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題・出版社・雑誌名の省略）
③引用文章中において、斜体による強調は原文、下線による強調は引用者
のものを指す
④引用文章中における〔〕は引用者による補足である
⑤引用文章中における脚注は、特に断りのない限り省略する

2．4．新ガバナンス論
アメリカの行政法を論じる中で、藤谷武史は次のように述べている。
アメリカ行政法学においても伝統的には公私二元論が強固であった
が、1980 年代以降の規制緩和・規制改革を経て、規則制定手続と
執行過程における双方向的な公私協働、公的任務の民間化が進行し
ており、この新たな行政のあり方が、“collaborative governance”、“new
governance” 等の概念で論じられている。これらの概念を用いる論
者は、関心や力点の所在は各々異なるものの、ニューディール型の
行政国家・福祉国家の限界に対応し、ヨリ効率的・実効的な社会管
理を実現する手段として、公私の双方向的な協働の仕組みを基本的
には肯定しつつ、そこに伴う答責性の欠如や私人の権利保護水準の
低下の懸念にどう対応するか、という問題意識を共有している 1）。
ここで “collaborative governance”、“new governance” として語られている
もの（以下では総称として「新ガバナンス論」を採用する 2））は、まさに、
先に本稿で民主的実験主義として説明してきたものではないかと思われる
1） 藤谷武史（2010）
「多元的システムにおける行政法学――アメリカ法の観点から」
『新世代法政策学研究』7 号、pp.142-143
2） “new governance” を訳したものだが、こちらを総称として採用するのは、オー
リー・ローベルの次のような整理に依拠するからである。すなわち、新ガバナン
ス論は、昨今興隆する多様な理論の総称であり、①非国家主体の参加の増加、②
公私協働、③市場競争・多様性、④脱中心化、⑤政策領域との統合、⑥非強制的
（「ソフト・ロー」の多用）
、⑦融通性と継続的学習、⑧協調という八つの特徴を
持つものを指す（Orly Lobel（2004）“The Renew Deal: The Fall of Regulation and the
Rise of Governance in Contemporary Legal Thought”, 89 Minnesota Law Review 262 及
び Orly Lobel（2012）“New Governance as Regulatory Governance”, in David LeviFaur（ed.）The Oxford Handbook of Governance, Oxford University Press）。

24

法学における「実験」の行方（2・完）（見崎）

だろう。民主的実験主義と新ガバナンス論は、全く同じものなのか。ある
いは何らかの差異を持つのだろうか。
藤谷は、新ガバナンス論の基底をなす民主主義の一つとして、民主的実
験主義を位置づけている。アメリカの公法学者の主張――「民主制の諸規
範（democratic norms）」と公的任務における民間化の間に相克が生じると
いう主張――に言及しつつ、藤谷は次のように述べる。
……「民主政」も一義的ではない。例えば、行政過程における私人
の参加、公私の協働、多様な実践の許容、柔軟性、失敗からの学習
可能性などの意義を強調する「New Governance」論は、
「民主的実
験主義（democratic experimentalism）」の考え方を有力な思想的基盤
の一つとしている 3）。
このように、民主的実験主義は、1980 年代以降に発展してきた行政国家・
福祉国家改革、とりわけ公私の協働性を強調する議論の一つの思想的基盤
として発達してきたのだ、と整理される。民主的実験主義の論者達も、こ
うした新ガバナンス論との親和性や結びつきを肯定しており 4）、この整理
は妥当なものであるといってよいだろう。
しかし、問題は、昨今の新ガバナンス論で括られるところの改革全てを、
民主的実験主義が許容するものかどうかである。この点について、セイベ
ルとジョナサン・ザイトリンは、次のように述べている。
実験主義は、伝統的な垂直的ガバナンスから区別されるだけでなく、
同様に、プリンシパル・エージェント関係の強化に傾倒する、他の
現在の改革運動からも区別される。ニュー・パブリック・マネジメ
ント（NPM）のようなトップダウン式であろうが、分離型、ある
3） 藤谷「多元的システムにおける行政法学」pp.145-146
4） 例として、新ガバナンス論と民主的実験主義を互換的に用いつつも、トップダ
ウン的ではなくボトムアップ的なイメージを示すために民主的実験主義という用
語のほうが好ましいとする、Michael Wilkinson（2007）“Between Constitutionalism
and Democratic Experimentalism? New Governance in the EU and the US”, 70 The
Modern Law Review 680, p.681、新ガバナンス論の最良の解釈が民主的実験主義で
あ る と す る、William Simon（2010）“New Governance Anxieties: A Deweyan
Response”, 2010 Wisconsin Law Review 727, pp.727-728
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いは「相互作用型（interactive）
」ガバナンスのようなボトムアップ
式であろうが、それらからは区別されるのである。
〔すなわち、
〕実
験主義は、伝統的な垂直的ガバナンスや NPM がそうであるように、
政策構想と行政上の執行の明確な分離に基づいてはいない。また、
相互作用型ガバナンスのように、ローカルなコミュニティや市民会
議の下で、政策構想と行政上の執行を溶けあわせて一つにしてしま
うこともない。そうではなく、民主的実験主義は、反復的で多元的
な目標設定と修正のサイクルを通じた、目的と手段の相互的な
（reciprocal）再定義に基づくのだ。それは、明確に流動的な「ネッ
トワーク・ガバナンス」の実践を構造化することによって、なされ
るのである 5）。
この引用にあるように、従来のニュー・ディール的な垂直的ガバナンス
のみならず、その批判にも用いられるプリンシパル・エージェント理論も
また、民主的実験主義者が批判すべき対象として挙げられている。プリン
シパル・エージェント理論の何が民主的実験主義にとって問題なのだろう
か。この引用を補足・敷衍することにしたい。
まずは、プリンシパル・エージェント理論の概要を確認しよう。プリン
シパル・エージェント理論とは、よく知られているように、主人（依頼人・
プリンシパル）と代理人（エージェント）の関係として制度分析を行おう
とするものである。この理論によれば、民主主義（民主政）は次のように
記述されることになる。
市民はプリンシパルであり、政治家は彼らのエージェントである。
政治家はプリンシパルであり、官僚は政治家のエージェントである。
官僚制の上位機関はプリンシパルであり、下位機関は上位機関の
エージェントである。従って、政治全体が、プリンシパル・エージェ
ント関係の連鎖により構築されている〔といえる〕6）。
5） Charles Sabel and Jonathan Zeitlin（2012）“Experimentalist Governance”, in LeviFaur（ed.）The Oxford Handbook of Governance, p.175
6） Terry Moe（1984）“The New Economics of Organization”, 28 American Journal of
Political Science 739, p. 765
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こうした捉え方は、伝統的な垂直的ガバナンスのイメージに近いものだ
といえる。しかしながら、ここで重要なことは、プリンシパル・エージェ
ント理論が、こうしたトップダウン式のガバナンスのみならず、ボトムアッ
プ的なガバナンス、新ガバナンス論と思われているものに対しても適用可
能であることである。たとえば、住民自治にこの理論を適用した場合の分
析は、次のようになる。
……住民自治組織に、「プリンシパル・エージェント関係」を敷衍
したとき、プリンシパルは住民自治組織の構成員であるコミュニ
ティ住民である。プリンシパルであるコミュニティの住民は、住民
自治組織の目的である、住民間の親睦や伝統慣習の行事、安全・安
心の相互扶助などの事業遂行のために、組織のまとめ役・世話人を
選ぶ。これがエージェントということになる 7）。
このようにして、プリンシパル・エージェント理論は、新ガバナンス論
においても影響力を持ち、広く用いられているのである 8）。さて、それで
はプリンシパル・エージェント理論の何が問題だと、民主的実験主義者ら
は主張するのか。彼らが問題視するのは、プリンシパル・エージェント理
論に基づけば、目標策定者である主人（プリンシパル）と、その実行者で
ある代理人（エージェント）が明確に区別・分離されてしまうことである。
1．1．で見たように、民主的実験主義においては、
直接熟議的ポリアーキー
が理想とされていることを思い出そう。そこでは、目標策定者と実行者が
完全に分離されるようなことはなく、同じ問題解決にあたる協働的な主体
として捉えられ、実践（実験）の中で、目標と手段が入り交じり、互いに
修正していくのであった。こうした関係性の捉え方は、
プリンシパル・エー
ジェント理論と対照をなすものであろう。
ただし、注意が必要なのは、このようにプリンシパル・エージェント理
論を批判するからといって、セイベルらの先の引用中でも述べられている
7） 吉川富夫（2011）「ガバナンス論にかかる理論的・歴史的考察」『県立広島大学
経営情報学部論集』第 3 号、pp.104-105
8） マ ー ク・ ベ ビ ア（2013）『 ガ バ ナ ン ス と は 何 か 』 野 田 牧 人 訳、NTT 出 版、
pp.67-72
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ように、
「政策構想と行政上の執行を溶けあわせて一つにしてしまう」こ
とを、民主的実験主義はよしとしないことである。同じ問題解決に臨む主
体であっても、それぞれは個別の主体であり、それぞれ個別の知識を持つ。
さらに、先の児童保護におけるモニタリング評価で見たように、一般的で
はあるが、何らかの外的な評価基準が設定されており、政策目標の策定が、
場当たり的な行政機関の執行に還元されることもない。あくまで、民主的
実験主義が称揚するのは相互作用性であり、同一化ではないのである。
このように、民主的実験主義は、新ガバナンス論の一つとして整理され
うるが、民主的実験主義者によれば、同じく新ガバナンス論として整理さ
れうる他の議論の全てを許容するものではない、ということになる。
しかし、こうしたある種バランスのとれた、中道を行くような構想は、
自身の議論の境界線を不明確にするという効果がある。果たして、民主的
実験主義の掲げるところの「実験」の内実は、どのようなものなのだろう
か。この点については、後に改めて論じていくことにしたい 9）。
最後に、ガバナンスの射程・範囲についても付言しておこう。昨今のガ
バナンス論興隆の背景として、グローバル化の進展と、それに伴い多くの
諸問題が一国内で対処できるものではなくなってきたことが挙げられる
（いわゆる「グローバル・ガバナンス論」の興隆）10）。金融一つをとっても、
たとえば銀行に要求される自己資本比率について、バーゼル銀行監督委員
会という国際機関が決定的な影響力を持っているし、
環境汚染についても、
地球温暖化といった規模の大きいものについては、一国でどうにかできる
9） 本稿 5.
10） 言及すべき文献は数多いが、最近の基本書として、鈴木基史（2017）『グロー
バル・ガバナンス論講義』東京大学出版会を挙げておく。なお、グローバル・ガ
バナンスと国内におけるガバナンスは明確に分離されるという趣旨で、グローバ
ル・ガバナンスという語を用いたわけではない。さしあたり、行政学における次
のような記述を参照。
「こうした〔新たな〕ガバナンス研究の展望は、翻って考
えてみるならば、21 世紀の時代潮流であるグローバル化によって、新たな政治的
意味空間が生み出されているなかで生まれている。そこでは、これまで主体とし
ての位置づけを得られていなかった個人をはじめ、団体も国家も、営利団体も非
営利団体も、政府機関も非政府組織も、相互のコミュニケ―ションを情報技術の
急速な発達と普及のなかで、直接容易に、そして縦横無尽に行うことが可能になっ
てきている。……そのように考えると日本行政学は、もはや一握りの国家エリー
トや知識人を自らのアクターとして固定的に予定することも、またそのアクター
が活躍する空間を国家間の関係性を意味する国『際』化の次元に限定して理解す
ることも、時代錯誤となっている」
（堀雅晴（2017）
『現代行政学とガバナンス研究』
東信堂、pp.ⅴ-ⅵ）
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ものでは既にない。国内における国家のように、世界政府のような絶対的
な存在がない状況下で、果たしてどのようなガバナンスが可能であるのか
が、現在問われている。民主的実験主義は、国内のみならずこうしたグロー
バルな事例においても適用できるのだろうか。
可能である、というのが民主的実験主義の答である。世界政府は存在し
ないとしても、相対的に上位の主体と下位の現場レベルの主体を区別でき
る以上、それらの主体問での熟議と、ピア・レビューといったモニタリン
グによって、完全なトップダウンでもなく無秩序でもないガバナンスが可
能になる、と民主的実験主義者は主張する 11）。こうした民主的実験主義的
ガバナンスの可能性は、国内ほどクリアではなく、十分に事例を検証でき
ている段階ではまだないが、現在、少なくない研究がこうした可能性を論
証しようとしている 12）。これらの詳細な検討・紹介については、紙幅・論
証のバランスの関係上、また別の機会に譲ることにしたい。

