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「政治」と「市場」　

経済学的政治制度設計論の射程

佐 野　亘

　要約

　適切な公共政策を実現するには、政策内容そのものについての分析だけでなく、政策をうみだ

す政治制度についての考察が必要である。本稿では、現在のところもっとも体系だった制度設計

論の一つを提供している公共選択論をとりあげ、その妥当性を批判的に検討する。従来の公共選

択論の分析によれば、政治過程は本質的に非効率なものであり、政治制度は政治過程に対して制

限的に作用するものが望ましい。このような制約の存在は、効率的な政策アウトプットを積極的

にうみだすことはないにせよ、非効率な政策アウトプットを抑制できるからである。しかし、こ

のような制度設計論には幾つかの問題がある。第一に、政治過程は従来公共選択論が主張してき

たほど非効率ではない可能性がある。二つ目に、政治的市場を抑制すべきであるとする議論は、

それによってもたらされる副次的コストを過小評価している可能性がある。三つ目に、これが最

も重要な点であるが、政治的市場の抑制を唱える議論は、参加や熟慮といった政治特有の価値の

重要性を考慮していない。参加や熟慮の過程を経ることによってはじめて人々は自らの利益が何

であるのか、また、社会全体にとって何が適切であるかを知ることができるのである。政治的市

場の抑制はこうした政治的価値の実現を困難なものとし、結局は、より不適切な政策をもたらす

ことになろう。
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　はじめに

　とりわけ1980年代以降、多くの理論的・実証的研究が、市場ばかりでなく政府も失敗

すると論じてきた。筆者の見るところ、こうした主張は、従来の政策研究のあり方を大き

く変えるものである。これまで、政策研究の第一の課題は、市場の失敗を補完するもっと

も適切な公共政策のあり方を探求することだとされてきた。だが、現実には、そうした理

想の政策は実現されないか、あるいは実現されたとしても別の大きな非効率をうみだすか

もしれないのである。

　近年、こうした議論を踏まえ、適切な公共政策を実現するには、政策内容そのものにつ

いての分析だけでなく、政策をうみだす政治システムについての考察があわせて必要だと

考えられてきている（e.g. Hettich and Winer 1993）。現在問題となっている行財政改

革や地方分権の議論は、こうした視点を反映したものだと言えよう。ただ、残念ながら、

その多くはアド・ホックな議論にとどまっているようである。

　そうしたなかで、公共選択論は、ミクロ経済学という洗練された手法を用いることによ

って、理論的に一貫した制度設計論を提示することに成功しているように思われる。彼ら

の分析によれば、国民による政治家の選挙、利益集団による圧力活動、官僚による政策の

執行といった一連の政治的プロセスは、市場という経済的プロセスにくらべて、構造的に

より大きな非効率をうみださざるをえない。そこで、彼らは、政治的プロセスに対して憲

法的ルールに代表される制度的制約を設定する必要があると主張するのである。

　以上のような公共選択論の議論は、当初、政府活動のもたらす諸問題を理論的観点から

巧みに説明するものとして受け入れられたが、近年では、「政治に対する制度的制約」と

いう、その独特の解決策にも注目が集まっている。確かに、政治が引き起こす様々な問題

の原因を、政治文化や国民の意識の低さ、あるいは個々の政治家や官僚に求めず、制度

的・構造的なものとして捉えようとしている点は高く評価されるべきである。また、憲法

ルールをはじめとする様々な実践的提案も具体的かつ詳細で、実現されれば一定の効果が

見込めそうである。

　しかしながら、筆者はこうした議論に全面的に賛成することはできない。とりわけ、政

治を何らかのかたちで抑制すべきであるとする彼らの制度設計論は、大きな問題を抱えて

いるように思われる。そもそも、多くの公共選択論者が主張するほど、政治過程は非効率

なのだろうか。また、仮に政治過程が非効率なものであったとしても、その制約には別の
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副次的コストが生じる危険があるのではないだろうか。さらに、何よりも重大な問題は、

従来の公共選択論には政治的観点に対する配慮が全く抜け落ちているということである。

経済学的アプローチの重要性は否定すべくもないが、効率的な政策を実現するためにも、

参加や熟慮といった政治的価値への配慮が必要だと考えられるのである。

　１　従来の公共選択論の主張

　政治過程は本質的に非効率なものであり、政治制度は政治過程に対して制限的に作用す

るものが望ましい　―　ブキャナン（James M. Buchanan）やタロック（Gordon 

Tullock）らに代表される公共選択論者は、従来、このように主張してきた(1)。本章で

は、そのエッセンスを整理・要約し、なぜ公共選択論が政治過程を抑制すべきであると論

じるのか、また、「抑制」とは厳密に何を意味するのか明らかにする。

　(1) 政治的市場の非効率性

　経済学的な観点からすれば、政治過程も一種の市場的過程に他ならない。経済的市場に

おいてと同様、政治においても、人々は一定のルールのもとで様々な取引を行っているか

らである。公共選択論の主張によれば、このような「政治的市場」は、市場としては不完

全であり、大きな非効率をもたらしている。

　1) 多数決に起因する負の外部性

　政治的市場が非効率をもたらす第一の理由は、政治的決定が当事者全員の合意を必要と

しない点にある。言うまでもなく、経済的市場においては当事者間の全員一致が原則であ

り、これによって決定のパレート最適性が保証されている。しかし、社会全体に関わる決

定をおこなう政治的市場においては、全員一致はあまりにも高い決定費用を社会に課すこ

とになる。多数決が必要とされるのはそのためだが、問題は、その結果、政治的市場に特

有の外部不経済が生じることである。多数決制度を利用することにより、多数者は少数者

から富を奪い、社会全体の利益を損なうことができるのである(2)。

　むろん、こうしたことは、公共選択論によって指摘されるまでもなく、民主主義におけ

る「多数者の専制」の問題として、政治学においても繰り返し言及されてきたことであ

る。ただ、こうした公共選択論の指摘が重要であるのは、「多数者の専制」が、単に少数

者に対する人権侵害を引き起こすだけでなく、社会全体の利益をも減少させてしまうこと
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を明らかにした点である。実際のところ、現在の先進民主主義国においては、多数者が少

