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司会（杉田弘毅） それでは、時間ですので、

始めたいと思います。 

シリーズでやっています、2016 年アメリカ

大統領選、「変わるアメリカ・変わらないアメ

リカ」ということで、本日は北海道大学の渡辺

将人先生をお迎えしております。先生はヒラリ

ー・クリントンの、2000 年の上院議員選のキ

ャンペーンにお入りになられて、間近でヒラリ

ー・クリントンの人物像もみていらっしゃると

いうことで、主にヒラリー・クリントン及び民

主党のことしの大統領選の動向あるいは課題

などについて、お話ししていただきます。1時

間半の予定です。時間はたっぷりありますので、

いろいろ皆さんと議論を深めていきたいと考

えております。 

私はきょうの司会を務めます共同通信編集

委員の杉田です。 

この本を紹介します。先生が一番最近お出し

になられた本で、『現代アメリカ選挙の変貌』、

サブタイトルが「アウトリーチ・政党・デモク

ラシー」ということです。 

先生は、きょうは民主党の話ですけれども、

アメリカの選挙キャンペーンの中にもお入り

になられているということで、選挙キャンペー

ンのあり方というか、その進化といいますか、

歴史的な経緯も含めた、その部分の研究を随分

されています。ヒラリー・クリントンの上院議

員選キャンペーンでは、アジア系アメリカ人に

対する「アウトリーチ」と呼びますけれども、

言うなら票の掘り起こしというんですか、それ

を担当されたということで、アメリカの選挙は

大変先進的ないろんな技術を使って、科学的に

も、あるいは情に訴えてでも票を集めますけれ

ども、そういった選挙は大変詳しく研究してい

らっしゃる。おそらくこの本はそういうテーマ

でお書きになられたものかと思うんですけれ

ども、そういったこともきょうは先生に触れて

いただけると思っています。 

それでは、よろしくお願いいたします。 

渡辺将人 どうもありがとうございます。た

だいまご紹介にあずかりました渡辺でござい

ます。 

きょうはちょっと緊張しておりまして、ここ

でこちら側から話す機会が訪れるとは思って

おりませんで、もう少し小さい部屋では、オバ

マ大統領の選挙のときにお話しさせていただ

いたことがあるんですが、この大きな部屋でや

らせていただくということで、大変光栄でござ

います。 

早速ですが、話を進めさせていただきたいん

ですけれども、きょう杉田さんからお誘いいた

だいたときにいただいたお題が、ヒラリー・ク

リントンを中心に話をしてほしいということ

でありました。日本記者クラブでのスピーチと

いうのは、オーディエンスの皆さんがプロ中の

プロですので、ほとんどの方にとっては、もう

すでに知っているということも多いのではな

いか、どこら辺に照準を絞ってお話しすればい

いのかというところで、準備も含めてちょっと

緊張した次第でありますが、そこら辺のところ

は、お手やわらかにお願いできれば幸いでござ

います。むしろこちらが、後ほど質疑応答等の

ときに勉強させていただく機会もあるのでは

ないかと思っております。 

 

ヒラリー・クリントン 68歳 トランプ 69歳 

 

これももうご存じのことだと思うんですが、

一応おさらいといいますか、直接取材された方

も多いと思いますので、ああ、あのころだなと

いうのがあるかと思いますが、気になるのは年

齢でございますが、ヒラリー・クリントンは

68歳で、いままでの最高齢はレーガンですが、

彼が就任時に 70 歳だったということで、実は

1 歳差であります。トランプは 69 歳で、サン

ダースが 74 歳ですので、実は今回の大統領選

挙はかなり高齢の、シニアな人たちの間での戦

いになっている、そういう意味では、ここ最近

は若い人たちが多かったものですから、珍しい

選挙になっております。 

シカゴ出身で、これもよく言われるところで

すが、大学まではゴールドウォーターを支持し

ていた共和党の支持者でありました。 

家庭は、いわゆるミドルクラス出身の、決し
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てものすごく貧しいというわけではないんで

すけれども、富裕な家庭ではないところで育っ

ておりまして、今回の大統領候補の中でも、ト

ランプとそこら辺を差異化していく、彼女の生

い立ちを差異化していくというところもみら

れると思います。 

ウェルズリーカレッジを出まして、イェール

大学ロースクールを出まして、ここでビル・ク

リントンと出会うわけですけれども、彼女の本

当の専門は――本当のというのは、全部専門な

んですけれども、外交とかいろんな分野に手を

広げていきますが、根本的な、要するにロース

クールに行って専門を選ぶわけです。そのとき

に自由に専門を選べるわけですけれども、バラ

ク・オバマは憲法を選んだわけですが、彼女は

子どもの権利。要するに親の虐待を防いだりと

か、そういう分野です。広い意味での人権です

ね。チルドレンズ・ディフェンス・ファンド

（Children's Defense Fund）というところに

勤めまして、アーカンソーに引っ越して、ロー

ズ法律事務所というところに勤めます。 

アーカンソー州知事夫人の年数がちょっと

間があいているのは、1回、ビル・クリントン

は落選しておりますので、落選している間は州

知事公邸から一旦退去して、また復活する。大

統領夫人を 2期にわたって務めまして、その間

はワシントンにいました。連邦上院議員をニュ

ーヨーク選出で務めまして、これはモイナハン

という古株の学者でもある上院議員が引退し

たので、そこにスポッと落下傘で入りまして、

ご案内のとおり、国務長官を務めたというとこ

ろです。 

懐かしい、これは学生時代の写真ですが、牛

乳ビンの底みたいな眼鏡をしていたという、勉

強をすごくしていた、そういう時代ですので、

これは時代を感じさせるようなファッション

ですけれども。 

これも有名な写真ですが、ビル・クリントン

と。面影は残っているんですけれども、当時の

時代背景が、こういうファッションです。結婚

したときの写真と、これは州知事に立候補した

ときの写真でございます。 

ヒラリー・クリントンに関して、よくある誤

解の一つとして、大変フェミニストで、女性の

権利をすごく主張する、必ず「ローダム」とい

う実家のファミリーネームをミドルネームに

入れるということで、保守的な女性などからし

たら、リベラルな男女同権主義者のティピカル

な存在なのではないか、というふうに言われる。

ですが、彼女のアイデンティティは、いわゆる

典型的なウーマンリブの第二次女性解放運動

のリーダーたちなどに比べますと、かなり穏健

で、どちらかというと、彼女の主な関心事は子

どもの育児ですとか、あるいは母親としてどう

かというところが中心になります。 

2000 年にキャンペーンをしたときも、実は

「女性の上院議員を」とか「女性のために」とい

うキャンペーンはありませんでした。もちろん

そういうのもやったのですが、どちらかという

と「チェルシー」を全面に出しまして、「母親ヒラ

リー」ということをやりました。育児を全面に

出して、専業主婦の保守的な女性にも理解を求

めるという点では、非常にそこが親和的だった。 

 

「女性」より「グランマ（おばあちゃん）」 

 

今回、孫が生まれましたので、そればっかり

言い過ぎではないかという声もあるんですが、

「グランマ、グランマ」ということで、「おば

あちゃん」です、ということをやっています。 

これは弁護士時代の写真です。この中にも、

取材されて、現場で、ああ、懐かしいという皆

さんもいらっしゃるのではないかと思います

が、92年の例のキャンペーンでございます。2

人とも若くて、しかも、2人とも南部出身とい

うことで、通常はあり得ない組み合わせだった

わけですけれども、民主党の世代交代の象徴に

ということで、あえてこういうゴアとクリント

ン、ティッパーとヒラリーということで、バス

でキャンペーンというのをやりました。 

これも典型的なシーンですけれども、こうい

うカフェみたいなところに行って有権者の話

を聞くというスタイル、そこに当然、カメラを

連れていっているわけで、こういう写真が撮れ
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ているわけですけれども、こういうことをやる

ようになった。 

これはティッパーです。 

これは就任のときです。ニューズウィークの

「ウーマン・オブ・ザ・イヤー」にもなったので、覚

えていらっしゃる方もいるかと思います。 

これはちょっと前、93 年です。東京サミッ

トで日本に来たときです。ヒラリー・クリント

ンは、州知事夫人時代から、最初の国務長官と

しての訪日のときまでに 4 回ほど訪日してい

るんですけれども、このときの 93 年の東京サ

ミットの東京への訪問というのが大変強く印

象に残っているということを、本人も私に言っ

ておりました。 

特に印象に残っているのが、歌舞伎をみに行

ったというのもそうなんですが、鎌倉の大仏に

行きました。早稲田大学でロバート・ケネディ

が演説したということで、その早稲田でビル・

クリントンも演説するということで、結構演出

を施しまして、覚えていらっしゃる、取材され

た方も多いのではないかと思うんですけれど

も、早稲田の大隈商店街を練り歩きまして、い

まもあります「ペナントオギワラ」さんという

ところに当時の訪問した写真が飾ってありま

すが、ちょっとシークレットサービスには困る

というか、シークレットサービス泣かせの、市

民と触れ合うというのをどうしてもやりたい

ということで、子どもたちと触れ合ったりとい

うのをやりました。覚えていらっしゃる方が多

いのではないかと思いますが、当時の印象は大

変強いということで、国務長官として最初に日

本に来たときも、明治神宮に行きまして、宗教

的な儀式はしないという話だったんですが、か

なり踏み込んで、これも覚えていらっしゃる方

が多いのではないかと思いますが、明治神宮で

神道の儀式に参加したというのも、この 93 年

のときのかなり踏み込んだ市民との触れ合い

というのがあったので、やってみたいというこ

とだったのではないかと思います。 

これは、すみません、私ですが、ヒラリーの

2000 年のアジア系の担当というのをしていま

して、こういう雑居ビルみたいな部屋にこもっ

て、みんなでいろいろ広報物をつくったり、こ

れは、一番左側が民主党のアジア系の集票のた

めのバッジ。真ん中は、ゴア陣営、合同陣営だ

ったので、こういうものをつくりました。 

 

