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アメリカ大統領選挙
こんにちは。
アメリカ大統領選挙の取材に行ってきました。民主主義とは何だろうというのを、以前
から酒井校長にやってくれと言われていたのですが、大統領選挙を題材に民主主義って何
だろうと考えてみるといいと思いました。
まずドナルド・トランプという人がアメリカ大統領に当選という事になりましたが、ど
んな印象、どんな気持ちですか。
（学生）すごい自分以外の人を批判しているような人と思いました。
（どんどん手あげて）
（学生）暴言が多くてイスラム教の人を追放するとか、大げさな事を言っていると思いま
した。
（学生）自分勝手で、暴言を吐いて、アメリカの事考えているのかな？ と思いました。
（学生）自分の意見を押し通そうとして、本当にアメリカを守れるのかと思いました。
（学生）アメリカが壊れると思った。
（学生）選挙の時いいことばかりいって、やることが、変わってきている。
（学生）今の大統領の悪口言ってこの人が大統領で大丈夫なのかと思った。
どうもみんな、あんな人で良いのかと心配だと。いう意見ばかりです。

選挙はまだ終わっていない
実はアメリカ大統領選挙はまだ終わってないのです。知っていますか？

まだ開票を続

けています。ミシガン州では、まだ開票しています。数を数えています。なので、終わっ
ていないのです。
今回の大統領選挙で大統領を選んだと思った人？
選ぶ選挙じゃなかったと思う人？ さあどうぞ。

手をあげて。あれ少ない。大統領を

（学生）この間の選挙は大統領選挙人の選挙。
そうです。この前の選挙は大統領選挙人を選んだのです。アメリカの人は直接、大統領
を選べると思っているでしょう。実際は選挙人を選ぶのです。選挙人が投票するのが 12
月 19 日です。だからまだ大統領選挙は行われていないのです。この前の選挙は選挙人を
選ぶ選挙でした。開票は 1 月 6 日、アメリカ議会で開票します。そこで数の多かった人が
大統領に選ばれます。その人が 1 月 20 日に大統領に就任します。
実は選挙はまだ途中という事です。アメリカ国民はヒラリーさんを大統領にしようと投
票した人の方が多かった。投票前に世論調査でヒラリーさんが勝つと出ていたのは間違い
じゃなかったのです。まだ数えていますが、ヒラリーさんがすでにトランプさんより 180
万票以上リードして、まだ増え続けています。まもなくリードは 200 万票になります。ア
メリカ全体ではそうでも、大統領選挙は州ごとに集計しているので、トランプさんが上で、
大統領になるという風に報道されているのです。
「トランプさんが大統領になるのがイヤだ」と思っている人たちがいっぱいいるので、
12 月 19 日にトランプさんに入れないでと選挙人に働きかけています。毎回、一人か二人
は裏切るのです。今回も何人かが裏切って、ヒラリーさんに投票したら、1 月 6 日に開票
して、びっくり仰天となるかもしれない。だけど、かなり選挙人の数に差があり、相当裏
切らないとひっくり返ることはないので、トランプさんになるだろうと言われています。
選挙人の制度
この選挙人を選ぶという仕組みが面倒くさいのです。