数者に対してあからさまな人権侵害をおこなうことは少なくなっているし、また、仮にそ

うした人権侵害があったとしても、司法によって救済される可能性が高い。むしろ、現在

問題となっているのは、明白な人権侵害とは言えないかたちで、非効率な再分配が多数決

制度を通して大規模に行われていることであろう。事実、「ログローリング(logrolling)」

と呼ばれる少数者同士の票の取引は、取引に参加しない人々を犠牲にすることによって、

「ポークバレル（pork barrel）」と呼ばれる非効率な再分配政策をもたらしているので

ある（Riker and Brams 1973）(3)。

　2) エージェンシー・コスト

　経済的市場において消費者が生産者から商品を購入するように、政治的市場において、

有権者は、自らが望む政策を提示する政治家に投票する。しかし、公共選択論の示すとこ

ろによれば、こうしたアナロジーは部分的にしか成り立たない。経済的市場と異なり、政

治的市場においては、国民と「財の提供者」（政治家・官僚）の間に、大きなエージェン

シー・スラック（agency slacks）が存在するからである。

　その理由は、一つには、国民が政治家をコントロールする手段として選挙が十分に機能

しえない点にある。一般に選挙は数年に一度おこなわれるにすぎないし、様々な政策上の

問題について詳細な意見を表明することも難しい。政治家は、こうした選挙の特性を利用

して、私的利益に寄与する不適切な政策を実現することができるのである。しかも、より

悪いことに、国民の側にも、こうした政治家の行動を監視するインセンティブがほとんど

はたらかない。現在の大規模民主主義のもとでは、一票が選挙結果を左右することはあり

得ず、有権者は必要な情報を得ようとはしないのである（Downs 1957＝1980）。

　エージェンシー・コストが発生する第二の理由は、政治家が官僚を十分にコントロール

できないことにある。ニスカネン（William A. Niskanen）によれば、政治家と官僚の間

には情報の不均衡が存在しており、官僚は自らにとって都合のよい予算を実現することが

できる。たとえば、事業にかかるコストを実際より高く見積もることにより、より大きな

予算を要求することができる。実際のコストがどれだけになるかわからない政治家は、社

会にとってマイナスになることが誰の目にも明らかでない限り、その要求を認めざるをえ

ないであろう（Niskanen 1971）。また、仮に、コストについての情報を手に入れるこ

とができたとしても、その政策がどれだけのパフォーマンスをあげているかについて知る

ことは依然として困難である。公共財の提供や福祉政策など、政府の提供する財は、その
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性質上、経済的市場における「利潤」のような、パフォーマンスを測定する基準をもちに

くいのである。こうして、国民からも政治家からも十分に監視されることのない官僚は、

真剣に仕事をするインセンティブを失い、官僚制特有の非効率をうみだすことになる。

　3) レント・シーキング

　政治的市場が非効率をもたらす三つ目の原因は、利益集団による政治的圧力活動に起因

する。スティグラー（George J. Stigler）らによって指摘されてきたとおり、生産者は、

「良質な製品を安価に提供すること」によって収益をあげようとするだけでなく、政府に

よる市場の規制を通じて非競争的な利益を得ようとする。こうした市場に対する参入規制

は、消費者から生産者への富の移転を引き起こすだけでなく、富の純粋な浪費（dead-

weight loss）をも発生させるのである（Stigler 1971）。しかも、問題はそれだけでは

ない。タロックによれば、独占や規制を獲得し保持するために使われる資源も社会的浪費

の一部なのである（Tullock 1967）。こうした「レント・シーキング（rent-

seeking）」の概念は、規制を求める政治活動のみならず、政治を利用した富の獲得活動

全般（公共事業の有利な配分など）にも当てはめることができよう。

　くわえて、この問題を深刻化しているのは、こうして発生した特殊利益の既得権を剥奪

し、社会的富の増大を計るような対抗的政治活動が生じにくいことである。マンサー・オ

ルソン（Mancur Olson）の古典的研究が示しているとおり、損害を被る多数者（サラリ

ーマンや消費者）は、一般に、フリーライダーの発生により、自らを組織化し政治的活動

をおこなうことが難しい（Olson 1965＝1983）。その結果、皮肉なことに、長期間安定

した民主主義国家ほど、利益集団の分配結託に苦しめられ、経済は衰えていくのである

（Olson 1982＝1991）。

　(2) 政治的市場の抑制

　公共選択論は、以上のような政治過程の分析をもとに、様々な制度設計の構想を提示し

てきた。彼らの主張するところによれば、政治制度設計の目的は、政治的市場から必然的

に発生する非効率をできる限り抑制することである。現行の民主主義制度のもと、われわ

れは一種の「囚人のジレンマ」状況に陥っているのであり、そうした状況から抜け出すに

は、当事者全員を拘束するルールを設定するよりほかにない。通常の政治過程を通じた漸

進的・インクレメンタルな解決は見込めないのである。

　1) 憲法的制約
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　政治過程を制約する一つの方法は、通常の政治過程の外に憲法的なルールを設定し、政

府活動に一定の制限を課すことである。そのような制限は様々にありうるが、政府の肥大

化が問題となっている今日、とくに重要と考えられるのは、政府収入・政府支出に対する

制限、また、政府の活動内容に対する制限（また、その裏返しとしての所有権の強化）で

ある。

　政府収入・政府支出に対する制限としては、まず第一に、政府の課税権に対する制約が

挙げられる。課税権を制限することにより、非効率な政策を実施するリソース（潜在的レ

ント）を減らすことが期待されるのである。具体的な方法としては、たとえば、課税ベー

スを制限し（非包括的にし）、「逃げ道」をつくる必要があると主張されている。こうし

た制限の存在により、人々は非課税の領域に逃げ込むことができ、政府収入は抑制される

ことになろう。また、他にも、政府支出を国民所得やＧＮＰに対して一定の割合に抑制す

ること、税率を商品間・個人間について均一にすること等があわせて主張されている。な

お、政府収入・政府支出を制限するにあたっては、以上のような課税権の制限にくわえ

て、支出を収入の範囲に収める均衡予算ルールが必要である。こうしたルールがなけれ

ば、課税制限をおこなっても、国債の発行によって支出を増やすことができるからである

（Brennan and Buchanan 1980＝1984）。

　政府活動を制限するには、さらに、政府の果たすべき役割を見直し、政府活動が許され

る範囲を憲法に規定しておく必要がある。財政にはあらわれない不要な政府介入をなくす

には、収入と支出に対する制限だけでは不十分だからである。もちろん、実際には、いか

なる活動が許されるのか（また許されないのか）について詳細な規定を設けることはほと

んど不可能である。しかし、少なくとも、原則的には、政府の役割は公共財および準公共

財の提供に限定されるべきであることを明確にする必要がある。当然、地方公共財は地方

が供給すべきであり、中央政府は中央政府によってしか供給できない部分を担当するにと

どめなければならない(4)。また、公共財や準公共財の提供以外に、福祉目的の再分配を認

める場合にも、憲法上の規定を設け一定の制限をかけることが必要である。そうした制限

のないまま通常の政治過程に再分配を任せることは、人々が望んでいる以上の過剰な再分

配を引き起こすことになるからである（Buchanan and Tullock 1962＝1979）。

　以上のような憲法上の規定により、政治過程のもたらす非効率を相当程度抑制すること

ができるはずである。ただ、このような規定が存在するからといって、特殊利益を実現し

ようとする政治的圧力活動そのものが消滅するわけではない。それゆえ、最終的にそうし
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た憲法上の規定の執行を担保するものとして、裁判所の果たす役割が重要となってくる。

