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1．研究の背景 

無作為抽出で参加した市民によるミニ・パブリックスが

篠原 1)らによって紹介されて以来、日本でも多くの自治体

で「市民討議会」が実施されるようになった。その原型と

されるのが計画細胞会議と称されるドイツのプラーヌンク

スツェレ（Planungszelle、以下 PZ と略記）である。PZ は

1971 年、ヴッパータール大学の P・C・ディーネル教授に

よって熟議民主主義の市民参加型モデルとして開発された。

この PZ が今、ドイツにおいて存在感を増してきている。

ここ数年においては、そのテーマも具体的、係争的な地域

課題の枠を超え、気候変動やエネルギー政策、国家の役割

など社会的なテーマにまで及んでいる。それにともなって

実施事例は自治体レベルにとどまらず、州・連邦レベルで

実施されるなどスケールが拡大している。開発から半世紀

を迎え、市民参加型ソリューションとしての PZ への期待

はかつてない高まりをみせている。 

2．研究目的 

 本研究の最終的な目的は、複数の事例からドイツにおけ

るPZのもたらす効果を帰納的に検証し、その報告を以て日

本における市民討議会の充実に資することにあるが、その

一里塚として、ドイツで実施されているPZの現況と評価、

およびコロナ禍における課題を把握するため、ヴッパータ

ール大学の「民主主義と参加の研究所」（"Institut für Demo

kratie-und Partizipationsforschung"、以下IDPFと略記）のリー

ツマン教授へのインタビューを試みた。 

 PZの開発者であるディーネル教授のPZの開発理念とそ

の背景にある民主主義に対する思想については篠藤2),3)に

よって紹介されているが、本稿ではディーネル教授の後任

であるリーツマン教授へのインタビューを通し、PZの現状

と今後の展開を探ろうとするもので、わが国では初の報告

となる。 

3．調査内容 

調査方法：オンライン・インタビュー 

調査対象者：ハンス・J・リーツマン教授（ヴッパータール

大学、IDPF所長：Prof. Dr. H. J. LIETZMANN , "Institut für 

Demokratie-und Partizipationsforschung", Bergische Universität 

Wuppertal） 

調査期間：2021年3月15日（月）10時〜12時（ドイツ時

間） 

4．調査報告（インタビュー） 

4-1.  PZ研究の背景と現状について 

（1）教授がPZを研究することになった経過をお聞きした

い。またディーネル教授との出会いはどのようなものだっ

たか？ 

 私は、政治理論と政治社会学を専門とする社会学者兼弁

護士です。少年のころから（50年ほど前になりますが）都

市社会学に関わっていました。それが私の社会学の研究の

始まりでした。当初、私はベルリン、ハンブルクとミュン

ヘンの大学で働いてから、2002年にヴッパータールに来た

ドイツにおけるプラーヌンクスツェレの現状と課題に関する考察 

－ヴッパータール大学リーツマン教授へのインタビューから－ 
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とき、ディーネル教授に出会いました。彼はすでに引退し

ていて、PZの研究を続ける研究者を探していました。しば

らく一緒に働き、彼の死後、私は彼の研究所を引き継ぎま

した。研究所の所長を引き継ぎましたが、体制を新しく組

み替えました。参加型民主主義は過去15年間で著しく発展

してきました。ディーネル教授とはこの体験をともにする

ことはもう出来ませんでしたが、仕事を続けるよう私に託

してくれました。 

 

（2）ディーネル教授の研究とリーツマン教授の研究の違

いはなにか？ 

 ディーネル教授は PZ の開発に多大な貢献をしており、

PZ のトピックに焦点を当てていました。PZ の実装に集中

していました。 

 私はさまざまな民主主義のプロセスにもっと幅広く取り

組んでいます。私は民主主義の理論家（Demokratie 

Theoretiker）です。選挙制度をはじめ、住民参加や住民投

票の研究をしています。選挙権と民主主義と政治の問題に

ついて連邦議会・連邦政府への助言もしています。研究所

の特徴は、PZのみにとどまらず、民主主義的市民参加につ

いての一般的な研究も行っていることです。 

 

