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20181108「民主が下院奪還 米政治の混迷にどう備えるか」（読売新聞社説）           

トランプ米大統領の独善的な政権運営に対し、歯止めを求める民意が示されたと言えよう。米国政治

の更なる混迷を想定し、日本は戦略的に対処すべきである。 

 米中間選挙で、上院は与党・共和党が過半数を維持する一方、下院は野党・民主党が８年ぶりに

多数派を奪還した。 

 上院と下院で多数派が異なる「ねじれ」議会が生じる。 

 トランプ氏は、環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）などの多国間合意から次々と離脱し、「米国第

一」主義を掲げてきた。 

 新議員の任期が始まる来年１月以降は、予算案や法案の可決に民主党の協力が不可欠だ。「トラ

ンプ流」の停滞は避けられまい。 

 ２０１６年大統領選の「ロシア疑惑」を巡り、民主党は下院審議で政権関係者を召喚し、疑惑追

及を強めていくだろう。場合によっては、大統領の罪を問う「弾劾」に持ち込む可能性もある。 

 選挙戦で、民主党は女性候補を多数擁立し、女性や若者の投票率アップを狙った。人種差別や移

民排斥、女性軽視とみなされるトランプ氏の問題発言に焦点を当て、批判票を集める戦略が、一定の

成果を上げたと言える。 

 一方で、左派色が強まったことにより、党の結束維持という課題も抱えることになった。 

 共和党は、トランプ氏を熱狂的に支持する白人保守層を固め、上院の優位は保った。大型減税によ

る好景気や移民への強硬策に対する評価は高いが、党の支持基盤の農家や産業界には、対中貿易

摩擦による悪影響に懸念も広がる。 

 極端な政策を止められず、トランプ人気に頼る党の現状は、見直しを迫られよう。２０年大統領選で

再選を目指すトランプ氏の戦略を無条件で支援できるのか。 

 選挙で露呈した米国の亀裂は極めて深刻である。分断修復でも政策実行でも、共和・民主両党の

議会幹部が歩み寄り、トランプ氏に妥協を促すことが欠かせない。 

 問題は、厳しい審判にもかかわらず、トランプ氏が過激な路線を加速する公算が大きいことだ。 



 議会を無視して大統領令を乱発し、公約を実現する。民主党や主流派メディアへの敵視を強め、閉

塞感を増大させる。貿易交渉で各国に身勝手な要求を突きつけ、同盟国には負担増を迫る。こうした

事態への警戒が必要だ。 

 日本は、トランプ政権の出方を注視しながら、同盟関係の堅持と、日米双方の利益となる通商関係

の構築を図らねばならない。 

 

20181108「米中間選挙  民主主義を立て直せ」(朝日新聞社説) 

