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2012 年大統領選を通して見る米国の民主政治         2013 年 6 月 27 日 
                                 山 本 利 久 
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はじめに 
これまで何度も選挙戦が行われた都度、米国の大統領選挙に関するレポートをそれなりに

纏めてみようと考えたことがあったが実現に至らなかった。関心や興味はあったが、選挙

制度や慣習等がいろいろな点で複雑・多様で、且つ異質で、その上長期戦であり、選挙の

争点が国内問題を中心としたものであることから積極的になれなかったことも事実だ。 
しかし国際社会のグローバル化に当たり、米国リードの機運が益々向上してきたこと、更

には米国の進める TPP や日米同盟の強化が日本サイドからも喫緊の課題となりつつあるこ

ともあって今回、第 45 代米国大統領を目指す現役の民主党オバマ大統領対野党共和党の候

補ミット・ロムニー氏の選挙戦をその本戦を中心に検証することにした。更にこのチャレ

ンジングなプロセスを経てアメリカの民主政治の深層に少しでも立ち入ることが出来れば

と願っている。 
そこに見えてくるのは、米国社会の構造(指導階層、人種、デモグラフィー、貧富、価値観

など)の変遷、硬直した政治体制・選挙制度、立法・行政の対立激化、宗教的(キリスト教)
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倫理観の喪失、中産階級の終焉、アメリカン・ドリームの陰り、ネット社会の台頭など、

アメリカの民主政治の根幹を揺るがす時流の大きな変化だ。 
アメリカ民主政治の特異性を理解しながら、今後米国は如何にこれらの課題に取り組もう

とするのか、一日本人としても興味が湧く。筆者はその道の専門家ではないが、今回日本

の一市民として、2012 年米大統領選をテーマに取り上げ、その実態、制度、法規などを、

海外の歴史的文献も加味して検討することにした。諸兄の積極的御指導・御協力を期待し

たい。 
海外の目 
米国の大統領選に於ける政策論争はこれまで専ら国内問題に重点が置かれる傾向があった

が、近年相次ぐ海外軍事行動の結果、その米国経済への影響、取り分け巨額な財政赤字の

累積とその克服、そしてそれらが齎す世界経済への影響、更には TPP を前面に打ち出した

米国の外交政策並びに軍事戦略が海外でも大きな関心事となっている。平和と経済発展を

願う海外諸国の多くの市民はこの面における米国のリーダーシップに大きな期待を寄せて

いるのだ。それにも拘わらず、選挙戦最後の討論会で、両候補は司会者の誘導を無視、米

国を二分する貧富の格差、税制、雇用、社会保障・医療保険制度などの深刻化する国内問

題に注力、対外関係の諸問題が後回しになり、戦争と平和問題の論争を期待した視聴者の

失望をかった、と米国の経済誌 BloombergBusinessweek(2012/10/4-11/4)が報じた。しか

しその上で、同誌はこれまで以上に米国は世界との共存・共栄のグローバル社会に参画し

なければならないと説いている。 
米国経済：選挙戦の背景を理解するために 
＊オバマ大統領の実績 

 
当然のことながら今回の大統領選挙に大きな

影響を及ぼすことになるのがオバマ政権の第 1
期の経済面の成果だ。その概要を纏めたものが

この表である。総合的に見れば成果がそれなり

に評価されてよいのだが、オバマ政権の世評に

は厳しいものがある。関心の高い雇用に関して

言えば、若年労働者の失業率が高く、且つ一般

的に失業期間が長期化する傾向にあることだ。 
出所：日経夕(2012/11/6) 

＊選挙直前の経済状況 
また選挙直前の昨年 9 月～11 月にかけての景気の現状と見通しは、現在(2013 年 3 月)と
違い企業業績、並びに経済成長などの見通しを中心に相当程度の不透明感も出ていた。

更に金融政策に大きく依存する景気対策に加えて、”ねじれ国会” “財政の崖”へのオバマ

政権の対応ぶりが、成長著しい中国の登場と共に将来への不安を増殖していた。 
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尚今年に入り米国経済の底打ち感が台頭、ニューヨーク株式市場は連日高値を更新して

いるが、これまでのところの動きは期待先行の感が強く、実体経済を忠実に反映してい

るとは言い難い面がある。 

 
出所：The Economist(2013/3/9-15)        出所：同左(2013/3/16-22) 

＊シェール・ガス/オイル； 
 高度な技術による地下深層部からのシェールガス・オイルの開発・産出で、米国のエネ

ルギーコストが大幅に低下、海外への原油等の依存度が急速に低下する傾向が鮮明にな

った。数年内に米国は安定したエネルギーの輸出大国になる可能性が出てきた。シェー

ルガス・オイルは国際政治力学上米国の優位性を確かなものにする大きな支柱の一つに

なり得る。またそのインパクトは次元は違うが 1980 年代後半から続く米国主導の IT 革

命に匹敵する規模で、世界経済並びに産業界にも大きな影響を及ぼすものとみられる。 

  
  出所：The Economist(2013/3/16)                     出所：同左(2013/3/9) 

 尚中国は昨年 12 月初めて米国を抜き、世界最大の原油輸入国となった。米国の純原油輸

入は 1992 年 2 月以来最低となる 1 日当たり 598 万バーレルに減少、一方中国は 612 万

バーレルに上昇した。原油輸入の減少は、専らシェール・ガス・オイルブームによるもの

で、国内生産が 1 日当たり 700 万バーレルに上昇したことに因る(Economist 2013/3/9)。 
米国社会の課題 
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＊貧富の格差拡大と多様化する価値観： 
 ヒスパニック系、アジア系移民等の急増もあり貧富の格差が拡大、国政、資本主義市場

経済、社会政策等の運営に大きなストレスが生じている。その結果中産階層は収縮、社

会構造の二極化が発生、米国の社会基盤を揺るがしている。｢ねじれ国会｣、｢財政の崖｣、

｢資産階層への増税反対｣などはその象徴的現象と言えよう。 
＊雇用問題 
 失業期間の長期化、若者の失業増加、賃金格差の拡大、高度の知識・技術を備えた外国

人の雇用など。 
＊医療保険 
 我が国の国民皆保険制度と違い、自由診療を基本とする米国では、各自が民間の保険会

社と契約する制度が一般的であった。このため低所得者は保険料支払いの重圧に耐えら

れないこと、医療費の嵩む慢性疾患病患者は診療を拒否されるケースも続出した。その

結果国民の 6 人に 1 人が医療保険に入れない大きな社会問題となった。 
 2010 年オバマ大統領は選挙公約を実現する形で医療保険改革法を制定、低所得者に補助

金を支給、国民の健康保険加入率を飛躍的に向上させる内容とした。ところが住民から

保険料を強制的に徴収すること、2014 年までに保険加入を義務付けないとメディケア給

付を打ち切るとした点に関し、各州が反発。26 州が連邦政府を訴え、2011 年 1 月 31 日

はフロリダ州ではこの法律に対して違憲判決が出た。このため保険制度の実効性に疑問

が出ている。 
 メディケア： 65 歳以上の医療保険 
 メディケイド：低所得者・身体障害者向け医療保険補助制度 
 国家予選に占める比率： 
 社会保障費；20.4％、メディケア；13.0％、メディケイド；7.2％ 
＊景気対策： 
 当面は”財政の崖”の影響回避が最大の鍵。大統領の行政権執行能力が試されている。金融

政策は時間稼ぎの面が大きい。 
＊不法移民問題； 
 米国内に現在、約 1100 万人の不法移民が滞在していると言われる。本年 1 月 17 日、オ

バマ政権が米国に滞在する不法移民に対し、一定の条件に基づいて 8 年以内に永住権を

認める移民制度改革案を準備している、と米紙 USAToday(電子版)が報じた(日経夕

2013/2/6)。 
 同紙が入手した草案によると、犯罪歴のチェックなどを経て、移民査証(ビザ)を取得した

後、8 年以内に永住権を申請。永住権を得た後に、市民権への道が開かれる。 
 連邦と州間に政策の違いが見られるが、米国経済はこれら不法移民ばかりでなく新たに

高度の知識・技能を備えた移民のコンスタントな流入なしには成り立たない構造変化が

起きている。 
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｢オバマ大統領は移民受け入れを訴えて当選、その公約実現がいよいよ具体化することに

