
 

 

 

 

 

日本記者クラブ 

研究会「権力移行期の世界 ⑥ アメリカ」 

2012 年米大統領選の展望 
 

久保文明 東京大学教授 
２０１２年４月２５日 

 

オバマ VSロムニーの構図が固まった今年の米大統領選挙。通常なら現職有利の

はずが、今回は様相が異なる。再選を目指すオバマ大統領は、これまでの内政や

外交での業績が、必ずしも国民の評価に結びついていない。加えて、Tea Party

の台頭でより保守化する共和党とは、非妥協的な姿勢で対決することになろう。

「チェンジ」で国民を熱狂させた前回とは、様変わりした選挙戦になる。一方、

共和党のロムニー氏も過去の変節が指摘され、保守派からは「疑いの目」を持た

れている、「強さと弱さ」を兼ね備えた候補である。 

その両者の対決だが、いまの数字はほとんど五分五分。景気回復の遅さもオバ

マ苦戦の原因になっているし、州ごとに情勢を分析しても、オバマ大統領の再選

にはかなりの頑張りが必要だ。ロムニー候補も、予備選で低下したイメージがこ

こに来て急速に回復していて、一般の見方よりは相当強い。 

これから本選までは何といっても経済の動向が大きい。まだ結果は読めないが、

ロムニー候補は善戦するし、勝利も十分ありうる。オバマ大統領が 50%の得票率

を超えるのは難しいのではないか。いずれにせよ非常に僅差での決着になる可能

性がある。 

 

 

司会：杉尾秀哉・日本記者クラブ企画委員（TBS テレビ報道局解説室長） 

 

日本記者クラブ Youtube チャンネル  

http://www.youtube.com/watch?v=AnefUUlXzNg&feature=plcp 

 

巻末にレジュメと資料があります 

 

○C 公益社団法人 日本記者クラブ

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=AnefUUlXzNg&feature=plcp
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司会（杉尾秀哉・企画委員） 本日は、日本

記者クラブの研究会「権力移行期の世界」とい

うことで、6人目のゲストとして、東京大学の

久保文明教授にお越しいただきました。 

久保先生にはこれまで 2回、こちらで講演を

していただきました。2003 年の 6 月に「アメ

リカ外交の行方」というテーマで、次は 2009

年の 1月 7日、ちょうどオバマ大統領が就任す

る直前のタイミングでした。 

それから 3年余りたちまして、アメリカ大統

領選挙がこの 11 月の本番に向かって、ようや

く対決の構図が固まったという、非常にグッド

タイミングです。 

 

久保教授 いま、ご紹介いただきました久保

と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

タイミング的には、きょうは、本当はフラン

スの大統領選挙の話のほうがいいのではない

かという感じがいたしますが、私はアメリカの

話しかできませんので、それでやらせていただ

きたいと思います。 

「オバマ政権の評価と 2012 年大統領選挙」

というふうに、勝手にタイトルをつけさせてい

ただいて、それで話をさせていたただきたいと

思っています。本当は、政権交代というと、ア

メリカの政権交代の特徴みたいな、制度的な特

徴もあります。それは、もし時間があれば、そ

ういったことについても触れてみたいと思い

ます。 

例えば、4年に 1度なので、しかも、一度か

わると引きずりおろすことはなかなか難しい

とか、あと、議会のほうが一緒に動くとは限ら

ない部分があります。そうすると、結構アメリ

カは議会が持っている権限が非常に大きいの

で、大統領だけかわっても、なかなか議会のほ

うが動いてくれない可能性が大きい。そのかわ

り大統領は、日本と違って、行政府の人事につ

いては局長ぐらいまで全部自分の政党の人を

送り込むことができます。行政府を支配すると

いうことに関しては、日本よりかなりコントロ

ールできる面がある。いろいろ特徴はあります。

それはもし時間があれば、あるいはもしご関心

があれば、後ほど質疑応答のときに聞いていた

だければ、と思います。 

 

オバマの選挙～2008 年と 12 年の違い 

 

初、少しだけ 2008 年の選挙戦を振り返っ

てみたいと思います。これはそれ自体が目的で

はなくて、今回、2012 年の選挙戦は――これ

はオバマにとってですけれども――非常に違

った選挙戦になるということです。2008 年の

客観情勢についてはまた後ほどお話しします

けれども、彼自身の特異な生い立ち、つまり、

アフリカ人の父親と、カンザス出身のアメリカ

人の白人女性の間に生まれてきた子どもであ

って、特異な生い立ちプラス、レトリックやス

ピーチ能力。アメリカが 1つになったときには

できないことはない。アメリカが 1つになった

ときには、常に偉大な結果を残してきた。アメ

リカがいまでも団結することは可能だ。自分な

らそれができる。1つのアメリカを達成するこ

とができる。ミラクルを起こすこともできるん

だ。そういう一種ストーリーをつくって、国民

をかなり興奮させることができた、という面が

あります。 

あと、多くの、特に民主党の若者、それから

インテリ層、共和党の穏健派にかけてですが、

ブッシュ政権時代のアメリカの評判が世界で

下がっているのに嫌気を差している。そういう

人にとって、アメリカというのはいい国なんだ、

ここで初めて少数民族である黒人から大統領

を出すことで、アメリカのよさを再び世界に示

すことができるし、自分たちもアメリカという

のはやっぱりいい国なんだと納得できると考

えた人が多かった。なので、余計、熱狂的な支

持者が生まれて、それは単に普通の共和党政権

から民主党政権にかわる政権交代以上の意味

を持っていたような気がします。 

ここのレジュメに、「国民的カタルシス」と

いう言葉を使っているのは、それはそういう意

味です。国民自身がいい思いをする。そういう

側面すらあった、非常に特異な、あるいは特殊

な選挙であったような気がします。 
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ですが、今回どうかというと、おそらくかな

り普通の大統領が普通の再選を求める選挙戦

になるような気がします。やはり経済では少な

くとも奇跡は起きていませんし、現在の失業率

は 8.2％ですので、ある程度、相当頑張ってい

るという評価も可能かもしれませんが、多くの

国民からすると、まだ 8.2％の経済というのは

とてもいい状態とはいえませんので、実績はい

ま 1つである。共和党候補にほぼ決まったロム

ニーさんをかなり批判して、共和党政権の政策

を批判することで、何とか再選を勝ち取ろうと

する、そういう選挙戦になるのではないかなと

いうふうに思います。 

 

オバマ政権のスタート 

 

オバマ政権の実績について、ちょっと振り返

ってみたいと思います。大統領がどのぐらいの

成果をあげることができるかというのは、アメ

リカの政治学者は非常にたくさんいて、いろい

ろ計量的な研究もしています。大体、定説はあ

りまして、これはかなり自分の大統領選挙の勝

ち方で決まっているという見方が強いようで

す。つまり、 初の状態があまりよくないと、

いくら頑張ってもなかなかうまくいかないと

いうことを意味もしています。オバマの場合に

は、勝ち方は、選挙人の票ではかなり圧勝です。

ただ、得票率でいうと、53 対 46でした。これ

は、確かに民主党の大統領として 50％を超え

たのは、実はかなり久しぶりで、多分リンド

ン・ジョンソン以来ではないか。しかし、リン

ドン・ジョンソンの圧勝というのは、61％ぐら

いの得票率をあげていました。そういうのと比

べると、53 というのは立派な勝ち方ではある

けれども、ものすごい圧勝ではない。 

それから、議会における与党の議席数、これ

も非常に重要な要素です。どのくらい自分の政

党の議員を上下両院で当選させることができ

るかということ。これも 257 対 178 ぐらいだっ

たのですけれども、フランクリン・ルーズベル

トとか、リンドン・ジョンソンが与えられた議

席は、大体共和党の議席の倍ぐらいの議席を民

主党が持つという議席差でした。それに比べる

と、ちょっと弱いですね。ですから、民主党の

中で造反が起きると、すぐに過半数が失われて

しまう、そういう数です。そういう意味で、圧

勝ではあったけれども、しかし、ものすごい圧

勝ではなかった。ちょっと変な言い方ですけれ

ども。そこが今後、一定の意味を持つことにな

ります。 

 

テロ対策と外交で評価されるオバマ政権 

 

実際に、オバマ政権の評価で、どういうこと

を達成したかということを少しみていきたい

と思います。 

オバマ政権の支持率は就任当初は 70％でし

た。それが 3 年 3 カ月ぐらいかけて、いまは

47～48％。一時 40％を切る時期もあり、しば

らく 40％台の前半に低迷していたのですが、

近ちょっと上がってきていて、47 とか 48 と

かという数字です。下がったという評価も十分

可能ですが、ただ、日本の総理のほうが半年ぐ

らいで70から30％ぐらいにストンと落ちるの

で、逆にそういう意味では、3年 3カ月ぐらい

で、まだ 40％台の上のほうにとどまっている

のは、それなりに大したものだという評価もあ

り得るかもしれません。 

それから、政策分野ごとの支持率ですが、テ

ロ対策が68％、外交が45％、経済が34％です。

つまり、オバマ大統領の業績は、テロ対策とか

外交のほうでむしろ高くて、経済で一番低い。

これはビン・ラディンの殺害とかありましたの

で、そういうのが原因なのですが、民主党の大

統領としては非常に異例なパターンです。 

普通、民主党の大統領というのは、内政で比

較的点数が高くて、外交では評価されないとい

うパターンが多いのですが、オバマ大統領は、

非常に違ったパターンになっています。 

ただ、外交、テロで高い評価を得ているとい

うことが、では、共和党の人がオバマを支持す

るのに役立っているかというと、ほとんど皆無

だろうと思います。共和党の間でのオバマさん

の支持率は 10％ぐらいでしょうか、ほとんど
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の共和党員はオバマの再選に断固反対してい

るというふうにみていいだろうと思います。 

 

内政面での重要な業績 

 

それから、支持率は下がっているわけですが、

ただ、オバマ大統領の立法的な業績、あるいは

大統領としての内政上達成したこと、公約して、

どのくらいのことが達成できたかという側面。

これは非常に質、量とも重要な業績をたくさん

上げています。ですから、オバマ大統領の支持

率についていうと、業績が上がっていない、公

約したことを何も議会で通すことができてい

ないから支持率が低いわけではなくて、実はか

なり重要な業績を達成しています。しかし、に

もかかわらず、そのうちのいくつかは、国民の

間であまり支持されていない。それから、あと、

肝心な景気の立て直しで、オバマ政権の実績が

弱い。それがゆえに支持率の上昇は実現してい

ない、ということがいえるかと思います。 

例えば超大型の景気刺激策です。日本は、景

気がちょっと落ち込むと、与野党すべて、景気

対策が必要だということで、そこそこの規模の

景気対策がしょっちゅう通って、しかしあまり

効果がないということに多分なると思うので

す。けれども、アメリカの場合は、共和党は原

則として景気刺激策に否定的なので、めったに

通らないわけです。そういうアメリカ政治の常

識からすると、しかも、この 2009 年 1 月の段

階で、すでにアメリカは 5,000億ドルぐらいの

財政赤字を抱えていましたから、そういうこと

を考えると、2009 年の 2 月にこれだけの大き

な規模の景気刺激策を通したというのは、非常

に異例なことだと思います。 

それから、金融機関の救済。これは立法的な

措置は必要ないのですけれども。3つ目に、ア

メリカの内政では非常に大きな懸案になって

いた健康保険改革です。これで皆保険化の方向

に向かうことになります。ただ、いま 高裁で

争われていて、憲法違反の判断が出る可能性も

あります。それから、金融改革法であるとか。 

それから、2010 年の中間選挙で大敗を喫す

るわけですが、その後の業績も含めると、ブッ

シュ減税の延長であるとか、同性愛者の問題。

それから韓国等とのＦＴＡの承認とか、非常に

多数の重要な業績を達成しています。ですから、

何もできない政権というわけではないという

ことです。 

 

