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1．はじめに

小野のこれまでの研究を概観したとき、その特徴として現れるのは、そ
の対象の幅広さである。ざっと取り上げても、T.パーソンズ、N.ルーマン、
アメリカ政治、ドイツ政治、EU（EC）、日本政治、比較政治理論、紛争
処理論と、理論・現実の両面で多岐にわたっている。またその理論的方法
も、「合理的選択論」に関心を示したかと思えば、その後に「構成主義」
に注目し、そして近年では「解釈学的政治理論」へとその関心を移行させ
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るなど、傍から見れば振幅の大きいものにも映る。
このような小野の政治学には、「小野政治学」として整理しうる一貫性
が存在するのだろうか。また存在するならば、「小野政治学」がその本質
とする要素は何だろうか。小野のこれまでの業績をできる限り包括的に検
討し、この問題にアプローチすることが、本稿の課題である。
さて、小野の政治観に最も大きな影響を与えた人物の一人が N.ルーマ
ンであることには合意が得られるだろう。小野は最新著において、政治を
「社会における統一的決定の作成とその履行の過程の総体」と定義し、そ
れは「強制可能性を有する」としているが（小野、2015:2）、これは、小
野も頻繁に引用するルーマンによる「拘束的決定の創出」（小野、
2002:171）という政治定義と重なる。このように小野の議論には、ルーマ
ンから受けた影響が見られるが、小野はそのルーマンが、二重の視角を持っ
ていたと論ずる。つまり、「経験的で政治の個別的性質を追求する視角」と、
「抽象的で普遍理論追求的な視角」であり、ルーマンの権力論に、「これら
のあい異なる二重の視角が交錯し、かつそこからの分岐が開始されるとい
う地点」という評価を与えている（小野、2008a:58）。
ここで考えてみたいのは、小野もまた、「政治」という限定的な対象に

対してではあれ、このような二重の視角――「経験的で個別的」と「抽象
的で普遍理論追求的」――を有していたのではないかということである。
「経験的」視角は、アメリカ、ドイツ、EUなどへのアプローチの中で洗
練され、そして「普遍理論追求的」視角は、パーソンズやルーマンについ
ての研究において培われた。そしてこの二重の視角は、世紀の転換点に相
次いで発表された『転換期の政治変容』と『比較政治』において交錯し、
その後の「紛争処理論」から「実践的政治学」への展開に至ったのではな
いだろうか。
この把握は、図 1のように示すことができる。もともと「秩序問題」へ
の関心の強い小野は、パーソンズやルーマンの理論を批判的
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に摂取するこ
とにより、その基本的視角の萌芽を抽象的なレベルで形成していく。その
後、アメリカや（西）ドイツといった現代政治分析を通じて、その視角は
経験的に洗練されていった。それらが合流し、理論と現実との両面から、
元々の関心である「秩序問題」にアプローチしようとしたのが、主に 2000
年以降の「実践的政治学」へと向かう展開であると考えられるのである。
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この図式に基づき、以下では次のような順序で検討を進める。最初に、
時期的に言えば 2000年以降にあたる、上記の「二重の視角」の「合流」
以後の業績を取り上げる。そこから、小野の政治学の本質的要素をできる
限り引き出し、その現在的到達点を示す作業を行いたい。この時期の諸研
究は、「合理的選択論」への着目を契機に、元々の関心であった「秩序問題」
へと回帰し、それまでに培った視角を動員しながら、その解決に至る道筋
を形成しようとした段階であり、小野政治学の本質と到達点を引き出すに
は最適の対象と考えられるからである。

EU  

図 1
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こうして「小野政治学」の本質的要素に迫った上で、次なる課題は、そ
れが 70年代以降の小野の歩みの中で一貫して見られる視角であるのか、
あるいはどこかの時点で転換したものなのかということである。この問題
を考えるために、まず 70年代後半から 80年代に至るパーソンズ・ルーマ
ン研究などを取り上げ、そこに表れる「理論的視角」について考えたい。
その中で、小野の政治観が、既にこの時期から一貫した形で姿を現し始め
ていたことを示す。その上で、さらなる課題となるのは「経験的視角」の
検証である。80年代から 90年代に至る小野の現代政治分析を中心に、上
記のような抽象的視角が、経験的分析を通じて洗練されていったこと、つ
まり「一貫した」ものとして強化され、その後の理論的合流へとつながっ
ていったことを見る。
小野の政治学は「秩序形成」という一貫した問題関心のもとに貫かれてい

た。それを示した上で最後に、現在の小野の到達点が、その当初からの問題
に、解答を与えるものとなっているのかどうかについて検討し、本稿を閉じる。

2．「過程」の政治理論――「主体－構造」間の相互作用

（1）合理的選択論への注目

多岐にわたる小野の研究対象の中でも、もっとも意外性を持って受けと
められたのが、2001年に出版された『比較政治』における「合理的選択論」
への注目であろう（小野、2001）1）。この「意外性」に、一定の根拠はある。
一般的に合理的選択論は、方法論的個人主義および実証主義の立場に立つ
理論に位置づけられる。しかしこれまでの小野の研究対象は、パーソンズ
やルーマンらの方法論的全体主義に位置づけられる理論であり、また小野
も含め名古屋大学法学部の政治学が、マルクス主義など理念主義に傾斜し
ていた時期があったことも含めれば、合理的選択論はその対極にあるよう
に思われたからである 2）。

1） 『比較政治』出版時、既に筑波大学に就職し、他の政治学研究者との交流も広
がりつつあった筆者は、幾人かの政治学研究者から、「小野はなぜ合理的選択論
者に「転向」したのか」という質問を投げかけられたという個人的体験を持つ。

2） 実証主義と理念主義との違い、そしてその代表的な理論については、（富永、 
1993）を参照。
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しかしこの「意外性」は、二つの点で「誤解」に基づくものであった。
一つは、小野は確かにパーソンズやルーマンを研究対象としたが、その構
造主義性については強力に批判しており、小野自身は構造主義者ではそも
そもなかった。この点については、次節でより詳細に触れる。本節で扱い
たいもう一つの点は、小野の合理的選択論に対する理解は、一般的なそれ
よりも広いということである。
小野は、合理的選択論について、次のように把握している。

