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1.問題提起 

 

本稿ではフジモリの「三選問題」が政治問題化してきた過程をハンティント

ンの「ギャップ仮説」を手がかりに分析し、それを通してフジモリ政権による

「民主化」の問題点を検討していく。これまでペルーの民主化は軍民関係を軸

に分析されることが多かった。フジモリ政権についても、1992 年の「自主クー

デター」後にテロ対策を中心に軍の影響力が大きくなったことでフジモリ政権

を「権威主義的」とする見方が強くなり、軍民関係への関心が高まった。 

しかし、「自主クーデター」には民主化を考える上で別の意味もあった。ハ

ンティントンは『第三の波』の中でフジモリ政権の成立をペルーにおける民主

主義の定着化を示すものととらえた注１。「自主クーデター」はいったん定着し

た民主主義を再び流動化させ、その結果、ペルーは新たな「民主化」の段階に

入らざるを得なかった。ハンティントンが同書で指摘した民主化に関する 5 つ

の論点のうち「安定性あるいは制度化」（第 3 の論点）をめぐる危惧が「自主

クーデター」を通して現実化していたのである注 2。「三選問題」は、「自主ク

ーデター」後に制定された現行憲法やフジモリ政権が打ち出した「民主化」政

策が持つ矛盾が顕在化したものであり、その分析には従来の軍民関係を軸とし

た分析とは別の視角が求められる。 

「民主化」とは「民主主義」を達成する過程ということができるが、以下で

議論する「民主主義」（あるいは「民主主義」像）の内容は一様ではなく、共

通項として認められるのは、普通選挙を介した制度的な政治参加という手続き

的な最低限の民主主義の定義だけである。その意味で、本稿では、特定の主体

が想定する「民主主義」については「民主主義」像という表現をとる。また、

そうした多様な「民主主義」像を実現していく経路も一定ではなく、本稿では



フジモリ政権が提示した「民主化」政策をフジモリ政権による「民主主義」像

を実現する経路のひとつととらえることとしたい。 

「三選問題」は、本来、2000 年の大統領選挙でフジモリが 3 回目の立候補が

できるか否かをめぐる問題で、大統領三選を禁止した現行憲法に関する憲法解

釈の問題だった。現行憲法（以下「93 年憲法」）が施行された 1993 年は第一期

フジモリ政権の途中であり、その結果、93 年憲法施行後だけを考えると 1995

年の選挙がフジモリにとって 1 回目の大統領選挙となり、2000 年の選挙にフジ

モリが立候補することは 93 年憲法に違反するものではなくなる。 

この問題は市民を巻き込みながら政治問題化しデモ等が繰り返されるように

なった。それらの多くでは、三選問題のほかフジモリ政権やその政策への批判

が多く見られた。そうした争点の多くはフジモリ政権が政策の柱として 93 年憲

法にも明記された「経済自由化」、「テロ対策」、そして「民主化」にかかわ

るものであり、93 年憲法に起因する三選問題の政治問題化は、同じ憲法で示さ

れた諸政策がはらむ問題点を顕在化させる触媒となっていた。その意味で、ま

ず、93 年憲法が成立した経緯とその特徴から検討することにしたい。 

 

2.「自主クーデター」以前 

 

