキンの代表の概念は現在の代表論
にいまだ大きな影響力を持ち、その土台となっている。しかし、2000 年
代になると、
「代表制論的転回（representative turn）
」や「構築主義的転回
（constructivist turn）」といった潮流が現れた。これらは、ピトキンやその
他の代表論における「標準的説明（standard account）
」を批判し、新たな
代表論を構築している。本書は、このような「新しい代表論」3）を、現代
政治で見られる様々な現象に適用して議論している。
本稿は、ダリオ・カスティリオーネ（Dario Castiglione）とヨハネス・
ポラック（Johannes Pollak）編の Creating Political Presence: The New Politics
of Democratic Representation の書評である。本書の内容の紹介に入る前に、
1） 政治学において、代表は重要な概念である。「本人」と「代理人」との代表関
係を中核に据えて政治を論じている教科書もある（久米ほか 2011: 3-9）。
2） そもそも、人々の意見を誰かが代表することは可能なのか、ということ自体も
論争的である（e.g. 川崎・杉田 2012: 138-139）。
3） 本稿では、
「代表制論的転回」や「構築主義的転回」のような新たに議論され
るようになってきた理論的潮流を、まとめて「新しい代表論」と表記する。
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なぜ本書を書評として取り上げるのかについて説明したい。本書を紹介す
る意義として、おおまかに以下の三点が挙げることができると考えられる。
第一に、本書が代表制の危機に対応する術を論じているという点である。
近年の投票率低下、政党の組織率の低下、院外運動の活性化などから、代
表制の危機が指摘され（山崎・山本編 2015）、既存の議会や選挙を中心と
した代表民主主義は、いまや機能不全に陥っているという批判が出ている。
山崎・山本編（2015）は、現代の政治状況において既存の代表制が抱える
問題点を指摘し、新たな代表制のあり方を検討している。本書は、このよ
うな近年の日本における研究と問題関心を共有しているが、代表制という
よりも代表の概念そのものを問い直し、より理論的な議論をしている。制
度のみにとらわれない代表を検討することによって、本書の議論は現代の
政治における代表の問題への取り組みに貢献できる。
第二に、本書が近年になって現れてきた政治的現象を扱っているという
点である。現代の政治においては、ポピュリズムの台頭、インターネット
の発達、人々が国境を越えて相互に影響を与えあっているという状況など
が問題になっている。これらの分野は、学問的にも注目を集めている。こ
れらの現象に対して、代表論という視座から取り組んでいるという点で、
本書は注目に値すると思われる。
第三に、そもそも「代表制論的転回」や「構築主義的転回」を日本に紹
介するという意味でも、本書の書評を書くことには意義があると思われる。
海外では様々な論者が「代表制論的転回」や「構築主義的転回」について
論じている。日本においてこれらの「新しい代表論」について直接論じて
いる文献は少なく、そのような研究としては山崎・山本編（2015）や田畑
（2017）など、限られている。その点で、日本においてはまだまだ研究さ
れ尽くされていない新たな領域をさらに切り開くものとして、本書には意
義があるだろう。しかも、本書の寄稿者の多くは「代表制論的転回」
「構
築主義的転回」を牽引してきた論者である。彼ら、あるいは彼女らが、自
らの議論を前提とし、あるいはそれを発展させており、本書ではこれらの
「新しい代表論」とその含意について、さらに深く議論されている。
ここで、本稿の構成を簡単に示しておきたい。まず、代表論の展開を簡
単に示す。本書が学問的にどのような文脈において書かれたものなのかを
示すためにも、従来の「標準的説明」について、そして「代表制論的転回」
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と「構築主義的転回」について説明する。次に、本書の構成と内容を紹介
する。最後に、本書の意義と限界を述べ、今後の研究の展望についても論
じる。

2．「新しい代表論」の展開
本書の内容に入る前に、本書の前提となる代表論の発展の流れを概説し
たい。本書は、ピトキンによる代表の概念（後に「標準的説明」と呼ばれ
る代表論）の確立、それに対する批判、「新しい代表論」の登場といった
流れの延長線上にある。
まず、代表論の古典的な基礎となったピトキンの代表論とその問題点を
概観したい（ピトキン 2017）
。ピトキンは、権威付与型代表と説明責任型
代表を含む形式的代表（ピトキン 2017: 52, 73-74）
、
「反映する（standing
for）
」代表（ピトキン 2017: 82-83, 108）と「代行する（acting for）
」代表（ピ
トキン 2017: 151）を含む実体的代表（substantive representation）といった
代表の類型を検討しながら、代表される者 4）と代表する者との間の二者関
係として代表を捉えていた。彼女は特に、選挙で選ばれた代表者が選挙民
をどのように代表するのか、選挙民の指示に従うべきなのか、選挙民の利
益になることを代表者が独立して判断するべきなのか、という点について
議論している（ピトキン 2017: 191-203）
。このような見方が「標準的説明」
として批判される理由としては、以下のようなことが指摘できる（Saward
2010; 田畑 2017: 187-189）
。第一に、この説明では、代表される者が持つ
利益は所与かつ外在的なものとして扱われている（Saward 2010: 16-17; 田
畑 2017: 187）
。第二に、この説明は、代表されるものを主に利益として想
定しており、
「代表される者」の範囲もあらかじめ定まったものとして見
なしている。それゆえ、事前に定まった集団の利益を代表するという、一
4） 本稿では、
「代表される者」と「代表されるもの」を区別している。本稿で「代
表される者」と表記した場合には、人民や選挙民といった、代表される政治的主
体を指すこととしたい。ただ、たしかに従来の議論では「代表される者」は人間
であることが想定されることが一般的であったが、自然や環境といった人間以外
の存在も代表されうるという議論もある（e.x. Eckersley 1999; Tanasescu 2014）。こ
れに対して、「代表されるもの」として、本稿では、例えば利益、意見、視座
