
Ⅰ. はじめに―2004年選挙まで
のパターン

　2008年のアメリカ大統領選挙は、まず民主党内で
の指名争いでヒラリー・クリントンとバラク・オバマ
が競い合ったことで、次いで本選挙においてオバマの
対立候補であった共和党のジョン・マケインが副大統
領候補にサラ・ペイリンを抜擢したことで、人種と性
のファクターが強く意識されることになった。
　アメリカの大統領選挙において、人種と性がつねに
一定の役割を果たしてきたことは否定し得ない。たと
えば、民主党の大統領候補は白人票だけではつねに劣
勢であり、接戦の末敗北した2004年のジョン・ケリ
ーの場合、白人票では41%対58%で共和党のジョージ・
W・ブッシュに負けていた。その一方で、彼は黒人票
では88%対11%で圧勝した。このように黒人と白人
で、著しく政党支持のパターンが異なる。これは何も
2004年だけの現象ではなく、それ以前から存在する
きわめて構造的なものである。
　女性票の動向についても、1980年以来「ジェンダー・
ギャップ」が観察される。民主党候補の女性得票率は
全体での得票率より、2%から7%程度高い。逆に言えば、
民主党は男性票に弱いということにもなる。1984年
に民主党は女性副大統領候補を擁立したが、その際の
女性における民主党得票率は44%であり、40%とい
う全体での得票率との差は、以上の期間内ではとくに
大きくない。
　これらは、とくに黒人候補や女性候補が大統領候補
になっていなくても観察される現象であった。こう
したパターンは歴史的に形成され、またそれぞれの
政党の基本的政策によって生み出されてきた。黒人
は1960年代半ば、南部での差別的な制度を解消した

民主党を評価し、民主党支持を強めた。民主党の政策
も、黒人に対するアファーマティヴ・アクション（差
別是正のための積極的措置 :雇用や大学入学での優遇
措置）、あるいは貧困対策など、黒人の要求に対応し
たものであり、他方で共和党はそれに強く反対した。
　女性票の動向に関しては、おそらく共和党のイデオ
ロギー的変化が強く関係している。人種問題でも男
女平等に関しても、20世紀初頭以来、共和党が進歩
的で平等主義的な改革の党であった。民主党は差別
主義的で保守的な南部を基盤としていた。男女平等
憲法修正案（ERA）を1920年代以来提案してきたの
は、北部を基盤としていた共和党であった。ところが、
1970年代後半から共和党が顕著に保守化した。党内
に、男女平等は聖書の教えに反すると解釈する宗教保
守派が浸透し始めたためである。1976年の共和党政
綱はERA賛成であったが、1980年に沈黙し、1984年
には反対を表明した。
　人工妊娠中絶の問題が政治の争点として浮上したの
も1970年代からであり、1973年の最高裁判所判決（ロ
ー対ウェイド判決として知られる）が重要な契機であ
った。その判決によって女性は中絶を選択する権利を
かなりの程度認められたが、その結果、それまで中絶
は多くの州で禁止であったため、中絶の件数が鰻のぼ
りに増えることになった。これに驚愕したのが宗教保
守派であった。
　さらに、レーガン候補が提唱した対ソ連強硬路線も、
ある程度女性票の動向に影響を与えていた可能性はあ
る。ただ、ジェンダー・ギャップは冷戦終結後、そし
て9-11事件前の時期の大統領選挙（1992年、1996年、
2000年）にもほぼ同じ水準で登場しており、外交問
題はそれほど大きな変数でない可能性が大きい。
　以上、2004年までの一般的な投票傾向を確認した。

2008年アメリカ大統領選挙
における人種と性

久保　文明

020



人種と性によって、投票傾向に大きな違いが存在する
ことは明白である。

Ⅱ. 民主党内の指名争い

　2007年2月14日にUSA トゥデイ紙に掲載されたお
もしろい調査がある（USA Today-Gallup Poll）。大統
領にふさわしい候補者がたまたま以下の属性をもって
いたら、あなたはその人に投票するかどうかを尋ね
ている。黒人であれば94%が投票すると答えている。
以下、女性の場合88%、モルモン教徒の場合72%、3