（3） IDPF 研究所には、スタッフは何人いるか？ また

研究者および実践者を育成するうえでPZの運営方法やフ

ァシリテーションスキルを学ぶ研修プログラムや資格試

験はあるか？ 

 そのための特別なプログラムはありません。司会のトレ

ーニングを行ったことはあります。海外（フランス、韓国、

中国）からトレーニングを受けに来たグループもあります。  

 研究室のスタッフは、実際の PZ のプロセスに参加して

トレーニングします。プロセスモデレーターの経験者・実

践者と新人をプロセスに一緒に参加させた上で、次回の作

業にこの経験を活かせるようにしています。この過程を通

してローリングシステムが更新されます。特別な訓練は行

っていません。 

 ドイツには、このような計画プロセスを実行する企業が

複数あります（1）。研究所から都市サイドに提供できる事は、

計画プロセスに研究面も取り入れ、結果分析することです。

また、都市が抱えるさまざまな状況に合わせた新しい手順

を開発することもできます。 

 現在、研究所には研究スタッフ（wissenschaftliche 

Mitarbeiter ）が10人、プロセスに関与している学生スタッ

フと博士課程の学生が10人います。  

 

（4）ドイツ国内のPZの現状についてお聞きしたい。 

 現在、過去5〜7年間の都市開発とエネルギー政策の両方

において、熟議民主主義（deliberative Demokratie)と参加型

型民主主義（partizipatorische Demokratie)に大きな関心が寄

せられています。「エネルギー転換政策 (Energiewende) 」

はドイツで現在行われています。原子力発電の段階的廃止、

新しい形態のエネルギーの開発、このようなトピックスに

ついても熟議民主主義の考え方に基づいた参加型で行われ

ています。私たちはドイツ連邦政府や州政府に依頼されて

さまざまな対策を提案してきましたが、この分野にいま大

きな関心が寄せられています。 

 

（5）1971 年に PZ が開発されて 50年を迎えた。PZ の市

民鑑定書が政策に反映された実績は多いと思う。そこで、

これまでのPZが政策にどの程度反映したかを示す数値デ

ータ（エビデンス）はあるか？               

 PZの数に関する数値データはありません。当研究所では 

実施された PZ の回数は分かりますが、ディーネル教授が   

行った PZ の数値データは不明です。教授は、当時ドキュ

メンテーションを作成しませんでした。市民鑑定書

（Bürgergutachten）がいくつか残っているだけです。学術

論文も数編残っていますが、概要を説明するものはありま

せん。 

 もう1つは、PZの効果が大きく異なることです。場合に

よっては具体的な決定に影響を与えます。最も大きい効果

としては、議会に対し政策決定にいたるプロセスの公開性

を要求し、議会や行政の正当性を問うことになります。こ

れにより、政策判断の信頼性が形成されます。それを定量

的に測定することは非常に困難です。 

 

（6）議会や市民はなぜPZを信頼し、評価するのか？ 

 ドイツとヨーロッパの市民は非常に高度な個人主義意識

を持っているため、トップダウン型の政府への信頼は低下

しています。住民は、計画プロセスで自分自身の意見表明

の可能性を非常に重要視しています。また、50～60年前よ

りも住民はより広範な知識を有していて、自分自身の意見

をしっかりと持っています。政党、政府、宗教はもはや国

民の規範ではなくなっています。住民が特定の計画をどの

ように実行すべきかを自分で判断し、議論に参加したいこ

とは自明です。PZは熟議民主主義(deliberative Demokratie)

に近づくための優れたツールです。社会のすべての人は, 

デジタル化のおかげで常に政治についての情報と評価基準

にアクセス出来るようになりました。ドイツ連邦政府が行

っている政治システムはとても古いので、このPZで新しい

政治プロセスを試行することについて政治家はオープンで

した。国民の理解を得るためには、新しい構造が必要なの

です。 

 

（7）ドイツ国民は直接民主主義を望んでいるか？ 

 はい、切望しています。直接民主主義に対する非常に強

い要求が高まっています。規範的には、この傾向はPZ（の

ような市民参加プログラム）に参加したい要求と類似して

います。 現在、すべての政党のプログラムに直接民主主義

が含まれています。 
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（8）PZ の件数が増えたのは 1990 年前後だと思うが、  