3．メタ制度としての民主的実験主義
以上、民主的実験主義の新規性について検討してきた。そこで明らかと
なったのは、民主的実験主義が、他と区別される新規性を持ちつつも、多
くの類似点や連続性を持っているということである。民主的実験主義も無
から生まれたものではなく、多くの先達や同時代の議論と少なからず重な
り合う点を多く持っている。
しかし、それではなぜ、民主的実験主義は現在になって流行したのであ
ろうか。言い換えれば、なぜ現代派法思考が深化する現在において、民主
的実験主義は有力な地位を持つに至ったのか。
また、序論において、セイベルとドルフの実験主義がエポック・メイキ
11） Gráinne de Búrca（2010）“New Governance and Experimentalism: An Introduction”,
2010 Wisconsin Law Review 227, Charles Sabel and Jonathan Zeitlin（eds.）（2010）
Experimentalist Governance in the European Union, Oxford University Press, Gráinne de
Búrca et al.（2014）“Global Experimentalist Governance”, 44 British Journal of Political
Science 477
12） Chiara Armeni（2015）“Global Experimentalist Governance, International Law and
Climate Change Technologies”, 64 International and Comparative Law Quarterly 875,
Gabrielle Goldstein and Christopher Ansell（2018）“Experimentalist Governance in
Global Public Health: The Case of UNAIDS”, 35 Arizona Journal of International and
Comparative Law 219
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ングな著作になったと述べたが、同じく序論において示した現代派法思考
の特徴と、こうした主張は矛盾するのではないか、と思われた読者がいる
かもしれない。すなわち、現代派法思考の特徴は、非綜合的に古典派法思
考と社会派法思考が混交しており、群雄割拠するいずれの議論も抜きん出
ていないということであった。それにもかかわらず、なにゆえセイベルと
ドルフの著作が時代を象徴するようなものだと考えることができるのか。
以上のような疑問は一見尤もなものであるが、民主的実験主義が、多く
の法理論が共存・競争するためのメタ的な制度構想として理解できると考
えれば氷解する。なぜ民主的実験主義は、現代派法思考の時代にとりわけ
注目され、また適合的な制度構想だといえるのか。理由はこうである。す
なわち、実体的判断を原理的・公理的に導出するのではなく、熟議という
手続を中心に据えることで、群雄割拠する理論同士の対話を促進するもの
であるからだ。ドゥオーキン的権利論やリアリズム法学、法実証主義や自
然法論、フェミニズム法学や法と経済学などが、裁判所やその他の場で、
様々な主体によって問題解決のために熟議される、そうしたメタ的な枠組
みを民主的実験主義は提示しているのである。
確かに民主的実験主義は、ドゥオーキン的権利論やリアリズム法学と
いった個々の理論に対して批判的である 13）。たとえばドルフは、ドゥオー
キンの主張が独白的であり熟議的でないことや、裁判官の純粋な法適用か、
あるいは恣意的な法創造か、という旧来型の問いに囚われてしまっている
ことなどを批判している 14）。しかしながら、こうしたドゥオーキンの主張
が、問題解決の場において熟議の対象となり、現に問題解決に資するよう
に変形されるのであれば、熟議の場に登場すること自体を否定することは
できないはずである。問題とされるのは、恒久的な公理・原理からの演算
によって実験することなくあらゆる事象が解決可能だ、
という思考であり、
公理・原理の存在それ自体ではない 15）。
これに関連して、プラグマティズムに依拠する法学者であり、
「法と経
13） Dorf, “Legal indeterminacy and Institutional Design”, part Ⅱ , Ⅲ
14） Ibid., pp.913-915, 971
15） セイベルらが依拠するデューイは次のように述べている。「作成されるプラン
にしても、再構成の行動の手引として人間が立てる原理にしても、それはドグマ
ではない。それらは、実践のうちで作られる仮説であって、私たちの現在の経験
に必要な手引を与え得るか否かによって、拒否され、修正され、拡張されるもの
である。」（デューイ『哲学の改造』87-88）
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済学」の雄としても知られるリチャード・ポズナーの法実践及び法理論を、
民主的実験主義の陣営に引き入れているブライアン・バトラーの議論が興
味深い。銃規制や同性婚禁止の違憲性が問われた判例などに触れ、憲法起
草者の原意を探ろうとする原意主義と比較しつつ、ポズナーの理論は「情
報を豊富にする法理学」である、とバトラーは高く評価する。すなわち、
バトラーによれば、ポズナーは、なぜ銃規制が必要なのか、といった問題
のを判断にかかる費用便益の分析を実施するために、多様な実証的証拠を
当事者に要求することで、裁判所を実りある熟議の場にしているのであ
る 16）。
このように、問題解決に向けた取り組みに資するか否かこそが重要なポ
イントなのであり、先んじて個々の理論を排してしまうことは、民主的実
験主義を裏切ることになる。いわば、民主的実験主義は、それぞれの理論
が、自身の優位性を示すために競争し、またときに変容が迫られる、そう
した「場」そのものを指すのである。こうした意味で、民主的実験主義は
メタ的な制度構想なのであり、同時に、大文字の民主的実験主義が存在す
るのではなく、問題解決が求められる状況に応じて、多くの、様々な、小
文字の民主的実験主義が立ち現れうる。そこでの理論同士の競争・対話に
よって、それぞれの理論が深化し、綜合されていく可能性を見出すことが
可能となる 17）。民主的実験主義とはそうした構想なのである。
なお、以上のような綜合の試みについては、学者・学問の世界において
行うべきである、という反論がありうるので、先んじて回答を述べておく。
まず、学者・学問の世界と実務の世界をそれほど明確に区別することはで
きない。現に、多くの法学者が裁判上で多くの意見書を提出しており、学
者と実務家の交流も行われていることは、周知のとおりである。次に、学
者・学問の世界と実務の世界を区別するとしても、理論と呼ばれるべきも
のが全て学者の世界にあるとは限らない。いわゆる法学の世界から離れた
実務家であっても、その胸の内に体系的な信条がある可能性は否めな
い 18）。最後に、学者・学問の世界が必ずしも熟議的であるとは限らない。
16） Butler, The Democratic Constitution, chapter 3
17） 民主的実験主義が多様であるゆえに、理論の綜合は世界的な統一ではなく、一
定の収斂という形になる。これについては、次節 4. も参照されたい。
18） そうした例として、秋葉忠利（2019）『数学書として憲法を読む――前広島市
長の憲法・天皇論』法政大学出版局
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学者・学問の世界においても、集団分極化が問題を生んでいることは否め
ないように思われる 19）。民主的実験主義が、
「民主的」という語をわざわざ
冠しているのは、法をエリート・専門家の独占物とするのではなく、人々
全体のものとするということも意味しようとしているのである。