Young 2000 といったものを念頭に置いている。これは、サワードの議論において
指示対象とされているものであると考えることもできよう（Saward 2010）。
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方向的な代表関係がここでは想定されている（Saward 2010: 10-11; 田畑
2017: 187）
。これに対しては、利益以外のものも代表されうるということ 5）
も指摘できるだろう。また、標準的説明において代表が選挙・制度中心的
に考えられていたこと（Saward 2010: 9）、代表者と代表される者との関係
にのみ焦点が当てられていること 6）も批判される点として考えられる。
このような「標準的説明」を批判し、代表を問い直していく新しい代表
論としては、
「代表制論的転回（representative turn）」と「構築主義的転回
（constructivist turn）」がある。
まず、「代表制論的転回」についてである。この見方においては、代表
は必ずしも選挙という特定の制度に基づく必要があるとは限らず、様々な
場において、様々な形態で、様々な主体によって行われうる、という点が
重要である（Näsström 2011; Disch 2015; Mottlová 2017）。このような理解
によって、グローバルな場での NGO によるアドボカシー活動など、
「標
準的説明」においては捉えることができなかったより広い関係を代表関係
と見なして焦点を当てることができる。このアプローチをとる研究として
は、例えば、個々の制度ではなく、様々な制度や実践の連関を複雑な「シ
ステム」として理解するというアプローチが挙げられるだろう（Brown
2018: 172, 179）。また、民主主義理論において「代表制論的転回」は代表
と参加の対置を問い直す。代表は、民主主義や参加と対立するものではな
く、政治的集団やアイデンティティを構成する上で中心的な役割を果たす
ことで政治的存在を増幅させるものであり、むしろ代表と参加は相互に補
完するものとして捉えられるのである（Urbinati 2006: 3-4, 10; Brown 2018:
171-172）。
次に、「構築主義的転回」についてである。「標準的説明」においては、
代表関係では既存の「代表されるもの」が想定されていた。これに対し、
「構
築主義的転回」は、代表関係をそのような既成かつ固定的なものとは見な
5） 例えば、アイリス・マリオン・ヤング（Iris Marion Young）は、利益や意見だ
けでなく、「視座（perspective）」の代表を重視している（Young 2000）。
6） この点は、アンドリュー・ルーフェル（Andrew Rehfeld）によって定式化され
ている（Rehfeld 2006）。彼によれば、
「標準的な説明」は選挙のような特定の制
度や活動に依拠している。そのため、グローバルな場で出現してきている新たな
代表者たちを説明することができない。彼は、代表者を承認する者として、
「代
表される者（the represented）」とは別に、「聴衆（the audience）」を提起している。
田畑（2017: 188-189）も参照。
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さない（Disch 2015; Saward 2010）
。代表される者や彼らの利益が何である
かといったことは、代表関係のなかで内在的に構築される、というのであ
る。このように考えることによって、代表という行為やパフォーマンスが
果たす役割を異なった側面から捉えることができる。「構築主義的転回」
の論者としては、マイケル・サワード（Michael Saward）が挙げられる 7）。
彼は、代表の概念を以下のように再構築している（Saward 2010）
。サワー
ドによれば、投票率の低下や政党の衰退、NGO の役割の増大など、代表
の危機が起こっており、代表についての以前の考えが時代遅れになってき
ている（Saward 2010: 1-3）。サワードは、政治的代表のアイデアを根本的
に再評価する。代表を、選挙政治という静的な事実としてではなく、主張
を す る（claim-making） ダ イ ナ ミ ッ ク な プ ロ セ ス と し て 見 る の で あ る
（Saward 2010: 3）。サワードは、従来の代表観に「作成者（the maker）
」と「聴
衆（the audience）」を追加し、次のように代表を定式化する。
代表の作成者（ʻMʼ）は、聴衆（ʻAʼ）に提示される、指示対象（ʻRʼ）と
関連している対象（ʻOʼ）を表す主体（ʻSʼ）を示す（Saward 2010: 37）
。
これは、循環的な関係として理解される。というのも、聴衆は、作成者と
して、彼ら自身について新たな代表の主張を提起するかもしれないからで
ある（Saward 2010: 36-37）
。この代表の概念は、従来の代表の概念とは異
なり、非選挙的・非制度的代表を含む、より広い代表の実践を視野に入れ
ることができる。
この構築主義的な代表観に対しては、「どのような代表が正統であるの
か」という問いが投げかけられる（Disch 2015; 田畑 2017）。この民主的正
統性の問題については、いくつかの考え方がある。サワードによれば、民
主的正統性について一階の（first-order）判断を下すのは選挙民・聴衆で
あるが、不利にある市民の立ち位置に着目するという点で、政治理論家が
二 階 の（second-order） 批 判 的 役 割 を 果 た す と い う（Saward 2010: 146147）。これに対し、リサ・ディッシュ（Lisa Disch）は、代表関係の外部
から民主的正統性を判断することは「市民の観点（citizen standpoint）」を
7） サワードは「代表制論的転回」の論者として引用される場合もある（Näsström
2011, Mottlová 2017）。
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損なってしまうと指摘している（Disch 2015: 492）
。
以上のように、代表の新しい理論が登場し、その民主的正統性が問われ
ている。本書は、この潮流に依拠しながら、現代の政治状況における様々
な事象について、民主的正統性の基準を提示する。

3．本書の研究課題と構成
本書全体の問題意識・目的については、Introduction において、ダリオ・
カ ス テ ィ リ オ ー ネ と ヨ ハ ネ ス・ ポ ラ ッ ク に よ っ て 示 さ れ て い る（pp.
