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［要旨］

現在、第2次世界大戦後の国際政治秩序は大きく動揺しつつある。その秩序原

則の根幹は、いかなる国も力ずくで一方的に現状変更を試みてはならないという

ものであった。

ロシアがウクライナを侵略して、まさに力ずくで現状を変更しようとしてい

る。中国もかなり一方的に国際秩序を掘り崩そうとしている。ロシアのウクライ

ナ侵略を中国が正面から批判していないことも、事態の深刻さを増幅している。

このような状況で、米国が第2次世界大戦後の国際秩序を維持するために、ど

の程度指導力を発揮するかが問われている。

2022年11月の中間選挙の結果は、必ずしもバイデン政権の方針を覆すもので

はなかった。むしろより大きな懸念は2024年大統領選挙の帰趨にあろう。トラ

ンプ前大統領あるいは彼に近い外交観を持つ政治家が大統領に当選した場合、ロ

シア・中国に対抗して法の支配に基づく国際秩序を支える姿勢が後退する可能性

があるからである。

はじめに

現在、第2次世界大戦後の国際政治秩序はいくつかの点で大きく動揺しつつある。

その秩序原則の根幹は、いかなる国も力ずくで一方的に現状変更を試みてはならない

というものであった。

第1に、ロシアがウクライナを侵略して、まさに力ずくで現状を変更しようとして

いる。核武装した軍事大国によるこれほど大規模かつ本格的な侵略が持つ衝撃は筆舌

に尽くしがたい。

第2に、中国の変化が重要である。今世紀初頭、多くの識者は中国の体質と進路に

不安を感じつつ、基本的には経済的に成長するとともに国内体制・対外政策ともに穏

健化していき、国際秩序に従う国になることを期待した。その期待は基本的には裏切

られたと言ってよかろう。今日、中国はかなり一方的に国際秩序を掘り崩そうとして

いる。
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第3に、ロシアのウクライナ侵略を中国が正面から批判していないことも、事態の

深刻さを増幅している。

第4に、北朝鮮が昨年夥しい数のミサイル発射を実行したが、中国・ロシアは北朝

鮮非難の国際連合決議に拒否権を発動するなど（例えば2022年5月27日）、少なくとも

結果的には北朝鮮の行動をかなりの程度容認している。言うまでもなく、北朝鮮によ

るミサイル発射継続そのものが、現在の国際秩序の脆弱性を示している。

このような状況で、米国が第2次世界大戦後の国際秩序を維持するために、どの程

度指導力を発揮するかが問われている。これが第5点目である。

2016年にアメリカ・ファーストをスローガンに掲げるドナルド・トランプが大統領

に当選したことは、このような文脈で衝撃であった。トランプは選挙戦中から北大西

洋条約機構（NATO）を「時代遅れ」と一蹴し、大統領就任後も、日本には米国防衛

義務が課せられておらず、不公平であるから日米安保条約を廃棄すべきではないかと

側近に語っていた。

むろん、トランプ大統領の外交安全保障政策のすべてが、国際秩序擁護に否定的あ

るいは消極的というわけではない。日米の同盟協力は彼の在任中強化され、米国の国

防費は増加した。また対中政策に関しては、結果的に同政権期にその基調が顕著に硬

化したことは否定しがたい。しかし、トランプ大統領自身は米国の対中貿易赤字に過

剰な関心を寄せており、さらに深刻なことに、習近平国家主席に対して自分の再選を

助けるよう要請したことが伝えられるなど、当該政策の動機に無原則性・不透明性・

予測不可能性が付きまとっていた。そしてこの「トランプ現象」は過去の話ではな

く、まさに現在進行形の問題でもある。

1 バイデン政権の対中国・ロシア政策

バイデン政権は、発足早々の2021年2月にロシアと新戦略兵器削減条約（新START）

を合意し、同年8月にアフガニスタンから撤退するなど、オバマ政権同様の外交への

穏健な態度を示した。

しかしながら、ジョー・バイデン大統領は結果的に中国に関する限り、かなりの程

度トランプ政権の政策を受け継ぐことになった。むしろ、民主主義対独裁（autocracy）

といった、より原則論的な対立軸で中国を位置づけ、またNATO加盟国、日本・韓

国・オーストラリアなどの同盟国を巻き込んで多国間的結束を固めながら、中国に対

峙しており、その手法はトランプ政権の対中政策よりかなり体系的である。

2022年2月にロシアがウクライナ侵略を開始した際、バイデン政権に対して、ロシ

アの抑止に失敗したとの批判も浴びせられた。たしかに2021年12月、バイデン大統

領は米国がウクライナ防衛のために米軍を派遣することはないと発言しており、それ

はおそらく不必要にプーチン大統領に、米国不介入についての安心感を与えるもので
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あった。しかしながら、侵略開始後は、多数のNATO構成国と共同してロシアに対す

る制裁を科し、ウクライナに対する武器提供を含むさまざまな支援も提供した。その

意味で、バイデン政権は現在、明確に法の支配に基づいた国際秩序擁護の立場に立っ

ている。

しかも、その意思は基本的には議会で共有されている。

2022年5月、米国では武器貸与（レンドリース）法が復活し、ロシアによる軍事侵

攻を受けるウクライナや近隣の東欧諸国に対して、2023年9月まで軍事物資を貸与す

る手続きを簡略化し、迅速に提供できるようにした。この法律は、上院では全会一

致、下院では賛成417票・反対10票という圧倒的多数の賛成で可決された。

同月、下院は368票対57票、上院は86票対11票で、400億ドル規模のウクライナ支

援法案を可決した。バイデン政権が要求したのは330億ドルであったが、議会がそれ

を増額したうえで圧倒的多数で可決した。議会はすでに3月に136億ドルの支援を可

決していて、今回は追加支援となる。米議会が承認した外国政府に対する支援として

は、少なくとも過去20年間で最大規模である。議会はその後もウクライナ支援を可

決している。

世論調査においても、米国がウクライナに軍を投入することについての支持は低い

水準にとどまっているが、武器支援および財政支援については、過半数を超える支持

が安定的に寄せられている。

2 2022年中間選挙の含意

周知のとおり、中間選挙の結果は、上院で民主党が多数党の座を維持し、下院では

共和党が逆転して多数党の座を奪還した。

2022年中間選挙の結果の評価は、何を軸にするかで変わってくる。上院・下院それ

ぞれの多数党の座を競い合う選挙という観点から評価すれば、下院での逆転を勝ち取

った共和党の勝利ということになる。それに対して、下院について、過去にみられた

与党優位の法則性および期待値を評価基準とすれば、今回の結果は、民主党の善戦と

なる。政治の世界では、しばしば期待値も「現実」を構成する。

どちらの評価も、重要な帰結をもたらす。下院で共和党が多数党になったことは、

2023年1月から2年間、バイデン政権が民主党らしい政策を可決することはほぼ不可

能になったこと、および共和党主導で下院はバイデン政権のさまざまな「スキャンダ

ル」（バイデン大統領による公文書持ち出し問題、同氏次男ハンター・バイデン氏とウクラ

イナ・中国の関係についてなど）を調査するであろうことを意味する。

2022年中間選挙には民主党が「善戦した」側面も存在する。こちらの側面が持つ含

意の一つは、バイデン大統領再選出馬について、民主党内が以前より前向きになった

ことであろう。そうであっただけに、投票日後に明らかになったバイデン大統領によ
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る公文書持ち出し問題がもたらした衝撃は巨大であった。バイデン大統領がトランプ

前大統領と同じ過ちを犯していたことが発覚したことによって、多数の有権者にとっ

ては「どっちもどっち」と映る状況が生まれた。民主党内では再びバイデン批判が噴

出し、場合によると2024年選挙に向けて有力な対抗馬が登場する結果にもつながりか

ねない。

民主党「善戦」の敗者はトランプ前大統領であった。トランプ氏が支持した多数の

候補者はその「資質」が疑問視されて、当選可能な選挙区においても落選した。

もう一人中間選挙の勝者を挙げるとすれば、ロン・デサンティス知事（フロリダ州）

であろう。トランプ後の共和党内トランピズムの担い手として急速に株が上がりつつ

ある。

3 2024年大統領選挙との関連で

2023年からの新議会は、外交・安全保障政策にどのような影響を及ぼすであろう

か。

共和党多数の下院は、強硬な対中政策を主導することによって、バイデン政権と対

抗しようとするであろう。ただし、民主党も親中国というわけではないので、あまり

劇的な衝突にならない可能性が大きい。

先にみたように、2022年中バイデン政権と議会は、米国政治には稀なほど超・超党

派主義（super bipartisanship）を実践してウクライナ支援を実施してきた。これは基本

的に現在でも揺らいでいない。ただ、トランプ前大統領に近い共和党議員の消極論を

念頭に置いて、ケヴィン・マッカーシー下院議長は、ウクライナ支援について白紙小

切手を切らないと語っている。2023年後半以降、下院を中心にウクライナ支援の規模

が縮小されていく可能性はわずかながら存在する。

しかし、議会・世論とも、依然として基本的には現在とられているウクライナ支援

政策の継続を支持している。むしろ2023年に入ってM1エイブラムズ戦車や射程150

キロのロケット弾（GLSDB）の提供が決定されたように、徐々に譲渡される兵器の性

能も上がっている。

トランプ前大統領は中間選挙投票日後に2024年の再出馬を表明した。共和党内で

依然本命であることは否定できない。対抗馬の筆頭はデサンティス知事であるが、彼

の外交観は未知数である。法の支配に基づく国際秩序を擁護する姿勢という観点から

は、トランプ氏ないしトランプ的外交観の持ち主がホワイトハウスに復帰する事態に

ついて、一定の懸念を抱かざるをえない。ただし、近く立候補を表明すると報道され

ているニッキー・ヘイリー元国連大使の外交観は、レーガン的な保守強硬派に近いと

言える。
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4 日本への含意

バイデン大統領の再選は確実とは言えない。日本としても、2024年大統領選挙で起

こりうることに対して、一定の備えをしておく必要があろう。トランプ政権期には、

安倍首相との良好な個人的関係も要因となって日米関係が暗転することはなかった。

トランプ氏再選の場合、これが再現されるかもしれないが、逆の可能性、すなわちド

イツのメルケル首相のように、険悪な関係になってしまう場合もありうる。

民主党においても、バイデン大統領が不出馬となった場合、現段階で有力視されて

いる後継候補は存在せず、党内の争いは混戦となるであろう。その場合、近年党内で

左派の影響力が増していることに留意する必要がある。大統領候補に指名される者が

左派系でない場合でも、左派からの支持を獲得するために相当の政策的譲歩を迫られ

るであろう。

2024年大統領選挙は米国にとってのみならず、日本と世界、とりわけ法の支配に基

づいた世界秩序にとって、極めて重要な出来事となるであろう。

◎巻頭エッセイ◎国際秩序の危機と米国の動向
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［要旨］

2022年アメリカ中間選挙は、連邦議会議員や州知事に対する評価のみならず、アメリ

カという国の在り方や民主政治の意味も問われた重要な選挙だった。共和党優勢との一

般的予想に反して民主党が善戦した背景には、人工妊娠中絶の権利を否定する連邦最高

裁判所の判決を受けて中絶問題を最重要争点と考える人が増大するなど、有権者の関心

事の多様化があった。また、共和党内でトランプ派候補が増大した結果、選挙が「トラ

ンプ対バイデン」という2020年大統領選挙と同じ構図となったことも大きな意味を持っ

た。それに加えて、二大政党の党内状況と戦略が、選挙結果を左右した点もある。民主

党はサンダース的な左派ポピュリズムの傾向を抑制することで、穏健な有権者の支持を

獲得することができた。他方、共和党はトランプ派候補が予備選挙を席巻した結果、本

選挙では議席を伸ばすことができなかったのである。

1 2022年アメリカ中間選挙の意味

（1） 中間選挙の意味

アメリカの中間選挙とは、大統領選挙の中間時点（2年後）に行われる連邦議会選挙と州知

事選挙のことである。このような選挙であるため、中間選挙にはいくつかの意味付けがなさ

れる。

第1に、連邦議会や州知事のパフォーマンスに対する評価が問われる。ここで行われる評

価には、連邦の動向が反映される面と、選挙区を基礎とする面の両方が存在する。連邦の政

治全般に対する不満が強い場合は、議会多数党（2022年中間選挙時では上下両院ともに民主党）

に対して批判票が投じられることが多い。だが、連邦の動向とは無関係に、地方独自のメカ

ニズムに基づいて選挙が展開されることも多い。これは、連邦議会全体に対する支持率が低

い場合でも、現職政治家が出馬した場合は、その再選率が9割を超えることに象徴的に表わ

れている。ちなみに、2022年11月3―6日に行われたEconomist/YouGovの調査によると連邦

議会に対する支持率は23%、不支持率は63%だったが（1）、現職議員の再選率は高く、上院議

員に至っては全員が再選を果たしたのであった。

第2に、およそ2年前に就任した大統領の中間評価という意味付けがされることがある。

2022年中間選挙に関して言えば、「ジョー・バイデン大統領の支持率が低く業績も少ないた
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め、民主党が不利な状況になり、共和党が議席を増やすだろう」という報道が頻繁になされ

ていた。権力分立の観点からすれば、立法部門と州政府に関する選挙が行政部門（大統領）

との関連で行われることの意味については慎重な考慮が必要だが、実際問題として、このよ

うな議論がメディアを席巻していたことは念頭に置く必要があるだろう。

第3に、2年後に実施される大統領選挙のための顔見せという意味が強調されることがあ

る。2022年選挙に際しては、再出馬が噂された共和党のドナルド・トランプ前大統領の動向

に注目が集まった（実際トランプは11月15日に出馬表明した）。それ以外にも、共和党ではフ

ロリダ州知事であるロン・デサンティスやニューハンプシャー州知事のジョン・スヌヌ、民

主党ではカリフォルニア州知事のギャビン・ニューサムやミシガン州知事のグレッチェン・

ホイットマーらの動向にも注目が集まった。

中間選挙について検討する際には、これらの点について考える必要があるのである。

（2） 2022年の意味

2022年中間選挙には、これらに加えて歴史的な意味もある。現在のアメリカでは大きな変

動が起こっており、その変動について評価する必要があるのである。

第1に、アメリカは一体どういう国なのかについて、大きな問題提起がなされている。ア

メリカは建国以来一貫して多くの移民を受け入れてきた多元的な国家であるため、民族や言

語ではなく「アメリカ的信条」と呼ばれるもの、例えば、自由、民主主義、平等、個人主義、

法の支配などの理念を共有する人々が社会契約を結ぶことによって作り上げた国として、ナ

ショナル・アイデンティティーを説明してきた。そのアメリカで契約文書として位置付けら

れてきたのが、独立宣言と合衆国憲法であった。だが、近年のアメリカではその前提を覆す

試みがなされている（2）。

とりわけ注目を集めたのが、ニューヨーク・タイムズ社が中心となって行われた「1619プ

ロジェクト」という問題提起である。これは、アメリカ建国の起源を1619年と解するところ

に大きな特徴がある。一般的にはアメリカの建国は、1776年の独立宣言や1787年に作成され

た合衆国憲法との関連で語られる。だが、1619プロジェクトは、アメリカを最も強く特徴付

けてきたのは人種差別であるという立場から、黒人奴隷が初めてアメリカ大陸に連れてこら

れた1619年をアメリカの起源とみなしている。この立場によると、アメリカの独立革命です

ら、人種差別主義者が奴隷制を維持するために起こした事件だということになる。そして、

1619プロジェクトの支持者は、それを公立学校で教材として使うべきだと主張している。こ

の試みは一般に文化戦争と呼ばれるものの一つであるが、独立宣言や合衆国憲法を重視する

アメリカという国の在り方、契約国家アメリカの在り方を根本から揺さぶる点で、とりわけ

大きな問題提起だと言えよう（3）。

上記の点とも関連して、第2に、アメリカの民主政治の意味を問う動きもみられている。

右派からは、「2020年の大統領選挙の結果は民主党によって奪われたのだ、本当の勝者はト

ランプだ」と主張する人たちが登場した。それが極端な形を取ったのが、2021年1月の連邦

議会議事堂襲撃事件であった。民主党支持者は共和党が民主主義の原則を否定しているとし

て批判を強めている。選挙戦中には異なる立場に立つ人々が見解の違いをめぐって論争を繰
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り広げたとしても、選挙が終われば結果を受け入れることが民主政治の大原則である。また、

連邦議会議事堂襲撃事件は、「頭を叩き割るのではなく、頭数を数えるのが民主主義だ」とい

う民主政治の根本原則を暴力で否定した事件であり、アメリカの国是である民主主義や法の

支配に対する疑念を突きつけたとされる。

だが、選挙結果が奪われたとする共和党支持者のなかには、2020年の大統領選挙は郵便投

票の実施方法などに問題が多く、選挙自体が民主的に実施されていなかったと主張する人も

多かった。選挙前に行われた世論調査でも、民主党への投票意向を示している人の80%、共

和党への投票意向を示している人の70%が今回の選挙で民主政治の将来が重要争点だと回答

しており、民主政治の現状認識にズレがあると想定できるのである（4）。

第3に、二大政党における路線対立の激化、それと関連して、ポピュリズムに対する評価

も重要な意味を持っている。ヨーロッパ、とりわけ比例代表制を採用している国では、候補

者名簿を作る党の指導部が影響力を持つ。政党綱領に賛同する人が党の候補になるため、党

の候補には共通性がみられる。だが、アメリカの場合は、候補者は選挙区ごとに予備選挙で

決められるため、党主流派の方針に反する人物が党の候補となることもある。アメリカの政

党は地方政党の連合体であり、二大政党ともに路線対立を抱えている場合がある。現状では、

民主党には、バイデンら穏健派、主流派と呼ばれる人々と、民主社会主義者を自称するバー

ニー・サンダースに象徴される左派の対立が存在する。共和党には、財政的保守、社会的保

守、軍事的保守の均衡を求めるレーガン的立場をとる主流派に対し、トランプ派が対抗する

構図がみられる。

サンダース派もトランプ派も、伝統的な政界勢力に対する異議申し立てを行う人々で、ポ

ピュリストと呼ばれることもある。アメリカでは、とりわけ大統領に関して連邦政界の常識

とは一線を画すアウトサイダーが求められることが多くなっていた。それが行きつくところ

まで行きついたのが、政治経験も軍歴もないトランプの当選だった。そして、2020年にはそ

れに対する反動として、ワシントン政治究極のインサイダーとも言うべきバイデンが選出さ

れた。主流派とポピュリストの対抗関係にも注目する必要があるのである（5）。

第4に、近年のアメリカは、連邦最高裁判所が出した判決によっても揺さぶられている。

2022年には、人口妊娠中絶の権利を否定するドブス判決と、環境保護局（EPA）による温室

効果ガス排出量に関する規制権限を否定する判決が出された。これらはいずれも連邦最高裁

判所の保守化を示すものであるとともに、ニューディール以降のアメリカの在り方を問い直

す判決であった（6）。

前者は、ジェンダーとセクシュアリティーなどの面で民主党とリベラル派が体現してきた

進歩を否定する判決だった。また後者は、連邦政府の権限を大幅に制約する可能性がある重

要判決である。同判決の趣旨は、行政部門が規制をかけるためには、立法部門（議会）によ

る明示的な決定か授権が必要だということである。ニューディール以降のアメリカは連邦政

府がさまざまな形で権限を拡大し、連邦最高裁判所がそれを容認する形で行政国家が作られ

てきた。同判決はその前提を覆すものであり、もしこの判決の論理がより一般化されること

になれば、アメリカ政治は根本的な変容を迫られるだろう。このように考えると、何十年か
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後には、バイデン政権期はニューディール以降に民主党とリベラル派が成し遂げた遺産の多

くが潰された時代だと指摘されるようになる可能性もあるかもしれない。

これらの判決に関して、共和党の大統領が指名した判事が多数意見を構成し、民主党の大

統領が指名した判事が反対する形で、判事の立場が明確に分かれている。連邦裁判所の判事

は、大統領が指名し、連邦議会上院が承認した場合に就任する。連邦裁判所による判決が重

要な意味を持つことを考えると、判事の承認権を持つ上院の選挙が重要になる。

このように、2022年の中間選挙は、今後のアメリカのゆくえを問う選挙であった。本稿は

これらの点を念頭に置きつつ、2022年選挙の意味について考えることにしたい。

2 2022年中間選挙の結果

（1） 民主党苦戦の予想が外れた理由

2022年中間選挙では民主党が苦戦すると予想されていたが、それには一定の根拠があった。

まず、この100年間で行われた25回の中間選挙の平均を取ると、大統領の政党は、下院では

30議席、上院では4議席、州知事選挙では4.5議席ほど減らしている（7）。また、アメリカでは

10年ごとに国政調査の結果を受けて下院の選挙区割りを見直すが、2022年中間選挙は見直し

後初めて行われた選挙だった。選挙区割りを行う権限は州政府が持つが、共和党が優勢な州

が多かったため、全般的に共和党に有利な区割りがなされていたのである。

だが実際には、その予想は外れた。上院は選挙前は民主党系と共和党が50議席ずつで分け

合っていたが（8）、ジョージア州の補欠選挙が終わった時には民主党系が51、共和党が49とな

った。その後キルステン・シネマ議員が民主党を離党して無所属になったが、選挙結果とし

ては民主党系が議席を増やしたことになる。下院に関しては、民主党が213、共和党が222と

なり、民主党が議席を減らしたものの、共和党が大勝したとは言えない。州知事選挙に関し

ては、選挙前が民主党22、共和党28だったのが、民主党24、共和党26となって民主党が増

やした。民主党は善戦したと言えるだろう。

予想が外れたのにも理由はある。まず、今回の連邦議会上院の選挙においては、35の改選

議席のうち共和党の議席が21と多かった。また、引退・転出する議員が、民主党が1だった

のに対して、共和党は5であった。共和党が上院で議席を増やすのは困難だったと言えるだ

ろう。下院については、2020年の選挙では民主党が多数を取ったものの、二大政党の議席差

は小さかった。2020年の投票率が歴史的に高く二大政党共に積極的に動員をかけていたこと

を考えると、二大政党に対する支持は拮抗しており、どちらか一方の政党が大きく議席を減

らす可能性は大きくなかったと言えるのかもしれない。

（2） アメリカ社会の部族化

このような要因に加えて重要な意味を持つのが、アメリカ社会の「部族化」と呼ばれる要

因である。選挙分析に際して、研究者もメディア関係者も、選挙結果は最終的には経済状況

によって決まるという前提を暗黙の裡に置いてきた。上院の選挙に関しては大半の州でどの

党が勝つかは自明であるし、下院の選挙に関してもゲリマンダリングなどの要因からどの候

補が勝つかが明白な場合が多い。二大政党の最終的な勝敗は、上下両院ともに、帰趨が明ら
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かになっていない一部の接戦選挙区の結果次第である。そして、接戦選挙区の勝敗を決める

