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世界政治における先進民主主義と
カウンター・エリートの「外部性」の政治社会学

――北欧と日本の外交と市民参加の比較のための

New Public Diplomacy論――

渡 部 淳

１．序論

民主主義国家においては、代表を通じて行動するとされる議会制民主主義のような間接的な

ものか、あるいは議院内閣制以外に多様な市民の意見を取り入れるシステムをもつ直接的民主

主義かを問わず、政策決定過程においてなんらかの形で国民あるいは市民の意向が広く反映さ

れているのが理想的である。またそうあるように制度その他のレベルで多くの努力がなされて

いると想定されている。形態の違いはあれ、懐疑論者が思っているよりも実際にははるかに多

くの試みがなされているのである。いわゆる「ガラス張り」の透明性の確保や説明責任の履行

は、米国の政府その他にみられるように、会社組織やその他の市民団体より、政府や行政機構

で長期的に確実に進められているし、同時に、市民やコミュニティーの意見を集約する機会も、

程度の差はあれ公法上のなんらかの権利として保障されていることが多い。

ところが、このような日米欧の高度産業化社会や高度経済国家における先進的な民主主義に

おいてさえ、「民主主義の例外」とも呼べる分野が存在する。それは、一般に外交・安全保障と

呼ばれる領域であって、その閉鎖性・秘匿性はスパイ映画さながら、この領域のむしろ称揚さ

れるべき神聖なる特質であるかのように、実際に携わる政治家や官僚は振舞うのである。日本

社会においても、明治維新の近代化そして戦後の民主化を経てなお、外交とは一部の政治的エ

リートが秘密裏に取り組む（べき）ものとのイメージが根強く残っている。これには、外交が

一元的に政府の「管轄事項」とされてきた明治以来の古い制度的規程にもはっきりと現れてい

る。現憲法では内閣の職務のひとつとして外交関係を処理することや条約を締結することなど

が明示されており、実務としては外務省設置法により外務大臣及び外務省がそれを管轄するこ

ととなっている（竹内2007：122）。

このような外交のエリート性は、一般社会の意識においても、またアメリカを中心とする主

流派国際関係論のような学術分野においても、少なくとも60年代までは所与のものとして捉え

られてきた傾向がある。これに異を唱えてきたのが、非国家主体の影響力と国境を越えるネッ
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トワーク性に注目した、いわゆるトランスナショナル関係論あるいはトランスナショナリズム