なった。フォーチュン主要 500 社のうち約 2 割は移民が生んだ企業。1 世の移民だけで

なく、その子供まで含めると、主要 500 社の創業者の 4 割が広義の移民となり、売り上

げの総額は 4 兆 2000 億ドル。ドイツの GDP を優に上回る｣(日経夕 2013/2/6 ウォール街

ラウンドアップ NY 西村博之氏記事の抜粋要約)。 
＊同性婚問題；これは日経(2013/2/24 ニューヨーク原直子氏の記事)を要約引用したもの 
 一世代前には考えられなかった同性婚が米国社会に浸透してきた。｢2004 年にマサチュー

セッツ州で始まった同性婚合法化の動きが最近では 10 州まで拡大した。オバマ大統領も

1 月の就任演説で米大統領として初めて｢同性愛者の法の下での平等｣を訴えた。 
2010 年の国勢調査によると、米国の同性婚世帯は約 13 万、同性をパートナーとする世

帯は約 51万。2012年のギャラップ調査では、米国の成人同性愛者は約 3.4％に止まるが、

同性婚を支持する人は全体の 53％になった。同性婚支持者は高学歴、高収入の人に多い。

偏見や差別があると思われると彼等の支持が得られず、消費行動にも影響が出る。企業

にとっても重大な問題だ。ニューヨーク州は合法化 1 年で経済効果が 2 億 5900 万ドルに

上ったと推計する。 
尤も同性婚合法化はまだ州レベルに止まり、連邦政府は婚姻を認めていない。 

主な政策論争 
 バラック・オバマ：経済再建；製造業の雇用の増加、公立学校の教師採用増、 
 ミット・ロムニー：起業家支援、公立学校の教師採用増、 
 ＊第 3 回討論会の主な論点；日経(2012/10/24)米大統領選｢第 3 回討論会の主な論点｣から

の引用。 
  外交・安全保障： 
  オバマ；就任後米国はより強くなった。アジアや欧州での同盟関係はこれまでになく

強固だ。 
  ロムニー；米国は自由を擁護する責任がある。その役割を果たすためには経済と軍の

強化が必要。 
  対中東： 
  オバマ；中東には強く、安定した指導力が必要だ。対イランでは歴史上、最も厳しい

制裁を科し、その成果も上げている。ロムニー氏の発言は、時期尚早に軍事行動を

とるべきだと言うかのようだが、それは誤りだ。 
  ロムニー；イスラム世界が過激主義を排除するのを支援するには、包括的で確固たる

外交戦略が必要だ。最大の脅威はイランで、核保有に近づいている。武力行使は最

後の手段であり、まず制裁を強化して外交的に孤立させる。 
  対中国： 
  オバマ；中国は敵になり得るが、ルールを守るなら(米国の)パートナーにもなり得る。

オバマ政権が提起してきた中国による貿易ルール違反は、前政権の 8 年間よりも多



6 
 

い。 
  ロムニー；中国は我々と同じルールに従っていない。大統領就任の初日に中国を為替

操作国に認定する。 
 ＊経済政策の比較：図の出所：日経(2012/11/7) 

   
 ＊外交政策の比較：図の出所；日経(2012/11/7) 

     
＊その他 

 

出所：日経(日経夕(2012/11/7)                     出所：同左 
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大統領選挙の特異性 
＊制度：複雑な仕組み 
 ▽予備選；The Primary Election 
  各州の有権者が、候補者に秘密投票で特定の候補者投票を宣言している代議員に投票

する。投票権は党席がなくても可能。但し選挙人登録が必要。利点の一つは、多くの

有権者が他者からの介入を心配せず、候補者選定過程に参加できること。 
  2008 年の大統領選では、民主党は州単位の比例代表制をとり、州の代議員議席は州で

の投票に比例して各候補に分配された。共和党は州ごとに異なり、本選挙と同様に勝

者総取りとする州もあれば、比例分配の州、地域ごとの勝者総取り枠などを加味した

複雑なルールによって議席配分を決める州もある。 
 ▽党員集会；The Caucus 

予備選にするか、党員集会にするかの決定は州によって異なる。ただ党員集会は大変

複雑。投票で決めるところもるが、アイオワ州の場合、地区ごとに住民が学校などに

集まり、議論しながらそれぞれどの立候補予定者を支持するか確認していく。最終的

な支持者数に応じてその地区に割り当てられた代議員数を配分する。それを州全体で

まとめて順位を決める。 
 ▽2012 年選の日程事例： 
  2011 年；夏ごろまでに両党の有力候補者が出馬を表明、選挙戦が事実上スタート 
  2012 年； 
  予備選； 
  1～6 月；各州の予備選、党員集会で代議員を選出 
  7～9 月；党大会で代議員の指名で、正・副大統領候補選出 
  本戦から就任まで； 
  10 月：候補者によるテレビ討論、全国遊説 
  11 月；一般投票により各州で投票が行われ、大統領選挙人(数)を選ぶ(単純小選挙区制)。

ここで事実上の大統領が決まる。激戦区の開票結果は遅れることがある。 
  12 月；大統領選挙人投票(形式的) 
  2013 年 1 月；投票結果の開示(形式的) 
   1 月 20 日；就任 
 ▽主な用語； 
  代議員：Delegate, 党大会：National Convention, 一般投票：Popular Vote, 大統領

選挙人団(Electoral College)、選挙人投票：Electoral Vote, 勝者総取り方式：Winner 
takes all, ティーパティー運動：Tea Party Movement、名称の由来はボストン茶会事

件(1773 年)と、同時に Taxed Enough Already の頭文字でもある。現在の実態は税金

の無駄遣いを批判、｢小さな政府｣を標榜する保守系独立政治勢力の色彩が強い。 
＊選挙権、被選挙権； 
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 選挙権：18 歳以上の米国籍者に限定、加えて選挙人登録を行っていること。永住権者に 
は選挙権がない。米国には日本の様な住民基本台帳がないため、自動的に選挙人名簿 
に登録されることはない。 

 被選挙権：35 歳以上であること。合衆国内で生まれた合衆国民(両親が米国籍であれば合 
衆国外で生まれてもかまわない)であって、14 年以上合衆国内に住んでいることが憲法 
の要件。大統領を連続して 10 年を越えて務めることが禁止されている(憲法修正 22 
条)。既に連続 2 期目の任期にある大統領のうち、その 1 期目で 2 年を越えて務めてい 
た者(職務代行を含む)は 3 期続けて選ばれることは出来ない。大統領 1 期目が昇格によ 
る就任または職務代行であって、2 期目満了時の通算連続任期が 6 年以下(1 年目が 2 
年以下)の場合のみ引き続き 3 期目にも選出されることが可能である。 

＊キャンペーン：選挙戦 
 大統領選出の最終戦前に、各党(専ら民主党と共和党)は約 1 年に亘り党の代表を選ぶため

大変なエネルギー、資金、労力等を投入、メディアが一斉にそれを取り上げ、フォロー

する。その意味ではこれは正に”政
まつり

”ごとだ。ここまですることが民主主義の原点なのか、

部外者からはなかなか理解しがたい点がある。更に効率性、合理性の視点からも懐疑的

な面が多い。 
 次元の違う話だが、欧米の株主総会もスケールは全く違うが或る意味で共通点があるよ

うにも見える。 
＊ネガティヴ・キャンペーン： 
 相手候補の政策や人格上の問題点等を批判、誹謗、中傷して自分の立場を優勢に保とう

とする選挙戦術の一つと認識されて、党内候補の選挙戦でも見られる。根拠のないもの

もあるが、事実に基づくものもある。 
 しかし効果的に行わないと、成果が上がらないばかりか、逆効果になる場合もある。 
 しかし今回のオバマ vs.ロムニー戦は度が過ぎたようだ 
＊インターネットの活用：ソーシャル・メディア(SNS)の積極活用 
 ▽米国の民間調査会社によると、選挙関連の情報を主にインターネット経由で入手して

いる人は約 82％に上る。 
             2008 年          2012 年 
  ファイスブック    4430 万人         1 億 4000 万人 
  ツイッター      340 万人          2410 万人 
  このため、大統領選で若者や無党派層を取り込む鍵は今やソーシャル・メディアを有

効活用出来るか否かに掛かっている。但し投票率には目立った変化が出ていない＊。 
▽バラック・オバマ大統領のウェブ・サイト(http://www.barackobama.com/) 

2008 年の選挙戦では、インターネットを利用して個人の小額献金を大量に集め話題と 
なった。 
今回も寄付への画面遷移は簡単で、迅速な寄付(様々な額の)が出来るようになってい 
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る。また大統領の効果的演説動画もあり大変魅力的だ。更にバイデン副大統領、ミッ 
シェル夫人の紹介ページも用意されている。 
SNS：Facebook/Twitter/Tumbler/YouTube/Instagram/Flickr など 10 以上 