 異様な選挙だった。罵倒とウソが乱れ飛び、人びとの憎悪と恐怖心をあおる。全国民を代表するはず

の大統領が、敵と味方に国を裂く張本人だった。 

 米国の分断は、いっそう深まっている。６日に投開票された中間選挙の経過と結果は、その深刻さを

浮き彫りにした。 

 この国の政治は引き続き視界不良のままだろう。日本を含む国際社会は、その認識のもとで対米関

係と世界秩序を守る方策を考えねばなるまい。 

 トランプ氏への審判は、明白な勝敗にならなかった。議会の下院を野党民主党が奪ったが、上院は共

和党が有力対立候補も破って過半数を守った。 

 もともと中間選挙は、政権与党が議席を減らす傾向がある。それを考えれば、２年前の大統領選で

世界を驚かせた「トランプ現象」は、なお一定の勢いを保っているといえるだろう。 

 両院の分断は、ますます政治の機能不全を招くはずだ。果てしない政争の敗者は、ほかならぬ国民で

ある。今は好調とはいえ米国経済は、妥協を見いだせない政治が慢性的な懸念材料と市場から目され

ている。 

 この選挙を機に米国議会は、大統領への監視と抑制を働かせる重責を取り戻すべきだ。 

 まずは共和党である。この２年間、議会や司法への侮蔑的な言動も重ねた大統領に迎合してきた。

伝統的な同盟・友好国との絆や、自由貿易を重んじた党の理念はどこへ行ったのか。 

 民主党の責任も重い。中間層から脱落する労働者層に向き合う努力をどれほど積んだか。ＬＧＢＴ

問題や銃規制など、リベラルへの期待を政治に取り入れる回路をどれだけ広げたか。 

 問われているのは、米国が世界に自負してきたはずの多様な民主主義の再建である。 

 今回の選挙での救いは、若者を中心に投票率が上がったと見られることだ。４年前に比べて期日前

投票が大幅に増えたのは国民の危機感の表れだろう。 

 米国政治の関心は今後一気に２年後の大統領選へ移る。健全な論議を通じて、国民が草の根レ

ベルから民主主義の復元力を発揮するよう期待したい。 
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 トランプ氏は再選をめざし、なりふり構わぬ「米国第一」に走るだろう。北朝鮮の核問題や中国との貿

易摩擦、日本との貿易交渉などで、無原則な主張を振り回すかもしれない。 

 米国が不確実さを深める今、日欧など主要国は視野と思考を広げて連携強化の道を探るべきだ。米

国がやがて指導的立場に戻る日が来るのか、残念ながら誰にも見通せないのだから。 

 

20181108『米中間選挙とトランプ政権 「憎悪の政治」に終止符を』（毎日新聞社説） 

憎しみや対立をあおり、時に暴走とも独走とも映るトランプ米大統領の政治に、女性たちが敢然と

「待った」をかけたように映る。 

 米国の中間選挙は上院で共和党が過半数を保つ一方、下院は民主党が過半数を奪還し、政権

与党の共和党が上下両院を握る構図は崩れた。 

 大きな揺り返しである。その原動力となったのは、トランプ政治に対する女性たちの疑問と怒りだろう。 

 中間選挙に出馬した女性候補者は上下両院で計２５０人を超え、過去最多を更新した。下院

で当選した女性候補の圧倒的多数は民主党だ。 

 その中には先住民とイスラム教徒も含まれる。先住民やイスラム教徒の女性が下院議員になるのは

初めてで、イスラム蔑視や女性差別が指摘されるトランプ氏への反発が追い風になった。 

 米ＣＮＮなどの世論調査によると、両党に対する男性の支持はほぼ拮抗（きっこう）するが、女性

では約６割が民主党を支持した。学校での乱射事件を受けて銃規制を訴える若者たちが、規制反

対の共和党候補を批判する動きもあった。 

 米国社会では、セクハラを告発する「＃ＭｅＴоо」運動が高まっている。女性たちは、「米国第一」

主義を掲げるトランプ氏の政治が、少数者差別や白人至上主義、男性中心主義に通じることに、い

ち早く気付いたのではなかろうか。 

 とはいえトランプ与党の敗北とも言いがたい。上院は共和党が議席を伸ばす勢いだ。定数（１０

０）の３分の１ずつ改選される上院選で、今回４０人以上の共和党議員が非改選だったのは確か

に有利だった。 

 だが、４年の大統領任期の真ん中で行われる中間選挙は与党に厳しい審判が下るのが常だ。好調

な経済下での「とてつもない成功」（トランプ氏）とは言えないが、痛み分けとも見える上下両院の「ね

じれ」は民意の分断を象徴している。 

 この選挙は、中米からの移民希望者の列（キャラバン）が米国に押し寄せる中で行われた。トランプ

氏は「侵略」という言葉を使ってキャラバンを警戒し、軍を国境地帯に派遣する異例の措置を取った。 

 これが保守層の結束を促したのは間違いないが、一方では移民をテーマに政権・共和党側が作成し

た選挙広告が「人種差別的」との批判を浴び、政権寄りのメディアも放映を見合わせた。軍派遣への

「過剰反応」批判も含めて、行き過ぎがクローズアップされたのは、トランプ氏にとって誤算だったはずであ

る。 

 移民への対応は欧米に共通する難しい問題であり、移民希望者を力ずくで追い返せば片付くわけで

はない。トランプ氏の言動が人種差別的な傾向を帯び、移民社会でもある米国の精神と真っ向から

対立していることを憂慮せざるを得ない。 
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 今後、トランプ氏の議会対策が難しくなるのは間違いない。ロシアとの癒着疑惑などに関するモラー特