のは浮動票であり、浮動票の行方を決めるのは経済状況だと考えられてきた。具体的には、

通例は失業率であるが、今回はインフレが記録的に高かったので、インフレ率が最終的な選

挙結果を決めると想定されていた。

だが今回の選挙に関しては、最も重要な争点が何かについて、人々の意見が対立していた。

出口調査で最重要争点を聞かれると、インフレと回答した人が最も多かったが（インフレが

31%、中絶が27%）、選挙区単位でみると中絶と回答した人が多いところも相当存在した（9）。今

回の選挙では、共和党はインフレ、犯罪、移民を重要争点と位置付けており、インフレを理

由として共和党に投票した人はいただろう。他方、民主党は中絶ならびに民主主義の価値

（トランプの位置付け）を主要争点にしており、それが功を奏した。とりわけ中絶問題は女性

と若者の投票率を上昇させ、連邦裁判所判事の承認権を持つ上院にとどまらず、いくつかの

接戦選挙区で民主党の勝利を呼び込んだと言えるだろう。

このように、有権者全体として同じ争点を重視するという傾向が薄れ、集団ごとに異なる

争点を重視する傾向を「部族化」と表現することがある。今回は、この部族化が想定以上に

進んでいたことが選挙結果の予測を困難にしたところがあるだろう。

（3） バイデン対トランプの構図

最後に、民主党劣勢という予想が外れたもう一つの理由として、バイデンに対する評価と

トランプの要因を挙げることができる。共和党は元々、今回の選挙はバイデン政権の中間評

価だという立場で選挙運動を展開しようとしていた。バイデン政権の業績は不十分で、犯罪

率は上がり、インフレになったと強調する戦略である。またメディアも、バイデン政権の支

持率の低さを強調していた。

だが、このような指摘や戦略が妥当だったかについては議論の余地がある。まず、バイデ

ン政権の支持率は特筆するほど低かったのだろうか。ピュー・リサーチ・センターによると、

中間選挙直前のバイデン政権の支持率は38%だったが、歴代大統領の1期目の中間選挙直前

の支持率は、ロナルド・レーガンが42%、ビル・クリントンが41%、トランプが38%と、同

様に低い。湾岸戦争期のジョージ・H・W・ブッシュの56%、9・11米同時多発テロ事件の

影響があったジョージ・W・ブッシュの61%は比較に適さないとして、バラク・オバマの

46%がやや高い程度である（10）。バイデンの支持率は高くはないが、大統領が初めて中間選挙

を迎える時の支持率として取り立てて低いわけではない。

また、バイデン政権最初の2年の民主党の業績が不十分だったとも考えにくい。バイデン

大統領が大統領選挙時に掲げた主要公約4つ（コロナ対策、インフラ投資、子育て・教育支援、

気候変動）のうち、コロナ対策としては2021年3月に1兆9000億ドル規模の米国救済計画法

が、インフラ投資に関しては2021年11月に1兆2000億ドル規模のインフラ投資法が通過し

た。2022年8月に通過したインフレ抑制法は、気候変動対策を一つの主眼とする3690億ドル

規模の法律である。もう一つの子育て・教育支援については、2022年8月に連邦政府の学生

ローン返済を一部免除するという大統領令を出すことで着手されたとも言える。バイデン政

権と民主党議会は、主要4公約について一定の成果を出しているのである。これらに加えて、
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2022年には、実質的な内容を持つものとしては1993年制定のブレイディ法以来となる銃規制

法も通過させている。選挙前の失業率は歴史的な低さであった。インフレ率は記録的に高か

ったとはいえ、客観的にみるとバイデン政権は相当の業績を出していたと言えるだろう。

次に、トランプの要因について検討しよう。後述のとおり、予備選挙の結果、トランプ派

候補が共和党内でかなりの割合を占めることになった。それを受けて民主党が、トランプを

めぐる是非、とりわけ彼が2020年大統領選挙の結果を否定していることを論点としたのが選

挙戦略上有効に働いた。

この要因が選挙結果を左右したことを象徴的に示しているのが接戦州である。接戦州の共

和党候補の大半はトランプ派候補であったが、彼らは2020年大統領選挙の結果を否定してい

るか、発言などに問題を抱えており、選挙資金集めでも苦戦していた。オハイオ州とフロリ

ダ州を除くほぼすべての接戦州で、共和党のトランプ派候補は敗北したのである。

ワシントン・ポストとABCが共同で行った出口調査では、58%の人がトランプを好ましく

ないと回答している。共和党支持者のなかではトランプに好意的だと回答した人が多かった

のに対し、民主党支持者のみならず無党派層もトランプを否定的に評価したのである。投票

に来た理由を問われた際、トランプに反対するためと回答した人は28%、トランプを支持す

るためと回答した人は16%だった（11）。

今回の選挙は、トランプかバイデンかという、2020年の大統領選挙と同じ構図になってし

まった。これが共和党に不利に働いたように思われる。

3 二大政党の党内路線対立

（1） 共和党

2016年、2020年の選挙においては、トランプとサンダースという「ポピュリスト」とも称

される人物が注目を集め、二大政党の主流派を揺さぶった。では2022年中間選挙では、彼ら

はどのような位置を占めたのだろうか。中間選挙時に二大政党の連邦議会選挙と州知事選挙

の予備選挙に出馬した人々のウェブサイトを調べて、左右のポピュリズムとのかかわりを検

討した調査結果があるため、それを基に検討しよう。

まず共和党について、トランプが支持した候補者は、共和党の予備選挙の候補者中に占め

る割合は12.24%で、予備選挙での勝率は96.53%である。なお、トランプが支持した候補は、

ほとんどが現職候補である。現職再選率の高さもあり、自らの弾劾や連邦議会議事堂襲撃事

件、機密文書持ち出し事件などで彼に批判的なコメントをしなかった現職候補を支持したの

である。次に、ウェブサイトにトランプの写真か、トランプに好意的な言及がある候補は、

全候補者のなかで30.87%を占め、その勝率は40.22%だった。ウェブサイトにトランプを象

徴するフレーズであるMAGAやアメリカ・ファーストについて好意的な言及や写真のある人

が27.30%、その勝率は29.60%だった。最後に、トランプ、MAGA、アメリカ・ファーストに

言及していない候補が全共和党候補に占める割合は59.18%で、彼らの勝率は30.02%である。

つまり、トランプにかかわりのない候補は全体で18%程度に過ぎなかったことになる（12）。

今回の選挙ではトランプ派が共和党候補の多くを占めていたことになる。共和党が思った
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以上に選挙で勝てなかったのは、トランプ的な右派ポピュリズムが共和党を支配したものの、

有権者にはその立場が否定されたためだという仮説を立てることができるだろう。

（2） 民主党

これに対して、民主党についてはかなり違った仮説を導き出すことができる。結論を先に

述べると、サンダース的な左派ポピュリズムを党が抑え込み、それが全米でも評価されたと

いうことである。

民主党についても、穏健派対左派の対立があることが知られている。両者の関係は複雑で

あり、とりわけ2016年大統領選挙の際に左派が穏健派のヒラリー・クリントンを批判し続け

たことがクリントンの敗北の一つの要因となった。これに対し、2020年大統領選挙の際には、

左派もトランプに勝利するために穏健派のバイデンを支持した。だが、大統領選挙が終わる

と路線対立が顕著になり、バイデンも党内をまとめるために左派に配慮した立場をとるよう

になっていった。

2022年中間選挙において、左派が党内で占めた位置を考えるために、先ほどの集計をみて

みることにしよう。ジャスティス・フォー・オール（刑事・司法の分野で警察予算 奪を主張

する団体）、アウア・レボリューション（サンダース系の団体）、インディビジブル（トランプ

がアメリカを分断させたことを批判する団体）、あるいはサンダース、スクワッド（オカシオ＝

コルテスら4名の女性から成る急進派民主党議員）から明確な支持を受けたと表明する候補は、

予備選挙の全民主党候補に占める割合は5.82%に過ぎず、その勝率は50%である。また、ウ

ェブサイト内で、警察予算 奪、移民関税執行局（ICE）廃止、メディケア・フォー・オール

（医療保険制度改革）、グリーン・ニューディール、大企業寄りの民主党員への反対などの表現

を肯定的な文脈で用いた候補が占める割合は26.62%で、予備選挙での勝率は39.08%である。

それ以外の人たち、すなわち左派系の人物や団体からの支持を強調しておらず、左派的なフ

レーズを用いていない人が民主党の候補に占める割合は72.15%で、その勝率は46.98%と高

かったのである（13）。

今回の選挙で民主党指導部は、左派的なスローガンを前面に出すことを避けようとしてい

たようであり、予備選挙でも党指導部が望む穏健な候補が順当に勝利した（14）。共和党は「民

主党は極左のエリート集団で、一般の労働者のことを考えていない」と強調していたが、民

主党の戦略はその説得力を削いだと言える。

なお、今回の中間選挙の直前に、日本のメディアでは、バイデンは人気がないため応援演

説の依頼はされなかったとしばしば報じられた。だが、選挙終盤の選挙キャンペーンにみら

れた最も興味深い点は、サンダースやオカシオ＝コルテスらに対する応援依頼がほとんどな

かったことである。実際、応援演説の回数が多かったのは、ビル・クリントン、オバマ、バ

イデン、エイミー・クロブシャー、ピート・ブティジェッジなどであった。サンダースやオ

カシオ＝コルテスらは応援依頼も少なく、そういった人たちが前面に出なかったことが、民

主党の勝利につながった可能性もあるかもしれない（15）。このあたりは、アメリカのポピュリ

ズムの今後を考えるうえで示唆的である。

2022年アメリカ中間選挙をどう見るか
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4 むすびにかえて

2022年の連邦議会選挙は、現在のアメリカ政治について理解するうえで重要な情報を提供

している。本稿を通して得られたものを、仮説的に整理しておきたい。

第1に、アメリカ政治の部族化が進んでいることが明らかになった。伝統的には経済指標

が選挙結果を決めると想定されてきたが、その前提は必ずしも当てはまらなかった。アメリ

カの有権者が多様な争点を重視する傾向は進んでおり、今回は連邦最高裁判所の判決の影響

もあり、中絶問題を重視した人々の動向が選挙結果に大きな影響を与えたのである。

第2に、民主党が善戦した大きな理由として、サンダース的な選挙キャンペーンの手法を

とらなかったことが大きな意味を持った可能性がある。予備選挙の投票率は10―20%程度と

低く、活動家の影響力が大きくなるため、一般有権者の意向と乖離しても極端な立場をとる

のが合理的になることがある。だが、今回の選挙では、その乖離をみせなかったことが、本

選挙における民主党の善戦につながった可能性がある。もっとも、そのような戦術をとるこ

とができたのはバイデン大統領が政策形成過程で左派寄りの姿勢をとって左派と比較的良好

な関係を築いていたことが大きな背景にあるかもしれない。この点を考えると、民主党内の

路線対立で穏健派の優位が確立したわけではない。

第3に、共和党は今後トランプ派の位置付けに苦慮するだろう。今回の中間選挙での最大

の敗者はトランプだとしばしば指摘される。トランプは、中間選挙の共和党大勝は自分のお

かげだとして大統領選挙出馬を表明し、議会襲撃事件や機密文書の持ち出しに関する調査委

員会の活動を「国民の支持」に基づいて収めさせることをイメージしていたと思われるが、

それが失敗したことになる。とはいえ、共和党の予備選挙でトランプ派候補が支持を集めた

のも事実であり、共和党は今後採るべき路線をめぐって多くの議論をすることになるだろう。

ここで参考になるかもしれないのが、「最大の勝者」と評されることもあるデサンティス

である。彼は「ミニ・トランプ」と呼ばれることもあった人物だが、選挙戦の途中から徐々

にトランプと距離を取り始めた。そして、二大政党の勢力が比較的拮抗するとされてきたフ

ロリダ州で大勝したのである。本稿では説明することができなかったが、デサンティスは文

化戦争、とりわけアイデンティティー政治において左派を徹底的に批判することで幅広い有

権者の支持を勝ち取ったのである。もっとも、彼に対する支持がフロリダ州を越えて全米に

広がるかは不明であり、今後の展開に注目する必要があるだろう（16）。

第4に、今日みられているアメリカの政治社会の分断がアメリカという国のナショナル・

アイデンティティーを根本的に否定するほどの水準に達しているとは言えないだろう。民主

党は穏健な立場を示し、左派的なスタンスを強調しなかったが故に善戦することができた。

共和党のデサンティスは左派のアイデンティティー政治を批判することで支持を広げた。ま

た、2020年の大統領選挙が奪われたと主張するトランプ派候補は大半が本選挙で敗北し、そ

の結果を受け入れた。これは、アメリカの世論が全体としては穏健な立場を支持しているこ

と、また、アメリカの民主政治が機能していることを示していると言えよう。

2022年中間選挙は、アメリカの政治社会を理解するうえで重要な示唆を与えていると言え
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るだろう。
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［要旨］

上下両院のねじれ状態となった、2023年1月からの米国第118連邦議会は、下院で多

数派の共和党から造反が出て、開会5日目まで議長が決まらないという異例の事態で幕

を開けた。本稿では、党内の最右派によるこの混乱の検討を手がかりに、この第118議

会でいかなる政策課題がどのように目指されるかを展望する。近年は、二大政党のイデ

オロギー的分極化と拮抗を受けて、連邦議会の各院で、委員会でなく多数党指導部が法

案審議を主導するケースが目立つようになっている。また両院間の関係をみると、議案

可決に超党派の賛成を必要とする上院の法案を、より党派的に動く下院が受け入れられ

るかがしばしば立法を左右する。分割政府下の第118議会では、従来から重要な、上院

における民主党主導の妥協の成否に加え、下院共和党で主流の立場をとる議員の意向と、

それを受けて議長を中心に党指導部がどう動くかが重要な鍵を握ると考えられ、本稿で

はそのメカニズムを解説する。

はじめに

2022年の中間選挙の結果、米国の連邦議会は民主党の多数から、上下両院で多数党の異な

るねじれ状態に移行した。新しい第118議会の上院は、無所属を含む民主党側が1議席増やし

て51議席となり、49議席の共和党に対して引き続き多数派を占めて発足した。院内の運営の

主導権を握る多数党院内総務を民主党のチャールズ・シューマー議員が、また少数党院内総

務を共和党のミッチ・マコネル議員が引き続き務めている。

対して下院では、共和党が222議席を確保して、212議席の民主党に代わって多数派となっ

た（1）。選挙後、民主党でナンシー・ペロシ下院議長らが退任して、ハキーム・ジェフリーズ

議員らが新指導部となり話題を集めたが、連邦議会では各院の多数党の政党指導部が審議手

続きを統制する。ところが、その共和党ではケヴィン・マッカーシー院内総務の議長就任に

反対が出て、2023年1月3日の開会後も議長が決まらない事態となった。交渉の末、7日未明

に、反対していた20名のうち15名が賛成に転じ、残りが実質的に棄権したことで、実に15

回目の投票で過半数の票を得て決着した。

以下本稿では、この下院議長選挙の混乱を手がかりにして、第118議会がいかなる政策課

題にどのように取り組むかを展望する。今日の議会では、二大政党間のイデオロギー距離が
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増し、各党内の凝集性の高まるイデオロギー的分極化（以下、単に「分極化」と表記）が立法

過程の膠着につながっているとされる。しかし本稿では、二大政党の拮抗状況もあって、そ

もそも各院内の多数党がまとまれるかどうかが第118議会での立法に大きく影響しうること

が強調される。

一つ前の第117議会でも、特に上院における民主党多数派の団結の成否がしばしば法案の

行方を左右した。第118議会ではそれに加え、下院で内部に不満分子を抱える共和党がどう

振る舞うか、民主党側と妥協する余地があるかが鍵となりうる。本稿では具体例を交えつつ、

両院をまたいで政党内・政党間で働くであろう協力と対立の仕組みを、個々の議員の動機付

けを踏まえた議会研究の理論枠組みに基づいて解説することに重きを置く。

1 下院議長選挙の混乱にみる今日の議会内政党

（1） 下院議長選挙の混乱とその背景

2022年選挙で4年ぶりに多数派を奪還した下院共和党では、最高位にあるマッカーシーの

議長就任が確実視されていた。ところが、選挙後に実施された党所属議員による投票では、

彼が大半の票を得て候補指名を得たものの、約30名がアンディ・ビッグス議員の支持に回

り、新議会発足後の分裂が懸念されていた。今回はそれが現実化した形で、手続き上、議長

なしには議員らが着任できない。立法が進まないだけでなく、議員らが機密情報を扱えない

などの問題が浮き彫りとなった（2）。

現代では、院内の人事を決める投票は各党の議員がまとまる数少ない機会で、今回の混乱

は異例である（3）。しかし、伏線は存在した。同じく共和党が下院の多数派を占めた第113・

114議会の発足時にも、共和党の10名前後が同党で指名を得たジョン・ベイナー議員以外に

投票した。また第114議会中の2015年に彼が引退した際、マッカーシーが後継を目指したも

のの、同年に党内で発足した議員連盟のフリーダム・コーカス（以下、「FC」と略記）を中心

に反対が多く出たことで断念している（4）。上のビッグスも、FCの会長を務めた有力者である。

今回の事例では、マッカーシーの反対派に、2022年選挙でドナルド・トランプ元大統領に

支援された者が多く、その影響も指摘された。しかし、彼らはトランプがマッカーシーへの

投票を呼びかけた後も反対を続けており、トランプが主因とは考えにくい。今回も含め、

2013年以降の造反者には、2009年からのティーパーティー運動に支援されて当選したか、そ

うした議員を中心に結成されたFCの関係者が多い。彼らのような議員は「最右派（far right）」

と呼ばれ、共和党内でも経済的争点を中心に保守性が特に強いという特徴をもつ（5）。

そこからは、日和見的で知られるマッカーシー個人への不信等もあるにせよ、党内での不

満が造反の重要な原因と考えられる。マッカーシーは今回、反対派に何もかも譲り渡したと

言われるほど、下院の運営等について多くの譲歩を行った。議員が単独で議長の解任動議を

出せるようにする、本会議にかけられた法案は議員の便宜のため72時間は採決にかけない、

といった審議手続きの変更に加え、FCの構成員やそれに近い議員に、本会議の審議方法を定

める議事運営委員会を含めた重要な委員会のポストをより多く配分することなどが決まった

とされる（6）。

政党内・政党間の妥協はどこまで可能か―米国第118連邦議会の展望

国際問題 No. 712（2023年4月）● 16



FCは、2015年にもマッカーシーに類似の要求を出しており、この連続性も、自分達の主張

を受け入れさせる目的での造反を示唆する。最右派は、2022年選挙で下院共和党を支援する、

マッカーシーとつながりのある政治活動委員会「連邦議会リーダーシップ基金（Congressional

Leadership Fund）」が、党指導部に協力しそうな穏健な主張の候補者を重点的に支援したこと

も問題視していた。今回、現職が出馬していない、共和党が優位の選挙区における予備選挙

で、特定の候補を支援しないことが決まったとされる（7）。

（2） 最右派の非妥協性の要因

最右派の異議申し立てを理解するには、議会内政党の特徴を踏まえる必要がある。米国の

主要政党は、特定の政策方針やイデオロギーに基づいて組織されておらず、また所属する政

治家を統制しにくい。政党はしばしばスポーツのチームに喩えられるが、チームスポーツで

は基本的に選手が個人記録などよりもチームの勝利を優先することが期待されるのに対して、

米国の政党政治家は各自の目標を追求する。大半が再選を目指す連邦議会議員は、選挙区の

支持者やその他の支援者への貢献を最も重視して行動するとされる（8）。

この見方からは、議会の各院内の政党組織も、個々の議員にはできない形で立法上の成果

を上げることで所属議員の再選可能性を高める、一種のカルテルと捉えられる。党指導部は

所属議員の投票行動を左右できないが、多数党であれば審議過程を統制できる。そこで、自

党の議員の多くが好むような法案を残し、ほかの法案を廃案に追いやることで、所属議員が

政策的実績を上げるのに貢献するとされる。議題設定権を利用することから、多数党のこう

した力は「アジェンダ権力」と呼ばれる。

しかし、多数党議員なら党指導部の権力行使から平等に恩恵を受けられるわけではない。

二大政党の分極化は、各党内の政治家の主張が似通っていく形で進んだものの、今日でも多

様性は残る。各院の党指導部は所属議員の投票で選ばれるので、党内で主流の立場に沿って

行動しがちになり、結果として極端な選好を持つ一部の議員が割を食いやすくなる。それは

党指導部も理解しており、委員会ポストの優遇や選挙の支援等、別の形で彼らの不利を埋め

合わせようとする（9）。

また、党内で極端な選好を持つ議員の間でも違いがある。二大政党の分極化・拮抗状況の

下で、法案の可決には、院内の多数党の団結と超党派の妥協のいずれかがほぼ不可欠となる。

いずれの場合でも、党内でイデオロギー的に対立政党に近い議員の意見は、その過程で取り

込まれやすい。第117議会の上院では、ジョー・マンチンら民主党の保守寄りの議員が、立

法時に多くの譲歩を引き出した。それと比べると、共和党内のFCのように、イデオロギー的

に極端な側の議員の意向は反映されにくい。

最右派はこの点に不満を抱えてきたが、議長選挙での造反はそれこそ極端に思えるかもし

れない。しかし、議員達は全体に非妥協的になってきている。近年、多くの選挙区では一方

の政党の支持者が明らかな多数派を占め、候補者にとって本選挙に対して予備選挙の相対的

な重要性が増している。予備選挙で投票する有権者は、多くがその党の熱心な支持者で、イ

デオロギー的により極端とされる。異なる党派の間で、互いを嫌悪する「感情的分極化」も

強まっている（10）。
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こうした環境下で、議員らは全体に非妥協的に振る舞う動機を持つ。共和党の最右派の議