「規範的要素をも組み込んだかたちで、『集団的主体形成』の理論へと
自己変容を遂げつつある」（小野、2001:3）。

これはどのような「変容」なのだろうか。元々合理的選択論は、M.オル
ソンが提起した集合行為論に典型なように、「人々が合理的に行動すれば、
集合行為は生まれない」とする点で、「集団」や人々の間の「秩序」の自
明性を解体する理論であった（Olson, 1971=1996）。しかしこの把握にとど
まれば、合理的選択論はむしろ「秩序破壊」の理論になってしまう。小野
はそうではなく、一旦は秩序の自明性を解体した合理的選択論が、今度は
「秩序形成」の理論として「自己変容」しつつある点を評価するのである。
その変容過程において合理的選択論は、「その適用範囲を構造的側面と、

『一般化された規範の共有』といった文化的規範的側面にまで拡大」して
いる（小野、2001:102）。つまり、これまで合理的選択論が強調してきた
主体の行動という「ミクロな要因」だけでなく、「マクロな構造的要因」
との関わりの中で、また、やはり合理的選択論が前提としてきた合理的主
体像を超え、何らかの規範的要因との交錯の中で、「秩序形成」の理論を
打ちたてようとしている点が、小野によって評価されるのであった。この
ような小野の合理的選択論への注目は、小野の関心が「秩序問題」へと回
帰していることを示すとともに、「秩序形成」を、「規範」を媒介とした「主
体－構造」間の相互作用の「過程」の中に見出そうとしていることを、浮
かび上がらせるのである。小野が合理的選択論から摂取したこの論理は、
その後の紛争処理論において全面的に展開されることになる。
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（2）秩序問題への回帰

このような「秩序問題」への関心に、小野はなぜ、この段階で回帰した
のだろうか。後にも述べるように、「秩序問題」への関心自体は、パーソ
ンズ研究の頃から小野が持っていたものであったが、80年代以降、それ
が前面に出ることはなかった。なぜこの関心が再び登場するに至ったのか。
その背景には、90年代における諸研究の進展、とりわけ『転換期の政治
変容』に結実する現代政治分析と、EU研究があると思われる。
『転換期の政治変容』において小野が行ったのは、当時、緑の党などの登
場によって注目されつつあった「新しい政治」の潮流について、それを「環
境」や「脱物質主義的価値」といった争点の新しさからのみ注目する諸議
論を批判し、「国家機能の限定」として定位することであった。小野は、福
祉国家や「20世紀型体制」（佐々木、1995）は決して不可逆で安定的なも
のではなく、主体的なプロジェクトによって転換を迫られつつある構造であ
るという視点に立ち、そのプロジェクトの主要な担い手として、一方では
新自由主義、もう一方では緑の党や新しい社会運動に注目する。そしてそ
の両者は、「国家機能の限定」という点で方向性を共有しており、ここにこ
そ「新しい政治」の局面が見られると結論づけたのである（小野、2000）。
しかし、これらのプロジェクトによって転換が果たされたとき、一つの

問題が浮上するだろう。それらのプロジェクトの方向性が「国家機能の限
定」である以上、これまで国家によって担われてきた一定の政治機能が、
国家外の領域に委ねられることを意味する。つまり、政治的なものの境界
が変容し、狭義の政治空間としての国家だけでなく、それ以外の社会的領
域にも政治が担われることになるのである（同上、175）。この方向性を見
通した時、「国家」に縛られない形で「政治」を再定位し、政治の機能で
ある「秩序形成」の論理を、より根本的に問い直す必要が、小野の中に生
じたのではないだろうか。つまり、国家をいったん相対化した上で、より
根源的な秩序形成論理への模索が始まったのである。
もう一つ、「秩序問題」への関心へと小野を喚起したと思われるのは、

90年代初頭から半ばにかけての EU研究であろうと思われる。小野は、
当時進展を見せていた EC市場統合を、「壮大な歴史的実験」として位置
づけ、「既存の政治秩序を再編しながら進行中」であるとする。そこでは、
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「どのような新たな政治秩序像を提起しうるかが、各政治勢力に問われて
いる」とされるのである（小野、1995:66-7）。
このように小野は、EUに新たな秩序形成の契機を見出すが、それは国
家という単位を超えた新たな「秩序」への模索でもある。それは、「EU
統合の進展が、単に国民国家システムの『根強さ』を逆説的な形で示すば
かりではなく、EUとしての独自の実体の形成をもたらしつつある、とい
う評価は大変興味深い」（同上 :80）という記述にも窺える。留保つきなが
ら、「国家を超えた」という点に特徴がある。ここにもまた、より根源的
な秩序形成への関心が喚起されたと見ることが可能である。
以上のように、2000年代以降の小野における「秩序問題」の関心への
回帰は、90年代における現代政治分析からも引き出されている。これら
の「経験的」に得られた視角と、上記で示した合理的選択論に基づく「理
論的」視角の摂取――この「二重の視角」が合流・交錯し、その後の紛争
処理論の展開へと繋がっていく。

（3）紛争処理論から実践的政治学へ

「秩序問題」へと回帰した小野は、それを「紛争処理論」という形で理
論化を進めていく。その中で強調されていくのは、以下の 2点である。

①「主体－構造」間の相互作用を「過程」として捉え、そこに秩序形成
のメカニズムを見出す視点。
②その「過程」における、秩序形成へと向けた「主体形成」と、規範の
内面化への注目。

以下では、小野の「紛争処理論」以後の展開を参照しながら、これらの
点をより詳細に探ってみよう。
小野の「シリーズ 紛争処理過程の政治学的分析」をなす 4論文を概観
した場合、そこで最も頻出するタームの一つが、「過程」である。小野は、
そのシリーズの冒頭において既に、「法律学における紛争処理の過程」と「政
治学における政策形成過程」との間には、「紛争処理過程」という共通性
があるとしているが、ここに既に、あたかも自明の前提であるかのように、
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「過程」が主題となっている（小野、2007:3）。なぜ政治を「過程」として
把握することが必要なのか。それは政治においては常に「紛争と対立」が
存在するため、それを一定の秩序の枠内に収めるためには、当事者間の合
意獲得を目指すという「過程」が必要とされるからである。さらにこの秩
序は、一旦形成されれば後は固定的に作用するものではなく、「継続的な
支持調達」がなされなければ安定的たりえない（同上、2007:26）。このよ
うに、小野は、政治の本質を、恒常的な「過程」の中に見出すのである。
それでは、「過程」とは具体的に何だろうか。それは「主体」と「構造」