景気刺激策と健保改革に懐疑的な見方 

 

ただ、先ほどいいましたように、例えば景気

刺激策について。これは 2010 年の 11 月の中間

選挙の投票の後の出口調査の数字ですけれど

も、この景気刺激策を評価しているという有権

者は、出口調査では大体 3分の１。33％にしか

すぎませんでした。33％の人は、これをむしろ

ネガティブにみています。つまり、これがある

から、むしろ景気が悪くなったんだ、というふ

うにみていました。残りの 3分の 1は、景気に

対してよくも悪くも全く影響を与えていない、

という答えをしています。つまり、いいといっ

てくれる人は 3分の 1しかいなくて、残りの 3

分の 2の人は、悪いか、あるいは全然景気に影

響を与えていない、そういう反応だったわけで

す。 

こういう景気刺激策に対する見方というの

は、日本やほかの国の見方とは非常に違うもの

ではないかなと思います。政府が景気対策とし

てお金を使うことについて、国民が、3 分の 2

程度が効果がない、あるいはむしろ景気を悪く

するというふうにみる、そういう雰囲気が

2010 年にはありました。 

それから、先ほどお話しした健康保険改革で

すが、多分日本人の平均的な感覚からすると、

皆保険があるのが当たり前で、これもアメリカ

はやっといい方向に向かってよかったね、とい

うような感じではないかなと思うのですが、ア

メリカでは、大体半分ぐらいの人が、これはな

いほうがいいということで、いまだに反対して

います。半分ぐらいの人しか支持していないと

いうことです。そういう状況です。 

ですから、かなり重要な法律を通すことに成

功したわけですが、しかし、その肝心な業績が
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国民から評価されていない、そういう現状があ

ります。 

 

Tea Party 台頭の理由 

 

そういう中で、2010 年 11 月の中間選挙で、

歴史的な大敗を議会選挙で喫しました。下院で

過半数を割り、上院で過半数はかろうじて維持

しましたけれども、議席を大幅に減らして、審

議における主導権を失うことになります。この

プロセスで、共和党はもともと非常に保守化し

ているのです。その保守の共和党の中のさらに

も保守の部分がTea Partyとして運動を始め、

Tea Party 運動が台頭していくことになります。

徹底的に小さな政府を求める運動で、あるいは

連邦政府による金融機関やＧＭの救済に徹底

的に反対する、そういう勢力です。あまり有名

な全国的な指導者は存在せず、地方ごとの運動

でありながら、ネットで緩やかにつながってい

る、そういう運動です。 

ただ、アメリカの政党の性格を非常にうまく

利用して、共和党の中で影響力を確保すること

に成功しました。いまでも相当な影響力を保持

しているというふうにみていいかと思います。

それは大統領選挙のプロセスでも、Tea Party

系の有権者がだれを支持するかということは、

かなり重要なファクターでした。  

アメリカの政党の特徴といいますのは、日本

の政党と違います。公認候補を決める際にどう

やって決めるかということですけれども、これ

はアメリカの場合には、政党の指導者がトップ

ダウンで公認候補を決めることは法律上でき

ません。すべての州に、州レベルで政党法が存

在していて、ほとんどすべての州で一定規模以

上の政党の場合、公認候補を決める際には、党

員の投票、予備選挙をして、それで決めなけれ

ばいけないということが法律でも義務づけら

れています。 

ですから、日本の政党のトップの方に、あな

たは公認候補を決めることができないんです

よ、というと、多分びっくりするだろうと思い

ます。ヨーロッパの政党でも、そういう政党は

存在しないと思います。アメリカの場合には、

法律によって、党員が予備選挙をして、そこで

とにかくトップになった人は、政党のその地区

の公認候補であることは、法律上、決まりです。

その人が本選挙で勝てば、その政党所属の議員

ということが法的な地位が確定します。 

Tea Party は、そういう政党の仕組みをうま

く利用して、共和党の予備選挙に参加して、例

えば、自分たちの選挙区にいる共和党の議員は

大物議員で有名だけど、ちょっと妥協的で、大

きな政府の方向に時々日和るというふうにみ

ると、その人を落としにかかったわけです。自

分たちの考えに近い人を擁立して、予備選挙で

その人に投票する。その人が勝ってしまうと、

本選挙では、民主党を負かすには大物議員のほ

うが明らかに優位だという場合でも、大物議員

が落選させられる、ということが何回も起きま

す。 

それで共和党が損した場合もあるのですが、

ただ、活力という点を総合的に考えると、膨大

なエネルギーがその予備選挙に投入されて、全

体として共和党をさらに右に引っ張るという

ことに成功した、というふうに判断していいだ

ろうと思います。実際、Tea Party 系の議員が

上院でも下院でもふえることになります。 

現在では、下院の共和党議員団には Tea 

Party Caucus という Tea Party 議員連盟とい

うのが存在していて、60 人ぐらいのメンバー

がいます。それに入っていなくても、共和党に

は保守議員連盟というのがあって、それは 160

人ぐらいいるのですが、それはもともと保守的

なので、いまの共和党は 230 人ぐらいの議員の

中で、多分 170 人ぐらいはガチガチの保守で固

まっている、というふうにみていいだろうと思

います。 

その Tea Party 運動は、おそらくもともと保

守的で、共和党の中で活動的だった人もいたの

ですが、それまであまり政治に関心がなかった

人も、外から共和党にそういう人を連れてきて、

共和党の政治プロセスに参加させることにも

成功した、というふうに考えていいのではない

かなと思います。これがまたオバマにいろいろ

影響を与えることになります。 
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共和党との妥協路線の変化 

 

オバマ大統領は、 初の 2年間に、民主党の

多数体制を 大限利用して、それで通せるもの

を通すというストラテジーでいったわけです。

おそらくそれはオバマの立場に立つと、それし

かなかったし、多分妥当だったのではないかな

という感じはします。つまり、2010 年の 11 月

の中間選挙で負けないように、あるいは共和党

を怒らせないように、怒らせないようにという

ことで、 初から妥協的に共和党と中道的な、

妥協的な路線を完全に選んだとしても、多分同

じように中間選挙できっと負けたのではない

か、という感じはします。 

そういうことを考えると、実際、例えば超大

型の景気刺激策の中身でも、自分は結構超党派

路線でいくんだということで、かなり共和党に

自分からすり寄って、共和党に配慮して、真水

でお金を使うのではなくて、減税を入れている

わけです。 

では、その結果、共和党がどのぐらい賛成し

たかというと、下院ではゼロです。上院では 3

人の議員がやっと何とかついてきてくれたと

いうことで、相当妥協しても、結局共和党はそ

の妥協にレシプロケートしてくれない。こたえ

てくれないというのが多分現実だろうと思い

ます。 

中間選挙で負けて、中道路線に一時は転換し

ます。相当今度はオバマのほうから譲歩した。

例えば債務上限問題というのがあって、議会が、

連邦政府が借り入れる限度を引き上げないと、

これ以上連邦政府は借金できないという問題

が去年の4月から8月ぐらいに起きたわけです

が、相当オバマは譲歩したわけです。だけど、

その結果、自分の支持率は下がるし、共和党は

全く譲歩しないということがわかります。 

そのころからまた、一時中道路線に揺れたオ

バマは、今度また心を入れかえて、これは中道

路線でいくら共和党にすり寄っても絶対だめ

だということを判断したというふうにみてい

いと思います。それが 2011 年の 8 月から暮れ

にかけてのオバマの変化です。 

非妥協的態度で臨む大統領選挙 

 

その後は、オバマはどんなことをしてでも勝

つ。どんなことをしてでも Tea Party に影響を

受けている共和党を何とか打ち負かし、再選を

勝ち取るというふうに決意を固めたような気

がします。それは、つまり中道路線とか、1つ

にまとまったアメリカとかではなく、徹底的に

共和党を批判してでも勝つということです。 

ですから、そういう意味で、2008 年の大統

領選挙では“1つのアメリカ”という形のキャ

ッチフレーズだったわけですけれども、使う言

葉はまだわかりませんけれども、2012 年は、

徹底的に共和党の非妥協的な態度。特に、どん

なに富裕者であっても、ごくわずかな増税すら

認めない共和党の路線に対して、徹底的にそれ

を批判していく。そういう路線で選挙を戦うと

いうことになるかと思います。それが今日に至

るまでのオバマ大統領の軌跡というのでしょ

うか、流れです。 

初、2008 年は比較的 1 つのアメリカとい

うことで行って、それから事実上、 初の 2

年間は、民主党多数体制に依拠した業績を残し、

敗北後、一時は中道路線を模索しました。けれ

ども、それは基本的に機能しないと判断して、

現在は徹底的な対立、対決でいくというふうに

腹を固めている、とみていいかと思います。 

この議論の 1つの傍証は、スーパーパックに

ついて態度の変化。これは、候補者陣営と連絡

をとってはいけないのですけれども、候補者を

応援したい人たちが勝手に立ち上げる政治資

金団体で、勝手連みたいな感じなのです。ある

時期までは、その団体ができることには、規則

上制約があったのですが、オバマ政権が発足し

てから、 高裁の判決で、その制約がほとんど

撤廃されたのです。ですから、どんなことをし

てもいい、どういうＣＭをテレビで流してもい

いということで、事実上無制約になります。 

初、その判決が出たときには、オバマはそ

の判決に批判的で、こういう選挙をしてはいけ

ない、ということをいっていたのですが、結局、

いまオバマは、自分たちもそのスーパーパック
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を使う、それを否定しないということです。ス

ーパーパックの支援をかりてでも共和党に勝

とうとしているというふうにみていいだろう

と思います。 

ちなみに、外交のほうでもある程度の成果は

上がっています。きょうは外交について、あま

り詳しくお話しすることはできないかと思い

ますが、米ロ核合意であるとか、あるいはイラ

ク撤退、それからビン・ラディン殺害、こうい

ったものは大きな変化です。 

外交の方向性は、 初はかなり妥協的で、と

にかく話を聞く、どんな相手とも交渉するとい

う路線だったのですが、それはすぐに、特にイ

ラン、北朝鮮には、変わってきます。中国につ

いては、よりもう少し長いスパンではあります

けれども、硬い方向に変わっていきます。現在、

オバマのアメリカはアジアに帰ってくるとい

う方針も表明しましたけれども、中国とはかな

り対峙する姿勢を鮮明にしている、というふう

にみていいのではないかなと思います。 

 

共和党の本命ロムニー候補 

 

肝心の大統領選挙のほうへ話を進めていき

たいと思います。まず、共和党の中で、何のか

んのいってロムニーが勝ったのはなぜなのか。

それから、このロムニーという人は今後どうい

う選挙戦を展開するのか。そういったことにつ

いて少し考えてみたいと思います。 

ロムニーは 2008 年の大統領選挙にも立候補

していました。初戦のアイオワで負け、このと

きは全然お金を使わなかったハッカビーに負

けて、ハッカビーから、使ったお金の量は 1

対 20 か 1 対 30 なのに、ロムニーは勝てなかっ

たんだとさんざんばかにされたわけです。それ

から、次のニューハンプシャーではマケインに

負けて、結局、そのマケインが指名を勝ち取る

ことになりました。それで、2月中に早々に撤

退を余儀なくされたということがあります。 

ただ、2008 年に至るまで、ロムニーはすで

に数年間選挙運動をしていたわけです。それで

まずネットワークや支持者の組織をつくって

いる。その後、別に彼は議員でもなくて、生活

の心配は全くなくて、投資したお金が、キャピ

タルゲインで 14～15％しか税金を払っていな

いということでいま有名になっていますけれ

ども、生活の心配は全くないということで、ず

っと候補者をやっているわけです。ですから、

彼の人生は、ここ 7～8 年ずうっと大統領候補

というのが職業で、それが人生ということにな

るのですけれども、それで培ってきた知名度、

組織、その強さというのはあるかと思います。 

それから、彼を支援するネットワークも相当

強力で、資金力もあります。彼には弱みが確か

にあるのですが、しかし、注目すべきなのは、

ほかの候補者はあるとき浮上しても、またすぐ

沈没する、どうしても風頼みの弱みというのが

あったわけですが、ロムニーの場合は、逆風の

ときですら、支持率で何とか大体 2位には踏み

とどまっていて、またほかの候補者が落ちてい

くとまた 1位に浮上する、そういう安定性とい

うのがあります。 

ただ、その反面、共和党の中での世論調査で

も、その支持率が 30％ぐらいにとどまってい

て、例えば 50％とか 60％とか、圧倒的な高さ

に行ったこともない。そういう限界というのも

ありました。しかし、安定性という点では評価

できるだろうという気はします。ずうっとフロ

ントランナーであって、しかし、いろんな弱み

があるので、「 も vulnerable（脆弱）な front 

runner」という形で揶揄されてもきました。 

 