別検察官の捜査によっては、下院で大統領弾劾の動きも出てこよう。疑惑解明に向けた民主党の議

会活動も活発化するだろう。共和党主導の下院とは事情が全く異なるはずだ。 

 ２０２０年大統領選での再選をめざすトランプ氏には望ましくない状況である。心配は二つある。 

 一つはオバマ前政権時に見られたように、大統領と議会の対立で「決められない政治」が続くこと、も

う一つはトランプ氏が業を煮やし、議会の同意を要しない大統領令を乱発して強引な措置を取ること

だ。 

 その場合、対外政策が中心になりそうだが、政権の実績を上げようとして日本を含む友好国に無理

難題を押し付けたり、スタンドプレーに走ったりすることも懸念される。 

 特に心配なのが北朝鮮への対応だ。中間選挙の結果を見て北朝鮮が対米姿勢を微妙に変えるこ

とも予想される。場当たり的とも言われるトランプ氏は、くれぐれも軽はずみな対応をしないでほしい。 

 今の世界では「ミニ・トランプ」とも言うべき強権型の指導者が増えている。だが、国際協調に背を向

けて自国の利益を強引に追求する政治スタイルの限界は、今回の中間選挙ではっきり見えたのではな

いか。 

 意外性を政権の求心力に利用する傾向があるトランプ氏はこの際、協調重視の新しい政治スタイル

を模索してはどうか。対立をいとわず憎しみをテコとするような政治は、もともと超大国に似合わない。 

 

米下院の区割り、特徴は？ 「ゲリマンダー」 意図的な線引き可能＝回答・鈴木一生 

 なるほドリ 

 米中間選挙で上院（じょういん）は州全体（ぜんたい）が一つの選挙区だよね。下院（かいん）

はどうなっているの？ 

 記者 

 州人口に比例（ひれい）して議席（ぎせき）が割り当てられます。アラスカ州は１議席ですが、カリ

フォルニア州は５３議席あります。複数議席がある州では「区割（くわ）り」の必要があります。知事ら

が自分たちの政党に有利（ゆうり）になるように意図的（いとてき）に境界（きょうかい）を引く「ゲリ

マンダー」が問題となっています。 

 