1-15）8）。本書は、代表政府が変容しているということ、ポピュリズムや反
政治などの現象が現代政治に現れているということ、代表民主主義への批
判と代表そのものの民主的な性質の問い直しが起こっているということを
念頭に置いている（pp. 1-4）。それに対して、本書は、「代表制論的転回」
と「構築主義的転回」といった視点を踏まえ、代表のプロセスが民主的で
ある条件を探る（pp. 4-5）。つまり、政治的代表がどのように民主的なエ
ンパワーメントと包摂を促進することができるのかを検討しているのであ
る。市民たちが何らかの形で存在を与えられ、市民と代表者とのつながり
が活性化されるような代表のあり方を提起することが目指されている。
本書は 3 つの部分に分かれ、それぞれが代表と民主主義の関係の異なる
側面に焦点を当てている。第 1 部には第 2 章から第 5 章、第 2 部には第 6
章から第 9 章、第 3 部には第 10 章から第 13 章までが含まれている。この
3 つのパートに入る前に、第 1 章において概念的・全体的な議論が行われ
ており、その後の章ではより具体的な事象が詳細に論じられていく。
第 1 部では、代表が民主主義のエンパワーメントにどのように貢献する
かについて、直接的に論じる。第 1 部の著者たちは、市民の利益や能力は
事前に形成されているという旧来の見方をしていない。代表関係のなかで
市民の能力が高められると考えられているのである。ここでは、政治的代
表がどのように、集合的意思決定のための市民の能力を促進したり、それ
に影響を与えたりするのかが検討されている。
第 2 部では、包摂という観点から民主的代表が議論されている。このパー
8） 本稿の書評対象である Creating Political Presence からの引用は、ページ番号の
み示す。
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トの焦点は、排除されている人々の要求を代表関係がどのように明確化す
ることができるのかという点にある。社会的なものと政治的なものとの間
の相互作用に注意を払う章と、代表の政治のなかで直接的な存在を持たな
い人々に焦点を当てる章がある。
第 3 部では、現代の政治状況という文脈に沿って、政治的・民主的代表
のあり方を見ていく。政治的統治の新しい条件のなかで、伝統的な政治的
境界や区別を超えて、政治的代表と民主的主権との関係を探ったり、代表
の文脈を新たに再構築してより広範な代表制度を求めたりしている。
ただ、多くの著者は 3 つの分野を横断して議論している。すべての著者
が同じ視座から話しているわけではなく、意見が異なることもある。した
がって本書は、寄稿者たちが対話し、議論の不一致を明らかにしつつ新た
な研究を活性化することも目的としている。

4．本書の内容
ここからは、本書の各章について、簡単に内容を示していく。本書の目
的に照らして、「新しい代表論」をどのように評価し、どのように踏襲し、
どのように発展させているのかという点からも見ていきたい。
第 1 章「代表における民主的存在の論理」において、ダリオ・カスティ
リオーネとヨハネス・ポラックは、存在との関係で代表を考えることの概
念的な意味合いと、政治的代表が民主的な存在の創造にどのように貢献す
るのかという問題に取り組んでいる（pp. 16-36）
。代表は、ピトキンのよ
うな「標準的説明」のなかでは、代表者の発言や行動によって、不在であ
る者を存在させること（事実上は不在のままなのであるが）と理解されて
きた（p. 17-18）。これに対しては、以下の二つの批判がある。第一に、代
表の本質が代表者の行動とアイデアのみにあると誤解されがちであること
に対する、
「存在の政治」的な観点からの批判である（pp. 18-19）
。第二に、
サワードのような「構築主義的転回」は、代表のプロセス的な側面や政治
的主体の創造により焦点を当てるべきであるとして、従来の代表理論を批
判している（pp. 19-20）
。しかし、ピトキンの議論は本質主義からはかけ
離れたものだったことに注意する必要がある（p. 20）。本章は、代表に関
す る ピ ト キ ン の 存 在 ／ 不 在 モ デ ル を、 ハ ッ ソ・ ホ フ マ ン（Hasso
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Hofmann）、カール・シュミット（Carl Schmitt）、ゲルハルト・ライブホル
ツ（Gerhard Leibholz）、デイヴィッド・プロトケ（David Plotke）らの議論
に触れつつ、再検討する。そこでは、主に以下の二点が指摘される。第一
に、シュミットやライブホルツは存在 / 不在モデルを用いてピトキンとは
異なる議論をしているが、その議論に対しては、「存在の政治」による批
判も「構築主義的転回」による批判も当たらない 9）ということである。第
二に、シュミットらが代表を同一化のための方法と見なしているのに対し、
プロトケやヤングはそれを批判し、よりダイナミックな「非同一性」の関
係として代表を見なすべきと主張していることである（pp. 29-31）
。
第 2 章「どのように代表は民主的シティズンシップを可能にするのか」
において、マーク・ウォーレン（Mark E. Warren）は、代表される者の活
動に焦点を当て、代表関係において、どのように市民の判断の能力と質が
支えられるのかを検討している（pp. 39-60）
。代表の「標準的説明」は、
代表される者ではなく代表者の活動に焦点を当てていた（p. 42）。これに
対して、本章では、代表関係のなかでの代表される者の政治活動に焦点を
当てる。そして、最近の文献の多くで指摘されている追加的な問題（代表
関係がどのように代表される者の利益を構成しているのか、代表関係は政
治的判断にどのような貢献をしているのか）に取り組む（p. 41）
。
「構築主
義的転回」によれば、代表関係における言論行為のなかで、代表者は、主
張と応答を通じて選挙民を形成し、民主的正統性を得る。しかし、その政
治的判断をするための市民の能力が、何によって支えられているのかとい
う点が問題となる（pp. 44-45）
。ウォーレンは、代表的な政治システムは、
（1）市民の自律性、（2）集合体の一員としての市民の自己観、
（3）市民の
道徳的・倫理的能力、（4）言説的説明責任のための市民の能力を可能にす
るという、4 つの機能を果たすことによって、民主的シティズンシップの
ための能力を確立し維持する、と主張している（pp. 47, 57-58）
。
第 3 章の「判断のみ（judgement alone）──インターネット時代の分裂
したシティズンシップ」では、ナディア・ウルビナティ（Nadia Urbinati）
9） シュミットやライブホルツの議論において、人民の統一は、自然なものとして