との間の継続的な相互作用という意味を持つことになるが、その特徴が最
もよく出ているのは、小野による「政治学教科書」批判と「公共性」論で
あるように思われる。まず前者について見よう。小野は通常の政治学教科
書が、①政治制度、②政治過程、③政治行動という形で区分されて構成さ
れることが多いとする（小野、2008b:77）。しかしそのような構成におい
ては、①「静的な構造」としての制度、②アクター間の「相互作用」とし
ての過程、③個別のアクターの「行動原理」が、それぞれ切り離された形
で論じられてしまう。つまり構造（①）と主体（②と③）とが切り離され
ることが批判されるのである。それに対し、小野は、「全ての局面におい
て対立と決定が、すなわち政治が存在する」と考える（同上 :81）。その視
点からすれば、構造と主体とを切り離して論じることはできない。
制度に関して言えば、それは単に静的なものとして存在するわけではな

い。それは、主体によって作動され続け
4 4 4 4 4 4

なければ、それが持つ機能を果た
すことはできないため、恒常的に主体と関わっている（同上 :64）。同時に
制度の側は、それを作動させ続けられるような形で、主体を形成し続け

4 4 4 4 4

な
ければならない。このように考えれば、制度自体が（安定的なように見え
るときであっても）主体によって形成され続けていると同時に、「構造は、
当事者たちの『外的条件』であるばかりでなく、意識に内面化されること
を通じて『主体的要素』としても機能」（同上 :67）し、それに成功してこ
そ安定性を得る。
このような構図は、先ほどの図式に基づいて言えば、①制度は③主体の

行動原理を形成し、③主体は①制度を作動させる。そしていわゆる②政治
過程は、制度（構造）－主体間の相互作用として「恒常的に」あり、それ
が政治において不可欠となるとともに、①制度とも③主体とも切り離せず、
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両者を包摂する機能を持つ。このように小野は①制度、②過程、③行動を
切り離して論ずることはできず、全ての段階において「主体－構造」間の
相互形成の「過程」が恒常的に存在することを示し、それを政治の本質的
要素として位置づけるのである。
さらに小野は、この相互作用の「過程」自体を「公共性」として捉える。
ここに、小野の独自な「公共性」把握が表れるとともに、「主体－構造」
間の相互作用としての「過程」が、秩序形成においていかなる意味を持つ
のかということが、より鮮明にされてくる。小野の公共性論において主な
批判の対象になるのは、齋藤純一と井上達夫である（齋藤、2000; 井上、 
1999; 2006）。批判のポイントはいくつかあるが、小野が最も批判している
のは、齋藤も井上も、公共性を何らかの静的な、私的領域とは切り離され
た「実体」として捉えている点であると思われる。つまり齋藤は、「公共圏」
のような「場」として公共性を捉え、井上は実体的に存在する「基底的正
義」を、公共性の存立基盤とする。
それに対して小野は、このような「実体」を公共性の中に置かない。小

野は公共性を「個別利益の普遍化可能性」として定義するが（小野、
2008b:10）、それは各政治主体が持つ「個別利益」が「普遍的なもの」へ
と転換されることを意味しており、その転換「過程」としての公共性の創
出と、それを支える構図への「動態的」な視角が必要とされるのである。
このように「過程」として「公共性」を捉える視点は、齋藤や井上の公共
性把握と比べて、確かにわかりにくいが、それは「実体」に依拠しないか
らである。つまりどのような「個別利益」を経て「普遍性」の地位を獲得
するかは、「過程」次第で変化しうるという、反本質主義的な論理になっ
ているのである。何らかの「実体」を公共性の中に措定した場合には、人々
がそれを受け入れるか否かという動態は、無効化されてしまうであろう。
個別利益を普遍的なものへと転換する過程としての「公共性」は、人々が
その決定を受け入れるために必要な正統性を、その都度、動態的に紡ぎだ
すための不可欠なステップとなるのである。
しかし、この「過程」としての「公共性」は、それを実現する担い手が

存在しないことには機能しない。ここで小野が着目するのが、「主体形成」
である。これも含めて、2000年以降の小野政治学において、急激に言及
されることの増えた概念が「主体形成」である。それは上記のような「過
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程」への関心の中において、制度は単に静的に存在するのではなく、「主体」
によって維持・形成され続けるとされた点とも関連する。つまり、「主体
－構造」間の相互作用の中で、構造が有効に運用されるためには、そのよ
うに有効に作動させる主体の行動が不可欠であり、そのための「主体形成」
が必要となるからである。
小野の紛争処理論においては、このような主体をどのように生み出すか

もまた一つのテーマとなり、それは「民主主義的主体への陶冶」、「市民教
育の過程」（小野、2010:279）として位置づけられている。しかし小野は、
公共性を「実体」から把握する論理を退けたのと同様に、このような「主
体形成」においても、あらかじめ何らかの望ましい「主体像」を外的に設
定することを回避する。小野はあくまで、「主体－構造」間の相互作用の
過程によって、内的な形で「主体形成」が行われると論じるのである。
この「主体形成」の論理においても、「過程」はその主要な位置を占め

ることになるが、その過程における媒介として導入されるのが「規範」で
ある。公共性の過程においては、規範形成的側面が内包されている。なぜ
なら、それぞれの個別利益を乗り越えた「合意内容や決定内容が、他者の
共感や支持を獲得しうるものであること、すなわち一定の『普遍性』を内
包していることが必要だから」である（同上、280）。それによってこそ、「自
己の個別的利益を一方的に主張するのではなく、その『自己利益』を他者
にも共有可能な『公的利益』へと転化させる『普遍化の可能性』」（小野、 
2007: 11）、つまり公共性が実現する。このような規範意識の共有化こそが、
紛争を処理するためのルール作りや制度設計、つまりは秩序形成には不可
欠な要素となるのである（同上 :7）。繰り返すが、このような規範は、あ
らかじめ「実体」を持つものではなく、「過程」の中で形成される。小野
がルーマンから引くように、「規範とは事実的な過程から形成されるので
あり、事実から切り離されたところに存在するものではない」（小野、
2006:14）からである。
この「主体形成」の「過程」への着目こそ、小野が合理的選択論、とり