○日本の場合：アメリカと比べると大きく遅れているが、7 月の参院選に向け準備中 
 ＊GMO インターネットは、インターネットを使った選挙中に政党や候補者が｢なりすま

し被害｣を受けにくくするサービスを 3 月下旬からから開始する。情報が本物であるか

を証明するマークを発行。これにより、有権者の安心感を高める。政党や候補者ごと

に各ウエブサイトなどの信頼性を保証する電子証明書を提供する。今回 GMO はネッ

ト選挙の円滑な国内普及を後押しする目的で各政党に対し証明書を無償で発行する。

政治資金規正法の範囲内なので問題はないと言う(日経 2013/2/28)。 
 ＊ネット選挙に向けた与野党の考え方：2013/3/2 現在 

 与党 野党 
政党がネット有料広告

で、党のウェブサイト

に有権者を勧誘する行

為 

原則賛成 
罰金や禁固刑、選挙権や被選

挙権を失う公民権停止など

の罰則規定が一般の有権者

に適用されるリスクがある

ため、政党と候補者のみに送

信を認める。 

原則賛成 
日本維新の会、生活の党、国

民新は与党案に同調。 
民主、みんなの党は一般有権

者を含めた全面禁止を主張。 

ウェブサイトやツイッ

ター、ファイスブック

などの交流サイトを使

った選挙運動を夏の参

院選から解禁する。 

賛成 賛成 

 ＊その後の動き：3 月 11 日現在 
   
自民、公明、日本維新の会の 3 党は週内にも、インター

ネットを使った選挙運動を解禁するための公職選挙法改

正案などを国会に共同提出する。既に民主とみんなの党

が共同提出している法案との一本化に向けて本格的に調

整に入る。焦点はメールの解禁範囲と有料広告の対象。 
出所：日経(2013/3/11) 

 
巨額資金が動かす選挙戦：図の出所：日経(2012/10/28) 

今回の大統領選には巨額な資金が調達・投入された、と言われる。一

説ではその総額は 60 億ドル(約 5400 億円)と言われ、これまでの最高
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額を 7 億ドルも上回った模様。その背景にあるのが 2010 年の連邦最高裁判決。これにより

｢特別政治活動委員会(スーパーPAC)は無制限に献金を集めることが認められた。表面上は

党や候補と関係ない”勝手連”だが、実際は特定の候補を支援する集金マシンと見られる。両

陣営ともこの方式による資金集めを行った。 
 
史上稀に見る激戦：表の出所：日経(2012/10/30) 

  
 

これらの激戦州は”揺れる州”スイング・ス

テート(Swing State)と呼ばれ、選挙の都度、

民主党、共和党の間で勝利政党が変わる。

従って両党共に選挙戦で最も注力する州だ。 
また北東部やカリフォルニア州などの西海

岸が伝統的に民主党の地盤であることから、

党のイメージカラーをとり、ブルーステー

トと呼ばれる。これに対し中西部や南部が

共和党の地盤であることから、同様にレッ 
出所：日経(2012/11/8)             ド・ステートと呼ばれている。 

尚最終結果については、ページ 10～11 の最終結果欄を参照。 
選挙違反： 
これだけ激しい選挙戦が展開され、且つ巨額の資金が飛び交った大統領選だったが、詐欺

事件などを除き、直接的な“選挙違反”に付いての報道は余り聞かれない。米国社会の深層

は部外者からはなかなか見えてこない。 
夫人の役割：以下主に日経(2013/2/17 藤井ワシントン支局長)記事の抜粋引用 
大統領候補、大統領の時期を通じて夫人の果たす役割は極めて重要。ブッシュ前大統領の 
ローラ夫人の補佐官を務めたアニタ・マクブライト氏は｢米国で最も難しいボランティア｣ 
と名付けた。再選したとはいえ、オバマ大統領の支持率は就任当初の 7 割弱から今は 5 割 
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そこそこまで低下した。一方、ミシェル夫人の好感度は、直近でも 7 割を越える。米大統 
領夫人の歴史に詳しいロバート・ワトソン米リン大教授は｢ミシェル夫人は最も成功したフ

ァーストレディーの一人｣と評価する。 
副大統領候補の役割 
大統領候補の本戦では一緒に戦う副大統領候補も候補者夫人に次いで非常に重要な役割を

果たす。 
メディアの役割： 

  
 出所：日経(2012/11/6)                               同左 

ハリケーン サンディーの影響 
2012 年 10 月 29 日夜にニュージャージー南部に上陸後、勢力を弱めて北上。米東部やカナ

ダに大きな被害を齎した。被害が出たのはバージニア、ニューヨーク、マサチューセッツ

など 9 州。合計で人口の約 2 割が集まり、GDP の約 2 割を挙げる地域だ。その対応が選挙

戦に影響した模様。対応に専念するため、選挙運動を 3 日間中断、救援活動や被害者支援

を陣頭指揮したオバマ大統領の姿勢に付いて、ワシントンポスト等の世論調査は、10 月 31
日、米国民の 78％が｢素晴らしい｣または｢良い｣と好意的に評価した。2005 年の大型ハリケ

ーン｢カトリーナ｣への対応で批判されたブッシュ政権が後の中間選挙で敗北した例もあり、

オバマ大統領の迅速な対応が選挙戦にも良い影響を与えたようだ。 
期日前投票： 
期日前投票が選挙結果に大きな影響を及ぼす可能性が高いと言われ、各陣営がその獲得に

注力している。2008 年の選挙では若年層の掘り起こしの原動力となり、オバマ陣営を勝利

に導いた模様。今回対立候補のロムニー氏も早期投票を呼び掛け激戦州の票固めに動いた。

期日前投票は、或る推計によると全体の 4 割程度になる。選挙戦略上有力な手段と考えら

れる。 
最終結果 
11 月 6 日投開票の米大統領選で唯一、結果の判明していなかったフロリダ州で、10 日、オ

バマ候補の勝利が確定した。その結果次ページの表に示された様に、各州に割り当てられ

た選挙人の内 332 人を獲得、共和党のロムニー候補の 206 人を大きく上回った。前回 2008
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年に自身が獲得した 365 人には及ばなかったが激戦州の大半を制した。 

 
出所：Wikipedia 

獲得選挙人数が得票率に比べ過大化しているのは小選挙区の様な勝者総取り制によるもの。

民意を反映する民主政治の立場から見ると、問題になろう。2 大政党間に政策上の大きな差

異がなければよいが、現在の様に 2 大政党の対立構造が潜在的に存続すると考えると大き

な問題になりかねない。またその結果立法権と行政権の深刻な相克に発展するようだと、

それは大統領制、議院内閣制を問わず構造的な課題となろう。 

上院： 

 ＊定員；100 名、各州一律 2名、任期 6 年(2 年ごとに 3 分の 1改選、小選挙区制。 

 ＊現在の勢力図；民主党 53、共和党 45 

 ＊選挙権；18 歳以上、被選挙権；30 歳以上。9 年以上合衆国の市民であり、選挙時に選

出州の住民であること。 

 ＊1票の格差問題：人口ベースの議席数でないため、民主主義の原則に抵触も。 

下院： 

 ＊定員；435＋6、任期；2 年、小選挙区制、選挙の度に全員が改選される。下院選挙の 2

回に 1 回は大統領選挙と一致する。一致しない時に行われる下院選挙及び上院議員選

挙を(議席の 3分の 1 ずつ改選)を総称して中間選挙と言われる。 

 ＊現在の勢力図；民主党 200、共和党 233。435 議席は 10年に 1 度行われる国勢調査によ

って決まる人口に基づき 50 州に配分される。アラスカ州などの 1名が最少で、カリフ

ォルニア州の定員は最多の 53名。｢代表なくして課税なし｣の原則に従い、準州など州

と看做されない合衆国領土についても、委員会のみに参加するオブザーバーの議員も

数人いる。 

 ＊選挙権；選挙権は 18歳以上、被選挙権は 25 歳以上で、7 年以上合衆国市民であり、選

挙時に選出州の住民であること。 
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 ＊１票の格差問題；10年に 1回の国勢調査による選挙人割当制は妥当か？ 