理解されているのではなく、むしろ人民そのものが構築される過程そのものとし
て理解されている。それゆえ、代表関係において代表される者が構築されると理
解すべきであるという「構築主義的転回」による批判には当たらない（p. 28）。
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によって、代表には二つの側面があるという観点から、インターネットの
発達がその二つの側面のそれぞれに対して及ぼす影響に焦点が当てられる
（pp. 61-85）
。ウルビナティは、代表には意志（決定）と判断という二つの
側面があるという、かつての自身の議論を踏まえている 10）。本章において
も、代表に対する見方は伝統的な概念と熟議的な概念とに区別される。前
者は選挙に基づく法律形成への参加のプロセス、後者はインフォーマルな
主張形成の実践である（pp. 63-65）
。この二つの見方に対し、「代表制論的
転回」において提起された「主張としての代表」は、選挙と制度を超えた
代表観をさらに発展させた（pp. 71-73）
。しかし、
「主張としての代表」と
いう見方において、民主的正統性は聴衆の判断に依存するものとされてお
り（p. 74）
、平等な参政権や選挙との結びつきが曖昧である（pp. 74-75）
。
ウルビナティによれば、「主張としての代表」という見方は、代表が有す
る二つの側面の一方でしかない（p. 76）。以上の議論は、現代においてイ
ンターネットが人々の政治参加に与えている影響を理解するうえでの指針
とすることができる。インターネットは政治に水平的な「直接性」を導入
し、人々は政党やジャーナリズムという媒介なしに自らを代表し、主張形
成を行うようになる。その結果、代表における選挙的な側面が低下し、判
断の側面が急激に増大する。ウルビナティは、このような判断の過剰生産
が選挙と切り離されている場合、権力を行使する者に彼らの主張が届くの
だろうか、という問題を指摘している（pp. 79-80）
。政治的代表は非公式
な形態や主張形成だけではありえず、主張形成の側面と意志決定の側面の
両面の相互関係についてさらなる探究が行われなければならない（pp. 8081）。
第 4 章の「政党と紛争処理」において、ジョン・エリック・フォッサム
（John Erik Fossum）は、民主主義的な政治的空間の構築にとって根本的で
ある紛争処理（conflict handling）を通じて、政党が代表的な役割を果たす
方法を論じる（pp. 86-109）
。政党は、紛争を処理するという役割を持って
いる。しかし、投票者への応答性も民主的代表にとって重要であり、それ
10） ウルビナティによれば、人々の意志のみではなく、人々の判断も代表されうる。
代表は、熟議的・判断的な特徴も持ち、それにより意思決定と投票という狭い制
限を超えて政治を拡大することによって、政治参加を促進させることができる
（Urbinati 2006: 15-16）。この議論は、
「代表制論的転回」の主要な議論の一つとして、
他の論者の文献においても参照されている（Vieira 2017: 5）。
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は、紛争処理のために他の政党との対立を解決することとトレードオフの
関係にある（p. 86）。応答性については、標準的説明における代表される
者から代表者への一方向的な概念と、
「構築主義的転回」における動的な
概念がある（pp. 89-90）
。フォッサムは、政治システムにおいて政党が果
たすインプットに重点を置きながら、これら二つの応答性の概念と政党の
紛争処理との関係を検討する。彼は、
「退出（exit）
」
「声（voice）
」「忠誠
心（loyalty）」
「参入（entry）」という分析枠組みを用いて、政党が紛争処
理と応答性をどのように調和していくのかを検討する（pp. 94-95）
。その
結果として示されるのは、以下のようなことである。党派的な応答性は政
党が紛争処理において果たす機能によって異なるということ、また、政党
は、その政党と投票者との関係、その政党と紛争との関係を創造し、その
創造性は民主主義を維持する方向にもその反対にも向き得るということな
どである（pp. 104-105）
。代表の役割を評価するうえでは、このような性
質を考慮せねばならない。
第 5 章の「ポピュリストのねじれ」において、ポーラ・ディール（Paula
Diehl）は、ポピュリズムにおける指導者と信奉者（followers）との関係を
検討している（pp. 110-137）
。代表民主主義においては、代表者と代表さ
れる者との間には垂直的な関係と水平的な関係の両方がある（p. 117）。こ
のバランスをとって権力の乱用を防ぐためには、権威付与と説明責任のバ
ランスが重要となる（pp. 118-120）
。しかし、ポピュリズムは民主的代表
を捻じ曲げようとする。まず、ポピュリストの指導者は、大衆的な力（水
平性）を要求しながらも、同時に強いリーダーシップ（垂直性）を促進し、
垂直性と水平性の間の緊張を急進化させる（pp. 120-121）
。さらに、ポピュ
リストの指導者は、指導者と人民の間の表向きの（ostensible）類似性を強
調することで、関係の中の緊張を不明瞭にする（pp. 128-130）
。究極的には、
垂直性が水平性を飛び越え、全体主義を招来する危険性がある（pp. 130131）。
第 6 章「包摂的な代表の多様性」において、サミュエル・ハヤット（Samuel
Hayat）は、代表は二つの方法で機能しうると主張する（pp. 141-161）
。一
方は排除的に機能し、政治的場面から代表される者を排除してしまう。他
方で、代表は、代表される者を政治的意志決定に参加させることによって、
包摂的に機能する（pp. 141-142）
。従来は、多くの研究の関心は、選挙に
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よる代表政府に向けられていたが、
「代表制論的転回」の多くの理論家は
代表をより広く包摂的なものと指摘している。そのような包摂性を評価す
るためには、代表政府の内部（党派的な政治化）だけでなく、代表政府の
制度外での政治化のプロセス（自律的な政治化）を考慮に入れる必要があ
る（pp. 145-146）。そこで、本章は、フランス革命期の代表の概念を再考し、
包摂的な代表の意味合いを明らかにしている。また、排除されている社会
集団の包摂のための集団代表の議論があるが、それが排除された個人の参
加と結びつくとは限らない。集団の代表の形態は、メンバーの参加を促進
する包摂性も、排除する排除性も持つのである（pp. 152-156）
。包摂的な
代表においては、新たな政治的主体が生まれ、集団間の分断線が変化する
なかで、代表される者が参加する機会を増えることが重要である（pp.