4．再帰化する民主的実験主義――民主的実験主義を実験する
しかしながら、こうした熟議によって、理論が綜合されていくとは限ら
ない。日常的な経験からいっても、話せば話すほど互いに溝が深まるといっ
たことは珍しくない。それゆえに、セイベルとドルフが強く依拠する、い
わゆる「熟議」に基づく構想は、ときに楽観的だと批判される 20）。これに
ついては、今後、実証研究が積み重ねられていくことになろうが 21）、近年、
民主的実験主義の文脈において、興味深い論文が出版された。この論文に
よれば、民主的実験主義の有効性それ自体も、（実証的な）実験の対象と
すべきなのである。こうした「再帰性（reflexivity）」22）は、
民主的実験主義
を刷新・更新・深化していくに際し、不可欠な作業となるであろう。以下、
本論文の内容を簡潔に紹介・検討する。
ダニエル・ホウは、2017 年に副題を「民主的実験主義の実験」とする
論文「ピア・レビューは機能するのか？」を公刊した 23）。ホウはまず、ア
19） たとえば、筆者が専門とする批判法学の例を挙げれば、アンドリュー・アルト
マンの『批判的法学研究――自由主義的批判』
（Andrew Altman（1990）Critical
Legal Studies: A Liberal Critique, Princeton University Press）といった少数の例外を
除き、批判法学と主流派との生産的な対話はほとんど行われていなかったように
思われる（Jack Balkin（1991）“Ideology as Constraint”, 43 Stanford Law Review 1133,
p.1133）。ただし、日本における数少ない生産的な対話の一例として、那須耕介
（2001）「法の支配を支えるもの」『摂南法学』第 25 号
20） そうした批判とそれに対する応答については、さしあたり田村哲樹（2017）『熟
議民主主義の困難』ナカニシヤ出版
21） 同上の他、田中愛治編（2018）『熟議の効用、熟慮の効果――政治哲学を実証
する』勁草書房、法学において注目すべき業績として、ジョン・ガスティル他（2016）
『市民の司法参加と民主主義――アメリカ陪審制の実証研究』ダニエル・フット
監訳、日本評論社
22）「再帰性」についてはアンソニー・ギデンズの定義・主張が著名であろうが、再
帰性の意味は拡散し、
様々な形で論じられるようになっている（中西眞知子（2013）
「再帰性の変化と新たな展開――ラッシュの再帰性論を基軸に」
『社会学評論』64
巻 2 号）
。本稿ではこうした展開には立ち入らず、本文のとおり、民主的実験主義
それ自体も実験による検証の対象となるという意味で再帰性を用いる。
23） Daniel Ho（2017）“Does Peer Review Work?: An Experiment of Experimentalism”,
69 Stanford Law Review 1
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メリカ行政の実務において、現場における個々職員の判断の違いによって、
あまりに大きな差異が生まれていることを指摘する。たとえば、移民の受
入判断につき、現場の判断者によって、高い者は 90％程度で受入を許可
しているのに対し、低い者は 6％程度しか許可していない。こうした裁量
による差異は、特許審査や社会保障関係業務など、様々な領域においても
見られ、ホウがここで研究の対象とする食糧安全保障においても問題視さ
れている。行政法は、何度も改正され、整備し直されてきたが、こうした
不平等・不公正な実態をほとんど是正できていない、とホウは診断す
る 24）。
そこでホウが注目するのが、民主的実験主義であり、民主的実験主義にお
いて中心的手法とされているピア・レビューによる熟議やモニタリングであ
る。ピア・レビューにより、こうした極端に分化している裁量のあり方を収
斂させ、改善することができるのではないか、というのがホウの仮説である。
しかし、意外なことに、従来の研究において、この仮説は十分に検証さ
れているとは言い難い。ホウが述べるとおり、民主的実験主義の実行可能
性や実証性に対する疑義は、従来から提示されてきたにもかかわらず、で
ある 25）。「『実験主義』や『実験室』としての政府（州）についてのあらゆ
る言説において、そうしたガバナンスにかかる主張を実際に実験的な検証
にかけた研究が一つもないということは、皮肉なことである」とホウは非
常に辛辣な批判を述べている 26）。
24） Ibid., pp.5-10, 99-102. 日本においても状況はほぼ同じであり、法令に縛られて
いるはずの公務員が多くの裁量を持つことがかなり以前から指摘されてきた。た
とえば次のような記述を参照。
「公務員の仕事は、法をはじめとする無数の形式（規
準）のジャングルのなかの仕事のようなものである。しかも、それらの形式は
……形式を適用するものの主観的な判断（裁量）をはりこませる余地を含んでい
る。さらに、無数の形式のなかに相互に矛盾するものもすくなくない。そういう
一連の条件のもとでは、公務員は……形式のジャングルのなかから自分の御都合
にとって好ましい一つの（あるいは若干の）形式をえらびとって、それを最大限
に活用するということをやる。」（足立忠夫（1978）『職業としての公務員――そ
の生理と病理』公務職員研修協会、pp.203-204）
25） Ibid., pp.22-27. そ こ で 引 用 さ れ て い る 文 献 を 一 部 こ こ に も 記 載 し て お く。
William Scheuerman（2004）“Democratic Experimentalism or Capitalist
Synchronization? Critical Reflections on Directly-Deliberative Polyarchy”, 17 Canadian
Journal of Law and Jurisprudence 101, Errol Meidinger（2008）“Competitive
Supragovernmental Regulation: How Could It Be Democratic?”, 8 Chicago Journal of
International Law 513
26） Ho, “Does Peer Review Work?”, p.98
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この批判の趣旨は、民主的実験主義の実証研究が存在しない、というこ
とではない。たとえば、セイベルは、フィンランドの教育制度改革 27）を事
例とし、その成功の原因が、フィンランドの教育文化といったものにある
のではなく、民主的実験主義的制度の導入にあるとする研究をおこなって
いる。フィンランドにおいては、現場の教育者や教育機関に大きな権限が
与えられ、個別の生徒に対する特別教育などが実施されているが、これは
無軌道に行われているわけではない。採用の段階で、教育者に高い知的水
準を要求すると共に、校長や教育心理学者、教員や行政の代表などで構成
される団体により、教育内容にかかるピア・レビューが実施され、教員が
互いに学び合う環境ができている。学校間の連携につき多少難があるとし
て留保を付けるものの、民主的実験主義的な実践として、セイベルはフィ
ンランドの教育制度改革を高く評価する 28）。
ホウが批判するのは、このフィンランドの事例に即していえば、なぜ民
主的実験主義の導入がフィンランド教育の成功へとつながったのか、その
因果関係が明確でないことである。セイベルの研究は、デンマークを比較
対象として挙げているものの、厳密な統制の下で因果関係を見たものでは
なく、デンマークとフィンランドにおける教育制度改革の結果の差が何に
起因するかは断言できない。たとえば、財政基盤や子供の数の違いなどが
決定的な要因かもしれないのである。
そこでホウは、食中毒の可能性や因果関係を判断している行政機関を対
象に、 ランダム化比較試験（Randomized Controlled Trial）29）を実施した。
すなわち、当該行政機関の職員を、ピア・レビューを導入するグループと
27） フィンランド教育は、日本でも盛んに研究されており、ある種のブームにすら
なっている（竹内里欧（2016）
「『近代主義の残像』としてのフィンランド教育ブー
ム」佐藤卓己他編『学習する社会の明日【岩波講座 現代 第 8 巻】』岩波書店）
。ゆ
えに膨大な先行研究があるが、さしあたり、肯定的なものとして、福田誠治（2012）
『フィンランドはもう「学力」の先を行っている――人生につながるコンピテンス・
ベースの教育』亜紀書房、批判的なものとして、柴田勝征（2012）『フィンラン
ド教育の批判的検討――学力の国際比較に異議あり！』花伝社
28） Sabel, “Rethinking the Street-Level Bureaucrat”, pp.125-137 関連する文献として、
Charles Sabel et al.（2011）Individualized Service Provision in the New Welfare State:
Lessons From Special Education in Finland, Helsinki: SITRA Studies 62
29）「ランダム化比較試験とは、影響を調べたい要因に関して、他の要因（交絡因子）
による影響を受けないようにするため、対象を実験群と対照群（統制群）に無作
為に割付けて行う実験デザイン」のことを指す（惣脇宏（2010）「英国における
エビデンスに基づく教育政策の展開」
『国立教育政策研究所紀要』第 139 集、p.165）。
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導入しないグループにランダムに振り分け、その後実務上どのような変化
が出るかを調べたのである 30）。
結果は、ピア・レビューの導入は、裁量幅の収斂に効果がある、というも
のであった。たとえば、
食品管理の危険度などを分類するルールの適用につき、
職員間で一致する確率が導入前は 35% であったが、導入 6 週間後には 51%
にまで上昇した 31）。また、
様々なグループを超えたピア・レビューによる熟議は、
グループ間の敵対関係を増幅させることはなく、逆にグループ間の結束を高
める効果があることや、技術の相互学習を促進することも明らかになった 32）。
もちろん、ホウも意識しているとおり、この研究には一定の限界があ
る 33）。ランダムにサンプリングしているといっても、その範囲はあくまで
研究対象となった行政府の管轄区に限られている。ゆえに、他の場所や領
域において同じ結果が得られるとは限らない。また、ピア・レビューの実
施には時間と費用がかかるが、それらが得られる利益を上回るといえるか
は、別途論じる必要があり、民主的実験主義的な枠組みをあらゆる制度に
おいて採用せよ、ということにはならない。
しかしながら、ここで強調したいのは、民主的実験主義はそれ自身を特
権化することなく、自身の有効性を問えるし、問うていくべきだというこ
とである。本稿は、民主的実験主義を現代派法思考下におけるメタ制度と
して位置づけるものであるが、それはメタ制度が完全無欠で普遍化可能で
あるということを意味していない。理論の綜合という道を進むに際し、民
主的実験主義がどれほど現状有効なものであり、またありえるのかは、今
後も検証していくべき課題なのである。