の系譜の諸理論であった。その背景には、70年代に多国籍企業を対象として一度あらわれ、90

年代以降NGOの台頭を中心とした現実における新しい動きがある。しかしながら、市場対国

家、あるいはNGO対国家、はたまた国家を超える市場やトランスナショナル社会などの言説

は、そもそもトランスナショナル化を可能とした経済を中心としたグローバリゼーションの政

策を、米国を中心とした先進諸国が推進し奨励した政策のおかげであり、かつまた、安全保障

問題を含む様々な外交の実際の場面においては、突き詰めるとＧ８の中でもさらに限られた数

の、先進諸国家の国益と意向に基づく判断と影響力が、事実上さまざまな決定においては絶対

的であるという現実を捉えきれていない。

本稿は、このように「大国」が再び見直されつつある現状の中で、世界政治や国際機関で実

質的影響力を持つ少数の国々が、ロシアと中国をのぞき、「先進」民主主義国であることにも着

目しながら、これらの諸国の外交が民主主義体制の外交として、そもそも社会的民意を反映し

ていない場面についてどう考えるべきなのか、そしてその際に見えてくる国家社会内部の様々

なアクターの外の世界における意義をどのように考えるべきなのか、ということを、「外部性」

という概念を用いて考察する。そのためには、以下の作業が必要となる。すなわち、まずは①

国際関係におけるエリートの専権事項としての外交をめぐる考え方、②非国家主体が行う非公

式・民間レベルの「私的外交」の進捗と実践への過度の期待と評価、といった国際関係論の外

交をめぐる「エリート主義」と「市民主義」双方の批判的検討から得られる、これらの二元論

的対立図式の克服である。続いて、そもそも外交と民主主義という、旧来の外交・国際政治観

からは相容れないであろうテーマを、社会の様々な意見を統合的に集約して反映させている欧

州、特に北欧の事例を参考に、これら諸国が目指し実践しているnew public diplomacyとは何

かを考察することで、日本をも含めた先進民主主義の「外部性」の潜在的能力について考える。

２．国際関係論における外交のエリート主義：モーゲンソーを中心に

外交や国際政治に関する一般的な社会的理解が、暗黙のうちに何か別の世界の誰か違う種類

の人間が取り扱うもの、というイメージを包摂しているように、かつて国際政治や国際関係論

の主要な保守的理論と思想の系譜においても、世界政治の秩序やダイナミクスを考える際には、

外交は国家とその公式なエージェント（のみが）取り仕切るものであるという前提を、暗黙の

うちにシステムやモデルあるいはパラダイムの中に含んでいた。

ちょうど現実主義の代表的理論家であるハンス・Ｊ・モーゲンソーが彼の『国際政治』の中

で述べているように、「組織化された外交の手段は、各国の首都にある外務省と、その外務省か

ら諸外国の首都へと派遣されている外交代表の二つである」（Morgenthau 1948/2005:541）と

いうのが、おそらくもっとも狭義の外交とその担い手に関する見方ではないだろうか。政治エ

メディア・コミュニケーション研究

― ―116



リートである外務官僚が、国家の機能を遂行する機関として、あるいは対外的には国家全体の

代表として、国益を最大化するような目的のために働くのである。ここで、モーゲンソーは外

務省と大使館などの在外公館を「手段」（instrument）と呼ぶが、ではそれはどのような「目的」

のための「手段」なのであろうか。

モーゲンソーにとって、国家のパワーの要素としての外交は重要視されている。国際的な平

和における外交の役割もまた重要である。戦争に帰する外交は失敗と見なされる。外交の一義

的目的である平和的手段による国力の増強を果たしていないからである。そうした基本的考え

に立った上でモーゲンソーは、外交の機能と目的を次のような４つであるとしている。まず第

１に自国の現在および潜在的なパワーを考慮した自国の諸目標の決定であり、第２に、他国の

パワーと目的の評価である。第３に、これらの諸目的が相互にどれくらい両立できるか、そし

て第４に自国の諸目的に適合した手段の活用である（Morgenthau 1948/2005:539）。

モーゲンソーを初めとした現実主義国際関係論において見落とされがちな論点は、現実主義

においても国際的平和というものが主要な関心事・目的であって、外交は国際法や国際機関と

並んでこれを達成する重要な要素であるということである。認識論のレベルにおいて現実主義

とは、たしかに戦争を中心とした安全保障重視のパースペクティブということができるが、（今

日の世界でいくつかの有力な政治において新保守主義やネオ・コンが称揚しているように）そ

れはしかし、必ずしも戦争を国際問題の解決策や対外政策のオプションとして推薦するという

ことにはならない。むしろ、対外政策遂行の手段として外交や国際ルール・レジームといった

ソフトなものを、通常状態における国際的平和の維持機能とその方法において想定しているの

である。

ただ、外交があくまで国家のパワーの最大化に貢献する機能、あるいは道具であるという国

家／パワー観は変わらない。また、頭脳である本国の外務省の目や耳や口となって外交官と在

外公館が働き、諸外国における国家の対外的な象徴的・法的・政治的な「代表」となる（Morgenth-

au 1948/2005:542-544）という、国家とそのエリートとの専権事項としての外交という考え方

がその基本となっていることに変化はない。ただ、これは現実主義における国家の理解が、安

全保障や外交という彼らが言う高次元の政治から考えられた、行動と思考の合理性（つまりパ

ワーの最大化に貢献するものとしての）において同じである、同質なビリヤードボールのよう

な国家の群れとしての国際政治観にも由来する。

現実主義における国家のイメージはあまりにも統率されていて「一元的」であり、それは社

会経済的レベルが低次元の政治であるという考え方にも表されている。しかし、現実主義者の

狭義の外交は、彼ら自身が書いたようにコミュニケーション（技術）の発展や、国連などの新

しいチャンネルの出現によって 落した（Morgenthau 1948/2005:545-550）だけではなく、そ

もそも外交の行為主体である国家もまた、自由主義以降のパースペクティブが示すようにその

内部において多元的であり、現実主義の国際関係が示す極めて狭義の外交の理解は、更にその
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多元的なアクターによる「非公式」あるいは「私的」な外交の出現と認識によって、様々なレ