第 2 期オバマ政権と今後 
＊歳出の強制削減：財政の壁 
 米国では今年末から来年初めにかけて大型減税が終了する一方、歳出の強制削減が始ま

る。財政引き締めの規模は年約 5000 億ドル(40 兆円)。米議会が対策を打たない限り、所

得税減税やキャピタルゲイン(売却益)の減免措置が失効、国防費などが削減される仕組み

だ。来年の米経済をマイナス成長に陥らせる要因になりかねないとの懸念が出ている(日
経 20 12 /11/8)からの抜粋引用)。 

＊ねじれ議会が示す米国社会の構造変化 

 前述した点に加え、次章、更に｢主要な参考情報・資料｣の①、③、⑥、⑦を参照。 

外国から見たアメリカ合衆国の民主政治・他 

○A トクヴィルの見たアメリカの民主政治：ここでは目次だけにとどめた 

トクヴィル著｢アメリカの民主政治：井伊玄太郎訳上・中・下(講談社学術文庫)から 
 第 1 巻 
▽第 3 章；イギリス系アメリカ人の社会 

 ▽第 5 章第 4 節；共同体の限界・ニューイングランドにおける共同体的諸権力 
 ▽第 8 章第 6 節；上院と下院とのその他の相違 
 ＊同第 10 節；アメリカ連邦大統領は、何故に公務を統導するために、両院で多数者を見

方にする必要がないのであろうか 
 ＊同第 11 節；大統領の選挙について 
 ＊同 12 節；選挙方式 
 ＊同 13 節；選挙の危機 
 ＊同 22 節；一般に連邦制度のもっている美点とアメリカにとってのその特別の効用 
 ＊同 23 節；連邦制度がすべての民族に採用されえない理由とイギリス系アメリカ人にこ

れが採用されている理由 
 第 2 巻 
 ▽第 1 章：厳密に言って、アメリカ連邦ではどうして支配するものは人民であるといえ

るのであろうか 
 ＊第 1 節；アメリカ連邦における政党概念 
 ▽第 5 章：アメリカにおける民主主義の政治について 
 ＊第 1 節；普遍的投票について 
 ＊第 2 節；人民の選択と、その選択におけるアメリカ的民主主義の諸本能とについて 
 ＊第 4 節；アメリカ的民主政治が選挙法に及ぼしている影響 
 ＊第 6 節；アメリカ的民主政治の支配下での役人の自由裁量について 
 ＊第 7 節；アメリカ連邦における行政的不安定 
 ＊第 10 節；アメリカ的政治を安くつくようにしている諸原因を判断することのむつかし 
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  さ 
 ＊第 14 節；アメリカ的民主政治が一般にその民主政治自体にはたらきかけている権力に 

ついて 
 ▽第 6 章：アメリカ的社会が民主主義の政治から引き出している真実の諸利益は何であ

るか 
 ▽第 7 章：アメリカ連邦における多数者の専制権力と、その効果について 
 ＊第 3 節；多数者の専制 
 ＊第 4 節；アメリカの公務員の自由裁量に対する多数者の専制権力の効果 
 ▽第 8 章：アメリカ連邦で多数者の専制を緩和するものについて 
 ＊第 1 節；行政的中央集権の欠如 
 ▽第 9 章：アメリカ連邦で民主的共和国を維持させる傾向のある主要な諸原因について 
 ▽第 10 章：アメリカ連邦領土に住んでいる 3 人種の現状と予想されうる将来とについて

の若干の考察 
 ＊第 2 節；白人の圧迫によるインディアンとニグロとにおけるそれぞれ異なった効果 
 ＊第 4 節；アメリカ連邦で黒人が占める地位、黒人の存在によって白人が蒙っている危 
 険 
＊第 7 節；アメリカ連邦の商業的繁栄の諸要因についての若干の考察 
結論 

第 3巻 

 ▽第 1 篇：アメリカ連邦で民主主義が知的運動に及ぼす影響 
 ＊第 4 章；アメリカ人がフランス人と同様に政治的なことがらについて一般的理念に熱

中している理由 
 ＊第 10 章；アメリカ人が科学の理論についてよりも、その実用について一層強い関心を

持っている理由 
 ＊第 11 章；アメリカ人はどのような精神で技術を研究しているのであろうか 
 ＊第 15 章；民主的社会では何故にギリシャ的並びにラテン的文学の研究が有用なのであ

ろうか 
 ＊第 16 章；アメリカ的民主主義はどのようにして英語を修正しているのであろうか 
▽第 2 編：アメリカ人の感情への民主主義の影響 
 ＊第 2 章；民主国における個人主義について 
 ＊第 3 章；個人主義はどういうわけで民主主義的革命以来、他の時代においてよりも拡

大しているのであろうか 
 ＊第 10 章；アメリカにおける物質的福祉への好みについて 
 ＊第 13 章；何故にアメリカ人はその福祉のさなかで、非常な不安をあらわしているので

あろうか 
 ＊第 14 章；アメリカ人における物質的享楽への好みは、どんなふうに自由愛と公務への
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配慮とに結合しているのか 
 ＊第 15 章；宗教的信仰はどのようにしてアメリカ人の魂を、非物質的享楽の方向に向け

させているのであろうか 
 ＊第 16 章；極端な福祉欲は、どうして福祉に有害なのであろうか 
 ＊第 18 章；アメリカ人においてすべての誠実な職業は、何故に尊敬されるべきものと思

われているのであろうか 
 ＊第 19 条；殆どすべてのアメリカ人を産業的職業に向わしめるもの 
▽第 3 篇：本来の風習に対する民主主義の影響 
 ＊第 2 章；民主主義はどうしてアメリカ人たちの習慣的諸関係を一層単純化し、そして

一層容易にしているのであろうか 
 ＊第 3 章；アメリカ人は自国ではあまり気難しくないのに、ヨーロッパでは非常に気難

しいとは、どうゆうわけであろうか 
 ＊第 7 章；賃金への民主主義の影響 
 ＊第 8 章；家族への民主主義の影響 
 ＊第 12 章；アメリカ人は男女の平等を、どのように理解しているのか 
 ＊第 14 章；アメリカ人の作法についての若干の考察 
 ＊第 15 章；アメリカ人の謹厳な態度について、そしてこの謹厳な態度によってアメリカ

人がしばしば軽率に行動しなくなっている理由 
▽第 4 編：民主主義的理念と感情とが政治的社会に及ぼす影響について 
 ＊第 1 章；平等は人々に自然的に自由な諸制度への好みを与える 
 ＊第 2 章；民主的民族の政治理念が、自然的に諸権力の集中化に好都合であるというこ

と 
 ＊第 3 章；政治的権力を集権化するという点では、民主的諸民族の感情と意見とは一致

しているということ 
 ＊第 4 章；民主的民族において、権力の集権化と分権化とを促す特殊的並びに偶然的諸

原因について 
 ＊第 5 章；現在のヨーロッパ的諸民族においては、主権者たちはどんなに不安定であろ

うと、主権は増大してゆくものであるということ 
 ＊第 6 章；民主的国民が恐れねばならない独裁制は、どのような種類のものであろうか 
Alexis-charles-Henri Cleral de Tocqueille(アレクシ＝シャルル＝アンリ・クレレル・

トクヴィル)の暦年略歴 

外務大臣、政治家、思想家、法律家 

1805 年 7 月 29 日生誕 
1824 年 9 月：大学入学資格取得、パリ大学で法学を学ぶ 
1827 年 4 月 6 日：ヴェルサイユで王命により臨席判事に就任 
1831 年：友人ギュスターブ・ドゥ・ボーモンとはアメリカの刑務所制度研究の使命を得る 
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1831 年~32 年：アメリカ滞在、ニューイングランド、ケベック、アメリカ南部(ニューオー

リンズ)、ミシガンまでの西部への旅行。 
1833 年：｢アメリカの刑務所制度とフランスへのその適用｣を出版 
1835 年：｢アメリカの民主政治(第 1 巻と第 2 巻)の出版、大成功 
1839－51 年：ヴォローニュの代議士、諸植民地の奴隷制廃止法案の提案者となる 
1840 年：刑務所改革法案の提案者、｢アメリカの民主政治｣第 3 巻の出版 
1848 年：新憲法制定委員 
1849 年：ルイ・ナポレオン内閣の外相 
1850－51 年：｢回想記｣を書く、政治生活から隠退 
1853 年：アンシャン・レジュームの社会調査開始 
1856 年：｢アンシャン・レジュームと革命｣第 1 篇を出版 
1859 年没 
 