裁判所は憲法規定に反する立法を違憲とし、憲法的合意を守らなければならないのである

（cf. Riker and Weingast 1988）(5)。

　2) 政治過程そのものに対する制約

　しかしながら、以上のような憲法上の規定と裁判所による監視だけでは、政府活動を抑

制するには不十分である。政治家や官僚たちは自らの利益を実現すべく、憲法規定を都合

よく解釈し直し、裁判所に政治的圧力をかけるかもしれないからである。われわれは、憲

法によって政治を外から直接的に規制するだけでなく、政治過程そのものを内側から構造

的に抑制する必要がある（Tullock 1987: 142-144）。

　そうした抑制の方法の一つとして、政治的決定手続きを、単純多数決から、できるだけ

全員一致に近づけることが考えられる。上に見たように、政治過程が非効率である一つの

原因は、決定に際して全員の合意を必要としないことにある。だとすれば、決定に必要と

される同意人数を増やすことにより、政治的外部不経済を減少させることができよう。言

うまでもなく、決定手続きを全員一致に近づけるもっとも容易な方法は、「条件付き多数

決（qualified majority rule）」を採用することである。しかしながら、こうした方法は

「改革」の対象となりやすく、問題がある。特殊利益を実現しようとする圧力によって、

もとの単純多数決に戻ってしまう危険があるのである。そこで、「権力分立」というより

複雑な制度的仕組みが必要とされてくる（Ordeshook 1992: 162-166）。二院制や連邦

制といった分権的政治制度は、政治的決定に対する拒否権のポイントを複数設けることに

なり、実質的に決定に必要な人数を増やすことになっている。また、条件付き多数決制だ

けが存在している場合とは異なり、政治的圧力が分散され、単純多数決へと逆戻りしにく

い。

　政治過程を抑制する方法としては、この他に、政治過程における取引費用を増大させ、

政治的取引の発生を困難にすることも考えられる。政治的取引費用の増大は、レント・シ

ーキング活動によって得られる「期待利得」を減少させ、その活動を抑制するはずであ

る。また、同様に、ログローリング等の発生を抑制し、多数決にともなう外部性を減少さ

せると期待される（Macey 1988）。具体的な制度設計案としては、たとえば、議員の任

期制限（term limits）の導入が考えられる。もともと政治的取引は経済的取引とは異な

り、所有権も契約の執行を担保する裁判所も存在してない。その結果、政治的取引が可能

となるためには、安定した信頼関係や評判といった要素が決定的に重要となる。これに対
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して、任期制限の導入は、議員の頻繁な交代をもたらし、政治的取引を可能にしている安

定的関係を阻害すると主張されるのである(6)。

　また、同様の観点から、重要な政策変更をおこなう際には、その法案を国民・住民投票

にかけるべきだとする議論もある。こうした制度の存在は拒否権のポイントを増やし、政

治的決定を全員一致に近づけると同時に、レント・シーキング活動やログローリングをも

抑制することになる。利益集団にとっては、議員だけでなく国民（住民）を「買収」する

のには莫大な費用がかかり、また、国民（住民）同士の間でログローリングをおこなうこ

とはきわめて難しいからである（cf. Lehner 1983）。

　２　政治的市場の抑制は効率的か？

　(1) 政治的市場の効率性

　以上に示されたとおり、従来、公共選択論においては、政治過程は非効率なものと考え

られてきた。だが、本当にそうなのだろうか。近年、政治過程は必ずしも非効率とは言え

ず、制度的改善の余地もあるとする議論が、公共選択論のなかから提出されている。制度

設計の観点からすると、この指摘は決定的に重要なものである。なぜなら、政治過程を抑

制すべきか否かという制度設計の基本的方向性に関わっているからである。

　1) 政治的取引の効率性

　議会や政党といった政治制度の存在は、取引費用を低減することによって、経済的市場

においては不可能な取引を可能にしている。たとえば、工場の排煙により公害が発生した

場合、取引費用が十分に低ければ、コース（Ronald H. Coase）が指摘したとおり、被害

を受けた住民は自ら組織をつくり、工場と交渉して、パレート最適な合意に至るはずであ

る（Coase 1960）。しかし、実際には、取引費用がゼロということはありえず、そうし

た合意を達成することは難しい。そこで重要となってくるのが政治制度である。住民は自

ら組織を結成せずとも、それぞれの地区の政治家を利用することができよう。

　また、コースの定理が成り立つのであれば、多数決がもたらす負の外部性も内部化され

ることが可能なはずである(7)。実際、間接民主政は決定に参加する人数を大幅に減らすこ

とにより取引費用を低下させており、外部性は相当程度内部化されていると考えられる。

こうした観点からすれば、ログローリングも一概に非効率とは言えなくなる。すでにブキ

ャナンとタロックが指摘しているとおり、ログローリングは、一人一票制のもと、選好の
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強さを反映するものとして大きな意義を有している。また､完全な｢裏金(side payment)｣

が許されているならば、少なくとも「配分上の効率性（allocative efficiency）」は達成

されるはずである（Buchanan and Tullock 1962: 120-130, 186-188＝1979: 139-150, 

214-217）。

　また、近年では、政治のうみだす非効率を抑制するうえで政党が果たしている役割も見

直されている。コフォード（Kenneth J. Koford）によれば、政党リーダーは、アド・ホ

ックなログローリングによってもたらされる非効率を抑制し、社会全体の効率性を確保す

るよう、議会内のログローリングをコントロールする誘因を有している (Koford 1982)。

また、オルソンは、自らの「包括的組織（encompassing organization）」の議論に基

づいて、二大政党システムにおいては、各政党はより多くの人々の利益を実現する誘因を

もっており、多数決特有の非効率はさほど大きくならないと指摘した(8)。政党が二つしか

存在しないようなケースでは、非支持者から支持者にだけ正確に再分配を行うことは現実

には困難であり、しかも、そうした再分配は結局社会全体の利益を損ない、自らの支持者

にも悪影響を及ぼす危険があるからである（Olson 1986: 167-172）(9)。

　2) エージェンシー・コスト

　政治過程におけるエージェンシー・コストは、従来考えられていたほどには、大きなも

のではない可能性がある。第一に、国民は政治や政策について、従来考えられてきたほど

無知ではないかもしれない（Wittman 1995: 9-19）。その理由は様々だが、そもそも、

情報のコストは有権者だけが負っているわけではないということが指摘できよう。政治的

企業家は、何らかの政治的情報をひろめることによって自らの影響力を強化しようとする

かもしれない。こうしたケースでは、有権者の情報コストはさほど大きなものではないで

あろう。また、有権者の側にも、そうした情報を得ようとするインセンティブが全くはた

らかないわけではない。生産や消費といった私的な経済活動が政府政策となんらかの関連

を有している場合には、人々はそうした情報を自ら積極的に手に入れようとするであろ

う。逆にまた、そうした私的な活動によって得られた知識を投票に活かすこともありえよ

う。

　また、投票において適切な判断をくだすのに、さほど詳しい知識は必要ないとも考えら

れる。たとえば、ダウンズ・モデルにおいて、投票者に必要な情報は、自らの政策選好が

どちらの政党（候補者）により近いかということだけである。しかも、このような単純な

ケースにおいては、仮に間違った投票をする人がいたとしても、投票者の数が十分に大き
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いならば、誤りを相互にうち消し合い、全体として適切な決定がなされるかもしれない。