員は、多くが保守性の強い選挙区の出身で、とりわけその傾向が強い。なかでもFCは、党主

流派への対抗意識から、自分達の主張を通すべくあえて非妥協的に行動し、「お断りコーカス

（the “caucus of no”）」の異名もとる。議員連盟には珍しく、構成員の8割以上がある立場でま

とまった場合、その立場での投票を全員に義務づける。内部の同質性を維持すべく、構成員

を40名程度に絞り、加入も招待制をとるという徹底ぶりである（11）。

ただし、FCの非妥協性には、上に加えて連邦議会の審議様式の変化も影響しているとみら

れる。かつては両院とも、政策分野別の委員会で専門性を持つ議員らが法案を練り上げる、

分権的な審議が基本であった。それが今世紀に入って、多数党指導部の存在感が増し、それ

も最右派の不満を強めるように働いたと考えられるのである。次節では、この新しい立法過

程の特徴を踏まえて、上院も含めて第118議会がどう作動するかを考えてみよう。

2 政党指導部中心の立法を阻むもの

（1） 多数党指導部主導の審議過程の登場

21世紀に入って、連邦議会の両院で多数党指導部による立法の主導が目立つようになった。

具体的には、法案の内容が党指導部に管理され、委員会での審議が簡略化されたり完全に省

かれたりし、本会議での修正も制限される場合が増えている。個々の委員会では、本会議で

の可決に必要な票を得られるような内容の法案を作りにくくなったのが一因とされる。各院

の多数党指導部は、必要に応じて少数党指導部やもう一院の多数党指導部と協議しつつ、法

案の成立を目指すようになった（12）。それまでの、法案をふるい落とす「否定的」なアジェン

ダ権力の行使に、法案を通そうとする「積極的」なそれが加わったとされる。

二大政党が分極化するにつれ、法案は通りにくくなってきた。第117議会に両院で提出さ

れた法案のうち、法律になった割合は第97議会の約4%からほぼ半減している。しかし、立

法が止まったわけではない。多数党指導部が通そうとする重要法案は、多くの場合長大で、

起草や修正の手間も大きい。立法の量を、ある議会期に成立した法律の総ページ数でみた場

合、分極化前の1970年前後に比べ、2010年代に入る頃には2倍前後になっており、むしろ増

加傾向にある（13）。

多数党指導部は、あらゆる法案に関与するわけではない。党の重視する目玉法案や、予算

法案に代表される、必ず成立させなければならない法案等に限られる。第117議会では、両

院の民主党指導部がインフレ削減法や予算その他に関するオムニバス法等をとりまとめた。

超党派で必要性が共有されている政策を中心に、委員会も引き続き重要な役割を果たしてい

るものの、政党指導部の出番が増えているのは間違いない（14）。

その際、党指導部は委員会と異なる姿勢で立法に臨む。管轄する政策分野に強い関心と利

害を持つ議員で構成される委員会は、内容面で多少妥協してでも法案を成立させようとする

傾向が強い。他方で党指導部は、所属議員の多くを満足させられないと判断すれば、法案に

見切りをつけることも厭わないとされる。党指導部のこうした態度は、先にみた、個々の議

員の非妥協性に対応する。
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第118議会でも、各院の多数党指導部は積極的に立法に関与しつつある。ただし、上院で

は下院よりも個々の議員が審議に大きな影響力を発揮でき、乗り越えに6割の議員の賛成を

要する議事妨害のフィリバスターもある。そのため、二大政党が分極化し拮抗する今日の上

院を通過するのは、多かれ少なかれ超党派の支持を得た、イデオロギー的に穏健な内容の法

案が多く、一票の行方で法案の成否が決まることも少なくない。次にみるように、この違い

と両院のねじれ状態が複合的に今後の立法に影響してくるとみられる。

（2） 下院は上院に譲歩できるか

立法の過程で、両院で異なる内容の法案が可決された場合、従来は内容を調整するために

両院協議会を開くことも多かった。しかしその場合、各院からの代表はその法案を管轄する

委員会の構成員が主になり、多数党指導部の影響が及びにくくなる。そのため、近年は両院

協議会の活用が激減した代わりに、両院が互いに修正・可決した法案を送り合うことが増え、

「ピンポン」と呼ばれる（15）。

二大政党の分極化・拮抗状況では、多数党指導部が審議過程をより統御しやすく、ぎりぎ

りの過半数で可決できる下院の方が、法案可決の見通しを立てやすい。下院の多数党指導部

がある法案をどうしても通したい場合、上院案を修正して送り返すと否決されて廃案になる

恐れがあるため、修正を認めずに採決して成立させることが目立つようになっている。その

点、第118議会では両院で多数党が異なり、下院多数党内に非妥協的な少数派がいることが、

これを難しくする可能性がある。

両院の多数党が同じであっても、上院の妥協的な内容の法案を受け入れることには下院の

多数党内で不満が出やすい。第118議会では、民主党側の意向が強く反映された上院の法案

の扱いを、下院で非妥協的なFCを抱える共和党側が判断することになり、反発はより強くな

るであろう。その場合、ある法案に下院で党をまたいで過半数の議員が賛成していたとして

も、立法が頓挫しうる。それは、下院議長について、自党の過半数の議員に支持された法案

のみ本会議に上程できる、という不文律が存在するためである（16）。

バラク・オバマ政権下の第113議会では、第118議会と同じく上院で民主党、下院で共和党

が多数派であった。2013年の予算法案審議では、2010年成立の医療保険制度改革法（いわゆ

るオバマケア）を執行する費目が盛り込まれた上院案に、下院でティーパーティー系の共和

党議員が強硬に反対した。これに多数の共和党議員が同調したため、両院の折りあいがつか

ずに連邦政府が部分閉鎖に陥ったのである。膠着状態は、ベイナー下院議長が不文律を破っ

て上院のつなぎ法案を上程し、それが民主党議員を主とする超党派の賛成で成立するまで続

いた（17）。

第118議会では、ここでのティーパーティー系議員の役回りを最右派が演じる可能性があ

る。政党間対立はいっそう深まっており、下院共和党では上院の共和党議員らが弱腰だとの

批判も強い。第117議会の終盤に、婚姻尊重法とオムニバス法が民主党側の主導で相次いで

成立した際、上院で共和党からそれぞれ9名と18名が賛成に回り、下院側から強い反発が出

た。特にオムニバス法については、下院で共和党が多数派となる年明けを待たずにマコネル

らが民主党側と妥協したことで、不信感が強まった（18）。
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こうした状況下で、下院が上院の法案を受け入れる必要が生じた場合、下院共和党指導部

は困難な選択に直面しうる。ただし、最右派が常に大きな影響力を発揮できるわけではない。

彼らが強硬姿勢をとったとしても、ほかの共和党議員が追随しなければ上の不文律は発動し

ない。また最右派は、共和党の主流派のみが推す議案であれば、民主党議員と共に反対すれ

ば廃案にできる。ただし、これは議長選挙のような院内手続きでは主流派への脅しになるが、

法案の場合は、元々分割政府の下で成立の見込みが薄いので、あまり意味がない。それに共

和党内では、FCが議長選挙で身勝手に振る舞い、序列を無視して委員会ポストを奪ったとし

て非難されている（19）。

このように、共和党の最右派が単独でもつ影響力は限定的とみられる。とはいえ、第118

議会では議長解任動議や修正案を出しやすくなるなど、民主党を含む個々の議員が本会議の

審議を遅らせやすくなっている。修正提案の認められた最初の本会議では、一つの法案に140

以上の修正案が出され、それらの採否の決定に点呼投票が必要になる場面もあった。立法は

多分に時間との闘いで、これは無視できない重要性を持つ（20）。

3 第118議会は何を目指すのか

（1） 下院共和党の動向

第117議会では、2021年に米国救済計画法やインフラ投資雇用法、2022年に超党派の銃規

制法、インフレ削減法、婚姻尊重法、オムニバス法等の重要立法が成立した。ほかに、ロシ

アの侵攻下にあるウクライナに大規模な財政的、軍事的支援を行ってきており、総じて大き

な実績を上げたと言える（21）。それに対して、上のような困難を抱える第118議会で何が目指

されるか、主導権をとる各院の多数党を軸に考えてみよう。

まず、下院共和党はどうであろうか。マッカーシーは、2022年9月に「アメリカへのコミ

ットメント」と題する政策提案を発表した。これは、1994年選挙を前に下院共和党指導部が

打ち出し、その後実現を目指した「アメリカとの契約」を彷彿とさせる。ただし、バイデン

政権を抑制し、インフレ対策や中国への対抗を進めるといった以外は、全体に従来からの保

守派の主張をなぞるもので、具体性も弱い。分割政府の下で、ほとんどの項目について立法

化は容易でないと思われる（22）。

それでも、下院の共和党は、単独でできる2つのことを進めるとみられる。第1は、自分

達の主張に沿った法案の推進である。本稿執筆の時点でも、人工妊娠中絶に敵対的な法案

（H.R. 26）や、大統領が石油備蓄を放出する権限を制限する戦略生産対応法案（H.R. 21）等

が、ほぼ共和党側のみの賛成で通過している。また、多数党の目玉法案と位置づけられる

H.R.1は、化石燃料の活用を促進するなど環境保護の流れに抗する「エネルギーコスト削減法

案」となった（23）。こうした立場表明は党の支持層へのアピールになる一方、極端に走れば穏

健な無党派層を遠ざける恐れもあろう。

第2に、より具体的な影響を持ちうるものとして、各種の委員会による調査活動が挙げら

れる。共和党側は、2021年の連邦議会議事堂占拠事件に関する下院特別委員会を党派的と非

難しており、恐らくは意趣返しもあって活動を活発化させている。司法委員会には「連邦政
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府の武器化に関する小委員会」が設置されており、政権やその関係者への調査がなされると

みられる。また、国境警備隊との間でいざこざのあったアレハンドロ・マヨルカス国土安全

保障省長官には、すでに弾劾決議案が提出されており、バイデンの弾劾も視野に入っている

とされる（24）。

そのなかでやや異質なのが、「米国と中国共産党の戦略的競争に関する特別委員会」であ

る。これは、中国の脅威を重視し、台湾訪問も目論むマッカーシーの意向を受けたもので、

2020年に民主党との設置協議が不調に終わって以降、共和党内のタスクフォースが活動して

きた。それが今回、下院全体の8割以上の賛成で設置されている。特定の国を対象にした委

員会の設置は異例であるが、2022年末には国務省にも対中政策を調整する「チャイナ・ハウ

ス」が設置されており、超党派の脅威認識の表れと言える（25）。

（2） 上下両院のすれ違い？

他方、上院はどうなるであろうか。第117議会では二大政党の会派が議員数で並んだため、

各委員会のポスト配分も対等となり、委員会の意思決定に手間がかかった。それが民主党の

多数派となったため、裁判官や高位の行政官の人事承認や、証人の召喚等の手続きが順調に

進むようになると見込まれる。政治任用人事に関しては、バイデンがイデオロギー面などで

極端な人選をしない限り、引き続き承認されると考えられる。

2月7日に行われたバイデンの一般教書演説は内政中心の内容で、新たな政策課題よりも過

去2年間の政策的成果が強調され、「仕事を成し遂げる（finish the job）」ことの重要性が再三

訴えられた。すでにかなりの成果を上げており、また新たな政策を打ち出したとしても、下

院と折り合いをつけるのが難しいとの判断もあるとみられる。2024年に改選を迎える上院の

民主党議員の選挙区は、共和党寄りのものが多い。そのため上院民主党でも、新政策に取り

組んで共和党との対決姿勢を鮮明にするよりも、すぐ下でみる債務上限の引き上げといった、

既存の重要課題を重視する雰囲気が強いとされる（26）。

上院では、民主党主導で法案を通すにしても、一部の共和党議員の賛成が必要になる。あ

くまで下院共和党の対決姿勢と比べてではあるが、マコネルは是々非々の対応をみせている。

1月4日には、バイデンと共に地元ケンタッキー州を訪れて、インフレ削減法に基づくインフ

ラ整備の重要性をアピールした（27）。民主党側は、マコネルを通じて上院で法案に超党派の支

持を取り付けられれば、それを梃子に下院共和党に圧力をかけられよう。それは、次にみる

ような喫緊の課題について重要となる。

立法では、成立が不可欠な案件も少なくない。特に重要なのが、2023年6月以降に期限が

くるとされる債務上限の引き上げと、10月1日からの2024会計年度予算法の制定である。前

者については、立法がなければ連邦政府が初めて本格的に債務不履行に陥ることが確実視さ

れており、その影響は計り知れない。2011年の引き上げ時には、立法の期限が近づくにつれ

て金融市場が混乱し、米国債の格付けが引き下げられる事態となった（28）。また後者について

も、新年度までにつなぎ法案だけでも成立しなければ政府が部分閉鎖される。

下院の共和党議員は、歳出削減に強い意欲を示しており、最近でも世論に広く支持されて

いるメディケアや年金制度の縮小が検討された。FCは、多くの保守派が増加を主張する軍事
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予算の縮小まで唱えている。FCの意向が反映された新しい下院規則では、義務的支出の増額

分は必ず別の義務的支出の削減でまかない、また予算法案作成の大枠を定める予算決議で代

えることが認められていた債務上限の引き上げについて、別に投票を義務づけるなど、厳し

い制約が課された。規則外でも、2024会計年度の歳出の上限を2022年度の歳出額とすること

が党内で約されたという（29）。

マッカーシー自身、債務上限引き上げを歳出削減交渉の材料に用いることを明言しており、

対立が深刻化してほかの立法も滞る可能性もある。FCも、きわめて保守的な歳出削減の要求

を示し、その受け入れを債務上限引き上げを容認する条件とすることを表明している。上院

共和党では、マコネルらが静観している一方、半数近い共和党議員が安易な債務上限引き上

げを認めないとする声明を出すなど割れている（30）。民主党側の対応も注目されるが、共和党

側が最後は債務引き上げに同意せざるをえないとみる一方、債務不履行の影響の深刻さに鑑

みて妥協は探る、という二段構えをとっているようである（31）。

こうした状況で危ぶまれるのが、ウクライナへの支援である。ウォロディミル・ゼレンス

キー大統領の2022年12月の訪米時にも明らかになったように、共和党側の消極姿勢が目立つ

ようになっている。歓迎行事へのマコネルの参加とマッカーシーの欠席にみられるように、

両院の共和党の間で温度差が大きい。支援継続に正面から反対するFCの関係者も出ており、

下院が支援の障害になることは十分考えられる（32）。

おわりに

ここまでみてきたように、分割政府となり、下院で共和党内の分裂の目立つ第118議会で、

立法は難しくなると見込まれる。しかし、政党指導部間の妥協等を通じて、必要不可欠な立

法を行う余地は残されている。近年、各院の多数党指導部が重視する一部の法案についてみ

ると、分割政府の下では成立しにくいものの、部分的に実現する割合はむしろ統一政府より

も高いことを示した研究もある。それは、分割政府の方が、両党が対等の立場で議論しやす

いからではないかとされる（33）。

20世紀半ばの名下院議長、サム・レイバーンが述べたように、かつて連邦議会で成功する

秘訣は「（周囲に）合わせることでやっていく」ことであった。それから議会は様変わりし、

今日では政党間のみならず各政党内でも非妥協的動きが目立つ。そこで調整役となるのが政

党指導部であるが、直近の2人の共和党下院議長は党内からの突き上げに苦しんだ挙げ句、

数年のうちに議長だけでなく議員を辞している。共和党の議席がより少ないなど、マッカー

シーはこれら前任者に比べても厳しい状況にある。

ただし、不満を持つ議員が議事に待ったをかけやすくなったものの、党指導部は審議手続

きを主導できなくなったわけではない。重要立法の明暗は多分に、第117議会と同様の上院

内での妥協に加え、下院で共和党の主流派の出方を受けてマッカーシーら党指導部がどう動

くかにかかってくると言えよう。マッカーシーは、議長就任時の演説で、絶対に諦めず国民

のために働くと誓ったうえで、父親の言葉として「問題はどう始めるかでなく、どう終える

かだ」と述べた。お手並み拝見である。
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［要旨］

2022年の連邦議会選挙に、ドナルド・トランプは共和党候補の推薦者として積極的に

かかわった。トランプが推薦した200名近い議員候補には、復讐型、空席型、奪取型、

維持型という4つの類型があり、それぞれトランプや対立候補との関係性、あるいは当

落の確率は大きく異なっていた。トランプ個人の政治活動委員会が推薦候補に出した選

挙資金は限定的であった。その一方で、保守派の2つの外部組織と暗号資産産業、議会

下院共和党の最右翼派閥『フリーダム・コーカス』が、トランプ派議員候補の予備選挙

資金の主たる供給源となっていた。利益団体をはじめとする政党の外部の組織に選挙資

金を依存し続けていることは、トランプがホワイトハウスを去った2021年以後に共和党

組織の刷新が進まなかった原因の一つであると考えられる。

はじめに

連邦制と三権分立制をとるアメリカ合衆国では、民主党と共和党の二大政党はいずれも分

権的な構造の下で組織の運営がなされている。党中央幹部の方針を統一し、指示に従わない

所属者に罰則や除籍処分を科すといった日本やヨーロッパでは当たり前と考えられている制

裁手段は、アメリカの連邦議会政党内部には多少なりとも存在するが、政府部門を超えては

存在しないに等しい。例えば同じ政党に所属する大統領と連邦議員が、公職選挙における政

党公認の候補の選定に関して意見を違えた場合、どちらかが他方に対して政党からの除名を

一方的に行うことは不可能である。加えて利益団体をはじめとする政党外の主体が選挙資金

の配分や有権者動員などを活発に行うため、政党は候補者の選定や選挙活動を独占的に行う

ことができない。よって政党は呉越同舟の様を示すことが常である。

2020年の大統領選挙で再選を阻まれたドナルド・トランプは、次回大統領選挙への出馬の

ために自らの支持基盤を維持、強化することを目的として、2022年の中間選挙においてトラ

ンプ派の候補を連邦議会や州、地方政府に当選させるべく精力的に予備選挙のキャンペーン

に参加した。アメリカのこれまでの政党と選挙の慣行に照らして、予備選挙段階から元大統

領が個人的に議員候補者への推薦を表明するという行為は2つの点で異例である。第1には再

選の叶わなかった元大統領が再起を図ろうとしている点であり、大統領選挙での敗北後に政

党内の刷新が行われてきた慣例と大きく異なっている（1）。第2に、これまで現職の大統領、あ
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るいは大統領選挙への出馬の意欲を示す政治家は、連邦議会選挙において候補が選挙区の予

備選挙で決定されるまでいずれの候補者にも肩入れをせず中立を保つが、その後の本選挙で

は自らの全国的な知名度を生かして政党公認の議会候補の選挙キャンペーンを支援する場合

が多かった。予備選挙段階では候補者選定の判断を地元有権者に委ね党内の分裂を深めない

ようにすること、また本選挙では個人的な関係性は問わずに自党の公認候補者をより多く当

選させることが大統領候補には求められ、これが政権誕生後の安定した議会運営につながる

とされた。推薦された候補者が予備選挙で落選し、推薦をした側の政治的脆弱性を露わにす

るような事態を避けるためにも、予備選挙段階では大統領は抑制的であるべきだと考えられ

てきたのであった（2）。

2022年選挙の公職選挙に自身は出馬してはいないトランプが場外から影響を及ぼそうとし

たことと、その支持派の当落は、共和党の現状と今後にとって何を意味するだろうか。本稿

ではトランプが個人的な推薦を表明した公職候補をトランプ派と定義し、そのうちの連邦議

員候補者の構成と選挙資金の特徴を明らかにする。そのうえで、連邦議会の共和党および外

部政治団体におけるトランプ派の範囲と関係性について推定することを試みる。この検証は、

大統領選挙に勝てなかった主要政党がどのように自らの敗因を分析し、次回選挙で雪辱を果

たすことを目指して党内で対応を取ってきたのかについての既存の研究に知見を加えようと

するものである。政治学者フィリップ・クリンクナーによれば、20世紀後半の民主党政権期、

特に1970年代後半には、共和党全国委員会は選挙資金の調達方法や支持者とのコミュニケー

ション手段、世論データ分析技術の開発など、主に政党組織の経営効率性を改善するための

マーケティングモデルを援用する対応を取った。この組織的な再生により共和党は1980年選

挙以後3期にわたる大統領政権を維持できたのであった（3）。トランプが落選した2020年以後

の共和党内でも類似の対応は起きているだろうか。

以下ではまず第1節でトランプ推薦を受けた連邦議員候補の規模と当落を概観する。第2節

では、推薦を受けた候補者が予備選挙においてどの政治団体から選挙資金による支援を得て

いたのかについて、連邦選挙委員会の大口データを元に明らかにする。最後にトランプと共

和党の今後について、本稿の知見から導ける範囲で考察を行う。結論を先取りすれば、共和

党の再生は起きているとは言い難い。政党外部から巨額の選挙資金が流入していることが、

共和党組織が停滞する一因となっていると考えられる。

1 トランプによる議員候補の推薦

2022年中間選挙において、トランプは総勢250名以上の候補者に対して個人的に推薦を行

った。このうち連邦議会選挙では、上院で25名、下院で170名にわたる候補者に対して支持

が明らかにされた（4）。推薦は、トランプ個人の2024年大統領選挙キャンペーンウェブサイト

の「お知らせ」欄や自身の設立したSNS『トルース・ソーシャル』で告知されたほか、トラ

ンプが選挙区での候補の選挙ラリーに対面あるいはヴァーチャルで登場するなどといった方

法でも公にされた。

この200名近い連邦議会候補への推薦は、当該選挙区で現職議員が出馬していたか否かの
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状況に応じて、復讐型、空席型、奪取型、維持型のいずれかに分類される。個人的な支持を