各国語に翻訳 2000年上院選キャンペーン 

 

右側は関係ありません。2008 年のオバマ陣

営の日系人のもので、後に手に入ったものなの

で、一緒に写真を撮ったんですが、ヘブライ語

で書かれているユダヤ系向けの集票のバッジ

です。当然、ユダヤ系の人たちが英語が読めな

いというわけではなくて、こういうふうにヘブ

ライ語で翻訳をするということで、「私はあな

た方の味方ですよ」というメッセージを送るん

です。アフリカ系ですとか。 

あるいは、これはＬＧＢＴ、一番向こう側は

レインボーマークです。あとは、オバマ陣営が

つくっていたようなものもあり、女性向けのも

のとか、ベテラン向けのものです。 

アメリカで特徴的なのは、翻訳を大都市で行

います。ヒスパニックが多くなってきています

ので、スペイン語は基本的にマストですが、大

都市、多民族的なところでは、ニューヨークな

どでは、これはクリントン政権の商務長官を当

時やっていたノーマン・ミネタさんです。これ

は白黒になって顔がみにくいのですが、日系人

なんですが、当時はというか、いまも基本的に

はそんなに強い対立構造は日系人との間では

ないんですが、このノーマン・ミネタさんの顔を

使って、アジア系全体に集票するという……。 

これは中国語に翻訳したもので、当然、韓国

語にも翻訳いたしました。これは私が中国語、

韓国語が全部できるというわけではなくて、も

ともとの原本の英語のものがあって、コミュニ

ティリーダーの方に協力をしてもらって、それ

をコミュニティリーダーの方に翻訳してもら

って、われわれのほうでこういうものをつくっ

ていくということをやる、いろんなほかの言語

もやるわけです。 

向こう側は、インド系向けのものです。ああ

いう写真をどこからともなくコミュニティリ
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ーダーの協力でもらってきて、いかにもステレ

オタイプという感じはあるんですけれども、大

変喜んでくれます。インド系とかパキスタン系

のメディアが、エスニックメディアというのが

ありまして、そういうところにこういうものを

出していく、広告を掲載していくということも

交渉して行います。 

右側は、これはアイルランド系向けのアウトリー

チです。アイルランドに訪問したときの、過去

の外交遺産が全部こういうふうに写真になる。

それだけ経験を多く積んでいれば、行った国の

数だけ、その国のエスニックなつながりのある

選挙民に、あなたの出身国とこういう外交をし

てきました、というアピールができるわけです。 

これはゴアとヒラリーの、非常に原始的な、

新聞の切り貼りのような、ちょっとこなれてい

ないつくりですが、当時、まだ技術があまりよ

くありませんでしたので、こういうものもリー

ダーの助けをかりてつくったりしました。 

こちらはスペイン語でございます。これは私

が中心になってつくった、多言語翻訳を 1枚の

ビラに全部入れてしまう。それぞれのビラに入

れるというのもオーソドックスな方法ですけ

れども、これは上司と相談しまして、いろいろ

なタガログ語とか、ウルドゥー語とか、ヒンディ

ー語とか、中国語とかを 1枚に入れて、全ての

エスニックのアジア系のコミュニティにファンドレイ

ジングのイベントに来てもらって、そこで渡し

たりするということをやったときのものです。 

これはキャンペーンのときのものですけれ

ども、彼女も大分変わりましたが、私も大分変

わりました。 

これはフーマ・アベディンが、まだ彼女も若

いですね。一番右におりますが。 

これは私物の剣道の竹刀を、最後、お別れの

ときに渡したんですけれども、大変喜んでくれ

まして、これでスタッフの頭をポンポンとたた

いていました。橋本龍太郎元総理がミッキー・

カンターに、竹刀でこうやってポーズをとって

やったのを皆さんよく覚えていらっしゃるか

と思うんですけれども、そのときの話をヒラリ

ーさんも覚えていらっしゃいました。 

ヒラリー支持の議員 

 

そこら辺のことは、先ほどご紹介いただいた

本にも書いたんですが、2016年になりまして、

何が変わったかという話、本題にいよいよ入り

たいんですけれども、これはアル・フランケン

さんというコメディアン出身のミネソタ州の

上院議員。ヒラリー・クリントンが出馬しまし

て、かなりの数の特別代議員、スーパーデリゲ

ートをすでに集めております。 

サンダースさんはその点で相当おくれをと

っているわけですが、オバマ陣営とヒラリー陣

営が 2008 年に伯仲したときには、下院議員、

上院議員、知事のまで、オバマ派かヒラリー派

かということで、スタッフの間も含めて相当わ

だかまりが残るぐらいに対立が深まったわけ

ですが、今回は主要なリベラル派の議員も、こ

ういうアル・フランケンのようなかなりリベラ

ルな上院議員も、初動の段階からヒラリーを支

持している。それだけサンダースさんという人

が、当然若者に人気があって票も集めているん

ですけれども、ワシントンの議員たちの間では、

リベラル派といえども彼を推している人は非

常に少ないという現状があります。これはいろ

いろと問題があるんですけれども。 

今回、クリントン氏も遊説に参加しておりま

して、カーテンの向こうから顔をのぞかせてい

るのが今回のヒラリー・クリントン陣営の総元

締め的なポデスタさんです。クリントン政権の

最後の首席補佐官だった人で、腕を組んでいる

人です。 

その右で赤いシャツを着ている年配の方、こ

れはハーキン上院議員で、アイオワの上院議員

だった人で引退しましたが、彼が今回、「ハー

キン・マシーン」と言われて、アイオワでは絶

大な支持を誇る上院議員でしたが、今回、引退

するに当たって、彼の後継的な人物は選挙で落

ちてしまったんですが、クリントンを支持する

ということで、これがアイオワでのヒラリー・

クリントンの短期決戦での組織形成につなが

りました。 
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党員集会 

 

これは実際のアイオワ党員集会のときの写

真でございますが、これは共和党側です。こう

いう名前が書いてある紙をみて、各自投票する。

以前と違うのは、皆さん、有権者の方はスマー

トフォンを持ってきまして、こうやってスマー

トフォンをいじりながら、投票しておりました。 

これは集計のアプリケーションですが、集計

のアプリケーションも、今年度からマイクロソ

フトがアイオワ党員集会向けのアプリケーシ

ョンを開発しまして、それを皆さん使っている

のですが、選挙区のボランティアのキャプテン

の人が集計するんですが、中にはスマートフォ

ン自体を使えない方もいて、そういう方の場合

は手書きでやるということで、依然としてたま

にミスもあるんですが、こういうふうに手書き

でまず書くわけですね。 

こちらは民主党側の党員集会でございます

が、2人しか主な候補者がいませんでしたので、

決着は非常に早くついたんですが、人がとにか

くたくさん来過ぎまして、これはナースの方も

いますが、オペ室かどこかから途中で抜け出し

てきたみたいな、何しろ夜の 7時から 8時まで

の 1 時間に、本人が来ないと参加できないとい

う、そういう原始的なシステムですので、その

ときに夜勤を抜け出せる人しか参加できない、

非常に不公平なシステムだということで、今回、

スカイプみたいなもので遠隔でどこかの工場

で集まってやったりするとか、実験的にそうい

うこともやったのですが、根本的な解決には至

っておりませんで、党員集会システムへの批判

も依然として根強い。 

こうやって手集計でボランティアの人が集

計しまして、これはサンダース陣営の人たちが

着ているおそろいのＴシャツです。「政治革命」

という、なかなか刺激的なスローガンでござい

ますが、多かったのは、当日のレジストレーシ

ョン、有権者登録をアメリカでは事前にしなく

てはいけないわけですが、今回の党員集会では、

かなりトランプ氏を支持している人たちに顕

著な行為でありましたが、無党派層なんだけれ

ども、リベラル寄り、保守寄りという人たちが

いて、こういう人たちは一般的にはインディペ

ンデント（無党派層）というふうに扱われてい

るんですが、共和党でも民主党でもないという

よりは、自分は保守あるいはリベラルなんだけ

れども、あまりにも保守過ぎて、あるいはあま

りにもリベラル過ぎて、あるいは何かの理由で

現在のワシントンのエスタブリッシュメント、主流

派が気に食わないという理由で、単にいままで

予備選挙で棄権してきたという人たちです。 

そういう人たちがサンダースのような独立

系の人とか、あるいはトランプのような、場合

によっては保守的ですらないような、思想がち

ょっとよくわからない独立系の人が、共和党、

民主党という党内から今回は出るということ

をしましたので、だったら行こうかということ

で、共和党は 1.5倍以上ですか、民主党側は若

干減ったというふうにも言われていますが、ア

イオワではかなりの投票率でありました。新し

い人たちが参加したということで、こういうこ

とになっております。 

 

選挙の勝敗は玉と風 

 

選挙の勝敗、これはまことに釈迦に説法です

が、日本もそうですし、古今東西そうだと思う

んですけれども、よく「玉がいい、悪い」とい

う言い方をします。それから、「風が吹いたね」

という言い方をします。技、キャンペーンの技

術、資金で、どこが重要かというと、これは全

部重要ではあるんですけれども、過去のアメリ

カの大統領選挙をみますと、風が欠かせない要

因であるということになっております。玉が悪

い人間が出るというのは、これはもう論外で、

一定程度の資質はそろえておかなくてはなら

ない。しかし、風が吹かなければならない。 

 

オバマ勝利の構図は 

 

で、風に助けられた人はこの人であります。

バラク・オバマさん。当然、玉も非常にすぐれ

ている、資質もすぐれている人で、いままでに
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ない知識人の大統領。今回、反知識、反知性主

