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小特集①

米大統領選挙予備選に見る政治と宗教の関係
2016 年 11 月 8 日に行われる米国大統領選挙の本選に向け、 各党の候補者を決定する予
備選が 2 月 1 日に始まった。 大統領選挙は、 同国における政治と宗教の結びつきがもっとも
明確に示される機会でもあるので、 本稿では各候補者と宗教との関係や、 宗教勢力がどの候
補者を支持したのかということを、 より宗教との繋がりが密接な共和党の候補者に対象を絞って
見ていきたい。

1. 共和党候補者の派閥、 来歴、 宗教および発言
今回の選挙では、 共和党候補者の指名争いは序盤には混雑の様相を呈していた。 多数の
候補者が乱立し、 2015 年 8 月 6 日の第 1 回共和党討論会の時点では 17 人の候補者が参
加した （産経 8/8）。 やがて、 支持を得られなかった候補者は次々と撤退を表明し、 2016 年
2 月の段階では、支持率上位のドナルド・トランプ氏、テッド・クルーズ氏、マルコ・ルビオ氏、ジョ
ン ・ ケーシック氏、 ベン ・ カーソン氏、 ジェブ ・ ブッシュ氏が残った。 以下に、 これらの候補
者の政治的姿勢や発言、 宗教に関する情報を分析してみよう。
候補者間の差異を特徴づけるもっとも根本的な要素は、 共和党内部での立ち位置である。
それは主に、 穏健な主流派 （エスタブリッシュメント） と保守的な 「ティーパーティー」 系に
分かれる。 後者は主流派への不満から生まれた草の根的運動で、 この運動により多くの議員
が当選している。 大統領候補の中では、 ルビオ氏とクルーズ氏がティーパーティー出身。 政
策としては、 人工妊娠中絶や同性婚への反対、 移民問題に対する断固とした措置を特徴とし、
中絶や同性婚に対する姿勢から、 福音派プロテスタントを中心とするキリスト教右派との結びつ
きも深い。 その後ルビオ氏は不法移民の市民権獲得の支持にまわるなど主流派に近づいたた
め、 今回の大統領選ではティーパーティーの支援者はクルーズ氏を主に支持している （読売
12/15）。 一方の主流派は、 はじめブッシュ氏を応援していたが支持率が低迷し、 彼が撤退
するとルビオ氏、 ケーシック氏、 クルーズ氏をそれぞれ応援するなど、 姿勢が一本化できてい
ない （朝日 3/4）。 これらに対し、 トランプ氏とカーソン氏は政治経験がない中での出馬であり、
党内ではさらに非主流派に位置するといえる （産経 11/4）。
次に、 それぞれの来歴と支持層についてだが、 主要候補者のうち、 カーソン氏はアフリカ系、
ルビオ氏とクルーズ氏はキューバ系移民の出自である。 またルビオ氏はカトリックのため、 この
三者は 「WASP （白人 ・ アングロサクソン ・ プロテスタント）」 に属していないことになる （毎
日 2/3）。 一方でトランプ氏は WASP の支持を集めているとみられ、 以下に示すような移民排
斥発言や、 白人至上主義組織がトランプ氏の支持を表明したことが、 これを裏づけている （赤
旗 1/15）。 宗教については、 クルーズ氏は福音派の牧師を親に持ち、 カーソン氏はプロテス
タント系の一派セブンスデー ・ アドベンチストであり、 両者は特に 「宗教的な」 候補者とみな
されている （International New York Times1/20）。 アイオワ州の福音派のデマスタス牧師によ
ると、 クルーズ氏には福音派の掲げる人工妊娠中絶反対、 同性婚反対、 信教の自由の確保
に取り組んできた実績があることが、 彼を支援する理由だという （毎日 ・ 夕 2/1）。
他方で、トランプ氏は候補者の中でもっとも宗教的でないと考えられている。 調査機関ピュー・
リサーチ ・ センターが 2016 年 1 月 27 日に発表した調査結果では、 トランプ氏が 「非常に宗
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教的」 「ある程度宗教的」 だという回答の合計は 30％で、 これはカーソン氏の 68％、 クルー
ズ氏の 65％、 ルビオ氏の 61％をいずれも大きく下回る数値である （http://www.pewforum.
org/2016/01/27/faith-and-the-2016-campaign/）。 トランプ氏は主流派プロテスタント系の長
老派教会に属しているが、 彼はイスラム教をはじめとしてユダヤ教やキリスト教の一派にまで至
るあらゆる宗教的マイノリティを攻撃してきており、 「トランプの福音によると、 唯一の祝福され
た標準的・全米国人的な宗教は、主流派プロテスタントである」 という分析もある （International
New York Times1/20）。
最後に、 これまでの候補者の行動や発言から、 それぞれの特徴を浮き彫りにしてみよう。
目立つのは、 非主流の三者の排外主義的 ・ 反イスラム的発言である。 クルーズ氏は、 2015
年 9 月にケンタッキー州でキム ・ デービス書記官が同性カップルへの婚姻証明書の発行を拒
否して収監された際に、 同書記官の応援に現れ同性婚反対の姿勢を明示した ［→ 『ラーク便
り』 68 号 60 頁参照］。 また難民について、 「数千人のシリア難民を米国に入れるという考え方は、
精神障害同然だ。 （シリア難民でも） キリスト教徒には安住の地を提供すべきだ」 とキリスト教
徒優遇の発言を行っている （読売 12/9）。 2016 年のベルギー連続テロ事件に対しても、 「過
激化する前に、 近所に住むイスラム教徒を警察がパトロールできるよう権限を与えるべきだ」
と語っている （朝日 3/24）。 カーソン氏もまた、 「イスラム教徒にこの国を委ねることには賛成
できない」 と述べているほか （朝日 11/7）、 「狂犬病の犬が近所を走り回っていたら、 何かよ
からぬことが起きると考えて子どもを近づけないでしょう」 とシリア難民受け入れ拒否を正当化
した （東京 11/22）。 さらにトランプ氏は、 テロを防ぐためイスラム教徒の全国民の情報をデー
タベース化するべきだと語ったほか、 12 月 7 日には過激主義を封じ込める対策を講じるまで
イスラム教徒の米国への全面的な入国禁止を求める声明も発表した。 この発言は信仰を理由
とする差別だとして国内外から多くの批判を招き、 英国ではトランプ氏の入国禁止を議会に求
めるまでに至ったが、 同氏の支持率は発言後に上昇し、 過去最高を記録した ［→ 『ラーク便り』
69 号 49、 54 頁参照］。