5．民主的実験主義における実験――実験の三類型
以上で見てきたように、民主的実験主義における「実験」とは、ローカ
ルな組織や個人、上位の組織などが、熟議やピア・レビューを通じて互い
30） 本リサーチ・デザインの概要については、Ho, “Does Peer Review Work?”, pp.4959. なお、本稿で紹介しているのはホウの実験の一部であり、詳しい内容につい
ては当該論文を参照されたい。これは実験結果についても同じである。
31） Ibid., p.61
32） Ibid., pp.71-72
33） Ibid., pp.73-78
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に協力し、問題解決に当たり様々なパターンを試行することで、目的それ
自体が変容していく、そのような実践を指す。しかしながら、これで民主
的実験主義における「実験」が明晰なものになっているといえるかといえ
ば、これは明らかに不十分であろう。次のような疑問が直ちに思い浮かぶ。
実験は一種類なのか、あるいはいくつかのパターンがあるのか。実験には
失敗がつきものであるように思われるが、どれほどの失敗が許容されるの
か。実験にふさわしくない領域があるのか否か。上位機関による介入はど
れほど許されるのか。こうした数多くの疑問について、本稿は未だ答えて
いない。以下では、クリストファー・アンセルらによる「実験」概念の類
型論 34）を参照することで、こうした疑問について答え、民主的実験主義の
含意を明らかにしていくことにしたい。
アンセルらは、昨今の社会科学における実験主義――民主的実験主義は
その内の一つである――の台頭について、それらがプラグマティズム、と
りわけパースとデューイに強い影響を受けていることに言及する。そして、
ドナルド・ショーンの実験論 35）に主として依拠しつつ、
「
『もしそうしたら
どうなるか』という問いを立て、
学習する意図を持って、
行動を起こすこと」
が、
「実験」という概念の最大公約数であると述べる 36）。この定義は、確か
に曖昧なものであるが、その曖昧さが多様性を生み、逆に強みとなるのだ
と主張した上で 37）、アンセルらは社会科学における実験を三つに類型化す
る 38）。三類型は、
それぞれ「統制的実験（Controlled Experimentation）
」
「
、ダー
ウ ィ ン 的 実 験（Darwinian Experimentation）
」
、
「 生 成 実 験（Generative
Experimentation）
」と名付けられている。順に見ていこう。
まず、統制的実験とは、
「原因と結果についての妥当な推論のために」
行われることによって特徴づけられるものである。すなわち、端的には、
34） Christopher Ansell and Martin Bartenberger（2016）“Varieties of Experimentalism”,
130 Ecological Economics 64, Christopher Ansell and Martin Bartenberger（2018）“The
Diversity of Experimentation in the Experimenting Society”, in Ibo van de Poel et al.
（eds.）New Perspectives on Technology in Society: Experimentation Beyond the
Laboratory, Routledge
35） ドナルド・ショーン（1983）『省察的実践とは何か――プロフェッショナルの
行為と思考』柳沢昌一＝三輪健二監訳、鳳書房
36） Ansell and Bartenberger, “The Diversity of Experimentation in the Experimenting
Society”, p.38
37） Ibid., pp.38-41
38） Ibid., pp.41-47, Ansell and Bartenberger, “Varieties of Experimentalism”, pp.66-70
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ある処置を施したグループと、そうした処置を施していないグループを比
較対照することで、そうした処置にどのような効果があるのか因果関係を
探る、というのが、統制的実験の基本的発想である。非常に大雑把に言え
ば、たとえばタバコに健康上の害があるか否かは、タバコを吸うグループ
とタバコを吸わないグループに分けて比較することによって明らかにな
る、と統制的実験の試験者は考える。本稿で、先にホウのランダム化比較
試験を取り上げたが、これは統制的実験の典型例である。こうした実験に
よって、因果関係が明確化されることになり、たとえばタバコは健康上の
4