義ということで、トランプ氏のような人が出て

きていて、ある意味では、オバマの反動ではな

いか、というような現象も起きているわけです

が、教授待遇で、憲法学の専任講師、プロフェ

ッサーというふうに呼ばれていましたけれど

も、シカゴ大学で 12 年も教えていて、本当は

実は小説家志望で、私小説も書いていて、国際

関係に興味があって勉強していたなどという

人が大統領候補になった、珍しいサイクルであ

りましたが、そんなオバマを助けたのは風であ

りまして、民主党内では、とにかくイラク戦争

に対する否定論が盛り上がって、ヒラリーさん

がイラク戦争に賛成していたということで、バ

イデンさんも、ほかの主要な候補は賛成していた

過去があったということで、オバマが担がれた。 

共和党側では、ブッシュ政権の大きな政府へ

の批判が内部から高まっていた。当然、直前に

金融危機も起きてということです。 

図示しますと、大体こういうふうになるわけ

でございますが、最初に、2000 年の再集計の

選挙、これも懐かしいという方がいらっしゃる

かと思うんですけれども、フロリダのリカウン

ト騒ぎがありまして、ゴアが票はかなり取って

いたのに、最終的にブッシュになるわけです。

もともと、ラルフ・ネーダーという人が出馬し

たせいで、ゴアの票が減ったというのもこれま

たあるわけですが、9.11 が起きまして、イラ

ク戦争が起きます。 

その後、2004 年のブッシュの再選、ここら

辺まではまだイラク戦争の調子が、アメリカの

中の報道ではよかったわけですが、後に、2004

年に宗教右派の人たちに向けて、カール・ロー

ブという選挙ストラテジストが、人工妊娠中絶

とか、そういうことを最高裁の判事をバンバン

指名して、やりますよ、ロー対ウェイドの判決

をひっくり返しますよと言っていたにもかか

わらず、ブッシュさん個人というのは、そんな

にそれを熱心にやらなかったのです。宗教保守

が、うそつきだということで離反しまして、一

方で、ホームランドセキュリティだ、テロ対策

だということで、どんどん政府が大きくなって、

戦費もかかるし、様子がおかしいじゃないかと

いうことで金融危機が起きて、その金融危機を

助けるためにブッシュ政権が税金を使いまし

て、リバタリアンの人たちが、もうこの政権は保

守じゃないということで離反するわけです。反

マケイン運動、落選運動というのをやりまして、

これがロン・ポールとか、そういう人たちにつ

ながっていく初期のティーパーティーです。こ

れにも、実はオバマは助けられたわけです。 

一方で、党内では戦局が悪くなってきて、そ

ういえば、最初にイラクを攻撃するときに、ヒ

ラリーさんほか皆さん賛成したじゃないかと

いうことで、オバマさん、2000 年の初頭のこ

ろに、イラク反戦スピーチというのをシカゴで

やっておりましたので、当時はナショナルセキ

ュリティに責任を持つ立場ではなかったので、

州議会の議員でしたので、それが言えたわけで

すけれども、結果として勝利した。 

今回、ヒラリー・クリントンはどうかといい

ますと、ブッシュ政権、オバマ政権の要因とい

うのを、この 1 番、2 番、3 番のような要因の

影響を受けている部分があるかと思います。マ

イノリティー大統領というのはすでに誕生し

てしまっている。ヒラリーさんは女性初の大統

領ということに、当選すればなるわけですが、そ

のエポックさというか、国民の興奮というのが、

2008 年に一旦収束してしまったようなところ

がありまして、現地で「女性初の大統領に興奮

していますか」ということを聞いても、もちろ

ん誕生してくれる分にはいいけれども、いまは

属性、初の何々ということよりは、この格差を

何とかしてほしいとか、政策が重要だと言う。

ちょっと有権者は冷静になっていまして、ああ

いう 2008年のような論法があまりきかない。 

政策的に、当然、外交的にも内向き外交にな

っていますので、ヒラリー・クリントンさんと

いうのは、これは道義的、道介入を中心とした

人権外交を得意としていますので、他国に介入

していって、これはよくない、あれはよくない、

ときには軍事力も使うぞということは、そうい

う時代じゃないのではないかと、これはオバマ

さんがどんどん内向きにしていってしまった

ので、もともとの原因はブッシュ政権のネオコ

ンの人たちのせいなんですけれども。 
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3 番目、ヒラリー・クリントンさんの虎の子

の政策というか、「ヒラリーケア」と言われて

いる、93 年にイニシアチブをとってやったも

のが「オバマケア」で実現してしまって、当初、

「オバマケア」じゃなくて、「ヒラリーケア」

をさらに進化させたものという差異化の方法

もあったわけですが、ここは「オバマケア」に

乗っかるしかないということで、結果的に差異

化ができない。 

過去の、とにかく玉はすばらしい、資質はす

ばらしいけれども、風がなかなか吹かないとい

うのがヒラリーさんの悩みでして、まず 2004

年に 1回チャンスがあった。これは見送りまし

た。当然、ニューヨーク州で落下傘議員で当選

したわけで、大統領になるためのステッピング

ストーンではないかという疑念があったわけ

ですね。私は違いますということで当選したわ

けですから、最低 1期はやらなくてはいけない

ということで、見逃しまして、ジョン・ケリー

という人が出て負けます。出ておけばよかった

という声もありますが、忠実に 1期は務めなけ

ればというのを守ったわけです。 

後に、バラク・オバマという人とか、ルビオ

という人とか、クルーズという人とか、みんな

1期目の人がボンボン大統領選挙に出て、オバ

マさんは 1期で当選しましたので、忠実に有権

者に誠意を尽くし過ぎたのではないかという

ことで、残念だった、あんな約束は守らないで、

1 期目のうちに出てしまえばよかったという

声もあるんですが、時すでに遅しで、2008年、

本命でしたが、さっきご紹介したような理由で

オバマが出てきてしまったということです。初

の女性、初のアフリカ系の争いで闘うというと

ころが、実際にはオバマ政権の見事な方向づけ

によって、イラク戦争の賛否が決定打、そこが

基準だというふうに持っていかれてしまった

ということですね。 

 

国務長官就任が最大の政治決断 

 

国務長官に就任しまして、これが過去の最大

級の政治決断だと思いますが、後輩のオバマの

部下になるということで、よく引き受けたなと

いうことですが、あるいは今回、ベンガジとか

メール問題というのにつながってしまいます

が、経験を積めば積むほどマイナス要素もふえ

てしまうという面ももちろんある。 

ところが、こういう肯定的な理由ももちろん

ありまして、連邦上院議員になっても、これは

今回のルビオ氏などにも言えることですけれ

ども、とにかくシニア・セネターへの道のりと

いうのは長くて、上につかえていると、なかな

か委員長になるようなところになれない。チャ

ック・シューマーというシニア・セネターがい

ますので、彼の後輩としてずっといるというこ

とは、これはどうかというのがありました。 

それから、女性初といっても、かつて副大統

領候補のフェラーロという人がいますので、落

選したというままでは、指名確定に近いところ

まで行ったということでは、歴史に名前が残る

というほどではないのではないかということ

もありますし、ここに書いてあるようなほかの

理由でも、国務長官をやったほうがいいんじゃ

ないかということで、やりました。 

なった後も、2012 年に幻の再挑戦の機会が

実はありまして、実はバイデンと、これは皆さ

んお詳しいと思いますが、スイッチするという

案があったり、2016 年で最終的な挑戦になる

だろうと、かなり慎重でした。出馬宣言がある

のではないかと言われていながら、2015年の 4

月まで引っ張られまして、これはオバマが

2008 年に突然出たということがありましたの

で、アナザーオバマのようなものが出て苦しむ

というのはもうごめんだということがあった

わけですけれども、結果として、サンダースさ

んという人が出てきてしまいましたので、慎重

に様子をみた効果が果たしてあったのかとい

うところでありますが。 

それからヒラリーさん、では、どういうとこ

ろが強みになってくるかということですが、こ

れは言われているとおり、過去最大級の実績と

経験。中には、べた褒めする人は、ヒラリーさ

んの集会のスピーチで、「ジョージ・ワシント

ン以来、最も経験がある大統領候補です」とい

うふうに紹介する人もいるぐらいですが、確か
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にここまで職歴を積んで大統領候補に一から

なるという人は非常に珍しい。弁護士でもあり

ます。連邦上院議員で国務長官をした。 

彼女のミッションは人権ですので、実は

『Hard Choices』という、一番直近に出した自

伝でも、最終章にあえて人権章を持ってきまし

て、そこで、北京の女性会議でスピーチしたの

が一番印象深い私の仕事だった、というふうに

言っております。 

 

希薄化したマイノリティー候補 

 

他方でマイノリティー候補としては、先ほど

申しあげたとおり、強みが希薄化しているとい

う面があります。「女性初の大統領を出しまし

ょう」という掛け声というのは、サンダース陣

営の中に女性がたくさんいますので、ちょっと

インタビューすればよくわかることですが、特

に若い人とかは、私が生きている間に、女性は

そのうち出るでしょう、そんなに焦らなくても

いいというようなことで、ジェンダーカードが

あまりきいていないということがございます。 

それから、他方で、昔ながらのマイノリティ

に強いというところは依然として、アフリカ系

の黒人の票を圧倒的にとっているということ

からみても濃厚で、それは一つには、先ほどお

みせしましたように、初回の 2000 年の選挙の

ときから、ニューヨークでアウトリーチ戦略で、

人種別、民族別にやるということで、彼女は予

算もしっかりとってくれて、われわれが末端で

やっているそういうアウトリーチにかなり理

解を示して、中には理解をしないコンサルタン

トとか上級職員もいたりするわけですが、アジ

ア系とかアフリカ系とか、ユダヤ系とか、それ

ぞれのシナゴーグとか教会とかに行って、それ

ぞれの言語のものとか写真を載せたものを配

って、何の意味があるんだというふう言うよう

なスタッフもいましたけれども、ヒラリーさん

も重要だということを深く認識していた。 

おそらく南部で、アーカンソーで黒人の支持

を得て知事として再選するということを経験

してきた彼女ならではの理解だったと思いま

す。他方で、サンダース氏は、バーモント州と

いう白人だらけの州でしか政治家を経験して

いないということがありまして、決して人種に

対して寛容でないわけではなくて、ものすごく

リベラルなのですけれども、人種を意識しない

で格差是正をする、貧しい人のためにやる、そ

れは人種は関係ないんだ、という考え方です。 

他方で、アイデンティティーポリティクスが

非常に根強いアメリカにおいては、黒人の人た

ちというのは、あるいはヒスパニックの人たち

というのは、これはもともと人種隔離に遭って

いたわれわれのディスアドバンテージが永遠

にあるんだ、だから黒人の問題だ、というふう

に人種と貧困を絡めてほしいと考える人たち

が多いわけです。それに対して、サンダースさ

んというのはあまりピンときていないところ

があるということで、人種戦略では明らかにク

リントンさんが強い。 

経済は好調なんですが、ご案内のとおり、賃

金、雇用の問題がありまして、この辺がサンダ

ースさんが台頭してくる理由ですが、他方で、

2014 年の中間選挙で民主党は上院喪失したと

いうことで、いま上院はミッチ・マコーネルさ

ん、最高裁のオバマさんの指名などを妨害した

りとか、停滞する議会の元凶というのは共和党

なんじゃないかという印象を負わせるという

意味では、多少プラスはあるということです。 

 

