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はじめに 

• 本日扱うテーマ「政治家」 

• 比較的身近なワードである「政治家」 

• しかし、曖昧さを持つ言葉でもある 

例:「あいつは政治家だ」「政治家失格」 

• 「政治家」とは何か？ 

• その資質・性質は？   



今日の目的 

• 「政治家」についての様々な言及と議論を通して 

 自分なりの「政治家モデル」を構築する 

• 曖昧な「政治家」というワードのイメージを具体化し、評価
基準として用いることの出来る「モデル」にする 

• どんな人が「政治家」か？ 

• 「政治家」には何が求められるか？ 
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第一章 
政治家とは何か 
-辞典・事典から読む「政治家」- 



「辞書的な意味」を捉える 

• 辞典・事典から「政治家」について捉える。 

• 政治学に関連する専門辞典・事典を用いる。 

• 『政治学辞典』（1954） 

• 『新訂版現代政治学辞典』(1998) 

• 『政治学事典』(2000) 



『政治学辞典』（1954） 



『現代政治学辞典』（1998） 



『政治学事典』（2000） 



広義の「政治家」と狭義の「政治家」 

• 「政治家」という言葉の範囲には広いものと狭いものがある。 

• 【広義】政界の有力者や軍部の巨塔、高級官僚、財界
の大物、労働運動の指導者、地方政界の有力者、国際
機関の要職に就く者、多国籍企業の経営者、宗教団体
のリーダー、ジャーナリスト、「ボス」や「黒幕」など、政治を
職業とし、地域的・国家的・国際的に政治の方向や政策
の内容に影響力を持つ人のこと。 

• 【狭義】現在、一国内で確立されている政治制度のもとで
認められたポストにある、具体的には選挙で選出された議
員、政党の党首、首長、大統領や行政府の長である人
のこと。 



第二章 
政治家の資質とは(西洋編) 
-ウェーバーから読む「政治家」- 



MAX WEBER (1864～1920) 

ドイツの社会学者。社会科学の方法論を始
め、経済、政治、宗教、歴史、法律などの広
い領域にわたって業績をあげた。大学教授とし
ては宗教社会学、国家社会学、社会学、経
済史を講じた。社会学研究においては宗教
社会学と支配社会学を中心とし、官僚制お
よび大衆民主政治についての分析を行なって
いる。 



ウェーバーの「政治家モデル」 

• ウェーバーは講演「職業としての政治」(1919)の中で政
治家の資質について言及している。 



「職業としての政治」より 

• 「政治家にとっては、情熱(Leidenschaft)―責任感
(Verantwortungsgefühl)―判断力(Augenmaß)
の三つの資質が特に重要であるといえよう。」 

• 「政治家は、自分の中に巣くうごくありふれた、あまりにも人
間的な敵を不断に克服して行かなければならない。この
場合の敵とはごく卑俗な虚栄心のことで、これこそ一切の
没主観的な献身と距離―この場合、自分自身に対する
距離―にとって不倶戴天の敵である。」 

• 虚栄心―自分というものをできるだけ人目に立つように押
し出したいという欲望 

 



「職業としての政治」より 

• 「政治家にとって大切なのは将来と将来に対する責任で
ある。」 

• 「そのかぎりにおいて、心情倫理と責任倫理は絶対的な
対立ではなく、むしろ両々相まって「政治への天職」をもち
うる真の人間をつくり出すのである。」 

• 「自分が世間に対して捧げようとするものに比べて、現実
の世の中が―自分の立場からみて―どんなに愚かであり
卑俗であっても、決して挫けない人間。どんな事態に直面
しても「それにもかかわらず！」と言い切る自信のある人間。
そういう人間だけが政治への「天職」を持つ。」 



ウェーバーの「政治家」の資質 

• 政治家は、情熱、責任感、判断力を兼ね備える必要が
ある。 

• 政治家は、虚栄心を克服する必要がある。 

• 政治家は、将来に対して責任を持つべきである。 

• 政治家は、心情倫理と責任倫理をバランス良く行為の規
範にすべきである。 

• 政治家は、自分の献身に対し結果が得られなくとも挫け
ない人間である必要がある。 

 