考えてみれば、経済的市場（たとえば株式市場）においても、常に誰もが企業についての

詳しい情報を有し、正しい判断（売買）をおこなっているわけではない。にもかかわらず

株式市場が効率的であると言えるとすれば、同様に、選挙における投票も効率的であると

言えるかもしれない。

　さらにまた、有権者と政治家の間に発生するエージェンシー・スラックは、制度的工夫

によって小さくすることが可能である。たとえば、議員の数を減らせば国民にとっての監

視費用は幾分か減少することになろう。あるいは、地方分権をおしすすめ政治体の規模を

小さくすれば、フリーライダー問題が弱められ、住民にとっての監視の誘因は大きくなる

だろう。

　第三に、政治家は、官庁間競争や陳情の利用などによって、官僚を監視し、コントロー

ルすることができる（Wittman 1995: 87-113）。情報の非対称が存在しているとして

も、政治家に官僚をコントロールするインセンティブさえはたらいていれば、隠匿してい

る情報を公開させるメカニズムを工夫するはずである。また、政府活動のパフォーマンス

を判断する基準の不在が強調されるが、企業においても、すべての業務について常に利潤

という明確な判断基準が存在しているわけではない。それでも適切なインセンティブが存

在するならば、一定の効率性は実現することが可能である。政治においても同様であっ

て、たとえば、多くの公共選択論者が推奨するいわゆる「足による投票」（Tiebout 

1956）は、そうした明確な基準が存在していなくとも、人々はおおよそ適切な判断が下

せることを前提としている。

　3) 利益集団政治の効率性

　利益集団の政治活動は、必ずしも非効率な結果をもたらすわけではない。まず第一に、

利益集団によるレント・シーキング活動は、公共財の供給を促進している可能性がある。

そもそも政治家は公共財を提供するインセンティブを有しておらず、公共財は常に過小供

給となる危険がある。公共財は国民全体に利益を与えるものであるため、選挙の票に結び

つきにくいからである。しかし、道路や橋の建設等に見られるように、公共財の提供に付

随する様々なレントの存在は、政治家に公共財の提供をおこなう強いインセンティブを与

えていると考えられる（Cowen, Glazer, and McMillan 1994）。

　第二に、利益集団政治は、従来考えられていたほどには大きな非効率をうまない可能性

がある。ベッカー（Gary S. Becker）によれば、再分配を追求する利益集団は、可能な
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限り効率的な方法でそれを実現しようとする傾向がある。ベッカーは、圧力団体を、政治

的再分配をめざす団体と、それによって税金をとられることに反対する対抗的団体とに分

類し、後者の対抗的団体の方がより活発な政治活動を展開するはずであると指摘する。規

制や補助金は一般に社会的損失（dead-weight loss）をともなうため、再分配を追求す

る集団が得ることになる利益より、それをまかなう税金（などの負担）の方がより大きな

ものとなるからである。その結果、再分配をめざす集団は、政治的反対をおさえるべく、

より効率的で社会的損失の少ない政策提案をおこなうと考えられる（Becker 1983）。

　利益集団政治が必ずしも大きな非効率をもたらさないと考えられる三つ目の理由は、制

度のあり方によっては拡散した利益が実現されうるということである。たとえば、コーポ

ラティズム体制のもとにおいては、利益集団は、国家による制度的保護を受けながら、巨

大な「頂上団体」へと統合される。オルソンが指摘したとおりメンバー数の多い集団ほど

全体の効率性に関心を持つため、こうした体制のもとでは、利益集団政治のもたらす非効

率は軽減される可能性がある（Lehner 1991）(10)。また、この種の決定システムのもと

では、一般に、多数決よりコンセンサスが重視され、政治的外部不経済は一層小さくなる

可能性がある(11)。

　最後に、レント・シーキング活動が重要な情報提供機能を担っていることも指摘してお

く必要があろう。経済的市場においても広告や宣伝のような非価格的競争は一種のレン

ト・シーキング活動とみなされているが、一般にこうした活動は無駄なものとは考えられ

ていない。それらは消費者に何らかの情報（しばしば偏ったものだが）を提供しているた

めである。同様に、政治的市場におけるレント・シーキング活動も、政治的キャンペーン

のようなかたちをとる場合には、一種の情報提供機能を果たすものと考えることができよ

う（Komesar 1994: 119-121）。

　(2) 抑制にともなうコスト

　以上に示されたとおり政治的市場は必ずしも非効率とは言えないが、もし仮に非効率で

あったとしても、その抑制が効率的な結果をもたらすとは限らない。上に挙げた様々な処

方箋は、以下に挙げるような副次的コストをともないうるからである。

　まず第一に、憲法規定によって政府の権限を縮小する試みは、結果的に司法の重視をも

たらし、司法過程特有のコストをうみだす可能性がある。先に触れたとおり、憲法規定を

設けることは、それ自身では十分な実効性を有しない。一般に憲法の条文には少なからぬ
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解釈の余地が残るし、技術の発達や社会状況の変化に応じて規定を再定義していく必要が

あるからである（cf. Lehner 1991: 235）。こうして裁判所は憲法の実効性を保証する重

要な役割を担うことになるが、問題は、その結果、従来政治過程において解決されていた

紛争までもが司法の場にもちこまれ、以前にも増して特定集団の影響力を強める可能性が

あることである。政治過程が制限されていることもあり、圧力団体は、憲法訴訟や行政訴

訟などを通じて自らの利益を追求することになると考えられるが、司法への参加は政治参

加以上にコストがかかり、これまで以上に特殊利益が有利になる恐れがある(12)。もとも

と裁判制度は、明確な被害を受けている特定の人物を救済することを目的としており、レ

ント・シーキングのように不特定多数の人々が（一人あたりでは）比較的小さな被害しか

受けていないケースでは有効に機能しにくいのである。

　また、そもそも、所有権の規定が強化され、政府活動が厳密に公共財の提供に限られた

としても、裁判所はあらゆるレント・シーキング活動を規制できるわけではない。明白な

贈収賄が存在しない限り、公共財の供給に付随するレント・シーキング活動を取り締まる

ことは、少なくとも従来型の裁判制度では不可能であろう。ある特定の政策が真に公共財

を提供するものと言えるかどうかを法的に厳密に判断することは実際にはきわめて難しい

からである（Komesar 1994: 125-128）。逆にまた、もし仮にこうした判断をも裁判所

に委ねるならば、新たなエージェンシー・コストを発生させる危険があろう。直接に選挙

で選ばれたわけではなく、しかも様々な身分保障を受けている裁判官が、公共の利益に基

づいた判決をくだす保証はないからである(13)。

　第二に、条件付き多数決や権力分立制によって法の制定に広範な合意を必要としたとし

ても、特殊利益の影響力は削減されないし、かえって大きくなる恐れすらある。実際のと

ころ、厳格な権力分立制を有するアメリカが特殊利益の弊害から免れているとは考えにく

い。かつてロウィ（Theodore J. Lowi）らが指摘したとおり、アメリカにおいても「下

位政府」が発達し、特殊利益の影響力は決して小さくないのである(Lowi 1979＝1981) 