ベルで疑義をさしはさまれ変更・修正を余儀なくされるのである。また、行為主体としての社

会経済的な越境的ネットワークの理論と現実における発展も、国際政治をビリヤードゲームよ

りも複雑にする。

３．自由主義における国家と世界の多元化とトランスナショナリズム

1970年代以降の、急速な貿易による交流を中心とした国際経済の拡大と深化は、相互依存論

に見られるように、国際関係論においても安全保障領域重視の闘争的国家間関係から、より協

調と協力を基調とする新しい認識を生み出す。90年代以降NGO論を中心に復興して現在にま

で至るトランスナショナリズムの起源である、国家の（社会的）多元主義の見方と、多元な社

会経済的アクターをつなぐネットワークの自律性という見方は、すでに70年代の自由主義国際

関係論の現実主義的パースペクティブへの挑戦の中に含まれている。

外交に関するものについてみるならば、外交あるいは対外政策決定過程における、政府（政

治家・官僚）の政治的エリート以外の「圧力団体」とよばれる主に経済的エリートの影響が、

他の（米国型民主主義体制における）社会的アクターの影響と共に議論されるようになる。自

由主義国際関係論の一つの大きな貢献は、国際政治における経済の重要性増加による世界政治

への影響力という視点と負けないぐらい、実は国内アクターの多元化と政策決定過程への影響

力という形での参加のダイナミズムの描写によって、「国家」や「社会」を多元的に再定義した

ことであった。

自由主義国際関係論が持つパースペクティブのもう一つの貢献は、このように認知された国

内の社会経済的アクターそれ自体とはまた質的に異なる、これら社会経済的主体のネットワー

クとしての、あるいはその発展系としての多国籍企業やカトリック教会にみられるような、自

律したネットワーク主体からなる、独自のトランスナショナルなレベルの認識と追加である。

それは、国内レベルのみならず世界政治全体においても認識と方法の多元化を促した。すなわ

ち、アプローチとしてのトランスナショナル関係論、あるいはトランスナショナリズムである。

1970年代初頭にコヘインとナイによってまとめられた、『トランスナショナル関係論と世界政

治』（Keohane and Nye 1971）においては、90年代以降のNGOの台頭を背景の中心とした新

しいトランスナショナリズム論の波（Keck and Sikkink 1998,Cutler et al.1999）において議

論されているような対象がすでにほとんど含まれていることも、実際特筆に値すべき事実であ

る。『トランスナショナル関係論と世界政治』では、当時のトランスナショナリズム論の論拠で

あり中心的研究対象でもあった多国籍企業（MNCs）の他に、その先の世界政治の動向を見通

したかのように、NGO、カトリック教会、革命組織、国際金融資本、そして科学者集団や、安

全保障と核エネルギーの問題などが、民主主義や労働者の問題などと共に包括的に取りまとめ
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られているのである。これは、特別な知識や技術を持った擬似権威集団の問題を扱った、知識

