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　日本では、戦前から広義の政治学を構成する教科（または科目）は、概ね
政治学原論（または政治学概論、政治学原理など）、〔日本、西欧、西洋〕政
治史、〔日本、西欧、西洋〕政治思想史（または政治学説史）、行政学、外交
史、国際政治学などであった。ところが、1970年代に入って、アメリカ現代
政治学が本格的に日本の政治学界に受容されるにつれて、「政治過程」ない
しは「政治過程論」が、広義の政治学の教科の一つとして顔を現わすことに
なった。現在、各大学で「政治過程」ないしは「政治過程論」の名称で教授
されている内容は、まちまちであるが、その多くは戦後日本の政治に関する
論究であるように思われる。聞くところによると、高等学校でも現在、日本
史の場合、現代史まで勉強している生徒はそう多くないようだ。同じよう
に、大学でも政治学科のある大学や政治学の主要な科目が配置されている法
律学科ないし経済学科でも、1970年代までは、日本の現代政治を取り扱う教
科ないし科目は、ほとんどなかったのではないかと思われる。もっとも、
「現代日本政治論」とか、それに類する名称を持つ科目が「特論」として配
置されているところもあったようである。著者の知るところ、そうしたケー
スは例外であったと思われる。政治学科では、上記の政治史という教科も、
その教科書を瞥見する限り、その中身は半世紀前までで大体終了している。
その理由は、著者の知る限り、現在を起点にして半世紀前までの政治的出来
事は時事問題として取り扱われ、客観性を重んじる学問の対象としてはなじ
めないものと考えられていた点にあったようである。つまり現存者と利害関
係が深い上に、資料も乏しく、あったとしても客観的にその資料（または史
料）を厳密に検証し、かつ選別して政治的バイアスを混入させずに実証的に
アプローチするのは極めて困難である、と考えられていたからであろう。そ