93 年憲法は「自主クーデター」後の「民主主義再建アジェンダ」の中で成立

した。「自主クーデター」については軍民関係に焦点を当てた議論の中で軍や

情報機関の謀略説などさまざまな解釈が示されている。しかし、ここではそう

した視点からではなく、フジモリ政権成立当時の政治経済状況とフジモリの政

治スタイルに着目して「自主クーデター」に至るまでの経緯を見ることにした

い。 

ペルーでは 1980年の民政移管により複数政党制による定期的な普通選挙が導

入された。その後、右派政党、左派政党並びにポピュリスト政党による三極構

造が萌芽し、ポピュリスト政党である APRA（アプラ）からガルシア政権が生ま

れた時点でこれは頂点を迎えた。右派政党は社会上層の支持を得るとともに企

業家組織がその活動を支え、また、左派政党は社会下層の支持を背景に労働組

合や貧困層の地域組織を活動のベース（Base）としていた。これに対し、APRA

の支持基盤は比較的広かった注 3。 

しかし、こうした三極構造は不安定で、民政移管とともに始まった反政府組



織によるテロ活動は制度外での政治参加という間隙を生み、さらに冷戦の終結

という国際情勢により左派の影響力が大きく削がれたことで社会下層は制度的

な政治参加の回路を失った。また、ガルシア政権による銀行国有化（1987 年）

をきっかけに企業家層などが APRA から距離を措くようになり、一方ではバルガ

ス・リョサを中心とする新右派が出現した注 4。 

APRA の影響力の減少と新右派の登場は実質的に三極構造から二極構造への変

質を意味した。しかし、1990 年の大統領選挙選の中では、バルガス・リョサが

主張した新自由主義的政策により既得権益が喪失することを心配した一部企業

家が右派支持から離れるなど、1990 年の大統領選挙当時、二極構造も流動化し

ていた。 

こうした状況下で、国民各層が新たな「民主主義」像を模索するようになり、

そこでは多数派を占める社会下層の影響力が大きかった。フジモリ政権誕生の

背景にはそうした社会下層の存在があった。また、フジモリ政権が経済自由化

を急いだのには、フジモリが 1990 年の就任演説で「災厄」に喩えた経済危機を

軸とした前政権末期の混乱の改善とそれにリンクした新たな「民主主義」の実

現を期待する国民各層の期待感があった。 

フジモリは就任前には左派系経済学者（通称「7 人のサムライ」）を重用した

が、「7 人のサムライ」が退きデ・ソト自由・民主研究所代表が大統領側近（最

初は国際金融社会復帰諮問委員会委員）に加わってから大きく路線変更し、就

任まもなくに発表された「フジ・ショック」で経済自由化の方向が決定づけら

れた。しかし、経済自由化に伴う社会政策の縮小や民営化は経済ナショナリズ

ムや社会政策重視の傾向が強かった 79年憲法の趣旨に反する性格のものでもあ

り、議会の反発が強く、思うようには進展しなかった。 

フジモリ政権の基本方針とその実現を阻害する問題点（79 年憲法、議会）が

顕在化してきたのと同じ時期、大統領と大統領顧問団が実質的な政策決定を行

う「側近政治」が形作られた。その背景には、カンビオ 90 には組織力がなく議

会内の少数派にとどまっていたということ、さらにフジモリの政治スタイルが

テクノクラートを重用し政治的駆け引きよりは効率性を重視するものであった

ことがある。 

1991 年 11 月、フジモリと議会との対立は頂点に達した。数週間という短期間

に社会政策や民営化に関する 100 を超える法律案が議会に提出された。それら

の多くは大統領顧問団により作成され事前の調整もなく議会にはかられた。議



会はこれに反発し、最終的には 1992 年 2 月、大統領権限を大幅に制限する法律

を成立させフジモリ政権に対抗した注 5。 

こうした議会側の動きに対し、1992 年 4 月 5 日、フジモリは 79 年憲法を停止

し議会の強制解散に踏み切った。79 年憲法に定められた改憲手続き（第 306 条）

注 6に従うならば、第Ⅰ通常議会で連続して 2 回改憲決議を通過しなければなら

ず、最低でも 1 年以上の時間が必要とされた。こうした措置に対する正式な司

法の判断はいまだに下されていないが、フジモリはここでも最も効率的な方策

を選択していたことは否定できない。この「自主クーデター」はフジモリにと

って自らの政治スタイルを実現するためのいわば「舞台作り」であり、新たに

作られる憲法（93 年憲法）はフジモリ政権に対する世論の期待と、就任から「自

主クーデター」までの間に実施した政策に矛盾することなく、フジモリの政治

スタイルを確保するものでなければならなかった。 

 

3.93 年憲法の特徴 

 