弱点は高齢のエスタブリッシュメント 

 

もちろん、弱点なのはエスタブリッシュメントで、

高齢者であるということで、過去、最近の民主

党大統領はみんな 40 代で就任して、若くて活

力があって、もとビル・クリントン陣営の穏健

派の人がこういうことを言っているわけですが、ケ

ネディまでさかのぼっても、どの類型にも、か

なりシニアな人で、エスタブリッシュメントの

人というのがいない。これはサンダースさんが

出なかったとしても、1人だけでフロントラン

ナーだったとしても、この問題は残った。した

がって、副大統領に誰かそういう人、若い人を

持ってこなければいけないということです。 
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最初は、彼女がフロントランナーで、敵がい

ないのではないかと言われていたので、「競争

なき指名獲得の弊害」というふうに言われたの

ですが、これはサンダースさんが出てくれたお

かげです。「サンダース旋風で、ヒラリー苦戦」

というふうな報道もあるわけですが、実際には、

この程度のライバルは存在したほうが、支持層

も活性化しますし、必死に負けないように頑張

ってお金も集まりますので、全く無風で、民主

党はヒラリーに自動的になっていたというよ

りはよかった、というところだと思います。 

一方で、キャンペーンの柱というものはまだ

なかなかみつからないというのが事実で、どう

してもサンダースさんにつられて左傾化する

というか、リベラル化するという、戦術、タク

ティカルなものばかりがいまの時点では目立

っておりますので、92 年のジェームズ・カー

ヴィルというクリントン陣営のキャンペーン

のコンサルタントだった人が、これはジョー

ジ・ステファノプロスが「ハイク」と呼んでいた

ものですから、日本の俳句と何の関係もないの

ですが、“Change vs. more of the same.”で

すね。よく言われる“It’s the economy”の

“It’s”というのは後でつけられたもので、

これはキャンペーンのワールーム（war room）

の壁に張ってあったものですけれども、“The 

economy, stupid. ”「問題は経済なんだよ、愚

か者」というわけです。ヘルスケア、医療保険

を忘れないようにと。こういうものがいま、ちょっ

とヒラリー・クリントン陣営にはないんです。 

いまトランプさんは、例の赤いキャップのと

ころに書いてある、「アメリカをもう一回偉大

な国に」というキャンペーンスローガンがあり

まして、ああいうスローガンというのが陣営の

物語の中から出てきて、それが適宜新聞などで

ストーリーとして報道されるとちょうどいい

んですけれども、これからかと思います。 

オバマ陣営のレガシーというのをどういう

ふうに受けとめるかということでございます

が、これもなかなか厳しい。政権から距離をと

り過ぎると厳しい。かといって、全部オバマだ

というふうになると独自性はどこかというこ

とになってしまうということです。 

内向き外交、これも先ほど申しあげましたが、

これはヒラリーさんにとっては、どちらかとい

うとよくない流れだと思います。ヒューマンラ

イツは女性の人権であるという、アメリカ人の

リベラルの人の間ではいまでも格言として有

名なヒラリーさんの言葉ですけれども、そのせ

いで中国も大変ヒラリー・クリントンに対して

は警戒しているわけですが、こういう人権外交

みたいなものとか、あるいはリビアへの介入を

オバマさんを説得してやるという感じの、必要

なときには介入が必要だというような姿勢と

いうのが、どうしてもなかなか難しくなってき

て、ヒラリーさんの味というか、得意な部分が

なかなか出にくい状況でもあります。 

内政における浦島太郎問題というのが当初

懸念されたんですけれども、これはサンダース

さんが出馬したことで、対立の構図が、オバマ

政権とヒラリーさんというふうにならなくな

ったので、ある意味、あまり表に出なかった、

カバーされたというところがあるのですが、ヒ

ラリーさんが得意なことを全部オバマさんが

やってしまった、さあ、どうしようか、という

ところだったんですが。 

それから、ウォール街との距離感、これもよ

く言われることです。それから、旦那さんの政

権を表立って擁護できない状況にある。「ＮＡ

ＦＴＡ、バンザイ」というふうにどうしても言

えないということです。非常にねじれた状況の

中で選挙戦を闘う。 

で、この方が出てきました。もともとこのエ

リザベス・ウォーレンさんが出馬するかもしれ

ないということでにらみをきかせたわけです。

彼女が出てくると、常に民主党というのはフリ

ートレードを放棄したというふうに書かれて

しまうわけですが、これにヒラリーさんも相当

引き寄せられているということです。 

 

ＴＰＰに対して厳しい空気の民主党 

 

民主党の中は、相当ＴＰＰに対して厳しい空

気でして、これは戦犯だみたいな感じで、シェ

ームフル（shameful）で、「この民主党の上院
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議員たちがフリートレードのファーストトラ

ック法案、ＴＰＡに賛同したやつらだ」こうい

うサイトをつくって攻撃している人たちがお

りますが、ＴＰＰをめぐる問題というのは、基

本的に理念としての貿易賛成というのは民主

党の中にもあるんですけれども、雇用、賃金へ

の不信が非常に強い。つまり、ＴＰＰを導入し

ても、具体的に雇用、賃金がアップするという

保証はどこにあるのかというところ。 

それから、労働組合、環境、消費者団体、こ

れらは背後にウォーレン上院議員がいますが、

非常に強いネットワークを持っていまして、こ

れを無視して予備選に勝ったとしても、本選で

彼らが書いてきてくれないし、場合によっては

特別代議員の心変わりがあるかもしれないと

いうことで、ヒラリー陣営としてはやむを得な

い判断でありました。 

ティーパーティーの自由貿易派と保護貿易

派、これはどういうことかといいますと、もと

もと基本的にはティーパーティーというのは

自由貿易の人たちなんですが、中には一部保護

貿易的なナショナリストの人たちが出てきま

して、これがＴＰＰに反対しているんですが、

どうもトランプさんを支持している人の中に

そういうのが流れている気配がある、ちょっと

不穏な動きがございます。 

これは 2015 年 8 月に私が行ったアイオワで

の、民主党の中でのイベントでございますが、

ここでもヒラリーさん、その後、順番にサンダ

ース、それからオマリー、時間の関係で飛ばし

ますが、皆さん、同じです、経済ポピュリズム

的な、アメリカに投資すべきで、中国にすべき

ではないとか、ミドルクラスが重要だ、ＮＡＦ

ＴＡけしからん、と、みんな同じようなことを

言っているわけで。最終的に大筋合意、ヒラリ

ーさんも、ＴＰＰに反対ではないんですが、現

状のものは修正が必要だということです。 

中間層の雇用安定と国内経済の再構築が先

であって、アジア重視をギブアップしているわ

けではないと。これはＰＢＳニュースアワーで

ジュディ・ウッドラフに、「あなたはアジア・

ピボット、リバランスをやってきたのに、これ

はアジアから引いていくということにならな

いんですか」と、まさにわれわれの関心事をジ

ュディがかわりに聞いてくれたような感じの

質問なんですけれども、それに対して彼女はそ

うではないというような回答をしております。 

サンダースさんは、ＴＰＰを一つの柱にする

キャンペーンも行っていまして、これは夏にア

イオワで私がサンダース陣営の事務所開きに

密着させてもらったときのものですが、大変な

人気で、非常に庶民的な奥様とキャンペーンさ

れていました。 

これは同じくアイオワで、2015 年の夏に、

アイオワのカーニバルがあるんですけれども、

そのカーニバルの農業館というパビリオンに

ドナルド・トランプが来るといううわさが立っ

て――うわさというか、トランプ陣営が流して

いるんですが――来るよということで、来ない

か、来ないかと待っていたら、結局数時間待っ

ても来なかったという、それをまたニュースに

する。バーベキューをやっている会場の裏側に

あらわれまして、ゴルフカートで颯爽とあらわ

れて、ちょちょっと手を振って握手して、すぐ

ゴルフカートに乗って行ってしまいましたけ

れども、基本的には、テレビ向けにメディアを

独占して人気を得る、そういう戦略でございま

すが、やっております。 

脱線しましたが、話を戻しますと、民主党リ

ベラル派のＴＰＰ反対の背景で、ヒラリーさん

はこういうふうな民主党の中の空気に合わせ

ざるを得ないという現状にございます。 

これは下院の院内の幹部議員に聞いた話な

ので、大体いまの民主党の下院の中のリベラル

派の雰囲気がそのままあらわれているかと思

いますけれども、ヒラリーのＴＰＰ反対は大歓

迎だと。オバマ政権の最大の成果はオバマケア

で、政権で最も残念なことはＴＰＰだと。非常

にわかりやすいですね。 

移民問題は、ＮＡＦＴＡがメキシコの不法移

民の原因だということなので、ＮＡＦＴＡとか

ＴＰＰをしなければ移民問題も起こらなかっ

たという、これも非常にストレートなロジック

であります。 

反ＮＡＦＴＡが、そのまま反ＴＰＰのレール
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を敷かれた原因になっておりまして、その反Ｔ