広義の政治学の新しい教科としての政治過程または政治過程論の台頭

はじめに
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して、さらには、こうした考え方が学者の間に定着していたからではないだ
ろうか。
　ところが、20世紀に入って、アメリカでは事情が若干変わっていったよう
である。アメリカ社会において、政治的には、「教養と財産」を持つ市民の
国家から普通選挙権導入後の大衆の政治進出に伴う「大衆国家」への発展、
経済的には、産業資本主義段階から高度資本主義段階への移行など、19世紀
末から進行していた基盤社会の変化が1920、30年代に急速に表面化する。と
りわけ1929年の世界大恐慌とその社会への破局的なインパクトに象徴される
ように、基盤社会の激変に起因する多くの問題が発生した。こうした目前に
展開される現実の激動する政治動向について、学問であるならば、どのよう
な学問でも現実に役立つようなものでなくてはならないというプラグマティ
ズムの哲学が支配的な社会科学界において、とりわけ政治学界では、それら
を「科学的」「実証的」に研究して、その法則性を探り、社会の存続・発展
のために役立つ知見を提供すべきであるという研究者たちが現れた。その最
初の代表者であるアーサー・ベントレー（A..F..Bentley,.1870〜1957）は、当
時のアメリカ政治を現実に動かしているのは、憲法に基づいて作り出された
政治制度、例えば大統領とか上下両院の議会ではなく、20世紀に入って急速
に台頭し始めた多様な利益集団とそれらを代表する政党やマス・メディアで
あることに注目して、それらに焦点を当てて政治の動態の解明を進めようと
した。というのは、社会において解決が迫られている諸問題に関わる人々が
利害ごとに多様な集団を作り、さらにこれらの集団それぞれが抱える問題の
解決を政府に取り上げてもらうために、利害が一致する場合には互いに協調
する。しかし、利害が相容れず対立する場合には、互いに対立・抗争する。
それらの集団間の「圧力と抵抗」の渦巻きが作り出され、その力学が最終的
に政府における政策決定に反映されるのではないかという仮説を立て、その
実証に社会学や社会心理学や統計学などの方法論を用いて、現代政治学にお
ける新しい方向としての「集団的アプローチ」を打ち出したのであった（1）。
こうした方向は、第二次世界大戦後、コロンビア大学教授のトルーマン
（David.Truman,.1913〜2003）によって継承・発展され（2）、The.Process.of.
Government,.The.Governmental.Process,.The.Political.Processと呼ばれるよう
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　20世紀の社会科学界の巨人といわれるドイツの政治社会学者のマックス・
ウェーバー（Max.Weber,.1864〜1920）によると、「政治とは、国家相互の間
であれ、あるいは国家の枠の内で、つまり国家に含まれた人間集団相互の間
で行われる場合であれ、要するに権力の分け前に与かり、権力の配分関係に
影響を及ぼそうとする努力である。」（3）と定義されている。政治過程論はま
さにウェーバーのいうところの「人間集団相互の間で行われる」国家におけ
る「権力の獲得、維持、配分」を巡る綱引きの過程について、その過程を動
かしている政治力学の法則性を解明しようとする学問といえよう。それは、
アメリカ現代政治学の場合、社会における政治集団または利益集団という政
治的アクター間の政府における政策決定を巡る相互作用、つまり政治的アク
ター間の利害関係の調整や、あるいはそれらの利害の対立の激化による紛争
の発生とその決着という過程、要するに政府における政策決定を巡って繰り
返される利益集団間の「権力闘争の循環」過程を実証的に研究するアプロー
チであると考えられるようになった。それと同時に、それは現存者の同時代
の政治を取り扱う学問ともみなされるようになったのである。では、政治過
程または政治過程論と現代政治の歴史を対象とする現代政治史とはどのよう
に異なるのか。政治史は概ね国家における権力の獲得、維持、配分を巡る政
治的アクター間の闘争を主として政治的利益集団を代表する政治的リー
ダー、つまり政治家の活動に焦点を当ててその権力闘争の政治力学を解明
し、かつそれを記述する学問であると捉えられるならば、政治過程または政
治過程論は、現在を起点とする「同時代の政治」（英語では、Contemporary.
Politicsという）の研究、つまり「同時代政治史」ともいえよう。もっとも、
それは、通常の政治史の場合のように、政治的利益集団を代表する政治的エ
リートに焦点を当てるのではなく、政治的利益集団に主に焦点を当てて政治

政治過程論は「現代＝同時代政治史」である

になった。それらは日本語では「政治過程」と訳された。こうして、現代ア
メリカ政治学の新しい教科として市民権を獲得した「政治過程」ないしは
「政治過程論」が1970年代に日本でもアメリカ現代政治学の本格的な受容と
共に、広義の政治学の一教科として広まるようになったのである。
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　少々くどいほど、政治過程ないしは政治過程論という教科の紹介を行って
きたのは、他でもなく、戦後日本における約半世紀間の政治的争点の底流の
基調をなしてきた憲法改正という問題について少しでも触れようとするな
ら、それは直ちに時事問題として受け止められてしまう恐れがあるからであ
る。またそのような類の問題は専門家のジャーナリストに任せておけばよい
のではないかといわれそうなので、憲法改正という政治的争点について、前
もって少しは言及するが、時事問題として取り扱うのではなく、学問的にア
プローチしようとする著者の姿勢を示すためでもある。また本書の題が『憲
法改正の政治過程』となっているので、わざわざ政治過程論についてこだ
わった次第でもある。
　とはいえ、本書の題に『憲法改正の政治過程』を採用しているのには、そ
れなりに次の二つの理由がある。その一つは、2012年（平成24年）末の総選
挙で与党の民主党に圧勝して三年間野にあった自民党が政権を取り戻して誕
生した、第二次安倍内閣が憲法改正を本格的に取り組む姿勢を示しているこ
とにある。それを契機にして憲法改正論議が盛んになっている。しかし、改
憲派と護憲派の間において憲法それ自体の捉え方において、また憲法改正の
政治的意味の理解においても意見の一致が見られない現状を鑑みて、現在、
日本で進行中の憲法改正論議を憲法現象の歴史的位相の中に置き直し、改憲
派と護憲派の主張を民主政治との関わりの中で、さらに長期的な歴史的パー
スペクティヴの中でその意味を捉え直すなら、混迷する憲法改正論議がかな
り透明性を持ったものに整理されるのではないかと考えたからである。つま
り、本書は、すでに言及の通り、現在の憲法改正論議に時事問題としてでは
なく、同時代の重要な政治的争点として触れることになるので、憲法改正を
巡る現代政治史という意味で『憲法改正の政治過程』としたのである。
　次に、憲法現象は歴史的に見るのなら、近代立憲主義憲法の出現後に、近
代国家の自由民主主義的な政治体制の枠内における政治変動ないしは政治改