ロムニーの変節と保守派の疑念 

 

なぜかというと、若干は、モルモン教徒であ

ることについての不信感というのもあります

が、おそらくそれは根本的な問題ではなくて、

根本的な問題は、彼の政治的な経歴だろうと思

います。普通のビジネスマンとして成功し、あ

るいはオリンピックの組織委員長みたいな形

でオリンピックを成功させた、それは明らかに

プラスなのですが、マサチューセッツ州知事を

していて、そのときには穏健派の政治家として

成果を上げたわけです。その たるものが、実
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はオバマ大統領が実現した健康保険と非常に

よく似た健康保険を、マサチューセッツ州で実

現しました。それは、マサチューセッツ州の

人々も評価しているわけです。 

だけど、州知事をやめて大統領選挙に立候補

するころから、自分は保守だということで、政

治的な立場を大きく変えたわけです。健康保険

のような政策だけではなくて、アメリカで結構

深刻な問題である人工妊娠中絶の問題につい

ても同じです。彼は、州知事時代は容認派とい

うのですか、これは女性が選択できる権利であ

るという立場だったのです。けれども、大統領

選挙に立候補するに当たって、立場を変えて、

宗教保守の立場、すなわち人工妊娠中絶に基本

的に反対であるという立場に変わったわけで

す。2008 年のときには、割と保守の立場から

立候補しています。今回も基本的に同じだろう

と思います。 

ちなみに、日本のメディアの方は、アメリカ

もそうですけれども、ロムニーさんを形容する

ときに、「穏健派」という形容詞を使うのです

が、もっと保守的な共和党の候補者との相対的

な問題では確かにそうなのですが、でも、日本

の平均的な感覚、あるいはオバマとの比較、あ

るいはアメリカの政治全体の見取り図からい

うと、あまり「穏健派」というのは適当ではな

い。実は彼の政策をそのまま読むと、いまは非

常に保守であると感じます。 

ただ、共和党の中の保守派は、そういう経緯

があるので、ロムニーの保守を信用しないわけ

です。それから、変説したということを特に批

判的にみている面があります。ですから、保守

派の人たちは、ロムニーが大統領に当選した場

合に、また穏健派のほうに変わっていくのでは

ないか。またマサチューセッツ州知事時代に戻

るのではないかと深く疑っている面がありま

す。 

アメリカの場合、政治家については、一貫性

とか原則とか、そういったものを有権者は求め

る傾向があります。そういう意味で、ロムニー

はずっとそういう保守派の疑いを払拭できず

にいます。これは今後も残る問題で、あるいは

民主党からすら、いろんな形で変説する、信念

のない政治家という形で批判される可能性は

十分あると思います。 

 

共和党保守系のつぶし合い 

 

共和党の保守派のほうは、ロムニーにかわる

候補を必死に求めてきました。共和党の中では、

有権者の数でいうと保守系の人が圧倒的に多

いとみていいと思います。おそらく 3対 7とか

いう形で、保守のほうが圧倒しています。ただ、

2008 年もそうですけれども、今回の構図は、

保守系のほうから多数の候補者が出てきて、候

補者が乱立していて、お互いにつぶし合う。他

方で、穏健派というのですか、ちょっと保守よ

りか中道寄りの人たちは、あまり強力な対抗馬

がいなくて、今回、ハンツマンという人がいま

したけれども、非常に弱かったので、すぐ撤退

しています。 

なので、結局、保守の候補者が争ってつぶし

合っている漁夫の利を得て、今回ロムニーが勝

ったという面も結構あります。前回のマケイン

の勝利も、結構その構図に似ています。マケイ

ンもブッシュ減税に反対したりとか、そういう

意味で結構穏健派の傾向があったわけですけ

れども、結局、マケインが勝つことはあり得な

いというふうに多くの人がいっていたのです

が、結局マケインが勝ってしまったわけです。 

今回のロムニーについても、モルモンである

こともありますし、そういう経緯があるし、圧

倒的に保守が優位な中で、ロムニーが勝つこと

はあり得ないのではないかとみていた人も結

構いたのですが、結局、彼が勝つことになりま

す。 

多くの保守系の人は、ロムニーに対するオー

ルタナティブ、代わりを求めて一生懸命その都

度特定の人に期待を寄せたわけです。それは、

例えばあるときはミシェル・バックマンという

女性。あるいはリック・ペリーというテキサス

州知事。ハーマン・ケインというピザ屋さんだ

ったり、いろいろあるわけですが、いろんな事

情で、割と数週間高い人気を享受しますが、ス

トンと落ちてしまうということです。ペリーの
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場合には、たしか自分が大統領になったときに、

廃止したい連邦機関が 3つあるといって、3つ

目が出てこなくて、ちょっとＩＱが足りないん

じゃないかというふうに思われてしまった、そ

ういうエピソードもあります。それをみていて、

ビル・クリントンという人が、「ＩＱが 1 けた

台であることを証明しないと、共和党の予備選

挙にはなかなか勝てないんだ」というようなこ

とをいって、それで共和党はひどくプライドを

傷つけられました。 

ある共和党員は、自分にとって理想の候補者

というのは、ロムニーのルックス――アメリカ

の中ではロムニーさんは非常にハンサムだと

いうことになっているのですけれども――と

ギングリッチの頭、それからサントラムの宗教

心、その 3つを持った人が理想だと。なかなか

そういう人はいないのが多分この世の中だろ

うと思います。 

 

ロムニーの「強みと弱点」 

 

ともかく、そういう形で、派手さはないです

し、フロントランナーでありがら、非常に

vulnerable である。弱みを抱えていながら、

しかし、いま、ロムニーが 終的には勝利をお

さめることになります。もちろん強みがあって、

それは政策に明るいことは確かです。 

それから、本来でいうと、経済的に投資会社

を設立して、投資して、成功したので、ある意

味で、アメリカ的な成功物語であるわけです。

ただ、非常におもしろいのは、成功物語が、共

和党の中ですら予備選挙のプロセスでは非常

にネガティブにスピンをかけられて批判をさ

れていました。ロムニーが来ると、みんな首を

切られると。首切り名人みたいな形です。民主

党ならともかく、共和党の中でそういう批判が

起きるというのも非常に異例なことだろうと

思います。あのテレビで流された多数のロムニ

ー批判のＣＭというのは非常によくできてい

て、あの著作権がどこにあるのか、私はわから

ないのですけれども、あれは民主党が全部買い

取って秋に流すと、かなりいい戦いができるだ

ろうという気がします。 

ロムニーの弱みは、先ほどいいましたように、

信念がない政治家というふうにみられている

こと等あるのですが、ほかには、やはり成功し

た経済エリートなので、ブルーカラーの人、所

得の低い人、そういったところでは支持が弱い。

宗教保守の人には支持が弱いし、Tea Party 系

の非常に保守的なところでは、支持が弱いとい

う傾向があります。 

あと、性格的にちょっとかたぶつで、英語で

いうとコネクト（Connect）、有権者とコネクト

できるかどうか。これはよくアメリカのメディ

アの人はいうのですけれども、例えばビル・ク

リントンとか、そういうことをする名人なわけ

です。ヒラリー・クリントンはあまり得意じゃ

ないとか、政治家によって適性があるのですが、

ロムニーは得意じゃない印象があります。ぎこ

ちない。ショッピングセンターで有権者に無理

して話しかけて、「お買い物に来ているんです

か」と聞くわけですが、ショッピングセンター

なので、買い物に来ているのは当然なんですね。

もうちょっとほかの語り口があるのではない

か、というふうに多くの人は考えるわけです。

そういう意味で、あと、時々自分では冗談をい

うのですが、でも、それはキャデラックをいっ

ぱい持っているような生活習慣を何となくひ

けらかしてしまう。そういう冗談だったり、庶

民感覚とか、そういうところで、今後マイナス

になるところがさらに出てくる可能性はある

かと思います。 

 

本選挙の見通し～オバマは再選に苦労する 

 

肝心な、本選挙です。きょうもきっと、要す

るにどっちが勝つんだという話が多分出てく

ると思うのですが、日本では、特に予備選挙が

共和党の中で激しく行われているときは、やは

りオバマが楽勝というか、何のかんのいってオ

バマさんが勝つのだろう、というようなイメー

ジや報道が多かったのですが、いまの数字はほ

とんど五分五分です。非常にオバマは再選に苦

労するのではないか、というふうにみています。 
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08 年大統領選挙で見えたこと 

 

まず、その 1 つの原因は、2008 年の選挙を

思い出すことです。2008 年、オバマ対マケイ

ンは投票率で 53％対 46％です。共和党にとっ

て、2008 年の選挙というのは 悪の選挙です。

ありとあらゆる 悪の材料がすべてそろった

選挙というふうに考えていいと思います。ブッ

シュの支持率は 20％台でしたし、イラク戦争

の失敗もありましたし、サブプライムの問題が

あった上に金融危機が襲ってきて、ハリケー

ン・カトリーナへの対応の失敗もありましたし、

共和党のスキャンダルもたくさんありました

し、政権 3期目というのは、いろいろなほころ

びが出てきて、いまのアメリカでは難しいので

す。2000 年は、民主党が 3 期目をねらったの

ですが、ほとんど完璧な条件、景気が絶好調の

ときに、しかし勝てなかったということもあり

ます。 

マケインの選挙戦も、2008 年は非常にふら

ふらしていて、あまりいい選挙戦ではなかった

わけですが、しかし、それにもかかわらず共和

党は 46％をとっている。そうすると、4年間た

って、もし経済の状態があまりよくないとする

と、共和党は民主党の失政だというふうに叫ぶ

だけで、恐らく 48％ぐらいは軽くとれる。48

いくと、残り、足して 100 になるわけではない

ので、オバマがとれる票というのは 50 か 51

ぐらいですね。 

オバマ大統領が再選に成功したとしても、

50％を超えるのは相当難しいのではないか、と

いう感じはします。 

 

景気回復の遅さも苦戦の原因 

 

それから、景気の立ち直りの遅さです。現在

の失業率は 8.2 ですけれども、これはアクティ

ブに求職活動をしている人だけをカウントし

ているので、実際に失業している人はその倍以

上、17～18％はいるというふうに、普通推測さ

れています。 

レジュメの３ページ目にレーガンの数字が

あります。戦後ですと、7％台前半で何とか再

選された例もありますけれども、それはどんど

ん失業率が下がっている、そういうときです。

7％台半ばぐらいですと、フォードとかカータ

ーとか、ブッシュのお父さんとか、再選に失敗

しています。そういう水準でいくと、8.2 のま

まだと、相当厳しい。それから、この秋、9月、

10 月ぐらいに、それが 7.9 とか 7.6 にどんど

ん落ちていけば、大分追い風ですけれども、逆

にこのままだったり、あるいはむしろ上がった

りすると、相当致命的ということになるかと思

います。 

経済のことを考える際には、1つは住宅市場

の弱さというのでしょうか、まだまだアンダー

ウォーターというのでしょうか、ローンを抱え

ていて、家を売ってもむしろ借金だけが残ると

いう人は、ローンを抱えている人の 2割ぐらい

はいるというふうにいわれています。それから、

日本だと、焦っていろいろ選挙の前に景気刺激

策をやりたいところですけれども、アメリカの

場合には、共和党が下院で多数になった瞬間か

ら、追加的な財政出動、景気刺激策というのは

ほとんど政治的にあり得ない状態になってし

まっています。なので、景気にてこ入れしたい

と思っても、手足を縛られている状態が続いて

います。 

何ができるか。規制緩和とか、議会を迂回し

た方法でやるしかない。あるいは輸出の促進と

か。でも、輸出の促進というのは、そう簡単に

できるわけではないです。そういったときに、

ＥＵではユーロ危機で、ヨーロッパの経済は不

振が続いているということで、そういう意味で、

政権として景気がよくなれというふうに思っ

ても、なかなか具体的な策が出てこないという

状態だろうと思います。 

 