例えばカリフォルニア州では大統領選挙人は 55 人と決まっています。人数は州の人口
に比例しています。実際の投票は選挙人の名前を書くのではなく、ヒラリーさん、トラン
プさんと書く。そして州ごとに集計します。
つまりこの選挙は、どっちが 55 人分を独占できるかという選挙です。カリフォルニア
は 55 人全部「ヒラリーさんに入れます」と言っていた人が選挙人に選ばれた。フロリダ
ではトランプさんが 29 人分と、こうやって数を州ごとに合計していたら、トランプさん
の方が多かった。得票総数はヒラリーさんが多いのですが、州の選挙人の数はトランプさ
んの方が多かったと、こういう状態になりました。
ここまでわかりますか？ 大丈夫？ この仕組みが分からない大学生もいます。
何でこんな事をやるのでしょうか？ アメリカの正式名称わかりますか？ United States
of America（USA）です。ステイツとは何か？ 日本語だと州と訳しています。本来ス
テイツは国家という意味です。
アメリカは国の集まり
アメリカは 50 の国家が集まって 1 つの国になりましょう、外国とお付き合いする時は
1 つの国として行動しましょうと決めている国です。
その USA の大統領は誰がいいか、それぞれの国
（州）
の人たちで決めましょう。カリフォ
ルニア州はヒラリーさんに決めました。フロリダ州はトランプさん、こういう風に州ごと
に大統領選挙人を決めている。アメリカという国はそれぞれの国が集まって USA という
国を作ったという事です。
日本は国の作り方が違うのです。日本という国があって、
その下に各県があるわけです。
アメリカはそうじゃない、それぞれ国が集まって国を作ろうと言って出来た。
国なのでトッ
プがいます。ガバナーといい、日本では知事と訳しています。選挙で選んでいます。議会
も上院と下院の 2 つがあります。それぞれ別々に憲法を持っていて、自由に法律を作る
ことができます。テキサス州では死刑がありますが、死刑を廃止している州もあります。
裁判所も地方、控訴、最高裁判所が、50 のステイツにそれぞれ存在しているのです。
警察もそれぞれの警察と、FBI という全く別の物が存在しています。独自の軍隊も持って
います。日本語では州兵と訳しています。
アメリカはもともとどこの国の植民地でしたか？
（学生）イギリスです。
13 の植民地がそれぞれの軍隊でイギリス軍と戦って独立した。自分達の上にもっと強
い連邦の軍隊ができて不安になった。アメリカという国がそれぞれの州に無理難題を押し
付けてくるのではないか、自分たちの権利が奪われるかもしれない、その時は武器を持っ
て戦おう、軍隊を持ち続けた方がいいと、それが今も続いています。アメリカの軍隊と州
が対立することが過去に本当にありました。今ではさすがに州はアメリカの軍と戦うとい
うような訳はないが、そういう歴史的な背景があって、独立した国だという事です。
アメリカ人というと世界の事をよく知っているように思うが、多くの人は、日本がどこ
にあるかも知らないのです。アメリカの人が、香港でレンタカー借りて、日本にどう行け
ばいいかと聞いた（笑）。日本は中国大陸のどこかにあると思っている。日本と中国の区
別が付いていない人がいるのです。
アメリカは大統領選挙で盛り上がっていたと思っているでしょう？

ニュース専門チャ

ンネルはずっとやっていましたが、普通のテレビ局－ CBC、NBC、ABC、など朝のニュー

スを見ていたら、選挙は、ちょっとやっただけで後
は違う話で、全然盛り上がってないのです。びっく
りでしょう。
アメリカは何でも選挙で決める
ここにワシントン州の投票用紙を持ってきていま
す。選挙のときは州ごとに投票用紙が違います。裏表マークシート方式で、
まず住民投票、
最低賃金（1 時間働けばいくらか、日本も最低賃金は都道府県で決まっています）ワシン
トン州の賃金の引上げ案に賛成か反対か。あるいは州の憲法改正案に賛成か反対かという
のもあります。やっと大統領選挙が出てきます。選挙以外にも色々決めています。
選挙は一番上にヒラリーさんの民主党、トランプさん共和党、社会主義共和党、緑の党、
リバタリアン党……。マークシートで塗り潰します。アメリカの大統領選挙は共和党と民
主党しか出ていないように思いますが、州ごとに、たくさんの人が立候補しています。
ワシントン州の最高裁判所の裁判官も選挙で選んでいます。小選挙区制で立候補してい
る。何が起こるか？ 民主党寄りの裁判官や共和党寄りの裁判官が生まれて、政党よりの
考え方で判決が変わってしまいます。さらに検事総長も選挙で選ばれます。そうすると民
主党寄りの検事総長ができたりする。
どうですか？ 民主主義って素晴らしい？ でも、ここまで行くと？ 何でも選挙で選
ぶ、
検察官や裁判官も選挙で選ぶというのは行き過ぎるととんでもないことになるのでは、
という訳です。そのいい例がトランプ氏です。
暴言を吐く人を大統領にするのは嫌だと思う人が多い一方、ヒラリーさんは人気がなく
嫌われています。トランプさんはいやだけど、ヒラリーさんもいやと、投票に行かなかっ
た人がいっぱいいました。トランプさんに入れたのは、アメリカの中西部、白人の多くの
人達、今まで政治に関心がなかったから、投票に行かなかったが、トランプさんは面白い、
これまでと全く違うアメリカになるのではないかと投票した人が多くいた。
これも民主主義。多数決です。とりあえずアメリカの大統領選挙を題材にして、民主主
義の仕組みをお話ししました。
選挙人制度になった理由
大統領選挙のときに直接名前を書けばいいのにどうして選挙人を選ぶのか？