4

害がある、といった「仮説が非常に確からしいと演繹しうる」ようになる。
すなわち、統制的実験においては、まず正しさが推定される仮説があり、
それを検証する、という順番が基本となっている 39）。
これに対し、ダーウィン的実験は、
「演繹的というよりは帰納的、すなわ
ち試行錯誤に基づく学習に依拠する」ものである。つまり、ダーウィン的実
験は、様々な場所で様々な人々が多くの試行錯誤（実験）を行う中で、何ら
かの良き革新（innovation）が結果的に発生することを重視する。統制的実
験は、正しい因果関係を導き出すために、比較対照するグループに多くの統
制をかけて少数の間での比較を好むが、ダーウィン的実験において重要なの
は、
革新が発生する可能性の向上させるもの、
すなわち試行錯誤のヴァリエー
ションの規模や数である。また、進化論において環境に適応できなかった動
物が死滅していくのと同様に、多くの試行錯誤が失敗に終わることをかなり
直裁に承認することも、ダーウィン的実験の特徴である 40）。
最後に、生成実験であるが、これは一つの特定の問題・事例について、
試行錯誤を繰り返していくことで、解決策を作り出す（generate）ことを
目的としたものである。生成実験は、統制的実験と同じく一つの事例を取
り扱うものであるが、その主眼は妥当な因果関係の探求にはなく、試行錯
誤のフィードバックの中で新たな解決策を探し出すことにある。こうした
解決策の模索に当たり、使用される推論の形式は、仮説それ自体の生成を
促すアブダクションであり、革新的なアイデアの創出を、生成実験は望む
のである。ダーウィン的実験との違いについてであるが、ダーウィン的実
験が、多くの数、大きな範囲での多様な試行錯誤（実験）を奨励して競わ
39） Ansell and Bartenberger, “Varieties of Experimentalism”, p.66
40） Ibid., p.66-68
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せるのに対し、生成実験は、一つの実験の形式に集中し改良を加えていく
ことを目指す。ゆえに、ダーウィン的実験のように、失敗して消失してい
く試行錯誤が多数存在するという事態を、生成実験は認めるものではない。
また、他の二つの実験においては、基本的条件を整えた後は介入しないこ
とが原則となるが、生成実験では積極的な介入によって問題解決を図ろう
とすることも、重要な違いとして挙げられている 41）。
実験の三類型をまとめた図を若干改変したものを以下に掲載しておくの
で 42）、適宜参照願いたい。
【実験の三類型の比較】
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41） Ibid., pp.68-69
42） Ibid. p.70. なお、自然実験を統制実験の一部と考えてよいのかなど、若干疑問
を覚える点もあるが、ここでは置く。自然実験の教科書的な説明は次のとおりで
ある。自然実験は、
「調査者による意図的な介入ではなく、他者が与えた、ある
いは自然にもたらされた要因の影響を検証するものであ」り、
「統制群を設けて
実験群との間に被験者を無作為に割り当てることができないため、……実験が持
つ強み――因果関係の推論における高い内的妥当性――を備えているとは言いが
たい」（野村康（2017）『社会科学の考え方――認識論、リサーチ・デザイン、手法』
名古屋大学出版会、p.90）。
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なお、これら三つの類型は、他の多くの類型論と同じく、具体的な例を
考えた場合に、明確な形で区分できるとは限らない。これらの類型は、あ
る特徴を際立たせることによって示された、ある種の見取り図（理念型）
として考えるべきだろう。アンセルらが複合的・重複的な例としてあげる
のは、まさしく本稿で主題となっている民主的実験主義である。
民主的実験主義の文献は、同時遂行の実験を促進するダーウィン的
論理を採用するものだとして、先ほど説明した。しかしながら、生
成実験のように、民主的実験主義は、継続的で反復的な改善のプロ
セスにも思いをめぐらせているのである。すなわち、手段と目的は
固定されておらず、熟議的・協調的な状況下で柔軟に調整されてい
く〔と民主的実験主義は想定する〕。それゆえ、
実際の実験的実践が、
しばしば異なる理念型の論理を組み合わせていることは、明らかで
ある 43）。
このように、アンセルらの考察によれば、民主的実験主義は、ダーウィ
ン的実験と生成実験の二つを採用し、組み合わせて議論を展開している、
ということになる。そして、実験の中でもランダム化比較試験が最良のも
のとされることが少なくないが、民主的実験主義は、ランダム化比較試験
を金科玉条にするべきではなく、教育現場で用いられている「デザイン実
験（design experimentation）」と呼ばれるアプローチ 44）から着想を得るべき
だと、アンセルは個人の論文で主張している 45）。
確かに、先に見てきたケースワーカーや食品衛生にかかる行政実務にお
いて、まずは個々のケースワーカーや、食品衛生の監察官らが、それぞれ
に多様な活動を行っていることが前提とされていた。彼らに多くの裁量を
認め、様々な実践を行わせ、よって失敗する可能性を少なからず承認する
点で、これはダーウィン的実験に該当すると評価してよいだろう。その上
43） Ibid.
44）「繰り返し実践を行いながら授業のデザインのための原則や要素技術を導出す
る研究方法」のことを指す（大島律子＝大島純（2016）「協調学習理論に基づく
授業設計の理解」大島純＝益川弘如『学びのデザイン――学習科学』ミネルヴァ
書房、p.150、詳しくは同論文参照）。
45） Christopher Ansell（2012）“What Is a ʻDemocratic Experimentʼ?”, 9 Contemporary
Pragmatism 158
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で、ピア・レビューを導入し、また、熟議による互いの啓発を促進して、
反復的・継続的な改善を推進するあり方は、生成実験の考え方に近い。
しかし、アンセルらの考えるように、民主的実験主義において、統制実
験が用いられないかといえば、そうではないように思われる。先に取り上
げた、セイベルらのフィンランド教育研究を思い出そう 46）。ランダム化比
較試験ほどには十分な統制が行われていないものの、セイベルらはフィン
ランドの比較対象としてデンマークを挙げているのであった。これは確か
に、対照実験とは呼べず、単なる比較にすぎないともいえるだろうが、し
かし少なくとも、民主的実験主義はこうした対照群を設けるという考え方
を排除していないといえる。また、ホウの研究は、民主的実験主義の有効
性を検証したものとも考えられるが、民主的実験主義にランダム化比較実
験を取り込むべきだ、という主張として理解することも可能である。もし
このように解されるならば、現在の民主的実験主義が、ダーウィン的実験
と生成実験という二つの実験類型しか持たないのだとしても、潜在的に統
制実験を導入する余地は十分にあるように思われる。ゆえに、本稿では、
民主的実験主義は、これら三類型の組み合わせであると考える。
しかし、このように民主的実験主義には三つ全ての実験が含まれてしま
うとすると、類型化して考えることの意味がなくなってしまうのではない
か。こうした懸念を持たれるかもしれないが、それは杞憂にすぎない。こ
こで主張したいのは、三つの実験が全て混同されるということではなく、
実験の対象や目的によって使い分けられ、組み合わせ方も変化する、とい
うことである。これによって、本節冒頭に掲げた問いに答えることができ
るようになる。
それではまず、実験は一種類なのか、あるいはいくつかのパターンがあ
るのか、という疑問について考えてみよう。この類型に従えば、明確に区
分できるものとして三つ（統制実験、ダーウィン的実験、生成実験）
、二
つの類型を組み合わせたものが三つ（統制実験＋ダーウィン的実験、統制
実験＋生成実験、ダーウィン的実験＋生成実験）
、三つを組み合わせたも
のが一つ（統制実験＋ダーウィン的実験＋生成実験）
、合計七つのパター
ンがあるということになる。
46） 本稿 4．
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続いて、以下の一群の問いについても見ていこう。実験には失敗がつき
ものであるように思われるが、どれほどの失敗が許容されるのか。また、
実験にふさわしくない領域があるのか否か。そして、上位機関による介入
はどれほど許されるのか。
先に見てきたように、ダーウィン的実験の場合は失敗をかなり許容し、
生成実験の場合は（最終的な）失敗をほとんど許容しない。統制実験はそ
の中間である。むしろここでの問題は、いかなる場合に、どの実験を用い
るかであろう。たとえば、原子力発電にかかるガバナンスを実施するに際
し、ダーウィン的実験や統制実験を用いることはできない。なぜなら、失
敗による損害は治癒不可能なほどに大きいと考えられるからである。よっ
て、原理的で確実な解決策が存在しない場合（そしてそれでもなお原子力
発電を行うとなった場合）は、生成実験に委ね、モニタリングを強化せざ
るをえない 47）。
以上のようなリスクの高低に応じて、ダーウィン的実験や統制実験を生
成実験と組み合わせていく、というのが一つの定型となるだろう。先に、
ホウが統制実験を食品衛生にかかる行政に適用したのを見た。確かに、食
中毒といった損害は無視してよいものではなく、ときに死者すら出すこと
がある。しかし、原子力発電と比較するに、失敗を重ねてでも革新的な良
いアイデアを見つけ出すことは、許容されてもよいだろう。
ここで注意が必要なのは、これらの実験の諸類型をいついかなるときで
も自在に組み合わせるということはできない、ということである。たとえ
ば、ダーウィン的実験に比して、統制実験や生成実験は、実験者、とりわ
け上位の組織による多くの介入が必要となるが、こうした介入能力を十分
に持つ主体が存在しない場合がある。すなわち、政府の統治能力が十分で
ないこともあるだろうし、いわゆるグローバル・ガバナンスの文脈を考え
れば、世界政府が不在であるがゆえに、統制実験や生成実験の実行が難し
くなることは想像に難くない。以前、筆者は、国家中心主義から憲法論の
47） なお、たとえばサイモンの処方箋は、トヨタの生産方式などを参考に応用・発
展させたもので、事故がたとえ発生していないとしても、何らかの危険が生じた
場合は、それらの情報を集積・分析することで、明るみに出ていない事故原因を
事 前 に 探 り 当 て る と い う も の で あ る（William Simon（2012）“The Institutional
Configuration of Deweyan Democracy”, 9 Contemporary Pragmatism 5, p.18）。 ま た、
Dorf and Sabel, “A Constitution of Democratic Experimentalism”, pp.371-373 も参照。
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解放を図る「社会的立憲主義（societal constitutionalism / gesellschaftlicher
Konstitutionalismus）」について紹介・検討したことがあるが 48）、グンター・
トイプナーは、社会的立憲主義の成功の可否を論じるにあたり、次のよう
に述べている。曰く、「原理的に、事前の予測は不可能だ。そしてそれゆ
えに、立憲化に向けた実験以外に道はない」49）。トイプナーがいうところの
実験は、確かに、非国家的領域における立憲主義の確立という一つの問題
について試行錯誤することを意味しており、生成実験的な要素を含む。し
かしながら、実験への介入可能性が低い――（グローバル）社会における
部分システムは閉鎖的・自律的になる 50）――以上、社会的立憲主義の試み
は、多くの失敗を許容するダーウィン的実験にならざるをえない。トイプ
ナーは、1929 年に発生した世界恐慌を、経済システムの立憲化という実
験の失敗と捉えたが 51）、こうした失敗の発生は、ダーウィン的実験を前提
とする以上、止めがたいものであるのかもしれない 52）。
しかし、以上の実験概念において、まだ語られていないものがある。す
なわち、実験をする主体の問題である。人々はどのようにして実験を考え
出し、なぜそれを実行しようとするのか。これを考えるに際し、人々の制
度的想像力という問題は避けて通れないのではないだろうか。民主的実験
主義者の一人であるアンガーが最も強くこだわったのがこの点であり、セ
イベルといった他の民主的実験主義者と袂を分かった点である。ここに、
こうした危機の発生を乗り越える可能性を見出すことができるかもしれな
い。というのも、制度的想像力の涵養は、実験によって発生しうる危機を
事前に察知し、また、危険性の低い実験のレパートリーを増やすことにつ
48） 見崎史拓（2019）「憲法的機能は国家のみに見出せるのか？（1）（2・完）――
シウリ、トイプナーの社会的立憲主義」『名古屋大学法政論集』281・282 号
49） Gunther Teubner（2011）“A Constitutional Moment? The Logics of ʻHitting the
Bottom”, in Poul Kjaer et al.（ed.）The Financial Crisis in Constitutional Perspective:
The Dark Side of Functional Differentiation, Hart, p.15. また、ほぼ同様の記述として、
Gunther Teubner（2011）“Constitutionalising Polycontexturality”, 20 Social and Legal
Studies 210, p.225
50） トイプナーのシステム理論の理解については、さしあたり、グンター・トイプ
ナー（2012）『システム複合時代の法』瀬川信久編、尾崎一郎他訳、信山社
51） Teubner, “A Constitutional Moment”, p.42
52） システム理論が、進化論の用語を少なからず使用することは、ここで言及すべ
き事実であろう。さしあたり、織田輝哉（1989）「社会変動への進化論的アプロー
チ」『ソシオロゴス』No.13、クラウディオ・バラルディ他（2013）『GLU――ニク
ラス・ルーマン社会システム理論用語集』土方透他訳、国文社、pp.195-199
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ながるからである。トイプナーも、危機を乗り越える可能性を示すために、
かつては批判的に捉えていたアンガーの議論を参照するように変化してき
ているが、これは、注目に値する事実であろう 53）。
以下 6. では、こうしたアンガーの民主的実験主義について、検討して
いくことにしたい。