156-157）。
第 7 章「ラディカル・デモクラシー──政治的代表の構築主義的転回に
おけるサイレント・パートナー」において、リサ・ディッシュ（Lisa
Disch）は、
「政治的代表が社会的関係を構築するという考え方では、民主
主義が損なわれているのではないか」という熟議民主主義の研究者の疑念
を扱う（pp. 162-185）。彼らは正統性を重視しており、「構築主義的転回」
に否定的である。しかし、ディッシュは、エルネスト・ラクラウ（Ernesto
Laclau）と シャンタル・ムフ（Chantal Mouffe）を参照し、代表は正統性
の問題としてだけではなく、ヘゲモニーの問題としても捉えられると主張
する（p. 164）。代表のなかで、ヘゲモニー的な言説と実践の継続的な再構
築と挑戦が行われているのである。また、正統性から代表を捉える論者た
ちは指導者が選挙民を「操作」するという危険を指摘してきたが、それは
誇張されているという（p. 173）。このような「操作」を達成することは困
難 で あ る。 む し ろ、 問 題 の 特 定 の 解 釈 に 収 斂 し て い く よ う な「 調 整
（coordination）
」が対立軸を「硬化（harden）」させることの方が、民主主
義政治の「前提条件」としての「多元性（plurality）
」と「非固定性（unfixity）
」
を侵害するがゆえに、民主主義にとって重大な脅威となっているのである
（pp. 176-178）。
第 8 章「誰が民主的な代表者として見なされるのか？──自任的代表の
主張について」において、ローラ・モンタナロ（Laura Montanaro）は、従
来の見方では適切な代表とは見なされていなかった、選挙で選ばれていな
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い自己任命的な代表を扱う（pp. 186-203）
。そこでは代表者への権威付与
は選挙のような単独の行為ではなく、連続的なプロセスとして理解される
（p. 192）
。このような代表は、一方では、選挙では代表されることのでき
ない、法的な選挙制度の外部の人々や、その選挙区と結びつかない利害を
持つ人々のための空間を生み出し、彼らに利益を与えうる（pp. 187-188）
。
しかし、他方では、誤った代表を生み出し、人々にとって有害な政策をも
たらしてしまうという危険性もある。そのため、モンタナロは自己任命的
な代表を評価する基準として、代表される人々が代表関係について判断で
きるように代表者が彼らをエンパワーメントしているか、その関係が民主
主義に対して有害な結果をもたらさないか、という点を挙げている（pp.
193-194）。
第 9 章「将来世代と代表の限界」において、ケリー・ホワイトサイド（Kerry
H. Whiteside）は将来世代の政治的代表の限界を指摘し、むしろ熟議を重
視する（pp. 204-228）
。将来世代を代表することに関する議論が近年なさ
れているものの、現時点では将来世代は存在しないので、将来世代を代表
しようという試みは、困難を抱えている。また、将来世代は代表者と相互
作用をすることができないため、政治的代表の標準的な説明においてだけ
ではなく、「構築主義的転回」を経た代表論においても、代表されること
ができない（pp. 213-214）
。ホワイトサイドは、将来世代を守るために、
将来に関して熟議的に包括的な意思決定を行うコンセンサス会議について
議論する。特定の人々の意見の反映になることを避け、セクター間の利害
集計を乗り越えるためには、私たち全員が未来の世代のための意思決定に
関わることが望ましい（pp. 219-221）。また、この機関は、選挙的な代表
制度に対してより実質的な権限を持つことで、「現在主義的バイアス
（presentist bias）」に対抗するべきである（p. 221）
。
第 10 章「提喩的・比喩的な政治的代表──当時と今」において、フラ
ンク・アンカースミット（Frank Ankersmit）は、主権と政治的代表との関
係を扱う（pp. 231-253）
。アンカースミットは、中世に見られた提喩的代
表（Synecdochical Representation）と現代政治の比喩的代表（Metaphorical
Representation）との区別を指摘する（pp. 234-235）
。提喩では、
「a が b を
代表する」場合、a は b の一部であり、本質的な部分でもある。比喩では、
x の外にある何かの助けを借りて、x の本質を私たちに与える。中世にお
250

新しい代表論を現代政治に適用する（大場）

いては、政治全体の一部である王がそれを代表していたという意味で、提
喩的代表であった（p. 239）。近代においては、代表者自身の政治的な知恵
に頼るようになり、代表される者の外部が代表するという意味で、比喩的
代表となった（p. 240）。しかし、リベラリズムやマルクス主義といったイ
デオロギーは、比喩的代表に基づく現代の選挙的貴族政が提喩的でもある
と人民に信じさせていたのである。近年、政治的イデオロギーが消えてく
ると、代表者が人民の一部ではないことが明らかとなり、代表民主主義が
比喩的代表であり、貴族主義的であることが明らかとなった（p. 243）
。そ
のなかで、代表者たちは、自分が中世の提喩的代表に基づいて人民の保護
者となるのか、あるいは比喩的代表に基づいて主権者である立法者になる
のかを選ぶことになる（p. 248）。
第 11 章「国家を超えた外部性と代表──欧州連合の教訓」において、
クリストファー・ロード（Christopher Lord）は、国家を超えた代表という
問題に、外部性の管理という観点から取り組んでいる（pp. 254-275）
。ロー
ドが取り組むのは、国家を超えた意思決定の正統性を確保するために十分
な代表とは何か、という問題である。彼は、自分たちの外部性をどれだけ
管理することができるかという点から、国家を超えた代表を評価しようと
する（pp. 256-257）。国家を超えた意思決定の正統性としては各国家の同
意が重視されてきたが、正統性にとって同意は必要でも十分でもない（p.
259）。むしろ、国家を超えた代表が、民主主義国家が自らの公衆に対する
義務を果たすのをどのように助けることができるかを理解することが重要
である。外部性を管理する必要性は、長い間、政治的権威の核心的な正当
化として理解されてきたものであり、これこそ意思決定の正統性の基準と
して考えられる（p. 260）。従来、外部性を管理する政治的権威は国家に帰
属してきた。しかし、相互依存という状況下では、国家は外部性を自ら管
理できず、負の外部性を押しつけることで他国の努力にフリーライドする
恐れがある（p. 261）。以上のように、国家を超えてこのような外部性を管
理する必要があるが、それぞれの民主主義国家はそのなかでどのように代
表されるのか、という問題へと議論が移っていく。ロードは、この点につ
いて、3 つの可能性があると指摘する。すなわち、交渉における代表、共
有された規範の形成における代表、共有された法形成における代表である
（pp. 261-262）
。それぞれが、民主主義国家間の外部性の管理に異なる方法
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で貢献することができる。
第 12 章「リミナルな代表（liminal representation）
」において、マイケル・
サワードは、自身の「主張としての代表」の議論を推し進め、代表のリミ
ナリティ（liminality）を指摘したうえで、政治的代表の分野を概念的に分
割する四つの区別に疑問を投げかける（pp. 276-297）
。リミナルなもの（the
liminal）は、2 つの状態の間の中間的な状態であることを特徴とする（p.