昔はアメ

リカで読み書きできる人が少なかったから、読み書きできる人に大統領を選んで貰おうと
いうことになった。今は読み書きできる人が増えたけれど、
その仕組みだけが残っている。
投票用紙はマークシート様式で、名前が書いてあって、その中から選びます。日本の選
挙はどんな仕組みですか？
（学生）名前を書きます。
日本の投票用紙に名前は書かれていません。自分で候補者や政党の名前を書きます。世
界広しといえど、こんな所はありません。有権者が自分で書くのは日本だけなのです。
どうしてだと思う？ 日本人はみんな読み書きができるから、あたりまえでしょう。世
界ではまだ読み書きできない人がたくさんいます。読めても書けない人がいるので、アメ
リカでは印刷してあります。これが東南アジアやアフリカでは、投票用紙に名前が印刷し
ていても読めない。それぞれシンボルを持つ、像とかキリン、ライオン、あるいはバラと

かシンボルで投票する。花のマークや動物で投票するやり方をしている国が大変多い。日
本はみんなが自分で書くのだというと世界の人は驚く。みんな読み書きできるからです。
民主主義ってどういうこと？（質疑応答）
さっきの私の話に質問や意見がありますか？ どうぞ。
（学生）なぜまだ決まってないのにデモが起きたのですか？
確かに大統領は決まっていないが、
皆は決まったと思っている。選挙人は決まったから、
このままではトランプさんになるので、それに抗議しています。選挙人達に「トランプさ
んに入れるな、私たちは彼を選んでいない」とこういう抗議をしている。抗議する事がで
きるのも民主主義です。
世界では民主主義でない国、そういう事を認めていない国もいっぱいあります。民主主
義の国は選挙するだけでなくそれに反対だと言える、それも民主主義です。いいですか？
（学生）トランプ氏とクリントン氏以外の他の党は話題に出ないのですか？
リバタリアン党など、得票数が少ない、大統領選挙人一人も取れていないから、ニュー
スにする必要が無いとメディアの人達が思っている。選挙期間中はリバタリアン党や緑の
党の人もテレビに出て、アメリカではやっていましたが、日本では報道されなかった。
（学生）大統領選挙人はこの人に投票しますと言って、変えても罪にならないのですか？
心配になるね。12 月 19 日に選挙人が投票して、票はワシントンに集められて 1 月 6 日
に開票するので、どこの州で誰が裏切ったかわからない、だから罪にならない。
（学生）大統領選挙人を選ぶ方法はいつからできたのですか？
この方法はアメリカができた時から、13 の州が独立した時、大統領どう選ぼうかとなっ
た時から 200 年以上続いています。
（学生）なんで 50 の州を 1 つ 1 つ分けておく必要があるのですか？
そう思うよね。日本は 47 都道府県に分かれているけど、50 の国がアメリカにまとまっ
ている。50 に分けているのではなくて、一緒に行動しましょうといって、アメリカとい
う国ができている。1 つにするのではなく、国が集まっている。なんとなくイメージでき
ますか？ わからないかもしれないが、連邦国家とはそういうものなのです。
（学生）最初の質問でヒラリー氏にならないことに抗議できるし、トランプ氏を選ぶこと
も民主主義と言ったけど、どっちが有力なのですか？
民主主義の本質を突いた、とても良い質問です。どちらも民主主義です。だけどトラン
プ氏いやだ、いやいいと、どっちも意見を戦わせて、けんかになったり、場合によっては
戦争になったりしたら大変です。激しく議論するのは大切だけど、最後にはどこかで結論
を出さないといけない。となると最後は多数決で決めようとなる。ただ大事なのは、じゃ
最初から多数決で決めればいいだろうと決めていくと、これは民主主義なのか？ 選挙で
決まったから、すべての事をこの政党の言う通りにすると皆が思っていたわけではない。
1 つ 1 つの法律について、賛成か反対か、ちゃんと議論してもらい、それを国民が見ていて、
これはおかしいとかいいじゃないかとみんなで考えるのが民主主義。この前の選挙はこの
党だったけど、今度はこっちにしようとか、両方がうまくバランスを取れれば本当の民主
主義の国。決まったことにもおかしいといえるのも民主主義。
世界には色々な国がありますが、大体国の名前に民主主義と入っている国は民主主義で
はない。民主主義の国、入っていますか？