(14)。アメリカとスウェーデン・イギリスの税制を比較研究したスタインモ（Sven 

Steinmo）は、アメリカの分権的政治制度は法律の抜本的見直しを困難にしており、その

結果、利益団体は、より一層特殊な、細分化された利益要求をおこなっていると指摘して

いる（Steinmo 1989: 510-516）。

　さらに、コンセンサスを重視する議論の、より根本的な問題として、政治的市場と経済

的市場においては、「当事者間の合意」の意味するところが違っている点が挙げられる。
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経済的市場においては新たな合意がもはや成立しないというのはパレート最適の状況にあ

ることを意味するが、政治的市場においては必ずしもそうではない。政治的市場において

は、経済的市場とは異なり、「退出可能な一回限りの取引」がおこなわれるわけではな

く、当事者間の合意が成立しなかった場合には、既存の取り決め（政策） ― 効率的であ

る保証はない ― が続行することになるからである（Rae 1975）。

　第三に、制度的工夫によって政治的取引費用を増加させることは、既得権の一層の強化

につながりかねない。取引費用の中途半端な増加は、小さなレントを追求する集団やレン

ト・シーキングに反対する「拡散した利益」に対しては強力に作用するものの、政治的資

源に恵まれた大きなレントを追求する集団にはあまり「効かない」からである。こうした

ケースでは、レント・シーキングに対抗する活動は一層弱まり、恵まれた集団だけがレン

トを独占することになろう（Komesar 1994: 90-91, 217-221）。

　最後に、制度改革を実現するためのコストについても触れておきたい。ブキャナンをは

じめとする一部の論者は、上に見たような根本的な制度改革をおこなうことは、通常の政

治過程を通じては不可能であり、「憲法革命」によって実現すべきだと主張している

（e.g. Buchanan 1975＝1978）。しかしながら、こうした憲法革命には大きな労力が必

要とされよう。問題は、憲法革命がなされるほどに政治的不満が高まっているのであれ

ば、通常の政治過程を通じて、何らかの改善がなされるのではないかということである。

実際、1980年代のレーガンやサッチャー、また近年のニュージーランドなど、公共選択

論が目指すような方向に向けて、通常の政治過程の枠内で、一定の成果をあげてきたので

ある(15)。

　また、仮にこうした改革は不十分であり、依然として憲法革命が必要なのだとしても、

では、実際にいかにしてそれを実現するのかという問題がある。現在のように人口も多く

利益も多元化している状況では、全員一致を求めることは事実上不可能であろう。そこ

で、現実には投票によって決定せざるを得ないと考えられるが、だとすれば、公共選択論

が従来指摘してきたような、投票過程に特有の問題が生じることになる。単純多数決を用

いるにせよ、条件付き多数決を用いるにせよ、全員一致ではない以上、投票の循環やアジ

ェンダ操作の問題が発生するはずなのである。また、一般の人々における「合理的無知」

の存在は、憲法制定レベルでのレント・シーキング活動を助長することになろう（Voigt 

1997: 25-26）。

　他方、憲法革命はあくまでフィクションであって、これをもとに現状を批判し、新たな
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方向性を示すにすぎないとする議論もあり得よう。財政均衡をめざす財政改革や政府の役

割の見直しをおこなう行政改革・地方分権を、こうした観点から捉え直し、評価すること

は可能である。しかしながら、ここで問題となるのは、もし仮に通常の政治過程を通じて

そうした理想的な制度が実現されるのであれば、従来の公共選択論による政治過程批判は

成り立たなくなるのではないかということである。

　３　政治的価値の重要性

　以上の議論が示しているとおり、政治過程を制約するメリットはさほど大きくないと考

えられる。もちろん確定的な結論を出すにはより厳密な検討が必要だが、少なくとも今の

段階では、経済学的な観点からは、政治過程を抑制すべきであると断定することはできな

い。そこで、筆者は、最後に、政治的価値の観点からこの問題について検討することにし

たい。こうした視点は、以下で示すように、政治制度設計をおこなうにあたって重要な論

点を提示しているにもかかわらず、公共選択論をはじめとする従来の経済学的な制度設計

論においては十分に考慮されてこなかった。本章では、政治的価値の観点を取り入れるこ

とにより、政治過程を抑制するのは好ましいことではなく、むしろ積極的に活性化してい

く必要があることを明らかにしたい。

　(1) 価値観の多様性

　多くの政治思想家・政治哲学者によって論じられてきたとおり、政治過程を特徴づける

もっとも根本的な特性は、世の中には、相互に理解し合うことなど到底不可能な、様々な

世界観や価値観が存在しているにもかかわらず、人々は、最悪の事態を避けながら、相互

に共同して、社会的問題の「解決」（もちろん最終的なものではあり得ない）にあたって

いるということである（e.g. Crick 1962＝1969）。しかしながら、公共選択論をはじめ

とする経済学的アプローチは、一般に、政治的対立や政策上の問題をゲーム論的な利害調

整の問題に還元するため、このように多様な価値観が存在するということの重大さを十分

に認識していない。とりわけ、他人の厚生に配慮した利他的動機や、公正・正義といった

道徳的な観点の重要性を見過ごしているように思われる(16)。筆者の見るところ、このよ

うな経済学の（半ば意図的な）視野の狭さは、従来の経済学的な制度設計論に、ある種の

歪みをもたらしている。
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　その歪みの一つは、たとえば、憲法的合意によって政治過程を制限しようというアイデ