力学の解明を志向する学問であるとみられよう。したがって、政治過程論は
「現代＝同時代政治史」に他ならないともいえるであろう。

本書の題の『憲法改正の政治過程』の二つの意味
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革の結果としての「憲法改正」（本書では、この型の憲法改正は「憲法改正
の政治過程」Ⅰ型と呼ぶ）と、他方、資本主義的な政治体制を社会主義的な
政治体制へと変革しようとする「憲法改正」、つまり社会主義革命の実現の
手段としての「議会主義」という戦術を用いて、資本主義的な政治体制を変
革しようとする「憲法改正」（本書では、この型の憲法改正は「憲法改正の
政治過程」Ⅱ型と呼ぶ）が存在する。この二つの類型の「憲法改正の政治過
程」を本書では取り扱う。これが『憲法改正の政治過程』を本書の題にした
もう一つの理由である。いうまでもなく、この二つの類型の「憲法改正の政
治過程」は共に、国家における権力の獲得・維持・配分を巡る政治的権力闘
争である。もちろん、両方の型において、その権力闘争が重なることもある
が、その時間的なスパンが異なるし、展開される両者の闘争形態も異なる場
合が多い。とはいえ、それらは政治的権力闘争の「政治過程」という文字通
りの政治過程であるので、この両者のケースを本書で取り扱い、憲法現象の
政治動態の力学の解明への接近を試みたのである。なお、近現代において近
代国家の外観は整えられていても、その内実が近代以前の社会・経済システ
ムが強く残っているような国々における権威主義体制ないしは専制主義体制
から民主主義体制への変革や、フランス大革命のようなブルジョア革命を含
めて、広義の政治体制の暴力的変革も、本書では「憲法改正の政治過程」Ⅱ
型に分類している。とはいえ、本書での主要な論究の対象は資本主義的な政
治体制の変革を目指す「憲法改正の政治過程」Ⅱ型である。それ故に、この
狭義の、とりわけ20世紀の「憲法改正の政治過程」Ⅱ型の典型的事例のもつ
その政治的意義を、ドイツの近現代憲法政治史の中で解明している点が本書
の特徴といえよう。それについては、項をあらためて次に説明する。

　そもそも、近代憲法の出現後、憲法という政治制度はその本来の機能の他
に、多様な機能を環境の変化と共に持つようになった。フランスを例にとる
のなら、封建主義的体制から資本主義的体制への変換を成就する最終的な事
業としてのフランス大革命を契機に、新しい資本主義体制が円滑に機能する
ための近代国家の確立に際して、その権力構成の原理を定め、かつその原理