東西ドイツの統一の影響はあったか？ 

 はい、関連はありますが、少し異なります。先に話しま

したが、より直接的な民主主義を望んでいるという動向が

あり、国民はさらに深く関与したいと望んでいます。これ

は1985～86年に東西ドイツで同時に始まりました。これが

東独政府を打倒した原動力です。同時に、ドイツ連邦州（シ

ュレスヴィヒ=ホルシュタイン州）で最初の直接民主的国

民投票制度が1987年から88年に州法に再導入されました。

これは東西ドイツで並行して起こりました。 ただ東ドイツ

に及ぼした影響ははるかに劇的なものでした。 

 

4-2. ボン市のPZ(2), 4)に関して 
（1）ボン市では市内のスイミングプール配置計画をめぐ

っては住民投票が 2 回行われ、市民も議会も意見が 50:50

というように大きく二分された 。このような状況下での

PZは極めて有効だと思われるが、どう考えるか？ 

 参加デザインのプロセスとして PZ は、混乱時にとくに

適していることは明らかです。他の住民参加のための手順

もありますが、明確な議論がある場合、PZはとくに優れて

います。PZは二極化した議論に対し社会審判のような特性

を発揮します。  

 ボンでとくに興味深かったのは強力な市民のイニシアチ

ブがあったということです。ドイツでの（フランスとスウ

ェーデンでも）市民のイニシアチブは年々パワーアップし

ています。市の行政や議会は、この自己組織化された市民

から大きな圧力を受けています。PZは無作為抽出で行うた

め、ロビー活動に熱心な偏った市民ではなく、市民全体の

意見を反映させるため、とても効果的だと思います。これ

は現在、PZの最大の強みの1つです。  

 

（2）ボン市では住民投票の参加資格は16歳以上だが、今

回のPZの参加者資格は14歳以上だった。参加年齢を低く

したことをどう評価するか？ 

 計画プロセスにユースを参加させることは大切です。彼

らを真剣に受け止めれば、熱心でクリエイティブに参加し

てくれます。ミュンヘンフライハムでのプロセスでは近隣

地区のユースで独自のグループを作りました。都市計画に

関しては、若者の興味や見方が大人のそれとは大きく異な

ることを知ったので、ユースグループを作ったのは成功で

した。今年の夏（本当は昨年の夏に行うはずでしたが、コ

ロナ禍で延期になりました）、デュッセルドルフで大規模な

プロジェクトを行う予定です。このプロジェクトのテーマ

は「都市における宗教の役割」で、ユースだけのPZも行い

ます。これはとても興味深い、重要で生産的なプロジェク

トになるでしょう（3）。  

 12 歳から参加できるプロジェクトも行ったこともあり

ます。子どもたちが思春期に達し、自分の興味と視点を見

出せれば一緒に議論をすることができます。10歳の子ども

たちは親の意見を真似して発言します。それでは議論にな

らないと思います。 

 

（3）市民鑑定書の結果、およびその後のボン市の政策判

断をどのように評価するか？ 市長選挙にPZは影響を与

えたか？  

 市長選に市民鑑定書が影響を与えたことはありません。

しかしボンの事例の2年前に、ウェッツラーでも「スイミ

ングプール」というトピックで事例(4), 5)がありました。ウ

ェッツラーの市長は再選されるように PZ を実施し、成功

しました。この作戦によって、彼の人気が上がり、再選さ

れました。  

 