アにすでに見られる。ブキャナンをはじめとする公共選択論者は、現在の状況が「囚人の

ジレンマ」状況であるということに皆が気が付きさえすれば、誰もがその解決策として憲

法的ルールを設定することに合意するはずであると主張する。確かに、ゲーム論的に見れ

ば、あらゆる政策上の問題は、理論上、憲法的合意によってすべて解決されることになる

はずである。そして、いったんこのような合意が成立すれば、もはや政治は必要とされず

技術的な法解釈だけが残されることになろう。

　だが、もちろん、現実には、容易に埋めることのできない価値観や世界観のズレが存在

しており、われわれはこのような「合意」によって政治から逃れることはできない。人々

の自己利益は、経済学において想定されているほど自明のものではなく、何が自分にとっ

ての利益であるのかは、人によって様々だからである。たとえば、一部のマルクス主義者

や極端な民族主義者のように、現在の状況を妥協の余地のないゼロサム・ゲームとして認

識している人々が存在する限り、憲法的合意は決して成り立たないであろう。あるいは、

一部の人々が正義や公正といった価値の効用を含んだ「利得計算」をおこなっている場合

にも合意は成立しない可能性がある。ブキャナン自身認めているように、人々は、経済的

には「得になる」ことを承知しながら、道徳的観点から取引に応じないことがあり得るか

らである（Buchanan 1991: 99-108＝1992: 112-125）。単なる私的利益の多様性を超

えた、価値観・世界観レベルの多様性が存在する限り、ほとんどの政策上の課題は、今ま

で通り、通常の政治過程を通じて、その都度「解決」されるほかはないのである。

　さらに、よりプラグマティックな理由からしても、経済学的な制度設計論には重大な欠

点がある。人々が純粋な自己利益にもとづいてのみ行動するならば、仮に憲法的合意が可

能であったとしても、社会全体の利益を実現できないかもしれないのである。その典型的

なケースは財政赤字である。財政赤字は憲法的合意に参加できない将来世代の利益に関わ

るものであり、誰もが純粋な自己利益にもとづいて行動すれば、後の世代に負担を押しつ

けることになりかねない。こうした状況を避けるためには、人々の「自己利益」の範囲を

いくぶん拡張し、（将来世代におよぶ）長期的な利益を含んだものにするほかはないであ

ろう。

　そこで、制度設計の観点から重要となってくるのは、いかにして人々の「利益」を適切

なものとしていくか、また公共心などの利他的動機を強めていくか、ということである。

もちろん、こうした考え方に対しては、実現可能性の観点から強力な批判がなされてきた
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(17)。ときに揶揄されるように、誰もが天使になれるなら政治は必要なくなるのである。

しかし、他方で、本当に人々が所与の自己利益にもとづいてしか行動しないなら、いかな

る政策提案も無駄に終わることになってしまう。公共選択論者をはじめとして、多くの経

済学者が活発な議論を展開しているのは、少なくとも、そうした議論によって人々の利益

が明確化し、より正確なものとなることを望んでいるからであろう。筆者が指摘したいの

は、こうした「議論」の過程は、単に人々の自己利益を明確化するだけでなく、その「利

益」の内容を変え、範囲を広げていく可能性があるということなのである。

　(2) 政治参加

　１での分析から明らかなとおり、公共選択論は、基本的には、政治参加に対して否定的

である(18)。参加を強制することは人々に望まぬ費用を負担させることになるうえ、こう

して参加を促進したところで、その結果は、多数決によるゆがみを助長し、レント・シー

キング活動を活発化するにすぎないかもしれないからである。しかし、政治学的な観点か

らすれば、参加には、こうした議論では捉えきれないような独自の意義があると考えられ

る。

　政治的共同体への参加を重視する民主主義論者たち（参加民主主義・共同体主義・共和

主義など）は、従来より、政治参加のもたらす結果ではなく、参加というプロセスそのも

のに独自の価値があると主張してきた。彼らの主張によれば、人間は本質的に「政治的動

物」であり、政治という公共の場に参加し公的な世界で活動するなかで、はじめて生き生

きとした自己を実現することができる。そして、その過程で、人々は何が公的に正しいか

を学び、社会に統合されるのである（e.g. Pateman 1970＝1977）。このような観点か

らすれば、上に見たような公共選択の制度設計論は、到底受け入れがたいものである。政

治的取引費用の増加は政治参加を抑制するばかりでなく、政治の停滞を招き、政治への不

信感を強めることになりかねない。また、憲法規定と司法の重視は、政治的な「全体性」

の観点を見失わせ、個々人の私的な権利の主張を助長することになるからである(19)。

　しかし、このようなかたちで政治参加それ自体に価値を見いだすことに対しては批判も

少なくない。ジョン・エルスター（Jon Elster）は、政治参加そのものに何らかの価値が

あるとしても、それはあくまで「副産物（by-product）」としてであって、それ自体を

第一の目的にすべきではないと指摘している。人々は、何かを実現しようとして政治に参

加するのであって、「参加のための参加」をしているわけではない。参加そのものに第一
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義的な価値を見いだすのは、倒錯的な「ナルシスティックな見方」（a narcissistic view 

of politics）だと言うのである（Elster 1986: 121-127）。

　たしかに、参加の意義を強調するあまり参加のもたらす結果を軽視するのであれば、少

なくとも政策改善というプラグマティックな観点からは、適切とは言えないであろう。だ

が、政策改善という「結果」の観点からしても、参加は重要な役割を果たすと考えられ

る。人々は参加を通じて不適切な選好を適切なものとへと洗練させ、その結果、政策アウ

トプットの質も改善されることがありうるからである。たとえば、不適切な政治的要求

（公的に取り上げるに値しない私的な要求、他者に干渉する「お節介な」要求、嫉妬など

の不適切な動機にもとづく要求など）が公的参加のなかで抑制され、多くの人々がより適

切な選好を身につけていくかもしれない（Goodin 1986）。

　あるいは、参加によって「共通する利益」の存在を認識するようになることも考えられ

る。参加を通じて、人々は、共通利益の存在を、単に頭で理解するのではなく、肌で実感

することができるようになるからである。このことは、コミュニケーションが紛争解決の

可能性を高めることがあるというゲーム論の指摘からも確認されよう。ベイツ（Robert 

H. Bates）は、「囚人のジレンマ」を解決するためのルールの設定はそれ自体「囚人のジ

レンマ」問題を引き起こすため、その解決には、信頼やシンボルといった「ソフトな」要

素が必要になると指摘している（Bates 1988）(20)。また、政策研究者のケルマン

（Steven Kelman）は、競争的な決定システムよりも、アクターたちが対等の立場で直

接話し合うシステムのほうが、人々の「公共心（public spirit）」を育成し、適切な決定

をうみだす可能性が高いと主張している（Kelman 1992）(21)。

　ここで注意する必要があるのは、こうした議論は決して人間が天使になることを要求し

ているわけではない、ということである。単にこうした参加過程を通じて「自己利益」の

範囲が広がることが期待されているにすぎないのである。とはいえ、政治参加が活発にな

れば現状の問題がすべて解決されるというわけではもちろんない。インターネットなどを

用いて投票率を若干上昇させることができたとしても、適切な議論がおこなわれ、貴重な

参加体験が得られるとは限らないからである。参加が決定過程への単なる部分的関与にお

わり、人々の選好の質の改善につながらないのであれば、公共選択論が危惧したような非

効率の問題が顕著にあらわれてくることになろう。しかも、政治的な観点から見ても、参

加の拡大は責任の所在をあいまいにし、無責任で恣意的な決定がなされる可能性を増大さ

せる危険を有している。そこで、単なる参加以上に重要となってくるのが、議論や説得と
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いったコミュニケーションの過程である。

　(3) 熟慮（deliberation）(22)