政治的権力闘争の「ゲームのルール」としての憲法
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に基づいて組織された国家権力の遵守すべき基本的な準則を文章で確定し、
永遠に次の世代の人々がそれを肝に銘じ、それを厳守するようにした「成文
憲法」なる国家の基本法が制定された。フランスでは、国際政治の変化と連
関して、さらなる近代化を求める勢力と体制権力間の国家における指導権や
国家運営を巡る構想の相違によって、これらの勢力間で権力闘争が繰り広げ
られ、その闘争が一時的に決着する毎に新しい憲法が作り直されていった。
この過程は他の先進諸国でも見られる現象である。その結果、憲法とは国家
における権力の獲得・維持・配分を巡る政治的権力闘争の「ゲームのルー
ル」という役割を次第に担うようになり、今日に至っている。したがって、
現在の国家において既得権を有する利益集団は、この「ゲームのルール」が
彼らの利益の維持・発展に寄与している限り、その厳守を主張し、かつその
擁護に尽力するが、一方、現体制において価値剥奪されたと感じるか、ある
いは不利益を被っていると感じる諸集団は当然、この「ゲームのルール」を
守ることが彼らにとって不利益をもたらすものであるので、その改正を求め
ることになるのは当然の成り行きであるといえよう。このように、利益集団
間の政治過程は、憲法という「ゲームのルール」の観点から見るのなら、
「憲法改正の政治過程」ということとなる。というのは、政治過程は緩やか
な、あるいは時には急激な政治変動を伴うので、その都度の一時的な決着と
して憲法改正が行われるからである。この過程については、日本では、従
来、政治学ではあまり取り上げることはなかった。とはいえ、当然、それは
憲法学では取り上げられるが、あくまでも憲法解釈論として論じられるのみ
で、その実態である現実の政治過程については、学問の分業からして触れる
ことは稀であったといえよう。
　英米仏において近代国家が誕生して、その標識として近代立憲主義憲法が
整備され、定着するにつれて、その周辺国でもその動きを模倣する傾向が見
られた。すなわち、近代国家体制を整備して国際政治において優位に立ち始
めた英米仏に対して、その圧迫から逃れ、あるいは状況次第では劣勢の地位
に追い込まれるかもしれない状況を改善して、自国の存立のために、いまだ
絶対主義体制をとる周辺諸国でも、上からの資本主義の温室的な育成を図
る、官僚主導の近代化政策が遂行された。しかし、その過程で資本主義経済
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の導入と発展のために最小限必要な社会秩序の予測可能性と安定性を確保す
る必要に迫られることになり、「法の支配」とそれを象徴する国の最高規範
としての「憲法」が制定されていった。もっとも、それは近代立憲主義憲法
の形式は模倣しても、その実態は、半封建的な官僚支配を正当化するための
擬態に過ぎなかった。とはいえ、これらの周辺諸国でも、「憲法」と共に近
代国家の政治制度、とりわけ上からの資本主義経済の温室的育成政策の産物
として生まれてきた「市民」階級の政治的意見を聞く「議会制度」も否応な
しに導入され、形式的には、これらの国も外見的には「近代国家」の様相を
呈するようになった。それと共に、これらの国においても、「憲法」は、あ
る程度、国家における権力の獲得・維持・配分を巡る政治的権力闘争の
「ゲームのルール」の役割を果たすようになった。こうして、近代憲法や
「憲法」が近代的な国家の標識となるにつれて、それは「ゲームのルール」
に基づいて運営される国家権力の正当化の手段ともなっていったのである。
このように、憲法を政治的権力闘争の「ゲームのルール」として捉え直すの
なら、憲法改正とは政治的権力闘争とその決着後の一種の「政治的儀式」と
見られないこともないのである。
　本書が前述の通り、その題を『憲法改正の政治過程』とした第二の理由
も、こうした現象を、大日本帝国憲法（以下、「明治憲法」と略す）制定時
においてそのモデル国となった近現代ドイツにおいて「憲法改正の政治過
程」のⅠ型とⅡ型が交錯し合っていた憲法の政治史の知見を用いて、本書内
では取り扱ったからである。注目すべきことには、「戦争と革命」の世紀と
いわれた20世紀の10年代末から20年代にかけて、ドイツでは社会主義の挑戦
を受けて、「ゲームのルール」の性格をもつ近代憲法の本質的部分の変更が
企てられ、近代立憲主義憲法はその定型的な内容から逸脱するような方向へ
改変され、ワイマール憲法という形をとったのである──それは日本の憲法
学界では「現代市民憲法」といわれている（4）──。さらに社会民主主義勢
力は、ロシア・ボルシェビキの暴力革命論に反対し、自由民主主義政治体制
を前提にして、議会を通じて多数派を形成した後に、憲法改正手続きに則っ
て「漸次的、平和的」に革命を行うと称した。そして、革命の手段として
「議会主義」を主張し、それを実践するようになり、憲法改正手続き規定が