 「自主クーデター」に対する国際的な批判に応えてフジモリは「民主主義再

建アジェンダ」を発表し、1992 年 12 月には制憲議会を発足させた。新憲法の制

定は同アジェンダの最後の日程であり、それに向けてフジモリは草案作成のた

めの「平和と開発に関する国民対話」を行い、そこでの議論に基づき制憲議会

が草案を作成し、更に、その草案の可否を問う国民投票が実施された。フジモ

リは政権構想などを通じ「参加型民主主義」の実現を謳っていた。「民主主義

再建アジェンダ」は、そうした「参加型民主主義」の実験場ともなっていた。 

 国民投票の結果成立した 93 年憲法の内容は政策志向的性格が強く、フジモリ

政権が解決しようとする問題とその基本方針が随所で示されていた。（１）大

統領権限の強化、（２）新自由主義的経済体制、（３）テロ対策の強化、そし

て（４）「参加型民主主義」等が大きな特徴といえるだろう。 

 大統領の権限は一院化による議会の縮小（第 90 条）注 7と連続再選を可能（第

112 条）にしたことにより全般的な強化がはかられ、政治的影響力の強い軍と警

察の人事権も大統領が掌握し（第 118 条 14 項、第 172 条）、シビリアン・コン

トロールの原則が確保された。三選問題はこの第 112 条の解釈をめぐる問題と

して発生した。 

 「フジ・ショック」を手始めとして既に始まっていた経済自由化は、自由競



争に基づく経済体制（第 58－65 条）を国家経済の原則とすることで明文化され

た。その結果、79 年憲法で規定された「雇用安定の権利」（第 48 条）をはじめ

として大土地所有の禁止（第 159 条）や国家による必需品の供給（第 18 条）の

規定などフジモリ政権が経済自由化を進める上で障害となっていた条項が削除

された。 

 テロ対策の強化は「自主クーデター」後に政令（政令 25659 号）で定められ

た軍事法廷による裁判の実施を裏付け（第 173 条）、更にテロ犯罪に対する死

刑の導入（第 140 条）はフジモリのテロ犯罪に対する強い姿勢を示すものであ

った。非常事態宣言下での基本的な権利の制限（第 137 条）や軍主導による宣

言地域内の内政の執行（第 137 条）等は 79 年憲法が踏襲された。 

 民主化については、憲法制定過程で実現された「参加型民主主義」のうち国

民投票の導入（第 31、32 条）についてのみ明文化されたものの「平和と開発に

関する国民対話」のようなコーポラティズム的な制度については盛り込まれな

かった。その後、国民投票に関する細則は 1994 年５月に具体的な実施規定（法

律 26300 号）注 8が施行され有権者の 10 パーセント（実数では約 120 万人に相当）

の署名が国民投票実施の条件とされ、更に、法律 26592 号（1996 年 4 月）で議

会における定数の 5 分の 2（実数では 48 人）以上の議員の承認が国民投票実施

の条件として追加された。 

 93 年憲法は、政治的駆け引きを排し効率性を重視するフジモリの政治スタイ

ルを大統領権限の強化により確保し、「経済自由化」、「テロ対策」そして「民

主化」というフジモリ政権の諸政策をペルー国家の在り方あるは目標として位

置づけた。三選問題は、そうしたフジモリ政権に対する万全とも見えた 93 年憲

法による裏付けに残された制度的欠落であった。 

 

4.三選問題の政治問題化 

 

三選問題が政治問題化していく過程は４つの時期に大きく区分される。第一

期は「議会における合憲決議」（1996 年 8 月）から「憲法裁判所裁判官の更迭」

（1997 年 5 月）まで、第二期は「憲法裁判所裁判官の更迭」から「議会におけ

る国民投票実施案の否決」（1998 年 8 月）まで、第三期は「議会における国民

投票実施案の否決」から「米州人権委員会による憲法裁判所裁判官の復職勧告」

（1998 年 12 月）まで、そして第四期は「米州人権委員会による憲法裁判所裁判



官の復職勧告」以降である。 

 三選問題の政治化は、形式的には、いかなる形で正当な憲法解釈を導くかと

いう「手段」をめぐる駆け引きとして立ち現れる。フジモリ政権側は議会によ

る解釈法（第一期）と憲法裁判所の判決（第二期）にフジモリ三選を可能とす

る憲法解釈の正当性を求め、一方、反フジモリ勢力は国民投票の実施（第一期

および第二期）と国際社会による判断（第四期）にフジモリ三選を不可能とす

る解釈の正当性を求めようとしてきた。 

 