雇用状況に見る米経済の動向 

 

オバマのストラテジーとしては、先ほどいい

ましたように、2008 年のような夢を語るよう

な選挙戦では、もうだれも聞いてくれない。そ
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れから、現職の再選のときは、結局、1期目の

実績を有権者はみて、それでイエスかノーかと

いうことを決めるわけですが、そこは 8.2 とい

う現状を考えると、多分ノーだろうと思います。

ただ、一時 10 になった失業率をここまで戻し

たというふうに、もう少し辛抱強く、あるは優

しく考えてくれる有権者の場合は、まあまあと

いうことかもしれません。でも、そういう有権

者がどのぐらいいるかというと、結構少ないか

もしれません。アメリカの有権者は非常に性急

で「オバマは景気をよくしてくれるというふう

に約束したから入れたんだ、でも、結局よくし

てくれなかったじゃないか」というふうに、特

に無党派の人たちは考える傾向があります。 

近の経済の動向ですけれども、“Monthly 

Change in Nonfarm Payrolls”ということで、

農業部門以外の雇用状況ですが、これは割とオ

バマに同情的な数字が出ているのだろうと思

います。2009 年 1 月にオバマが就任したわけ

ですが、雇用が毎月毎月どんどん落ち込んでい

て、一番ピークのときでした。ところが、就任

後、雇用の喪失数というのはどんどん減ってい

き、あるときからはプラスになっていって、基

本的にプラス基調になります。ただ、どんどん

失われる雇用のほうが多いので、失業率は 7.8

から 10 を超えるところまで一時上がっていっ

て、それが今 8.2 まで下がってきました。そう

いう意味で、オバマ政権が発足してから、比較

的経済は好転しているということが、こういっ

たところからみてとれるのですが、有権者はこ

ういうのをわざわざみて、それで判断するほど

優しくない、という面もあるかと思います。 

 

各州の選挙人と支持率の分析 

 

それから、お配りした図（注：添付ファイル

資料１参照）の資料の一番上、一番大きな青と

赤の図なのですが、これは何を意味しているか

というと、左が青になっていて、これは本当の

資料では、右半分はこの下につながっていまし

た。それで、ちょうど左の一番下のところが

270 になるようになっています。これは各州が

示されていて、どういう順番で並んでいるかと

いいますと、その州の中での世論調査で、オバ

マの支持率が高いところが上になっています。   

例えば、District of Colombia、これは太陽

が西から上っても絶対民主党が勝てるところ

ですけれども、そこでオバマの支持率は

81.1％。この縦の長さは、そのＤＣに与えられ

ている選挙人の数です。3です。その次にオバ

マが支持されているのはハワイで、56．1％と

いうことです。 

そういう形で並べていって、270 に到達する

のはどこまで必要かというと、一番下のバージ

ニアを勝つと、何とか 270 に到達しますよ、と

いうことです。しかし、バージニアで勝つには、

そこの支持率は 44.5 ですから、これはそう簡

単ではない。 

それから、その上のジョージアが赤になって

いるのは、常識的には民主党がジョージアで勝

つのは多分無理でしょう。これまでのヒストリ

ーからいって、州の体質からいって。とすると、

どこでメイクアップをしなければいけないか

というと、ジョージアを失う分、その下の、右

上になるわけですけれども、オレゴンないしノ

ースカロライナで勝つ必要がある。これは民主

党が前回勝っていますから、可能性はある。た

だ、じゃ、ノースカロライナでのいまのオバマ

の支持率は何％かというと 43.7％、これは相

当厳しいでしょう、ということになるわけです。 

これは去年の暮れからことしの数字なので、

いまは少し上がっている可能性はありますが、

そんなに劇的には変わっていません。 

それで、オバマの支持率は、きょうは 48％

ぐらいでしたけれども、47.5 から 48 ぐらいで

す。トルーマン以来、現職の再選のときに 50％

を切って再選された人は、いままでいないとい

う数字があります。ただ、いまはちょっとそこ

までリジッドではないかもしれないというふ

うに専門家はいいます。それでも 47％。48％

は必要であろうというのが常識のようです。い

ま、オバマの支持率は、きょうリアル・クリア・

ポリティクスの平均は 48.5 でした。何とか可

能性はある。でも、絶対安泰ではないというこ
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とです。 

そういうふうに 47～48％が必要だという目

で、この州ごとの地図をみると、47 としたと

ころでウイスコンシンとか、メインまでは何と

か取れるけれども、その下のアイオアとかペン

シルバニアとかは、いまの状況では難しいとい

うことになるかと思います。 

そういうふうに州ごとにみていっても、オバ

マの再選というのは相当な頑張りが必要だと

いうことになるかと思います。 

例えば、ノースカロライナだけ勝てばいいと

いうことであれば、選挙戦のお金と時間をすべ

てここに投入すればいいわけですけれども、で

も 47～48 を切っている州はこんなにある。相

当積み足さないと過半数 270 には行かないわ

けですから、相当多くの州で頑張らないと勝て

ない。もちろんロムニーのほうも、別に昼寝し

ているわけではなくて、同じような形で運動す

るわけなので、ロムニー陣営が切り込んでくる

ということを考えると、相当苦しい選挙戦にな

るだろうというふうに予想されるわけです。 

 

現状ではオバマ VS ノムニーほぼ互角 

 

次に、ロムニー対オバマの Match up という

んでしょうか、仮想レースで、「仮にロムニー

とオバマできょう選挙が行われたらどっちに

入れますか？」ということで、 新の資料

（realclearpolitics.com）では、オバマが 43

でロムニーが 48 で、明らかにこれはロムニー

が勝っています。もう少し新しいのでは今度オ

バマがちょっと逆転しているみたいでしたけ

れども、でも、これはころころ変わるのですが、

しかし、ほぼ五分であるというふうにみていい

かと思います。 

それから、アメリカの州ごとの地図（添付資

料 ２ 参 照 ） で す が 、 2008 年 の 結 果

（http://electoral-vote.com/evp2008/Pres/

Maps/Dec31.html）が下で、上が 2012 年の現状

（更新情報は 

http://www.electoral-vote.com/）です。

2008 年はもう結果なのですけれども、この、

濃い青のところは、10％以上の得票率の差でオ

バマが勝った州です。薄い青は、5～10％未満

の差で民主党が勝った、Weak Democrat という

ところですね。それから、中が白で、枠だけ青

が、5％未満の得票率の差で、民主党が勝った

ところです。赤についても同じです。 

2008 年、民主党は 2004 年の実績から多くの

州を積み増して勝ったわけですが、現状では、

2012 年、いまの同じサイトで載っている世論

調査では、これはかなりオバマな有望な数字が

出ています。Strong Democrat だけで 253 で、

Weak Democrat を入れて 32 で、270 を超えてい

るので、これだとオバマが楽勝だということに

なるんですが、先ほどの資料をみるとそうでは

ありませんし、別のサイト（添付資料３参照 

http://www.realclearpolitics.com/epolls

/2012/president/2012_elections_electoral_

college_map.html）ですと、オバマが固めたの

は 227 ぐらい、ロムニーは 170 ぐらいで、

Toss-up、どっちに転ぶかわからないのが 141

ということで、これだと全然まだわからない。

272 はまだオバマは届いていないということ

になります。 

ということで、どういう資料をみるか、ある

いはいつの時点での世論調査をみるかという

ことで数字はころころ変わるわけですけれど

も、でも基本状況は、やはりどちらも決め手を

欠いていて、これは相当厳しい選挙になる、接

戦になるというふうに考えていいだろうと思

います。 

 

ロムニー支持率上昇の可能性 

 

注目すべき点は、共和党の予備選挙終了後の

展開です。これは長くかかってしまって、1月

から始まって、4月の半ばまで続いたわけです

が、その間、共和党の中でのたたき合いで、こ

れは 4年前の民主党の中でのヒラリー・クリン

トン対オバマよりかもっとネガティブで、もっ

と激しいたたき合い、つぶし合いが行われてい

ました。その 中はロムニーのイメージもかな

り下降していたんですが、しかし、サントラム

http://electoral
http://www.electoral
http://www.realclearpolitics.com/epolls
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が撤退を表明した後に、実際ロムニーの候補者

としての地位が事実上決まったわけです。世論

調査でかなり急に興味深い、しかも注目すべき

変化があらわれています。つまり、ロムニーの

好感度というのは、共和党の中でのたたき合い

が終わった瞬間、もうロムニーに決まったんだ

と、それが確定した段階で、ロムニーの好感度

が急速に上がっているようです。 

これはＣＮＮの数字ですけれども、ことし 2

月に favorability（好感度）、必ずしも支持で

はないのですけれども、好意的な印象を持って

いるかどうかということを聞いているわけで

す。それが 2 月には 34％だったのがこの 4 月

半ばには 44％にまで上がっています。それか

ら、unfavorable なイメージも下がっています。

それの数字でいうと、オバマの好感度は 56％。

ただ、オバマの支持率はいま 47～48％です。 

それから、53％の有権者が、ロムニーをもう

一度見直してあげてもいい。つまりフレッシュ

な視点でみてあげてもいいということをいっ

ています。なので、やはり予備選挙が激しく行

われている 中の目で選挙戦をみてしまうの

は非常に危険で、これからロムニーの支持率が

上がっていく可能性は十分ある、というふうに

見ていく必要があるだろうと思います。 

 

注目の共和党・副大統領候補 

 

今後の注目点ですけれども、ロムニーの場合

には、党内の特に宗教保守、あるいは Tea Party

系の有権者が、依然として疑いの目を持ってロ

ムニーをみていますので、その疑いを払拭する

必要があるわけです。それは政策によるという

面もありますし、もう 1つの有力な方法は、副

大統領候補をだれにするかということでもあ

ります。 

ただ、難しいのは、あんまり右のほうを向く

と、一般選挙というか、本選挙の場合には、中

道、無党派の人の票も大事なので、どっちを向

くかというのは非常に難しいジレンマに行く

わけです。ただ、アメリカの場合には、よくダ

ウンズの法則（注：中庸な所に も多くの有権

者がいるので、保守系候補はリベラル寄りに、

リベラル系候補は保守寄りになる傾向）といっ

て、有権者が一番真ん中に多いので、大体政党

というのは真ん中に寄っていくという議論が

あるんですが、アメリカはなかなかそうはなら

ずに、アメリカの選挙の実務をやっている人、

選挙参謀とかに聞くと、抽象的に真ん中をねら

うよりか、ベース、支持基盤を確実に固めたほ

うがむしろ票は出てくるという傾向がありま

す。 

それはどうしてかというと、やっぱり政治的

な関心が、真ん中の人って強いとは限らないわ

けです。他方で、支持基盤の人を納得させれば、

必ず投票所に行ってくれる。それから、自分が

行くだけではなくて、うまく回ると 10 人、20

人に声をかけて、投票所に連れていってくれる。

それから政治資金の寄附という点でも、要する

に白けていると投票所にも行ってくれないわ

けですけれども、自分が寄附をするだけではな

くて、まさに 20人、50 人に訴えて寄附を募っ

て、まとめて献金してくれるということも起き

るわけです。 

そういう意味で、表向きの中道の１票よりか、

むしろ強い支持者を 1 人確保するほうが波及

効果は高いというふうに、アメリカの選挙の実

務の人は考える傾向があります。なので、そう

そう簡単に中道のほうに、真ん中のほうに寄っ

ていかない傾向もあるかと思います。 

 