第三章 
政治家の資質とは(西洋編) 
-メリアムから読む「政治家」- 



 
CHARLES MERRIAM(1874~1953) 

アメリカの政治学者。政治学説史、政治思想
史の研究から出発し、1920年代に政治学と
生物学、人類学、心理学、社会学などを結
びつける「科学的政治学」を提起。政治学に
おけるシカゴ学派を生み出した。門下に
Harold Lasswellらが居る。 
 



メリアムの「政治家モデル」 

• メリアムは著書「政治権力」(1934)の中で政治家の資
質について言及している。 



「政治権力」より 

• 「政治指導者の多くは、政治的・社会的権力の分野で、
自分の周辺に何が進行しているかを感じとる高度の社会
的感受性をもっているように思われる。」 

• 「指導者は、多種多様な人びとと個人的に接触することに
とりわけすぐれた能力をもっており、このことは、指導者が人
びとと気軽に会い、そのたびにすばらしい成功を収めること
を可能にしているようである。」 

• 「指導者はさらに、集団間の接触にすぐれた能力をもち、
目的は対立しているが、同調的な態度を必要とする多く
の利益集団について知り、それを評価し、またこれらの集
団と取引きする能力を有しているようである。」 

 



「政治権力」より 

• 「これまで述べたことから、リーダーシップ集団はドラマティック
な表現能力をもっていなければならないことは明らかであ
る。」 

• 「多くの権力状況が調整的性質をもつという面から見れば、
指導者は、諸集団がはまりこんで出口を求めている困難
な状態からの脱出を可能にするような、信条・政策・イデ
オロギィなどを見つけ出す才能をもつことが重要である。」 

• 「通常、集団の指導者は非常に大きな勇気をもってい
る。」 

 



メリアムの「政治家」の資質 

• 政治家には、自分の身の回りの社会的な動きへの高い感
受性が必要である。 

• 政治家には、コミュニケーション能力が必要である。 

• 政治家には、異なる利益を持つ集団と交渉する能力が
必要である。 

• 政治家には、ドラマティックな表現能力が必要である。 

• 政治家には、調整の局面において脱出を可能とするよう
なアイデア力が必要である。 

• 政治家には、大きな勇気が必要である。 

 



第四章 
政治家の性質とは(西洋編) 
-ラスウェルから読む「政治家」- 



 
HAROLD LASSWELL(1902~1978) 

アメリカの政治学者。専攻は、経験的政治理
論、政治心理学、マス・コミュニケーション論、
国際政治、政策科学など。シカゴ学派を代表
する一人として、政治学にフロイトの精神分析
の手法を取り入れた先駆者である。学際的な
研究である「政策科学」を提唱した。 



ラスウェルの「政治家モデル」 

• ラスウェルは著書「権力と人間」(1930)の中で政治リーダー
へ発展する「政治的人間」の特性について言及している。 



「権力と人間」より 

• 「政治的タイプを特徴づけるものは、激しい、満たされない
尊敬への渇望である。」 

• 「動機の発展という観点から、政治的タイプを要約するな
ら、次のようになる。 

 私的動機を 公の目的に転移し 

 公共の利益の名において合理化する。」 

• 「技能に関する限り、その第一の資質は、チャールズ・E・メ
リアムのいわゆる「集団結合の才能」―つまり、有利な勢
力均衡を獲得する方法の選択能力である。」 



ラスウェルの「政治家」の性質 

• 政治家は、激しく満たされない尊敬への欲求を持っている。 

• 政治家は、尊敬への欲求を公の目的に転移し、それを公
共の利益として合理化する。 

• 政治家は、その為に支持の確保と利益の調整、中立化
の能力を必要とする。 

更に、社会的地位（尊敬）を権力の基底の一つと捉え、
その観点から「権力追求者」としての政治人についても言
及している。 



「権力追求者」としての政治人 

• 「権力追求者についての我々の基本仮説は、権力追求
者は価値剥奪に対する補完の一手段として権力を追求
する、ということである。言いかえれば、自我の特性を変え
るか、それとも周囲の環境を変えるかして、自我に対する
低い評価にうち克とうとする場合に権力が期待されるので
ある。」 