（１）第一期：国民投票要求の隆盛 

1996 年 8 月、議会はフジモリの次期選挙への立候補を合憲とする解釈（法律

26657 号）を決議した注 9。野党側はこれに強く反発し、判断を国民に委ねるべ

く国民投票実施に向けた署名集めを開始した。分散して始まった署名集めは、

同年９月、国家選挙管理委員会（JNE）により、国家選挙過程局（ONPE）を所管

として「民主フォーラム」を実施母体とする国民投票実現に向けた署名集めと

して正式に承認された。注 10 

野党側は一方で法律 26657 号を不服として憲法裁判所に提訴し、これに対し

憲法裁判所は、1997 年 1 月、法律 26657 号を合憲とした上で、この解釈をフジ

モリについては適応しないとする判決（7 人の判事の内、賛成３、棄権 4）を示

した注 11。この判断は、「フジモリ大統領はこの判決の有無にかかわらず 2000

年の選挙に立候補することはできるが、仮にそうすれば、届出されたところで

それが無効にさせるべきである」（賛成票を投じたロカ判事の談話）注 12とする

もので、ヌヘント憲法裁判所長官も「法律 26657 号を違憲とはしておらず、フ

ジモリ大統領が立候補できるか否かは国家選挙管理委員会次第である」注 13とし

た。 

 

（２）第二期：学生の政治参加 

1997 年５月に議会は憲法裁判所の判事 3 名を職権乱用で更迭した。更迭され

た３人の判事は、1 月に憲法裁判所が、法律 26657 号を合憲とした上で、この法

律をフジモリについては適応しないとする判決を下した際、これに賛成する票

を投じていたため、野党、学生、労働組合等はこの更迭を司法への不当な介入

として反発し、反三選や反フジモリを掲げた散発的なデモが繰り返された。 

特に 1997 年 6 月にリマで開催された米州機構の総会にあわせて行われた学生



たちのデモは、民政移管後最大の学生運動とされた。この時には、三選問題や

フジモリ政権に対する批判のほか雇用問題も同時に争点とされ、同じ日には

CGTP（ペルー労働総同盟）もデモを行ったが学生はこれには合流しなかった。

学生たちのデモはリマの私立大学の法学部に属する学生たちが呼びかけたもの

で、組織的なものとはなってはいなかった。こうしたデモはその後も繰り返さ

れ 1年後の 1998年 6月には学生たちを中心に再び大規模なデモが行われた注 14。 

1998 年 7 月の独立記念日の大統領演説では、世論はフジモリが三選問題に関

して何らかの発言をするのではないかと期待した。しかし、フジモリは三選問

題には一切触れることなく、その後、三選問題をめぐる焦点は国民投票の実施

に向けられた。こうした動きにより署名運動は活発化し、同年 8 月、民主フォ

ーラムは 140 万の署名を集めることに成功したと発表した。この発表を受け、

ONPE は国民投票実施案を議会に提案した注 15。 

 

（３）第三期：運動の衰退 

   1998 年 8 月 27 日、民主フォーラムによる署名活動の終了を受け ONPE が提出

した国民投票実施案が議会で集中審議に付された。議論は 13 時間に及び議場周

辺では学生や労働者による国民投票の実施を訴えるデモが行われたが、実施案

は法律 26592 号で定められた 48 人以上の議員の賛成を得ることができず否決

（反対 67、賛成 45）され、国民投票の実施は実質的に不可能となった注 16。 

 署名運動の中心となってきた民主フォーラムは、フジモリ三選を阻止するた

めの新たな戦略として、2000 年の大統領選挙で野党側候補の一本化を提案した。

しかし、比較的安定した支持基盤を持つ AP（人民行動等）や APRA 等が異議を唱

え実現には至らず、その後、民主フォーラムはその政治的影響力を急速に失っ

た。 

 一方、具体的な目的を失った学生や労働者の運動は、争点と組織の両面から

求心性には欠けるものとなりながらも、９月 30 日にはゼネストが打たれ、フジ

モリ政権に入って最大規模のゼネストにまで拡大した注 17。しかし、その後、学

生や労働者によるデモの回数は減少し、1999 年 4 月 28 日（時期的には次の第四

期に含まれる）のゼネストも前回ほどの規模にはならなかった注 18。 

 