わけ E.オストロームの議論から得たものであろう。本稿でも先に引用し
た、『比較政治』における小野の合理的選択論評価である「規範的要素を
も組み込んだかたちで、『集団的主体形成』の理論へと自己変容を遂げつ
つある」という記述にもそれが如実に表れているが、より具体的な形でそ
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れが登場するのが、オストロームの開発支援論への注目である（小野、 
2005）。オストロームは、開発支援を実効的なものにするには、主体に対
して、その制度を運用させるような「誘因」が必要だという形で、その「主
体形成」論を展開している。
このようにオストロームの「主体形成」論は、「開発支援」という形で「実

践知」として機能しており、小野が思い描くような「実践的政治学」の一
つのモデルケースとなる。小野の場合も、「紛争処理」の観点からその「実
践的」意義が追求されるのであるが、より具体的に「実践的政治学」の対
象に小野がしているのは、「投票率低下」への対応ではないかと思われる。
小野は現在の「投票率」を左右する重要な要因として「政治的有効性感覚」
を挙げ、それを高めるために、政治に対する知識や理解力といった「認知
的側面」よりも、信頼感のような「道徳的側面」を重視する。そしてその
醸成のためには、対立状況からの脱却が必要であるとして、「当初の段階
で紛争当事者が有していた『自己の個別的立場』からの脱却プロセス」（小
野、2013:350）を求める。それは「個別性への固執」から「公共的利益へ
の志向」への転換へのメカニズムであるとされるが、そこには、そのよう
な規範を有する「主体形成」の重要性が内包されていると言えるだろう。
しかし小野は、それを外側から押し付けるようなことはしない。あくまで
内生的な形成メカニズムを示すという論理を取っているのである。
ここまで、2000年以降の小野の業績を包括的に検討してきた。その中で、

「小野政治学」の本質をなす要素は、かなりの程度出そろったと考えられる。
小野は、「秩序問題」へと関心を回帰させ、それを「政治」の担う本質的
な課題として設定した上で、「主体－構造」間の相互作用の「過程」にそ
の可能性を見出す。そしてその「過程」の中での、規範を媒介とした主体
形成を、集団的秩序形成の鍵に位置づけ、それを「実践的政治学」へとつ
なげていくのである。「小野政治学」は、徹頭徹尾、「過程」を軸としてい
る。
小野はなぜそこまで、「過程」を重視するのだろうか。その理由の一端は、

「実体的なもの」の回避にあると思われる。このスタンスはいかにして生
まれたのか。次節では、小野の「理論的視角」の萌芽を形成した、パーソ
ンズ・ルーマン研究を参照しながら、この問題を考えたい。
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3．理論的源流――構造主義批判と「実体」の回避

（1）パーソンズと秩序問題

小野が、1970年代に最初の研究対象にしたのは T.パーソンズであり、
その後、1980年代初頭にかけて、N.ルーマン研究へと移行していく。両
者は、社会科学的立場から言えば、構造主義者であり機能主義者であると
一般的には位置づけられている。小野は、この両者に見られる「構造」や「機
能」への傾斜を批判的に検討し、後の「主体－構造」間の相互作用への基
礎を、とりわけ「主体」の役割の取り戻しという観点から、紡ぎだしていく。
そもそも、小野がパーソンズを検討する際の最大の論点とは何だったの

だろうか。それは、初期のパーソンズにおいて行われた「『秩序の問題』
の定立」についてであった。より具体的に言えば、次のようなものである。

「この行為目的はなにものにも拘束されず、ランダムに決定されると
すれば、他方での資源の有用性を考慮に入れると、それは必然的にホッ
ブズのいう『万人の万人に対する戦争状態』を導出せざるを得ない」（小
野、1978:185）。

これは「功利主義のジレンマ」と呼ばれるが、小野はこの時すでに、後
に彼が「合理的選択論」に注目した際と同様の論点を見出していたことが
わかる。それは、利己的個人が自由に行動すれば、それぞれが相争って集
団的秩序が形成されえないとする、「ホッブズ的秩序問題」である。この
問題に対して「行為の主意主義理論」の観点から解明を目指した点こそ、
小野がパーソンズに注目した理由である。少なくとも初期の段階において
パーソンズは、このような問題を「人間の主体性を救出する」形で考えよ
うとしていた。
しかし小野は、パーソンズは結局「主体性の救出」に失敗したと考えて

おり、それこそが小野のパーソンズ批判の最大のポイントである。小野は、
「パーソンズは、個人の行為における能動性を決定論の枠から救出するた
めに、個人行為の主観的側面に焦点を当てた行為理論を展開しようとした」
としつつ、しかし次のように続ける。
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「しかし、そこにおいても、いわば個人行為の社会性を担保するため
の規範的要素は、既に所与のものとして前提された」（同上 : 220）。

パーソンズにおいて、集団的秩序形成のポイントは規範的要素に置かれ
るわけだが、彼はそれが個人の相互行為の中から生み出されてくるという
論理を形成することに失敗し、一定の「所与」的な「実体的要素」にその
役割を委ねてしまう。したがって、パーソンズの理論は、「『個人の能動性』
を確定する枠組みではありえなかった」（同上 :235）。
パーソンズについてのこの捉え方は、小野の問題関心を鮮明にするとと

もに、小野自身も回避しなければならない道筋を示すものでもあった。つ
まり、秩序形成の問題に対して、所与の規範、あるいは何らかの「実体的
要素」を取り込むことは、「社会的諸関係の自立化とその個人に対する規
定性の増大」（同上 :230）を招く。ここで、「社会的諸関係の規定性」は「構
造」の規定性と読みかえることができるだろう。パーソンズの「構造主義
性」はこのように生じた。パーソンズへの批判は、その後の小野の理論、
つまり、主体と構造との間の相互的な過程の中から秩序が生み出されるこ
と、またその過程の中で規範が、所与的かつ実体的に主体に作用するので
はなく、その「過程」の中で生み出され、規範的内面化という形で主体形
成が行われるという考え方へと繋がっていく萌芽となった。前節で見たよ
うな 2000年代以降の小野の「秩序問題」への回帰は、パーソンズが克服
しえなかった問題に対する、小野なりの克服の試みだった。