○田中彰著｢岩倉視察団｣(講談社現代文庫)から：関連事項のみピックアップ 

＊最モ奇怪ヲ覚エタルハ、男女ノ交際ナリ。これは｢共和政治ノ風俗ナリ｣。｢要スルニ、男

女ノ義務ハ、自ラ別ナリ、国ノ防扞
ぼうかん

保護ノ責ニ任ズベカラズモ、亦明ラカナリ。東洋

ノ教ヘ、婦人ハ内ヲ治メ外ヲ務メズ、男女ノ弁別ハ、自カラ条理アリ、識者慎思ヲナ

サヾルベカラズ｣。 

＊原動力としての｢物力｣について、｢天地ノ利ハ、人力ヲ加ヘテ始テ興ル。昔日ノ労ハ今日

ノ冨ナリ。今日ノ一小村ハ、後年ニイカナル一大都ヲナサシメルニ難
かた

カラズ。畢竟
ひつきょう

其

国民ノ深謀ト深慮ト 両
ふたつながら

ノ気力ニヨル。軽佻ノ挙動ハ、永久ノ利ヲ開クベキモノナラ

ズ｣ この物力には人口も含まれる。とりわけ人口不足が開発を遅らせた。そこでアメ

リカはアフリカから｢黒奴ヲ猟獲シ来｣とも記している。 

＊人種問題：｢白黒ノ徑謂
け い い

ハ判然タリ｣、｢公園ニ彷徨
ほうこう

スルモノ、多クハ賤民黒人ノミ｣、｢西

洋の小人ハ、愚弄ニシテ、不潔に安ンズ。牛馬ヲ隔
へだた

ル一等ノミ。黒人ノ居ノミ不潔ナ

ルニアラズ 

＊教育・信仰：｢
「

顧
おも

フニ十余年ノ星霜ヲ経バ、黒人ニモ英才輩出シ、白人ノ不学ナルモノハ、

役ヲ取ルニ至ラン｣、｢不教の民ハ使ヒ難ク、無能ノ民ハ用ヲナサズ。不規則ノ事実ハ

効ヲミズ｣、｢民心ミナ其方向ヲ一ニシテ、冨殖ノ源ヲ培養スルニヨリ、国ノ興ル勃如
ぼつじょ

ナ

リ｣ 

＊｢東洋ハコレニ反ス｣：アジアでは｢上等ノ人｣の学ぶことは、｢高尚ノ空理｣か、さもなけ

れば｢浮華
ふ か

の文芸｣のみで、人民の生活に切実な問題を瑳
さ

末
まつ

なこととしてしかかえりみ

ない。｢中等ノ人｣は、｢守
かね

金
の

奴
ばんにん

｣になるのでなければ、｢賭博
ばくえき

流｣となり、財産をおこし、

｢不抜ノ業｣をたてるという心はない。だから、｢下流の賎民｣は、かろうじて衣食にあ

りつき、｢1 日ノ命ヲ偸
ぬす

ミ、呼吸スルノミ｣。これでは｢人ニシテ、人ノ価ナシ｣というべ

きだ。 
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＊米国の力：｢国ノ貧富ハ、土ノ肥瘠
ひ せ き

ニアラズ、民ノ衆寡ニモアラズ。又、其資性の智
ち

愚
ぐ

ニ 

モアラズ。惟
ただ

其ノ土ノ風俗、ヨク生理ニ勤勉スル力ノ強弱イカンニアルノミ｣ 

＊第 18 代大統領グラントの答辞：アメリカ人民の｢冨強平安｣のますます盛んな第 1の原因

は、｢他邦トノ交際貿易ヲ増進シ、製作工芸ノ進歩ニ勉励ヲ加ヘ、四海ノ各地ト往来音

信ヲ便易ニシ、他邦ノ遷民ヲ優待シテ、其風俗技芸ヲ国内ニ誘導シ、刷印
マ マ

ノ権益、人

民ノ思慮、及内外人ノ差別ナク宗教ノ事件ニ自由ヲ附与スベキコトニアルナリ｣ 

＊両院での歓迎会：『コングレス』ハ、米国最上の政府ニテ、大統領ハ行政ノ権ヲ総
す

ベ、副

大統領ハ立法の長トナリ、大審官
ちーふちょっき

ハ司法ノ権ヲトル。是當国連邦政府ノ大綱ニテ、其

立君国ト体面ヲ異ニスルナリ｣ 

＊自主独立の民：｢合衆国、州州ノ景況ハ、各独立ノ姿ヲナシ、封建ノ勢ニ似タリ。州民互

ニ相抗シ、敢エテ屈セズ、常ニ勝気ヲ張ルコト、敵国ヲ待ツガ如シ。但、其競ヒハ、

各生産作業ニ於イテ、一歩モ譲ルコトナカラント、競励力ヲ逞
たくま

シクスルニアリ。(中略) 

自己ノ権利ヲ重ンズルモノハ、他人ノ権利ヲ妨ゲルナシ。是自主ノ本領ニテ、共和ノ

国人ガ、文明ニ誇る所以
ゆ え ん

ナリ｣ 

＊米国の米国たる所以：｢欧州ノ文化ニ従ヒテ、其自主ノ力ト立産ノ財本ト、溢
あふ

レテ、此国

ニ流入シタルナリ｣ ｢実ハ欧州ニテ、尤モ自主自治ノ精神ニ逞キ人、集リ来リテ、之

ヲ率
そつ

フル所｣ 

＊自由の弊多し：｢共和国ハ自由ノ弊多し。大人ノ自由ヲ全
ぜん

クシ、一視同仁ノ規模ヲ開ケル

ハ、羨ムニ足ルガ如クナレドモ、貧漢小民ノ自由ハ、放僻
ほうへき

ニシテ、忌憚スル所ナシ。

上下ニ検束ヲ欠クニヨリ、風俗自ラ不良ナリ。加ウニ、５方ノ移民雑処ヲ以テス｣ 

＊政治制度について：『官ヲ公選ニ挙げ、法ヲ公道ニ決ス』は一見公平を極めたようだが、

両院で選ばれた人はみな｢最上の才俊｣で満たすことは出来ない。｢卓見遠識ハ、必ス

庸人
ようじん

ノ耳目ニ感ゼズ。故に異論沸起ノ後ニ、同意ノ多キニ決スレバ、上策ハ廃シテ、

下策ニ帰スルヲ常トス｣ 

  専任の者がひとたび起草したものは、いったん異議が出ても、十中の、八、九は必ず

原案通りに決してしまう。だから、専任の担当者に買収のための贈りものがなされる

こともあるし、行政官吏
か ん り

の私意が、陰で立法院の議を左右することがないとはいいか

たい。｢是ミナ共和政治ノ遺憾アル所ナリ｣ 

 ▽英・独・仏・米国人気質について： 

  ロンドンの人々がいつも忙しそうに往き来しているのを見て、｢足跗
そ く ふ

地ニ著
つか

ズシテハシ 

ル｣と言い、ヨーロッパでは英・仏・独及びアメリカ人を較べて次の様に評している。 

もしこの4カ国の人にそれぞれ1日6時間の時間を与えて仕事をさせるとどうするか。 

アメリカ人は 4時間で終わり、あとはぶらぶらして遊び楽しむ。フランス人も 4時間 

で終えて、その後は酒を飲み、歌い踊る。イギリス人は 5時間ですませ、1時間は別な

仕事に励む。ドイツ人は精を出すが、6時間では終わらず、さらに夜までもかかって努

力する。 
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 注記： 

 岩倉視察団米欧回覧年表； 

 1871 年(明治 4 年)11 月 12 日～1873 年(明治 6年)9 月 13 日 

 うち米国滞在；1871 年 12 月 6 日～1872 年 7 月 6日 

 訪問先；サンフランシスコ、ワシントン、ボストン(この間ニューヨーク、ナイアガラ、

フィラデルフィアを経由した) 

 主な顔ぶれ； 

  特命全権大使・右大臣；岩倉具視(47) 

  副使・参議；木戸孝
たか

允
よし

(39) 

    大蔵卿；大久保利通(42) 

   工部大輔；＊伊藤博文(31) 

   外務小輔；山口尚芳(33) 