4-3. 市民会議「世界におけるドイツの役割」

（Bürgerrat "Deutschlands Rolle in der Welt"(6)に関

して 

（1）今回の市民会議（Bürgerrat） の経緯を詳しく教えて

欲しい。リーツマン教授と「もっと民主主義を」（Mehr 

Demokratie）(6),7)の関係は？ 

 私はMehr Demokratie のメンバーではありませんが緊密

に連携しています。私の研究所には、ドイツ全土の住民投

票に関するさまざまなデータベースがあります。当研究室

はこのデータを収集し、Mehr Demokratieは収集したデータ

に関するレポートを毎年発行しています。これは、世界中

の直接民主主義の実践データベースでもあります。  

市民会議（Bürgerrat）は実際には「Citizens' Jury」であり、

「Planungszelle」よりも少しモダンに聞こえるように用語を

変えたようです。概念的には、ほとんど同じです。市民会

議「世界におけるドイツの役割」（Bürgerrat"Deutschlands 

Rolle in der Welt"）は全国的なPZで、参加者の招待方式と会

議の開催方式に大きな違いをもたらします。そして市民会

議の手順はPZと違って、4日間連続で行うのではなく長期

にわたります。この点で違いはありますが、より広範な地

理的領域をカバーしているからです。それが主な違いです。

もう一つの違いは市民会議が取り組んでいるトピックが一

般的なものだということです。この一般性と抽象性は市民

会議tが抱えている問題の一つです。  

 私は2019年に実施され第1回目の「民主主義（をテーマ

とした）市民会議」（Bürgerrat Demokratie）（7）の学術顧問で

した。私たちはコンセプトを起草し、進行を観察し、適宜

アドバイスを行いました。 第2回目の市民会議「世界にお

けるドイツの役割」では、プロセス全体を評価しています。

連邦議会から委託を受け, プロセス全体に関与し、インタ

ビューを実施し、定量的および定性的な調査を行いました。

最後に、そのような手順が将来どのように実行されるべき

かについての勧告書も連邦議会に提出しました。この勧告

書は、参加者と共に学び、最後に、市民参加をともなう議

会政治をどのように組織することができるかについての覚

書となります。  
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（2）最終的な成果報告書は、具体的にどのように国政に

反映されるのか？ 

 反映されることはないでしょう。問題自体は反映されな

いと思いますが、今このようなプロセスがあること自体が

認識されるでしょう。誰もがそのような手法が存在するこ

とを知って、良い方法だということが明らかになったので

す。これこそが良い効果です。将来的には、アイルランド

やフランスのように、このような市民会議も増えると想定

されます。しかし、問題は「世界におけるドイツの役割」

よりも、さらに具体的なテーマでなければならないと私は

思います。たとえばアイルランドでのトピックは「セクシ

ュアリティ法」であり、フランスでは「気候変動対策」で

した。このようなトピックの方が具体的で良いと思います。 

 

（3）市民会議はこれまで何回行われてきたか？またこれ

からも行われる予定があるか？ 

 ドイツでは2回です。市民会議は今後も続きます。次回

は「気候変動対策」をテーマに本年度の実施を予定してい

ます。資金調達がどうあるべきかはまだ明確ではありませ

んが、連邦議会が主催者になる事はありません。私費で組

織しなければなりません。 

  

4-4. PZの今後の展開と住民参加に関して 

（1）コロナの蔓延によって、PZ技術は今後どのように進

展していくか？ またその際の課題は何か？      

 市民会議「世界におけるドイツの役割」はすでにデジタ

ルで行いました。ここでさまざまな気づきがありました。

コミュニケーションが変化し、小さなワークグループでの

作業は、実際に一緒に作業している時とは異なります。  そ

して、司会は課題が多く、進行はより困難になりました。

人々の間の個人的な接触が不可能で、相互信頼が欠如しま

す。直接会うのか、デジタルで話すのかには大きな違いが

あります。それが最も重要な違いであり、課題は、人々が

直接会いながら、話し合いはデジタルで行うハイブリッド

フォームを開発することです。デュッセルドルフでのプロ

ジェクトでは、現在ハイブリッドフォームを作成していま

す。デュッセルドルフでのプログラムは、デジタル作業が

大変なので、1 日のワークユニットを 2 コマに絞ります。

ボンでは毎日4コマのワークユニットを行いました。デュ

ッセルドルフでは参加者が実際に一緒にエクスカーション

を行います。コロナ禍でも出来ることをします。人々が直

接会える場を作って、その後デジタルで話し合い、それを

繰り返す手順を作っています。これは非常に実験的であり、

現在、PZを再構築しています。 

 もう 1 つは技術的な問題です。Zoom は良いモデルかど

うか？そして、他のどのツールが Zoom と合体できるの

か？Zoom セッションの間に使える通信プラットフォーム

のことです。現在、Howspace(8)を使用しています。このツ

ールは市民会議で採用されたばかりです。 参加者がメッセ

ージを送信できる別のツールもありますが、あまり良くあ

りませんでした。 Howspace の方は良かったです。このよ

うに、私達は実験しつつ何が良くて何が良くないかを試し

ています。 

  