共同体（あるいは認識共同体）論（Haas 1992）などもある意味先取りした先進的な取り組みで

あった。

その後このコヘインやナイらによるトランスナショナルなアプローチや、国際貿易の台頭と

経済を中心とした国際協調主義やレジーム論の方向へ、（国家間の経済的な）相互依存論の中へ

と吸収・併合されていくのである（Keohane and Nye 1977）。それは、非国家主体によるトラ

ンスナショナル・ネットワークの存在とそれに対する分析の一定の有効性を認めつつも、新し

い世界情勢における現実主義とは若干異なる文脈での新しい国家像あるいは国家論へと、存在

論レベルのみならず方法論や認識論のレベルでもシフト・傾倒していく、その後のコヘインや

ナイの業績の方向性へと連なっていく転換点となる。

４．トランスナショナリズムにおける非国家主体ロマン主義

70年代に台頭してきた自由主義国際関係論のパースペクティブは、同時期に表れてきたマル

クス主義の系統による主に発展途上国からの経済帝国主義批判の議論や、あるいは批判理論や

ネオ・グラムシといった諸々の概念的・制度的・思想的議論を伴った、社会学やジェンダーな

どを含む多様で広がりを持つアプローチやパラダイムによって批判され相対化されることとな

る。これら新しいマルクス主義や批判理論、ネオ・グラムシやジェンダーなどの議論の矛先は、

当初むしろシステム論と科学的装いを施したワルツなどの新現実主義国際関係論の議論や前提

に向けられたのであるが（Keohane ed.1986）、その後、新古典主義的な市場原理主義的傾向を

みせる新自由主義的な国際関係論へも向かうのである。

このような動きの中での、かつて自由主義国際関係論が提唱したアプローチであるトランス

ナショナリズムは、少なくとも存在論レベルでは多くの研究者をひきつける議論として息の長

い展開を、むしろ諸パースペクティブを横断する現象としてみせるのである。そして、この現

象はNGOの台頭とかつての英国を中心とする「国際社会」論を基礎に、グローバルな市民社会

論や民主主義などの装いの議論とともに、グローバル社会論のような形で80年代後半から特に

90年代中盤にかけて、ふたたびトランスナショナリズム・ルネサンスと呼ぶべき状況を巻き起

こすのである。

本稿では、このNGOを中心的に想定している「新しい」トランスナショナリズム論が含意し

ているいくつかの傾向を批判的に捉えることによって、コヘインやナイとは違う形で新しい国

家論（端的には先進工業民主主義諸国論）の方向性を目指したいと考えている。その作業のた

めに、ここではやや大まかにこのグローバル民主主義やグローバル市民社会論の形を取る近年

の議論のいくつかの特徴をまとめてみたいと思う。

まず、最初にあげられるのが非国家主体に寄せる、かなり楽観主義的な期待と展望である。
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それは、昨今のグローバル民主主義論やアクティビズム（activism）論の一部にみられる、国家

対非国家主体というような短絡的な二元論的対立構造である。現在に至るまで、広範な批判的

アプローチにおいてみられる比較的息の長いこの了解は、国家の性悪説とともに、暗黙の強烈

な非国家主体に対する性善説に基づく理解を助長している。ここで問題なのは、非国家主体は

NGOだけではないということである。この非国家主体という概念は、もっと緩やかに多種多様

な経済社会的（多くの場合政治的でもある）アクター、たとえば営利活動を基本にしている多

国籍企業なども含むため、この非国家主体論における性善説はかなり問題である。特定の信仰

体系を奉ずる、例えばカトリック教会やイスラム教などの宗教的ネットワークもトランスナ

ショナルな非国家主体であるし、アルカイーダやそれに連なっているとされる様々なテロや犯

罪のトランスナショナル関係も、非国家的あるいは特定の先進国にとっては反国家的である。

それに、開発援助や国際協力の問題領域で見られるように、現在のマルチレベルかつマルチア

クターな世界政治の状況は、むしろコーディネーションやガバナンスなどの緊急且つ現実的な

論点をより協働的な観点からも要請している。

第２の問題点は、ネットワークという言葉が創り出す、ネットワークの多くの「点」の同質

性の前提である。この問題は、NGOがグローバルな民主主義あるいは社会を体現しているとい

う、NGO論を中心にみられる議論の中にも多く見られる。このトランスナショナル・ネット

ワークのアプローチにおいては、共通の目的をもつ類似の主体及びそのネットワークがトラン

スナショナルな社会的力として、時として国家間システムから成り立つ従来の国際政治のダイ

ナミズムと秩序の決定を覆したり、それに強大な影響を与えたりするというようなことが言わ

れている。しかし、ここで若干注意しなければならないのは、例えばある種のNGOの「点」が

それぞれの国で、異なる政治社会体制の中で置かれている相対的位置が異なること、それから

ネットワークの中にも力のある北のNGOと南のNGOのように、資源の偏在からくるはっき

りとした「構造」が存在するということである。トランスナショナル社会あるいはトランスナ

ショナルな諸関係は、全体を見るまでもなくNGO一つとっても、南北格差とまではいかないま

でも、諸国家間システムが持っているような「構造」（とおそらく格差）をしっかりと内包して

いる。それと同時に、この非国家主体ネットワークの持つ構造は、多くの場合非国家主体の所

属する国家の国家間システムの構造とその中の位置に一致する場合が多い。

第３の論点は、私が「NGO還元主義」と呼ぶグローバルな社会的運動に関する理論の、極端

な「NGO代表制」である。ここでNGOと呼ぶとき、多くの場合はその字義通りの「非政府組

織」ではなくて国際協力NGO（International Cooperation NGO:ICNGO）をさすが、サミッ

トなどにむけた特に欧州を中心とした運動を見たときに、日本で狭義のNGOである ICNGO

のみならず、各国の労働組合、宗教組織、学生組織、女性団体などの諸々の他のカウンター・

エリートと呼ぶべき国内社会的アクターとその緩やかな地域的あるいはグローバルなネット

ワークの存在が重要となっており、メディアなどの社会動員などともあわせて、NGOや
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ICNGOはあくまでグローバルな社会運動の一部を構成しているという見方のほうがより安全