公にすることを通じてトランプが達成しようとした政治的目的や、推薦をめぐる共和党の議

会政党幹部とトランプの関係性は、選挙がこの4つの型のどれに当たるかによって大きく異

なる。また候補者の当落も比率がまったく違っている。以下に順に解説する。

まず復讐型は、すでに現職の共和党議員が出馬しているにもかかわらず、彼らのトランプ

に対する批判的な態度を非難して、トランプの推薦候補が共和党予備選挙で対決を挑んだ例

である。トランプへの忠誠心をめぐって党内を深く分裂させたこのような共和党予備選挙は、

合計9の選挙区（上院1、下院8）で展開された。トランプによる復讐の対象となったのは、リ

ズ・チェイニー（ワイオミング全区）をはじめ2021年1月のトランプ弾劾決議を支持するなど

した共和党下院の現職議員6名、同じくこの決議で有罪票を投じた上院のリサ・ムルコース

キー（アラスカ）であった。残りの2つの下院選挙は、選挙区の再区画により共和党現職議員

が2名同じ選挙区からの出馬を余儀なくされ予備選挙で一方をトランプが推薦したウェスト

ヴァージニア2区と、地元での信用が低下した現職に共和党予備選挙で対抗した候補者に対

して本選挙の段階に至ってから推薦が出されたミシシッピー4区であった。最終的に本選挙

で当選したトランプ派候補はこのなかで4名、落選したのは5名おり、トランプの私怨を代理

で晴らそうとした「刺客」の勝率は半分以下であった。

空席型は、民主、共和いずれの現職議員も候補として不在であった選挙区である。空席と

なった選挙区では新人候補者でも当選する可能性があり、議席数を拡大したい政党幹部や利

益団体はここへ熱心に援助を行う場合が多い。トランプ派候補の間では合計34の選挙区（上

院7、下院27）が該当した。トランプが予備選挙段階で推薦を出したのはこのうちおよそ半数

以下の候補であり、残りは本選挙になって支持が明らかにされた。下院のジョージア6区お

よび10区では、トランプの本命候補が予備選挙で落選したため、対立していたほかの共和党

候補者に本選挙の段階で新たに推薦を出しなおしている。ここではトランプの推薦は私怨に

よるものではなく、トランプ派の占める議席数を増やしたいという数の論理の動機に基づい

たものであるだろう。この型からは28名が本選挙で当選しており、8割以上の勝率であった。

奪取型は、民主党の現職議員が再選を狙って出馬している選挙区において、議席を奪い返

すべく挑んだ共和党の新人候補に対してトランプが推薦を与えたケースである。これにあた

るのは合計13の選挙区（上院5、下院8）であった。典型例はジョージアの民主党現職の黒人

上院議員ラファエル・ウォーノックに、元フットボール選手のハーシェル・ウォーカーがト

ランプの推薦を得て挑んだ選挙であろう。現職議員は、無名の新人候補と比べれば知名度が

高く、特権により選挙区有権者に送る郵便物に切手代が課せられない。また有権者に対して

選挙区への連邦補助金の導入など在任中の政策実績をアピールできる強みがある（5）。さらに

議会政党指導部は現有議席を減らすことを避けるために、選挙で苦戦が見込まれる現職議員

に対しては予備選挙の段階から選挙資金を優先的に投入する。こういった現職議員の優位性

を新人候補が克服するのは難しく、現職が落選することはめずらしい。民主党現職議員が出

馬している選挙区で、トランプ派候補が当選したのは全体の15%にあたる2名しかいなかっ

た。
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残りの136の選挙区（上院12、下院124）は、すべて共和党の現職議員の再選キャンペーン

に対してトランプが支持表明をした、現状を維持するための推薦である。維持型には、議長

ケヴィン・マッカーシー（カリフォルニア20区）や院内総務スティーヴ・スカリーズ（ルイジ

アナ1区）の下院共和党幹部、あるいは上院7期目のチャック・グラスリー（アイオワ）、2016

年大統領選挙でトランプがなじって泥の塗りあいとなったマルコ・ルビオ（フロリダ）のほ

か、下院1期目を終えたトランプ派陰謀論者のマージョリー・テイラー・グリーン（ジョージ

ア14区）までを含む。現職の共和党議員でありかつトランプの推薦を受けたという共通項以

外には、議会政党内での役職や当選回数は著しく多様である。

しかしすでに説明したとおり、現職議員は選挙において有利な立場にある。当選回数を重

ねて地元産業にとって有益な議会常設委員会に入ると、地元ビジネス界は連邦政府とのパイ

プ役を務めることを期待する。政党幹部としての役職の地位が高くなれば、自らの選挙資金

を調達するだけではなく、同僚議員の再選挙キャンペーンに資金を配分するための指導者政

治活動委員会を組織する者も多い。また有力な現職議員には予備選挙で対立候補が出ないば

かりか、本選挙でも民主党候補が立候補せず不戦勝となる選挙区も一定数ある。

よって個々の政治家の年次や選挙区の事情は異なるとはいえ、再選されることが大前提で

ある維持型の現職議員にとって、トランプの推薦が候補者本人にもたらす意味合いは、ほか

の要因と比して総じて大きくない。実際にこの136の選挙区のうち、トランプの推薦を受け

た候補が議員として再選されなかったのは3つ（候補者が予備選挙で敗退したノースカロライナ

11区、本選挙で敗れたオハイオ1区、また不慮の事故により死去したインディアナ2区）しかなく、

およそ98%の勝率となっている。

以上で概観したとおり、トランプ派の共和党議員候補といっても、この4つの類型のいず

れに分類されるかによって、推薦された候補者個人のトランプへの依存度、ないしは候補者

をめぐるトランプと共和党議会幹部の関係性は異なる。4つのなかで、復讐型の候補者がト

ランプに依存する度合いは最も強い。空席型では予備選挙の候補者が乱立するので、少なく

とも共和党が優勢な地域においてはトランプのお墨付きを得られることは候補者にとって意

味が大きかっただろう。奪取型でも共和党予備選挙で推薦を受けることが優位に働くかもし

れないが、本選挙で民主党現職候補に対峙した際にトランプ派であることが有権者のアピー

ルにおいて強みになるとは限らない。維持型においては、現職の候補者本人がすでに潤沢な

政治資金を自前で調達し、政党幹部との関係性を築いている場合が多い。ここでトランプの

推薦によって利を得るのは候補者の側だけではなく、推薦した候補の当選者数を増やせるト

ランプ本人であるかもしれない。

2 トランプ派候補の予備選挙における資金の源泉と配分

前節で概観した類型をふまえて、本節ではトランプ派の候補者が予備選挙の期間中に政治

団体から得た選挙資金の主な源泉と配分について明らかにする。現職の大統領や議会政党の

幹部、あるいは政党の全国委員会が正規に設立した政治委員会は、再選を目指す現職議員の

候補者に対しては躊躇なく資金支援を行うものの、予備選挙の段階では特定の新人候補者に
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対する援助は控える傾向にある。冒頭で述べたとおり、予備選挙段階で党内を分裂させるこ

とは望ましくなく、新人候補は政党や現職の政治家に頼らずに選挙資金を準備することが期

待されているのである。それではトランプが推した議員候補は、2022年の予備選挙において

資金をどのように調達しただろうか。選挙資金はトランプ直属の政治委員会から供給された

のだろうか。

連邦選挙においては、公職選挙に立候補している者は自らの候補者委員会を通じて個人献

金者や政党委員会、政治活動委員会（以下PACと記す）などから受け取った献金を、連邦選

挙委員会に対して申告することが義務付けられている。候補者委員会が各種献金者から受領

できる額には選挙年度ごとの上限が設けられており、2022年選挙では例えばほかの候補者委

員会からは2000ドル、政党委員会からは5000ドルまで最大で受け取ることができた。また各

種委員会は特定の候補者の当選を支援、ないしは阻止することを目的として、独立経費と呼

ばれる通信費を無制限に支出することができる。独立経費は、候補者本人や所属政党と調整

をすることなく、独自に選挙広告を作成しウェブサイトや新聞、テレビなどで放映、郵送配

布する用途で使われており、連邦選挙委員会に支出を申告することが義務付けられている。

特に2010年以後、スーパーPACと呼ばれる独立経費のみの集金と配分が認められている外部

の委員会によって額に制限のつかない選挙活動が行われ、いわゆるネガティヴ・キャンペー

ンと呼ばれる激しい応酬戦に拍車がかかるようになった。

本節で取り上げる選挙資金はこの献金と独立経費のいずれをも含み、PACなどの政治団体

がトランプ派候補に対して支出したものに限定する（6）。ここには個人が候補者に出した献金

は計上されておらず、また政治団体が誰から資金を集めたかについての情報は含まれていな

いので、選挙資金の全貌を明らかにすることはデータの性質上できない。しかし2022年の連

邦議会予備選挙において組織化された政治団体が支出した総額およそ7億ドルの資金のうち、

トランプ派候補者に紐付けて支出がなされた合計2億2000万ドルには、主に次のような傾向

があった。

まず、予備選挙で推薦したすべての候補者に対してトランプが選挙資金を配ったわけでは

ない。トランプの指導者PACとして2020年11月に設置された『アメリカを救済せよ　Save

America』は、復讐型の候補者9名のうち7名に対してそれぞれ制限額の上限にあたる5000ド

ルを献金した。しかし空席型では献金を得た候補は半数以下、奪取型と維持型では3分の1程

度であった。推薦を告知するという政治的象徴性の強いトランプの行為は、候補者の類型に

よっては必ずしも金銭的な支援を伴うものではなかったことが見て取れる。またこのPACが

予備選挙で拠出した献金は合計32万ドルで、うち9割をトランプ派議員候補が受領している

が、この額は第1図で取り上げるほかの政治団体と比べると大きく見劣りがする。『アメリカ

を救済せよ』の選挙資金支出はすべて候補者に対する献金であり、額の制限のつかない独立

経費ではなかったことも、このPACの支出が抑制的であったことを示している。

トランプ自身のPACがトランプ派候補の選挙資金の主たる源泉ではなかったのだとすれば、

ほかにどのような政治団体が資金を提供していただろうか。第1図はトランプ派候補への予

備選挙の資金援助を行った政治団体で、複数の州にまたがって活動し、かつトランプと親和
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的であったものについて、総額の大きな順に上から6位までを並べ、どの類型の候補にいく

ら支出したかを棒グラフで示し、前述のトランプのPACと比較したものである（7）。上位を占

めたのは、2000年代の半ばから共和党に傾倒する外部勢力として名を馳せてきた保守派非営

利団体を母体とする2つのスーパーPACであった。両団体ともに、一部の候補者推薦に関し

てトランプとの確執があったことが報じられているが、残りの多くのトランプ派議員候補に

関しては独立経費の支出を惜しみなく行っている。第3位と4位には、この中間選挙で初めて

巨額の資金を投入した新興の団体が上がった。また第5、6番目には下院議会共和党内の極右

派閥として知られる『フリーダム・コーカス』の2つのPACが入った。この6つの団体とト

ランプとの関係は、今後のトランプ派の興亡と共和党の再生を考察するうえで重要な手掛か

りとなるだろう（8）。

まず選挙資金の総額においてほかを大きく引き離したのは、2022年時点ですでに12年間の

活動実績のある『成長のためのクラブ・アクション　Club for Growth Action』であった。減

税保守派の共和党候補の数を増やすため、これまでの予備選挙でも積極的に資金投入を行っ

てきたことで知られている。2022年予備選挙ではほかの政治団体と比べても群を抜いて巨額

の約3763万ドルを使い、うち3分の1にあたる1262万ドルをトランプ派議員候補の当選を支

援するために支出した。このPACの母体である『成長のためのクラブ』の会長を務めるデー

ヴィッド・マッキントッシュは、2016年大統領選挙では当初トランプの立候補に難色を示し
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ていたとされる。しかし政権期に副大統領マイク・ペンスを通じてトランプ大統領との友好

関係を深め、いわゆるMAGA運動と接近した。2022年には予備選挙期間の中盤までトランプ

と足並みを合わせ、推薦する議員候補に対して支援をしていたが、5月初旬に至ってオハイ

オとアラバマ、ペンシルヴァニアの上院選挙（いずれも空席型）での擁立候補の選定をめぐっ

てトランプと対立し、特に前二者の上院予備選挙ではトランプ派候補の当選を阻止すべくネ

ガティヴ・キャンペーンを積極的に展開した（9）。

トランプと『成長のためのクラブ』の関係が紆余曲折を経たことは間違いないが、こうい

ったいくつかの例外を除いて、概して2022年の議会選挙でもこの団体はトランプ派を支持し

たことが予備選挙の資金支出データから読み取ることができる。第1図に示した額と配分は

すべてトランプ派候補の当選を支援するための資金である。額の多さだけではなく、新人候

補者への比重が復讐、空席、奪取の3類型を合わせて9割を超え、現職共和党議員には1割程

度しか配分していない点が特徴的である。復讐型の下院候補では、ウィスコンシンの下院議

席をめぐってチェイニーに対抗したハリエット・ヘイグマン、またウェストヴァージニア2

区に出馬した現職議員2名のうちアレクサンダー・ムーニーを支援し、トランプ派への援護

射撃を行った。

次席は『AFPアクション　Americans for Prosperity Action, Inc』というスーパーPACであり、

約944万ドルの独立経費をトランプ派の予備選挙キャンペーンに拠出した。2018年に設立さ

れた新しいPACであるが由来は古く、デーヴィッド・H・コークとチャールズ・G・コーク

が設立した非営利団体『繁栄のためのアメリカ人』を母体としている。規制緩和と減税を訴

えるリバタリアン保守派であり、2010年代初めにはティーパーティー運動を牽引した（10）。

2022年の中間選挙においては、AFPアクションはテレビ広告を通じたメディアでのキャンペ

ーンではなく、主に戸別訪問や配布物の郵送を通じた有権者動員を目的とするアウトリーチ

活動を重点的に行った（11）。チャールズ・コークはトランプに批判的であることも報じられて

おり、AFPアクションも復讐型の選挙区のうち2つにおいては共和党現職を擁護する支出を

した（12）。しかし復讐型以外のトランプ派候補については第1図が示すとおりの支援を行って

おり、空席型候補への支出が全額の6割以上、維持型が残りの4割弱を占めていた。

上記2つが2016年のトランプの台頭より前にすでに共和党の予備選挙において影響力を伸

ばしていた保守派の老舗団体であったのに対し、次いで支出額が大きかったのは新興の組織

であった。第3位でトランプ派に662万ドルを支出した『アメリカンドリーム連邦アクション

American Dream Federal Action』は、2022年3月に設立されたばかりのハイブリッドPACであ

る（13）。ライアン・セーレムという暗号資産トレーダーが創設し、暗号資産を支持する共和党

候補に献金と独立経費を通じて選挙での支援を行った。2022年12月に暗号資産取引会社FTX

の創設者サム・バンクマンフリードがバハマで逮捕、起訴された際に、同社の違法取引につ

いて内部告発をしたのがFTX子会社の最高経営責任者を務めているセーレムであったこと

が報じられている（14）。『アメリカンドリーム連邦アクション』は、トランプ派に支出した予備

選挙資金の6割超を空席型、1割を奪取型、残りの3割弱を維持型の候補へと支出していた（15）。

第4位の『全国勝利アクションファンド　National Victory Action Fund』もまたハイブリッ
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ドPACである。2020年10月に共和党系の政治コンサルタントであるジェフ・ラーソンが設立

し、保守派政治家に対して選挙資金の援助を行っている（16）。2022年予備選挙でトランプ派議

員候補に対して支出した573万ドルは、すべて維持型の現職で主に上院議員を中心とする19

名に配分されており、このうち8割以上の額がマルコ・ルビオとティム・スコット（サウスカ

ロライナ）の2名に集中している。復讐型の選挙区でトランプが報復しようとした現職議員2

名にも当選を支援する資金が出されていることもあわせて推察すると、このPACは選挙資金

の額面は大きかったとはいえ、トランプとの親和性は本稿が取り上げるほかの団体と比較し

てさほど高くはないようである。

最後に取り上げる2つのPACには、トランプとの直接的な関係性が認められる。『下院フリ

ーダムファンド　House Freedom Fund』という指導者PACと『下院フリーダムアクション

House Freedom Action』というスーパーPACであり、いずれも2015年に始動した下院共和党

の極右派閥『フリーダム・コーカス』の選挙資金配分用の組織である。この派閥は、結成時

からのメンバーの一人であるジム・ジョーダン下院議員（オハイオ4区）を中心に、トランプ

への忠誠心の強い若手の議員が構成員となっている。議会によるトランプ大統領の弾劾や特

別調査委員会の設立に際して、共和党がトランプを擁護する方針を取るよう主導した。議会

共和党指導部が民主党と妥協することを許容せず、指導部への突き上げを躊躇なく強行する

姿勢を貫いてきた（17）。2023年1月に始まった議会第118会期の冒頭で、下院議長の選出にあ

たり造反票を投じ続けた20名の共和党議員のうち、18名はこのコーカスの所属員であり、マ

ッカーシーではなくジョーダンに幾度も票を入れた（18）。この18名は今後も議会内でトランプ

の歩兵として、議会共和党指導部に圧力をかける活動を続けるものと考えられる。

予備選挙で2つのPACは193万ドルと150万ドル程度をトランプ派候補に支出した。二者と

も額の1割程度を復讐型候補のヘイグマンとムーニーに配分しており、トランプの意向に沿

って同僚の共和党議員を落選させようとしたことが読み取れる。残りの資金の配分には二者

間で差が見られ、『下院フリーダムファンド』は維持型に、『下院フリーダムアクション』は

空席型に、それぞれ7割弱の資金を回している。資金の総額ではそれぞれ上位4位のPACに

及ばないが、決済回数では『下院フリーダムファンド』が4300回を超えて第1位であり、小

口の決済を頻繁に行っていたことがうかがえる。

以上6つの全国的なPACとトランプの指導者PACがトランプ派議員候補の当選を支援する

ために拠出した予備選挙の資金額は合わせて3773万ドルで、これはおよそ2260の政治団体が

トランプ派議員候補に紐付けてこの年に支出した予備選挙の資金の全体額2億2000万ドルの

17%にあたる。残りの80%以上の額の出資元は、特定のトランプ派候補1名に集中して1200

万ドル以上の超高額支出を行った団体や、あるいは10万ドル以下の支出をしたおよそ2000の

団体によって主に構成されている（19）。トランプ派の議員の今後の選挙における継続的な動向

を考えるうえで、本節の6つのPACとトランプの『アメリカを救済せよ』PACが主要なもの

であるとして間違いはないだろう。
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3 トランプと共和党の今後

予備選挙におけるトランプ派議員候補への資金の支払いが額面で最も多かった3つのPAC

が、『成長のためのクラブ』や『繁栄のためのアメリカ人』という2つの主流保守派の外部団

体と暗号資産に由来するものであり、トランプ個人や共和党の組織ではなかったこと、また

『フリーダム・コーカス』の配分資金や主張にトランプとの強い親和性があることは、トラン

プと共和党の今後を考察するうえで何を意味するだろうか。

もしマッキントッシュやコークが今後の選挙でトランプとの協働関係を断つ判断をすれば、

トランプ本人のみならず、財政保守路線よりも陰謀論を重要視するような新人と『フリーダ

ム・コーカス』所属の現職の候補にも、選挙で逆風が吹くことになるかもしれない。ただし

議会共和党ではこのかた四半世紀ほど、折々に結成された党内最右翼の若手議員派閥が政党

指導部に対して強い批判と圧力をかけ、議長をはじめとする指導部が不本意に党の役職と議

席から降ろされるという現象が毎回繰り返されてきた（20）。マッカーシー下院議長の選出にあ

たっての顛末は、前任者4名が辿った末路を予期させるものであった。『成長のためのクラ

ブ』や『繁栄のためのアメリカ人』が、予備選挙への支出を通じてこのような議会共和党の

不安定性を生み出すことに加担してきた文脈を考えると、トランプとの協働関係に関して今

後すぐに転向が起きる可能性は低い。しかしまったくないとも言い切ることはできない。

2024年大統領選挙への出馬を表明したトランプに対して、財政保守派が今後どこまで陰謀論

を放任し続けるのか、また暗号資産業界からの選挙資金が流入することでこの勢力図にどの

程度変容がもたらされるのかについては、今後の分析が必要である。

2023年1月末にカリフォルニア州オレンジカウンティーで開催された全国共和党委員会で

は次期委員長の選出が行われた。役職に立候補した3名のいずれにとってもトランプへの忠

誠は既定路線であり、そのなかでおよそ3分の2程度の委員の支持を取り付けたロナ・マック

ダニエルが異例の4期目に再選出された（21）。トランプ大統領が1期2年間のこの役職に最初に

マックダニエルを任命したのは2017年のことであった。以来、2018年中間選挙では民主党に

下院多数の奪回を許し、2020年の大統領選挙ではトランプが敗退しただけではなく議会の襲

撃事件まで起こした。今回の選挙では共和党の上下両院議席の獲得数は当初期待されていた

ほどに伸びていない。こういった度重なる共和党の不振にもかかわらずマックダニエルは再

任され、2024年の大統領選挙ではトランプに有利な全国党大会の運営をすることが予想され

る。この人事は、トランプがホワイトハウスを去ってからの過去数年間で全国共和党の刷新

が起きていないことを示している。本稿が示したとおり、トランプ派候補の選挙資金を十分

にまかなうほどの力が今のトランプ個人にはなく、共和党のほかの政治家もその空白を埋め

られず、その代わりに外部団体に依存していることも、共和党の再生を難しくしている一因

であると考えられる。

（ 1） 再選が叶わなかった20世紀後半以後の大統領には、ジョンソン、フォード、カーター、H・W・

ブッシュがいるが、ホワイトハウスを去った後にはいずれも公的な政治の役職からは引退し、再出
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馬の可能性は閉ざされた。

（ 2） 過去には民主党フランクリン・ローズヴェルト大統領が、1938年の予備選挙においてニューディ

ール政策に反対した南部州の議員を落選させようと対立候補を立て個人的に支援した。この試みは

失敗に終わり、大統領の挫折として研究書に引用されることが多い。Sidney M. Milkis, The President

and the Parties: The Transformation of the American Party System Since the New Deal, Oxford University Press,

1993, 3–4.