20181108「米国の分断を鮮明にした中間選挙」（日経新聞社説） 

米トランプ政権への初の審判となる中間選挙は、与党の共和党が連邦議会の上院の多数を維持

する一方、下院は過半数を失う結果となった。大統領の強引な政治手法への支持と批判が交錯し、

民意が分断された現在の米国の姿を浮き彫りにした格好だ。 上下院の多数党が異なるねじれ議会

になったことで、トランプ大統領は政権運営にかなり苦労しそうだ。視線を内政からそらすために、外交

でさらなる奇手に出るかもしれない。日本としても、しっかり身構えておく必要がある。 根強いトランプ人

気 大統領選の合間の年にある中間選挙への米国民の注目度は、さほど高くないのがふつうだ。投票

率も大統領選より 20 ポイント程度低いことが多い。ところが、今回は期日前の投票者数が過去最多

となるなど有権者が高い関心を示した。 異形ともいえる大統領を生んだ 2年前の民意は本心だった



のか、それとも単なる弾みだったのか。それを米国民が今度こそ明確にしようとしたからだ。米メディアの

世論調査では、争点として「医療保険」と並んで「トランプ」を挙げる人が多かった。 その選挙結果をど

う読むか。下院の主導権を失ったのは、トランプ大統領にとって、たしかに痛手だ。とはいえ、歴代大統

領の多くがバラ色の公約をあまり実現できず、最初の中間選挙で大敗したことを考えると、負けをかなり

食い止めたといってよい。 共和党は上院選ではペンス副大統領の地元インディアナ州などで議席を奪

い返した。現職が苦戦したテキサス州でも競り勝った。野党の民主党は左派寄りの現職らが楽勝した

ものの、党の将来を担えそうな新人による番狂わせ劇は生み出せなかった。 全体としてみると、共和

党地盤におけるトランプ人気の根強さを印象付けたといってよい。本人はツイッターで「今夜は大成功

だ」とつぶやいたが、本音だろう。2年後の大統領選でトランプ再選が実現するかどうかを現時点で判

断するのは難しいが、少なくとも「トランプ的な民意」が米国でかなり中長期的に続くことを世界は覚悟

せざるを得ない。 2016年の英国民投票での欧州連合（EU）離脱の可決と、米大統領選のトラ

ンプ勝利は、世界にポピュリズムの旋風を巻き起こし、各国にミニ・トランプを生んだ。ドイツのメルケル政

権の最近の動揺にみられるように、国際秩序は混迷を深めている。 その勢いにどうやって歯止めをかけ

るのか。トランプ大統領と個人的な信頼関係を築いた安倍晋三首相が果たすべき役割は相当に大き

い。同盟国にまで平気でけんか腰で臨むトランプ流の外交術は、世界の平和と安定だけでなく、米国

そのものの安全保障力まで損なっていることを、繰り返し説くことが大事である。 中間選挙の結果は、

米国の経済政策にも影響しそうだ。トランプ大統領は昨年の法人税の大幅減税に続く追加減税を目

指すが、民主党多数となった下院で法案を通すのは容易ではない。 民主党が政府債務の借り入れ

上限の引き上げなどで抵抗路線をとれば、かつてのねじれ議会のときのように、連邦政府の一部閉鎖

などの混乱が起きかねない。 議会と対話できるか ただ、大統領選で公約した大規模なインフラ投資

については、民主党内にも支持する声がある。議会を悪者に仕立てて自身への支持を得ようとする手

法をトランプ大統領が改め、対話重視に動けば、実現する可能性もある。 大統領選再選に向けてト

ランプ大統領は米景気が落ち込まないように、景気刺激策も続けようとするだろう。財政赤字の拡大

が続くおそれがある。 トランプ政権が進める米国第一主義の通商政策も大きな変更はなさそうだ。 

労働組合を支持基盤とする民主党は伝統的に保護貿易を唱える勢力が強い。トランプ政権が進める

制裁関税を加速させた場合でも強く反対しないとみられる。 かつては自由貿易支持派が多かった共

和党もトランプ氏の影響力が強まり、保護主義反対の声は小さくなりつつある。大統領再選もにらみ、

トランプ氏の強硬な貿易政策、特に中国との対決姿勢は変わりそうもない。 問題はその火の粉を、日

本など同盟国にも振りまくかもしれないことだ。安倍政権は TAG（物品貿易協定）や為替条項など

を巡り、トランプ政権に一方的に押し込まれることがないようにしなくてはならない。 

20181108「国民統合の価値を悟れ 中間選挙とトランプ氏」（中日新聞社説） 