である。

そして、最後に第４の論点として、NGOやその他のトランスナショナルなアクターに関する

議論は、あまりにもそのグローバルな規模のネットワークや活動展開に着目するあまり、NGO

の多くが特に本拠地のある国において、国内的にはカウンター・エリートであるという点が見

過ごされている。また、いくつかの国や地域においては、NGOを含むカウンター・エリートが、

先進国の国内の民主主義を、メディアなどの他の社会的アクターとのかかわりの中で動員し、

先進国の政策を国内から動かしている点も重要である。そのような観点からは、実はトランス

ナショナルな社会ネットワークと並んで、あるいはつなげて先進国の役割、特に先進国の民主

主義の国家やこのようなトランスナショナルなチャンネルを通じた「外部性」が、先進国の政

治的配置や動員できるリソースからいっても、また国際機関における実際の決定権限からいっ

ても大切な論点となってくるのである。それを次に北欧の事例を俯瞰しながら考察してみよう。

５．北欧における民主主義の外交：new public diplomacyを中心に

民主主義下における外交、あるいは民主主義国家にとって外交とは何かということを考える

際に、北欧は国内民主主義の観点からも、あるいはその外部への延伸としての外交という観点

からも１つの強力なモデル事例となりうる。そのことは、例えば日本で広報外交と訳されてし

まっているPublic Diplomacy１つをとっても十分に考えさせられるものとなっている。

日本においてはPublic Diplomacyというと、国家のイメージ・アップ戦略として行われる広

義の広報的な対外政策、すなわちアメリカがずっとボイス・オブ・アメリカなどのラジオやエ

リートの招聘など多方面にわたっておこなってきた国家の宣伝を想起させるのである。これは

例えばいわゆるソフト・パワーの議論としてもよく知られるものであるが、これには例えば米

国の開発復興庁を中心とした国際協力や復興支援なども入る。日本においても、外務省におい

てこのような文化や広報を行う交流部門が改組されて、日本型の広報外交の方向性と実践につ

いて政策的な取り組みが始まったところでもある。

しかし、このPublic Diplomacyは欧州、特に北欧においては「広報外交」というよりはむし

ろ「市民外交」あるいは「民主主義外交」とでも訳されるべき制度的・政策的実践を伴ってい

るのである。すなわち、民主主義国家においては外交や安全保障においても市民の参画や意見

の反映は、先進国である自国のみならず、例えば国際協力の支援先の国の市民の意向まで含め

た意味で民主的に執り行われなければならないと考えられる傾向がある。ノルウェーなどにお

いてはこの新しい民主主義の外交を、国家が民主主義のさまざまな要素を媒介する役割を担う

べきであると考えていたり、あるいは欧州的なこのような外交のありかたをNew Public
 

Diplomacyと呼び、従来の広報外交から定義的にも概念的にも峻別しようとする呼称が現れ始
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めたりしている。