（2）ルーマンと構造主義批判

小野がその後に N.ルーマンに注目した理由は何だったのであろうか。
小野はルーマンの問題関心について、次のように述べる。

「諸利害の対抗の中で、その統合への基盤が見出しえない、という社会
の非同質性の自覚とそれを克服するべき価値意識の欠如、このような現代
社会の表象を、理論のレベルから克服するためにこそ、彼は今述べた作業
にとりかかるのである」（小野、1981:22）。



16

論　　説

ここでは「諸利害の対抗」「統合」という形で、より政治学に寄せた形
で表現されているが、問題関心としては、バラバラな個人の間でいかにし
て集合的秩序を形成できるかであったと言える。この問題に対して、「シ
ステム」の「機能」の観点から取り組んだのがルーマンであった。
しかし小野は、ルーマンもまた、その問題を充全には解決しえていない

と考える。それは、ルーマンが「機能主義」に訴えながらも、そこにあっ
てはならないはずの一定の「当為命題」を密輸入する形でしか、その問題
を解決し得ていないからである。では、ルーマンに潜在する「当為命題」
とは何か。小野は次のように述べる。

「システムの『現実』的性格、現存『構造』の『選択的強化』という
積極的評価、行政における『決定創出』の有効性、などがそれであり、
まさにそれらはルーマンの問われざる『当為命題』なのである」（同上 :64）。

このように、ルーマンにおいて「当為命題」となっているのは、「現実」
そのものであった。これが、「大衆からの決定への関与の遮断」といった
非民主主義性に代表されるような、ルーマン理論の「保守性」批判につな
がっている（小野、1982:55）。
しかし現時点から見た場合、この批判のポイントは、ルーマンの「現実

主義」的な保守性よりも、むしろ理論的な「構造主義」に名宛されていた
と見るべきであろう 3）。つまり、ルーマンが当為とする「現実」が「構造」
をなしており、その意味でルーマンの理論は構造主義性を帯びるのである。
この点について小野は次のように述べる。

「抽象的な『機能』概念から出発するルーマンのシステム理論は、その論
理展開の道程において、『構造』的要素をその機能性について検討すること
なく次第に拡大していくことにより、彼の当初の狙いであったとされる『人
間的自由の領域の拡大』から遠ざかることになるであろう」（同上 :75）。

3） 小野は、2002年に発表したルーマン研究において、「現時点から振り返ってみ
ると」、ルーマンの「政治理論を現実の政治状況と直接的に関連付けた発想には
問題があったと感じている」と述べている（小野、2002:175）。
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ここでルーマンもまた、パーソンズと同様の問題を抱える。ルーマンは
「現存する政治システムにおける『構造』の『前提』的性格」を強調した
ことにより、「様々な選択行為は、『構造』を基準として評価されざるを得
なくなる」（同上）。そこに表れるのは、構造から主体への規定性であり、
そこに相互関係は存在しない。主体は、「システムにおける決定」を一方
的に「学習する」存在となってしまうからである（小野、1982:55）。
小野にとっては、秩序形成という問題に対するルーマンの解答も、構造

からの一方的な主体形成という側面が強く作用するために、十分なものと
は言えない。構造を「当為命題」のような規範的実体から捉えず、それは
主体との相互作用の中で動態的に作用すると考えられる。あくまでその相
互作用の中で内生的に主体は形成され、それゆえ構造を積極的に再生産・
変容させうるものとして論理化する志向を、当時から小野は持っていたの
である。
とはいえここまでで見てきた小野によるパーソンズ・ルーマン批判は、

「構造主義」や「実体的規範」といった「回避すべきもの」への認識を小
野に与えたとしても、ストレートに「主体－構造」関係への回答を与えた
わけではない。また、その後小野は、アメリカや西ドイツといった現実政
治分析へと向かい、直接的に政治理論を対象とした研究を行わなくなる。
それでは、小野の 2000年代以降の研究で確立するような「主体－構造」
から政治を捉える視点は、どこから形成されてきたのだろうか。
ここで、「補助線」を引いてみよう。ここで「補助線」とは、小野にお
いて研究対象とされてはいないが、それを視野に入れることによって、小
野の展開を理解できるような理論である。小野における「理論的補助線」
は何だったのか。筆者は、それが「マルクス主義国家論」の展開であった
と考える。

（3）理論的補助線としての、マルクス主義国家論

ルーマン研究の後、小野は現実政治の分析へとシフトしていく一方、理
論的には、マルクス主義国家論についての翻訳に携わっている。それは主
に、ネオ・マルクス主義の代表格である B.ジェソップの文献についての
翻訳であったが（Jessop, 1982=1983; 1985=1987）、その中で小野は、ネオ・



18

論　　説

マルクス主義からポスト・マルクス主義へと至る展開に同時代的に立ち会
い、それらの理論的到達点を摂取していったと考えられる。　
マルクス主義国家論の課題は、階級的支配がいかにして国家に反映され