（2）コロナの蔓延によって、今後は新たな市民参加の技

術や手法が求められると思うが、どのような考えを持って

いるか？ 郵便投票やオンライン投票の可能性について

どう考えるか？ 

 テクノロジーについてはすでに話しましたが、将来的には

デジタルが増えると思います。そして、ハイブリッドな手

順が出来るように力を入れています。デジタルだけでは良

い方法ではないと思います。 

 現在、ドイツの国民参加モデルを全国レベルで開発してい

ます。 これはとても興味深いものです。市民参加モデルは

どのようにして連邦議会の役に立つのか？どのような拘束

力があるのか？どうすれば人々を集めることができるの

か？招待された市民に参加を促すプロセスはどのように上

手くできるのか？コミュニケーションはどうすべきか？私

たちの提案は、こうした課題に組織的に対応するために、

国によって資金が提供される事務局を設立することです。

そのために全国的な通信技術には非常な関心を持っていま

す。 

 デジタル化は自治体で積極的に行われています。大きな変

化のある地域では、市民参加を強力に推進しています。ド

イツには、多くの鉱業地域（石炭採掘）がありますが、鉱

業は終焉を迎えています。そのような地域は完全に再開発

されなければなりません。現在、このためのモデルを開発

しています。ノルトライン=ヴェストファーレン州と東ド

イツで大きな課題があります。 

 これはまた、新しい法律につながる可能性があり、独自の

資金調達が必要になる可能性もあります。 このような法律

はすでにいくつかの自治体に存在しています。そして、こ

れは将来、連邦州や国の手順に重要になると思います。 

 

（3）住民投票のオンライン投票の可能性についてどう考

えるか？ 

 それは良い方法ですが、現在の選挙における問題は、実

際の投票かオンラインかではなく、貧困層の投票率が低い

ことです。私たちは有権者の再統合を達成しなければなり

ません。ドイツでは、「中産階級」が投票しますが、「下層

階級」はもはや投票しません。そのため、政党と政治家は

「中産階級」にのみ注目するので社会が分断してしまいま

す。この問題は、投票方法によっても変わるものではあり

ません。しかし、この問題は市民参加を通じて変えること

ができます。 

 

4-5. 無作為抽出による代表の正統性について 
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（1）PZは「直接民主制」ではなく、精度を高めた「間接

（代表）民主主義」とも言われている。教授は、「抽選に

よって選ばれた市民に代表性がある」と考えるか？ その

場合の根拠は何か？ 

 私は、無作為抽出に正統性があると信じています。PZ に

は特定のグループに関わる住民はあまり参加していません。

招待された市民によっては、誰がそれを受け入れるか、誰

が受け入れないかという違いが明らかになっています。そ

れに、自治体の規模によって無作為抽出を行う実効性が異

なってきます。大都市は匿名性が高く住民は招待を受け入

れない傾向があります。小さな自治体の方が参加率が高い

のです。 

 誰が参加するかについての非常に正確なデータがありま

す:。年齢、性別、教育、収入について。それを正確に定量

的に記録しました。そこから、PZに参加する住民は、投票

する住民よりも代表的であることが明らかになっています。

そこは重要な議論です。繰り返しますが、一部の住民はも

はや投票しませんが PZ には参加します。この事実に気づ

くことは私たちにとって重要です。 

 

（2）たとえばボンには約 30 万人の市民がいます。PZ に

参加した 100 人に代表としての正統性があると考えます

か？ 

 代表の正統性は選挙によって選ばれた 60 人のボン市議

会にもあります。正統性とは、例えば教育レベルの高低、

あるいは収入レベルの高低を反映して、市議会においても、

PZ においても代表者として選ばれることです。もちろん、

できるだけ多くの住民が議会や PZ にいるのは良いことで

すが、20 人だけでも代表の正統性があります。PZ は投票

する市民よりも社会をよりよく反映していることが明らか

です。投票する住民は、無作為抽出で選ばれる住民よりも、

政党をはじめとした特定のグループを支持していることが

多い。市民イニシアティブでは過激な右翼または過激な左

翼のような特定な意見を持っている人が多いのです。そこ

で、サイレント・マジョリティが参加する PZ の手順は広

く一般的な意見を聴ける良い方法です。 

 