（ 3） 対照的に、民主党全国委員会は在野の期間に政党運営手続きに関する規則の改革を重ねてきた。

Philip A. Klinkner, The Losing Parties: Out-Party National Committees, 1956–1993, Yale University Press,

1994.

（ 4） トランプ推薦者の特定にあたっては、バロットぺディア、および全国公共ラジオ放送NPRのエ

レナ・ムーア記者による一覧を参照したうえで、筆者がほかの新聞報道を元に内容を整理、修正

した。“Endorsements by Donald Trump,” Ballotpedia,〈https://ballotpedia.org/Endorsements_by_Donald_

Trump#Analysis_.282022.29〉; Elena Moore, Haidee Chu. “Tracking Trump’s Endorsements: Here’s How His

Picks Have Fared in Primaries,” NPR., September 8, 2022,〈https://www.npr.org/sections/2022-live-primary-

election-race-results/2022/09/06/1120652541/donald-trump-republican-primary-endorsement-performance〉. 両

サイトともに2023年1月28日に最終アクセス。

（ 5） David Mayhew. Congress: The Electoral Connection, Yale University Press, 1974.

（ 6） 筆者が日本時間2023年1月15日19時49分に連邦選挙委員会ウェブサイトからダウンロードした

大口データファイルに基づく。決済総数約71万件のなかから、2022年予備選挙でトランプ派議員候

補に紐付けられている資金をすべて抽出し、分析を行った。合計4万2036件が該当した。Federal

Elections Commission, “Contributions from Committees to Candidates & Independent Expenditures, 2021–

2022,”〈https://www.fec.gov/files/bulk-downloads/2022/pas222.zip〉. ただし独立経費には候補の当選を阻

止するための支出が含まれるので、必ずしも資金が候補者に有利なように使われたとは限らない。

またトランプ派候補と予備選挙で対立した候補へのネガティヴ・キャンペーンの独立経費は、この

データには含まれていない。

（ 7） 各政治団体が連邦議会の予備選挙で支出した資金の合計額を算出し、トランプ派への支出額の多

い順に抽出した。ただしトランプ派候補への支出が全体の50%を下回る団体のうちトランプとの友

好的な関係が報道等により確認されなかったもの、あるいは特定の一州における選挙に支出が限定

された団体は除外した。また共和党穏健派の『メインストリートを守れ　Defending Main Street

Super PAC』がトランプ派候補の当選を阻止する独立経費を248.6万ドル支出しているが、これも除

外した。

（ 8） このほかトランプ派候補への支出を行った政治団体のうち10位以下には、退役軍人、あるいは警

察や消防の職業名を冠するPACが多く挙がった。この点は今後の研究が必要である。

（ 9） Josh Dawsey and Isaac Arnsdorf, “How Trump’s Pact with the Club for Growth Turned Into a Grudge

Match,” Washington Post, May 16, 2022. オハイオではトランプ派の上院議員候補で執筆家のJ・D・ヴァ

ンスに対して518万ドル、アラバマではケイティー・ブリットに対して264.5万ドルを、落選を推進

するための独立経費として支出している。この二候補への支出額はPACの支出総額の2割にも上っ

た。

（10） 宮田智之「ティーパーティ運動の一つの背景―コーク（Koch）兄弟についての考察」久保文明、

東京財団「現代アメリカ」プロジェクト編『ティーパーティ運動の研究―アメリカ保守主義の変

容』NTT出版、2012年。

（11） Zach C. Cohen and Kenneth P. Doyle, “Koch Group Turns Off TV as It Pushes Personal Campaign

Approach,” Bloomberg Government, July 11, 2022.

（12） 同PACが擁護した現職議員はピーター・マイヤー（ミシガン3区）とナンシー・メイス（サウス
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カロライナ1区）であり、いずれも2021年1月6日の議会襲撃事件に関してスティーヴ・バノンを議

会に対する侮辱罪に問う決議を支持していた。

（13） ハイブリッドPACは献金と独立経費の双方を扱うことができる。

（14） Matthew Goldstein, Kenneth P. Vogel and David Yaffe-Bellany, “Restauranteur, Political Donor, Tipster: The

Many Roles of FTX’s Ryan Salame,” New York Times, December 17, 2022.

（15） こんにち、共和党だけでなく民主党の政治家もこの新種の富に食指を動かしていることは間違い

ない。このPACに限らず、暗号資産に由来する選挙資金の収集、配分の実態と、その法的問題点に

ついては今後の研究の蓄積が必要である。

（16） Jonathan Easley, “Gardner to Lead New GOP Super PAC Ahead of Midterms,” The Hill, February 9, 2021.

（17） Jordain Carney, “Jim Jordan Plots ‘Big Moments’ for GOP Influence in the Majority,” Politico, October 19, 2022.

（18） Danielle Ivory, Charlie Smart and Karen Yourish, “How Far Right Are the 20 Republicans Who Voted

Against McCarthy?” The New York Times, January 17, 2023.

（19） トランプ派候補の落選を意図した独立経費もこの全体額に含まれている。例えば上院に出馬した

トランプ派候補メメット・オズの当選を阻止するために『ペンシルヴァニアの名誉　Honor Penn-

sylvania, Inc.』は1463万ドルの独立経費を投じており、額面では第1位となった。次席の『オハイ

オの価値体系を守れ　Protect Ohio Values PAC』はヴァンスを支える支出を行っているが、これはト

ランプ派に親和的なPACというよりはヴァンス個人に特化したものであった。この2団体の資金は

額面では大きかったが、本稿の分析からは除いた。

（20） 1990年代後半のこのような現象については、平松彩子「米国連邦議会下院におけるイデオロギー

的議員連盟―共和党多数時代の下院政党政治　一九九五―二〇〇六年」『国家學界雑誌』122巻

5・6号、2009年6月を参照されたい。

（21） Natalie Allison, “Ronna McDaniel Wins RNC Chair Race That Grew Very Messy by the End,” Politico, January

27, 2023.
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［要旨］

2022年6月下旬にアメリカ最高裁判所が、1973年に女性の中絶権を認めた「ロー対ウ

ェイド」判決を覆し、その憲法上の保障を否定したことで、アメリカの各州はそれぞれ

独自の州法で中絶を禁止できるようになった。半数以上の26州が新たに、中絶の規制強

化や禁止、刑罰を法制化し、その州数も増加している。こうした中で迎えた中間選挙で

は民主党が、予測に反して善戦する結果となり、その理由として中絶の非合法化に危機

感を募らせた有権者が、民主党を支持したと考えられる。本稿ではこれを検証し、特に

南部で人口増大目覚ましい、2024年大統領選でも重要な票田になりうるヒスパニックに

注目している。ヒスパニックの7割以上はカトリックであり、トランプ前大統領政権を

支持したキリスト教福音派とは教派が異なるが、中絶反対では宗教的に立場が一致して

いるはずだからだ。しかしヒスパニックの70%が中絶の合法化に賛成であり、米国のカ

トリック教会内で起きている中絶や避妊、LGBTをめぐる論争を紹介し、それが政治や

選挙、さらには国際政治にどのような影響を及ぼし、将来的に及ぼしうるかを論じる。

はじめに

米国の宗教人口の割合は、概算でプロテスタントが50%弱、カトリックが25%弱、ユダヤ

教やモルモン教、仏教やイスラム教等その他の宗教が合計約5%、無宗教が約20%である。以

前に比べキリスト教徒減少が言われるが、一方で2022年11月の中間選挙の約5ヵ月前の2022

年6月下旬に、実質上の中絶禁止を示唆する判決が連邦最高裁判所から出されたことで（詳

細は後述）、改めてキリスト教と政治の距離が近い、もしくは一体化していることを国内外に

知らしめた。この中絶論争に関わる判決が5ヵ月後の中間選挙にどう影響したのか、また

2016年や2020年の大統領選挙に遡って、全米人口の4分の3以上を占めるキリスト教徒の投

票行動などの分析を行う。プロテスタントの非主流派であるキリスト教福音派は人口の30%

以上の約3分の1を占め、特に中絶に強固に反対する立場で、トランプ前政権誕生と中絶禁止

を示唆する判決に寄与したとされる。このキリスト教福音派についてはすでに多くの研究が

出されており、筆者も以前いくつかの論文や論考を出版していることから、本稿では全人口

の約4分の1を占めるカトリックを中心に扱う。米国のカトリック人口は、ヒスパニック系移

民の継続的流入と比較的高い出生率によって特に南部の諸州で増加傾向にあり、今後の大統
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領選を左右しかねない重要な要因であるからだ（1）。勿論、中絶問題についてはキリスト教福

音派とカトリックには類似性があるので両者の関係や、またヒスパニックにも福音派に改宗、

あるいは元からプロテスタントも少数ながら存在することは考慮する。

さらに現大統領バイデンが米国史上2番目のカトリックであることも、カトリックに注目

するもう一つの理由である。カトリックだがプロ・チョイス（中絶権公認）の立場のバイデ

ンや他の主要民主党議員の存在は、政治と宗教の大論争のターゲットであるからである。

1 米国の人工中絶禁止州の状況把握

女性の中絶権を認めた1973年の「ロー対ウェイド」判決が、2022年6月下旬にアメリカ最

高裁判所が、憲法上の中絶の保障を、最高裁自らが否定したことで、アメリカの各州はそれ

ぞれ独自の州法で中絶を禁止できるようになった。キリスト教福音派の支持によって大統領

に選出されたトランプ前政権の最大の内政の「功績」とされる。

つまり連邦最高裁が、49年ぶりに人工中絶に関する法律は各州に任せるという判決を出し

たことで、テキサス州など保守派の強い13の州で、人工中絶を刑事犯罪とする法案が通っ

人工妊娠中絶の権利を否定する判決と中間選挙にみるアメリカ社会、その国際政治への波紋
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■「トリガー法」がすでに成立している州
「ロー対ウェイド」判決が覆されたのを機に、自動的に中絶を禁止

アーカンソー（AR） ミシシッピー（MS） オクラホマ（OK） テキサス（TX）
アイダホ（ID） ミズーリ（MO） サウスダコタ（SD） ユタ（UT）
ケンタッキー（KY） ノースダコタ（ND） テネシー（TN） ワイオミング（WY）
ルイジアナ（LA）

■ その他の州法などがある州
「ロー対ウェイド」判決（1973年）以前の州法が復活、もしくは司法に施行を阻止されて�

　　 いない州法がある�

アラバマ（AL） アリゾナ（AZ） フロリダ（FL） ウィスコンシン（WI）

（出所）　ガットマッハー研究所。

第 1図　アメリカのどの州で人工中絶が禁止されるのか
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た。「ロー対ウェイド」とは、1973年に連邦最高裁が人工中絶を違法としていたテキサス州

の法律を違憲と認めた判決であり堕胎する選択の自由が保障されたものである。

第1図の濃い色は、2022年6月下旬の時点で13州ではすでに、連邦最高裁が「ロー対ウェ

イド」判決を覆せば自動的に中絶が禁止される、いわゆるトリガー法が事前に成立している、

ケンタッキー、ルイジアナ、アーカンソー、サウスダコタ、ミズーリ、オクラホマの各州で、

最高裁判決を受けて自動的に中絶禁止法が施行されたことを示している。この判決を受けて、

アーカンソー州やルイジアナ州などで中絶手術を提供していた、いわゆる「中絶クリニック」

が診療を中止し閉鎖された。各州がすでに可決した州法案から判断すると、強姦や近親相姦

による妊娠の中絶は例外的に認める規定がある州は、3割未満という状況にある（2）。

人工中絶を刑事犯罪としたことで、13の州では、犯罪者として扱われる。性犯罪の犠牲者

も、個人的な事情で出産できない女性も、人工中絶を受けるとその処置をほどこした産婦人

科医ともども犯罪者となり、刑事犯として逮捕されるのである。将来妊娠する可能性のある

すべての女性にとって、他人事ではない。すでに人工中絶を禁止した州のいくつかでは、他

州に行って処置を受けた女性の追跡調査まで検討されているのである。

例えばケンタッキー州では2019年、中絶反対派の支援を受ける共和党が主導し、最高裁の

憲法判断が覆った瞬間に発効するトリガー法である「中絶禁止法」が成立しており、判決の

直後、州内に2ヵ所あった中絶診療所は即時閉鎖され、当日診療所にいた14人の患者の診察

や199人分の診察予約が取り消された（3）。
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アーカンソー（AR） ミシシッピー（MS） オクラホマ（OK） ウィスコンシン（WI）
アイダホ（ID） ミズーリ（MO） サウスダコタ（SD） ユタ（UT）
ケンタッキー（KY） ノースダコタ（ND） テネシー（TN） ワイオミング（WY）
ルイジアナ（LA） アラバマ（AL） アリゾナ（AZ） フロリダ（FL）
テキサス（TX） モンタナ（MT） ネブラスカ（NE） アイオワ（IA）�
イリノイ（IL） オハイオ（OH） ウエストヴァージニア（WV） ジョージア（GA）�

（出所）　ガットマッハー研究所。

第 2図　「ロー対ウェイド」事件後に中絶禁止になった24州
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第2図は、2022年6月下旬のこの判決がじわじわと浸透していった約6ヵ月後の中絶禁止

州、もしくは近日中に禁止になる見込みの高い州の地図であり、濃い色に塗られた州数は6

ヵ月前より増加している。特に第1図の中間色（陰影）であった1973年以前の中絶を禁止す

る州法が復活、もしくは司法に施行が阻止されていない州法がある、アリゾナやフロリダ、

アラバマ州も含まれることとなった（4）。

2 「ロー対ウェイド」判決撤回の中間選挙結果への反映

さらに第3図は、2022年11月に行われた中間選挙の上院選の結果を反映させた地図であ

り（5）、共和党が勝利したほとんどの州で中絶が禁止され、民主党勝利のアリゾナ州も上記の

理由で禁止州に含まれている。中間選挙の最終的な結果は、上院では民主党が51議席、共和

党は49議席で辛くも多数派を維持、下院では共和党は多数派となったものの民主党は大敗す

ることなく、議席数に大差が生じることは避けられた（6）。

この中間選挙結果と中絶問題の関係性については、「ロー対ウェイド」判決が最高裁で覆

ったことで多くの有権者、特に女性が「中絶が犯罪となる」ことに危機感を募らせ民主党に

投票したことが、民主党が予想より善戦した大きな要因とされている。勿論、景気など経済

政策の方が重要との見方もあるが、対ウクライナ戦争、対ロシア経済制裁やポストコロナに

よる物価上昇、それは民主党の失策だと共和党が非難していたことを考えるなら、経済政策

はむしろ民主党に不利に働いたことになる。よって民主党にとって有利に働いた要因は、内

政に関しては他に主要な要因（移民政策や福祉政策の影響はあるものの）はあまりなく、民主

党岩盤支持層はともかく無党派層を動員し浮動票を動かした要因としてはやはり中絶問題が

主要要因であった可能性が高い。

実際、最高裁が「ロー対ウェイド」判決を覆したことに対して60%の有権者が「不満か怒
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第 3図　米国上院の新勢力

■民主党（2議席）　■共和党（2議席）　■民主・共和（各1議席）　■非改選州

■民主党 51議席　■共和党 49議席

（注）　民主系無所属を含む。
（出所）　筆者作成。
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り」を覚えていると答え、さらに60%の有権者が「中絶を合法化すべきである」と述べてい

る。調査によっては全米国民の70%弱が中絶の非合法化に反対というデータもある（7）。

共和党はインフレ問題を前面に押出すことで中絶問題への関心をそらそうとする戦略を取

ったが、功を奏さなかった。NBCニュースの出口調査では、共和党支持者の59%が「インフ

レ」を最大の問題と答えているのに対し、民主党支持者は「中絶」が46%、「インフレ」は

15%に過ぎなかった。民主党支持者は特に、共和党の戦略に惑わされることなく、一貫して

中絶問題を最も重視する姿勢をとったのである（8）。

中絶権をめぐる問題で女性票、とりわけ妊娠する確率が高い若い女性票が、民主党に投じ

る要因になったことは疑えない。投票権があるにもかかわらず、以前投票に行かなかった浮

動層、あるいは民主党か共和党か決めていない無党派層に訴えることにある程度成功し、以

前は投票所に足を運ばなかった十代後半から二十代の女性が、中絶非合法化を阻止するため

に投票所に出向いたケースが多く報告されている。期日前投票率がかつてないほど高かった

のも、共和党にとっては予想外の事態で、投票率の上昇は民主党に有利に働いた。2020年の

大統領選挙でバイデン候補がトランプ大統領に勝利した最大の要因は、史上最高の投票率で、

中絶問題は、民主党の地盤であるリベラル層に加え、無党派層を動員する効果を発揮した。

中間選挙は特に大統領選に比べて例年投票率が低いが、中間選挙としてはかつてない高投票

率となったのである（9）。

さらに有権者は中絶問題を意識しなければならない状況でもあったことも重要な要因であ

る。中絶をめぐる提案が各州で出され、連邦議会選挙と同時に住民投票が行われたからであ

る。例えばケンタッキー州では、州の憲法を修正して中絶を違法とする法案を住民投票で否

決している。ミシガン州でも州憲法で中絶権を認める提案を可決している。同州の出口調査で

は、有権者は「投票を決める際に最も重要な問題は中絶問題である」と答えている。ペンシル

ベニア州でも40%の有権者が投票決定要因として中絶問題が最も重要であったと答えている（10）。

もし共和党が両院で多数派となり、行政を完全にコントロールするなら、こうした保守化

傾向がさらに加速していくことに危機感を募らせた有権者が多数いた。ロー対ウェイド判決

が覆された2022年6月、保守派の1人であるクラレンス・トーマス判事は「次は避妊具の使

用と、ゲイ同士の恋愛や結婚も再検討するべきだ」と主張し、避妊具の使用すら法律で規制

する可能性があることを示唆、多くの女性たちとLGBTを震え上がらせた（11）。このように最

高裁の決定が人々の生活に大きな影響を及ぼしていることがわかる。

この最高裁判事の顔ぶれは、トランプ政権下で新たに3人の保守系を指名したことで、9人

中6人が保守派多数になったからである。トランプは2016年の大統領選出にあたり中絶に強

固に反対するキリスト教福音派、特にバイブル・ベルトの州を中心に支持を取り付けたこと

が勝利に繋がり、福音派はプロテスタントであるが、実は保守派判事はほぼ全員カトリック

であるという事実もある。

これら判事たちだけではなく、米国では近年その人口が増加している多数派がカトリック

であるヒスパニックの動向、特にその増加率著しい南部のいくつかの州を取り上げ、中絶問

題とその投票行動の詳細を次に見ていく。
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3 カトリックのヒスパニック　カトリックはプロ・ライフか