（４）第四期：人権問題化 

1998 年末頃から、フジモリ政権への人権問題をめぐる国際社会からの批判が



強まった。主な争点はテロ対策と報道の自由に関するものであったが、三選問

題に近接して 1997 年 5 月の憲法裁判所判事の更迭が大きな問題とされた。 

1998 年 12 月、米州人権委員会はペルー政府に対して更迭された憲法裁判所の

裁判官３人の復職を勧告した。これに対しキスペ法相（当時）は、米州人権委

員会の構成員には思想的偏向やおごりがあると強く非難し、キスペ法相など一

部の与党議員は議会に対し米州人権条約からの一時撤退などを動議した注 19。こ

の時点では米州人権条約からの一時撤退は決議されなかったが、その後も米州

人権委員会がペルー政府に人権問題に関する働きかけをするたびにこの議論が

持ち上がるようになった。 

1999 年 1 月の内閣改造で就任したバレンスエラ法相は、米州人権委員会の勧

告を受け入れそれに沿って憲法裁判所を正常化するよう発言し、それまでフジ

モリ政権や与党側の一部に見られた強行姿勢を打ち消した注 20。しかし、実際に

は、ペルー政府からの回答の期限とされた 1999 年 2 月 14 日が近づいても会期

中の通常議会でこの問題に関する議論はなされず、２月 5 日にようやく始まっ

た審議は期限までに結論に至らなかった。フジモリは米州人権委員会に 60 日間

の期限の延長を申し入れ受諾されたが、更に、その後 60 日が経過しても結論が

出されず、結局、米州人権裁判所で審議されることとなった。 

 

5.政治的不安定化としての三選問題 

 