回結婚した人だと67%、72歳の候補者では57%であ
る。これは、明らかに特定の候補を想定してなされた
調査である。順にオバマ、クリントン、ミット・ロム
ニー、ルーディ・ジュリアーニ、マケインが想定され
ている。文字通りおもしろい結果であるが、ただ、こ
の調査はわれわれがあまりに人種や性という要素にば
かり関心を集中し過ぎることに対する一種の警告でも
ある。人にはさまざまな偏見がある。それは人種・民族・
性に限られるものではない。宗教や私生活、そして年
齢についてのものも、そこに含まれる。むしろ、この
ような調査を見る限りでは、黒人や女性に対する「偏
見」は相対的にかなり小さいともいえる。
　さて、簡単に2008年の民主党内での大統領公認候
補指名争いについて見てみよう。オバマが、黒人人口
比率5%といわれるアイオワ州で勝利し、またウィス
コンシンなど、州によっては白人票でもクリントンを
上回った。アイオワ州では女性票においてもクリント
ンに勝利している。その一方で、多くの南部州では圧
倒的な黒人票に支持されながらも、白人の支持を得る
のは容易でなかった。同じ白人でも北部と南部では大
きな違いがある。女性有権者の方が男性票を絶対数で
上回る民主党内での指名争いで、クリントンは予想通
り、ほとんどの州で女性票においてオバマを上回り、
またブルーカラーやヒスパニックの票を獲得した。た
だし、彼女は高学歴層で弱く、また黒人の多い州で苦
戦した。
　2008年5月末に発表されたピュー・リサーチセン
ターによる調査では、オバマの人種、クリントンの性
が、それぞれの選挙戦にプラスであるかマイナスであ
るかを聞いているが、かなりの程度、相殺されている。
民主党支持者の方が、両方のファクターについてマイ
ナスと見る傾向が強い。また黒人の方が人種も性もプ
ラスとみる強い傾向を持つ（23頁の表参照）。

Ⅲ. 2008年本選挙

　本選挙の結果はオバマが得票率において53%対
46%でマケインに勝利した。白人におけるオバマの
得票率は43%であり、2004年ケリーの41%、2000年
ゴアの42%を僅かに上回った。ただし、4年前より民
主党は全体として5%得票率を伸ばしたのであるから、
その伸び率よりは低い。それに対して、オバマの黒人
における得票率は95%まで跳ね上がった。また、オ
バマはヒスパニック票の67%を獲得し、4年前の53%

を大きく上回った。
　共和党がペイリンを副大統領候補に指名したにもか
かわらず、ジェンダー・ギャップは通常の水準で存在
した。女性票は全体平均値より約3%多くオバマに投
票していた。
　今回、とくに注目に値するのが、18歳から30歳未
満の有権者の投票動向である。彼らは66%対32%の
圧倒的大差でオバマに投票している。初めて投票した
有権者においても、オバマ対マケインは69%対30%