トランプ大統領に厳しい審判である。中間選挙は排他的なトランプ流の限界を示した。万人のため

の大統領に変身し、社会融和を図るべきだ。 

 南部ジョージア州で高校の総代に選ばれた黒人女生徒が、知事公邸での祝賀会に招かれた。車を

持っていないので、女生徒と付き添いの親はバスで公邸を訪れた。それを見て警備員は「あなたたちが

来るところではない」と門前払いしようとした。女生徒が語る一九九〇年代初めのエピソードだ。 女性



らがうねり起こす 

 そんな差別と偏見を味わった女生徒が、連邦議会選と同時に行われたジョージア州知事選で大接

戦を演じた。民主党のステイシー・エイブラムスさん（４４）だ。ジョージア州は共和党の地盤、いわゆ

る「レッドステート（赤い州）」。六〇年代は人種差別撤廃を求める公民権運動が燃え盛った地だ。

当選すれば米国史上初の黒人女性知事の誕生である。 

 エイブラムスさんは共和党支持層に訴えることはしなかった。それよりも従来の民主党支持票を掘り起

こすとともに、黒人やヒスパニック（中南米系）のマイノリティー（少数派）票の開拓に努めた。民主

党支持の多いマイノリティーだが投票率が低い。投票に必要な有権者登録をしていない人も多い。投

票に行ってもらえたら勝算は生まれる、と懸けた。 

 過去の中間選挙の投票率は平均で４０％前後だが、今回は大幅に増えるのは確実だ。 

 マイノリティーと若者が投票に行くかどうかが、中間選挙の大きな焦点だった。民主党が下院で多数を

占めたのは、この二者の投票行動によるところも大きい。 

 政治の担い手になろうと立候補した女性も急増した。米ラトガース大学の「米国女性と政治センタ

ー」によると、上院選には二十二人、下院選には二百三十五人の女性が出馬し、ともに過去最多。

民主党が両院で七割以上を占めた。トランプ政治への危機感がばねになった。 

 前向きな面ばかりではない。より鮮明になったのは、社会分断の底知れない深さである。 

 共和党はより保守化し、民主党は一層リベラルに傾いた。両極化につれて、考え方や価値観の異な

る者を理解しようともしない傾向が強まった。 

 エイブラムスさんのように、対立する政党の支持者の取り込みを、はなから期待しない選挙戦術の背

後にはこんな現実がある。 あおられる憎悪と対立 

 だが、政治は本来、立場の違う者を説得して幅広い合意形成を目指すのが望ましい。聞く耳持たな

い姿勢では、激しい党派対立に明け暮れるだけになってしまう。 

 分断はイデオロギーだけではない。信仰や人種などにも及ぶ。対立や憎悪をあおり、偏見を解き放っ

たのはトランプ氏である。 

 十月にペンシルベニア州のユダヤ教会堂で起きた銃乱射事件は、憎悪犯罪（ヘイトクライム）の疑

いが濃厚だ。地元のユダヤ教指導者はトランプ氏に公開書簡を送り「犯行はあなたの直接的な影響が

頂点に達したものだ」と断罪。差別をやめない限り、現地への弔問は控えてほしいと求めた。書簡には

八万を超える人が署名した。 

 ところで、議会に「ねじれ」が起きることは、トランプ氏へのブレーキになる。立法権を持つ議会の権限

は強い。予算も大統領は予算教書として方針を議会に示すが、編成権を握る議会がこれに従う義務

はない。トランプ氏に必要なのは議会との対話である。 

 トランプ氏が最も神経をとがらせるのは、下院が過半数の賛成で大統領を弾劾訴追できることだろ

う。大統領選へのロシアの介入にトランプ陣営も結託していたという「ロシアゲート疑惑」の捜査は続い

ている。 

 大統領就任以来、支持者受けする政策を繰り出し、支持固めを図ってきたのがトランプ氏だ。おかげ

で支持率は四割ほどと低いものの安定はしている。だが、今回のように投票率が高くなれば、支持層だ



けでは追いつけない可能性がでてくる。 

 分断は社会の緊張を強め、エネルギーをいたずらに消耗する。悪くすると国は自壊に至る。指導者は

国民統合の先導者であるはずだ。トランプ氏は異なる意見に耳を傾けなくてはならない。 米第一主義

の旗降ろせ 

 一方、日本を含む国際社会は中間選挙を機に、米国第一主義の旗を降ろして責任ある行動をとる

よう、トランプ氏に働き掛けを強めるべきだ。 

 不毛な貿易戦争をやめ、地球温暖化対策の国際的枠組み「パリ協定」や環太平洋連携協定

（ＴＰＰ）からの離脱を再考することが、米国ばかりかトランプ氏自身のためになることを粘り強く説い

てほしい。    

 