ハンティントンは政治の不安定化を説明するためにギャップ仮説と呼ばれる

仮説を提示した注 21。三選問題は選挙制度という民主主義の根幹にかかわる問題

であり、その政治問題化は政治的不安定化にほかならない。三選問題が政治問

題化する過程を 93 年憲法で打ち出されていた「経済自由化」、「テロ対策」、

そして「民主化」という３つのプロセスに沿って整理し、ギャップ仮説と接合

してみよう。 

ギャップ仮説は（第一式）社会的期待感／経済発展＝社会的フラストレーシ

ョン、（第二式）社会的フラストレーション／移動の機会＝激しい政治参加、

そして（第三式）政治参加／政治的制度化＝政治的不安定、という３つの式か

ら構成される。 

ここで外生的に与えられるのは「社会的期待感」、「経済発展」、「移動の

機会」、そして「政治的制度化」の４つであり、これらが政治的不安定の度合



いを決定する。このうち「社会的期待感」はその上昇により政治的不安定化を

促進する（不安定化要因）が、「経済発展」、「移動の機会」、そして「政治

的制度化」はそれが上昇することで政治的不安定化を抑制する（安定化要因）。 

「経済自由化」はそれにより経済成長が達成され国民各層が社会上昇するこ

とが期待された。フジモリ政権になり経済成長率はプラスに転じたが、一方で

失業問題は解決されることなく所得格差も増加傾向にあり、住民が期待した社

会上昇（「移動の機会」）の可能性はむしろ縮小した注 22。三選問題が政治問題

化する過程では第二期の「学生の政治参加」の中でこの点がもっとも顕著に示

された。これはギャップ仮説から見ると、安定化要因としての「経済発展」は

増加したものの、一方で不安定化要因である「社会的期待感」は残されたまま

「移動の機会」（安定化要因）も減少したことになる。 

「テロ対策」は軍と情報機関を中軸に治安と政治の両面からの政策が進めら

れた。治安面では、反政府組織の幹部の逮捕等により反政府組織の活動を封じ

込めてきた。一方、政治面では、制度外の政治参加を取締り政治参加の秩序回

復がはかられるはずであったが、テロ対策に乗じた政治運動への取締りにより

制度的政治参加の回路はむしろ縮小した注 23。この点が最も典型的に示されたの

は第四期の「人権問題化」で、フジモリ政権と軍、情報機関とのつながりが国

際社会からも批判の対象とされた。 

これをギャップ仮説の中で見ると、フジモリ政権のテロ対策はその原因にま

でさかのぼることなく「激しい政治参加」であるテロリズムを直接取締り「政

治的不安定」の度合いを抑制しようとしたものと言えるが、それは人権問題と

して指摘されたように安定化要因である「政治的制度化」をむしろ減少させて

いた。 

他方、「経済自由化」と「テロ対策」に効率性を求めたフジモリ政権のスタ

イルは密室での政策決定を常態とする側近政治を生み、その結果、政治的不透

明性が高まった。つまり、「社会的期待感」（不安定化要因）は両政策が一定

の成果を収めたことで減少したものの、側近政治の形成は「政治的制度化」（安

定化要因）を減少させた。「経済自由化」と「テロ対策」については、総じて

「政治的不安定」を促進する動きと抑制する動きがともに存在し、「政治的不

安定」の度合いを一定程度に調整していた。 

問題となるのは「民主化」のプロセスであり、そこではそうした調整が機能

してはこなかった。「民主化」も政権発足当初からの課題で、新たな「民主主



義」像に基づく政治参加の回路が形成されることが期待された。93 年憲法以前

には、緊急社会プログラムへの住民組織の参加や憲法草案作成過程への国民参

加などコーポラティズムへの部分的移行を予感させる動きもあったものの、93

年憲法で国民投票の導入が規定されて以降、そうした動きは進展していない。

国民投票についても政府主導で行われた「憲法制定国民投票」以後実施されお

らず、三選問題の中で国民投票の実施が政治運動の中心的課題とされたが、議

会がその実施案を否決したため国民主導による国民投票の実現にはいたらなか

った。 

「民主化」は、「経済自由化」や「テロ対策」とは異なり具体的な実績も明

確な方針もいまだ示されてはおらず、その結果、新たな政治参加への多様な可

能性が示され「社会的期待感」は減少しない一方「政治的制度化」は進んでい

ない。つまり、不安定化要因は減少していないにもかかわず安定化要因が抑え

られたことで「政治的不安定」の度合いは増加してきたことになる。 

このように３つのプロセス全体では「社会的期待感」が維持されてきたこと

と「政治的制度化」の遅れが「政治的不安定」につながる際立った原因と見る

ことができ、３つのプロセスの中では「民主化」のプロセスの遅れにこのこと

が集中的に示されていると言える。三選問題が政治問題化しそれが触媒となっ

て多様な争点が表面化してきた一因には、「民主化」のプロセスに「政治的不

安定」につながる要因が集中的に示されていたことがある。 

 

6.三選問題に見られる「民主主義」像の揺れ 

 