　近年、民主主義論のみならず、政策研究の分野においても、「熟慮（deliberation）」

の重要性が指摘されている（e.g. Majone 1988）。ここで言う「熟慮」とは、適切な社

会的決定に至るべく、人々が共同して慎重な考慮を積み重ね、十分に議論を尽くすことを

意味している。政治過程においては、経済的過程とは異なり、単なる交渉・取引にとどま

らない、言語を介した合理的コミュニケーションの過程（知的分析や理性的討論）もまた

重要であると認識されだしたのである(23)。

　注目すべきことに、このことは、規範的な観点からだけでなく、実証的側面からも指摘

されている。たとえば、ダーシックとカーク（Martha Derthik and Paul J. Quirk）は、

1980年代におけるアメリカの一連の規制緩和政策において、「公共の利益」をめぐるマ

ス・メディアを通じての論争（とりわけ経済学者を中心とした知的エリート・専門家間の

論争）が広範な世論を形成し、その実現にあたってきわめて重要な役割を果たしたと指摘

している（Derthik and Quirk 1985）(24)。実際のところ、多くの政治アクターたちは、

自らの求める政策を「国民全体の利益」にかなうものとして提示するが、こうしたレトリ

ックは単に特殊利益を隠蔽するものとして捉えきれない重要性を有している。こうしたレ

トリックが頻繁に用いられること自体、「全体の利益」をめぐる説得の過程が政治的に一

定程度有効であることを示しているからである（cf. Kelman 1988）(25)。

　こうしたことから「熟慮」が一定の重要性を有しているとすれば、では、具体的にいか

なる制度設計が必要とされるのだろうか。筆者は、政治参加を促進し、政治過程を活性化

することにより、政治的討論の幅を一層広げ、その質を高めていくことが必要であると考

えている(26)。だが、こうした見方とは逆に、熟慮を実現するためには政治過程を抑制す

べきであり、積極的参加はむしろ好ましくないとする議論もある。この議論によれば、た

とえ人々が自己利益以外の動機で活動することがあったとしても、国民全員が常に全体の

利益について考えているということはありえないし、また、そのように強制することは好

ましくない。したがって、通常の政治過程から特殊利益の活動を排除することは不可能で

あり、政治に関与することは必然的に様々な利害関係に巻き込まれることを意味してい

る。以上のことから、熟慮は、政治とは切り離された場所でおこなわれるべきだと主張さ

れるのである。
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　こうした議論は理論的には決して珍しいものではなく、多くの論者によって具体的な制

度設計の提案がなされている。たとえば、ハイエク（Friedrich F. Hayek）は、その独

特の「法の支配」論に基づいて、利益分配をおこなう従来型の「行政議会」とは別に、

15年の任期を有し、再選されることのない議員からなる「立法議会」を設け、彼らに

「法と正義」に関する決定を委ねるべきだとしている（Hayek 1979＝1988）。また、こ

れほど壮大な構想ではないが、同様の観点から、任期制限を導入することにより、議員を

再選の圧力から解放し、特殊利益とは無縁の議会を実現すべきだという主張がある（e.g. 

Will 1992）。あるいはまた、議員や大統領といった選挙で選ばれる公職者とは別に、国

民のなかから一定数の人々をランダムに選び出し、彼らに十分な討論をさせることによっ

て公職者（あるいは国民）への助言・勧告をおこなわせるというダール（Robert A. 

Dahl）やフィシュキン（James S. Fishkin）らの構想もある（Dahl 1989: 338-341, 

Fishkin 1991: chapter 1）。

　しかしながら、こうした方法によって熟慮を実現するのは困難であると思われる。現在

の大規模民主主義社会のもとでは、人々の利益や価値観は極端に多元的であり、政治から

切り離されたところで理想的な対話が成り立つとは考えにくいからである。これまでの議

論からも示唆されるとおり、そもそも、私的利益に基づく利己的動機と、公共心や正義に

基づく利他的動機とは、人々の心理のなかで、明確に区別できるようなものとして存在し

ているわけではない。「政治」は純粋な私的利益にもとづいており、「熟慮」は純粋な公

共心から成っている、ということはありえないのである（Bellamy 1994: 429-436）。こ

のように考えるならば、「政治」のなかから「熟慮」の要素だけを都合良く抽出するとい

うのは不可能であり、したがって、熟慮のおこなわれる領域をせまく囲い込んでいくので

はなく、むしろ広げていくことが重要であると考えられよう。

　結局のところ、現代の大規模民主主義においては、様々な利益や価値観を有した人々が

積極的に決定に参加し、自らの正当性を訴え、活発な政治的論争を繰り広げることのほう

が、熟慮にとっても望ましいと考えられる。こうした活発な参加と厳しい論争があってこ

そ、従来見過ごされていた政治的問題が掘り起こされ、人々の価値観は鍛えられていくか

らである。そして、こうした論争的対話を実現するには、社会や政治から切り離された

「理想的なフォーラム」をつくりあげるよりも、社会全体の政治的論争を活発化するシス

テムが必要だと考えられる。こうした観点からすれば、理念上の対立軸をめぐって論争が

おこなわれる競争的政治システムの構築が不可欠であろう。こうした点からしても政治過
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程の抑制は不適切だと考えられるのである。

　おわりに

　以上、政治的市場の抑制を主張する公共選択論の制度設計論をめぐって、経済学と政治

学双方の観点から検討をおこなってきた。この検討から明らかになったのは、経済学的な

観点からしても、政治的市場を抑制すべきであるとは断言できないこと、また、政治学的

な観点からすれば、政治過程を抑制するのは好ましくないと考えられるということであっ

た。ここで最後に、本稿がこのようなかたちで経済学と政治学という二つの異なったアプ

ローチを取り上げた理由を述べておきたい。

　まず断っておきたいのは、本稿のねらいは、政治学の観点から経済学的なアプローチの

意義を否定することにあるのではないということである。筆者は、単に、より現実的で有

効な政治制度設計論を提示するには、経済学と政治学という二つの学問分野の知見を利用

する必要があると考えているにすぎない。本稿では、経済学的アプローチの抱える問題を

特に取り上げたが、政治学的観点だけでも不十分なのである。実際のところ、現在の大規

模民主主義社会において、政治過程が市場的性格を有することを否定するのは不可能であ

ろう。たとえ参加や熟慮を通じて人々の選好が変化したとしても、全員一致に到達するこ

とはありえない以上、選好を集計する投票ルールについての考察は不可欠である。また、

いかなる政治活動をおこなうにせよ、決して小さくないコストが必要となるのだから、効

率性の観点を無視することは許されない。

　したがって、現在われわれに求められているのは、経済学的な観点から政治的市場の効

率性を確保しつつ、同時に、参加や熟慮の過程により人々の選好そのものを改善していく

ことを目指すという、いささか困難かつ曖昧ではあるが、きわめてチャレンジングな試み

をおこなうことだと考えられるのである(27)。

注

(1) あらかじめ断っておくが、以下に紹介される議論は、あくまで公共選択論における従来の主流の議論

であって、当然のことながら、すべての公共選択論者が同様の議論をおこなっているわけではない。

(2) こうした多数決に特有の非効率は、間接民主制をとることによって深刻化する可能性がある。たとえ

ば、小選挙区制は、多数決の過程を二回必要とするため、外部性を一層増大させるかもしれない。

(3) 多数決制度は、より根本的なレベルにおいても、非効率を発生させる可能性がある。社会的選択論が
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論じてきたとおり、全員の合意を必要としない決定ルールのもとでは一般に均衡解が存在せず、いっ