ロムニーは手堅い選択をする？ 

 

副大統領候補としては、ちょっとレジュメに

書いたような形で、いろんな人の名前が挙がっ

ています。例えば、一般の共和党のちょっとミ

ーハーな世論調査では、コンドリーザ・ライス

とかいいのではないかとか、よく出てくるので

すが、多分ないだろうと思います。で、もう少

し選挙の勝利に徹するという点では、フロリダ

とかは大事なので、フロリダの新人の上院議員

のマーク・ルビオとかの名前が非常によく挙が

ってきます。キューバ移民なのでヒスパニック

の票を取り込むのにも非常に有利だし、フロリ
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ダを取りに行くという点でも非常に重要だと。

いい選択ではないかという意見もあります。た

だ、政治的な経験が少ないので、若干危険かも

しれません。 

ロムニーは、タイプとして、ちょっとマケイ

ンのような大博打、あんまり考えずに衝動的に

何か決めるというタイプではなくて、よく考え

て、比較的手堅い選択をするのではないかとい

う見方のほうが強いようです。私も、まあどっ

ちかというとそうではないかなという感じが

します。おもしろみはないかもしれませんけれ

ども、まあ危険がない。 

そういう中では、ロブ・ポートマンという人

が閣僚経験もありますし、オハイオという非常

に重要なところの出身なので、そういった人の

名前が、 近はよく挙がっています。割と選挙

のインサイダーの人は、マーク・ルビオという

のではなくて、むしろポートマンタイプの人で

はないかというふうにいう人もいます。ポー

ル・ライアンという下院議員もよく挙がってき

ますが、政策的にかなり保守のほうにはっきり

寄っているので、ちょっとリスクが大きいとい

うふうにみる人もいます。 

 

接戦州の動向 

 

それから、選挙戦の動向としては、先ほどち

ょっといいましたけれども、接戦州の動向で、

特に共和党がねらっているのは、2008 年に普

通は共和党が勝つのに、2008 年に民主党が異

例な形で取った州ですね。例えば、これは私も

そうですけれども、インディアナとかノースカ

ロライナで民主党が勝つというのは、多分驚き

以外の何物でもなかったのですけれども、でも

今回は、インディアナとかノースカロライナで

民主党が勝つのは相当難しいのではないかと

いう感じはします。 

よく選挙ではフロリダとオハイオとペンシ

ルバニアというのがつねに接戦州で、この 3

つのうち 2 つを取ると俄然有利になるという

ことがいわれます。フロリダはいま、先ほどの

支持率で、43.6％でオバマは苦戦していますし、

それから失業率が 9％と高いのですね。なので、

結構民主党は大変なのではないかということ

がこのあたりからもいえます。 

 

ロムニーの政策と議会選挙の行方 

 

政策的には、きょうはあまり詳しくお話しで

きませんでしたけれども、対照的ですね。ロム

ニーは絶対増税は受け入れませんし、歳出削減

でいく。むしろ企業の法人税の減税とか、そち

らのほうを打ち出しています。それから、健康

保険については、撤廃するということをいって

います。外交については、オバマの外交は腰抜

けで弱腰だという形で批判をしていて、就任 1

日目に、中国を為替操作国に認定するというふ

うにいっていますし、イランについても軍事力

行使の威嚇をして、核開発を断固制止する、と。

で、オバマのやり方は生ぬるいという形で批判

をしています。 

そういう意味でも、ロムニーの立場というの

は、そもそもいっていることそのものは相当保

守ですね。ただ、彼の外交アドバイザーは、実

は相当多様で、ケイガンのような、かなりネオ

コン的な人もいれば、実は、アーミテージ的な

穏健派の人もいるので、実際に選挙が終わって

から人事をするときに、どっちに頼るのか、ま

だわからない面があります。ひょっとして彼の、

テンペラメントというか、気性としてはどっち

かというと 終的にちょっと穏健派の実務的

な人をたくさん起用するのではないかという

気もします。でも、その辺はまだわかりません。 

あとは、議会選挙も結構大事で、おそらく下

院は共和党が多数を維持するのではないかな

という感じはします。けれども上院は、実は微

妙で、ある時点までは逆転必至というふうにい

われていました。民主党の改選が非常に多いの

です。ただ、 近ちょっと共和党の引退者もふ

えたので、まあ微妙です。ただ、ひっくり返る

可能性もあります。そうすると、ロムニー政権

で上下両院とも共和党という非常に激しいパ

ターンも考えられます。オバマ再選で、それか

ら上院で民主党がわずかの差で多数を維持す
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る。しかし、下院では共和党が多数ということ

で、それはかなりいまの膠着状態がそのまま続

く、そういうパターンも予想できるかなという

感じはします。共和党としては、4年間のプロ

ジェクトで、2012年、それから 2014 年も、そ

の 6 年前の 2008 年に民主党議員が多数当選し

ていて、改選議員が多い。ですから、この 2

回の選挙で、何とか 100 分の 60 を達成して、

アメリカの上院では 100のうち60取るとかな

り思ったことができるので、それをねらってい

るのですが、皮肉なことにロムニーが当選する

と多分難しいのではないかという感じがしま

す。やっぱり 2 年後に反動が出てきますので。

むしろ、オバマ政権が続いたときのほうが共和

党がさらに上院で議席を積み増すということ

があり得るかと思います。 

 

オバマ得票率 50%は困難、僅差の決着に 

 

ということで、まだなかなか結果がわからな

い状況で、私自身もわからない面があるのです

が、1つは多分、オバマが 50％の得票率を超え

るのは相当難しいのではないかということは

いえるかと思います。それから、ロムニーはい

まの一般の見方よりか相当強いし、善戦する。

で、ロムニーが勝つということも十分あり得る。

どちらかというと、ちょっとまだオバマのほう

が有利ではないかなという感じはしますけれ

ども、しかし、非常にわずかの差での決着にな

る可能性があるのではないかという感じはい

たします。 

ということできょうのお話、とりあえず終わ

りにさせていただきたいと思います。どうもご

清聴ありがとうございました。（拍手） 

 

≪質疑応答≫ 

 

質問 非常に難しい、予測がつきにくい、こ

ういう結論だったんですけれども、あえていう

と、これからどういう要素が一番我々として注

目すべきなのか。1つには、ガソリンもすごく

上がっている。失業率も、このところは低下し

てきているけれども、一時期、アメリカの経済、

これでよくなるのではないかという見方もあ

りましたが、またここに来て、やっぱり若干陰

りがみえていたりして、非常に不安定な要素が

多いような気がするんです。我々はどこに 大

の注目をしながら、今回のこれからのちょうど

半年をみていったらいいのか。 

 

久保教授 何といっても経済の動向という

のが大きいだろうと思います。いまの 8.2％の

失業率、これ、普通景気の回復に失業率の低下

というのはおくれて来るものですが、今回ちょ

っと割と早く出てきた。ただ、これが、相当一

時大量に解雇されたのが少し反動として戻っ

ただけで、経済そのものは成長していないとい

う見方も強いようですね。そうすると、かえっ

て秋口になって失業率が上がっていったりす

ると、これはもうオバマにとって相当致命的で

はないか。 

ただ、我々がいま思っているよりか、経済が

よくて、強く成長して、それが 7.9 とか、7.6

とかに下がっていくと、これは相当プラスです

ね。その辺、でも、オバマもそれをコントロー

ルすることはほとんどできないので、結局、運

頼みという面があります。その経済の動向が多

分大事だろうと思います。 

それからもう 1つは、オバマの戦い方で、結

局、メッセージがどのくらい有権者に浸透する

かです。けれども、現職の再選の場合には、と

もかく有権者は、先ほど申しました実績をみて

判断する。実績はちょっと弱い。相当弱いとい

うふうにいえるかもしれません。 

で、オバマの戦い方は、実績だとちょっと分

が悪いので、将来の選択という形で選挙戦を戦

いたいわけですね。ロムニーのアメリカという

のは、超富裕者に対しても一切の増税を拒否す

る、徹底的なそういう小さな政府路線だと。そ

ういうアメリカでいいのか。自分のアメリカと

いうのは、増税と歳出削減を組み合わせた財政

政策であり、それは将来に対する投資も行う、

教育に対する投資も行う。そういうアメリカを

つくりたいのかという形で、将来のビジョン、



 

16 
 

ロムニーのビジョンと自分のビジョンという

形で選挙戦を戦いたいわけですね。そうすると

ちょっと分があるかもしれない。有権者はどっ

ちのほうか、実績で評価するのか、それとも 2

つの将来のビジョンという形で評価してくれ

るのか、それが分かれ目だろうと思います。 

そういう意味で、オバマの選挙戦の戦い方、

あるいはロムニーの選挙戦の戦い方ですけれ

ども、どっちのほうに有権者の関心を向けるこ

とができるか、それがかなり重要ではないかな

と思います。 

 

質問 せっかくですので、政策といいますか、

外交政策の点について 1～2 点ですけれども、

特に対中政策、中国政策についてどうなってい

くのかというのが１点。あと、きのう、きょう

在日米軍の問題が出ておりまして、若干気にな

るのは、議会と行政府の関係があって、この在

日米軍の問題で、議会と行政府の関係、どんな

ふうにみておけばよろしいのか。その 2点につ

いて、よろしくお願いします。 

 

久保教授 初の対中政策には、オバマ政権

発足の当時は、大型の交渉を行って、ともかく

協議をしていくということで、かなり柔軟なア

プローチから出発をした。でも、それで、結局

あまり共和党に対するつき合いと同じで、自分

は下手に出たけど、相手はそれに応じてくれな

かったという印象があるわけですね。それは、

地球温暖化問題とか、いろんなところであるか

と思います。 

なおかつ、中国の特に南シナ海での行動です

ね。それを例えば南沙諸島、西沙諸島をコアイ

ンタレスト（核心的利益）という形で、中国が

発言をし始めて、それは結局、台湾やチベット

と同じように位置づけているということも意

味します。そのあたりからアメリカの対中政策

は相当変わってきていて、つい 近のニュース

では、アメリカとフィリピンが南沙諸島で軍事

演習をしている。相当ベトナムやフィリピン、

日本もそうですけれども、あるいはインドネシ

ア、シンガポール等々との連携を強めています。 

そういう意味で、オバマ政権自身、あるいは

アメリカ自身の軍事的な予算は、いま削減基調

にあるわけですが、それをアジアに割と集中し

て、アジアでは残すという形で、中国に封じ込

めるというほどまでではないにしても、一応、

アメリカは引かない。対峙する、という方向に、

いま固まっているかと思います。 

それは、若干これから人事の変化といいます

か、国務長官が引くとか、カート・キャンベル

が引くとか、あるかもしれませんが、おそらく

その基本路線は変わらないのではないかなと

いう感じはします。 

そういう意味では、もちろんいまの米中関係

というのは、かつての米ソ関係と違って、一方

で経済的な相互依存関係がありながら、他方で

そういう潜在的な軍事的な対峙があるわけで

す。だいぶ、かつての米ソ関係とは違うんです

けれども、しかし、そういう南シナ海でのコン

フロンテーションのほうがかなりいま、重要に

なっていますので、その路線がそのまま維持さ

れるのではないかなというふうに私は予想し

ています。 

それから、議会との関係で、今度、ウエッブ

上院議員が引退しますかね。そういう個人的な

部分というのも結構大きいのかもしれないで

すね。どのくらいいま意思疎通ができているの

か、ちょっとわからない。必ずしもお互いに意

思疎通が十分できたうえで発言とか行動が行

われているわけではないようです。そういう意

味では、そういった状態がまだ続くのかなとい

う感じはします。 

あと、これは注目しなければいけないのは、

もし上院で共和党が多数になった場合には、委

員長から、小委員長もかわります。そうすると

まだだれが委員長になるかちょっとわからな

い部分があります。そこでまたちょっとリシャ

ッフルというんですか、出直すというんでしょ

うか、仕切り直しみたいなことが入ってくるの

ではないかなという感じがいたします。 

 