という大差がついた。ちなみに、60歳以上の有権者
では、51%対47%でマケインが勝っている。とくに
前者について言えることは、若い世代においては、お
そらく人種に関する偏見やこだわりが高齢者と比較し
てかなり小さいということであろう。　
　どの選挙においても若者の方が、民主党支持の傾
向が強いが（たとえば30歳未満の有権者において、
2004年では民主党対共和党は54%対45%であった）、
今回ほど顕著に差がつくことは珍しい。ここで見られ
たような感覚をもったアメリカ人が今後さらに増えて
いくと、人種についてさらにこだわりの少ない社会が
出来ていくのかも知れない。
　ここでは紙数の関係で詳細は省略するが、オバマの
人種に関しては、実は選挙の結果を左右するそれほど
大きな要因ではなかったかもしれない、と推測でき
る。2008年10月半ばのNBCニュースとウォール・
ストリート・ジャーナル紙による世論調査では、人種
は投票を左右する要因では「まったくない」と答えた
有権者が82%、「小さな要因」と答えた者10%、「重
要な要因の一つ」が5%、そして「もっとも重要な要
因」が3%であった。ただし、最後の2つの回答者に
対してさらに、その結果オバマに投票する可能性がど
のように左右されるか尋ねてみると、「投票する可能
性が高くなる」は2%、「低くなる」は4%、「ほとん
ど影響なし、あるいは影響なし」が92%となっている。
すなわち、プラスとマイナスはかなりの程度相殺され、
全体として影響はかなり軽微であると推測される。と
りわけ、もし人種ゆえにオバマに投票する可能性が小
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さくなる有権者が、元来ほとんど民主党に投票する可
能性のない共和党系であれば、なおさらである。
　ABCニュースとワシントン・ポスト紙も同年6月
22日に人種と投票傾向に関して調査発表しているが、
同様に、偏見のある有権者の反オバマ票は、オバマが
黒人であるがゆえに逆に強く支持する有権者によって、
かなりの程度相殺される可能性を示唆していた。
　今回、管見の限りでは、投票日直後の11月6日に
ニューヨーク・タイムズ紙に掲載された地図が、人種
に関してはもっとも刺激的であった。2004年と2008

年の民主党・共和党大統領候補の得票を、カウンティ
ごとにその増減率で、色の濃さで示してある。たとえ
ば今回20%以上民主党の得票数が増えたカウンティ
は濃い青で塗られ、逆に共和党が20%以上得票を増
やしたカウンティは濃い赤で示されている。5%ごと
に色は濃くなる。
　今回、民主党は前回より5%得票率を増やしたので
あるから、当然ながら全体としては青色が多い。全国
的には圧倒的に青である。とくに、インディアナ州の
農村部のように、保守的で、これまで共和党の牙城で
あった地域において、濃い青が登場している。
　他方で、ウエストヴァージニア州西部からケンタッ
キー州南部、テネシー州ほぼ全域、アーカンソー州ほ
ぼ全域、オクラホマ州東部、およびルイジアナ州南西
部に至る地域の多くは、全国的に平均5%の水準で民
主党に票が動いているにもかかわらず、そしてこの深
刻な経済危機の最中にもかかわらず、20%以上共和
党が得票を伸ばしている。これは、主として白人が居
住する農村部のカウンティである。有権者の90%以
上が白人であるテネシー州やアーカンソー州のカウン
ティにおける投票率は、全国的に共和党支持者の棄権
が伝えられる中で、4年前とほとんど変わっていない。
このような特異な動きを見せているカウンティこそ、
オバマの人種にもっとも強く、否定的に反応した地域
かもしれない。ただし、これらの州はいずれにしろ共
和党が圧倒的に強い地域であるために、勝敗にはあま
り影響を与えていない。そのように考えると、オバマ
の人種が彼に不利に働いた部分はかなり小さいのかも
しれない。

Ⅳ. 終わりに

　オバマが白人に、とくに若者や学歴の高い白人に強
く支持された理由の一つは、ジェシー・ジャクソンの
ようなそれまでの黒人指導者と違い、黒人に特殊な政
策要求をほとんど掲げず、アメリカの夢を語ったから
であろう。そして分断されたアメリカを団結させるこ

とを誓い、彼を当選されることそれ自体がアメリカを
変えることだ、歴史を作ることだと多くの有権者に感
じさせた。とくに夢を見たい人がオバマを熱心に支持
した。それに対して、ブルーカラー層のように、生活
が苦しく、それこそ三度の食事の心配をせざるを得な
い人々は、クリントンを支持した。
　クリントンが民主党内の指名争いでオバマに敗北し
たのは、緒戦における油断、とくに党員集会について
の理解の弱さ、圧倒的な強さを徹底的に誇示する「必
然性戦略」などが原因であったように思われる。女性
であったことによるハンディは存在したが、それほど
大きなものではなかったであろう。いずれにせよ、オ
バマがこれほど多くの人を鼓舞し、感動させることを
予想するのは困難であった。後知恵として振り返ると、
彼女もオバマに対抗して、経験と能力を強調する現職
大統領のような選挙戦でなく、女性に対する差別と偏
見が根強い時期から苦労して働き、妻として夫を支え、
母として娘を育て、同時に働く女性の先陣を切って戦
ってきた経歴をより前面に出し、より社会運動的な選
挙戦を組み立てていれば、もう少し多くの感動を与え、
多くの人を鼓舞する候補者となっていたかもしれない。
むろん、このあたりはすべて推測の域を出ない。