アメリカ合衆国、グレートブリテン及び北ア

イルランド連合王国、フランス共和国、ドイツ連邦共和国、民主と入っていません。ドイ
ツは昔、東と西に分かれていた。ドイツ連邦共和国とドイツ民主共和国です。民主が入っ
ていない方は何を言っても自由でしたが、民主と入っている方は政治の事を言ったら逮捕
されていました。民主主義ではないという事です。
言論の自由、表現の自由が認められているのか、新聞やテレビで政府の非難をしている
どうか。言っても逮捕されないというのは言論の自由があるという事です。
アメリカに入る時はテロリストかもしれないと徹底的に調べられるのですが、アメリカ
から出国する時はパスポートチェックもない。北朝鮮は 2 回行っていますが、入るのも出
るのも大変です。日本は出るのはとても楽です。これも比較するのにいい例です。ＥＵの
国は、いったん入ったら自由に行き来できる。
（学生）アメリカがいくつもの国がくっついてできたように、いろんな国がくっついてで
きた国はありますか？
いい質問です。チェコスロバキアという国が、東西冷戦後、言葉が少し違うチェコとス
ロバキアに分かれてしまったのですが、話し合いでけんかすることなく別れました。
第 2 次大戦直後、ユーゴスラビア連邦という国が、セルビア、モンテネグロ、クロアチ
ア、スロベニアとボスニアヘルツェゴビナとマケドニアが一緒になってできました。これ
は言葉も文字も宗教も違う、全く違う国が一緒になった。これはチトウというカリスマ的
な指導者がいて、その人が、うまくまとめていたのですが、チトウが亡くなったあと、全
部バラバラになってしまいました。
（学生）インドっていろんな言葉があるけど、何で分かれたりしないのですか？
その通り、インドのお札は 10 いくつの言葉が書かれています。イギリスの植民地の時、
それぞれ小さな王国がたくさんあった。ガンジーというカリスマ的指導者が、イギリスか
ら独立して自分たちの国を作ろうと言って、インドは 1 つの国になった。色々な言葉があ
るが、バラバラになっては力が無い、インドが 1 つの大きな国として独立すれば強い力を
持てる、と。ガンジーは全部 1 つのインドにしたかったが、インドはヒンズー教が多く、
イスラム教の人達はまとまって、東パキスタンと西パキスタンとして独立しました。東西
パキスタンは言葉も民族も違うので、仲が悪くなって、東パキスタンが西パキスタンから
独立して、バングラデシュという国になりました。日本が、いち早く国と認めました。そ
して日本はアジアで 1 番の先進国だからお手本にした。国旗は赤い丸に地が緑色、日本の
旗に似ています。緑はイスラムのカラーです。女性の首相が日本に来た時、
「日の丸をモ
デルにした」と言ったので、確認が取れました。
（学生）民主主義は誰が決めているのですか？
ある国が民主主義かどうかは基本的に国民が決める事です。大統領が「我が国は民主主
義です」と言って国の名前に民主主義と入れても、民主主義とは言えません。
イギリスのエコノミストという雑誌を出して
いる所が、世界民主主義ランキングというのを
出しています。それを見れば日本はかなり低い
のです。最下位はいつも北朝鮮とエルトリアが
争っている。日本はなぜ低いのか？
その調査機関はざっくりと、民主主義の国と
不十分な民主主義の国と独裁国と分けていま