12

体制転換の重要な争点になったことで、社会主義への暴力革命ではなく、平
和革命と称される体制変換という「政治過程」も憲法改正の形をとるように
なったのである。この点の政治的意義については、ソ連の消滅後一世代が経
過した今日ではすでに忘れられてしまっている感がある。本書の題を『憲法
改正の政治過程』としたまさに第二の理由こそこの過程、つまり「憲法改正
の政治過程」Ⅱ型のドイツ的特殊事例を、本書で触れることにしたからであ
る。

　
　以上のようなことから、まず第１章において、戦後日本の憲法状況につい
て触れる。いうまでもなく、日本は第二次世界大戦の敗戦国として、1951年
（昭和26年）、サンフランシスコ講和条約締結後、不完全ではあるが主権を回
復し、独立国家として再出発したが、国際政治秩序においては、アメリカ主
導の国際体制の中に組み込まれている。その枠から抜け出て、核兵器を持っ
た「普通の国」になることはおそらくアメリカは許さず、したがって、防衛
において、アメリカの「核の傘」の下の依存体制は存続し、その上、通常の
「普通の国」としては自衛のための戦争もできないようにした日本国憲法第
９条が存在している。日本がアメリカの支配圏から一応離れて「普通の国」
として再出発を企てようとするなら、どうしてもまず日本国憲法第９条を改
正しなくてはならないことになるのは、当然の理とも考えられよう。した
がって、これまでの約60年間の憲法状況はこの第９条を巡って展開されてき
たといっても過言ではない。この点について簡単にフォローした。次に、第
２章では、第二次安倍内閣発足後に、憲法改正問題が本格的に政治的争点と
して提起されるようになったが、現在のところ、改憲派と護憲派の間に展開
される憲法議論において憲法それ自体の考え方において意見の対立が見られ
るので、その理由を理解する手助けとなる手引きの役割を果たす、近代立憲
主義憲法が何故に近代国家の標識になったのか、その理由について説明し
た。次に、近代立憲主義憲法の出現後にそれが周辺国に大きな影響を与え、
外見的立憲主義憲法が生まれることになった理由とその実態を近現代ドイツ
憲法政治史を題材に用いて明らかにした。そして、明治憲法の原型が外見的