ＰＰ運動の骨子となるような、バイブルになる

ような冊子をつくって配っているのは、実はウ

ォーレン事務所であります。反故にされた、「破

られた約束」、こういう冊子をつくりまして、

エリザベス・ウォーレン事務所が、ＮＡＦＴＡ

は、約束は破られた、したがって、ＴＰＰも同

じことになるので、絶対ＴＰＰに賛成するのは

やめましょう、ということで、これはＡＦＬ-

ＣＩＯ、労働組合ですね、米中経済関係、ＴＰ

Ｐでは解決しないというふうなことを言った

り、これはシエラクラブという環境保護団体で

すけれども、ＴＰＰが機構を危機に陥れるんだ

ということを言ったり、天然ガスを掘るフラッ

キングに伴う環境の負荷が非常に多いという

のが彼らの主張でありますが、消費者団体も反

対しております。医薬品の保存データ問題、こ

れはもう皆さん大変お詳しいところだと思い

ますが、そういうものについて、この辺は、ヒ

ラリーの反対の主張の中で非常にリンクして

くるところです。薬の値段とか、そういうもの

に関して、消費者に対して利点がないのであれ

ば、修正すべきだということです。 

一方、共和党側は、先ほど申しあげましたよ

うに、一般論としては賛成なんですけれども、

ティーパーティー内に反対派の人たちが出て

きまして、反対派というのは、これは憲法とか

州権とか、そういういつもの小さな政府のこと

と並んで、中国問題です。これはオバマトレー

ドという、反ＴＰＰ系のティーパーティーの人

たちがつくっている、中国を利することになる

んだ、ベトナム経由でさまざまな中国のビジネ

スがＴＰＰで利得を得るではないか、これは新

たな中国に対する門戸開放になるということ、

これはティーパーティーネーションという団

体ですが、ここも反対しております。 

 

ニュー・デモクラットを正しいと言いづらい 

 

こういう状況の中で、民主党のヒラリーさん、

どういうふうに立ち位置を決めていけばいい

かということですが、一つ、最大のヒラリーさ

んの立ち位置がぐらついている原因は旦那さ

んのビル・クリントンさんが主導したニュー・

デモクラット、これも皆さん詳しいところかと

思いますが、穏健派の、中道派の民主党の運動

が現在下火にあるということです。最大の原因

はオバマ政権が誕生したことでありますが、そ

の遠因となっているのは、イラク戦争を 2000

年の半ばにニュー・デモクラットの仲間たちは

擁護しました。で、イラク戦争が失敗したとい

うことで、その責任をとるような形で、発言権

を党内で奪われている。クリントン政権期に大

変経済をよくした、そういう中道主義だったわ

けですけれども、結果として、ヒラリーさんは

旦那のビル・クリントンさんのこのニュー・デ

モクラット路線が正しかったということを、こ

ういう経済ポピュリズムの嵐の中で言いづら

い選挙戦を強いられているということです。 

一方で、非常に皮肉というか、興味深いのは、

オバマ政権の経済政策は、むしろニュー・デモ

クラット寄りになっている。ニュー・デモクラ

ットの穏健派の関係者がホワイトハウスに適

宜進言をして、どうやったらＴＰＰがうまくい

くかとかいうことを知恵を入れて実現させて

きたというところがございます。これは非常に

興味深いことかと思います。 

例えば、ＵＳＴＲとか、大統領の経済諮問委

員会とか、あるいは国家経済会議の幹部などに

入っている人たちは、大体ルービン派の人たち

が実は入っているということで、いまやオバマ

政権の経済チームのほうがよほど中道主義で

す。ヒラリー陣営の幹部ですとか、あるいは

Center for American Progress（ＣＡＰ）のシ

ンクタンクなどよりは、こちらの人たちのほう

が中道主義だという、ちょっと奇妙な状況にな

っております。 

 

民主党の３グループの中で立ち位置が難しい 

 

時間の関係で先に行きます。 

いま申しあげたことをまとめますと、民主党

というのは、いままで大体ビル・クリントンさ

んが主導してきた穏健派という中道派と、それ
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から党内のリベラル派、ナンシー・ペロシさん

とか、そういう人たちが代表してきたリベラル

派というふうに割れてきた、2つに分かれてい

たというのが伝統的な理解なのですが、どうも

ここに来て、3つで理解するのが正しいのでは

ないかという声がアメリカの政治の専門家の

中に出てきていまして、1つは、アウトサイダ

ーの左派勢力、ムーブオンとか、Occupy Wall 

Street 運動の参加者なども入ると思いますが、

サンダースさんというのはここの人たちを中

心に支援を受けている。一部ヒラリーさんもこ

この支援者に食い込みをみせている。 

実は、2 と 3は、いままで穏健派、ニュー・

デモクラットと言われたグループなんですが、

実は 2 番目のヒラリー派というのはかなりリ

ベラルなのではないか、労働組合とか環境保護

団体とか、あるいはＬＧＢＴの団体みたいなも

のというのは、結構ヒラリーさん、手を伸ばし

ていますので、ここが貿易政策的にはやや保護

貿易的な、リベラルアジェンダを重視する人た

ち、ポデスタ氏らが率いるヒラリーのチーム。 

3 番目が、伝統的な 90 年代のニュー・デモ

クラット、ビル・クリントン派という人たちで、

こっちがウォール街とかワシントンのロビイ

ストにかなり近いという人で、ブルームバーグ

氏も分類的にはこの 3 番目に入ると考えられ

るわけですけれども、ここの 3 番目の人と 1

番目の人、両方にリーチしていかなければいけ

ないというのが、今回、ヒラリーさんが苦しめ

られている主な理由の一つになっている。 

民主党の中で、旦那さんの政権をそのまま擁

護することはできないために、3番目からやや

1番目をつまみ食いするような形で 2番目の路

線をいまつくっているんですけれども、結果と

して、どの流派の人たちにも理解を求めなくて

はいけないという、かつてない難しいマネジメ

ントを求められていることが現状としては言

えるかと思います。 

時間になりましたので、中途半端ではありま

すが、あとは質疑応答で補足できれば幸いでご

ざいます。 

 

≪質疑応答≫ 

 

司会 渡辺先生、ありがとうございました。

ビジュアルも豊富で、わかりやすく、最後の民

主党がいま 3 つのグループにあるというのは、

なるほど、そうだなと、それゆえにヒラリーさ

んが苦戦しているというのも大変よくわかり

ました。 

私のほうから 1問、質問します。 

予備選の段階においては、双方ともどちらか

というと過激な主張をする候補者が人気を集

め、それが本選になると、アメリカ人が中道に

寄ってくると言われます。 

ことしもそういうふうに展開するのか。いま

の過激な主張をしている候補者、あるいはその

支持者は、アメリカ人のメインストリームでは

なく、やはりメインストリームは中道であると

も言われています。果たしてそうなんだろうか。

そういう常識的なコンベンショナル・ウィズダ

ム（conventional wisdom）をいまのアメリカ

は乗り越えてしまい、もっと捉えどころのない

政治が広がっているのではないか、という気も

します。いかがでしょうか。 

 

アウトサイダーに集まる支持 

 

渡辺 ありがとうございます。 

全体の文脈的なことからお答えにつなげて

いきたいんですけれども、先ほどの報告の中で

も申しあげましたが、今回、何が異変であるか

というと、やはり独立系の候補者が二大政党の

正式な候補としてかなり本気で勝ちに行って

いる珍しい選挙だということだと思います。 

いままで、92 年のロス・ペローとか、2000

年のラルフ・ネーダーとか、第三党的な候補は

出現してひっかき回すわけですけれども、本気

で勝つ気はなくて、結局、相手側の政党に漁夫

の利を与えるだけのスポイラーになるパター

ンが続いてきました。さすがにアメリカの有権

者は学んできまして、自分の近い側の政党を害

するだけなので、第三政党は入れない、という
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ことで棄権する、気に入らないんだったら、共