20181108「米中間選挙 分断から融和へ転換を」（北海道新聞社説） 

「米国第一」を掲げ、国内外で物議を醸してきたトランプ政治に、米国民は厳しい審判を下した。 

 米中間選挙は、野党民主党が下院で８年ぶりに過半数を制した。上院は与党共和党が多数を維

持したが、上下院のねじれが生じた。 

 トランプ大統領は苦しい政権運営を強いられる。 

 トランプ氏が大統領に就任してから２年弱。都合の悪い事実は「フェイク（偽）」と断じ、女性蔑

視、人種差別発言で憎悪や不安をあおり、保守派の票を固めてきた。 

 全議席が改選される下院での敗北は、こうした手法の限界を示している。 

 トランプ氏は自身への信任投票とも言える選挙結果を真剣に受け止め、分断から融和に向かう転

機とすべきだ。 

 今回の中間選挙は若者や女性らの関心を集め、期日前投票が大幅に増えた。現状への不満が高

投票率につながったとみられる。 

 これに対して、トランプ氏は強硬策で応じた。最終盤には中南米諸国から米国を目指す移民集団を

「犯罪者」と決めつけ、軍を派遣する考えを表明したが、反トランプの波は乗り越えられなかった。 

 対外政策でも「強い米国」をアピールし、国内産業を守るために中国との「貿易戦争」に入った。旧ソ

連時代に結んだ中距離核戦力（ＩＮＦ）廃棄条約も破棄する。 

 キリスト教右派の票を当てにしイラン核合意からも離脱した。エルサレムをイスラエルの首都と認定し

て、米大使館を移転させた。 

 しかし、保護主義的な経済政策は米国経済にも影を落とし、独善的な外交政策は国際社会から

の孤立を招いている。 

 北朝鮮との間で史上初めての米朝首脳会談を開催したことを成果として誇っているが、なお北朝鮮

の非核化が実現する見通しは立っていない。 

 トランプ氏が続けてきた中間選挙向けの戦略は思うような結果につながったとは言えない。 

 改選後の下院は過半数の賛成で大統領を裁く弾劾手続きを開始できる。ロシア疑惑捜査も絡み、

政局が緊迫する可能性がある。 

 懸念されるのは、トランプ氏が２０２０年の次期大統領選での再選を目指し、内政の停滞を外交



で挽回しようと、さらなる強硬策に出ることだ。 

 自身の支持層のためだけに政策を推進すれば、米国社会、世界の分断は深まるばかりである。上院

の優位を過信することなく、方向転換するのが賢明な選択だ。 

 