本書の構成
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立憲主義憲法である点を紹介した。第３章では、19世紀末から20世紀の10年
代から20年代にかけて、社会主義の挑戦を受けて近代立憲主義憲法がその内
容を変えていく過程とその理由を、近現代ドイツ憲法政治史を題材に、ワ
イマール憲法を例に取り上げて、明らかにする。そして、補説の形で幕間
劇（Intermezzo）その１として、何故にワイマール共和国はナチ独裁に変わっ
ていったのかを、主に政治史に重点を置いた考察を行い、議会制民主主義の
機能不全の理由がどこにあったのかを究明した。併せて幕間劇その２とし
て、日本でよく比較される、1950年代と60年代初めにワイマール共和国の
辿った悲劇の道と戦後の日本の民主政治との類似性についての我が国の俗説
について触れる。第４章では、近代国家では政治的権力闘争の「ゲームの
ルール」としての憲法が定着するにつれて、国家権力を掌握している勢力も
それに反対する勢力も、その権力闘争の展開において憲法なるものに依拠せ
ざるを得なくなることについて述べる。その結果、憲法の条文の中に自らに
有利な内容があればそれを拡大解釈しようと努め、また権力闘争の一時的な
決着がみられた場合、その結果としての部分的な憲法改正がなされる際に
は、その中に自らに有利になるような内容を盛り込もうとするため、憲法本
来の姿が変容していくことになる。こうした憲法を巡る、別の形をとった権
力闘争もまた繰り広げられていく中で、憲法という用語自体が多義化して、
その帰結として近代憲法の本来の機能が次第に曖昧化されていく傾向が生ま
れた。そこで、まず近現代ドイツ憲法政治史を通じて見えてくる憲法の諸相
について、近代憲法の二点セットの基本的人権の尊重と国家統治機構との関
係を価値序列の観点からの類型化を試み、そうした類型化の試みから現代国
家における憲法の幾つかの類型を抽出して、それと日本国憲法を対比し、そ
の立ち位置を探った。次に、ワイマール共和国の14年間の憲法の理念と実際
の乖離現象の拡大に対して、ドイツ国家学がそれをどのように認識し、かつ
解決しようとしたのか、その過程をフォローし、その中であぶり出された憲
法の姿をもう一度捉え直してみた。そして、そもそも憲法とは何かについて
政治社会学的に考察し直し、政治的権力闘争の別の形をとった「憲法紛争」
を有利に戦う武器としての「憲法学」が成立した経緯についても紹介した。
　ところで、第二次世界大戦後、ドイツはビスマルクによって創設されたド
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イツ帝国の領土の半分を失い、残された領域も戦勝国の四か国に分割され、
各地域では占領軍による非ナチ化、非軍事化、民主化が遂行され、プロイセ
ン・ドイツ的な伝統はその多くが否定されていった。そして、東西ドイツに
分かれた両地域においてそれぞれ新しい国家が生まれるが、第５章では、西
ドイツにおいて1949年に成立したドイツ連邦共和国の憲法である「ボン基本
法」を取り上げて論究した。すなわち、同憲法が近代憲法の基本価値の化体
として出現したその成立過程と、それによって作り出された「自由で民主的
な基本秩序」という憲政体制の基本的性格を明らかにした。さらにこの基本
法制定から今日まで約60年以上が経過したが、その間の「憲法改正の政治過
程」を瞥見した。西ドイツで定着した憲政体制は、近代憲法の純化した形を
とっており、外見的立憲主義憲法発祥の地において近代憲法は約160年後に
その先祖帰りを果たす形で出現した理由も併せて探った。次の第６章では、
「憲法改正の政治過程」を出現させる政治力学について概観した。そして、
第７章では、現行日本国憲法の憲法史的な立ち位置について言及した。最後
に、世界の中での日本国憲法の今後の動向を、近現代ドイツ憲法政治史を反
射鏡に使って探ってみた。

（ 1）　ベントレーは、ジョン・ホプスキンズ大学でPh .Ｄの学位を修得するまで、アメリ
カの大学のみならず、ドイツのベルリン大学などに留学した。ドイツ留学中にオースト
リアの社会学的国家論の影響を受けた。オーストリアの社会学的国家論は、国家は原始
時代に強力な人種集団が他の弱い人種集団を征服して成立し、その後、支配する人種集
団が被征服民を永続的に支配する手段として法が作り出された、という考え方を展開し
た。したがって、それは国家の政治現象を人種集団間の潜在的ないしは顕在的な権力闘
争である、と説明した。ベントレーはこうした考え方にヒントを得て、「人種」集団の
代わりに、それぞれの利益実現を目指す「利益」集団間の闘争として、世紀転換期のア
メリカの政治を捉え直そうとしたのである。世紀転換期は、ちょうど、産業資本主義段
階から高度資本主義段階への転換期に当たり、経済活動も個人中心から会社（企業体、
法人）中心へと変わっていったが、政治活動の主体も「教養と財産」を持つ市民から大
衆組織政党へと変わりつつあった。こうした時代背景の中で、ベントレーは、個人がそ
の利益追求に際して、個人としてではなく、利益を同じくする者同士が集団を作って活
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動している点に着眼して、政治現象を集団間の圧力と抵抗の過程として捉え直そうとし
た。彼は、政治社会の底辺において各個人がその利益を追求するために互いに圧力を掛
け合い、対立と抗争を繰り返している状態を「基底的な社会集団」または「基礎集団」
と規定した。次に、政府の政策決定権を掌握する制度化された権力機関である大統領や
議会や最高裁判所などを「政治集団」と規定し、これに向かって「基底的な社会集団」
はその内部で利益の集約とその実現を目指す政治の役割の分化が生まれ、政党や農業団
体、労働組合、消費組合、マス・メディアなどの中間レベルの「準政治集団」に結集す
る。その後、この「準政治集団」がさらに政治集団に向けて互いに圧力と抵抗を繰り返
しながら、またそれらの集団間においても利害の調整も行いながら、利益のさらなる集
約化と政治の機能分化を進める。その結果として、最後に、政治集団を動かして、それ
ぞれの利益が政府の政策の形で打ち出される。こうして、ある特定の集団の利益が政策
の形をとって国家権力を用いて実施されると、そのインパクトを受けた社会の他の諸々
の集団がそれに対して反応するようになり、再び、下から上へ向けての集団間の圧力と
抵抗の運動が始まり、新たなる権力循環が開始される、という。
　　このように、ベントレーは、政治過程を政策形成過程における社会の底辺からのイン
パクト、すなわち、政治を、政府を目掛けて上向的に進行する利益集団の対立と均衡化
過程として捉えた。ところが、集団圧力の均衡が確立され、ある利益が政府の政策とし
て実施され、それが下降して社会の底辺にインパクトを与え、それがさらに新たな利益
集団を誕生させたり、あるいは未分化で未組織の基礎集団を上向的な圧力活動へと駆り
立てるように仕向ける、上から下への政策執行過程についてはあまり関心を示さなかっ
た。ベントレーは、以上のような現代政治分析の集団的アプローチを述べた著作のThe 