和党、民主党の予備選にあえて参加しない人が

多かったわけです。今回、トランプとサンダー

ス、それぞれアウトサイダーで、そういう人が

予備選に出馬して、かなり善戦しているどころ

か、トランプなどは勝ちそうだ、ちょっと変わ

った現象ですね。 

どういうことかというと、従来の予備選挙に

参加している人たちではない無党派的な、しか

し、保守、リベラル寄りの人が投票しています。

この人たちがいままでのような本戦での立場

がえというか、中道に寄っていけばそれでいい、

ということに納得する人たちかといったら、こ

れはまず違うだろうと言えると思います。 

それから 2つ目は、サンダース氏が指名を獲

得するという可能性は、このまま行けばかなり

厳しいわけですけれども、本人も勝つためにや

っているわけではなくて、あくまで社会運動と

して、民主社会主義を民主党の中に広めて、党

全体を左傾化させることが彼のゴールです。運

動のためにやっているからこれでいいのだとい

うことがあると思うのですが、一方でヒラリー

陣営としては、サンダースさんにどういう勝ち

方をするかということがその後の本選での立

場の決め方につながってくるかなと思います。 

一番理想的なのは、特別代議員の上積みを使

わないで、一般の代議員だけでかなり大差をつ

けて勝利したい。そうしないと、信認が得られ

た、ということになりません。サンダースさん

と競って、特別代議員を発動しなければ大勝ち

できないという状況で最終的に勝つというこ

とになると、サンダース陣営の政策に引きずら

れている状況を本選に引きずるのではないか

と言えると思います。 

それから 3番目は、これは非常にみえないの

は、トランプ氏の支持者の動向だと思います。

これも皆さんご案内のとおり、国民皆保険です

とか、あるいはＴＰＰ反対ですとか、トランプ

氏の主張というのは、従来の小さな政府主義の

共和党とはかなり部分的に、自由貿易主義とも

異なるところがあります。当初、ヒラリー陣営

としては、一番怖いのはマルコ・ルビオである、

ルビオが指名をとってしまったら、これは相当

きついぞと関係者は実は言っていたわけです。

中には「ヒラリー、負けるぞ」と言う人もいた。 

で、ルビオが怖いということで、トランプみ

たいなはちゃめちゃな人が勝ってくれたら、自

動的にこれは勝てるんじゃないか、民主党の投

票率が上がるんじゃないかと思われていたわ

けです。結果としては、トランプ氏の主張とど

ういうふうに差異化するかという課題は乗り

越えられていませんので、――中にはトランプ

で民主党の投票率が上がって、共和党の主流派

の投票率が下がるから、このままオートマティ

ックにヒラリーが勝利だ、と言う人もいるんで

すけれども――果たして中道に戻ったほうが

いいのか、それともリベラルな立ち位置をして、

サンダース支持層などの票を失いながらも、ト

ランプと差異化するのがいいのかというとこ

ろは、はっきり言って、かなりいままでの法則

は当てはまらないというか、中道に戻ればそれ

でいいというわけではない。 

そのことは何を意味しているかというと、例

えばＴＰＰなどに関しても、本選になった、場

合によっては賛成に戻るんじゃないかと言わ

れていたというのはありますが、今回は結構難

しいのではないか。結局、選挙が終わるまで経

済ポピュリズム路線で行くぞ、というメッセー

ジが結構陣営の中には漂っているという印象

を、関係者との対話では受けております。 

 

中国がＴＰＰで利益を得るという論理は 

 

質問 先ほど、ＴＰＰに関して、共和党の一

部から中国が利得を得るという批判が出てい

るということですが、どういう経路で中国が利

得を得ることになるんでしょうか。一般的には、

ＴＰＰには中国はおそらく入れないだろう、中

国が入らなければ、ＴＰＰで得るものは何もな

い気がするんですが。 

渡辺 一つは、台湾が入りたいと言ってきた

ときには、それに対して中国の扱いを考えなけ

ればいけない事態に陥るだろうと彼らは主張

しています。もう一つは――せっかくですので、

これを映します――これは反ＴＰＰのティー
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パーティーのグループのサイトから持ってき

たものですが、オバマトレード――彼らはＴＰ

Ｐのことを「オバマトレード」と呼んでいます

が――一つは、いま申しあげた、台湾がリクエ

ストしてきたら、中国はワンチャイナポリシー

のことをついてくる、それに対してどうするん

だというのがある。 

それから、ベトナムのマーケットを介して、

結局はベトナムに中国はかなり影響力があり

ますので、その中国がＴＰＰに入らない状態の

ままで利益を得ることを懸念するという、一周

ぐるっと回った、そういう主張です。これは実

は、非常に皮肉なことに、リベラル派の労働組

合も同じ主張で反対していて、これはＡＦＬ-

ＣＩＯの報告書なんですが、「米中経済関係報

告書」というのに、中国はＴＰＰに参加せず利

益だけを得る、参加国と中国経済はサプライチ

ェーンですでに深い関係にあるので、参加もし

ていないのに利益だけ得る国が出るような協

定であると言っています。したがって、参加す

るのであれば、話は別ですけれども、参加しな

いまま周辺国から利益を与えるというのは、労

働組合側は、こういう主張でけしからぬと言い、

一方で、ティーパーティーのような保守の側は、

それは中国を利することになるので、反対を言

う。彼らとしてはそういうロジックです。 

 

上院選立候補は引退で席があいたから 

 

質問 ヒラリーがニューヨーク州から上院

議員になった理由、それから、そうしたことが

後に大統領になることについて吉と出ている

かどうか。 

もう一つは、ヒラリーが大統領に当選すれば、

民主党は下院で多数派を回復することができ

るとお考えでしょうか。 

渡辺 まず、ニューヨークの上院の立候補で

すけれども、これはモイニハン上院議員が引退

するタイミングで、ニューヨークがあいたこと

が最も大きな理由です。席があくかあかないか

ということが非常に関係している。もちろんニ

ューヨークは比較的落下傘で出やすいところ

でもあったわけですけれども、イリノイとかカ

リフォルニアとか、ほかの選択肢はなかなか難

しかったのではないかと思います。 

そもそも議席があいたから出たというとこ

ろがありまた。あいていなければ、大統領夫人

が終わった後、数年は何か別の活動をして、そ

のときを待つということだったと思います。 

他方、上院で活躍がなかなかできない環境に

あるというのは、アメリカの議会も日本と同じ

で、シニオリティー制ですので、再選を重ねな

いと要職に全くつけません。1年生議員ででき

ることはなかなか少ない。 

知事などをやりますと、ご存じのとおり、1

期目でもかなり独自のことができて、選挙に出

たときに、成果として言えるようなことが意外

と集まります。大統領になるには、当然、共和

党を中心にガバナーのほうが――50 州のそれ

ぞれ国のような存在である州の長であるガバ

ナーのほうが――リーダーシップを発揮して

いたと言いやすい。共和党中心にガバナーが人

気があったりするわけですが、実績づくりとい

う点においても、本来であれば、ガバナーとい

う選択肢があったかもしれない。 

ルビオ氏なども関係者に漏らしているとこ

ろによりますと、共和党の関係者の間では、や

はり上院でできることは非常に少なかった。ギ

ャング・オブ・エイトで移民改革などをやった

りしましたけれども、結局それはうまくいかな

かった。上院に対しての不満みたいなものが、

結局ジェブ・ブッシュに逆らって、フロリダで

無謀にも上院の再選を求めないという宣言と

ともに（大統領選に）出ることにつながった非

常に厳しい状況だった。 

それから、ヒラリー・クリントンに関して特

殊なのは、就任した直後に 9.11 が起きたこと

だと思います。事実上、ブッシュ大統領がいわ

ゆる「ワープレジデント（戦時大統領）」と自

分を名乗りまし。彼女も自分の選挙区のシンボ

リックな場所で起きたテロなので、「戦時上院

議員」という位置づけで、たまたま彼女は――

たまたまというか、ある種意図的ですけれども

――軍事委員会に入って、女性が将来大統領に
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なるとか、軍の長になることへの偏見を乗り越

えていくためにも、なるべくそういう軍事的な

ことをやるということがあったと思います。 

それだけでも、ある意味では、実績といえば

実績なんですが、確かに彼女の過去の経歴の中

で、比較的日本から目立ちにくかった時期であ

ることは間違いないかなと思います。それは上

院というものの機能に起因するもので、彼女の

能力に関することではないと思います。 

ウォールストリートとの関係に関しては、これは

なかなか難しいところでして、今回も、エリザ

ベス・ウォーレン、サブプライムローンを初め

とするウォールストリートの問題の本丸に切

り込んで、それを半ばライフワークにしてきた

ウォーレン、彼女は出ませんでしたけれども、彼

女の支持者がそのままサンダースの運動に合

流する形で、事実上ウォーレンなくしてサンダ

ース旋風は起きなかったと言われております。 

ウォーレンの動きが奇妙なのは、上院で女性

議員は全員ヒラリーの支持をすでにしたんで

すけれども、ウォーレンは支持を表明しない。

どこかの段階で、ウォーレンは何らかの発言を

すると思うんですが、その発言が、おそらくサ

ンダースを支持している人たちがおとなしく

ヒラリーの支持に回るか、それとも本選で反乱

的な動きをみせてヒラリーの足を引っ張るか。

実は今後の民主党内の本選に向けての勢いと、

投票率のかぎを握るのは、ウォーレンになって

くるのではないか。ウォール街、金融規制に一

番厳しかったウォーレンが、今回はヒラリーで

いこうと言ってくれれば、ある種、みそぎとい

うか、ヒラリーにしても、これでウォールスト

リート問題は何とかなるのではないかと思い

ますが、そうでなければ厳しいこともあるかな

と思います。 

 

大統領選だけに投票し、議会選に投票しな

いケース 

 

議会選挙も、下院はちょっと難しいかもしれ

ませんが、ヒラリー・クリントンは実はサンダ

ースとの差異化の一つとして、議会多数派をと

ることは、私のほうが有利だというキャンペー

ンを、アイオワを中心にずっとやってきていま

す。どういうことかというと、ヒラリーを支持

している人たちは、いわゆるデモクラットの党

派的な人たちが多いので、大統領選挙に行って、

ご案内のとおり、タッチパネル式とパンチ式と

いろいろあるんですけれども、一番困ってしま

うのは、大統領にだけ投票して帰ってしまう人

が結構の割合でいるわけです。上院議員とか下

院議員に興味がない。 

実際、かなりサンダースさんを支持している

人たちというのは議会選挙に興味がありませ

ん。はっきり言って、民主党支持者とか過去に

レジストレーションしたこともないような人

たちが応援している。サンダース運動が盛り上

がって、彼が（大統領選の）候補者になってしま

うと、議会選挙の投票率自体が下がって、民主

党が議会で不利になるのではないかというこ

とで、「私に入れたほうが議会の多数も獲得で

きる」そういうキャンペーンをやっております。 

同じことは実は共和党側にも言えまして、ト

ランプさんを支持している人たちが共和党の

議会選挙に興味があるかというと、全くないと

いうわけではないにしても、いまの共和党はぶ

っ壊したいという人たちですから、トランプだ

けに投票して帰ってしまう。 

したがって、今回やはり奇妙なことが起こる

可能性があって、場合によっては議会選挙の関

心や投票率が大統領選挙とマッチしないよう

な形で、もしかしたら下がってしまうかもしれ

ない。その辺は、予測不可能な状況です。94

年の中間選挙における共和党の大勝みたいな

ことが果たして民主党側で起こるのかは、現在

は予測不可能ではないか。慎重な答えで申しわ

けないのですけれども、そう考えております。 

 