6．民主的実験主義における主体・想像力の位置
序論で述べたように、現代派法思考の時代においては、理論は過剰なま
でに存在する。しかしながら、このことは問題に対処し解決を導きうるよ
うな理論が既に存在するということを意味しないし、また、人々が主体的
に実験に参画するということも意味しない。民主的実験主義が十全に機能
するためには、人々の想像力や主体性が必要なのである。こうした想像力
や主体性は、前節で述べたような危機の回避を考えるに際しても、避けて
通れないものであろう。以下、民主的実験主義の進むべき方向性として、
アンガー流の民主的実験主義を検討する。

6．1．アンガーとセイベルの対立――デューイ解釈をめぐって
民主的実験主義の背景にある思想は、デューイらのプラグマティズムで
ある。このことは、先にセイベルとドルフの論文に言及しつつ触れた
（1.1.）。
アンガーも同じくプラグマティズムを掲げており、セイベルとの共同プロ
ジェクトも進行していたようである 54）。また、セイベルとサイモンは、明
確にアンガーの提唱した概念である脱安定化権を引き継ぎ、それを生産的
な形で発展させている 55）。このように、アンガーとその他の民主的実験主
義者には多くの類似点が見られる。
しかしながら、その他の民主的実験主義者とアンガーを大きく分ける点
53） 見崎「憲法的機能は国家のみに見出せるのか？（2・完）」pp.283-291
54） Roberto Unger（2003）“The Hidden Difference”, unpublished. Available at http://
www.robertounger.com/en/2017/01/18/the-hidden-difference-2003/（2019 年 9 月 3 日ア
クセス）
55） Charles Sabel and William Simon（2004）“Destabilizing Rights: How Public Law
Litigation Succeeds”, 117 Harvard Law Review 1015
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が二つある。すなわち、（1）セイベルらは民主的実験主義を論じるにあた
り、既存の制度や具体例の記述に力を入れるが、それに対し、アンガーは
規範性や原理論、動態性に力点を置いた論述をおこなっている 56）。そして、
（2）先達の古典的プラグマティストに対して、セイベルらは高い評価を与
えているが、アンガーは彼らをより批判的に検討している 57）、という二点
である。これらの点を掘り下げるにあたり、以下では、アンガーとセイベ
ルのデューイに対する評価の違いを検討する。この二点は互いに関連した
ものであり、この違いを見ることで、アンガーの目指すところが明らかと
なるであろう。
アンガーによれば、デューイの思想には、相反する二つの考えが含まれ
ているという。すなわち、
「偶然性の海の中で道を切り開く、抵抗する主
体としての自己」という考えが一方にあり 58）、他方に、
「彼が主人ではない
進化論の物語に投げこまれた、心を持った有機体」という発想がある 59）。
前者の考えは、主体の力を強調するものであるが、後者は「進化のための
道具」として自己を単なる客体・手段に貶めてしまうのだ、とアンガーは
主張する。主体による変革を強調するアンガーは、「徹底化したプラグマ
ティズム（radicalized pragmatism）」を掲げて前者を強調し、デューイのプ
ラグマティズムを乗り越えようとするのである 60）。
一方、セイベルは、
「私の良き友人であるロベルト・アンガーは、
〔デュー

56） たとえば、Unger, Democracy Realized, pp.5-29 における記述を参照されたい。
57） Roberto Unger（2007）The Self Awakened: Pragmatism Unbound, Harvard University
Press, pp.31-36
58） たとえば次のような記述を参照。
「私たちは、過去を繰り返すだけではいけな
いし、偶然が私たちに変化を強いるのを待っているだけではいけない。私たちは、
新しい、より優れた経験を未来に構成するために、過去の経験を利用するのであ
る。」（デューイ『哲学の改造』p.88）
59） これはデューイの自然主義的傾向を指しての批判だと思われる。デューイの自
然主義の意味するところについては、加賀裕郎（2009）『デューイ自然主義の生
成と構造』晃洋書房を参照。若干長いが、まとめ部分を引用しておく。
「デュー
イの〔自然主義の〕用法には、少なくとも次の意味が含まれている。
（a）超自然
的ないし非自然的なものの区別の否定。……（b）科学的認識の方法と成果を尊
重し、哲学と科学を連続的に捉えること。
（c）自然（物理的自然と人間的自然）
の可能性を根拠なく信頼すること。自然は、ある根拠に基づいて受容されるので
はなく、あるがままに受容される。……（d）『題材の導きに従う』ということ。
この意味での『自然主義』は、
『知識の自然史』としての論理学、ダーウィン的
な『発生的方法』に対して適用される。」（同上 p.382）
60） Unger, The Self Awakened, pp.34-35
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イに対して〕あまり寛容ではない」と述べ 61）、デューイに対してより好意
的な評価を示し、アンガーの批判から擁護しようとする。セイベルによれ
ば、全てを原理的に見通すことができると考えている理論を除き、人間の
行為性についての理論は、こうした進化論的な要素を必要とする。すなわ
ち、
「結果は、意図と制約の反復的な相互作用によってこそ形成される」
のであり、真理は中間にある、とセイベルは説くのである 62）。
ここで、セイベルのアンガー批判は若干誤解を含むものであることには
注意が必要である。セイベルの考えているように、アンガーは非意図的な
行為の存在と意義を否定しているわけでは決してない 63）。
しかしながら、主体の意思にどれほど重きを置くかという問いを立てた
ときに、アンガーの答がセイベルに比し、人間の意思に対して大きな信頼
を寄せたものになることは間違いない。両者の対立は、単なる誤解に還元
できるものではない。
なお、本稿では、アンガーやセイベルのデューイ解釈が正しいかについ
ては論じない 64）。両者のすれ違いは、デューイの議論の正しい読み方にあ
るのではなく、その先、すなわちデューイが提示しているとされる進化論
的要素に対する評価にある。この対立は、たとえデューイ解釈が誤ったも
のであったとしても成立する。
さて、アンガーとセイベル、両者の主張のどちらに説得力を感じるだろ
うか。セイベルだ、という人が少なくないのではないか。確かに、セイベ
ルの主張はバランスがとれており、受け入れやすいものであるように思わ
れる。本稿でも、先に全ての実験が可能ではないことに注意を促したが、
主体がときに状況の道具となる――状況に規定される――のは事実であろ
う。しかしながら、こうした事実を直裁に承認してしまうのか、あるいは
それに少しでも抗おうとするのか、ここに大きな違いが生じる。哲学者の
レナート・スコフは、アンガーによるデューイ批判を読み解き、その核に
61） Charles Sabel（2012）“Dewey, Democracy, and Democratic Experimentalism”, 9
Contemporary Pragmatism 35, p.52
62） Ibid.
63） Roberto Unger（2004）False Necessity: Anti-Necessitarian Social Theory in the
Service of Radical Democracy, revised edition, Verso, pp. 294-302
64） たとえば、アンガーのデューイ解釈を問題視するものとして、Larry Hickman
（2010）“John Deweyʼs Naturalism as a Model for Global Ethics”, 25 Synthesis
Philosophica 9, pp.12-14
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あるのは、「希望（hope）は経験（experience）を超えていかなければな
らない」という確信であるという 65）。人々の経験があまりに希薄なものに
され、限定されてしまっているのだとしたら、どうだろうか。状況を打破
せんとする精神の力、すなわち希望の力が必要となるのではないか。
セイベルらが、既存の制度や実践の記述に力を入れるのは、既に我々の
経験の中に希望が存在すると考えているからであるように思われる。しか
しながら、それは果たして本当だろうか。指摘されれば当然のことに思わ
れるかもしれないが、民主的実験主義には、一つの隠された前提がある。
それは、実験を行おうとする主体が存在し、また実験すべきアイデアの中
に十全なものが存在するということである。こうした前提は、もはや成立
しえなくなっているのではないか。こうした懸念ゆえに、アンガーは敢え
て主体の力――想像力――を強調する議論を展開している、というのが本
稿のアンガー解釈である。