277）。代表は、このリミナルな性質を持っている。それを考慮すると、多
くの代表は、選挙的なものと非選挙的なもの、形式的なものと非形式的な
もの、制度的なものと非制度的なもの、規範的なものと記述的なものといっ
た区別の中間にあることになり、整然と区別することはできなくなる（pp.
278-279）。代表の実践は、国家に基づく代表民主主義と社会に基づく政治
的・民主的代表という、一見別々の領域を横断しているのである。このよ
うな代表の広範な両義性ゆえに、選挙的・制度的な代表民主主義などの特
定の形態を、政治的代表の民主的な形態として先験的には見なすことはで
きない（pp. 289-290）。
第 13 章「循環的代表（Recursive Representation）」では、ジェーン・マ
ンスブリッジ（Jane Mansbridge）は、代表をシステム的なものとして捉え
ながら、
「循環的代表（recursive representation）」を促進することを主張す
る（pp. 298-338）
。近年の政治状況では従来の選挙制度への人々の信頼が
低下し、電子メールやインターネットによる「コミュニケーション的転回」
が起こっている。マンスブリッジは、その状況を受け入れ、代表者と選挙
民が相互的かつ継続的にコミュニケーションをとるような「循環的代表
（recursive representation）」11）を理想として提起する（p. 299）。この概念は、
代表の伝統的理解が考慮していなかった行政的レベルと社会的レベルを包
含することができる（p. 300）。また、彼女の関心は、政府に対する市民の
不信の高まりが目立ちながらも、相互依存性の拡大や公共財の必要性の高
まりゆえに国家的強制も必要であるという近年の状況にも向けられてい
る。彼女によれば、国家的強制は複数の源泉から正統性を獲得しうるが、
現在のほとんどの民主主義的試みは選挙的な代表民主主義に依存しており
11） この代表において、代表者が選挙民の言うことを聞いて応答し、選挙民が代表
者の言うことを聞いて応答するという相互的なプロセスが、継続的に行われる。
その意味で、評者は、recursive representation を「循環的代表」と翻訳した。
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（pp. 301-302）
、正統性の危機にある。マンスブリッジは、選挙的代表、行
政的代表、社会的代表というそれぞれの領域において、さらにそれぞれの
領域の間において、より循環的なコミュニケーションを促進するように現
在の実践を再構築することを試みる。それによって、国家的強制を正統化
していくことが本章の課題である。選挙的代表においては、代表者と選挙
民が互いに、選挙民の問題についての理解を深め、互いを行動に駆り立て
ることが求められる（p.306）。また、無作為抽出のディスカッションの場
やいわゆるミニ・パブリックスによって、選挙的代表を補足することも主
張される。行政的代表においては、行政的な立法の理由を市民に説明し、
市民が必要だと考える立法を市民から聞き出す能力を高めることが重要で
ある（p. 319）。社会的代表は、選挙的代表と行政的代表を補うものである
が、この領域では集団や個人は不平等になりがちである。インフォーマル
なレベルにおいては、人々の有利／不利のバイアスを修正することは困難
である（p. 322）。ただし、マンスブリッジによれば、社会的代表は、より
フォーマルな関係を国家と持つにつれて、民主的基準を厳格化するべきで
ある（p. 320）。ここでは、人々は、自らが存在する民主的政体のなかでの
数に比例して、あるいは、彼らが影響を受ける程度に比例して、社会的に
代表されるべきである、という規範が示されている（pp. 322-323）
。

5．本書の意義と含意
以下では、本書をどのように評価できるかを検討していく。本書の各章
の内容は多様かつ具体的なものとなっている。各章の内容ごとに評価する
ことは、評者の能力不足という点からも、紙幅という点からも、困難であ
る。そこで、ここでは本書の各章の議論の詳細には立ち入らず、本書が全
体として持ちうる意義や含意について論じたい。
本書の意義としては、第一に、新しい代表論の継承、さらにはそれへの
理論的貢献がある。寄稿者たちの立場は様々であるとはいえ、全体的には
「新しい代表論」に基づいた議論がなされている。特に、本書の寄稿者た
ちのなかには「代表制論的転回」や「構築主義的転回」をこれまで提起し
てきた論者も多い。その他の論者の章であっても、新しい代表論は代表を
より深く理解することや現代の変化を考慮することにおいて意義があると
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認められており、その枠組みを踏襲したうえで議論されている。例えば、
第 2 章においてウォーレンは「構築主義的転回」を前提にしたうえで、浮
かび上がってきた論点に取り組んでいる。
「構築主義的転回」
においては
「聴
衆」が代表関係を判断するとされていた。そこでは、代表関係を判断する
能力を市民がどのように身につけるかという論点が浮かび上がる。このよ
うに、
「新しい代表論」を踏襲したうえで、さらにその代表論を発展させ
ていくという点で、本書には意義がある。さらに、
「新しい代表論」の論
者の議論に内在していた問題点を指摘し、より深く問い直すという研究も
ある。第 1 章においてダリオ・カスティリオーネとヨハネス・ポラックは、
「構築主義的転回」におけるピトキンの読解を問い直している。彼らによ
れば、ピトキンは単純に本質主義的なものとして代表関係を見ていたわけ
ではない。シュミットといった他の論者の議論も踏まえながら、「標準的
説明」として単純化されがちな議論をより深く理解しようとしている。こ
れは、
「新しい代表論」に対して批判的でありながら、その代表論を深化
させることに寄与するものであろう。
第二に、新しい問題を「新しい代表論」という観点から考察していると
いうことが挙げられる。本書に寄稿されている多くの章は、近年政治学で
取り上げられ始めた、比較的新しい事象に焦点を当てている。そのなかに
は、将来世代のように、従来から存在はしていたがあまり焦点を当てられ
てこなかった事象もあれば、インターネットやポピュリズムといった、現
実の政治で近年に現れてきている事象もある。例えば、第 3 章では、ウル
ビナティはかつての自身の「代表制論的転回」的な議論を、インターネッ
トという事象に適用して議論している。ウルビナティによれば、代表は、
意志という視座と判断という視座の二つの側面から見ることができる
（Urbinati 2006: 15-16）。代表には、意見の形成や明確化と、それらの実現
を担う人々の選択や指名という、両方の側面が含まれているのである。こ