たん決まった政策が簡単に覆される可能性が常に存在しているのである（cf. Riker 1982＝1991）。

実際には、このような投票の循環は、権力や情報の偏り、また政治制度等によって抑制されている

が、そうして得られた均衡状態が効率的である保証はない。

(4) なお、こうした中央政府の活動領域の限定がなければ、地方の権限を強化してもうまくいかないこと

に注意する必要がある。中央政府と地方政府の競争は、政府活動をかえって拡大する危険があるから

である（Migue 1997）。

(5) これについては、逆の指摘もある。独立した司法が、政治的取引の実効性を保証しているというので

ある（Landes and Posner 1975）。しかし、これに対しては詳細な反論がある（Boudreaux and 

Pritchard 1994）。

(6) アメリカ合衆国の州政府について、州議会の議員の交替率と州政府の債務額のあいだに一定の関連が

あるという指摘がある（Crain 1986＝1990）。

(7) ただし、ブキャナンとタロックは、「再分配上の非効率性」は、こうした裏金の存在によっても消滅

しないと指摘する（Buchanan and Tullock 1962: 189-199＝1979: 218-229）。しかしながら、ここ

で彼らが言及している「非効率性」は、あくまで憲法契約の時点から見た非効率であり、経済学で一

般に言われるところの非効率性とは若干性質を異にしている。

(8) コンセンサス型民主主義との関連を指摘する議論もある（Crepaz 1996）。

(9) ときには、政党間に繰り返しゲームによる協力関係が生じ、極端な再分配が抑制されることもありえ

よう（Moe 1990: 243-248）。

(10) また、同様の観点から、日本の臨調・行革審型の政策決定手法をコーポラティズム型政策決定と捉

え、その意義を強調している論者もある（加藤 1997: 100-103）。ただし、これらを同一視できるか

どうかについては、議論の余地があろう。

(11) ただし、オルソン自身は、コーポラティズム体制において頂上団体が「包括的組織」として機能する

ことは現実には難しいと指摘している。団体内部のサブ・グループは頂上団体の指令から逸脱し特殊

利益を追求する誘因を持ち、しかも頂上団体はそうした逸脱を十分に防ぐことができないからである

（Olson 1986: 176-187）。

(12) その点、政治に対する憲法的制約が重視されているアメリカにおいて、政策的な問題がしばしば憲法

解釈上の問題として争われているのは示唆的である。

(13) 「経済人モデル」を前提とする限り、この種のエージェンシー・コストは、司法以外にも、独立した

中央銀行や準司法的機関（公正取引委員会など）についても発生しうる。

(14) ただし、アメリカの政府の規模が多の国とくらべて比較的小さいことは確かである。

(15) 中曽根内閣における行革・民営化の一定の成功も、その一例であるかもしれない。

(16) 仮にこうした動機が現実に存在するとしても、制度設計をおこなう際にはあえて捨象すべきだと主張

されることもある。たしかに、経済的市場の仕組みを考えるときには、誰もがエゴイストであるとい

う前提で制度設計をおこなう必要があろう。しかし、以下に述べるように、こうした想定は、政治制
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度の設計には必ずしも適していない。

(17) くわえて倫理的な問題もある。人々の選好を洗練させることの道徳的正当性については、グッディン

（Robert E. Goodin）が詳細に論じている（Goodin 1986）。

(18) ただし、例外もある。たとえば、丸尾(1983)。

(19) たとえば、グッディンは、コンセンサスを重視し多くの人々に拒否権を与える政治制度は、彼らに対

して、利己主義を助長するような「誤ったシグナル」を送ることになると指摘し、厳しい批判を加え

ている（Goodin 1996: 338-341）。

(20) 「囚人のジレンマ」問題を解決するに当たってのコミュニケーションの重要性は、様々な実験によっ

ても確認されている（e.g. Dawes, McTavish, and Shaklee 1977）。

(21) このような参加の意義については、実証的にも確認されつつある。イタリアの諸地方を比較研究した

パットナム（Robert D. Putnam）は、「社会資本（social capital）」の概念を用いて、市民の中間集

団への参加率が高い地区ほど経済的・政治的に成功していることを実証している（Putnam 1993）。

(22) 'deliberation' には今のところ定着した訳語がない。人々の間での議論の過程に着目し、「審議」「討

議」などと訳されることもある。本稿では、「慎重な考慮」の側面を重視し、「熟慮」と訳した。

(23) 議論の重要性は、近年、公共選択論者にすら認められつつある。たとえば、ブキャナンとヴァンバー

グ（Viktor Vanberg）は、人々の選好（preferences）が「評価的要素（利害 interests）」と「認識

的要素（理論 theories）」の二つの側面から成り、少なくとも後者については理性的討論を通じた洗

練の可能性があることを指摘し、その重要性を認めている（Buchanan and Vanberg 1989）。

(24) 専門家間の論争の重要性については、マンスブリッジ（Jane Mansbridge）も、「イシュー・ネット

ワーク」との関連で指摘している（Mansbridge 1992: 39-41）。

(25) 政治におけるコミュニケーション過程の意義は、いわゆる「問題設定」の重要性にも示されている。

多くの公共政策は、ある社会状況が「社会問題」として広く認識されることから出発するが、その

際、何が「問題」であるか最初から自明であることは少なく、多くの場合、言語を媒介としたコミュ

ニケーション過程のなかで徐々に明らかになっていくのである（cf. Kingdon 1984）。

(26) もちろん、熟慮を促進するには、参加制度だけでなく、それ以外の様々な制度が必要である。たとえ

ば、市民教育の改善やコミュニティの再興などが考えられよう。

(27) 注目すべきことに、近年、公共選択の立場に立ちながら政治学的な観点を取り入れた制度設計論があ

らわれている。たとえば、ブレナンとハムラン（Geoffrey Brennan and Alan P. Hamlin）は、狭義

の自己利益にとどまらない、人々の動機付けの多様性を認め、従来とは異なったタイプの公共選択の

制度設計論を提示しようとしている（Brennan and Hamlin 1996）。
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ABSTRACT

In order to improve the quality of public policy, we need to analyze not only policy 

contents, but also political systems. We must investigate how to design political systems. 

From this point of view, public choice theory seems a very useful clue for us, because it 

offers a consistent model of institutional design. According to this theory, "political 

market" is essentially inefficient because of its institutional nature. So we need some 

constraints on it, especially constitutional rules. We can suppress inefficient policy 

outputs by those constraints. However, we find some problems in this theory. First, 

"political market" may not be so inefficient as public choice theorists insist. Second, those 

constraints may bring some secondary social costs. For example, vested interests could be 

more influential because those constraints would decrease influence of general people too. 

Or they might increase burden for courts because many political groups would step into 

courts to realize their claims. Third, and most significantly, public choice theory does not 

pay attention to political values, especially participation and deliberation. We must 

consider political values for designing political systems because they will improve public 

policy greatly. We can refine and launder our preferences through participation and 

deliberation.  

KEYWORDS

institutional design, public choice, participation, deliberation
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