  大使随行・権
ごんの

小外史
しょうがいし

；久米丈市(33)、後の帝国大学教授、歴史学者 

 視察団総数：一般には 48 名と言われている。 

  ＊は洋行経験者、カッコ内は数え年 

 特命全権大使米欧回覧実記：岩倉視察団の原本となるもの。久米丈市(邦武)が太政官小 

書記官として編集し、｢太政官記録係刊行｣として、御用出版社である博聞社から 1878 

年(明治 11年)出版された。 

全百巻、五冊(第 1篇～第 5 編)、2110 ページの洋装本。 

 目的；①条約締盟国を歴訪し、元首に国書を捧呈し、聘
へい

問
もん

の礼を修める②廃藩置県後の

内政整備のため欧米先進諸国の制度・文物を親しく見聞して、日本の近代化を図る③

1872 年が条約の改定期限になるので、その予備交渉を行う事。 

 視察の分担；①制度・法律の理論と実際の研究②理財会計に関する法規、租税法、国債、

紙幣、為替、火災・海上・盗難などの保険、貿易、工作、汽車、電線、郵便の諸会社、

金銀鋳造所等の調査・研究③各国の教育制度の調査・研究④陸海軍の調査・研究。 
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○勝海舟語録等： 

＊我が国と違い、アメリカで高い地位にある者はみなその地位に相応しく賢こうござい

ます。訪米使節から帰還し、第 14代征夷大将軍徳川家
いえ

茂
もち

に謁見した際、老中からアメ

リカと日本の違いは何か、と問われての答弁。 

  ＜アメリカでは然るべき人が、然るべきことを、然るべき時に行っている＞ 

  注記：勝海舟(1823-1899)、幕臣として江戸城無血開城を果たす任に当たり、維新後は

参議、海軍卿、枢密院顧問。 
 ＊アメリカの夢・大都会の魅惑：川上音二郎・貞奴 
  旅演劇一座の難行苦行(シカゴ)；ライリリックの座長とポットン令嬢。拝金主義

(Mammonism)、豊さからくる寛容・包容力・好奇心 
○私的体験： 
 １．筆者は 1963 年～64 年にかけ米国ペンシルヴァニア大ウオートン・スクールに留学

した。その時の体験をアトランダムに纏めてみた 
 ＊ビジネススクールの教師、学生の中に当時米国の黒人や女性は殆ど見当たらなかった。

米国社会はアングロサクソン系の白人男子を中心にした社会集団を形成していたよう

に見えた。つまり白人であっても欧州大陸系、特に南欧系とは一線が画されていたよ

うに感じられた。 
 ＊冬休みを利用して北カロライナ、南カロライナ、フロリダ、ジョージア、ミシシッピ

ー、ルイジアナ、テキサス州などの南部をバス旅行(グレーハウンド・バス、99 ドル

100 日間の切符、実際の旅行は約 2 週間だった)したが、特に南部ではまだバスターミ

ナルのトイレや待合室には、ホワイトとカラードとドアーに標識があり、一瞬どちら

に入るべきか迷ったことがあった。 
 ＊1963 年 11 月 22 日(金)12 時半ごろダラスでケネディー大統領(リベラル)が狙撃され死

亡した。直ちに校内にもこのショッキングなニュースが流され動揺が走った。午後の

授業は急遽キャンセルとなった。ところが翌日には副大統領のジョンソンが第 36 代大

統領(保守からリベラルへ、Great Society)に就任、何事もなかったかの如く授業は開講

され学園は平常に戻った。その気持ちの整理、当局の対応の速さ、見事さにアメリカ

と言う国の一端を覗き見ることが出来た。 
  この旅行中、我々はダラスまで足をのばし、狙撃が行われたと言われる市の中心部に

ある教科書倉庫の現場を訪ねてみた。 
 ＊時折ニューヨークのウオール街にあった出身会社の現地法人を訪ねることもあった。

当時米国には日本にはない世界に冠たるインヴェストメント・バンク(投資銀行)が君臨

し、日本の証券会社の憧れの的となっていた。格式の高い投資銀行の役員会ではドイ

ツ語が仲間内で良く使われていた、と言う話も聞いたことがある。日本と同様ドイツ

は敗戦国であったが、ドイツ系アメリカ人の金融界に置ける影響力は日本の場合と格

段の差があったように思う。 
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 ＊留学生にはそれぞれホスト・ファミリ―が付き、週末ともなると家族で学生寮まで車

で迎えに来てくれ、家庭に招待されたり、様々な地域の行事などに連れて行ってくれ

た。私の場合には、主人が保険会社に勤める中産階級で、フィラデルフィア郊外に瀟

洒な邸宅を構え、二人の幼い娘さんがいて、奥さんは専業主婦だった。丁度ニューヨ

ークで開催中の万博にまで車で連れて行って貰った。豊かな米国の中産階級の人々の

暮らしぶりを羨望の目で見たものだ。当時はまだ”WASP” (White Anglo-Saxon 
Protestant)が社会をリードする時代であった。 

  この時代はヴェトナム戦に米国が本格参入する直前で、古き良き(宗教的倫理観の影響

と米国建国の精神に裏付けられた)、そして調和と秩序の保たれた社会があった。 
 ２．ビジネスでの体験 
  仕事の関係で 1980 年代にはよく米国に出張した。主な目的は企業、地方自治体の資金

調達支援であった。企業の場合にはその他に株式の東京証券取引所への上場の勧誘、

と投資家向け企業説明会の支援であった。当時は日本バッシングの最盛期で世間では

大変な騒ぎであったが、筆者の接した米国の大企業は何処でも王者の風格を備え、ゆ

とりがあった。ただインフラには財政上の問題が多く、多くのところで補修・改修が

遅れていたように見えた。  
  更に御土産を買う時には特に注意が必要だった。うっかりすると日本製を買う羽目に

なった。日用品などは現在の日本と同様、殆どが日本などの外国製となっていた。そ

の後の過程を見ると、貿易摩擦の先鋭化と為替問題が日米間の新たな火種となって行

った。 
  女性の社会進出を見ると、今では女性管理職の割合が高いと言われるが、当時はまだ

大会社の役員は非常に少なく、その一方女性秘書に有能な人達が多くいた様に思う。 
 ３．1976 年の建国 200 年記念：Bicentennial Celebration 
  米国議会はベトナム戦へ本格参入した直後の 1966 年 7 月 4 日に建国 200 年記念委員

会を発足、1976 年に備えた。筆者は丁度その時、ドイツでの 7 年間の勤務を終え米国

周りで帰路に付き、ニューヨークでこの祭典に巡り合った。 
  ワールドトレードセンターの 98階にあった弊社の米国法人の窓から見下ろすハドソン

川には多くの帆船が世界中から参集、一大景観をなしていたのを思い出す。当時の米

国は、軍事、経済、金融、産業、技術、学問などあらゆる面で世界に冠たる勇壮を呈

していた。またそこには綿々と続く米国建国の精神、世界から人々を引き付けて止ま

ないアメリカン・ドリームも確認された。 
  御土産になるものは粗全て外国製のアメリカだが、そんな中筆者はリンクスのアイア

ンセット(Bicentennial Emblem の付いた)を見付け記念に買って帰へることにした。 
○黒川 清(政策研究大学院アカデミックフェロー)の日経人間発見(2013/3)から 
 ＊東京電力福島原子力発電事故調査委員会委員長として衆参両院議長に報告書を提出。 

報告書は、粗 50 年にわたる一党支配と、新卒一括採用、年功序列、終身雇用といった 
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官と財の組織構造と、それを当然と考える日本人の思い込み(マインドセット)を事故の 
根本原因と指摘した―前例踏襲、組織優先、失敗を避ける。何が悪いかって？責任あ 
る人がすべき決断をせず、問題を先送りし無責任になること。 

 ＊ペンシルヴァニア大(医学部生化学)留学時の衝撃： 
指導教官の言葉；｢あなたは私の助手になるために来たんじゃない。独立した研究者に

なるためだよ｣、｢院生ではない。専門家なんだから、対等に意見を言いなさい｣、｢英

語で議論をしていて分からないことがあるのは当たり前。分かったようなふりをして

いないで聞き返しなさい｣。物腰は柔らかいけれど、厳しい先生で、指導を受ける私達

が何をするかを黙って見ています。何も見つけられない者には廊下で会っても知らん

ぷり。 
 ＊米国の医学部臨床系の仕事は、研究、臨床、教育の三本柱で構成されている。日本の 

様に研究偏重と言う事はなく、臨床、教育も高いレベルを要求されました。そうでな 
いと学生や助手は、いい先生を求めて移動してしまう。教授や助教授も流動性が高く、 
人材の交流と移動が大学を越えて活発に行われ、教員一人一人の評価が大学全体の評 
価になって行くのです。他流試合の真剣勝負の連続。怖いけれどやりがいがある(メリ 
トクラシー)。 