質問 アメリカの所得の格差が非常に拡大

している。1928 年の大恐慌の前が、トップ 1％
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の人が、全体の 24％の所得を確保していた。

その後、2007 年にはトップ 1％の人が 23.5％

の所得を持っているということで、全体として

アメリカの富が非常に偏在している。前回の

08 年のときからは、富の格差が急激に、いわ

ゆるトップ 1％の人たちがどんどん減ってい

って、それで大恐慌を経て、また上がってきて

いるんですね。で、今回も同じような状況で、

トップ 1％の人が所得が下がっていって、こう

なっていくのか。 

その間に、アメリカの政治がどういう形で変

わっていくか。私は、アメリカのことはよくわ

かりません。フィラデルフィアに 1年ぐらいい

ただけの経験ですからわかりませんが、その辺

の全体のアメリカの政治の課題として、底流に

あるものがそこにあると思うんですよ。それは

どういうふうにごらんになっていらっしゃい

ますか、お伺いします。 

 

久保教授 かなり重い質問で、しかも、なか

なかお答えするのは難しい質問なんですが、確

かに客観的にアメリカの政治において格差と

いうのは大きな問題というんでしょうか、事実

として相当顕著な格差がある。これはずっとそ

ういう事実がありますし、それからちょっと別

の指標をとると、例えばここ 30 年ぐらいでそ

の格差はまたさらに開いている。例えばＣＥＯ

の人が、会社のトップの人が取る所得と、一般

の社員が取る場合と、かつては 30 年ぐらい前

はそれほど開いていなかったけれども、ますま

す開いているとか、そういう面はあると思いま

す。で、 近起きたオキュパイウォールストリ

ートの運動とか、やっぱりそういう傾向に対す

る怒りのようなものもあると思います。 

ただ、他方で、アメリカが特に、一番極端な

のは、スウェーデンとの違いです。同じ民主主

義で、同じ資本主義の国でも、あちらはやっぱ

り徹底的に再分配をするわけですね。再分配を

する政党が十分選挙で――ときどき負けます

けれども――基本的に保守のほうでも結構全

部否定するわけではない。 

そういうのと比べると、アメリカの場合は、

小さな政府という考え方が相当徹底してしみ

ついて、浸透していると思います。共和党的な

考え方、つまりどんなに富裕者であっても増税

は絶対しない。どんなに景気が悪くても財政出

動はしない。こういうような形で選挙を戦って、

それでもちろん負けることもあるんですが、そ

こそこ勝てるというか、大体民主党と五分です

ね。そういう国はほかにあまりないんじゃない

かなという感じはします。日本だと絶対だめで

すよね。やっぱり格差問題でやられて。ヨーロ

ッパでもほとんどまず勝てないと思います。イ

ギリスでも、サッチャー路線というのは一時あ

りましたけれども、でもまあサッチャーが去る

とイギリスの保守党もかなり穏健化したわけ

ですね。 

なので、それは結局、アメリカの特徴であっ

て、もちろん、それの弊害というのもあるんで

すけれども。他方では、よくアメリカにとって

は衰退とかいいますけれども、でも、ここ 20

年ぐらい、世界のＧＤＰに占めるアメリカのＧ

ＤＰの比率というのは 25％ぐらいで、そんな

に変わってないですよね。追い上げられて、実

は落ちているのは日本とヨーロッパで、中国と

かインドは上がっているわけです。そういう意

味で、アメリカが持っている活力というのもそ

こから来るわけです。 

そういう意味では、これはもちろん否定的に

みることも可能なんですけれども、アメリカの

中でも、これではまずいという意見があるわけ

です。ただ、他方で、そこから活力が出てきて

いるという部分もあるだろうと思います。それ

から、そういうアメリカであることを知って、

でも、なおかつ承知のうえでアメリカに入りた

い、行きたいという人が実は多数いるというこ

とも事実なんだろうと思います。 

そういうアメリカの体質は、多分そんなに変

わっていかないであろうという気はします。 

 

質問 私の友人のアメリカ人がいっている

ことを聞くと、「共和党になってほしいけれど

も、ロムニーは本当の保守じゃないからねえ」

とか、それから 2 番目には、「モルモン教だし
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……」といっています。それで、保守のほうは

Tea Party の関係とか、いろいろどうなるのか

ということと、それからモルモン教というのが

今後どういう影響があるかというのを伺いた

い。 

 

久保教授 今回、共和党の予備選挙を経てわ

かったのは、確かにモルモン教徒についてのこ

だわりとかがあると、特に宗教保守、福音主義

（Evangelical）の人たちにはちょっとロムニ

ーを敬遠する傾向があるということが 1 つあ

ります。 

ただ、他方で、でもその Evangelical、宗教

保守といわれている人たちでも、みんながみん

な反ロムニーではない。例えば、アイオアの党

員集会などでみられた傾向は、農村部に住んで

いて、所得や教育程度が割と低い共和党員は、

やっぱり反ロムニーで、かなり、サントラムの

ほうに流れているんです。けれどもデモインと

か、都市部に住んでいて、所得や教育水準が高

いEvangelicalの人――Evangelicalというの

は相当多様なんですね。そういう Evangelical

は、実はロムニーに相当入れています。なので、

そういう意味で、ロムニーが相当受け入れられ

たという形の解釈をすることも可能だろうと

思います。 

それから、一度、もう共和党の候補は寝ても

泣いても、騒いでも、とにかくロムニーなんだ

ということが決まったときに、共和党員の発想

として、もちろんそれでもモルモンは嫌だとい

う人も確かにいると、ロムニーは本当の保守じ

ゃないから自分は選挙に行かないという判断

もあり得るんですが、それは、多分、それほど

多くはない。それよりかやっぱり、ともかくオ

バマを引きずりおろしたい。反オバマで、反民

主党感情で固まった共和党員の人のほうが多

いと思いますので、そういう意味ではそこそこ

の戦いができるのではないかなという感じは

します。 

で、それをどう表現するかというのはなかな

か難しいのですが、2008 年の大統領選挙で、

オバマとマケインを比較したおもしろい世論

調査があって、大体 2008 年 10月なので、投票

日一月ぐらい前の調査です。民主党員の間でオ

バマを支持するという人の中で、どのくらい熱

狂的に支持するか消極的か、それとも Lesser 

of two evils、より少ない悪だからという、ほ

かの候補よりかよりましだからという、そうい

う 3 つの選択肢を出して聞いているんですが、

オバマの場合には、とにかく圧倒的に情熱的に

オバマだという人が民主党の中で強かったわ

けですね。 

共和党のマケインはLesser evilなんですね。

もう結局ほかにいないし、彼しかないからと。

そういう意味では、マケインにちょっと近いタ

イプかもしれません。それでもまあマケインは

46％取っていますので、今度多分、先ほど申し

ましたように、共和党はもう少し善戦します。

そういう意味で、確かに情熱をかき立てるタイ

プのパーソナリティーとしても、ロムニーさん

という感じで、みんながキャーキャーいうとい

う感じでは多分ないと思うんですけれども、で

も、まあオバマよりか絶対いいというふうに考

えて投票する人は多いだろうと思います。 

それから、おそらくモルモンであることが、

彼が例えば大統領になったとき、あるいは今後

の大統領になった後での統治の仕方には、それ

ほど影響しないのではないかなという感じは

します。ただ、あとはどういう形で、どういう

局面で具体的に出てくるか、ちょっと私にはい

まの段階ではわかりません。 

第一点についてもうちょっと補足すると、前

回の選挙をみていて感じたのは、ペイリンは、

共和党の情熱をかき立てるタイプの人だった

んですね。党大会で、マケインと呼ばれて、マ

ケインが登場しても、拍手、パチパチパチとい

う感じですけれども、ペイリンが入ってくると、

地響きがするような感じ、ウオーッという感じ

の盛り上がり方なんですね。やっぱりそれは、

共和党のグラスルーツでどっちが愛されてい

るかというと、やっぱりペイリンなんですよね。

途中からペイリンの横に立っているあのおじ

いさんはだれなのか、親なのかとか、そういう

ふうに聞く人がいたりとか、ペイリンの

Running mate はだれかと聞く人が出てきたり
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とか、そういう現象すらあった。 

そういう意味で、ロムニーもマケインタイプ

ではないかなという感じはします。 

 

質問 選挙までに何か起こるかなと思う、必

ず起こるようなことも含めて、どういうふうに

選挙に影響を与えるか 3つお聞きしたい。 

1 つは、6 月の、先ほど先生の触れられた、

高裁による医療保険改革ですけれども、違憲

か合憲か、それぞれの場合――というか、どち

らの判決になりそうかということと、選挙への

影響。 

2 つ目は、ちょっと前にいわれていたヒラリ

ー・クリントンがバイデンと交代するなり、あ

るいはバイデンが出て、ヒラリーが上がって、

まあ国務長官に、ジョン・ケリーとかだれかが

出てくるという話がありましたけれども、これ

の可能性、及びこれがどれくらいのブーストに

なるかということ。 

それから 3つ目は、これもよくわかりません

けれども、イスラエルによるイラン攻撃がある

やなしや、その辺が選挙までにあった場合に、

どんな波乱要因になるのかということをちょ

っと伺いたいと思います。 

 

久保教授 これも難しい問題ばかりですけ

れども、 初の 高裁判決は、この間の一種、

公聴会のようなときには、中道票、要するにこ

の人がどっちの味方をするかで変わるという、

その判事は比較的批判的な発言をしていたの

で、それで違憲判決の可能性が結構あるのでは

ないかという憶測が、いま強くなっています。

他方で、これは結構難しい問題、つまり 1930

年代、ニューディールのときには 高裁判所が、

フランクリン・ルーズベルト政権がつくった農

業調整法とか、ＮＩＲＡ（産業復興法）とか、

それに次から次へと違憲判決を出していった

ときがあって、しかし、それは行政部と国民の

反発を受けて、結局、一種途中で撤退せざるを

得なかったという、そういうことがありました。 

要するに、一度乗り出していくと、 高裁は、

どこまで立法府が判断したことについて、違憲

と判断するのか。途中でなかなか撤退しにくい

領域に入っていってしまうので、そこにあえて

踏み込むのかどうかというところは、非常に難

しいところではないかなという感じがします。 

私自身は、 後のところで、真ん中の判事が

結局、容認派というんですか、合憲のほうに行

くのではないかなという感じはしているんで

すけれども、でも、これは外れる可能性もあり

ます。 

それから、ヒラリー・クリントンさんが、副

大統領候補というのは、そうですね、これはま

ずバイデンが自分でおりるといってくれない

と、なかなかやややこしいことになる。それか

らもう 1つは、この段階で副大統領候補を変え

るというのは、何か自分たち、やばいというか、

自分たちは劣勢にあるということを認めるこ

とになるので、そういう意味でも多分、ちょっ

としにくいのではないかなというふうに考え

ています。なので、私は、そこは多分ないだろ

うと思います。でも、バイデンさんがよっぽど

嫌になってやめるというふうにいえば、また別

ですけれども。 

それから、イランの問題は、これはどういう

状況で紛争が起きるのかとかにもよるのかな

と思います。例えば、かつてイランが、ホルム

ズ海峡を封鎖するということをいっていたこ

とがありますね。ほんとに封鎖したとすると、

そういうときは多分、アメリカは、その封鎖を

解除しに行くと思うんですね。そういうときに

は多分、少なくとも短期的には、オバマ大統領

の支持率は上がると思います。 

で、ややこしいのは、長引いたときであると

か、それから、例えばイスラエルが先に攻撃し

て、アメリカがなかなか決断できない状態が続

くというときが難しいかもしれないですね。た

だ、ほんとにイスラエルが単独でできるかどう

かということもまだわからない面があります

ので、その辺、いろいろシナリオが多過ぎて、

なかなか考えていくのも難しいかなという感

じはします。 

でも、そういう状況で、要するにその都度そ

の都度、いろんな要素でオバマ政権にとって有



 