るのかについての理論化であった。この課題は、R.ミリバンドと N.プー
ランザスとの間で、「道具主義 vs構造主義」の論争を引き起こしながら展
開したが（Miliband, 1969=1978; Poulantzas, 1978=1984）、この中で浮上し
た論点が、「国家の相対的自律性」である。構造主義をとれば、国家は経
済における支配－従属関係に規定され、国家自体は自律性を持たないこと
になる。この考え方は、政治が経済に規定されてしまう、つまり政治はそ
の独自の動態を持たないとする議論へとつながるであろう。そうではなく、
確かに国家は資本家の支配と結びつきやすいが、そこには一定の政治的自
律性が存在するのではないか。この議論が、「経済規定性からの政治の解放」
という課題と重なりあいながら、その後のネオ・マルクス主義の中で展開
されていった。
その論争の一つの到達点と言えるのが、ジェソップによる「戦略‐関係」
アプローチである（Jessop, 1990=1994）。国家において誰が支配的になる
かは、いかに構造的に有利／不利な立場にあるとしても、最終的にはそこ
に属するアクターの政治的戦略が成功するか否かに依存している。また、
例えば構造的に不利なアクターであっても、その戦略の成功が積み重なれ
ば、その構造自体が変化する可能性もあるだろう。このようにしてジェソッ
プは、国家における支配関係は、経済を単に反映するわけではなく、政治
の固有の動態によって生み出されると論じた。この問題は、単に、「マル
クス主義」や「国家論」という枠を超えた、政治的含意を持つものであっ
た。つまり、国家はある一定のアクターにとって優位な形になるように構
造化されているのか、あるいは国家は中立的な場でありアクターの戦略に
よってその支配者が決まるのか、はたまた、その相互作用と考えるべきな
のかという、「構造－主体」問題である（Hay, 2006）。
とはいえジェソップも含め、ネオ ･マルクス主義の国家論は、最終的に

は階級関係を、国家における支配関係の軸に置く傾向から抜けきっていな
い。そのような批判を土台に、経済や階級の規定性を完全に相対化し、主
体による言説的なヘゲモニック・プロジェクトが全てを構成するという「言
説－理論アプローチ」を提起したのが、ラクラウ／ムフのポスト・マルク
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ス主義であった（Laclau and Mouffe, 1985=1992）。この議論の中では、「主
体－構造」関係は「主体の戦略」の全面化という展開を見せた。そこでは
主体の戦略をあらかじめ基礎づける「所与性」や、その戦略の成功をあら
かじめ保証するような「実体」は存在しないとされたのである。
小野の議論が、これらの理論のどれに最も近いのかは、彼がマルクス主

義国家論に関わる研究を残してはいないため、判断することはできない。
またこれらの理論に対して、マルクス主義あるいはマルクス主義国家論の
枠組内で評価を下すこと自体は、小野の研究関心の中でもそれほどの位置
を占めていなかっただろう。しかしこのようなマルクス主義の展開をフォ
ローしながら、「構造主義」から「主体の役割」を救い出す形で「主体－
構造」関係を再構成し、「所与性」や「実体性」を回避するような「反本
質主義」的な視点を、小野は摂取していったのではないか。それが、2000
年代以降における「政治」を「構成」的な「過程」として捉える視点へと
繋がっていったと考えられるのである。
このように小野は、前節で見たような政治を「過程」として見る視点を、

パーソンズやルーマンの理論についての批判的研究から引き出し、マルク
ス主義国家論の展開を摂取する中で形成していった。それが、2000年代
以降における合理的選択論への注目と紛争処理論への取り組みの中で、明
確に理論化されることになる。しかしこのような理論的形成は、単に理論
的検討の中からのみ行われたわけではないということも、「小野政治学」
を理解するためには重要である。主に 80年代後半から 90年代において小
野の主テーマとなったのは現実政治分析であった。上記のような視点は、
それらの現状分析に適用されていくとともに、まさにその中において、次
第に明晰化されていったのである。
では小野は、これらの理論的源流をどのように引き継いで、現実政治分

析の中で発展させていったのであろうか。

4．現実政治分析を通じた明晰化―主体の役割と対抗関係の剔出

小野の現実政治分析は、アメリカ、（西）ドイツ、EU、日本という形で
その対象は変遷しており、多様である。しかし、対象横断的にそれらの研
究を検討した場合、そこには明確な視点の一貫性がある。それは主に 3点
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に整理されると思われる。
①政党などの政治的主体の支持調達や、そのための戦略を重視する。
②「安定」しているように見える構造も、ある主体の支持調達や戦略の
持続的な成功によってもたらされており、対抗戦略が成功した場合に
は、それが「変化」するという視角をとる。
③変容への萌芽は、諸主体間の「対抗関係」の中に見出される。

したがって、現実政治分析においても、構造的な安定性を所与に強調す
るような議論は批判対象となり、それを乗り越えて、主体の戦略性や対抗
関係の剔出を行う中で、変化や転換の方向性を見出すことが、小野の主要
な課題であった。これらの視点は、前節まで見てきたような小野の理論的
視角と一貫するものであるとともに、現実政治分析の中で確立していった
のである。

（1）アメリカ分析――政党システムの動態性

現実分析における小野の最初の対象は 1980年代のアメリカであった。
小野がアメリカを対象とした期間は短いが、しかし政治分析の視点の獲得
という点においては、アメリカ研究が持った意義は大きい。
小野がアメリカ政治分析に見出した関心は、1980年代の大統領選に見
られた共和党優位が、アメリカにおける政党システムの再編成なのか解体
なのかという点であった、その問題を考える中で小野が依拠した議論の一
つが、E.ラッドによる「ルーズベルト連合」の視点である（小野、
1985:184）。ルーズベルト連合は民主党多数派を支えた支持母体であるが、
それは南部の白人やカソリック、黒人といった階層を、民主党が包摂する
ことで形成されていた。つまり、各支持基盤を主体的に統合することによっ
て、民主党が多数派を形成していたという見方を示すものであり、安定的
に見える多数派であっても、それは主体による統合の成功によって成り
立っていることを含意している。
したがって、この多数派も永続しえない。「多数を構成する諸勢力間の

紛争が激化するに伴って、多数派連合は解体する」からである（同上 :175）。
ルーズベルト連合に支えられた民主党の優位は、1980年代において、共
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和党の新保守主義プロジェクトによって切り崩され、新たな政党システム
への再編や解体を招いているのではないか。小野の提起した問題は、この
ような視点に基づくものであった。それに対して小野は、「伝統的パターン」
には変容が見られるが、「崩壊」には至っていないという「秩序だった変容」
という結論をこの時点で与えるが（小野、1986:406）、それは、先にルー
ズベルト連合として示された民主党内部での連合に「分化が起こることに
よって、民主党はとくに大統領選挙レベルでの大衆動員力を喪失して」い
ることから生み出されているとされる（小野、1985:186）。
小野によるアメリカ分析は、これまでの支配的プロジェクト（民主党の