＊ 本稿は2009年1月9日の東北大学GCOE研究会での報告をもとに
しており、若干の表現の修正を例外として、日本学術会議編『学
術の動向』2009年3月号掲載の拙稿をそのまま転載したものである。
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民主党予備選挙におけるオバマの人種とクリントンの性

オバマがアフリカ系アメリカ人で
あることは彼にとって（％）

クリントンが女性であることは
彼女にとって（％）

回答数
プラス マイナス どちらで

もない プラス マイナス どちらで
もない

合　　計 22 14 57 24 20 51 1242

共 和 党 支 持 者 21 13 57 20 17 56 352

民 主 党 支 持 者 21 18 56 24 27 45 444

無 所 属 24 11 58 27 14 55 415

男 　 性 24 14 56 23 15 57 578

女 　 性 20 14 58 24 24 46 664

白 　 人 21 14 59 22 21 53 1042

黒 　 人 31 19 42 40 15 40 105

18　－　34　歳 29 12 51 31 18 47 135

35　－　49　歳 21 14 61 25 18 54 316

50　－　64　歳 23 15 57 21 23 50 401

65　歳　以　上 14 14 60 18 20 53 364

大 学 卒 25 16 54 22 21 52 476

若干の大学教育 24 10 59 31 15 49 348

高校卒及びそれ以下 18 15 58 21 21 52 413

有権者登録をした人に対する調査。

McCain's Negatives Mostly Political, Obama's More Personal （May 29, 2008）
http://people-press.org/report/?pageid=1319より引用
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第２部［自由投稿論文］
農村部における外国人配偶者と地域社会　農村部における外国人配偶者と地域社会　̶山形県戸沢村を事例として山形県戸沢村を事例として̶
　安藤　純子安藤　純子

男女共学・男女別学をめぐる議論の課題と展望男女共学・男女別学をめぐる議論の課題と展望
―教育目的・内容を構築する視点としての「ジェンダー」に注目して教育目的・内容を構築する視点としての「ジェンダー」に注目して―
　尾崎　博美尾崎　博美

カナダ憲法における平等権と性的指向問題の連関性カナダ憲法における平等権と性的指向問題の連関性
　河北　洋介河北　洋介

グアンタナモの拷問被害者による損害賠償請求事件グアンタナモの拷問被害者による損害賠償請求事件
―「対テロ戦争」における「他者」の排斥と国際人権法の枠組「対テロ戦争」における「他者」の排斥と国際人権法の枠組―
　木村　元木村　元

紛争解決制度としての世界銀行インスペクション・パネル紛争解決制度としての世界銀行インスペクション・パネル
―世界銀行融資をめぐる紛争の解決に関する一考察世界銀行融資をめぐる紛争の解決に関する一考察―
　佐俣　紀仁佐俣　紀仁

性同一性障害者特例法をめぐる現代的状況　性同一性障害者特例法をめぐる現代的状況　―政治学の視点から政治学の視点から―
　竹田　香織竹田　香織

19 世紀後半から 20世紀初頭までの国民的一体性とチェコ政党政治19世紀後半から 20世紀初頭までの国民的一体性とチェコ政党政治
 　 　中根　一貴中根　一貴

環境問題の視点からみた中国における都市と農村の地域格差環境問題の視点からみた中国における都市と農村の地域格差
―水環境汚染防止法制度を中心に水環境汚染防止法制度を中心に―
　バインジリガラバインジリガラ

Affirmative Action と能力主義Affirmative Action と能力主義
　茂木　洋平茂木　洋平