20 
 

利になる場合もあれば、不利になる場合もある。

政権としては、いまの段階で、ともかく制裁が

効果を発揮するということをいまは追求して

いる段階だろうと思います。逆に、それでいう

と、日本は比較的協力的なので、いま、アメリ

カはそれをかなり評価しているということは

いえるだろうと思います。 

近、たしか、ヒラリー・クリントン国務長

官が、原発の後のエネルギー危機の中で、日本

は協力してくれたということで、かなり、公的

に評価していましたね。これは一応、日本とし

てはこの問題ではオバマ政権にちょっと貸し

をつくったということになるのかなという感

じはします。やっぱり、同盟国がこの段階でオ

バマに協力してくれるということは、多分、オ

バマ政権にとっては、特に選挙との関係では、

大事なんだろうという気はします。 

 

司会 アメリカのこの世界経済危機に対す

る責任という問題なんですけれども、要するに、

ポールソンなんか、500 億円退職金をもらった

人が財務長官になっていたわけですよね。それ

から、Credit default swap なんていうのは、

かつては銀行間で、ある企業に対して貸すのを

お互いに保証しようというようなものだった

ので、アメリカでも 2001 年は 4,000 億ドルあ

った。それが 2007年のリーマン・ブラザーズ・

ショックの前は、64 兆ドルになっているんで

すね。64 兆ドルということは、世界経済より

も大きいし、アメリカのＧＤＰの 4倍だったの

ですね。それが、リーマンブラザーズになって、

それから後、銀行間がものすごい融通をして、

それから挙句の果てにヨーロッパの財政危機

みたいになってくるわけです。 

だから、この問題は、まだほんとに解決して

ないんですね、基本的には。そうすると、それ

に対して共和党のほうがもっとまじめに取り

組むのか、あるいは民主党が取り組むのか、あ

るいはまた、このままないがしろにしてやって

いってしまうのか、その辺についてはどうお考

えですか。 

 

久保教授 うーん、そうですねえ、どっちも

取り組まないんじゃないかなという感じがし

ますけれどもね（笑）。例えば、日本はバブル

の崩壊について、どっちかの政党が、自分たち

が世界に対してご迷惑を与えたとして、真剣に

何か取り組んだかというと、そんなにないです

よね。 

ただ、民主党のほうが、例えば金融改革法と

いうのを通していて、これはやはりこれまでの

金融のウォールストリートのあり方がまずか

ったということで、その法律を相当厳しくした

わけです。ただ、若干厳し過ぎて、これはいま、

金融界からの反発が非常に厳しいです。日本の、

つまりあとアメリカの外の銀行もみんなかな

り一斉に反発している部分がありますよね。 

そういう意味では、共和党はその文脈でいう

と、この金融規制改革法を撤廃すると。また比

較的自由にやらせるようにするというふうに

いっています。元に戻すという、そういう意味

では共和党のほうが反省の度は少ないのかも

しれません。でも、それは別に反省しているか

どうかの問題ではなくて、自分たちが根にある

イデオロギーの問題として、人為的な厳しい規

制は基本的によくない、経済成長を阻害してい

る、そちらの認識から来るものだというふうに

考えていいかと思います。 

もちろん、人によって責任とかいう意識がな

いわけではないんですけれども、でも、選挙戦

の中では、あまり出てこないです。それからア

メリカの場合、変に外国に対して謝るとかいう

と、かえってマイナスになるわけですね。いま

のオバマも、そんなに謝っているわけではない。

オバマの外交は“謝罪外交”、“弁明外交”、“弱

腰外交”、もういわれ放題ですよね。そういう

文脈で、さらに自分たちが悪かったというと、

ますます、ああ、やっぱり君が悪いんだという

ことになってしまうんだろうと思います。 

 

司会 日本では一般的にはアメリカ全体の

ことを論じたり、考えたりすることが多くて、

きょうは、州のレベルまで下がって大統領選挙、

あるいは予備選挙のことをいろいろお話しい
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ただき、大変参考になりました、ありがとうご

ざいました。 

ところで、先ほど先生は、アメリカの活力と

いうようなことをおっしゃいました。それはア

メリカの実力というふうにいいかえてもいい

かとも思いますが、選挙戦の表向きのところで

は、どうしても民主対共和、あるいは国内の諸

問題についての論戦ということになりがちだ

とはよくわかるのですが、しかし、過去 10 年

間、あるいは過去 8 年でもいいですが、21 世

紀になってからブッシュ陣営以後、アメリカの

実力が相対的、または絶対的に低下していると

いう議論もまま聞くような気がいたします。仮

に、アメリカの実力がそんなに変わってないん

だとしても、グローバル社会のいろんな力関係

というものが、かなり大きく 近では変わって

いるのは否定できないのではないかと思うの

です。 

選挙が終わってみた結果、ああアメリカの実

力、経済力なり、あるいは軍事力なり、あるい

は国際交渉力、外交力なども含めて、やっぱり

世界が、グローバル社会が変わっているんだな

というようなことを実感することになりはし

ないかと私は思うんですが、その辺、先生のご

見解を聞かせていただければと思います。 

 

久保教授 基本的には、フレッツ・ザカリア

でしたか、The rise of the rest といいます

か（注：ファリード･ザッカリア著『アメリカ

後の世界』）といいますか、つまり、アメリカ

――この場合、先進国以外という感じですか―

―ともかく追い上げが起きていることは確か

だと思います。そういう意味で中国の台頭がそ

の象徴ですけれども、インドであるとか、ブラ

ジルであるとか、東南アジアであるとか、それ

は明らかだろうと思います。 

ただ、他方で、どこで衰退というのかにより

ます。金融危機というのはアメリカにとって大

変な痛手だったことは確かですし、それから財

政難というのも、いま相当深刻なので、軍事費

もこれから 14～15％減らしていくということ

も結構あり得るシナリオです。 

ただ、他方で、先ほどちょっといいましたよ

うに、世界におけるＧＤＰの比率というのは、

実は日本やヨーロッパは顕著に落ちているわ

けですが、アメリカはそんなに落ちていないわ

けですね。それから、人口がこれからＯＥＣＤ

諸国の中では、多分顕著にふえ続ける数少ない

国ですね。これは、もちろん移民の要素という

のはあるんですが、でも白人の女性だけをとっ

て出生率をみても、日本やヨーロッパよりも高

いですよね。そういう意味でやっぱりアメリカ

の中にまだ人口増を維持する要素があること

は確かですし、人口がふえるだけで一定のＧＤ

Ｐの伸びは確保できるわけですね。 

そういう意味で、何となく感覚的にアメリカ

の衰退というふうにだけいうのはどうかなと

いうことですね。 

それから、軍事力についても、確かに財政的

にはかなり厳しいですけれども、しかし持って

いるテクノロジーとかそういう意味では、まだ

まだほかの国の追随を許さない面もあるかと

は思います。そこをうまく総合して考える必要

があるのではないか、というふうに思っていま

す。 

 

質問 先ほど先生は、オキュパイウォールス

トリートのことをお話しになりましたが、これ

は、Big Company が大嫌いなんだろうと思いま

す。Bigが嫌いという意味では、もちろんご本

尊は Tea Party の Big Government が一番嫌い

なんだろうと思います。けれども、そのオキュ

パイウォールストリートというのは、一時のあ

だ花で消えていってしまうのか。あるいは Tea 

Party に対抗勢力とはいわないまでも、ある程

度中和させるような存在であるのか、今後の大

統領選挙で、何か影響力を与え得るのか、その

辺のところをちょっとお伺いしたいと思いま

す。 

 

久保教授 オキュパイウォールストリート

のほうは、格差の問題が続いていますので、で

すからメッセージとしてわかりやすくて、あと、

多分かなり国際的な普遍性もあるのではない
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か。つまり日本でもたしか何か六本木ヒルズで

やった人がいるとか聞いたことがありますけ

れども、だれでもすぐ共感して簡単に模倣する

ことができるという部分があります。あと、多

分 Agenda setting という、やっぱり格差とい

うものをもっとみんな考えてくれという、そこ

をアピールする力はあると思います。 

Tea Party というのは、逆にこれは非常にア

メリカに特殊というか、アメリカが本当に徹底

的に小さな政府を許容するし、さらにそれをも

っと小さくしろというふうに追求する人がい

るから成り立つという部分があると思います。

そういう意味では、あまり国境を越えて広がっ

ていかないのではないかという気がします。そ

れが大きな違いの 1つです。 

もう 1つは、先ほどちょっとお話ししました

が、Tea Party は政治過程の中に入っていって、

共和党の予備選挙で大量に投票して、自分たち

が支持する候補者を当選させているわけです

ね。ウォールストリートのオキュパイのほうは、

そちらはしないし、できない。あるいは民主党

も多分許容しないし、そういう形の政治過程に

入っていく選択肢は多分しないと思いますし、

多分できないんじゃないかなと思います。 

そうすると、結局、民主党の中にオキュパイ

ウォールストリートにシンパシーを持つ議員

がふえるかといったら、多分あまり出てこない。

そこは大きな違いとして残るだろうという気

はします。 

 

司会 質問は尽きないんですが、先生、どう

も 1 時間半の長きにわたってありがとうござ

いました。いま、この時点で、なかなかいろん

なことを見通すのは難しいでしょうけれども、

ちょうど長いマラソンレースに例えられる大

統領選挙の、これから第 4コーナーを回るとい

うことですので、また何かの機会にお話をお伺

いさせていただければと思います。 

本日は本当にありがとうございました。 

それから、きょう、サインをしていただいた

中に、「分極化の中の停滞」ということを一言

書いていらっしゃるんですけれども、これはど

ういうことでしょうか？ 

 

久保教授 それは、アメリカの政治が分極化

の中でなかなか進まないということです。ただ、

考えてみると、日本の場合はあまりイデオロギ

ー的な分極がなくて停滞しているので、どっち

がいいのか悩むところです。（笑） 

 

司会 分極化は日本の政治も全く同じです。

ただ、これはもう世界的な傾向ではないかとい

う……。 

 

久保教授 日本の場合イデオロギー的な分

極化では必ずしもないですよね。どっちも

10％消費税をいっているわけで、それで停滞、

どっちがいいのかなと。（笑） 

 

司会 本日はありがとうございました。 

 

久保教授 どうもありがとうございました。

（拍手） 

 

（文責・編集部） 
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公益社団法人日本記者クラブ「権力移行期の世界」研究会            2012 年 4 月 25 日  久保文明(東京大学法学部) 

オバマ政権の評価と 2012 年大統領選挙 
1. オバマの勝因と歴史的意義  

共和党への逆風: 経済、金融危機、戦争、大統領の支持率、国のムード、三期目 
オバマ要因: speech, personality, 能力、出生とその story、動員力 

「アメリカとは何か」を賭けた選挙戦に転化。アメリカの善、歴史を作る 
国民的カタルシス。特異な生い立ちと物語能力、アメリカを一つにまとめると

いう強烈なメッセージ。 
 
2.  政権の発足 

未曾有の危機の中で(“This nation asks for action, and action now.”) 
大統領の影響力: かなりの程度初期条件に依存。勝ち方。Margin, 選挙人票。 
  1 年目が死活的に重要。Honeymoon の時期。ここで 2-3 の重要な成果をえられ