 ＊米国に来て 10 年。42 歳で UCLA の教授になった時、フェアな国だと思いました。日 
本では考えられないことです。 
○アカデミー賞候補作品に見るアメリカ社会の変貌 
   現地時間 2 月 24 日、今年の米アカデミー賞が決定、表彰式が行われた。受賞したの

はベン・アフレックが主演・監督の『アルゴ』。作品賞、脚色賞、編集賞の３賞を受

賞した。この作品は 1979 年、イランの米大使館占拠事件を取り扱ったもの。作品賞

として急浮上していた。一方日本でも本命と見られていたのがスティーブン・スピ

ルバーグ監督の『リンカーン』。米国で受けの良い南北戦争ものだが、”奴隷制廃止を

決定づけた憲法修正案を巡る議会対策に焦点を絞り、大統領の指導力を描き出す政

治ドラマ”(日経 2013/2/12 古賀編集委員)であるこの作品は、結局、主演男優賞にダ

ニエル・ディ・ルイスが選ばれただけだった。今年のアカデミー賞は傑出した作品

もなく、”本命不在”という前評判通りの展開となったようだ。これをアメリカ社会の

変貌、と見るのは早計か。 
 ○カール・ヒルズ(元米通商代表部代表)私の履歴書(日経 2013/3 月)から見た米国社会： 
 ＊1980 年代の日米貿易摩擦が熾烈化した時、米議会公聴会でフロリダ州出身のベテラン

下院議意がこう耳打ちした；｢同僚の内何人かはまだ、第 2 次世界大戦を(日本と)戦っ

ているのだよ。私が議員になりたての頃、南北戦争を戦っていたように････｣ 
 ＊当時日本への海外からの投資額はポルトガルの半分(閉鎖的日本市場) 
 ＊法学部の選択；スタンフォード大法学部長カール・スピースのハーバードかエールか

に関する発言、｢今はエールの方がいい。学生数に対して教員の数も多い｣。1984 年当
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時エール大ではまだ学部に女性の入学を許可していなかった。大学院だけは女性にも

門戸を開いていた。それでも私のクラスで学ぶ女子学生は私を含め、僅か 7 人。その

後多くの大学は学部と大学院で女子を受け入れるようになった。 
 ＊1960 年代初頭の米国社会；女性の権利向上を主張する団体のデモが盛ん。しかし彼女

は能力主義の信奉者。ロスアンゼルスには多くの法律事務所があったが、女性のパー

トナーには一人もいなかった。また女性は地元の法曹協会には入れたが、36 歳以下の

会員で構成する｢若手法廷弁護士会｣には入れなかった。 
 ＊特定警戒地区指定(レッドライニング・ケース)；人種の構成などに基づいて特定の地域

を地図上、赤い線で囲み、その線内に差別的な対応を取ることを意味する。指定され

ると、銀行・保険などのサービス提供が制限され、住宅ローンにおける差別的行為が

顕著だった(1975 年頃)。 
 ＊米国史上 3 人目の女性閣僚に；住宅都市開発省長官(1975 年) 
  専門性より｢女性枠｣の優越。 
 ＊法制定と執行： 
  ▽執行のための具体的法規・条例等の制定；担当閣僚・スタッフの責任 
  ▽人事権；大統領の言質

げ ん ち

なしに、自ら副長官以下周辺を固めるスタッフを自由に人選。

多くのスタッフが議会の承認を得た。 
  ▽議会への定期報告；工程表、進捗状況など 
  ▽所管；上院の銀行・住宅・都市委員会。各種委員会が行政(権)に賛否を表明する。 
 ＊フォード大統領時代：1974 年～6 年(29 ヶ月間)、1976 年の選挙でジミー・カーターに

敗れた。 
  ▽ウオーターゲート事件・ニクソン恩赦； 
   フォードの再選はこれで不可能に？しかし司法省の関係者は｢これは正しい決定だ｣

と考えた。そうでなければこの法廷闘争は 6 年は続いただろう。 
   フォード大統領自身は政治的に不利になると分かった上で｢国家のために良かれと

思い、そういう決定を下した｣と言う趣旨を回想録で書いている。 
  ▽こうした高邁

こうまい

な精神を失った昨今の政治家達； 
   民主党は左派の活動家の面々、共和党は右派のティーパーティーの人達の顔色をう

かがうばかりだ。結果、｢増税反対｣を掲げ、他方は｢財源確保｣を叫び、予算一つ纏

められない状態が続いている。 
  ▽1974 年当時の米国の政治；今日の様な分極化など存在しなかった。｢奉仕の心｣で国

家運営。 
   共和党員だったフォードは上下両院の民主党ベテラン議員との交流も深かった。下

院院内総務のティップ・オニールとは常時、ゴルフに興じる仲だった。隣人で後に

下院外交委員長となるリー・ハミルトンとはお互いの裏庭でバーベキュー・ハーテ

ィーを交互に開催していた。 



23 
 

   これに比べ、21 世紀の現在、大統領ですら、対抗政党とは社交の場を持とうとしな

い。彼等はお互いを知ろうともせず、多くの案件について解決策を見出すための信

頼を築けていない。 
   もしフォードが現在大統領であったなら、昨年末の｢財政の崖｣に関し、早々とこう

宣言して解決を図っていたのではないかと思う：｢分かった。双方、痛み分けで行こ

うじゃないか｣。   
  ▽経済；苦境の最中 
   オイルショックとエネルギー問題、インフレと高い失業率、抗議デモの多発。低い

成長率。 
  ▽コーポレート・ガバナンスの強化；ロッキード事件など 
   海外での商談を確かなものにするため、多くの米国企業が賄賂を提供していたこと

が明るみに出た。夫であるロディリックは SEC の委員長として対外不正防止法

(FCPA)に繋がる改革を断行した。全ての役員会に独立した監査委員会の設置を義務

付けるこの法律によって透明性は大いに増し、コーポレート・ガバナンスも格段に

向上した。 
  ▽自己犠牲：41 代ブッシュ大統領の党益より国益を重視した政策転換 
   ブッシュは 1989 年党大会で｢増税はしない｣と公言したが、その後それが国家のため

にならないとして新税導入を含む経済政策について民主党と合意した。 
   そのため党内が大混乱、共和党は穏健派と保守派に分裂。1992 年の大統領選で敗退。 
  ▽立法府と行政府：自由貿易の推進を強く信奉していたとはいえ、合衆国憲法では立

法府(国会、上・下院の財政委員会など)が貿易問題を取り扱うと定められており、大

統領と行政府の職務はそれに基づいて諸外国と交渉をすること。具体的には包括通

商法スーパー301 条(不公正貿易国・行為の特定・制裁)、日本の特許制度を監視項目

(ウオッチ・リスト)とすること、SII(日米構造協議)。 
   筆者の注記：現在ほぼ同じ問題が米中間にあるが、米国の姿勢は当時ほど強圧的な

ものではない。その理由はいろいろあるが、最大のポイントはその構造(米国を中心

とした対中直接投資の大きさ)であろう。中国の輸出はその約 60％が米系等海外企業

によるもの。こうした事情もあり、現在米国議会は中国を”市場経済国”とは認めてい

ないが、”為替操作国”指定を見送っている。 
 ＊米国の主張：｢競争を妨げる慣習は公的部門であれ、民間部門であれ、我々が求める世

界、そして日本に繁栄をもたらした世界に反する行為｣ 
   これは、多くの日本人にとり一神教的姿勢に見えるのだが。 
 ＊リーダーの要件：専門性、実務経験、コミュニケーション能力、統率力など 
   第 41 代ブッシュ大統領の個人的資質、文書によるコミュニケーションの大切さ。リ

ーダー(首相)が頻繁に代わる日本では、こうしたことは行われているのであろうか？ 
 ＊トップ会談を支える閣僚・スタッフ・セントラルファイル等 



24 
 

   履歴書を読むと大統領を支える体制が実に充実していることがよく分かる。然るべ

きリーダーが彼等のサポートをフル活用する。日本の外交は果たしてどうであろう。

民間企業の体験から見ると羨ましい限りだ。日本の場合は儀礼・表敬訪問外交にウ

エイトを置き過ぎているようだ。パーソナルな関係(強い絆、交流関係)に基づく、ト

ップが単独で行動する”廊下トンビ”などは想定外か。 
 ＊信頼関係の大切さ：日米関係が先鋭化した時期、特に包括通商法スーパー301 条(不公

正貿易国・行為の特定・制裁)の対日適用問題でその大切さが顕在化した。外交は日

頃の相互信頼関係樹立が前提。日本の首相が世界に類を見ない速さで頻繁に交代す

る状況は日本の孤立化を招く。 
 ＊国政を動かす情報の交換(コミュニケーションの大切さ) 
  NAFTA 拡大へのイニシアチブ；スタートはダボス会議でのプライベートな情報交換。 
 米国社会の変貌過程：ヴェトナム戦が大きな要因の一つに 
 1965 年；米国北ヴェトナムへの爆撃本格化 
  71 年；ニクソンショック： 