サンダースとトランプ支持層の相乗り 

 

質問 ウォーレンの出方次第によっては、サ

ンダースの支持者が本選で、トランプに入れる

ことも本当にあり得るのか。やっぱりトランプ

の話はどうしても伺いたいので、このトランプ
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現象をどうみているかも含めて。それから、サ

ンダースのこれまでとった州をみると、圧倒的

に党員集会の州が多くなっている。逆に、ヒラ

リーが党員集会で弱い。予備選では強いんだけ

れども、党員集会で弱い。この弱さ、あるいは

サンダースの強さをどのような原因とみられ

ているか、その辺をお願いします。 

渡辺 いまお聞きいただいたことに絡めた

話もちょっとしようかと思ったので、聞いてい

ただいてちょうどよかったのです。これはイン

ターネットで皆さんもごらんになっていただ

きたいのですが、労働組合系のＡＦＬ-ＣＩＯ

の関連団体で、アメリカの民間団体で、ワーキ

ングアメリカというのがあります。英語で

「Working America」と検索していただければ

出ると思います。 

その最新の 1月の調査で、いわゆる戸別訪問

式の聞き取り調査という世論調査で、インター

ネットとか電話の調査じゃなくて、対面でやる

調査をやっています。その結果、民主党支持層

で特定候補への支持表明者した人のおよそ 4

分の 1がトランプ氏を支持する、ちょっと衝撃

的な結果が、さりげなく出ています。 

これはさらに興味深くて、当然、答えている

人たちが保守的な人たちではないわけです。か

なりリベラルな人たちで、第 2希望はサンダー

スだと答えている人たちが、ここに出てくるオ

ハイオではいると書かれています。ちょっと厄

介なのは、いわゆる白人労働者層の人がヒラリ

ー・クリントンではだめだと。トランプに入れ

るということがないわけではない。これは、可

能性としては相当あるだろうと思います。 

実は、ちょっと話を広げますと、ランド・ポ

ールというリバタリアンの人間がいまして、実

は選挙戦の序盤では、彼がかなりいい線に来る

のではないかと。つまりプロテスト票というか、

アンチエスタブリッシュメント票のまとめ役

はランド・ポールになるのではないかと言われ

ていたわけです。トランプ旋風が吹いてしまっ

たせいで、実は彼がかなりかすんでしまった。

彼は上院のケンタッキーの議席の維持を優先

しましたので、選挙戦からわざと離脱して、ケ

ンタッキーに帰りました。 

彼を支持していたような、ソーシャルリバタ

リアンの人たち、いわゆるマリファナを合法化

しろとか、あるいは政府は一切介入するなとい

う、この人たちは、ご案内のとおり、かなりハ

ードコアなリベラルの人と、一周ぐるっと回っ

て重なる部分があります。この人たちの票の行

き場がなくなったところにサンダースが出て

きて、一部こういう人たちが保守なのに完全自

由主義だということで、社会リバタリアンがサ

ンダースに流れていることも、初期の段階であ

った。同じことが労働者層にも言えて、白人労

働者層の人たちで、いわゆる共和党エスタブリ

ッシュメントにも、民主党エスタブリッシュメ

ントにもなじめない人が、サンダースとトラン

プをちょっと相乗りして支持していることが、

――全てではないんですが、裏付けるようなこ

ういう調査も一部ありますので――ないわけ

ではないのではないか。だから、それはヒラリ

ー陣営にとってマネージしていかなければい

けない懸念材料の一つだと思います。 

 

党員集会と予備選の違い 

 

それから、党員集会と予備選の違いは、これ

も非常に興味深い点で、2008 年はやっぱりオ

バマが党員集会の州を確実にとっていったと

いう戦略をとりまして、当然、勝ち方が違うわ

けですね。党員集会というのは、夜の 7時から

8時までの間に、本人がそこに行かなきゃいけ

ない。当然、車社会ですので、車を持っていな

いとか、あるいはお年寄りで足腰が悪いとか、

いろんな状況で行けないという人は排除され

るような、あまりよろしくないという意見もあ

る。ですが、一方で、ものすごく熱心な人たち

がそこで話し合いで決めるんだから、これこそ

はデモクラシーのかがみだという人もいて、結

果としてどういうことかというと、相当熱心な

人が行く制度なんですね。 

その点では、サンダース氏を支持しているよ

うな人たちが党員集会に集まりやすいという

のもかなりの程度納得できる部分があるかと

思います。予備選ですと、州によって違います
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が、朝 9時から夜 8時まであいていて、仕事前

に行って、――アメリカはご存じのとおり、火曜

日という日曜日じゃない日に投票があります

ので、仕事をして残業して帰るともう終わって

いるというようなことがあります。よっぽど熱

心じゃないと、それこそ党員集会なんて、わざ

わざ休みをとって行く人が多い。そういう意味

では、そこに狙いを定めて、とれる州でとる。 

サンダース氏の今回の戦略というのは、どの

道、代議員でヒラリーに完全に勝つことがなか

なか難しい中で、マスコミで報道されるときに、

ミシガンとったぞ、あるいはニューハンプシャ

ーとったぞと言う。本当は代議員のレースなの

に、メディアでは、これはいたしかたないこと

なんですが、どの州はどっちがとったという報

道の仕方をするのです。なので、サンダースは

とれる州にだけ資源をガッと配分して、確実に

幾つかの州でとる、そうすると、なかなか堅調

に粘っているという印象がすごくつくので、党

内の印象、空気を変えるにはいい。 

まだ予備選が終わって、全部出口調査を精査

して、若干現地で聞き取りなんかもしないと正

確なお答えはできないので、あくまでそうなの

ではないかなということでご理解いただけれ

ばと思います。 

質問 たしか 2010 年だと思いますが、スー

パーPAC（Political Action Committee政治行動委

員会、政治資金管理団体)が最高裁で認められ

て、今回の選挙でどのような変化がみられるの

か。もう一つは、トランプは共和党の主流派が

つくり出した、つまり、共和党が議会で民主党

に同意しない状況をつくり出してきたことに

よってトランプが生まれた、という論評を読ん

だ記憶があります。もしそうだとするならば、

アメリカの統治の理念は、徹底した三権分立で、

チェック・アンド・バランスを図ることだったのに、

そういう理念が崩れてきているのかどうか。 

 

スーパーPACの資金の新しい使い方 

 

渡辺 1 つ目ですが、スーパーPAC の影響が

多様化してきているのが今回の特徴かと思い

ます。いままで、スーパーPACは、たくさんお

金を集めて、候補者の陣営ではないんだけれど

も、支援している勝手連的な団体として主にテ

レビ広告を打つことをやってきていたかと思

います。ヒラリー陣営などが先進的に今回行っ

ているのは、その集めたお金を、スーパーPAC

はテレビ広告に使うのではなくて、データリサ

ーチと、それから「ラピッドレスポンス」と言

うんですけれども、「即時返答、即時応戦」、そ

の人海戦術に、そのヒトとモノにお金をかける

ことをスーパーPACがやっています。これはワ

シントンにそういう組織があって、一応建前と

しては民主党を支持している、そういうメディ

ア監視団体みたいな感じです。ただ、事実上ヒ

ラリー・クリントンを支持している団体です。 

早い段階で、あまりもたもたしないで、これ

は間違いである、こうではない、とソーシャル

メディアで反論していく。それは陣営ではちょ

っとできないですね、あまりにも労力がかかり

過ぎる、それから日々の遊説とか戦略とはちょ

っと違う部分で動くものですので。 

そういう組織を実はスーパーPAC が代理し

て、今回の選挙サイクルから行っています。い

まのところ、かなり効果的に機能しているとい

うところだと思います。 

ただ、他方で、スーパーPACは「クリーンじ

ゃない選挙の代名詞」みたいな、そういうステ

ィグマがつけられている。特にサンダース陣営

はそういう言説をしています。あれほどスーパ

ーPAC に対して距離をとっていたオバマです

ら、2012年にスーパーPACを使うことに踏み切

ったりしてきた。スーパーパックを使っている

からこの選挙は汚いとか、あるいはこの候補者

はクリーンじゃないというのは、一部の支持者

ではそういう空気はあるんですけれども、現在

としてはそういう展開をみせて、どんどん活用

していこうということであります。 

それから、共和党のエスタブリッシュメント

がトランプをつくり出したのではないか。これ

は、三権分立が崩壊してきているのではないか

ということは、それだけではちょっとまだわか

らない部分があると思います。ご指摘のように、

共和党エスタブリッシュメント自体がトラン
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プをつくり出したということは、言えるところ

が多々あると思います。 

 

トランプを作り出した共和党エスタブリッシ

ュメント 

 

特に、もちろん共和党議会が全く機能せず、

ティーパーティー運動が結局のところ共和党

主流派の壁を突き破って成功することが部分

的にはできたものの、完全にできなかったこと

に対する、ワシントンの政治に対する幻滅感。

あれほどの盛り上がりをみせたティーパーテ

ィー運動ですらワシントンの壁を突き破れな

かったのかという思いですね。これはオバマで

も変えられなかったリベラルな政策、実現でき

なかった政策ということで民主党のリベラル

派が絶望してサンダースが出てきたのと同じ

現象だと思います。ティーパーティー運動が起

こって、ティーパーティーの議員たちをワシン

トンに送り込んだのに、それでもやっぱり難し

かった。これは大統領が相当エスタブリッシュ

メントと距離をとった人にでもなってくれな

い限り難しいのではないか、という気持ちがあ

ると思います。 

それから、戦略面では、当初、共和党のエス

タブリッシュメントの人たちというのは、トラ

ンプを何とか封じ込めて、彼がロス・ペロー化

したり、ラルフ・ネーダー化して、第三候補と

して出て、自分たちの票を本選で奪うという展

開になることを最も恐れていました。 

私が共和党の主流派の人たちから聞いてい

た限りでは、トランプという変なやつが今回出

ている、で、最大の目的は、彼が共和党じゃな

いところから出ないようにするために中に閉

じ込めておくことだ、ということで、反トラン

プ的な批判もせず、かなり長いこと彼を中に取

り込んで、「第三候補として出ませんね」とい

う言質もディベートでとったりしていたわけ

です。 

ところが、彼が、甘やかしていたら、あまり

彼に対して厳しいことを言わなかったら、どん

どん増長してしまって大きな存在になってし

まった。時すでに遅しですね。直前になって、

ルビオも、その他の候補もトランプ批判をやっ

たわけですが、結果として、共和党がトランプ

を、彼の政策とは関係ないところで内側に入れ

込んできた。そういうことで、トランプを支持

しているような人を結局共和党の中に招き込

んでしまった。 

 