全米のカトリック教徒は、バイデン大統領のようなアイルランド系が多数＋イタリアやポ

ーランド系の白人カトリック（約12―15%）と、ヒスパニックと呼ばれる主に中南米からの

移民（約10%弱）に分けられる。他にアジア系である南ベトナム難民のカトリックもいるが、

全体数は少ない。そしてさらにこのヒスパニックも、大きく2つのグループ、キューバ系と

非キューバ系に分けられる。これらヒスパニックの中には、カトリックからキリスト教福音

派へと改宗する層が一定数、また少数派だが元からプロテスタント教徒もいるが、多く見積

もっても非カトリックのヒスパニックは3割以下で、ヒスパニックの7割以上がカトリックで

ある（12）。ヒスパニックは特に南部での人口増大は目覚ましいことから、2年弱後となった次

の大統領選でその支持を取り付けることが重要で、特に南部の州であるフロリダ、テキサス、

そして激戦州のアリゾナが注目される。

中絶問題をめぐる米カトリックとキリスト教福音派の関係についての詳細は、松本佐保著

『米国大統領と宗教ロビーの歴史的考察』を参照されたいが、プロ・ライフ（中絶反対）は

元々カトリックの教えであったが、1980年前後に政治化したキリスト教福音派が、中絶問題

の政治化においてリーダーシップを握るべく、カトリックの唱えるプロ・ライフ運動を乗っ

取る現象が起きた（13）。当時は現在ほどヒスパニック人口もおらず、カトリックの政治的な立

場がそれほど強くなかったことから、プロ・ライフは福音派の専売特許であるかのようにさ

れてきた。後述するようにカトリックとキリスト教福音派が政治的に手を組む場合もあるが、

両者の利害は必ずしも一致せず、歴史的にはプロテスタントはカトリックを少数派として見

下し、差別し敵対関係にすらあった時代もある。現在はそのようなことはほとんどないが、

プロテスタントとカトリックの確執が完全になくなったわけではない。

第1表は2020年大統領選挙のキリスト教信仰と人種別、カトリックか、福音派等プロテス

タントか、そして共和党か民主党支持かの投票行動を表わしている。

2016年選挙もそうであったが、白人カトリックは共和党支持者が多数で、2020年には白人

カトリックのバイデン候補に投票する白人カトリック票が、トランプ支持より少ない（14）。

地図上でおおよそのカトリックの分布を見てみよう。第4図は南東部の色が濃いほど、キ

リスト教福音派の人口比率の高い地域を表現し、北東部と南西部の色が濃いほどカトリック
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第 1表　2020年大統領選の宗教と人種別投票行動

白人キリスト教福音派

白人プロテスタント主流派

白人カトリック

カトリックのヒスパニック全体

カトリックでヒスパニック全体の内訳

　キューバ系

　非キューバ系

78

53

52

26

58

32

17

43

44

67

38

65

トランプ（%） バイデン（%）



の人口比率の高い地域を表わす。第5図は北東部と南西部の色が濃いほど、カトリックが多

い地域で、薄い色になればなるほどカトリックの少ない地域を示している（15）。少し古いデー

タだが、米国全体のキリスト教福音派とカトリックの分布状況と基本的に住み分けがあるこ

とがわかる。

第6図はより最近、2020年の時点でのヒスパニック人口を示しており、濃い色の州はヒス

パニック人口が全体の30%を超える州もある。テキサス、ニューメキシコ、アリゾナ、カリ

フォルニアが濃い色で、続く25―30%を占めるのがフロリダ、コロラド、ネバダである。第

7図は、テキサスに特化してヒスパニック人口増大が目覚ましいことを表わしている（16）。全

米での人口増加率でも、アジア系の倍、アフリカ系の3倍のスピードをヒスパニック人口増

加が記録されている。州別だとそのヒスパニック人口増加率の高さではカリフォルニア、テ

キサス、フロリダ、ニューヨーク、イリノイ、アリゾナの順となっている。

ヒスパニックは、歴史的には民主党を支持してきた経緯があるが、トランプの登場以降、

共和党支持者が増えてきている。例えば2016年の共和党と民主党へのヒスパニックの支持率

は、28%対66%だったのが2020年には38%対59%となり、4割対6割の状況に近づいてきて

いる。民主党支持のヒスパニックは都市部に集中しており、ニューヨークでは76%がバイデ

ン支持対22%がトランプ支持なのに対して、テキサスでは58%対41%、フロリダでは53%対

46%と拮抗する状況に近づいている（17）。

53%対46%を示すフロリダ州には特にキューバ系ヒスパニックが多数いることから、共和
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30%未満 40%未満 50%未満 50%以上
カトリック ■ ■ ■ ■
バプティスト ■ ■ ■ ■
メソジスト ■
ルーテル ■ ■
モルモン ■
無宗教 ■

（出所）　ガットマッハー研究所。

第 4図　米国州別の宗派の分布
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党への支持が高い理由となっている。キューバ系は社会主義体制を嫌って米国への亡命者が

多いことから、民主党より共和党との親和性が高く、その好例がトランプ政権前に大統領候

補争いやフロリダ州知事だったマルコ・ルビオだ。彼はトランプ政権期には政権内反中国勢

力として知られたのもそうした背景があるからだ。教科書的にはアメリカの人種的マイノリ

ティは、民主党支持とされるが、これら南部の諸州では第6図にあったように30%を超える

までに人口数が増大している。トランプ大統領はメキシコとの間に壁を造り、移民への侮辱

的な発言で、ヒスパニックから嫌われたとされるが、それは非合法移民に対してであり、合

法移民からは実は支持を得ていた。2020年選挙でも例えばヒスパニック人口比率が50%を超
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第 5図　パプティストとカトリックの州単位比率（%）
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第 6図　ヒスパニック系人口の州別比率（%）
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えるメキシコ国境に近いテキサスのリオ・グランデで共和党は勝利している（18）。

今回の中間選挙で大勝したフロリダ州知事ロナルド・デサンティスも、カトリックで強硬

な中絶反対派であるが、自身はヒスパニックではなくイタリア系の出自である。デサンティ

スは以前の中絶をめぐる裁判について、中絶に必要な医療費を税によって賄うなど、プロ・

ライフのキリスト教徒の信仰の自由への阻害であると発言している。そして2022年4月14日、

デサンティスは、レイプ、人身売買、近親相姦を免除せずに妊娠15週間後の中絶を禁止する

法案に署名した。この法案は、妊娠が母親に「深刻なリスク」をもたらす場合、または致命

的な胎児の異常が2人の医師によって書面で検出および診断された場合の免除を認めた。法

律は7月1日に発効予定が、州の裁判官はその執行を阻止、フロリダ州憲法は法律を違憲にす

るプライバシーの権利を保障していると裁定した。これに対しデサンティスは、上訴してこ

の法律は7月5日に発効した（19）。そのため第1図で中間色（陰影）だったフロリダ州は第2図

では濃い色に塗られ、中絶禁止州となった。

ヒスパニックのカトリックの共和党支持が増大しているのは、プロ・ライフゆえかと思い

きや、2022年の時点でヒスパニックのカトリックの75%（2010年は51%）が、中絶を合法化す

べきという立場である。白人カトリックは69%（2010年は53%）であり、ヒスパニックのほう

が白人カトリックより高い比率で（20）、これは経済的状態の影響によるものである可能性があ

る。また、12年前は伝統的なカトリックの価値観、中絶に反対であったのがその後世俗化し、

また、2022年に中絶が非合法化したことに危機感を覚えた結果の数値であろう。中絶を望む

女性は他州に行く必要があるが、周辺の州でも次々と規制が強まった。仕事を休む余裕がな

い貧困層は、車で数時間かけて他州の診療所に行くのも難しい。出産のために学業や仕事を

断念せざるをえず、貧困から抜け出す道が険しくなるからであろう。

カトリックは本来プロ・ライフの立場であるが、その主張が政治化される過程でキリスト

教福音派に乗っ取られた。ルビオやデサンティス等、共和党のカトリックは福音派と同様に

中絶に強固に反対しているのはすでに述べた。ではなぜ、カトリック全体では55%対45%で

プロ・チョイス派が多数なのか、カトリックは教皇を中心としたヒエラルキー制度の下に高
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第 7図　テキサス州の人種・民族別人口予測（2010―50）
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度に組織されたトランスナショナルな組織であるなら、中絶に対しても一貫して、これを認

めない立場であるはずという疑問が生じる。

原則はそのとおりであるのだが、実はカトリック教会も一枚岩でない点、特にアメリカの

カトリック教会は保守派と改革派に分かれている。実際に、現教皇フランシスコに対するア

メリカのカトリックの統計も存在し、それによると共和党支持の米カトリックの55%が、「現

教皇はリベラル過ぎる」と述べている（21）。

中絶に関しては、カトリックでは原則禁止ではあるものの、原理主義的に中絶禁止ばかり

を唱える福音派やカトリックに対して、教皇フランシスコは「これから生まれてくる命より、

すでに生まれている命の方が重要だ」と警告したことがある。プロ・ライフの叫びは、レイプ

による妊娠の中絶を認めないだけでなく、病気や胎児異常で妊娠の継続が母体の命を危険に晒

す場合ですら、中絶を禁止・阻止することが「狂っている」と教皇は強く糾弾したのである。

4 カトリック教会内の中絶と避妊の議論― 1965年第2バチカン公会議以前と以後論争

第2バチカン公会議とは約100年ぶりの公会議で、第1バチカン公会議は近代化を否定した

ことから、カトリック教会の近代化・現代化することを図った大会議としては数百年ぶりで

あった。例えば典礼方法がラテン語のみで認められていたのに対し以後英語や日本語でのミ

サを認める、聖職者の行動範囲の拡大など細かい取り決めがなされた。この会議以前の伝統

を守りたい保守派と、この会議に賛同し以後を支持する改革派に現在のカトリック教会は分

かれている。教皇で保守派は2022年末に帰天した前教皇ベネディクト16世で、改革派は現教

皇フランシスコである。特にアメリカのカトリック教会は、この保守派と改革派の分断が顕

著であり、バイデン大統領は改革派のカトリック、バイデン家付きの聖職者のレオ・オドノ

バン神父（バイデン大統領就任式で祈りを捧げた）は元ジョージタウン大学学長で、イエズス

会、現教皇フランシスコがイエズス会であることから、改革派である（22）。

どちらも中絶は禁止の立場ではあるものの、避妊についてはこの第2バチカン公会議以降、

これを自然な方法（女性の排卵周期を利用する方法、排卵法による受胎調整）限定で認めた。こ

んな方法が避妊なのかの問題はあるが、生殖目的以外での性的な交わりをカトリック教会が

認めたことは画期的であった（23）。しかし保守派は原則それすら認めず、前述した最高裁判事

クラレンス・トーマスが言及した、中絶に続き避妊を禁じる可能性もあるというのが、カト

リック保守のトーマス判事の発言に繋がった。ちなみに米最高裁の判事9人中、バイデンが

指名したアフリカ系のジャクソン、ユダヤ系のケーガン、カトリックでヒスパニックだがリ

ベラルなソトマイヨールの3人以外は、6人全員カトリック保守である（ただし、ゴーサッチは

アングロ・カトリックゆえに中道に近い）。

バイデンや、民主党の重鎮であるペロシやケリーもカトリック教徒であるが、言うまでも

なくプロ・チョイスで女性の中絶権を認めるべきという立場で、非聖職者の俗人カトリック

改革派に位置付けられる。しかしこれら民主党カトリックのプロ・チョイスの立場は、アメ

リカのカトリック保守派の聖職者や俗人からも激しく非難されている。カトリックのミサ

（礼拝）では、聖体拝領（キリストの体と血を授かる）という重要な儀式が行われるが、これを
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カトリック教会の聖職者が拒否する「事件」が数回起きている。サンフランシスコのサルバ

トーレ・コルディレオーネ大司教は、「プロ・チョイスのペロシ氏は中絶の合法化という深刻

な罪を犯しているので、聖体拝領を受ける資格はない」と発言し、ペロシへの聖体拝領を拒

否し大騒ぎとなった（24）。

アメリカのカトリック教会の聖職者の間で、こうしたカトリック改革派でさらにプロ・チ

ョイスの信者への聖体拝領を認めるか、認めないかの大論争が起きている。バイデン大統領

は、デラウェア州ウィルミントンの自宅とワシントンで定期的にミサに参加している。ワシ

ントン大司教のウィルトン・グレゴリー枢機 は彼が監督する教会でバイデンが聖体を受け

ることを歓迎すると明言した。2022年4月にウィルミントン教区長に任命されたウィリア

ム・ケーニッヒ主教は、バイデンと中絶について喜んで議論すると述べたが、バイデンへの

聖体拝領を続けることを認めるかどうかは明言しなかった。結局ケーニッヒ主教は、バイデ

ンへの聖体拝領拒否の呼びかけに応じず、全米カトリック司教協議会USCCBが彼に聖体拝領

を促す文書を出したことは、注目すべき非難である。教皇フランシスコが、この論争に介入

し「司教は政治問題に介入すべきではない」と述べて、バイデンの立場を間接的に擁護した

からだとも言われる（25）。

5 ロバート・W・マッケルロイ枢機 vs. パボーネ神父

前述のサンフランシスコのコルディレオーネ大司教と、サンディエゴのロバート・マッケ

ルロイ司教の間には、プロ・チョイスの政治家への聖体拝領を拒否すべきかで深い溝が生じ

ている。前者は保守派でペロシへの聖体拝領を拒否、バイデンへの聖体拝領も拒否の立場で、

後者は改革派でフランシスコ教皇によって2022年9月に枢機 に格上げされた。マッケルロ

イ司教は2020年の大統領選3週間前に、プロ・チョイスであるバイデンを「公人としての政

策的立場が、カトリック教徒としてのアイデンティティを否定するものでない」と擁護発言

し、さらに「中絶行為は本質的に悪であるが、それに関する立法は慎重な判断の問題である」

とも述べている。このマッケルロイ枢機 は、サンディエゴ司教になる前、サンフランシス

コ補助司祭であり親LGBTであることでも知られる。現教皇フランシスコも、「中絶は罪であ

るが、これに対する処罰には慎重であるべき、罪の赦しこそキリストの教え」や、親LGBT

発言もあり、この改革派のマッケルロイの枢機 への昇進は、保守派からの強い反発を招い

ている（26）。

一方、コルディレオーネ大司教に近い立場で、トランプ支持のカトリック保守で、中絶を

激しく糾弾するプロ・ライフ活動家の聖職者フランク・パボーネ神父がいる。彼の経歴はプ

ロ・ライフのカトリック聖職者を組織するだけでなく、全米プロ・ライフ連合の会長、さら

にキリスト教福音派のジェームズ・ドブソン牧師の「フォーカス・オン・ザ・ファミリー」

の成員として、カトリックとキリスト教福音派をプロ・ライフで結び付ける活動に関わって

きた。そしてこのパボーネ神父の協力もありラリー・ジェイコブスが、合法的な中絶に反対

するキリスト教福音派とカトリック保守団体を団結させる「キリスト教右派連合」を設立し

た（27）。このパボーネ神父のプロ・ライフと反LGBT運動が過度なものとなり、ヘイトに繋が
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るとして教皇から聖職者の地位を剥奪され、これに対して保守のヴィガノ神父等がこれに反

対する声明を出した（28）。

6 アメリカ宗教右派とロシア宗教右派の連携

このジェイコブスは、2014年ロシア正教会の指導者に助言するためにロシアに招待された。

彼はロシアで2013年に制定された「同性愛宣伝禁止法」の強力な支持者であり、「ロシア人

は世界のキリスト教の救世主かもしれない」「ロシアは、男女の結婚こそ、自然な家族のあり

方だと証明した。クレムリンはかつて米保守派にとってはNoだったが、今やその言葉を撤回

しよう」とコメントしたほどである（29）。

世界家族会議（WCF）が2014年にモスクワで開催された。WCFとはキリスト教右派の価値

観を国際的に推進する米国の組織であり、中絶、同性婚、ポルノに反対し1997年設立以来、

定期的に国際大会を開催している（30）。創設者はアラン・C・カールソンで、2013年のロシア

でプーチン政権下に成立した同性愛宣伝禁止法の制定に関与した。国際的な人権団体「ヒュ

ーマン・ライツ・キャンペーン」によって、WCFは「反中絶及び反LGBTヘイト・グループ」

とされる組織リストに追加され（31）、その2015年の報告書では、ナイジェリアとウガンダの反

LGBT法に対するWCFの影響を指摘された。ガーナの首都アクラでのWCF大会後、2019年

後半にガーナでLGBTに対する規制が強化され、これらの活動はロシアのプーチン寄りの財

閥、オリガルヒから資金提供を受けていることも発覚した（32）。

2013年制定のロシアの「同性愛宣伝禁止法」の背景には、2010年ゲイ・パレードの開催拒

否はゲイへの差別として申し立てがあり、これに対し欧州人権裁判所はロシアに罰金を科し

た。2012年3月ロシアはLGBTの選手などを支援するプライドハウスの2014年ソチ冬季オリ

ンピックでの設置を禁止することを決定した。判決文には「ロシア社会の安定を損なう」恐

れがあり、「家族の母性と子供の保護の場所での」公共の道徳と方針に反しているとした。

2013年6月にロシア連邦議会の下院である国家院で満場一致で可決され、上院である連邦院

が承認、プーチン大統領の署名を経て成立した。同法の成立にはロシア正教会の総主教キリ

ルのプーチンへの影響力もあったとされる（33）。

ロシアは世界水準でも中絶件数が多いことから、中絶を殺人だと主張してきたロシア正教

会は、中絶を減らすためのあらゆる方策を支持するとし、2020年1月、ロシア正教会のキリ

ル総主教は「ロシアの人口減の問題は中絶の大幅な制限によって改善できる、2030年までに

1000万人は増やせるはずだ」と呼びかけていた（34）。

米国のキリスト教右派組織、世界家族会議WCFとロシア正教会は反中絶や反LGBTで共通

の価値観と、横の繋がりを持っている。実際、米キリスト教福音派カリスマ牧師ビリー・グ

ラハムの息子でトランプ支持者のフランクリン・グラハム牧師は、2015年にプーチンと2019

年にキリル総主教と会見し、反中絶と反LGBTの価値観で同意した（35）。

このWCFの現在の会長ブライアン・ブラウンは全米結婚機構（NOM）をも創立し、ブラウ

ンは、プロテスタントからカトリックに改宗した右派であり、2010年からその会長を務めて

いる。NOMは、アメリカの同性婚の合法化に反対するために2007年に設立された非営利の
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政治団体で、その使命は「結婚とそれを支える信仰共同体の保護」で、トランプに指名され

た最高裁のカトリック判事であるバレットがこのNOMのHPに一瞬登場したが、すぐさま削

除された疑惑が持たれている（36）。

WCFは毎年開催され2007年にワルシャワで開催され、ポーランドでの反LGBT運動を後押

しした。欧州理事会議長も務めたドナルド・トゥスクの「市民プラットフォーム」が敗北し、

キリスト教民主主義のカトリック系保守主義政党「法と正義（PiS）」が2015年に政権を握る

と、中絶に対するより厳しい法が導入された。国民の90%以上がカトリックであり、元々中

絶については厳しい制約があったが、2004年のEU加盟後緩和されていた。現政権は中絶問

題以外でも三権分立を無視するような憲法違反な政策を打ち出す強権的政権でEUとの関係

が悪化、EUへの罰金を支払う立場にある（37）。2022年2月下旬のロシアによるウクライナ侵攻

後は、積極的に大量の難民を受け入れる活動を市民やキリスト教団体が行い、上記の理由か

らEUからの政府への補助金は一切ないことから政府は予算を計上していない。ウクライナ

難民は主に女性と子供であり、大きな摩擦はないが、妊娠した女性の中絶はいかなる理由で

も認められない（ロシア兵によるレイプで妊娠した女性が避難してきた場合も）等の問題も起き

ている（38）。

おわりに

米最高裁が「ロー対ウェイド」判決を撤回したことで、多くの州で中絶が非合法化し刑罰

の対象となった。これはトランプ政権を支持したキリスト教福音派ロビーの長年の切望であ

り、トランプ政権の「功績」ともされる。しかし米国民全体の60%以上が中絶は合法化され

るべきという意見であり、「ロー対ウェイド」判決撤回の5ヵ月後に行われた中間選挙で民主

党が善戦したのは、この中絶問題で無党派層、特に若い女性票が民主党に投じられた要因が

考えられる。さらに驚くことに、「プロ・ライフ」が多数派と思われてきたカトリック票、特

にヒスパニックのカトリック票の70%以上が「プロ・チョイス」である。特に南部の州で人

口増大が目覚ましいヒスパニックであるが、フロリダには共和党支持のキューバ系が多数、

テキサスでもリオ・グランデ等ヒスパニック比率が高い地域では2020年選挙でトランプが勝

利するなど、共和党支持率が徐々に増加している。つまりヒスパニックの共和党支持の増加

は、中絶問題ではなく経済政策等他の要因である可能性が高い。それでもまだヒスパニック

のカトリックが2020年大統領選で共和党支持は26%で民主党が67%、白人のカトリックは

52%対44%である。民主党は中絶の非合法化州が増加していく中で、引き続き「プロ・チョ

イス」政策をどう推進していくかが、2024年大統領選を有利に闘う重要な争点であることは

間違いない。

そして米国のカトリック教会は1965年以降、保守派と改革派に分かれており、近年ますま

す中絶とLGBT問題でその分断が進んでいる。バイデン大統領がカトリックであることもあ

り、以前に増して「政治化」するカトリック教会の聖職者も散見され、民主党支持と共和党

支持のカトリック全体は、真っ二つに割れている。バイデンや民主党重鎮のカトリックに対

して、「プロ・チョイス」や「親LGBT」を理由にミサでの聖体拝領を拒否すべきなどの論争
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も起きている。