Process of Government : A Study of Social Pressures（喜多靖郎・上林良一共訳『統治過程
論─社会圧力の研究』法律文化社、1994年）を1908年に刊行したが、学界では注目され
なかった。約40年後に、注（ 2）で述べるように、ようやくトルーマンによって評価さ
れて、現代政治学の集団的アプローチの開拓者として認められるようになったのであ
る。

（ 2）　トルーマンは、1951年に、The Governmental Process : Political Interests and Public 

Opinionを刊行して、ベントレーの業績を高く評価して、それをアメリカ政治学界に紹
介し、「集団的アプローチ」の現代政治分析における有意性を実証して見せたのであ
る。その後、「集団的アプローチ」が現代政治学の主流の一つとして認められるように
なった。基本的にベントレーの考え方を継承しながら、ベントレーが触れなかった側
面、すなわち下から上への圧力政治がフォーマルな統治機関を通じて調整不可能なほ
ど、集団対立が激化して、それが国家それ自体の存続にとって危険なほどにまで高まっ
てしまう状況についてまで思考の幅を広げていった点が彼の功績であるといえよう。す
なわち、彼は世界大恐慌による経済的な危機や第二次世界大戦と冷戦を経験して、アメ
リカの国家体制の危機をその理論の構築において反映させようと努めたのである。そし
て、その成果として集団対立・均衡化の循環過程の安定的条件についての理論を展開し
た。彼は、集団の社会心理的な側面を重視し、ベントレーとは反対に、集団の心理的側
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面に焦点を当てて、人々が共有する態度を基盤にして相互作用する人間の集合体を、利
益集団と捉えた。そして、その中で政治的利益集団は共有する態度が意味する行為のパ
ターンを確立し、維持し、強化するために他の集団に何らかの要求を行う集団である、
と規定した。彼は、上記した集団対立・均衡化の循環過程の安定的条件としては、個人
の集団所属の重複性（over-lapping.membership）と潜在集団（latent.group）の二点を
挙げている。要するに、それらは、各個人が自分の欲求を他人との関係において自制す
る態度をとること、次に、ある争点を巡って主要な集団間の対立が激化しても、それに
無関心の他の集団も多数存在して、それらが国家体制にとって危険が直接及ぶことを防
ぎ、かつそうした危険を吸収する役割を果たすので、国家体制は分裂の危機を免れると
いう考え方である。

（ 3）　Ｍ・ウェーバー著・脇圭平訳『職業としての政治』岩波文庫、1980年、10頁。
（ 4）　杉原泰雄『憲法の歴史─新たな比較憲法学のすすめ』岩波書店、1996年、171頁以
下。