6．2．実験の前提としての想像力
なぜ民主的実験主義を論じる必要があるとアンガーが考えるに至ったの
か、彼の現状分析を確認しよう。
……世界中あらゆるところにおいて、今日、次のような経験がなさ
れている。すなわち、ネオリベラルのプログラムに対する、また、
一つの民主的・市場制度のシステムへと収斂するというネオリベラ
ル特有に対する信頼できる代替案の構築、そこにおける〔具体的な
案の〕枯渇と困難という経験である 66）。
アンガーの考えによれば、そもそも実験すべきアイデアが実質的に枯渇
しようとしている。それが今日の経験なのである。序論などで見てきたよ
65） Lenart Škof（2010）“On Progressive Alternative: Unger versus Žižek”, 49 Synthesis
Philosophica 93, p.96. デューイのアンガーとは対照的な記述を挙げておく。
「有機
体と環境との相互作用が、環境の利用を保障するような適応を生むというのは、
一つの根本的事実、基礎的な範疇である。認識というのは、その確立された場合
の重要性がいかに圧倒的であろうとも、発生的には第二次的な派生的な地位に追
いやられる。」（デューイ『哲学の改造』p.79）
66） Unger, Democracy Realized, p.3
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うに、現代派法思考の下では多くの理論が提示されているが、アンガーに
とってそれらの差異はあまりに些細なものか、あるいは説得力に欠けるも
のでしかない。彼が実験主義を主張するのは、単にある仮説を実験しよう
とするからではない。
アンガーによれば、民主的実験主義は、二つの希望によって構成される
ものであるという。一つは、
「実践上の進歩（practical progress）と、個人
の解放という要求の条件が重なり合う場所を見つけ出すこと」である 67）。
すなわち、技術的な進歩などが、人々の幸福を阻害することがあってはな
ら な い、 と い う こ と だ。 こ の 鍵 と な る の は、
「 集 団 学 習（collective
learning）」であり、既存で当たり前とされ、硬直化している制度を実験に
さらして、より良き実践を発見することにより、この希望を満たすことが
できるとアンガーは考える 68）。この主張は、先に見てきた民主的実験主義
者にも共通するものだと考えてよいだろう。
ここで注目すべきなのは、二つ目の希望である。その希望とは、一般の
人々（ordinary people）が主体性を発揮し、制度や自分自身を変革してい
くことができるというものだ。
「民主主義は、無気力なネイションへの、
歴史の狡知による思わぬ贈り物として、継承していくものではありえない」
とアンガーは述べるが 69）、ここにアンガーの民主主義観・主体観が最もよ
く表れているといってよい。アンガーにとって、民主的実験主義それ自体
も、意図せぬ形で自動的に実現されるわけではなく、勝ち取っていくべき
ものである。アンガーは言う。
我々は、民主的実験主義者として考え、行動するのに、新たな社会
理論の〔示す〕真理に我々が同意するのを待ってはいられない。我々
は、我々の努力とコミットメントが要求する理想を見つけ出さなけ
ればならず、社会的現実と歴史的経験が無効としてしまう、いかな
る思い込みも作り出さないよう努めなければならないのである 70）。