そしてこの分断はアメリカ国内にとどまらず、アメリカ発の世界家族会議WCFの国際的な

活動により、ロシアやアフリカ、そして中東欧にも拡大し、これらの地域で中絶禁止や

LGBT排除の傾向が強まっている（39）。プーチンを支持するロシア正教会のキリル総主教が、

ロシアの対ウクライナ軍事侵攻の少し後に「ゲイのプライド・パレードが戦争の一因」と発

言したこともあり（40）、国際政治をも左右しかねない。そして2024年大統領選で共和党が返り

咲いた場合、カトリックにせよ福音派にせよ宗教保守・右派ロビーを政権内に抱えることか

ら、同じ価値観を共有するロシア正教会のキリスト教右派を後押しするプーチン政権に味方

する危険性すらないとは言えないであろう。

以上のように宗教と深く関わる中絶やLGBTをめぐる問題はアメリカ国内のみならず、世

界を分断しかねない。
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［要旨］

バイデン政権が「国家安全保障戦略」で打ち出した中国とロシアの安全保障上の挑戦

に対する強い政策対応は、中間選挙後も継続される可能性が高い。最近の米国政治では

民主・共和両党間の党派的分断が取りざたされることが多いが、中ロの問題については、

例外的に両党間に意見の一致が大きいからである。中国については、今年1月に下院に

「中国に関する特別委員会」が超党派の賛成を得て設置されたことなどがそれを象徴し

ているし、ロシアに侵略されたウクライナへの支援も一貫して超党派で行われてきてい

る。世論が自国が中ロに対して強い対応をとることを支持していることも、両党の超党

派的対応を後押ししている。だが、米国市民の中ロの挑戦への関心は実はごく低いもの

であるため、将来世論が変化して、これらの問題をめぐる党派的対立が生起する可能性

は否定しきれない。中ロに対する米国の従来からの姿勢が維持されそうなことは日本と

世界にとって安心材料であるが、それを当然視することはできない。

はじめに

2022年11月8日の中間選挙の結果、民主党が予想以上の健闘をみせたとはいえ下院で多数

派の座を失ったことで、バイデン政権による政治のかじ取りは、これまで以上に共和党に配

慮したものにならざるを得ない。少なからぬ問題に関して、政策の変更や調整が求められる

局面も増えることであろう。

だがそうしたなかで、安全保障政策に関しては、やや話が異なる。米国の安全保障政策の

うち、少なくともその根幹部分たる中国とロシアからの挑戦への向き合い方については、中

間選挙以前からのバイデン政権の取り組みの方向性が基本的には継続されるものと考えられ

るのである。

その一つの理由が、いわゆる「赤い波（red wave）」が起きず、ジョー・バイデン（Joe

Biden）大統領がレームダック化を免れたことにあるのは間違いない。しかし、これだけでは、

なぜ中国とロシアへの安全保障上の対応についてほかの政策分野よりも高い継続性が予想さ

れるのかを説明するには不十分である。より本質的な理由は、これらの問題については、党

派的分断の強まりが取りざたされることの多い現在の米国政治において、例外的に、民主・

共和両党の間に意見の相違が大きくないという点に求めるべきであろう。外交問題評議会上
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級研究員のクリストファー・タトル（Christopher M, Tuttle）が述べているように、「議会がこ

こ数十年で最も分極化しているという現実にもかかわらず、共和党員と民主党員は、今日の

最も差し迫った2つの国際的な問題に関しては、互いに際立って同調し合っている」（1）ので

ある。

1 バイデン政権の「国家安全保障戦略」における中ロの位置付け

バイデン政権が「国家安全保障戦略」を発表してその安全保障政策の全体像を明らかにし

たのは、中間選挙の直前の2022年10月12日になってからのことであったが（2）、その最大の特

徴は中ロの脅威の強調であった。同政権は、発足以来、中国を安全保障上最大の問題とみる

姿勢をとってきており、政権発足からほどなくして発表された「国家安全保障戦略の暫定的

指針」の焦点は中国に絞られていた（3）。だが、ロシアによるウクライナ侵攻の開始をみて、

「国家安全保障戦略」では、中国と並ぶ深刻な安全保障上の挑戦として、ロシアが挙げられる

こととなった。

同戦略は、両国が米国と世界の安全に突きつけている挑戦のうち最も重大なのは、ルール

を基盤とした既存の国際秩序（同戦略では、「自由で、開かれた、繁栄して安全な世界」といった

表現も用いられている）の将来にかかわるものであるとの立場をとっているため、中国の脅威

がロシアの脅威以上に深刻視されていることは確かである。中国には既存の国際秩序を改変

しようとする意思と能力が兼ね備わっているのに対し、ロシアには既存の秩序を破壊する力

はあっても新たな秩序を構築する力は欠けているからである。同戦略は、ロシアが「国際秩

序の根幹をなす法に無謀にも従わない、自由で開かれた国際システムに対するさし迫った脅

威」であるのに対し、中国は「国際秩序を改変する意図を有するとともに、この目標を達成

する経済的、外交的、軍事的、技術的な力をますます増大させつつある唯一の競争相手」で

あるとして、両者を区別している（4）。

しかしながら、「国家安全保障戦略」は、ロシアの脅威があなどれないものであることを

も同時に認識している。それは、「われわれは、中国に対する揺るぎない競争力を維持するこ

とを優先する一方で、依然として非常に危険なロシアを抑制していく」（5）といった文言から

はっきりと読みとることができる。ロシアを抑制するために現在最も必要とされているのは、

侵略を受けているウクライナに対する支援である。同戦略では、米国が世界とともにウクラ

イナに手を差し伸べ続ける決意が繰り返し表明されている。

しかもバイデン政権は同戦略の発表に際して、中ロによるルールを基盤とした国際秩序へ

の挑戦に向き合う努力を米国が主導する意思があることをあらためて強調している。同戦略

の序文のなかで、バイデン大統領は、国際秩序の将来をめぐる戦略的競争が展開すると同時

に世界がグローバルな協調を必要とする共通の課題に直面しているなかで、「世界中で、アメ

リカのリーダーシップがかつてないほどに必要とされている」と述べている（6）。

このようなバイデン政権の安全保障姿勢は、日本を含めた米国の同盟国やパートナー国に

とっては、極めて心強いものである。だが、今回の中間選挙の結果が、こうした姿勢の維持

を難しくするということはないのであろうか。前のトランプ政権以来一国主義的な主張を強
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めている議員も少なくない共和党が下院で多数派を占めたことにより、米国の内向き傾向が

強まり、「アメリカ・ファースト」の立場から中ロへの向き合い方について望ましくない方向

への変更圧力がかかって米国の姿勢が弱められ、例えばウクライナへの支援が大幅に縮小さ

れてしまうといったことになる恐れはないのであろうか。

そうなれば、世界にとって悪夢である。だが幸い、その可能性は大きくないように思われ

る。以下の分析が示すとおり、中ロからの挑戦に対して断固とした態度をとり続ける必要が

あるとの考え方は、民主党だけではなく共和党にも強く、米国の世論もまたそうした考え方

を支えるものとなっているからである。

2 対中国

中国が米国に対して安全保障を含めたさまざまな分野で深刻な挑戦を突きつけており、従

来の関与政策に代わる強い対応が必要とされているという考えは、言うまでもなく、ドナル

ド・トランプ（Donald Trump）前大統領の下で打ち出されたものである。バイデン大統領の

対中政策は、この延長線上にあると言ってよい。バイデン政権の対中強硬姿勢は、ルールを

基盤とする国際秩序を専制主義の挑戦から守り抜くことや台湾への支援を含めた安全保障上

の諸問題から、経済、技術、人権にまで及ぶ幅広いものとなっているが、注目すべきことは、

多くの場合こうした施策が共和党を含めた超党派の支持を得てきていることである。

中国には強い姿勢で向き合わなければならないとの見方の党派の違いを超えた拡がりは、

現在は下院議長を務めるケヴィン・マッカーシー（Kevin McCarthy）が、その後下院に設置さ

れた「米国と中国共産党の戦略的競争に関する特別委員会」の委員長に就任したマイク・ギ

ャラガー（Mike Gallagher）と連名で2022年12月8日にフォックス・ニュースに寄せた小論に

はっきりと示されていた（7）。このなかで2人の有力な共和党下院議員は、現在の米中関係を

「新たな冷戦」と呼び、米国がそれに勝利するためには、「中国の侵略に対して、経済を強化

し、サプライチェーンを再構築し、人権のために口を開き、軍事侵略に立ち向かい、アメリ

カ人の個人情報、知的財産、および雇用の窃盗を終わらせるための厳しい政策で対応しなけ

ればならない」と主張して、バイデン政権と同様に安全保障から経済、人権などにまで至る

幅広い施策が必要であるとした。そして、それを実行するために、マッカーシー議員が中間

選挙中から公約に掲げていた「中国に関する特別委員会」を、共和党として下院に創設する

とした。その際彼らは、「共産中国を信頼する時代は終わったという超党派のコンセンサスが

ある」と述べて、今や共和・民主両党の間には、中国と強い姿勢で向き合い競争しなければ

ならないとの点で見解の一致があることを示唆したのであった。

民主党もこうした共和党からの声に呼応している。上記の特別委員会は、2023年1月10日

に365対65と党派の垣根を超えた圧倒的な賛成多数で設置が決まった。これを受けて民主党

のハキーム・ジェフリーズ（Hakeem Jeffries）下院院内総務はプレスリリースを発表し、「下

院民主党は、米国民のために協力できる問題については超党派のパートナーシップの手を差

し伸べること……を明確にしてきている」と述べ（8）、中国への対応では共和党と協調する姿

勢を示した。現在中国が米国に突きつけている厳しい現実についての両党の見解の一致は、2
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月28日に開かれた同委員会の初の公聴会からもうかがわれた。公聴会の冒頭で、ギャラガー

委員長が、米国が中国に経済的な関与を続ければ民主化するとの「希望的観測を持ち続ける

時代は終わった」と述べたのに対し。民主党のラジャ・クリシュナムルティ（Raja Krish-

namoorthi）筆頭委員も「民主党も共和党も、中国を見くびっていた」と呼応したのである（9）。

この公聴会の翌日、フォックス・ニュースのインタビューに応じたマッカーシー下院議長

は、米国が中国の脅威に取り組むうえでは、米国の結束が重要であるとして、下院共和党は

中国の問題についてはバイデン大統領とも協力するつもりがあることを強調した（10）。「私は

大統領に力を与えたい」と彼は述べた。そして、「下院で一致団結すれば、大統領をより強く

することができる。要するに、下院は大統領にバックボーンを与えようとすることができる

のです」と続けた。共和党が多数を占める下院と大統領が協力できるのかという問いかけに

対しては、マッカーシーは次のように答えて、協調は可能であるとの考えを示した。「彼は米

国の大統領です。私は下院の議長です。我々の仕事は、米国にとって最善なことを見出そう

と努力することなのです」。

以上の簡単な分析から明らかなのは、「国家安全保障戦略」に示されたバイデン政権の対

中姿勢に対し、共和党が根本的な異論を唱える可能性は、中間選挙の結果にかかわらず低い

ということである。トランプ政権時代には、少なからぬ論者が、トランプの共和党は「アメ

リカ・ファースト」の考え方の下で、中国が米国に対してある程度の経済的な譲歩を行った

場合には、台湾をはじめとする中国との間の安全保障問題を同盟国の意向を無視して放り出

してしまう恐れがあるのではないかと懸念していた。だが、現在の共和党にはそうした懸念

はあてはまらないようである。先に引いた昨年12月8日と今年3月2日のフォックス・ニュー

スの記事からは、マッカーシーやギャラガーは、経済面での対中競争とともに台湾を含めた

軍事面での中国の挑戦の深刻さにも十分に目配りをしていることがうかがわれるし、2月28

日の中国に関する特別委員会の公聴会の初の公聴会の終了後には、委員長のギャラガーが、

台湾のほか日本をはじめとする同盟国や友好国を議員が訪問して連携を深めたいとの意向を

示したとも伝えられているからである（11）。

米国市民の対中感情も、こうした超党派的な対中強硬姿勢の継続を後押しするとみられる。

ピュー・リサーチセンターが2022年春に実施した世論調査では、中国について好意的ではな

い見方をしている回答者が82%にのぼり、好意的な見方の16%を圧倒的に上回った（12）。ギャ

ラップ社が2022年2月に実施した世論調査もほぼ同様の結果を示しており、中国について好

意的ではない意見を持っているとの回答が79%であったのに対し、好意的な意見を持つとの

回答は20%にすぎなかった（13）。このような世論の状況の下では、民主党も共和党も中国に対

して「ソフト」であるとの批判を受けることを恐れるために、バイデン政権の対中強硬姿勢

に党派を超えた支持が集まりやすいのである。

3 対ロシア

それでは、バイデン政権の対ロ政策、とりわけウクライナへの積極的な支援に対する共和

党の態度については何が言えるであろうか。これについては、マッカーシー現下院議長の中
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間選挙期間中の「共和党が下院を奪還したならばウクライナのために白紙の小切手は書かな

い」という発言をとりあげて（14）、共和党が今後米国によるウクライナ支援を大幅に縮小する

ように圧力を強めるのではないかとの見方が示されることがあるが、実際にはそのようなこ

とが起こる可能性は低いように思われる。発言からほどない10月26日、CNNは、マッカー

シーが共和党国家安全保障委員会のメンバーたちに対し、彼にはウクライナへの支援をやめ

てしまうつもりはなく、発言は連邦政府による税金からの支出に対する監視の強化を訴える

ためのものであったと説明したと報じている（15）。

この記事では、ウクライナの戦場での努力への資金提供に反対しているのは、共和党議員

のごく一部だけであるとの共和党関係者の話をも伝えている。また11月26日には、ABCテ

レビの番組「ディス・ウィーク」で、2023年1月に下院外交委員会委員長となったマイケ

ル・マッコール（Michael McCaul）とマイク・ターナー（Mike Turner）の2人の共和党下院有

力者が、マッカーシーはロシアと戦うウクライナへの資金支援と武装支援を継続するであろ

うと述べるとともに、ウクライナへの支援には民主党・共和党の双方から支持があり、共和

党はそれをより説明責任の果たせる形で行うべきことを主張しているだけであるとした（16）。

実際、ロシアによるウクライナ侵略が開始されて以降、米国議会によるウクライナに対する

米国の政治的支援は、一貫して超党派で行われてきている。ウクライナに対する複数の支援

策が超党派の多数を得て可決されてきたし、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー

（Volodymyr Oleksandrovych Zelenskyy）大統領が2022年12月21日に米国を訪問して議会で演説

を行った際には、民主・共和両党の議員から温かく迎えられたことも記憶に新しい（17）。

最近は米国でも、ウクライナへの「支援疲れ」がささやかれるようになっている。だが現

実には、米国の政治家の間では、党派の壁を超えて、ウクライナ支援に積極的なバイデン政

権の対ロ姿勢に対する支持が強固に維持されているということである。

こうしたロシアをめぐる政策コンセンサスの背景にあるのは、対中政策コンセンサスの場

合と同様に、米国の世論の状況である。まず注目すべきなのは、2022年2月24日以降、ロシ

アを敵視する米国人の割合が急増したことである。ピュー・リサーチセンターの調査によれ

ば、ロシアがウクライナ侵攻を始める前の2022年1月にはロシアを「敵」とみる米国人は

41%で、「競争者」とみる割合（49%）よりも少なかった（「パートナー」との回答は7%）。だ

が、侵攻開始後の同年3月には、「敵」とみる割合が70%となり、「競争者」の24%、「パート

ナー」の3%を圧倒的に上回ったのである（18）。

その一方で、米国人の間では、侵攻開始から1年近くが経った時点でも、ウクライナを支

援する機運は依然として強い。2023年2月6日にギャラップ社が発表した「1年後、アメリカ

人はなおウクライナに寄り添っている」と題された報告書によれば、同年1月に行われた調

査では、39%の回答者がウクライナでの戦争に対して米国は適量の支援を行っているとみて

おり、30%は支援が十分ではないとの見方をとっている。これに対し、米国がやりすぎてい

るとの回答は28%にすぎなかった（19）。ほぼ同時期にピュー・リサーチセンターがやはり同年

1月の世論調査に基づいて発表した報告書は、支持政党によるウクライナ支援への態度の違

いをより強調する内容になっていたものの、米国の支援が多すぎるとの回答は26%にとどま
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り、31%が支援は適量と考え、支援を増加すべきであるとの答えも20%にのぼった（20）。米国

人の過半数以上、多ければ7割近くが、少なくとも現在の水準で自国がウクライナを支援す

ることを適切と考えていることになる。2つの調査はいずれも共和党支持層で米国の支援を

多すぎるとみる者が増えていることを示してはいるが、それでも支援が適量あるいは少なす

ぎるとみる者の数を下回っている。世論は依然として超党派的に自国のウクライナ支援を支

持し続けていると言える。

また、シカゴグローバル問題評議会が2022年10月に発表した調査結果によれば、「アメリ

カ人の4分の3近くがウクライナへの経済援助（71％）と軍事援助（72％）の継続を支持」し

ており、「58％は、米国の世帯ががガソリンや食料により高い価格を支払わなければならな

くなるとしても、『必要な限り』同国への支援を継続する意思」を示していた（21）。

こうした世論の下では、ウクライナへの大規模な支援を中心とするバイデン政権の対ロ政

策には、対中政策の場合と同様に超党派的な支持が集まりやすいということができよう。

むすびにかえて―継続を阻む可能性のある要因

本稿では、米国における深刻な政治的分断にもかかわらず、その安全保障政策のうち、少

なくとも根幹部分たる中ロからの挑戦への向き合い方については、中間選挙後も従来からの

バイデン政権の取り組みの方向性が継続される可能性が高いことを示してきたが、この状況

を変化させる可能性のある要因が存在しないわけではない。

最も懸念されるのは、米国人が中ロの挑戦に向ける関心が、実は驚くほど低いことであ

る。ある調査によれば、米国にとって最も重要な外交問題を5つ挙げるようにとの問いに対

し、米中関係を挙げた回答者は27%、ロシアのウクライナ侵略を挙げた回答者は24%にすぎ

ない（22）。ロシアのウクライナ侵略についてみると、ピュー・リサーチセンターの調査でも、

2023年1月の時点でそれを米国の利益に対する重大な脅威であるとみる回答者は35%にとど

まった（23）。こうした関心の低さを考慮すると、本稿が示してきたバイデン政権の対中・対ロ

姿勢への高い世論の支持も、実はあまり強い支持ではないのかもしれないと考えざるを得な

い。そうであるならば、この支持が、たとえば米国の経済状況のさらなる深刻な悪化といっ

た状況の変化があれば、不支持の方向に大きく転換する事態もあり得ないとは言えまい。そ

うなってしまった時には、特に共和党支持層から政策の見直しを求める声が強まると予想さ

れるため、中国やロシアの問題についても民主・共和両党間の党派的対立が生起する恐れが

ある。

バイデン政権の中ロに対する強い姿勢が大統領の任期の後半にも維持されそうであること

は、日本と世界にとっての安心材料には違いない。だが、日本も世界も、米国の政策の継続

を当然視することはできないのである。
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■ 2月20日（月）

18 : 00―19 : 00 オープニング
開会の辞：佐々江賢一郎　日本国際問題研究所理事長
ご 挨 拶：岸田文雄　内閣総理大臣
ご 講 演：林芳正　外務大臣

19 : 15―21 : 00 『戦略年次報告書2022』に関するラウンドテーブル

・リサ・カーティス　新米国安全保障センター（CNAS）シニアフェロー・インド太
平洋部長

・ビル・エモット　国際問題戦略研究所（IISS）理事長
・ビラハリ・コーシカン　シンガポール国立大学中東研究所会長、前シンガポール
無任所大使

・國分良成　慶應義塾大学名誉教授
・史志欽（シ・シキン） 清華大学教授・一帯一路戦略研究院執行院長
・佐々江賢一郎　日本国際問題研究所理事長（モデレーター）

■ 2月21日（火）

09 : 00―10 : 30【パート1】米中競争とインド太平洋：（1）政治・安全保障

・範士明（ハン・シメイ） 北京大学教授・燕京学堂副院長
・ビラハリ・コーシカン　シンガポール国立大学中東研究所会長、前シンガポール
無任所大使

・菊池努　青山学院大学名誉教授、日本国際問題研究所上席客員研究員
・李忠勉（イ・チュンミョン） 韓国・国立外交院外交安保研究所（KNDA-IFANS）所

長
・スーザン・ソーントン　全米外交政策委員会（NCAFP）アジア太平洋安全保障フォ
ーラム・ディレクター

・久保文明　防衛大学校長、日本国際問題研究所上席客員研究員（モデレーター）

10 : 45―12 : 15【パート1】米中競争とインド太平洋：（2）経済

・シロー・アームストロング　オーストラリア国立大学准教授
・エミリー・ベンソン　戦略国際問題研究所（CSIS）シニアフェロー
・城山英明　東京大学教授
・ヴォ・トリ・タン　中央経済管理研究所（CIEM）シニア・エキスパート
・張蘊嶺（チョウ・ウンレイ） 中国社会科学院学部委員、山東大学招聘教授・国際問

題研究院院長
・深川由起子　早稲田大学教授（モデレーター）

〈第4回東京グローバル・ダイアログ〉

「ポスト冷戦」時代の終わりと米国主導の国際秩序の行方
2023年2月20日（月）― 21日（火）開催

主催：日本国際問題研究所
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12 : 30―13 : 30【パート1】米中競争とインド太平洋：

特別セッション　日本周辺の海洋安全保障

・リサ・カーティス　新米国安全保障センター（CNAS）シニアフェロー・インド太
平洋部長

・頼怡忠（ライ・イチュウ） 台湾遠景基金会理事長
・武居智久　三波工業株式会社特別顧問、日本国際問題研究所客員研究員、元海上幕
僚長

・小谷哲男　日本国際問題研究所主任研究員、明海大学教授（モデレーター）

15 : 00―16 : 30【パート2】ウクライナ紛争の衝撃：（1）政治・安全保障

・ビル・エモット　国際問題戦略研究所（IISS）理事長
・兵頭慎治　防衛研究所政策研究部長
・セルギー・コルスンスキー　駐日ウクライナ大使
・アンドレイ・コルトゥノフ　ロシア国際問題評議会（RIAC）会長
・イアン・レッサー　ジャーマン・マーシャル基金（GMF）ブリュッセル事務所副所