ルーズベルト連合）に対して、新たな対抗戦略（共和党の新保守主義）が
台頭することによって、伝統的な政党システムが変容しつつあるという点
で、主体による構造の変容への契機を見出すものであったのである。この
ような視点は、アメリカ以上に構造的に安定しているかに見える西ドイツ
政治の分析に持ち込まれていく。

（2）西ドイツ分析――政党システムと福祉国家

小野は西ドイツ分析へと展開するが、そこでは、アメリカ分析時に行わ
れた政党間対抗間関係の変容を見る視角が持ち込まれると同時に、その視
角から、新たに福祉国家の変容への契機が見出されていくことになる。つ
まり、小野の「主体的戦略」への注目は、政党システムという主体間の関
係だけでなく、福祉国家という「構造」の変化を見出すものにもなってい
くのである。
まず政党システムについて、西ドイツは従来、CDU/CSUと SPD、FDP
による安定的な「三党体制」として捉えられてきたが、小野はその三党体
制について、次のように述べている。

「以上のような要因（政治制度的・経済的要因：筆者注）のみによっ
ていれば自動的に三党体制が確立したわけではない。これに加えて、
CDU/CSU・SPDの二大政党の自覚的努力による支持者獲得という要因
が挙げられる」（小野、1989:98）。



22

論　　説

ここには、上記のアメリカ分析にも見られた視点が一貫して表れている。
安定的に見える構造もまた、政治的主体の積極的な形成によって確立して
いるという点である。このことは同時に、この構造の安定性も永続的なも
のではなく、対抗戦略の登場によって揺らぐ可能性があることを意味して
いる。この「対抗」と「変化」の問題に対して、政党システムと福祉国家
の両面から取り組んだのが、1990年に発表された「現代西ドイツ政治過
程分析序説」であった。小野の論文では初めて「過程」という言葉がタイ
トルに出てくることから示されるように、この西ドイツ研究に、小野の政
治把握はより鮮明な形で表れる。
小野のこの研究において主要な論敵とされるのは、日本においては山口

が提示したような「福祉国家」を「不可逆性」の観点からとらえる見方で
ある。不可逆性論によれば、1980年代における新保守主義政権においても、
福祉国家は変化していないと捉えられていた。つまりそれらは福祉国家を、
その構造主義的な安定性の観点から見ていたのである 4）。
しかし小野は、福祉国家は単に「構造」として安定性を保っているもの

ではない。なぜなら、「『福祉国家』は、市場経済への補完物という側面と
ともに、『大衆統合のメカニズム』という側面をも有している」（小野、 
1990：54）からである。福祉国家の安定性は、政治的主体による支持調達、
つまり大衆統合の持続的な成功に依存している。逆に言えば、政治的主体
が新たな大衆統合様式を提起できれば、その構造が変容していく可能性も
あるということを示している。この小野の福祉国家論には、構造主義的把
握を批判し、「主体－構造」間の相互作用からその変化をみる視点が、既
に見られると言えよう。
では、西ドイツにおいてはどのような転換の可能性があるのだろうか。

小野はそこで、政党システムに現れる対抗関係の変化（主体）と福祉国家
（構造）の相互作用に着目する。小野は、1983年や 87年の西ドイツ連邦
議会選挙の結果を取り上げ、与党 CDU/CSUの勝利に終わり安定的なもの
として捉えられがちなこれらの選挙においても、緑の党の台頭や、SPD

4） このような「不可逆性論」をとる潮流の一つとして、マルクス主義的な福祉国
家理解があった。それらは、資本主義経済は矛盾を内包するため、それを維持す
るために福祉国家が必然的に要請されるという論理を取っており、小野にとって
は「構造主義」として批判されるべき対象であっただろう。
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の主体的戦略形成の失敗という点で、徐々に西ドイツの政治的対抗関係に
は変化が見られるとし、以下のように結論を下している。

「87年選挙の結果を踏まえた上で、西ドイツ政治において新たな動きが
開始されている。それは、既存の政策体系の見直しと新たな方向の模索
をその内容としているのであり、かつての『モデル・ドイツ』の枠内にと
どまらない射程を有する可能性を秘めているように思われる」（同上 :110）。

この分析により小野は、政党システムであれ福祉国家であれ、「安定性」
が強調されがちであった西ドイツにおいても、その安定性は不可逆かつ静
的な形で維持されるのではなく、政治的主体のプロジェクトによって変化
しうることを示した。それは特に、政党システムに表象される「主体」間
の対抗関係の変化と、福祉国家という「構造」を結び付けて議論するとい
う点において、「主体」と「構造」との間の相互作用の「過程」から分析
することによって、得られた視点だったと言えるのである。

（3）EU分析――主体のプロジェクトと対抗関係

主体の対抗関係から、その構造的変化の萌芽を見出す――この小野の基
本的視角は、EU研究により鮮明に登場する。1990年代前半、日本におけ
る EC研究は、金丸輝男や田中素香といった経済学者による研究や、鴨武
彦らによる国際関係論の立場からの研究が主であった（金丸、1987; 田中、 
1991; 鴨、1992）。しかし後者においても、統合が一旦進展すると、それは
自動的にスピルオーバーしていくといった、機能主義的観点からの EC分
析が中心となり、小野の眼にはそれは、非政治学的かつ構造主義的なもの
として映ったであろう。これらの EC研究の潮流に対し、小野は「政治学」
の立場から研究を突きつけたのである。
小野は EUを、「各政治勢力によるさまざまな戦略的プロジェクトの『対
抗の場』」（小野、1995:107）として捉える。そもそも EUで進展した市場
統合は、新自由主義的経済政策・規制緩和等をヨーロッパ・レベルで推進
することにより、経済的競争力を高めるとともに、一国レベルでの福祉国
家の行き詰まりをも打開しようとする、新自由主義的プロジェクトの結果
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として形成された。しかしその一方で、それが生み出した負の側面も踏ま
え、社会民主主義や緑の党もまた、様々な対抗戦略を EUレベルで展開し
つつある。このように EUを、各政治勢力の主体的戦略がせめぎ合う場と
して把握した点に小野の EU研究の特徴があり、だからこそ小野はそれを
『EU統合の政治学

4 4 4

』（強調筆者）と捉えたのである。そしてその「政治学」
的性格はやはり、「主体」の対抗関係から生み出される、構造変化という
点に見出されるのである。
以上みてきたように、アメリカ分析から EU研究へと連なる小野の現代