67） Ibid., p.5
68） Ibid., pp.5-10
69） Ibid., p.10
70） Ibid., p.15
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主語が「我々」であることに注意しよう。社会的世界は客観的な記述に
よって変化するのではない。変化させるのは、他でもない「我々」なので
ある。理論よりも先に主体が存在する。一般の人々という主体が活動する
中で、民主的実験主義それ自体も形成されていく。これがアンガーの強調
する民主的実験主義のメッセージである。
民主的実験主義の核となる協働的な熟議も、自動的にもたらされるもの
ではない。従来の対立的な訴訟関係から協働的な熟議へと向かう、という
民主的実験主義のテーゼが正しいとしても、個別の事例を見れば、それは
決して平坦な道ではない。そこには、関係当事者の様々な努力と工夫が見
られるのである 71）。民主的実験主義は、我々の不断の実践、試行錯誤の下
にあることを要請する。
そしてアンガーは、民主的実験主義を、人々が勝ち取っていくべきもの
であると考えていると同時に、ネオリベラルな制度枠組みに収斂していく
現状を打破し、具体的な代替案を提示するための条件であり、心構えであ
ると考えているのである。
アンガーは、既存の制度や現状の自己を不断に作りかえていく主体の能
力を、元々は詩人ジョン・キーツの用語である「否定潜在能力（negative
capability）」によって説明し、主体像の転換を図ると共に 72）、こうした実験
主義を支える学問のあり方・手法として、新たな法分析を提示してい
る 73）。これについては別所で既に論じたことがあるので 74）、
ここでは詳述し
ない。ごく簡潔に述べれば、当たり前とされている法実践とは異なる法実
践を見つけ出し（
「地図作成（mapping）」）、その異質な法実践の観点から
既 存 の 法 制 度 を 批 判 し、 新 た な 制 度 構 想 を 想 像 す る（
「批判的展開
（criticism）」）というものであるが 75）、ここで注目したいのは、
この試み（地
71） 民主的実験主義者ではないが、水平的な話し合いを目指した当事者の語る一例
として、大澤恒夫（2012）
「鞆の浦ミディエイション――『社会資本整備をめぐる
合意形成』及び『熟議民主主義』からの示唆を交えて」
『法政研究』第 79 巻 3 号
72） Unger, False Necessity, pp. 277-312. 邦語による「否定潜在能力」の詳細な検討と
して、吾妻聡（2018）「Roberto Unger の構造論についてのノート」『成蹊法学』第
8 号。なお訳語は三本卓也（2003）「法の支配と不確定性（2）――ロベルト・ア
ンガー『構造』概念の変容とその示唆」『立命館法学』288 号に従った。
73） Roberto Unger（1996）What Should Legal Analysis Become?, Verso
74） 見崎「批判法学の不確定テーゼとその可能性（3・完）
」pp.220-225、見崎「憲
法的機能は国家のみに見出せるのか？（2・完）」pp.286-288
75） Unger, What Should Legal Analysis Become?, pp.130-134
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図作成と批判的展開）は、現実世界における実験に先立つということであ
る。アンガーは、逸脱的な実践から三つのヴィジョン――「拡張された社
会民主主義（extended social democracy）」、「ラディカルなポリアーキー
（radical polyarchy）」、「動態的民主主義（mobilizational democracy）
」――を
引き出している 76）。しかしながら、アンガーは全てを現実に実験せよ、と
も述べないし、ありうるヴィジョンがこの三つしかない、とは主張しない。
主体的に想像力を発揮せよ。これこそがアンガーの根本的なメッセージな
のであり、アンガーの魅力は、個々の具体的な提案――アマゾンの保護政
策など 77）――によって減じられることはない。アンガーの民主的実験主義
は、現実の実験のみならず、精神の次元、すなわち構想レベルでの実験の
重要性を強調するものである、と考えることができるだろう 78）。人々は何
かに操られることによって実験を為すのではなく、主体として思考し、実
験を為すのである。
5．において、グローバル・ガバナンスなどの文脈においては、ダーウィ
ン的実験しか十分に機能せず、失敗による大きな悲劇が生まれる可能性に
言及した。しかし、こうした巨大な失敗の発生の背後にあるのは、想像力
と主体性の欠如なのではないか。すなわち、ダーウィン的実験でありなが
ら、想像力と主体性の欠如ゆえに十分な多様性・選択肢がなく、実質的に
種差が存在しないことが、大きな打撃につながるのではないだろうか。も
ちろん、これらがあることによって全ての悲劇が回避されるわけではない。
しかしながら、少なくともこうした精神が存在しないならば、事態は改善
しないように思われる。たまたま環境に適応し生存するのではなく、環境
それ自体を変革し、生存しようとする努力、個々の主体がこうした意識を
持ち想像力を発揮すること、これこそが重要なのではないだろうか。たと
え、事実・状況によって制約をかけられているのが事実だとしても、である。
76） Ibid., pp.135-170
77） アンガーはブラジルで大臣としてアマゾン保護の政策を担当していたが、その見
解については、Roberto Unger (2019) “How to Save the Amazon Without Condescending
to Brazil”, New York Times. Available at https://www.nytimes.com/2019/08/26/opinion/
amazon-rainforest-fire.html（2019 年 9 月 3 日アクセス）
78） 本稿と同じく、アンガーの民主的実験主義において思考実験が重要な位置を占
めることを指摘するものとして、吾妻聡（2016）「Roberto Unger の制度構想の法
学についての一試論――わが国の文脈（公私の協働・交錯論）へと接続する試み」
『岡山大学法学会雑誌』62 巻 4 号
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6．3．想像力を制約するもの
さて、それでは、アンガーが主張するような民主的実験主義には、主体
の想像力を束縛するようなものは何もないのだろうか。
――もちろんある。
そもそも、思考を形作っている言語それ自体が、自らが作り出したもので
はない。丸山圭三郎がソシュールの議論を用参照しつつ指摘するように、
「私たちは、意識の表層面でこそ同じ構造の中にいるように思えても、深
層においては独自の生を特殊な体験として生きているにもかかわらず、恣
意的分節である言語の網にからめとられ、その結果、各人の価値観が等質
化・画一化されている現実に気づかない」のである 79）。
また、これはより狭く、学問（ディシプリン）においてもいえることで
あろう。ある領域の学問に打ち込むことは、視野を広げると同時に、その
学問に思考を支配されてしまう可能性があることも意味する。これはもち
ろん、法学についても同様である。憲法学者である松田浩は、ジャック・
バルキンとサンフォード・レヴィンソンの主張を引用しながら、次のよう
に述べる。
バルキンとレヴィンソンが云うように、ひとたび法学の世界の住人
になることは、
「法律家としてだけではなく、
市民としてもより良く、
価値のある人生へと導かれる」ことであると同時に、「想像力を形
成し、意識を植民地化する……ことに寄与する、一定の正典、実践
ルール、思考の規律を植え付けられる」ことに他ならない。この権
威的な「ソフトウェア」は、その世界に長く暮らせば暮らす程、必
然的に意識の対象から遠ざかっていく 80）。
アンガーは、十全な主体などありえないという問題に無頓着なのだろか。
アンガーは、あまりに楽観主義に過ぎるのだろうか。
79） 丸山圭三郎（1987）『言葉と無意識』講談社現代新書、pp.73-74
80） 松田浩（2006）「ディシプリンとその『正典』――現代アメリカ憲法学におけ
るある自画像の試み」『駿河台法学』第 19 巻第 2 号、p.17. 松田によって引用され
て い る 文 献 は、Jack Balkin and Sanford Levinson（2000）Legal Canons, New York
University Press である。なお、松田やバルキンらはこうした学問の閉鎖性を傍観し、
悲観しているわけではないが、これについては、引用文献を一読されたい。
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そうではない。むしろアンガーは、学問の世界に入った当初から、こう
した問題に敏感であった。かつて拙稿において強調したことであるが、ア
ンガーの最初の公刊物が、言語の解体と再構成を謳う、詩的言語について
の著作であったことは偶然ではない 81）。アンガーは、言語の根底にあるも
の、その作用について思考することから、その思想を深めていったのであ
る。
また、アンガーが批判法学の代表格とされていることも忘れてはならな
い。批判法学は、その名の示すとおり、当時ロースクールで教えられてい
た主流の法学を徹底的に法学内部で批判し、ロースクールから出て行くこ
とが義務である、とまで罵られた学派・運動である 82）。アンガーは、主流
派法学が実質的に「法律家は神父（priests）なのであり、預言者（prophets）
ではない」というメッセージを発しており、皆がそれを受け入れているこ
とを問題にした 83）。このメタファーによってアンガーが示唆しようとした
のは、多くの法律家は既存の権威の守護者となってしまい、社会を大きく
変革するような大胆な試みをなせなくなってしまっているということであ
る。確かに、現在、いわゆる現代型訴訟 84）によって少なくない社会変革が
なされている。しかしながら、既存の法言語・法制度の下でのみ語るとい
うことの意味を、今一度考えてみるべきだろう 85）。序論において見たよう
81） 見 崎「 批 判 法 学 の 不 確 定 テ ー ゼ と そ の 可 能 性（1）（2）（3・ 完 ）
」、Roberto
Unger（1968）“Poetry and Vision”, unpublished. Available at http://www.robertounger.
com/en/2017/01/18/poetry-and-vision-book-1968/（last visited Sept., 2019）
82） Paul Carrington（1984）“Of Law and the River”, 34 Journal of Legal Education 222
83） Unger, The Critical Legal Studies Movement, p.12
84） それぞれの論者により定義は多少異なっているが、本稿では、田中成明に依拠
し、「本来ならば立法・行政レベルで解決するのが適当な適当な政策がらみの紛
争や要求について、被害の事後救済だけでなく、紛争や被害の事前防止措置、判
例による新しい権利の承認、立法・行政などの政策形成過程への波及効果などを
期待して提起される訴訟」という意味で「現代型訴訟」を用いている（田中成明
（2014）『現代裁判を考える――民事裁判のヴィジョンを求めて』有斐閣、p.271）。
85） たとえば大屋雄裕は、「何らかの客観的な正義とか真理とか真実といったもの
があり、裁判はそれを明らかにすることによって正しい社会のあり方を実現する
ためのもの、そうであるのが当然のものだという」通俗的な見方を批判し、様々
な制度的制約を挙げている（大屋雄裕（2018）『裁判の原点――社会を動かす法
学入門』河出書房新社、p.3）。システム理論の見地から、アンガーもまた、そう
した制約に束縛されてしまうとする見解もあるが（エミリオス・クリストドゥリ
ディス（2002）『共和主義法理論の陥穽――システム理論左派からの応答』角田
猛之＝石前禎幸編訳、晃洋書房）
、同じシステム理論の論者であるトイプナーに
よる近年のアンガー評価に鑑みるに、アンガーの主張にはそうした限界を突破す
る可能性があるように思われる（見崎「憲法的機能は国家のみに見出せるのか？
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に、法律家の役割は理論ごとに異なり、多様になっている。法律家、そし
て無論、法律家でない人々も、自らの強い意志によって、それぞれの理論
を比べ、綜合し、実験し、実践していかなければならない。法を単に利用
するのではなく、法そのものを批判し、再創造すること。民主的実験主義
を十全に実現し、機能させるためには、アンガーのような批判法学制度派
の主張を改めて考えるべきなのではないか、というのが、本稿の結論であ
り到達点である。
しかし、アンガーの批判法学制度派、あるいは民主的実験主義が、それ
自体絶対化されてしまうとしたら、それは逆説的に想像力を削ぎ、実験を
阻害するようになるであろう。かつて石前禎幸は、
スタンリー・フィッシュ
の議論を参照しつつ、次のように批判法学を批判した。
法的言説が歪んだ世界を構成していると断言するとき、CLS〔＝批
判法学〕は、従来の解釈枠に左右されない全能の視点（焦点化ゼロ）
を仮定している。すなわち、みずからの語りの審級そのものはリベ
ラリストを中心とする解釈者共同体の外部に移行させ、批判対象の
言語についてはそれを共同体の説得のレトリックという関係のうち
に位置づける。そして、自己の審級から対象化された修辞性の二項
対立の一方を特権化する。共同体に参加しない語りの審級と、すべ
てを見渡す視点の採用である。……リベラリズムが矛盾の一方を特
権化すると言うとき、CLS 自体はもうひとつの特権化に加担して
しまうのである 86）。
批判法学制度派にせよ民主的実験主義にせよ、特権的な地位に立つこと
はできない。先に、民主的実験主義を現代派法思考におけるメタ制度とし
て位置づけたが、これも、現代派法思考という文脈があってこその議論で
ある。
アンガーからメッセージを受け取った、他でもない我々がどうするか。
これこそが重要な問題なのであり、これに答えようとすることが民主的実
（2・完）」pp.283-291）。
86） 石前禎幸（1992）「法のメタレプシス――法的言説における因果の逆転」
『法律
論叢』65 巻 1 号、pp.82-83
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法学における「実験」の行方（2・完）（見崎）

験主義なのだとすれば、民主的実験主義それ自体も常に実験の下で解体・
再構成されていくことになるだろう。我々は、アンガーやセイベルの意図
を超えて、民主的実験主義を拡張してよいし、していくべきなのであ
る 87）。

結びにかえて
以上、近年の法学における実験主義の興隆を、ケネディによる法の歴史
社会学から始め、セイベルやドルフ、アンガーなどの論者が主張する民主
的実験主義を題材に検討してきた。多くの法理論が乱立する現代派法思考
の世界において、実験主義は、メタ制度として重要な地位を占める。しか
し、それは既存の実験主義が永遠のものであるとか、十全なものであると
いうことは意味しない。これらの議論もまた、他と同じように、特定の歴
史的文脈における、発展途上のものだと考えるべきである。本稿は、こう
した認識の下、とりわけ、既存の実験主義における主体の喪失を問題と考
え、進むべき方向として、アンガーの民主的実験主義を提示したのであっ
た。すなわち、代案は既にそこにあるものではなく、形成される必要があ
るのだということ、すなわち想像力が必要だということを理解する必要が
あるのである。
最後に、アンガーに強く影響を与えたとされるラルフ・エマソンの言葉
を引用し 88）、本稿を終えることにしたい。いまここにいる我々が、実験へ
と踏み出す意欲と想像力を持つこと、これこそが重要なのである。
人生はすべて実験なのだ。実験は、すればするほどいい。少し無作
法な連中にかかって、上衣が汚されたとか、引き裂かれたとかした
87） 社会的立憲主義による憲法論の刷新を、実験主義の観点を通じて読解した拙稿
（見崎「憲法的機能は国家のみに見出せるのか？（1）（2・完）」）は、そうした試
みの一つである。
88） エマソンのアンガーへの影響について、Cornel West（1988）“Between Dewey
and Gramsci: Ungerʼs Emancipatory Experimentalism”, 81 Northwestern University Law
Review 941. ただし、エマソンにもまたアンガーと相容れないものがあることは否
定できない。たとえば、次のような主張をアンガーは受け入れないだろう。
「わ
れわれは慣例にしがみついているべきだ、それがわるいということがはっきりす
るまでは。
」（ラルフ・エマソン（1960）『エマソンの日記』ブリス・ペリー編、
富田彬訳、有信堂、p.77）
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ら、どうだろう？

しくじって、泥の中で一度二度すってんころり

ときたら、どうだろう？
こわがらなくなるだろう

起き上れば、もうころぶことをそんなに
89）

。

89） エマソン『エマソンの日記』p.153
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