長兼エグゼクティブ・ディレクター
・H・K・シン　デリー政策グループ（DPG）所長、元駐日インド大使
・遠藤乾　東京大学教授、日本国際問題研究所客員研究員（モデレーター）

16 : 45―18 : 15【パート2】ウクライナ紛争の衝撃：（2）経済

・ヨセ・リザル・ダムリ　インドネシア戦略国際問題研究所（CSIS）所長
・ティム・グルド　国際エネルギー機関（IEA）チーフ・エネルギー・エコノミスト
・ステファン・クエスト　欧州委員会ジョイント・リサーチ・センター総局長
・阮蔚（ルアン・ウェイ） 株式会社農林中金総合研究所理事研究員
・マハ・ヤフヤ　マルコム・H・カー・カーネギー中東センター所長
・赤阪清隆　ニッポンドットコム理事長、元国連事務次長（モデレーター）

18 : 30―20 : 00【パート3】米国主導の国際秩序の行方

・マイケル・グリーン　シドニー大学アメリカ研究センター所長、教授
・賈慶国（カ・ケイコク） 北京大学教授
・サンジョイ・ジョシ　オブザーバー研究財団（ORF）会長
・ローリー・メドカーフ　オーストラリア国立大学ナショナル・セキュリティ・カレ
ッジ学長

・ティエリ・ド・モンブリアル　フランス国際関係研究所（IFRI）理事長
・佐々江賢一郎　日本国際問題研究所理事長
・市川とみ子　日本国際問題研究所所長（モデレーター）

20 : 00―20 : 15 クロージング

閉会の辞：佐々江賢一郎　日本国際問題研究所理事長



第4回東京グローバル・ダイアログは、「『ポスト冷戦』時代の終わりと米国主導の国際秩

序の行方」とのテーマの下、2023年2月20日から21日まで開催された（20日は会場に登壇者

と聴衆を招いたハイブリッド形式、21日はオンライン形式）。14ヵ国・1地域から38名のスピー

カーが参加し、オープニング、ラウンドテーブルに続き、米中競争とインド太平洋に焦点を

当てた3セッション、ウクライナ紛争の衝撃に焦点を当てた2セッション、さらに米国主導の

国際秩序の行方に焦点を当てた1セッションが行われ、国際情勢、米国主導の国際秩序の現

状及び「ポスト冷戦」後の展望について議論された。

また、オープニングでは、岸田総理大臣及び林外務大臣の会場出席を得て、岸田総理から

ご挨拶をいただいたほか、林大臣にはご講演に続き質疑にも応じていただいた。

オープニング（2月20日（月））

はじめに佐々江理事長が挨拶を行い、ロシアによるウクライナ侵略やインド太平洋地域に

おける米中間の緊張をはじめとする『戦略年次報告2022』に基づく国際情勢の認識について

述べた。

続いて林外務大臣が登壇し、「新たな時代に向けた、きめ細やかな日本外交の展開」と題

する講演を行った。講演では、ポスト冷戦期後の新たな時代に国際社会が直面する課題の具

体像を述べた上で、日本の歴史と経験に根ざしたきめ細やかな外交の展開、及びその具体例

としての法の支配に基づく国際秩序の堅持、グローバルな諸課題への対応、そして「自由で

開かれたインド太平洋」の実現をそれぞれ進めていく決意を述べた。

最後に岸田総理大臣が登壇し、挨拶において、G7議長国として、また、国連安保理非常任

理事国として、ロシアによる侵略と戦うウクライナへの支援、力による一方的な現状変更の

試みを拒否し、法の支配に基づく国際秩序を堅持するための取組、更に核軍縮を始め国際社

会が直面する諸課題の解決を主導していく考えを述べた。こうした考えの下、岸田総理は、

今般、新たに55億ドルの追加財政支援を行う旨表明するとともに、G7首脳が、引き続き結

束してウクライナ侵略に対応すべく、侵略開始から1年を迎える24日に、ゼレンスキー大統

領も招いて、G7首脳テレビ会議を主催すると述べた。

『戦略年次報告2022』に関するラウンドテーブル（2月20日）

『戦略年次報告2022』の紹介に続き、現在の国際情勢及び国際秩序について、大局的観点

から議論された。また、安全保障政策を転換した日本への評価や期待も表明された。

国際社会の分断が進んで対立的な様相が深まり、「ポスト冷戦」と呼ばれた時代が終わり

を迎えていることについては、出席者の間で概ね意見の一致があった。一方、「ポスト冷戦」
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期がいつどのように終わったのか、また、現在をどのように特徴づけるかについては様々な

意見が表明された。現在の国際情勢を「新たな冷戦」あるいは「ブロック化」と表現するこ

とに対しては、現在の西側と中ロの関係は冷戦期の米ソ関係とは異なる、あるいは、グロー

バル・サウスの多くの国々はいずれのブロックにも属さないなどの指摘が行われ、総じて否

定的な見解が示された。

ロシアのウクライナ侵略については、欧州の安全保障に与えた衝撃や、戦争が米中関係に

与える影響が強調された。一方、グローバル・サウスからはウクライナ戦争は欧州内の争い

と見られており、西側の立場への支持を得ることは容易でないとの指摘もあった。米中・日

中関係については、台湾を巡る危機の可能性やこれを抑止するための努力の重要性に言及さ

れた。危機を防ぐための中国との対話の重要性も強調されたが、そのためには中国が環境を

整備する必要があるとの指摘もあった。

日本がより積極的な安全保障政策を採用し防衛能力強化に取組むことへの歓迎、米国のイ

ンド太平洋地域へのコミットメント維持やASEAN等の地域諸国の立場への理解について日

本が果たす積極的な役割への評価が表明された。

【パート1】米中競争とインド太平洋：（1）政治・安全保障（2月21日（火））

インド太平洋地域において激化する米中競争について、米中関係と地域の安全保障の将来、

地域諸国の見方について活発に議論された。

米中競争については、多面的かつ構造的な競争であるとして、競争の長期化は避けられな

いとの見方が共有された。また、米中間の政治的対話や人的交流が減少していることや、パ

ンデミックや気候変動、朝鮮半島の非核化など米中が協力できる分野が縮小している点に懸

念が示された。

ロシアのウクライナ侵略がインド太平洋地域の国々の安全保障戦略に大きな影響を与え、

地域の安全保障状況に不確実性が増しているという指摘もあった。ロシアのウクライナ侵略

は国際規範や国際法に反しているという意見が共有されたが、米国が提唱する民主主義体制

と権威主義体制による体制間競争という図式を政治的にも経済的にも多様なインド太平洋地

域に当てはめることに否定的な見解も述べられた。

日本については、昨年末の国家安全保障戦略の改訂による安全保障政策の大きな転換が、

地域の平和と安定に寄与するとして好意的に受け止められ、この地域が必要としている多層

的な協力に対する日本の役割への期待が述べられた。さらに、日米間の強固な連携によって、

日本がグローバル・パワーである米国をインド太平洋地域に結び付ける役割を担っていると

の指摘もあった。他方、歴史問題に関連して、日本の安全保障政策には近隣諸国へのきめ細

やかな配慮が求められるという意見も表明された。

【パート1】米中競争とインド太平洋：（2）経済（2月21日）

経済安全保障をめぐる米中のせめぎ合いがインド太平洋地域の経済・貿易体制に与えてい

る影響と見通し、日本を含む地域のプレーヤーが自由貿易体制の維持・強化にいかに貢献で
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きるかについて議論が進められた。

経済統合の時代から経済安全保障の時代に変化した一方、地域の経済発展をもたらした自

由貿易体制への各国のコミットメントは強いとの認識が共有された。米国がサプライチェー

ンの強靭化及び国内産業強化の観点から進める政策（CHIPS法、Quadやインド太平洋枠組み

〔IPEF〕を通じたフレンドショアリング）が取り上げられた。中国は米国との政治・安全保障の

対立に直面しつつ、CPTPPやRCEPを通じて自由貿易体制の推進に役割を果たすことが重要

との意見があった。一方、中国の経済的威圧などの動きへの懸念も示された。

ASEANは様々な地域の枠組みを通じてASEAN中心性を発揮しており、グローバル・サウ

スをリードする役割を担うべきとの意見があった。WTOを中心とする多国間貿易体制は機能

不全に直面しているが、不確実性が高まる中で、ルールや透明性を確保する重要性は一層高

まるとの指摘もなされた。デジタルガバナンスにつき、自由なデータの流通と公共政策の目

的がトレードオフの関係にある中、地域的なルール形成や、安全保障上の例外措置のあり方

が議論された。

日本、ASEAN、豪州を含む地域のプレーヤーが果たす役割として、CPTPPやRCEPを活用

して地域の自由貿易体制を再構築していくこと、特に日本はFTA、デジタル協定、IPEFなど

の複数の枠組みに参加するユニークな立場にあり、橋渡しの役割を果たすべきとの期待が表

明された。

【パート1】米中競争とインド太平洋：特別セッション　日本周辺の海洋安全保障（2月21日）

中国がロシアと西太平洋での軍事的協力を深め、2022年8月には中国が台湾周辺の海上封

鎖演習を行ったことをうけて、台湾海峡情勢の評価及び日米台の連携のあり方を中心に議論

が行われた。

台湾海峡の平和と安全が中国の軍事的な威嚇によって脅かされている中、日本が国家安全

保障戦略及び関連文書を改定し、防衛費の増額や反撃能力の導入などを通じて地域の安全保

障に大きく貢献できるようになることが高く評価された。米国及び台湾に比べ、日台の安全

保障協力は発展途上にあるが、情報共有を早急に始めることの重要性が指摘された。米国が

台湾防衛に関する戦略的曖昧性を放棄するべきかについては、意見が分かれた。

韓国やインドなどと協力を拡大する必要性についても議論がなされた。台湾有事の際、韓

国には北朝鮮による軍事侵攻を抑止することが求められるが、平時から海上交通路の安全確

保でさらに協力をする必要性が指摘された。インドは中印国境紛争を抱えているため、台湾

問題には慎重な姿勢をみせているが、台湾との経済関係は深いため、やはり重要なパートナ

ーになり得るという評価がなされた。

東シナ海や南シナ海で中国海警局や海上民兵によるグレーゾーン事態が続いていることに

関しては、被害を受けている側が監視能力を高め、地域内で中国による主権侵害の実情を共

有することの必要性が指摘された。
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【パート2】ウクライナ紛争の衝撃：（1）政治・安全保障（2月21日）

ロシアによるウクライナ侵略が始まってから1年が経とうとする中、ウクライナ戦争の行

方、ウクライナ戦争後の新たな時代をどのようにとらえるのか、戦争後の新しい国際秩序は

どのようなものとなるのか、といった観点から議論された。

ウクライナ戦争の行方については、長期化の可能性が高いとの見方が共有され、戦争の長

期化に伴う不慮のリスクの高まりや他地域への飛び火を懸念する声が上がった。ウクライナ

戦争への米国の関与が高まるにつれ、インド太平洋地域において力の空白が生じ、新たな紛

争が起こるのではないか、グローバルなパワーバランスにネガティブな影響が生じるのでは

ないかといった指摘もあった。

ウクライナ戦争を機に大国間競争がますます鮮明になり、欧米、中ロ、グローバル・サウ

スといったブロックを中心とした新たな時代が訪れつつあるといった指摘があった一方、そ

れぞれのブロックの凝集性は必ずしも高くなく、国際関係はより流動的となるのではないか

といった意見もあった。特にグローバル・サウスの観点からはウクライナ戦争は欧州文明内

の対立と映っており、グローバル・サウスは距離を置きたいと考えているとの指摘もあった。

ウクライナ戦争後の国際秩序のあり方については、ウクライナ戦争がどのような形で終結

するかにもよるが、今般の戦争を引き起こしたロシアをどのように国際社会に復帰させるの

かが今後の課題となるという指摘が多くなされた。

【パート2】ウクライナ紛争の衝撃：（2）経済（2月21日）

ロシアのウクライナ侵略がもたらした、エネルギー・食糧・肥料を中心とする資源の世界

的な供給不安と価格高騰など、広範囲に及ぶ経済面の影響と見通し等について議論された。

過去30年進展してきたグローバル・サプライチェーンは世界経済の相互依存を深め、繁栄

と脆弱性の両方をもたらしたが、各国・各地域において危機の影響の現れ方は異なると指摘

された。ロシア・ウクライナに主要穀物を依存してきた中東・アフリカ地域をはじめグロー

バル・サウスの国々は、コロナ禍以前からの複合危機、特に食糧不安という打撃を受けてお

り、ロシアの天然ガスに依存してきたEUは今年の暖冬で救われた面があったとはいえ、グ

リーンエネルギーへの移行を突く形でエネルギー安全保障が揺さぶられる状況となっている

ことが説明された。

食糧とエネルギー双方で、危機対策として供給元の多角化や輸出制限への歯止めといった

短期的対応が求められるが、同時に中・長期的な構造変化を推進するため、気候変動に対応

したレジリエンスの強靭化やネットゼロ化に必要な技術開発と投資を加速化させるべきとの

意見が表明された。脱ロシアの流れで莫大な利益を得ている他の石油・ガス輸出国が、構造

変革に向けて積極的に投資することへの期待が示された。エネルギーと食糧を繋ぐ視点（食

糧生産に必要な燃料、脱炭素に繋がるグリーン・アンモニウム等）の重要性や、インフラ投資や

貯蔵をめぐる国際協力の枠組みの構築、さらに現時点では国際社会にとって未知の課題に対

しても柔軟に対応する必要があるとも指摘された。国際社会はマルチラテラルな協力を強化

してこの危機を乗り越えていく必要があるという認識が共有された。
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【パート3】米国主導の国際秩序の行方（2月21日）

「ポスト冷戦」時代後の現在の国際情勢をどのように認識するか、及びそれを踏まえた今

後の国際秩序の行方について議論された。

現在の国際社会は分断と不安定化が進み、複雑さを増しているとの認識が共有された。そ

の特徴については、米国が経済力の比較優位が減少する中でも同盟国と協力しつつ引き続き

国際秩序を主導しているとの見方や、民主主義などの価値に基づく国際秩序は望ましいもの

であるとの意見があった。一方、インド太平洋では様々な勢力がせめぎ合う多極化が進んで

おり、米国のリーダーシップも再定義が必要であるとの指摘もあった。ウクライナにおける

熱い戦争が真に冷戦を終結させ、世界は移行期にあるとの見方や、移行は技術革新により引

き起こされ深い変化を伴うものであり、その初期段階にある現時点では、将来の国際秩序は

未だ明確でないとの意見も表明された。

米国主導の秩序はそもそも世界全体ではなく西側の秩序であり、排他的な性格を持つとの

見方も示されたが、これに対し、法の支配など世界が共有する基本的な価値や開かれた国際

社会の維持が重要である、また、民主主義と専制主義を比較すれば、完全ではなくても民主

主義の方が望ましいとの指摘もあった。米中関係については、いずれの国も紛争は望んでい

ないとして対話の重要性が強調されたが、緊張を高めているのがいずれであるかについては

見解の相違が明らかとなった。

クロージング（2月21日）

佐々江理事長から、二日間の議論ではポスト冷戦時代が終焉を迎えたことについて一致が

見られたとしつつ、現在の世界、米中関係、米ロ関係がどのように規定されるのかについて

は多様な意見が出された旨述べた。また、安全保障政策を大きく転換した今年のG7議長国で

ある日本に対する期待の大きさについても言及した。

［TGDの結果概要は、https://www.jiia.or.jp/TGD/tgd4_final.phpを参照。］
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Essay: The Crisis in the International Order and Trends in the US

Fumiaki Kubo（President, National Defense Academy of Japan）

The post-World War II international political order is currently undergoing a major upheaval. The

cornerstone principle of that order is that no country should attempt to unilaterally change the status

quo by force.

Russia has invaded Ukraine and is literally attempting to change the status quo by force. China is

also trying to undermine the international order quite unilaterally. The fact that China is not squarely

criticizing Russia’s invasion of Ukraine also amplifies the seriousness of the situation.

Under these circumstances, the question is to what extent the US will exercise its leadership to

maintain the post-World War II international order.

The results of the November 2022 midterm elections did not necessarily change the Biden admin-

istration’s course, and of greater concern is the outcome of the 2024 presidential election. If former

President Trump or a politician with similar foreign policy views to Trump is elected president,

there is a possibility that the US will back down on its stance supporting an international order based

on the rule of law in opposition to Russia and China.

1  How to View the 2022 US Midterm Elections

Takayuki Nishiyama（Professor, Faculty of Law, Department of Political Science, Seikei

University）

The US midterm elections of 2022 were important in that not only evaluations of congressional rep-

resentatives and state governors but also the nature of the US as a country and the meaning of demo-

cratic politics were called into question. An underlying reason the Democrats fought well against the

general expectation of Republican dominance was the diversification of voters’ concerns, such as

the growing number of people who consider the issue of abortion as the most important issue fol-

lowing the US Supreme Court’s decision denying a Constitutional right to abortion. Another signifi-

cant factor was the increase in the number of pro-Trump candidates within the Republican Party,

resulting in the election being structured as a “Trump vs. Biden” race like the 2020 presidential elec-

tion. The internal circumstances and strategies of the two major parties also influenced the outcome

of the elections. The Democrats were able to win the support of moderate voters by curbing their

Sandersian leftist populist tendencies. The Republicans, on the other hand, were unable to increase

their number of seats in the midterm elections as a result of Trump-leaning candidates sweeping the

primaries.

2  The Increasing Significance of Intra-Party Compromise:
Prospects for the 118th US Congress

Hiroshi Okayama（Professor, Faculty of Law, Keio University）

As the 118th US Congress convened in January 2023, the House of Representatives failed to decide

on the Speaker until the fifth day of the session due to defections from among the far-right members

of the Republican majority. Drawing on the confusion thereby created as a window into the partisan
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and ideological configuration of the new Congress, this essay offers an outlook on legislative agen-

das and how members will tackle them. In recent years, the ideological polarization and balance

between the two political parties have induced majority party leadership in each chamber to take the

initiative in pushing legislation more aggressively. In this new legislative process, the fate of ideo-

logically moderate bills adopted in the Senate with bipartisan support is often determined by their

acceptance in the more partisan House. Because of this, intra-party agreement among House

Republicans will likely hold the key to successful legislation in the 118th Congress, above and

beyond the inter-party Senate compromises that were crucial in the preceding Congress.

3  The Prospects of Donald Trump and His Supporters in the Republican Party:
An Analysis of Funding Sources in the Congressional Primaries

Ayako Hiramatsu（Associate Professor, Graduate School of Arts and Sciences, The University of

Tokyo）

Donald Trump actively participated in the 2022 congressional elections by endorsing his own slate

of Republican candidates. The nearly 200 congressional candidates whom Trump approved can be

categorized into one of four groups: revenge, vacancy, takeover, and retention. Among these groups,

there were significant differences in the candidates’ relationships with Trump, the opponents they

challenged in their campaigns, and the ratios of election victories. The political action committee

sponsored by Trump gave only limited campaign donations to the endorsed candidates; the major

funding sources for the primary election campaigns of Trump’s congressional candidates were com-

mittees established by two prominent conservative organizations, the crypto-currency industry and

the Freedom Caucus. One of the reasons behind the Republican Party’s failure to recast itself after

Trump left the White House in 2021 is arguably their financial reliance on interest groups and other

organizations formed outside of the party.

4  The Ruling Repudiating a Right to Abortion and the Midterm Elections:
The Repercussions for American Society and International Politics

Saho Matsumoto（Professor, Department of International Liberal Arts, College of International

Relations, Nihon University）

In late June 2022, the US Supreme Court overturned the 1973 Roe v. Wade decision that recognized

a woman’s right to abortion and rejected the idea that such a right was guaranteed under the

Constitution, allowing each US state to ban abortion under its own state laws. More than half（26）
of the states have newly enacted tighter restrictions, bans, or penalties on abortion, and the number

of such states is increasing. The Democratic Party unexpectedly fared well in the midterm elections

that took place under these circumstances, and it is believed that voters who felt threatened by the

criminalization of abortion supported the Democrats. This paper examines this with a focus on

Hispanics, whose population is growing remarkably, especially in the South, and who could be an

important voting bloc in the 2024 presidential election. Over 70% of Hispanics are Catholic, which

is a different denomination from the Christian evangelicals who supported President Trump’s

administration, but they should share the same religious position on abortion. However, 70% of

Hispanics are in favor of legalizing abortion, and this paper will discuss the controversies surround-

ing abortion, contraception, and LGBT within the Catholic Church in the US and what implications

this has now and in the future for domestic politics, elections, and even international affairs.
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5  Continuation of the US Posture toward China and Russia:
US Security Policy in the Second Half of the Biden Administration

Matake Kamiya（Professor, National Defense Academy of Japan）

The Biden administration’s strong policy responses to the security challenges posed by China and

Russia, as outlined in its “National Security Strategy,” are likely to continue after the midterm elec-

tions. This is because, although recent discussions of US politics have highlighted the partisan divi-

sions between Democrats and Republicans, there is exceptionally broad agreement between the two

parties on the issues of China and Russia, as exemplified by the bipartisan establishment of the

“Select Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese

Communist Party” in the House of Representatives in January of this year as well as the consistent

bipartisan support for Ukraine in the face of Russia’s invasion. The fact that public opinion is in

favor of strong responses by the United States to China and Russia lends support to bipartisan

responses. However, US public interest in the challenges posed by China and Russia is actually

quite low, and the possibility cannot be ruled out that public opinion will shift in future and give rise

to partisan conflict over these issues. While it is reassuring for Japan and the rest of the world that

the US is likely to maintain its current stance toward China and Russia, this cannot be taken for

granted.
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