（3）今後PZを法制度化する可能性についてお聞きしたい。

市民の署名によって住民投票請求をするのではなく、市民

がPZを直接請求するというようなことを法制度化するこ

とは考えられるか？ あるいはPZ実施の前に、やはり住

民投票を実施すべきか？ 

 ドイツの多くの自治体では、住民参加または PZ が必要

であるという義務がすでにあります。これは、市町村の条

例で規制されています。現在、地方自治体がより大きな計

画プロジェクトの際に、住民参加を行わなければならない

と言う50を超えるガイドラインが存在します。たとえば、

ハイデルベルクでは、これに自治体の資金提供義務があり

ます。これは、すべての計画で PZ が行われることを意味

するわけではありませんが、良い方向に向かっています。

そして、可能であることが分かります。これが連邦州レベ

ルか国レベルで実現するのかはわかりませんが、可能性が

あることがわかります。行政機関（政府、議会）は多くの

信頼を失っています。最近、2つの連邦州で選挙が行われ、

政府の組織力に国民の信頼がないことが再び明らかになり

ました。 そろそろ熟議民主主義・市民参加は制度的に固定

されるべきであるかもしれません。これは、法律または条

例によって行うことができ、住民投票の場合と同じように

行わなれる可能性があります。当研究室では、クライアン

トに最初に PZ を実施し、次にその結果を住民投票で投票

することが良い解決策であるという意見を強く表明してい

ます。つまり、地方自治体または州レベルでの PZ と住民

投票の結合です。 

 

（4）市民が直接PZを申請することも可能になると思いま

すか？ 

 はい、多くの自治体（100 以上の都市）に行政サイドと

市民サイドの住民参加委員会があります。そこで住民がPZ   

を申請できます。しかし、申請が通るとは限りません。で

も良い方向に行き始めていますが、住民投票のように必須

ではありません。しかし、10年後にはそのような手順がで

きるかもしれません。それは可能だと思います。 

  

5. まとめ－インタビュー調査で得られた知見 

 リーツマン教授のインタビューを通してドイツの市民参

加の現状について以下の諸点を確認することができた。 

① 市民参加意識の高まり 

 現在のドイツでは、半世紀前に比べ民主社会は成熟し、

市民は自分自身の意見をしっかりと持つようになった。市

民の議会への信頼度は低下しており、直接民主制への志向

が高まっている。そのため現在ではすべての政党が市民参

加プログラムに賛同している。この傾向に沿うように PZ

への参加意識も高まってきている。 

② PZの効果 

 参加デザインのプロセスとして PZ は、明確な議論があ

る場合、二極化した課題を結論に導く社会審判のような特

性を発揮する。PZは無作為抽出で行うため、ロビー活動に

熱心な偏った市民ではなく、市民全体の平均的な意見を反

映させる。これがPZの最大の強みである。 

③ 若者の参加 

 若者の意見から、課題に対する興味や見方が、大人のそ

れとは大きく異なることがわかった。14歳から参加できる

ユースグループを作ることの意義は大きい。したがってPZ

のテーマによっては12歳から参加した事例もある。 

④ 市民会議（Bürgerrat） 

 連邦レベルのPZである市民会議は、「民主主義」と「世

界におけるドイツの役割」というテーマですでに2回実施

されている。市民会議は今後も開催されることが予定され

ているが、IDPFとしては、もっと具体的かつ明確なテーマ

で実施すべきであると考えている。 
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⑤ コロナ下におけるPZの課題 