るかどうか。  
 超党派の人事とレトリック、共和党の非協力。幻滅は不可避。どの有権者層

を幻滅させるか、選択する必要あり(左派、同性愛者、人権派、自動車労組) 
 人事:穏健派共和党員を入れ超党派:Jones, Gates, Huntsman 

   1 年目に、とくに危機感が社会に充満する中、 大限の法案を成立させる戦略を立

てる。うまくいくか?(1933 年に FDR は成功。”the first hundred days”) 
 
3. オバマ政権の内政---多数の画期的な立法的業績(ただし景気回復はならず、その多

くの政策も国民から支持されず。) 
 オバマ大統領支持率約 46%(不支持約 48%)。(テロ対策 68%, 外交 45%, 経済 34%)。 

成果①超大型の景気刺激策(7870 億ドル(72 兆円)の支出(戦後 大)(35%は減税)) 
②金融機関と自動車産業の救済。4 年で財政赤字半減の目標も掲げる。失業率は一

時 10.2%に(今 8.5%, 就任時 7.8%)③2010 年 3 月に健康保険改革法案が成立

(1994 年は廃案)。④金融改革法が 10 年 7 月に成立。 
しかし中間選挙では歴史的敗北(1938 年以来)。下院で過半数割れ(D256-R179 から

D193-R242 へ)。上院は民主党多数が残る(D59-R41 から D53-R47 へ)。 
注目に値する Tea Party 運動の台頭。リバタリアン、素人、草の根、反エリート、

反「大きな政府」、共和党幹部にも批判的。一部は宗教保守、反移民。非妥協的。 
オバマ大統領は中間選挙敗北後に大きな妥協と成果。⑤ブッシュ減税の 2 年延長、 
⑥同性愛者の軍勤務禁止を廃止、⑦韓国・パナマ・コロンビアとの FTA 議会承認。 
一時、中道路線に転換。経済界への歩み寄り(法人税引き下げの模索など) 
しかしその後オバマ大統領は変化。妥協から対決へ(11 年 7-8 月)。Tea Party を抱
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える下院共和党とオバマが予算/政府借入限度額引き上げ問題で対決。共和党、と

くにその Tea Party 勢力の非妥協的性格を思い知る。この過程でオバマ、議会、Tea 
Party、民主党、共和党すべてが支持率を下げる(10 年で 1.2 兆ドルの削減を決定、

残り 1.2 兆ドルについては持越し(国内経費と国防費が半々)。 
11 年 11 月にかけて「超党派特別委員会」(not-so-super committee)は合意できず。

Pay-roll tax 延長では下院共和党が孤立・敗北。オバマの支持率上昇へ。 
  共和党: 増税は超富裕者へのごく僅かなものでも断固拒否、景気刺激支出も拒否。 
  中間選挙後の下院での多数体制を梃子にオバマ政権に抵抗。 
 
4. オバマ外交の展開と転換 
「アメリカの力は不可欠、しかしアメリカだけで問題解決は不可能」。 

柔軟路線から始まったが、その後かなり硬化し、一部の政策(中国・イラン・北朝鮮

など)は現在は以前より強硬になっている。 
成果①米ロ新戦略兵器削減条約(2010 年 12 月上院批准)。②イラク完全撤退へ。③ビ

ン・ラディン殺害。対テロ 10 年戦争は曲がり角に。アフガンからの撤退加速。 
 中間選挙敗北。共和党内で財政保守強硬派のティーパーティ派が台頭。政府債務上限

引き上げに反対。軍事費も聖域にしない議員を含む。アメリカの軍事費は削減に(10
年にわたり 13%程度マイナスも)。中東、欧州からアジアへ(アジアは削減せず?)。 

 オバマの支持率は内政で低く、対テロ、外交で高い。民主党大統領としては異例。 
 
5. 対中国政策の変化 

対中国政策の大きな転換・・・当初、中国とは大規模で深い協議(問題群と協力分野

と両方) 人権、独裁、信仰の自由、チベット、ウイグル、台湾、軍事力強化、軍の

動向、為替、知的所有権・・。他方で、通商による相互依存、金融、景気刺激、北

朝鮮、環境、核不拡散(日本重視のメッセージと大規模な対中協議はセット)。 
2009 年後半から対中政策は変化: 通商、台湾への武器売却、グーグル問題、人民元。 
コペンハーゲンでの失望、韓国の哨戒船沈没事件と韓国砲撃への対応---中国による

協力は「不十分」(アメリカ)。ノーベル平和賞、人民元、北朝鮮、海洋での行

動(南シナ海、東シナ海、freedom of navigation(Wilson の 14points の 2 番目)。 
 2010 年 7 月のハノイでの ARF でのクリントン演説。(同 1 月のインターネットでの

自由についての演説、2011 年 1 月のホルブルック追悼演説「歴史の決定的転換点」)。 
 軍事費は削減、しかしこれは retreat を意味しない。 stand up. アジアの同盟国、

中国の周辺国との関係強化を必要としている。日本との関係もさらなる強化を模索。 
 2011 年 11 月、オバマ大統領による公式表明: アメリカ外交の重点はアジア。アジア回帰。 
 オーストラリアのダーウィンに 250 人(将来は 2500 人)の海兵隊を駐留させる。 
ただし、11 年秋、台湾へ武器売却は断行したが、F16 は売却せず(徹底的な対立ではない)。 
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対北朝鮮では 11 年後半から交渉を開始、12 年 2 月に合意が成立するも 4 月に破綻。 
 
6. 日米関係の展開 
 オバマ政権の側から: 必ずしも中国重視・日本軽視ではない。クリントン国務長官は 初

に日本訪問。麻生首相は 初のホワイトハウス賓客。政権交代については「忍耐」、徐々に

怒りと失望。ただし、中国を抑制するために重要な同盟国。3-11 では異例の規模で支援。 
 普天間基地移設でも、アメリカが柔軟性を示す。グアム移転と切り離し。厳しい財政的

制約、中国の軍事的台頭のなか、日本との関係強化を必要としている。 
 
7. 大統領選挙の分析(1) 共和党内の指名争いの経過とその含意 
 Romney が首位ないし二位。資金力・知名度・安定性。政策、とくに経済政策に明るい。 
新たなスキャンダルも出てこない(08 年も立候補。テスト済み)。長期戦に耐えられる。 
しかし、「もっとも脆弱な front runner」とも言われてきた。変節に対する不信。Romney
に対する不満が対抗馬探しを煽る。「中道ないし穏健派」とみなされる。モルモン教に対す

る反発。政策そのものは相当保守(対中国など)。対抗馬を求めて保守派の支持は漂流。

Bachmann, Perry, Cain, (Christie 参入せず)、Gingrich，直前に Santorum(Iowa で勝利し

て勢いがつく)。多くの対抗馬は無能さを露見 or スキャンダル、Super PAC による攻撃、

そして凋落。(Bill Clinton, 「IQ が一桁台であることを証明しないと共和党予備選挙は勝て

ない・・・」)(ある共和党員、「理想の候補は Romney の容姿、Gingrich の頭脳、そして

Santorum の信仰心」)。 
 Romney の勝因・・・2005-06 年頃からの運動の成果(08 年の立候補を含む)。08 年に築

いたネットワーク・組織を維持。すべての州で戦える組織力。資金力(個人として、支持者)。
経済人としての実績。知名度。政策に明るい。穏健派から保守派に広がる支持者。保守派

候補の乱立(とくに Santorum と Gingrich の存在)。ただし、打ち解けない性格、超富裕者

のイメージなど弱点も。熾烈で、中傷合戦となり、長引いた共和党内指名争いの悪影響も

大きい(庶民感覚が欠如した冷淡な首切り屋イメージ)。共和党内では宗教保守派、経済保守

派(Tea Party 派)、ブルーカラー層、南部、農村部で弱い。情熱的な支持者が少ない(08 年

のオバマとの違い)。 
 
8.  大統領選挙の分析(2) オバマ対共和党候補 
  1 つの基準は 2008 年選挙。オバマ対マケイン: 53-46%。しかし、共和党にとっては不利

な条件がすべて揃った選挙(イラク、ブッシュ、金融危機、スキャンダル、3 期目、マケイ

ン)。2012 年は 46%をどの程度 49-50%に近づけるか。48%程度の獲得は容易。 
 景気の立ち直りの遅さが致命的。住宅市場の弱さ。失業率 8.2%は厳しい(FDR は失業率

16.9%のなか、大差で再選された。レーガンは 84 年に 7.2%の中再選)。しかも有効な景気

対策はほとんど無し(下院の共和党が追加的景気刺激策を断固拒否)。 
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 債務限度引き上げ問題は、全員が敗者。オバマが大きな打撃。下院共和党、あるいは Tea 
Party を「統治責任を担う資格がない、極端で無責任な無法集団」と定義することに失敗。 
むしろ自らの支持率を下げる。「自分の原則のために戦わない」。その後、戦う方針に変更。 
(原則のないweak leaderとのイメージが流布すると、民主党・無党派での支持率が下がる)。 
  オバマの戦い方: 「中間層の味方」路線で、富裕者・共和党批判で選挙戦を展開。2008
年のオバマと劇的に異なる(「一つのアメリカ」は放棄)。非常にポピュリストかつ negative。  
 争点の定義: 景気回復の実績ではなく、共和党を超富裕者への僅かの増税にも反対する政

党と定義し、そのメッセージを浸透させられるかどうか。オバマの強み: 知名度、資金力。 
 
今後の予想される展開: オバマ大統領の支持率は支持約 47.5%、不支持約 47.0。 
多くの専門家の見解: 当選には(候補者 2 人の場合) 低 47%の支持率が必要。 
Santorum 撤退表明後(すなわちロムニーの指名が事実上決定後)、ロムニーの好感度

(favorability)(個人としての人気)が急速に上昇中。34%(本年 2 月)から 44%に(同 4 月半ば、

CNN)。Unfavorable rating も 54%から 43%に下がる。53%の有権者がロムニーを再評価

する気ありと回答。オバマの好感度は 56%。ただし、この調査で支持率(approval rating)
は 49%。トルーマン以来、支持率が 50%以下で再選された大統領はいない。 
 
副大統領候補 共和党員世論調査ではライス、サントラム、ルビオ、クリスティら。ティー

パーティ支持者ではルビオが首位。保守派の支持が必要。しかしロムニーは能力、資格、

経験も重視する?(08 年のペーリンの教訓)。相性も。スザナ・マルティネス(NM 知事)、ニ

ッキー・ヘイリー(SC 知事)、ロバート・マクドネル(VA 知事)(中絶で極端な立場)は皆経験

不足? ロブ・ポートマン(OH 上院議員)は OK。ミッチ・ダニエルズ(IN 知事)、ジェブ・ブ

ッシュ(FL 前知事)は「関心なし」。その他; ポール・ライアン(WI 下院議員)、ボビー・ジン

ダル(LA 知事)、ジョン・トゥーン(SD 上院議員)、ティム・ポーレンティ(MN 元知事)。 
 
接戦州の動向  16 の州の動向で決まる。とくに民主党が 2004 年に負けて 08 年に勝った 9
州の帰趨。フロリダ(失業率 9%)、オハイオ、ノースカロライナ(失業率 10%近く)、ヴァー

ジニア(失業率 10%近く)、コロラド、インディアナ、アイオワ、ニューメキシコ、ネヴァダ。 
 
政策: ロムニーは非常に保守的。メディアの「穏健」という定義は的外れ。経済政策は小さ

な政府、減税、財政出動に反対。外交も強硬(軍事力、イラン、中国)。ただ、保守派は再度

の「変節」を懸念し、信用せず。 
 
連邦議会選挙: 下院は共和党が多数党に留まり、上院は微妙。逆転の可能性もあり。 
オバマが再選されたとしても、膠着状態・緊縮財政が続く。共和党は 2012 年と 14 年の 2
回の選挙を経て、上院で 60/100 議席を狙うが、容易ではない。 