す。一応日本は民主主義の国だけどあまり高くないのです、なぜか？
（学生）国土が狭いから？
国土が狭いと民主主義じゃないの？ 例えばランキングが高い、ノルウェー、スウェー
デン、フィンランドは国土が日本より狭いです。
（学生）女性の社会進出が進んでいないから
その通り、それも 1 つの理由です。女性の国会議員の数が少ない。民主主義の国は女性
が活躍できる国で、日本は女性が総理大臣になったことがない。ランキングの順位を下げ
ている大きな理由です。
（学生）天皇を象徴とした国だから。
イギリスは女王がいる、スウェーデンは国王がいます。デンマークもノルウェーも国王
がいますが、ランクはずっと上です。言いたいことはわかります。大統領を自分たちで選
ぶ国、共和制じゃないから。でも天皇に強い力がありますか？
（学生）自分の国を民主主義と思っている人が少ないから
なるほど。みんなに聞いてみよう。日本は民主主義と思う人、民主主義じゃないと思う
人。どっちかわからないと思う人。
民主主義じゃないと思う人は少ないけど、よくわからないという人が多かった。
分からないといった人、なぜ？ 理由を言ってみて。
（学生）あまりニュースでそういう問題を見たことがないから、大統領とか決める時みた
いに、色々日本が民主主義を取り上げるのを見ないから。
さっき日本が民主主義かどうかわからないと答えた人が多かった。こういうことを聞く
事ができるのが民主主義です。日本の近くの国ですが、独裁国家で、わかりませんと言っ
たとたん姿を消す。こう言える事自体、民主主義で、とっても大事な事なのです。でも順
位が低い。1 つは女性が進出していない事、それと投票率が低いという事です。
国民が自分たちで政治を変えようという意識を持っていないのではないか、そういう国
は仕組みとしては民主主義だけど、民主主義的考え方を持っていない、というので低いの
です。デンマークは投票率が 80％を切ったことがない。大学生にインタビューしたら「あ
たりまえでしょう」と。学生寮の学生達が投票から帰ってから、自分が入れた人が伸びて
いるか、ワイワイと特番を楽しむのです。自分たちのリーダーを選ぶ、変えることができ
ると思っているから、デンマークは大変住みやすい国で、ランキングが高いのです。
日本は自由に言える、総理の悪口を言っても捕まらない、民主主義の国です。民主主義
だけど十分じゃないところがある。本当の民主主義の順位を上げる事ができるのは君たち
にかかっています。君たちがこれから、どれだけ選挙に行くのか、民主主義かどうか分か
らないと思っていたら、君たちが日本をもっと民主主義の国にすれば良いのです。
君たちが日本を民主主義の国にするという事を考えて下さい。
ありがとうございました。

NPO 法人
子ども大学かわごえ

学長：遠藤克弥