の枠組みを用いることによって、インターネットが、人々が意見や主張を
形成することを促進しながらも、選挙での投票を減少させることで意思決
定との結びつきを失わせるという二面性を論じることができる。代表の二
面性を前提にしてこそ、インターネットが及ぼす代表への影響を単純化せ
ずに分析することができる。また、「主張としての代表」というサワード
の議論を援用することで、インターネットでの実践を「主張としての代表」
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として捉えることができる 12）。このように、
「新しい代表論」という視座か
ら見ることによって、新しい事象を理論的に捉えることができるという点
で、本書の研究には意義がある。また、このような分野は、現在様々な研
究が行われている活発な領域でもある。本書は、代表という視座からその
ような事象を検討することによって、そのような新しい分野を刺激し、更
なる新しい研究を生むことに寄与することにもなると思われる。一つの事
例としてポピュリズムについて見てみると、本書では、第 4 章、第 5 章や
第 10 章など、様々な章がポピュリズムという現象に焦点を当てている。
例えば、第 4 章では、政党が持つ政治的な自制心が党派間の対立を和らげ、
紛争処理に寄与してきたという議論がなされている。民意を反映すること
ばかりに重点を置きすぎると、政党が紛争処理の役割を果たせなくなって
しまう。このような紛争処理と民意反映のジレンマのような問題は、
ポピュ
リズム研究においても指摘されているところである。例えば、スティーブ
ン・ レ ビ ツ キ ー（Steven Levitsky） と ダ ニ エ ル・ ジ ブ ラ ッ ト（Daniel
Ziblatt）は、
『民主主義の死に方』のなかで、政党間の「相互的寛容」と「自
制心」が民主主義を維持するための「柔らかいガードレール」として機能
していたと論じている（レビツキー／ジブラット 2018）
。ポピュリズムは、
そのガードレールを破壊するものとして論じられている。第 4 章において
フォッサムは、代表という観点からこのようなポピュリズム論に近い見解
に至っている。もちろん、ポピュリズムのような新しい事象に関しては、
その功罪の評価が定まっておらず、定義自体も論争されているところであ
る。しかし、本書は、代表という視座からそれらを検討することで、新た
な研究の創造に寄与できるだろう。
第三の本書の意義として、寄稿者間の対話、不一致の表出という点が挙
げられる。各章において、それぞれの寄稿者は、他の寄稿者の文献を相互
に参照している。寄稿者の多くが新たな代表論を提起してきた論者たちで
あるため、「代表制論的転回」や「構築主義的転回」について述べる際に、
本書の別の寄稿者の過去の文献を引用していることが多いのである。さら
12） ただし、ウルビナティは、サワードの議論に対して、主張形成としてのみ代表
を捉えることは一面的である、という指摘もしている。この点では、
「新しい代
表論」の問題点の指摘とさらなる理論的発展という、評者が指摘した第一の意義
も有していると思われる。
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に、本書に寄稿されている章を別の章が参照していることもよく見られる。
本書は寄稿者間の対話を目的の一つとしていたが、その目的は果たされて
いると評価できるだろう。さらに、単に相互参照するというだけではなく、
根本的なスタンスの相違も見られた。この点で、本書は論者間の不一致の
表出という目的も果たしていると思われる。具体的な例を一つ挙げよう。
第 9 章でホワイトサイドは、将来世代に焦点を当てる。将来世代に関する
研究や実践は、近年様々なものが試みられている。しかし、ホワイトサイ
ドは、代表論では将来世代の利益を保護するための立論をすることはでき
ないという。しかも、標準的な説明における代表で不可能であるというだ
けではなく、本書の寄稿者の多くが依拠する構築主義的な代表論において
も不可能なのだという。ホワイトサイドは、代表ではなく、熟議に基づい
て将来世代を考慮しようとする。このように、第 9 章は、代表に対して批
判的な見方をするものであり、代表の限界を示すものであると言える。こ
のように、本書の寄稿者たちは異なるスタンスを有している。その結果と
して、寄稿者間の不一致の明確化にも成功していると考えられる。

6．本書の限界と今後の研究の展望
以下では、本書の限界を指摘する。その後に、これから求められるであ
ろう研究がどのようなものであるかを概観していきたい。
本書は、
「新しい代表論」を踏まえつつ、代表関係が民主的正統性を持
つための条件を提起することを目的としていた。この点を考慮すると、以
下のような限界を指摘できるだろう。
第一に、民主的正統性の基準について統一的な見解が見られないのでは
ないか、という点である。本書は、代表のプロセスをどのように民主的に
するかを論じるものであったが、この点については各章の論者がそれぞれ
異なった事象に焦点を当てつつ多様な見解を出している。本書の各章は、
「代表制論的転回」や「構築主義的転回」を踏まえるという点でスタート
ラインを共有しているものの、論者の目指すところが異なるように思われ
る。例えば、第 7 章においてディッシュは、闘技民主主義の論者を引用し、
熟議理論家が正統性を重視していることに批判的である。それに対して、
第 9 章のホワイトサイドは、熟議によってこそ将来世代の代表が実現でき
256

新しい代表論を現代政治に適用する（大場）

ると述べている。このように、本書では、それぞれの論者が依拠している
「民主主義」や「民主的」の見解が異なっている。ところが、代表と民主
主義との関係を論じるとなると、民主主義論の多様性が問題となってくる。
これは論者間の不一致の表出という点で意義とも考えられる。しかし、そ
の裏返しとして、まとまった民主的正統性の基準は提起されていない。民
主主義の捉え方の多様性は、民主的正統性の基準についての統一的見解の
欠如につながってしまう。本書はその意味で、統一的な民主的正統性の基
準を各分野に適用したというより、各論者がそれぞれ異なる民主主義の観
念に照らして民主的正統性を論じているものと理解される。
本書ではその他にも、熟議や紛争処理、あるいは経済的外部性といった
さまざまな基準が民主的正統性の基準として提起されている。例えば、熟
議のような手続き的な民主主義を正統性のあるものと見なすことと、経済
的外部性のようなある意味で客観的なものを正統性のあるものと見なすこ
ととでは、正統性の捉え方が根本的に異なるように見える。つまり、本書
は、代表の民主的正統性の一般的基準について統一的見解がないままで、
正統性の概念を様々な領域に適用しているように思われる。たしかに、適
用するそれぞれの適用領域に応じて異なる基準が適切ということは妥当な