スウェーデンやノルウェー、あるいはデンマークやフィンランドといった北欧諸国では、こ

のような民主主義下の外交の考え方から、制度的に非常に統合的で包括的な参画を促すように

外交政策決定過程も作られている。ここでは、与党、官僚、経済団体といった日本では政策マ

シーンの中枢と考えられているものの他に、野党、労働組合、あるいは様々な市民団体、学識

経験者などもNGOと共に組み込まれている。この精神は別に外交に限ったことでなく、あらゆ

る重要な政策決定や変更において尊重されているメカニズムである。例えば、スウェーデンの

レミス手続きにみられるように、政策や法案の決定、変更にはまずそれに関わるさまざまなエ

リート、市民の別を問わない広範な社会政治的代表に情報を透明に公開し、それに対する意見

を収集することによっておこなわれる。このとき官僚や政府は、媒介者としてこの膨大な作業

を取りまとめ、重要な法案などは提出されてから制定されるまでに５年ほどかかるということ

もよくあることである。

このような北欧的システムにおいては、野党や労働組合、あるいはNGOなどやその他の市民

組織などは、カウンター・エリートであるばかりでなく、統合的民主主義における民意反映の

重要なカウンターパートとして対話にくみこまれている。その結果、NGOと政府の外交や開発

援助や国際協力が非常によい形で融合されており、また民意も政策や実践を通して外交の分野

や安全保障などにおいても反映されているということがある。このように、北欧モデルからは

先進国の民主主義のあり方が外交や安全保障などにおいても反映されるという、先進民主主義

の「外部性」と呼ぶべき論点が存在しており、中でもNGOは国内的カウンター・エリートとし

ての側面と、更に先進国民主主義社会がトランスナショナルなチャンネルを通じてダイレクト

に世界政治に関われるという側面を浮き上がらせるのである。

６．結論にかえて

日本の政治関連のニュース映像の中でも、世論調査で過半数前後の国民が否定的な意志を示

している重要法案について、首相や閣僚それに与党の有力な政治家が使う常套句がある。それ

は「国民の皆様になかなかご理解いただけない」あるいは「国民の皆様にご理解いただく」と

いうものである。これは、消費税率の上昇やテロ特措法の延長などの議論においてもよくきか

れる文句であるが、これには民主主義の立場からいくつか問題がある。

第１に、「こうしなければならない」という結論を突然持ち出す前に、そもそもなぜそのよう

な重要な決定・変更がなされなければならないのか、という背景や事実関係、動機があまねく

国民全体に周知されていただろうか。日本において国民の多くは、例えばそもそもなぜテロ特

措法において、現行法の範囲内において可能な、対テロの国家としての直接的な政策的措置（こ

れはかならずしも戦闘行為を伴う、狭義の安全保障的な処方箋だけではない）を採らず、アメ
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リカやフランスの艦船に給油を行うのか、その必然性や実態については知らされていない。国

民どころか、本来、そうした法案の可否判断に際して最も情報が与えられているはずの野党第

一党の国会議員でさえ、インド洋でどのような活動が展開されているのか、その実態をほとん

ど知らないのであるから至極当然のことである。2007年８月の選挙で参議院第一党となった野

党の幹事長は、選挙直後のテロ特措法の対応についてのテレビのインタビューに対して、自国

の自衛隊の艦船がどこにいるのかすら知らないと答えている 。日本においては、いまだ官僚と

与党の一部のみが外交と安全保障に関する情報を握っているのである。

第２にこれを可能としているものとして、①議員内閣制の原則に従って、代表「のみ」で議

論をするべきであるという議院内の風潮、また②その代表が暗黙のうちに政権与党に限られて

いるということである。①に関しては、自民党の有力議員である麻生太郎は、重要法案の審議

について日本は議院制であるから、代表である国会議員のみで議論をすればよいと発言してい

る。また②に関して、制度としては撤廃されているが、官僚と自民党の与党事前協議制という、

重要法案の内容に関して霞ヶ関が事前に与党の了承を取り付けるという慣例がある。これは北

欧の事例で見たように、全ての野党や労働組合、業界団体や市民組織などに情報を公開して、

あまねく議論を集約する統合的な民主主義の制度やシステムとは、まさに対極をなすエリート

閉鎖のシステムである。また、与党事前協議体質は、最大勢力や過半数ではないにせよ、選ば

れている「少数の」代表に対しても、少なくとも情報に対する公正なアクセスを保障するとい

う、議会制に限ってみても重要な民主主義的原則に反するのである。

第３に、国政のウチとソトまたは内政と外交が連続していないことも民主主義の視点からは

問題である。特に民主主義や人権の観点からは、外交政策決定過程にNGOや与党以外の政治ア

クターや市民団体などがあまり参画できないようになっていることが、このことをさらに深刻

化させているように思われる。

このように北欧の事例と比較してみることによって、日本の社会における外交は、北欧の透

明な公開された民主主義とは対極にある非透明で閉鎖的エリート主義をとっていることが見え

てくる。そして、そこからは日本の外交を民主主義の観点からどのように変えていけばよいの

かの方向性も見えてくるが、その詳細はまたの機会に譲りたい。
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SUMMARY

Political Sociology of“Externality”of Advanced
 

Democracy and its Counter-Elite in World Politics
 

New Public Diplomacy for Comparisons of Diplomacy in
 

Democracy between Scandinavia and Japan

 

Makoto WATANABE

 

This paper argues the relations between diplomacy and democracy. In other words,

what diplomacy is for the democratic system of the state. This work aims to compare the
 

cases of Scandinavia and Japan. For this preparation, this work has the following
 

discussion. First,elitism in diplomacy theory of International Relations and some issues
 

of optimistic transnationalism appeared as global democracy or global civil society
 

discussions are critically considered. Second,the Scandinavian diplomacy is argued as a
 

model for studying diplomacy of democratic state. Lastly,this points out Japanese elitism
 

in diplomacy and also some perspectives for the political understandings of democracy and
 

diplomacy.
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