• 「一つの不可欠の経緯は、価値賦与により価値剥奪をバ
ランスさせること、もっと詳しくいえば両者が極端化すること
からおこる緊張である。」 

• 「権力の相対的強調は自我の低い評価（特に高い自我
評価が共存している場合）に対する補完的反応として理
解されるべきである。」 

 



ラスウェルの「権力追求者」の性質 

• 権力追求者は、価値剥奪に対する補完手段として権力
を追求する。 

• 権力追求者は、自我に対する低い評価を乗り越えるため
に権力に期待する。 

• 権力追求者は、価値賦与と剥奪をバランス良く経験して
いる。 

• 権力追求者が、権力を強調するのは、自我への低い評
価に対する補完的反応である。 

これらの言及や観察資料による確証を踏まえて、ラスウェ
ルは「政治人」モデルの定義を行う。 

 



ラスウェルの「政治人」の性質 

「われわれのいう政治人とは― 

一、権力を相対的に強調する 

二、自我（第一次的我に他の我のシンボルをプラスしたもの）に対
して権力（及びその他諸々の価値）を要求する 

三、権力に関する期待を相対的に強調する 

四、権力獲得の技能に少なくとも最小限度の熟達を獲得している」 

ラスウェルの「政治人」 

権力を平均的な人よりも強く求め、それを自我に関連付けている人。
また、権力が価値を与えてくれることに平均的な人よりも強い期待を
寄せ、その為の最小限度の技能を既に持っている人。 



第五章 
政治家の性質とは(日本編) 
-丸山から読む「政治家」- 



 
丸山眞男(1914~1996) 

日本の政治学者。主専攻は日本政治思想
史。1946年に発表した「超国家主義の論理
と心理」及び1947年に発表した「科学として
の政治学」の二論文はその後の日本の政治
学に大きな影響を与えることとなった。 
日本近代の失敗を国家の中央集権化が市
民的な浸透を見せなかったことと、社会集団
が相互遮断的であったことに求めた研究が特
徴的である。 
 



丸山の「政治家モデル」 

• 丸山は論文「人間と政治」(1946)の中で政治家の性質
について言及している。 



「人間と政治」より 

• 「政治の本質的な契機は人間の人間に対する統制を組
織化することである。統制といい、組織化といい、いずれも
人間を現実に動かすことであり、人間の外部的に実現さ
れた行為を媒介として初めて政治が成り立つ。」 

• 「政治にとって政治目的通りに現実が動くことが生命だか
ら、実際政治家の言動はたえず「効果」によって規定され
る。真理に忠実だとか自分の良心に忠実だとかいうことより
も、一定の言動なり事件なりが「味方」にどう影響するか
「敵」をどう利するかということが常に彼の羅針盤になってい
る。」 

 



「人間と政治」より 

• 「従ってまた政治家の功罪に対する批判もどこまでも彼の
政策が現実にもたらした結果によって判断されるべきであり、
彼の動機の善悪は少なくとも第一義的な問題とならない。
政治家の責任は徹頭徹尾結果責任である。」 

• 「ともかく政治家がもっぱら現実の効果を行為の基準とす
るところから、政治家はある意味で俳優と似て来る。」 

 



丸山の「政治家」の性質 

• 政治家の言動、行動は現実にもたらす「効果」によって規
定される。 

• 政治家は、その功罪を彼の政策がもたらした結果によって
判断されるべきである。 

• 政治家は、現実の効果を考えて行動するため「演技」的
になり俳優と似て来る。 

政治家はその行動の基準をそれがもたらす「効果」に寄る
ので、その行動は本来のその人物と離れることとなり「演
技」をおこなう俳優のようになるとしている。 

そして、あくまで行動の基準が「効果」である以上、その評
価もまた彼の政策の結果によって判断されるべきであると、
その結果責任を強調。 

 



第六章 
政治家の資質とは(日本編) 
-後藤田から読む「政治家」- 



後藤田正晴(1914~2005) 