考えとも言えるかもしれない。しかし、あまりにも異なる正統性の基準は
両立できるのか疑問である。あるいは逆に、同じ領域であっても、本書で
提起されたものとは異なる基準を適用して異なる議論をすることができる
かもしれない。本書では、各領域のそれぞれについては一章分の紙幅しか
なかった。新しい代表論を踏まえながらも、異なる角度から各領域をそれ
ぞれ眺めることは、これからの研究に委ねられている。
第二に、代表関係を評価する理論家の立場の問題について、本書では理
論的な発展や深い検討が見られない。本書は代表関係の民主的正統性の条
件を論じることを目的としていたが、そもそも理論家がその代表関係の正
統性をどの程度判断できるのかということも重要な問題である。政治理論
研究において、政治理論家が現実政治に対してどのような立ち位置をとる
かということは、方法論的に重要な論点である。アダム・スウィフト（Adam
Swift）とスチュアート・ホワイト（Stuart White）によれば、政治理論家
はデモクラシーの下働きとしての役割を持つ（スウィフト／ホワイト
2011）。最終的に政治理論家の議論を受け入れるか否かは市民たちが判断
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することではあるが、政治的議論の質を向上させたり、追求すべき価値に
ついての議論を提示したりするという役割を持つというのである。代表論
においても、代表関係の正統性を評価するうえで、一階（first-order）の
役割は聴衆にあるとしながらも理論家は二階（second-order）の役割を持
つというサワードと、代表関係の外部からの正統性の判断を認めない
ディッシュの間に違いがあった（Disch 2015; 田畑 2017）。さらに政治理論
家の役割をより許容し、政治理論家も代表の主張を行うことができると見
なす論者もいる（Brown 2018）。この論点は、本書が民主的正統性の基準
を提示するということ自体の正統性に関わってくる。代表関係の正統性は
代表関係で内在的にのみ判断されるという立場を推し進めれば、本書のよ
うに理論家が民主的正統性の基準を提起すること自体ができなくなってし
まうのではないか。本書では、そもそも政治理論家が民主的正統性の基準
を示すことができるのか、現実政治における政治家や市民たちとどのよう
な関係にあるのかについては、議論がされていない。本書で提起された民
主的正統性の基準がどのように市民や政治家とつながりを持ち、現実政治
に影響を与え得るのかという点を示すことが必要である。そうすることに
よってこそ、本書で行われた民主的正統性の基準の提示は、現実政治に対
して意義を持つのではないか。
本書を踏まえて、今後求められる研究として、以下の三点を指摘したい。
第一に、本書で提起された民主的正統性の基準をより緻密にしていく研究
である。本書は「新しい代表論」を様々な事象に適用するという形式をとっ
ており、そのそれぞれを今後の研究がさらに理論的に発展させていく必要
がある。本書で提起された基準とは異なる基準が提起される可能性もある
し、基準を精緻化していくこともできるかもしれない。また、これらの基
準を経験的研究に応用することによって、実際の代表関係の正統性を経験
的に評価できるかもしれない。経験的研究では代表関係の「標準的説明」
を前提とした議論が多くなされていたため（Brown 2018）
、
「新しい代表論」
に基づいた考え方を経験的研究に応用することには意義があると思われ
る。ただし、このような政治理論を経験的研究に結びつけるためには、理
論モデルを構成する概念を適切に構築し、概念間の関係について緻密に分
析する必要がある（稗田 2015）。また、それを検証可能にするように操作
化もしなければならない。本書で論じられたような基準や概念を精緻化し、
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さらに操作化して実証研究に用いるということは、今後の研究に委ねられ
ている。
第二に、本書で扱われた以外の論点に対しても新しい代表論を適用する
ことが求められる。本書が様々な論点に新しい代表論を適用しているのは
確かである。しかし、評者の問題関心から重要と思われるいくつかの論点
に対して、新しい代表論は十分に適用されてはいない。例えば、少数者の
代表という論点がある。少数者やマイノリティの代表論は、1990 年代に
「存
在の政治」や「集団代表」といった視座から盛んに議論されていたもので
ある（Phillips 1998; Young 2000）。しかし本書では、この論点については
あまり論じられていない。第 6 章で集団代表について触れられてはいるも
のの、まだまだ他にも論じる必要がある問題は多いのではないだろうか。
例えば、エスニック・マイノリティの代表について、構築主義的な代表観
を適用するという研究もある（Loncar 2018）
。より多様な論点に「新たな
代表論」が適用され、なおかつ深く研究されていくことが望まれる。
第三に、民主主義研究における他分野との対話が挙げられる。本書は代
表論者が中心になって編まれたものである。寄稿者間の対話だけではなく、
寄稿者と他の論者との対話も求められる。例えば、本書ではポピュリズム
や熟議などに焦点が当たることも多かった。本書のような代表論者による
分析に対して、ポピュリズム研究者や熟議論者など、他分野の研究者はど
のように応答するのだろうか。また、代表論者はそれに対してどう再応答
するのだろうか。こうした分野間の対話によっても新たな研究が生まれる
ことが望まれる。

7．おわりに
本稿は、代表論の変化を辿りつつ、Creating Political Presence の内容を
概観するとともに、その意義と限界を指摘した。本書は、
「新しい代表論」
を多様な論点に適用し、新たな研究を切り拓くものであった。「新しい代
表論」を理論的に発展することによって新たな現象に対して枠組みを提示
できるという点に、本書の意義がある。この「新しい代表論」によってど
れだけ他の研究が刺激され、新たな知見がもたらされるかは、今後の研究
にかかっている。また、「新しい代表論」にも問題点がないわけではない。
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熟議論者からは、規範的な問題があることが指摘されている（Disch 2015,
本書第 7 章）
。そのため、本書を手がかりとしつつ、他の分野と対話し、
批判と応答を繰り返していくことが望まれる。
「新しい代表論」が標準的
な説明を乗り越えたように、「新しい代表論」も批判・改訂されていかね
ばならないのかもしれない。今後も代表に関する研究が洗練されていくこ
とが期待される。
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