2. 予備選の結果と各州の宗教性
以上のように特徴づけられる各候補者のうち、 有権者は誰を支持したのだろうか。 以下に、
2016 年 3 月末時点での予備選の結果を図で示そう。

Real clear politics より作成
（http://www.realclearpolitics.
com/epolls/2016/
president/2016_republican_
nomination_map.html）
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これに加えて、 宗教と政治の繋がりを理解するために、 調査機関ピュー・リサーチ・センター
が 2 月 26 日に発表した、 各州ごとの住民の宗教性についての調査結果も参照したい。 以
下の図は、 自らを 「非常に宗教的」 であると回答した人の割合を示している。
Pew Research Center
より作成
（http://www.
pewresearch.
o r g / f a c t t a n k /2016/02/29/
how-religious-isyour-state/）

第一の図からは、 選挙結果では南部と東部、 中西部でトランプ氏が、 西部でクルーズ氏が
勝利を収めている傾向にあることがわかる。 他方で宗教性の図を見ると、 宗教的な人々が多
いのは南部諸州である。 これらを総合すると、 もっとも宗教的な南部で、 候補者の中でも宗
教的でないとされているトランプ氏が勝利していることになる。 米国は約 70％がキリスト教徒で、
プロテスタントが 46％、 カトリックは 20％を占めている （朝日 ・ 夕 2/19）。 また、 他国に比べ
てキリスト教組織の政治への関与が大きいために、 「アメリカ政治のほぼすべての側面に宗教
が影響を与えている」 （フォーリン ・ アフェアーズ ・ リポート 2015 年 9 月号） と言われている。
そうであれば、 宗教的傾向の強い州では宗教的な正当性を打ち出している指導者が選ばれ
るはずだが、 現実にはそうなっていない。 では今回の予備選挙では、 宗教勢力はどのように
行動したのだろうか。 以下に個々の事例から、 その様子を明らかにする。