20181108『米下院で民主多数 「米国第一」に歯止めを』（琉球新報社説） 

米中間選挙はトランプ大統領にとって厳しい結果になった。トランプ氏を支える共和党は上院で過

半数を維持したものの、下院は野党民主党が８年ぶりに多数派を奪還した。政権に対する反感が投

票行動に表れたといえる。トランプ氏は猛省すべきだ。 

 大統領選の２年後に行われる連邦議会上下両院選、州知事選などを総称して中間選挙と呼ぶ。

４年に１度の大統領選の中間年に実施されるからだ。時の政権に対する審判の場と位置付けられて

いる。 

 改選前の議席は上院（定数１００）が共和党 51、民主党 49、下院（定数４３５）が共和

党２３５、民主党１９３、欠員７で、両院とも共和党が多数を占めていた。 

 下院の任期は２年で改選は全議席。任期６年の上院は２年ごとに３分の１が改選される仕組み

だ。今回は補選を加えた 35議席が争われた。 

 トランプ氏は選挙戦で精力的に遊説し、主として好調な経済と不法移民対策をアピールしてきた。オ

ハイオ州での演説では「犯罪が増えてほしいなら民主党に、安全が欲しいなら共和党に投票を」と呼び

掛けている。都合に合わせて状況を単純化し二者択一を迫るのもトランプ流だ。 

 これに対し民主党のオバマ前大統領らは、トランプ政権が米国社会の分断を拡大させたと批判して

きた。 

 下院で少数与党に転落したことで、トランプ氏は難しい政権運営を迫られる。民主党の協力が得ら

れず法案や予算の審議が滞る局面も予想される。メキシコ国境の壁建設や追加減税などが焦点とな

るが、２０２０年の大統領選挙に向けて内政面では実績をつくりにくくなるはずだ。 

 その反動で対外政策に成果を求め、対日貿易赤字の削減で日本への要求を一段と強める可能性

がある。「米国第一」主義をエスカレートさせるのではないか。 

 16年の大統領選で民主党候補のクリントン氏の陣営がサイバー攻撃を受けた。ロシアが関与したと

みられる。トランプ陣営がロシアと共謀した疑いがあり、政権から独立した特別検察官が捜査中だ。 

 大統領の弾劾手続きは下院の過半数の賛成があれば開始できる。ロシア疑惑を議会で追及する

動きが具体化することも考えられる。 

 トランプ氏は、政権を批判するメディアを「フェイク（偽）ニュース」「国民の敵」と攻撃するなど、乱暴

な言動が目立つ。見識も品格も感じられないが、根強い支持層がいる。 

 多くのスキャンダルを抱えながらも世論調査で一定程度の支持率を維持している点は、日本の政権

とも共通する。 

 上下両院で多数派が異なる議会のねじれは、米国政治を停滞させるかもしれないが、チェック機能

は強化される。 



 民主党が、トランプ政権の行きすぎた「米国第一」主義と排外主義的な政策に歯止めをかけることを

期待したい。 

 

20181108「米中間選挙 トランプ政治にノー」（茨城新聞社説） 

トランプ米大統領の分断を深める統治スタイルに多くの国民がノーを突きつけた。上院は改選議席

の関係でもともと有利な共和党が多数派を維持したものの、より民意が反映される下院では民主党が

8年ぶりに多数派を奪還した。この選挙が示すものは、トランプ氏の政権基盤の弱体化と、米国が世

界のリーダーとして復活するのか、それとも国際社会に背を向け続けるのか、依然混乱が続くという現実

だ。 

国際社会は引き続き米国の指導力に期待できない。日本はトランプ氏に引きずられることなく、自由

貿易、国際主義、平和主義など日本の原則を米国に向かって主張し続ける必要がある。 

トランプ氏への審判となったこの中間選挙には、事前投票者が激増するなど国民は切実な関心を寄せ

た。各界で明らかになったセクハラ問題を受けた女性の意識の高まりやミレニアルと呼ばれる若者世代

のかつてない参加が原因と指摘される。移民や人種・民族問題を道具としたトランプ氏の分断戦略へ

の不満が浮き彫りになった。 

トランプ氏の分断戦略は徹底していた。中間選挙で大統領は熱心な肩入れを控えるのが慣例だが、

トランプ氏は頻繁に激戦州を訪れ、移民の恐怖をあおることで、共和党への投票を求めた。好調な経

済を訴えるよう共和党有力者に促されたが、「経済はつまらない」と拒否し移民に固執した。 

国民投票で英国が欧州連合(EU)離脱を決めたのも、ドイツのメルケル首相が政界引退表明に追い

込まれたのも、流入する移民・難民への不安が背景にある。トランプ氏は経済という国の強さよりも、移

民への恐怖と憎悪という国民心理の弱さにつけ込んだ。 

典型的なポピュリズム(大衆迎合主義)の手法だが、移民問題を解決する具体策が示されない限り

は、多くの有権者がトランプ氏と共和党を支持し続ける。移民や経済格差、医療保険問題など困難

な課題には、分断を癒やし国家を挙げて政策をつくることが求められるが、今の米国にはそうした雰囲

気がない。 

選挙戦でもう一つ目立ったのはトランプ氏の演説での虚偽の多さだ。米国に向かう中南米系移民の波

には中東の人々が含まれている、民主党は医療保険受益者から権利を奪う、自分は最も人気のある

大統領の一人だ、などの発言はいずれも事実と異なるが、トランプ氏は気にかけず、米政治の劣化を

印象付けた。 

米国は 2020年大統領選に向けた選挙戦に事実上突入する。トランプ氏は再選に向けて一層の分

断戦略に走るだろう。対抗する民主党は多数派となった下院を拠点に、予算などの法案の成立阻止

に動き、ロシア疑惑やトランプ氏の他のスキャンダルなどの追及で、政策そっちのけで「トランプたたき」にま

い進するとみられる。 

国内の基盤が揺らぎ内政がまひするトランプ氏は外交に活路を見いだす可能性がある。だが中国との

貿易戦争や北朝鮮の非核化問題、ロシアとの核軍拡競争の兆しなど、米国の外交は難航しており、

成果をすぐに生み出せる状況ではない。 



トランプ氏は強さや成果をアピールするために、緊張をエスカレートさせたり、性急に合意したりする短絡

的な政策に出る懸念がある。今まで以上の粘り強い対米説得が日本の役割だ。 