政治分析は、パーソンズ・ルーマン研究によって得られた「構造主義」批
判への視点を、主体の役割の重視へとつなげていくプロセスでもあった。
それまで見られた構造主義的分析への批判が強く出ているために、「主体
－構造」関係の中でも「主体」を救い出し、対抗関係を剔出することで、
構造的変化への萌芽を見出そうとすることに重点が置かれた。このように
「現実政治」から得られた視点を引き継ぎつつ、小野は 2000年以降、秩序
問題という当初の「理論」的問題関心に立ち戻った上で、このように救い
出した主体の役割をもう一度構造との関係の中に位置づけ直すことによっ
て、「主体－構造」間の相互作用の「過程」から政治を捉える理論を完成
させていくことになるのである。
「小野政治学」は、現代政治分析においても一貫しており、またそれを
通じて明晰化されていった。小野にとって「現実政治」は、自身の理論的
発想を具体化するだけでなく、それを明確化していくためにも、不可欠な
対象であったと言えるのである。

5．結びにかえて

「小野政治学」の特徴は、「主体－構造」間の相互作用を「過程」として
捉え、そこに秩序形成のメカニズムを見出す点にある。それは、パーソン
ズやルーマンが提起し、しかし構造主義に回収されていった問題に対して、
小野が出した一つの解答であった。この結論を踏まえ、最後に考えたいこ
とは、この「秩序問題」に対してパーソンズらが抱えた問題を、小野は乗
り越えられたのかという問題である。
小野のパーソンズ批判の一節に、以下のようなものがある。
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「自己の私的行為がただちに社会的・普遍的なものたりえず、何らか
の媒介をへてのちにのみ、その普遍性が確証されるというとき、その普
遍性への経路を抽象的な形で設定し、その『媒介』の意義を論理的に明
確にしえないならば、それは当初の問題設定に対する充全な解答とはい
えないであろう」（小野、1979:76）。

小野は、この問題に対して、充全な解答を出しえているのであろうか。
パーソンズは、一定の規範的「実体」を「所与」に設定してしまったた

めに、この問題に答えられなかったというのが、小野による批判のポイン
トであった。ここまで見たように、小野が「過程」にこだわってその政治
理論を構築してきたのも、この「所与性」や「実体性」への回避からであ
り、小野は上記引用にある「媒介」の部分に「過程」を当てはめ、「主体
－構造」間の相互作用という観点から、その精緻化を図ってきた。
しかし、小野もまたその政治理論に、一定の規範的「実体」を導入して

いないだろうか。それは特に、2000年代以降において小野が強調し始めた、
「主体形成」の局面においてである。「秩序形成」へと関心を回帰させる中
で小野が注目したのがオストロームの理論であったが、その中で摂取され
た議論の一つが、一定の「規範」に基づく「主体形成」の論理であった。
小野はそれを受けて「主体形成」の契機を自らの理論にとりこんでいくが、
その際にも、「主体－構造」間での相互作用の中で、秩序形成へと向けた
一定の規範が各主体に内面化されるという論理を取ることで、何らかの「実
体」的規範を導入することを慎重に回避しようとしている。
しかし小野の関心が「紛争処理」や、より具体的には「投票率向上」と

いった実践的課題に向かい始めた時――すなわち「実践的政治学」への性
格を強め始めた時――、「私的利益の普遍化可能性」といった課題が、単
に「過程」を経て解決されるメカニズムの問題としてだけではなく、「社
会の成員」がその模索を期待される（小野、2015:2）べき「当為命題」と
しての性格を帯びてしまっているのではないか。確かに、それは「過程」
の中で内面化されるものなのかもしれない。しかし、その「過程」の到達
点があらかじめ設定されているならば、それは所与的な実体性への性格を
帯びる。つまり、何らかの実践的課題への解決へと向けた「主体形成」を
考えた場合には、「過程」を経た先に期待される「主体像」を描かざるを
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えないのではないか。これは、「過程」の政治理論と「実践的政治学」と
の間での、一つのジレンマにもなり得ると思われる。
他方で、筆者による上記の指摘が的外れであり、小野の議論が「実体」

的規範を導入しておらず、「過程」の政治理論で完結しているとした場合
には、今度は別種の問題が浮上するように思われる。「主体－構造」間の
相互作用の「過程」によって「紛争処理」が達成されることは、「紛争処理」
や「秩序形成」の政治的メカニズムとしては理解しうる。しかし、上記の
ような規範的「実体」を設定しない場合には、そのメカニズムが課題解決
に向かうことは保証されないであろう。ならば、どのような場合において、
「過程」は課題解決に向けて作動するのであろうか。あるいは逆に、どの
ような場合であれば作動しないのであろうか。規範的「実体」に訴えるこ
となく、「実践的政治学」としてこのメカニズムを考える場合には、単に「過
程」を示すだけではなく、それが作動する条件を、さらに明確化する必要
があると思われるのである。
この論点に関連して派生してくるのは、政治理論研究におけるその「現

実」との関係である。小野が評価するオストロームは、共有資源管理のた
めの制度形成の条件を、漁場などにおける共有資源管理についての実態調
査に基づく、実証分析の中から引き出していった。また小野自身も、アメ
リカやドイツといった現実政治の分析を通じて、自らの理論を明確化して
いったことは本稿で見た通りである。「実践的政治学」においても、演繹
的に形成した理論の射程や作動の条件を、現実政治との対話の中で、帰納
的な形で探る作業が、求められるのではないだろうか。それはまさに、小
野自身が『比較政治』において指摘した、「帰納的に形成された概念を駆
使した」分析と「演繹的理論を活用した」分析との結合という課題であり
（小野、 2001: 20）、また、「経験的で個別的」と「抽象的で普遍理論追求的」
という「二重の視角」を、真の意味で交錯させるという問題でもあるよう
に思われる。
ただしこれらの疑問は、「小野政治学」に対する批判として提起するこ
とは尚早であろう。なぜならその確立への試みは、途上にあると考えられ
るからである。現在進行中の「新しい政治学」（小野、2011）において、
さらなる展開がなされることを期待して待ちたい。
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