 コロナの影響によりPZの運営も再構築を迫られている。

デジタルでの実施は、課題が多く、進行も難しい。参加者

の個人的な接触が不可能だと相互信頼が欠如する。直接会

うのか、デジタルで話すのかには大きな違いがある。今後

の課題は、顔を合わせながら、討論はデジタルで行うハイ

ブリッドフォームの開発である。現在は、いろいろ試して

みたなかで、PZ に適したオンライン通信技術として

「zoom」と「Howspace」(8)を併用している。 

⑥ 参加市民の代表としての正統性 

 議会の代表に正統性があるように、無作為抽出で選ばれ

た市民にも代表としての正統性はある。PZ の参加市民は、

特定のグループを支持する投票者よりも社会をよりよく反

映しているといえる。いまドイツで貧困層が投票にいかな

いことが民主主義の大きな問題となっている。IDPFには参

加市民の年齢、性別、教育、収入などの情報を定量的に記

録したデータがあり、PZに参加する市民層は、投票する市

民層よりも社会構成に近いことが明らかになっている。一

部の住民はもはや投票しないが、PZには参加する。この事

実は重要である。 

⑦ 住民投票からPZの流れではなく、 

  PZから住民投票の流れを 

 現在は住民投票から PZ へと至る流れが多い。議論が輻

輳する課題に対し PZ が解決への糸口となっているのであ

る。しかしリーツマン教授は、その逆の流れのほうが良い

という見解を示した。 

 住民投票については、市民への公平かつ十分な情報提供

の不備が問題点としてあげられる。それがなされないまま

に、市民が賛成／反対の二択によって多数決で解決を図ろ

うとするのが住民投票であり、民主主義のシステムとして

の欠点でもある。それを克服するために、十分かつ公平な

情報を専門家らによって涵養された（well-informed）PZの

参加市民が、熟議のすえに下した結論と、その議事録であ

る市民鑑定書（bürgergutachten）を市民に公開し、共有した

うえで、住民投票に諮るプロセスのほうが解決策として効

果的だということである。 

 

【補注】 

(1)ドイツにおいてPZを実施する代表的な機関としてIDPFのほか、

ミュンヘンに本拠を置くgfb(Gesellschaft für Bürgergutachten)、ベル

リンに本拠を置き P.C.ディーネル教授の子息であるH..L.ディーネ

ル・ベルリン工科大学教授が所長を務める nexus(nexus Institut für 

Kooperationsmanagement）の3つがある。 

 

(2) 2017年から翌18年にかけ、ボン市内の市営スイミング施設の

統廃合、およびドッテンドルフの大規模スイミング施設建設計画

をめぐり、住民投票が二度、実施され、結果はいずれも賛否相半

ばする僅差であった。一度目は旧施設の廃止および新施設建設へ

の賛成票が多数を占めたが、二度目の住民投票では、逆に旧施設

のリフォーム・存続派が上回った。この結果を受け、新施設建設

推進派のCDU（ドイツキリスト教民主同盟）、FDP（自由民主党）、

GRÜNE（緑の党）による議会多数派は打開策としてPZを実施し

た。92 人の市民が参加した PZ の市民鑑定書は、旧施設のリフォ

ーム・存続を支持した。その後 GRÜNE は施設の存続・リフォー

ム支持に転じ、続く市長選でも勝利を収め、市営室内全プールの

存続・リフォームが決定づけられた。 

 

(3) プロテスタント教会が発注したプロジェクト。テーマは「宗教

と大都市― アーバニティとスピリチュアリティ」（仮称）。 

クリスチャンだけでなく、全住民を対象とする。 

 

(4) 2015年9月ヘッセン州ヴェッツラーで実施された屋外プールの

あり方をめぐる 4日間の PZ。無作為抽出による 52人の市民が参

加した。 

 

(5) 2020年から2021年にかけて実施された二度目の大規模な市民

会議。連邦議会議長が後援者となり複数の財団による寄付金を基

に、抽選で選ばれた市民 169 人が参加した。コロナの影響により

会議は10回のオンライン・セッションで行われた。トピックはコ

ロナ、世界貿易、平和維持、開発援助、移民政策、環境保護など

多岐にわたり、その内容は「勧告書」として作成され連邦議会に

提出された。 

 

(6)「もっと民主主義を」は1988年ボンを拠点として発足した直接

民主主義と市民参加、およびドイツと欧州連合の選挙法の改革を

提唱するドイツの非営利団体で直接民主主義のための世界最大の

専門家協会である。 

 

(7 ) 2019年から2020年にかけて「民主主義」をテーマに実施され

た PZ として初の大規模な市民会議（Bürgerrat）。無作為抽出され

た市民 160 人が参加し、討論の内容は「民主主義を強くする勧告

書」として作成され連邦議会に提出された。 

 

(8) Howspaceの商品概要についてはベンダーのWebサイトを参照

されたい。 

https://www.howspace.com/ 
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