 三選問題が政治問題化してくる過程は、フジモリ政権側による「政治的制度

化」の遅れに対抗する形で、国民側がその「社会的期待感」を実現するために

とった自発的な反応でもあった。それは既に指摘したようにフジモリ三選を不

可能とせしめる正当な「手段」の模索として示され、具体的には自発的結社の

創出と国民主導による国民投票の実現が並行して追求されてきた。 

 第一期の「国民投票要求の隆盛」と第二期の「学生の政治参加」では自発的

結社の創出が模索された。第一期では民主フォーラムが中心的な結社として位

置づけられ、その後、三選問題に関する世論が集約される受け皿となっていく。

民主フォーラムは政党とは異なるいわば有志の集まりであり、三選問題では野

党と市民の媒体として機能してきた。第二期では学生が幾つかの自発的結社を



作ったが、カリスマ性のあるリーダーと求心的な理念に欠けていた。 

 第三期に入り、国民投票による三選阻止が実質的に不可能になったことで、

民主フォーラムは 2000年の選挙に向かって野党側候補の一本化を提案したが失

敗し、民主フォーラムの政治的影響力は急速に失われ、三選問題めぐる政治運

動の中で中心的役割を果たしてきた自発的結社は総じて活動を減速させること

となった。こうした自発的結社をめぐる動向は、これらが結局は国民投票の実

施を目的として作られたものであり、それ以外の争点では世論の受け皿とはな

り得なかったことを示している。 

 他方、三選問題についてはたち切れとなった国民主導による国民投票の実施

は、その後、民営化問題をめぐって再び議論されたが、議会の反対で結局それ

も実現には至らなかった。実質的に議会の存在理由を脅かしかねない国民投票

の実施に、議会が抵抗することは当然の反応であり、三選問題という重要案件

で国民投票の実施が否決された以上、容易には国民主導による国民投票は実現

しないことになる。 

 結局、三選問題の中で市民側が示した自発的結社の創出並びに国民主導によ

る国民投票の実現という２つの反応はいずれも頓挫する格好となった。こうし

た動きは市民の側に「民主主義」に対する具体像ができていないことをも示し

ている。すなわち、政党を通じた政治参加を求める自発的結社創出の動きと直

接民主主義を求める国民投票の実施への動きがそこでは交錯していた。 

 こうした国民側での具体的な「民主主義」像の欠如とフジモリ政権による「政

治的制度化」の遅れは連動している。「民主化」に関する限り「社会的期待感」

は不定形であり、フジモリ政権としてはそうした不定形の期待に応えるために

多様な「民主主義」の可能性を提示しつづけねばならなかった。このことは、

一方でフジモリ政権が民主化政策に関する具体的な構想を持つことを阻害し、

他方で不定形な「社会的期待感」が具体的な「民主主義」像を結ぶことを阻害

した。こうした悪循環の結果、「社会的期待感」は満足されることなく残され、

「政治的制度化」は遅滞することとなっていたのである。 

 この悪循環は、一方で、国民とフジモリ政権が共通の「民主主義」像を模索

する過程と見ることもできる。1990 年の大統領選挙当時すでに始まっていた新

しい「民主主義」像の模索は、「自主クーデター」後の民主化過程で幾つかの

実験を経験した。しかし、93 年憲法においてもフジモリ政権は国民と共有でき

る「民主主義」像を打ち出すことはできず、三選問題が政治問題化する中で、



再び、共通の「民主主義」像の追求が急がれた。その結果、三選問題はさまざ

まな争点を顕在化させる触媒となり、国民とフジモリ政権の双方から「民主主

義」像に寄託したい論点が噴出したのである。 

 

7.結論 

 

 三選問題の政治問題化の分析を通じて明らかになったのは、フジモリ政権に

おける「民主化」のプロセスそのものが「政治的不安定」の要因となっている

ということである。そこには国民側での実現されるべき具体的な「民主主義」

像の欠如とフジモリ政権による「政治的制度化」の遅れがあり、これらは互い

に連動し悪循環を形成していた。そして、本稿では十分に議論できなかったが、

この悪循環を加速していたのは目に見えた変化を期待した世論とフジモリの効

率重視の政治スタイルであっただろう。 

こうした点は軍民関係の問題としていまだに残る「ポスト権威主義」の問題

群とは別の議論であり、むしろ、政治制度と市民社会の両面で脆弱な基盤しか

持たないまま短期的に「民主主義」の建設を迫られたポスト冷戦期における移

行期国家群と共有する側面が大きい問題といえる。そこには常に「安定性ある

いは制度化」（ハンティントンの第３の論点）をめぐる危惧が存在している。

本稿での議論は、移行期における市場経済の導入の場合と同様に、安定した民

主主義を構築するためには民主化についても改革の速度や手順が検討される必

要があることを示唆しているといえるだろう。 
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