3. 福音派の支持を得るトランプ氏
多くの情報の分析から見えてくるのは、 多数派の宗教指導者やそれに従う人々もまた、 トラ
ンプ氏を支持したということである。 福音派プロテスタントが 57％を占める初戦のアイオワ州こ
そクルーズ氏が勝利を収めることができたが （毎日 ・ 夕 2/1、 読売 ・ 夕 2/2）、 2 月 20 日の
サウスカロライナ州では、 福音派の 33％がトランプ氏に投票し、 クルーズ氏の 27％を上回っ
た （産経 2/22）。 23 日のネバダ州でも同様に、 キリスト教保守派の票の 25％をクルーズ氏
が集めたのに対し、 トランプ氏は 41％であった （日経 2/25）。 唯一、 宗教票が明確に反トラ
ンプに傾いたのがモルモン教徒が多いユタ州で、 ここではロムニー元マサチューセッツ州知
事がクルーズ氏への投票を呼びかけ、 同氏が勝利した （産経 3/24）。
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個々の有権者だけではなく、 宗教と結びつきのある有力者もトランプ氏支持を表明してい
る。 2016 年 1 月 19 日にはティーパーティー支持者から人気の高い元副大統領候補のサラ ・
ペイリン氏の支持を取りつけた （日経 1/21）。 また翌週には福音派のリバティー大学のジェ
リー ・ ファルウェル ・ ジュニア学長が支持を表明した。 同大学は、 福音派の票を獲得するた
めにクルーズ氏が出馬表明を行った場所でもあり、 クルーズ氏は裏切られた形となった （読
売 1/28）。 さらに、 撤退を表明したカーソン氏もまた、 3 月 11 日にトランプ支持を表明した。
これにより、 カーソン氏が得ていた宗教保守派の票が、 トランプ氏に移ることになる （朝日
3/13）。
ここから読み取れるのは、 宗教的とみなされていないにもかかわらずトランプ氏を福音派が
支持しているという状況である。 『インターナショナル ・ ニューヨーク ・ タイムズ』 2016 年 1 月
20 日付の記事 「宗教的な有権者はトランプを信じる」 も、 この見方を裏づけている。 同記事
では、 福音派の有権者が 「霊性は大きな問題です。 しかし私たちは強い人物を必要として
いるのです」 と述べるなど、 トランプ氏の宗教性を 「棚に上げて」 彼を支持する様子が記述
されている。 また、 彼の言動は 「イエスが言ったことや、 われわれが聖書から読むことに完全
に反している」 と理解されているにもかかわらず、 これまでの選挙で候補者の宗教的信仰を
重視してきた有権者も、 「今はそのことは問題ではない」 としてトランプ氏に投票しているとい
う （International New York Times1/20）。
一方で、 福音派以外の宗教 ・ 宗派にはトランプ氏への反対も存在する。 ローマ教皇フラン
シスコは 2 月 18 日、 トランプ氏の移民排斥の姿勢について 「どこにであれ、 壁を作ることだ
けを考え、 橋を作ろうとしない人物はキリスト教徒ではない」 と批判。 トランプ氏はこれに対し、
「宗教指導者が個人の信仰に疑問を投げかけるのは恥ずべきことだ」 と反論した （毎日 ・ 夕
2/19）。 また、 イスラム教徒の市民組織である 「米 ・ イスラム関係評議会 （CAIR）」 幹部は 3
月 11 日、「首をかしげたくなるような共和党候補の言動に今やムスリムは心底うんざりしている」
と述べたが、 これはトランプ氏に限った批判ではなく、 反イスラム発言を繰り返しているカーソ
ン氏やクルーズ氏にも向けられたものだと理解できる （赤旗 3/14）。 そのためこれらの意見も、
少なくとも共和党内では反トランプの決定打にはならなかったと考えられる。

おわりに
本稿では、 米大統領選挙予備選における、 共和党候補者の宗教に対する姿勢と、 それを
受けた有権者の反応を見てきた。 ここからわかるのは、 宗教的な候補者とそうでない候補者
に対し、 宗教勢力が常に前者を選択するわけではないということである。 むしろ、 米国におけ
る政治と宗教は、 多数の要因が影響し合った、 より複雑な関係を有しているものとして理解で
きるだろう。
［文責 ： 藤井修平］

65