予備選挙はアメリカンデモクラシーだと誇

れるか 

 

これは三権分立の話ではないのですが、アメ

リカの政治制度が今回の選挙をきっかけにか

なり問われていくというか、政治学者もジャー

ナリストも、アメリカの中でかなり議論を呼ぶ

だろうと言われているのは、アメリカの予備選

挙に関する制度をどうしていくか。 

ご案内のとおり、昔はこういう制度はなかっ

たんですが、20 世紀初頭にアメリカに予備選挙

制度が広がりました。日本と違って、党が全く

力を持たない、党幹部が候補者の公認を決める

ことがないという制度で、基本的には、草の根

の有権者が選んでしまったら、その人を党の公

認として認めるしかないという制度なんですね。 

どういうわけか、いままで一定の自浄作用と

いうか、バランスが働いていまして、結局は穏

健派でしょうということで収れんしてきて、ト

ランプ的な人が選ばれることはなかった。そも

そも、そういうトランプ的な人が選ばれてしま

ったら、それを党の代表だと認めざるを得ない

制度を担保している。今回、民主党の関係者が

半ば本気、半ばジョークで、共和党もスーパー

デリゲート制度を導入していればよかったん

だ、と言っていました。確かに、民主党の奥の

手のスーパーデリゲート制度は、これは草の根

の、それこそサンダースさんを支持しているよ

うな人からしたら、悪しき制度だとなるわけで

す。最後の最後で党の幹部が出てきて、ものす

ごい票でひっくり返ってしまうことが、共和党

側としてはそういう制度があればよかったの

に、実はない。今後、いわゆるオープンな政党

の制度とか、予備選挙の制度自体が、このまま
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維持していくのか。いや、これこそがアメリカ

ンデモクラシーである、どんな人がなってしま

うかわからないけれども、民意で決めるんだ、

ということを優先するのか。あるいは、日本と

かほかのヨーロッパ諸国のように、政党が一定

の権限を持って、比例名簿から候補者、いわゆ

る支部長を決めていく。そこには有権者は絡め

ないわけです。アメリカ的な制度に、アメリカ

の政治学者も関係者も、アメリカ的なデモクラ

シーだと自信を持ってきたわけですが、だとす

れば、トランプみたいな人が出てくるからこそ

アメリカンデモクラシーだと、そこまで胸を張

って言えるのかどうか。その瀬戸際に、実はア

メリカの選挙、特に予備選挙制度というのは来

ています。これは、ちょっと興味深い、そうい

うことを言っていられる事態ではないのです

が、政治学としては、結構興味深い事態ではあ

ります。 

直接的なお答えになっていないのですが、ご

質問にインスパイアされまして、お答えしまし

た。ありがとうございます。 

 

TPPは批准のタイミングが問題 

 

質問 大統領選挙よりも、ＴＰＰがどうなる

か、そこを聞きたい。ヒラリーが生き残れば何

とかなるということなんでしょうか。それとも、

あそこまで言って、大統領になってから手のひ

らを返すことが果たしてできるのか。 

渡辺 皆さんお詳しいように、若干温度差が

あります。ヒラリーは、部分的にフィックスし

なければいけないところが現行の制度にはあ

る。いわゆるマルチの貿易協定をアジア諸国と

一緒にやることが悪いものではないというの

は、推進してきた自分としても全く否定しない

ということです。何とか出口戦略を残して、ほ

かの形で雇用が雇用政策によって、あるいは経

済がよくなってきたから、担保されたというこ

とになったら、じゃ、と言って（支持に）戻る

とことが彼女にとってやりやすい道筋だと思

います。 

問題は批准のタイミングです。批准しようと

思ったら大統領選挙が始まってしまいました

ので、ミッチ・マコーネルは、大統領選挙の

11 月まで批准しないと言っています。チャン

スは、大統領選挙が終わった直後の 11 月から

12 月の頭ぐらいにかけて、オバマがそこでで

きるかどうかだと思います。そのタイミングを

失ってしまうと、法案自体の責任者にヒラリー

がなるとすると、あれほど否定的だと言ってい

たものに対して政権の最初の課題がそれにな

ることは、結果つらくなってくるのではないか。 

一番いいのは、自分はまだ不満だという態度

を表明しながら、ぎりぎりまでそういう態度を

示して、オバマ政権が何とか通したいからとい

って通してしまった、というのが多分いいんだ

と思います。 

それから、ちょっと興味深いのは、トランプ

は、これはＣＮＮで報道されていたと思います

が、記者会見で、ヒラリーとのＴＰＰの違いに

ついて聞かれて、自分は、要するにバイの自由

貿易協定であれば、ＦＴＡであれば――ＦＴＡ

という言い方はしていませんでしたけれども、

自分が気に入った国で、これはいいというのは

やるんだ、いっぱいごちゃごちゃ入っているの

はやらないんだという言い方をしています。 

そういうことからすると、共和党のエスタブ

リッシュメントなんかの考え方からすると、ト

ランプは、ビジネスマンですから、何でもかん

でも保護貿易というかつてのブキャナンのよ

うな感じになってしまうことはないのではな

いか、という希望もあるようです。 

そういうふうに考えますと、絶対ＴＰＰ反対

はサンダース氏であって、それ以外の主要な人

たちは、何らかの形でＴＰＰ的なものに戻って

くる可能性はある。全ては議会での、ホワイト

ハウスと議会指導部との調整とタイミング次

第ではないか。 

従来、共和党大統領が勝利したら、ＴＰＰは

無事通るというようなシナリオで皆さん分析

されていたわけですけれども、トランプになっ

てしまいますと、その分析も通らなくなってき

ます。かつてに比べてかなり厳しい状況ではな

いかなと思います。 
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メール問題とウォールストリート献金問題 

 

質問 ヒラリー・クリントンのメール問題が、

今後また出てくる可能性についていかがでし

ょうか。 

司会 あともう一つ、いわゆるウォールスト

リートからの献金の問題がありますね。あれは、

本選に向けてどれくらい痛手になりそうです

か。その 2つです。 

渡辺 これはもう捜査当局の捜査次第で、皆

さんのほうが多分いろいろなソースを持って

いらっしゃるのでお詳しいのではないかなと

思うんですが、ワシントンでも、「もう大丈夫

だ」と言う人と、一番厳しい人は、フィフティ

ー・フィフティーだと言います。民主党の穏健

派の人で、比較的ヒラリーさんに厳しい立場を

とっている人は、そういうことを言う。 

だから、ちょっとそこのところ、ＦＢＩの捜

査がどうなるかということに関して、本人の、

ヒラリーさんに対する好き嫌いが入っている

のではないか。そのようなところが、ワシント

ンの政治関係者の話にも入っていますので、そ

れぐらい不確かだとは言えると思います。それ

より高い確率で彼女が危ないと言う人は、少な

くともあまり私は聞いたことはありません。 

それから、ウォール街に関しても、現状では、

それを主な問題として懸念することは陣営の

中でもあまりない。むしろ、先ほど申しあげた

ようなサンダースの支持層の問題とか、あるい

はトランプとの差異化が意外と難しい、という

ことが、いまのところ主な悩みどころなのでは

ないか、と思います。 

ですが、当然、生ものですので、これはよく

皆さんもご存じのように、2008 年に突然リー

マンショックが起きたというのがありました。

今後、11 月までに内外ともにどういうことが

起きるかわかりません。それによっていろんな

影響を受けてくるということだけは念のため

申しあげておきたいと思います。 

司会 はい、どうもありがとうございました。 

おそらくヒラリー・クリントンのもとで働いた

ことがある唯一の日本人という方が渡辺先生で、

そういった体験をもとに、大変詳細で、ビビッ

ドな話をたくさん伺うことができました。 

さて、控室で書いていただいたのは、「個別

のアメリカ、全体のアメリカ」ということです。

これはどういうことを指しているんですか。 

 

「個別のアメリカ、全体のアメリカ」 

 

渡辺 さっきご紹介いただいた本のあとが

きにも書かせていただいたんですけれども、移

民社会で、当然その移民の世界の中だけに通用

する論理とか、チャイニーズの人だったら広東

語でコミュニケーションしているみたいな世

界が一方であって、州別 50 個の世界というも

のがある。他方で、全体の統合されたアメリカ

があって、その両者がどういうふうにリンクし

ているのか、つながっていないか、あるいはず

れているのかというところが、基本的に選挙の

サイクルで浮き彫りになる。そういうのが、ア

メリカの選挙の、われわれ日本の人間が外部か

らアメリカを見るときの一番の興味深さ、おも

しろさなのではないかなと思っています。個別

のミクロの部分のアメリカと全体のアメリカ

の動向、両方みていけたらなと、私自身の今後

の自戒も込めて書かせていただきました。 

司会 最後に、日本記者クラブのロゴ入りの

ボールペンをお贈りしたいと思います。（拍手） 

どうもありがとうございました。 

（文責・編集部） 

 