日本の官僚、衆議院議員。1939年に内務
省に入省。内務省の廃省後、自治省、防衛
庁、警察庁を経て1969年に警察庁長官に
就任。在任中はあさま山荘事件など主に新
左翼による事件に対応。田中角栄との知遇
から、警察庁長官辞職後、第1次田中内閣
の内閣官房副長官に任命される。1976年、
衆院選に当選し、政界入り。以後内閣官房
長官、自治相、副総理兼法曹を務める。 



後藤田の「政治家モデル」 

• 後藤田は著書「政と官」(1994)の中で自分の経験、特に
選挙経験を背景に政治家の資質について言及している。 



「政と官」より 

• 「学者などの人たちは、政治家たるもの高邁なる見識を持
ち、人々を説得し、あの人は立派な人であるといわれるよ
うに心がけていれば当選するというだろう。しかし、現実はそ
うではない。まして、カネさえ出せば当選するというものでは
ないのである。世の中は人と人である。人間関係である。
人情の機微が分からなければ、当選はおぼつかない。」 

• 「私は、理と情が対立する場面では、よほどのことがない限
り、理を捨てて情をとる。これが政治家としての私の生き方
である。また、政治家と役人の違いでもある。」 

 



「政と官」より 

• 「肝心なのは、人と人との心のつながりである。国民と政治
家とは気持ちでつながっている」 

• 「したがって、政治家にとって何がもっとも大事かといえば、
人情を理解して大衆から信頼を得ることである。これがもっ
とも大事なことだ。」 

• 「政治家の役割は、国民全体の利益と選挙民の利益の
間に立って調整することである。」 

• 「敢えて単純に特徴づけるなら、「役人の理」に対して「政
治家の情」である。」 

 



後藤田の「政治家」の資質 

• 政治家は、人情の機敏に通じ、大衆の信頼を得る必要
がある。 

• 政治家は、理と情が対立する場面では、情で動くべきであ
る。 

「人情」という要素を強調。その背景には政治家の役割を
利益の調整手段にあるとしていることがある。 

その為の説得力を左右する能力は「人情」を理解し、信
頼を勝ち取ることであるとする。 

 



第七章 
ものさしとしての「政治家モデル」 



ここまでやってきたこと 

• 辞典・事典及び学者、政治家の「政治家」の定義、資質、
性質に関する言及について扱ってきた。 

• テーマを抜きにすれば、日頃の個人的な研究と同じ作業。 

例:経済学 

  教科書や学者の記した書籍から、様々な定理や学説を 

  を捉えていく。 



ここまでやってきたこと 

• ひたすら様々な「政治家モデル」を捉えてきた。 

• 書籍や意見から知識を得る作業。 

頭のなかで判断材料に用いることの出来る「モデル」を一つ
でも多く持つための作業。 

「モデル」は現実のその対象に対する評価の指標、物差し
として用いることができる。 



「モデル」を用いることで出来ること 

• 「モデル」と現実の対象を照らし合わせ、その差異から評価、
分析を行うことが出来る。 

• 既存の「モデル」を組み合わせることで新しい「モデル」を生
み出すことが出来る。 

多数の「モデル」を組み合わせることで、より現実の理解へ
と近づけることが出来る。 

 

今回はその一例として、「政治家モデル」を用いた。 

「政治家モデル」は政治家の評価、分析に利用できる。 



最終章 
「政治家」とは(雄弁部編) 
-私たちから読む「政治家」- 



これからやること 

• 「政治家」の範囲、性質、資質について、私たちで「モデ
ル」を構築する。 

• これまで扱ってきた「政治家モデル」（辞典・事典、ウェー
バー、メリアム、ラスウェル、丸山、後藤田）をまとめた質
問表を用いる。 



これからやること 

• まず、質問表を参考に”理想”としての「政治家」の範囲、
資質、性質に関する「モデル」を創りあげる。 

• 次に、質問表を参考に”現実”の日本における「政治家」
の範囲、資質、性質について現時点の知識を元に「モデ
ル」との比較から分析を行なう。 

• 最後に、それらを踏まえ各班代表者１名が発表を行う。 

• 質問表は、議論終了後に回収する。 
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