① 7 月 15 日、ニクソン大統領の中華人民共和国への訪問予告 
② 8 月 15 日、ドル紙幣と金との兌換停止宣言(ブレトン・ウッズ体制の終焉) 

   72 年；2 月米中首脳会談、6 月ウオーターゲート事件の発端。 
  73 年；パリ協定調印、米軍ヴェトナムから完全撤退 
  75 年；サイゴン陥落 
  76 年；ヴェトナム社会主義共和国成立 
 戦費総計：7380 億ドル(イラク・テロ戦争；7840 億ドル～8600 億ドル) 

 
日本への当面の影響 
 ＊日米関係：日米同盟、沖縄の基地問題、尖閣列島問題 
 ＊経済問題：TPP 
むすびにかえて 
アメリカの民主政治を支える基盤が、新たな時代の変化に曝されその強固な基盤を失いつ

つあるように見える。第 44 代米国大統領に就任したバラック・オバマ氏は、米国史上初の

アフリカ系大統領だ。その意味でも 2008 年の大統領選とオバマ大統領の誕生はこうした時

流の変化を如実に反映したものと言えよう。更にその背景には、民主党の党大会で党員は

女性のヒラリー・クリントンではなく、男性のオバマ氏を大統領候補に選出した。男女間

の選択では男性を、そして適材適所でアフリカ系を選出したのだ。そして迎えた本選でオ

バマ氏は圧倒的支持を得て大統領に就任した。 
これはアメリカ民主主義の抱擁する柔軟性のある適合力、ダイナミズムと言えるかもしれ

ない。しかし現実は大統領にとりいばらの道の 4 年間だった(特に中間選挙後の 2 年間)。立

法府である議会でねじれ現象が起きたのだ(2008 年の中間選挙での民主党の大敗北)。上院
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では多数派の地位を占めた民主党(民主 51＋2 対共和 47)だったが、下院では野党の共和党

が 179 から 242 に大躍進、一方民主党は 256 から 193 に激減した。その結果行政府を司る

オバマ大統領の執行権が上手く働かないのだ。4 年間の任期中の法案成立度は、参考資料③

にある様に、4000 件の内の 2％と極端に低い。これではまともな行政機能は働かない。選

挙制度にもこれまで述べた様に大きな問題がある。また 2 大政党政治の運営にも価値観の

相違などから党内や政党間にも大きな亀裂が生じている。国家の基本政策に関する合意が

取り付けられないのだ。1 年以上に亘る米国大統領選挙だが、最終的な投票率は意外と伸び

ていない(60％前後、主要な参考情報・資料⑥参照)。選挙民の政治離れ(取り分け白人知識

層)、影響力を増す特定利益・共益集団の偏在化、ネット選挙の極限化などアメリカの民主

政治が抱える難題の制度・運営面での解決には長い時間が掛かりそうだ。 
2 期目となる 2012 年の大統領選を見ると、その勢いに陰りが見えるオバマ人気は決して盤

石ではなかった。一方の民主党も穏健派、保守派を統合する体制には至らなかった。民主

党は選挙戦で魅力ある政策提言を求める向きも多かったが、ねじれ国会(一部に制度上の問

題もあるが)の続く構図下ではその実行力に問題がある。その典型が”財政の崖”である。 
主要な参考情報・資料： 
① 候補者別支持層：CNN 出口調査から多い方のみ記載 

＊65 歳以上の高齢者：ロムニー 
＊18 歳から 29 歳の投票者：オバマ 
＊農村部：ロムニー 
＊都市部：オバマ 
＊毎週教会に行く：ロムニー 
＊一度も行かない：オバマ 
＊父親：ロムニー 
＊母親：オバマ 
＊共和党：ロムニー 
＊民主党：オバマ 
＊リベラル：オバマ 
＊ティー・パーティー運動反対：オバマ 
＊同賛成：ロムニー 

② 上院勢力図(改選前) 
  民主党：51 名 
  共和党：47 名 
  独立：2 名 
③ オバマ政権下の法案成立度 
  4000 件のうち、僅か２％。原因はねじれ国会 
④ 上院 
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  各州から 2 名選出、合計 100 名で構成。任期は 6 年で、2 年ごとに 3 組に分かれ選挙 
が行われる。51 名の賛同が多数決に必要。 
2011 年 6 月 1 日現在の勢力図：民主 53、共和 47． 

⑤ 下院 
  2011 年 6 月 1 日現在の勢力図：共和 240、民主 193、欠 2 
  任期は 2 年、解散はない。議席数は 435、各州(50)に、人口比率(10 年に一度行われる

国勢調査で決まる)に応じて配分。アラスカ・サウスダコタ・デラウエア・ノースダコ

タ・バーモント・モンタナ・ワイオミングの選出定員は 1 名。カリフォルニア州は最

多で 53 名(単純小選挙区制)。選挙権は 18 歳以上、被選挙権は 25 歳以上、7 年以上合

衆国市民であり、選挙時に選出州の住民であること。連邦議員は他の官職に付くこと

が禁止されている。但し不逮捕特権や免責特権が保証されている。中間選挙：大統領

選挙の間に行われるもの。 
⑥ 投票率の推移：出典；連邦選挙委員会 

  
  出所：Wikipedia 
⑦ 国民投票制度 
  米国にはこの制度は存在しない。 
⑧ 米国の経済成長を支える原動力の一つなっている移民の流入状況 
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  出所：Wikipedia 
⑨ 政党 
 ＊一般に党員の義務や資格審査はなく、選挙を管理する州当局に届け出るだけ。党の固

定支持層の多くが党員であるが、対立党候補に投票することもある。党則の縛りなど

は余りない。 
 ＊党の代表者との関係 
  大統領選では党の代表者とは別に、予備選などを通して大統領候補者を選出する。 
 ＊2004 年時点の党員数： 
  民主党；7200 万人、共和党；5500 万人、無所属その他少数党；4200 万人 
  20 世紀以降、2 大政党だけが大統領を選出、連邦議会議員、州知事、州議会議員、大

都市の市長は殆どが 2 大政党に帰属する。 
 ＊少数党；内 10 万人以上の党員を擁する党は、憲法党、緑の党、リバタリアン党。 
アメリカの民主政治・社会を理解する上で欠かせない事柄。但しここでは割愛した。 
 ロビイスト、シンクタンク、ポピュリズム、メディア社会、特異な大統領制(拒否権、弾 
劾等)と官僚機構、政党政治、司法(弁護士)社会、連邦と州の関係、FRB(連邦準備銀行) 
と行政府・議会との関係、個人主義、デモグラフィー、慈善事業(フィランソロピー、メ 
セナなど)と寄付行為、9.11 同時多発テロ事件の米国社会への影響、宗教等。 

参考文献 

A トクヴィル、井伊点太郎訳 アメリカの民主政治上・中・下 講談社学術文庫 2004 年 
レオ・ダムロッシュ、永井大輔訳 トクヴィルが見たアメリカ 白水社 2013 年 
田中 彰、 岩倉使節団 講談社現代新書 1978 年 
勝海舟、 勝海舟・勝部真長編 氷川清話 角川文庫 1972 年 
巌本善治編 海舟座談 岩波文庫 1974 年 
松本礼二編、三浦信孝編、宇野重規編 トクヴィルとデモクラシーの現在 東大出版会 

2009 年 
宇野重規 トクヴィルとデモクラシーの理論家 講談社選書メチエ  
鷲尾友春 20 のテーマで読み解くアメリカの歴史 ミネルヴァ書房 2012 年 
阿川尚之 憲法で読むアメリカ史上・下 PHP 新書 2004 年 
阿部斉・五十嵐武士編 アメリカ研究案内 東京大学出版会 1998 年 
久保文明(編)・公益財団法人日本国際問題研究所(監修) アメリカにとって同盟とはなにか 
 中央公論新社 2013 年 
(了) 


