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おわりに

はじめに
2013年10月、2014会計年度暫定予算法案が連邦議会で成立しなかったことで、
アメリカ連邦政府機関が部分閉鎖に追い込まれた。下院で過半数を占める共和党
議員の多くが、2010年に成立した医療保険制度改革（いわゆるオバマケア） 関連
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の予算を同法案から削除しようと、上院で過半数を占める民主党との妥協を拒ん
だためである1）。ほぼすべての共和党下院議員はオバマケアの施行に反対してい
たものの、政府機関が部分閉鎖に陥るほど多くの議員が妥協を拒んだ理由の一つ
として、ティーパーティー系全国団体（以下、「全国団体」）といわれる保守系団
体が、各議員にオバマケア関連の予算が盛り込まれた暫定予算法案を容認しない
よう強く求めていたことが挙げられる2）。
ティーパーティー（tea party）とは、全米各地での集会やデモンストレーショ
ンを通じて財政面における政府の役割の縮小を訴え、7870億ドル規模の景気対策
や医療保険制度改革など、政府の役割が大きいオバマ政権の政策に反発する草の
根運動である。そして、この運動の理念を連邦議会での議論に反映させようとす
る の が、 フ リ ー ダ ム ワ ー ク ス（FreedomWorks） や 上 院 保 守 基 金（Senate
Conservatives Fund）といった全国団体である。主要な全国団体は、内国歳入庁に

よ る 分 類 で は 非 営 利 団 体 の 一 種 で あ る「 社 会 福 祉 団 体（social welfare
organization）
」に位置付けられているが、具体的な活動としては、会員からの寄

付をもとに、各地での集会の開催や、運動に携わる人材の養成などを行ってい
る3）。また、動員活動や政治活動委員会（PAC）からの献金などを通じて、ティー
パーティーの理念に共鳴する連邦議会選挙の共和党候補への支援も行う。とくに
共和党の予備選挙では、オバマ政権による財政支出の拡大を容認する穏健派の現
職を落選させるべく、保守派の対抗馬を積極的に支援する場合がある4）。そのた
め、共和党議員は全国団体の意向を無視できず、2014年度暫定予算法案の審議で
も多くの共和党議員が非妥協的な態度をとらざるをえなかったとみられる。
しかし、全国団体によって連邦議会選挙に出馬するすべての保守派の共和党候
補が支援されるわけではない。また、全国団体は穏健派現職の落選を目指して、
共和党の予備選挙で保守派の対抗馬を支援するだけではなく、民主党現職が出馬
する選挙区や現職が出馬しない選挙区で立候補する保守派新人候補、さらには現
職として出馬する保守派候補にも支援を行う。つまり、全国団体は様々な共和党
候補の中から支援の対象となる候補者を選びだしているわけだが、それはどのよ
うな意図や目的に基づいてのことなのだろうか。
先行研究では、全国団体が保守派の共和党候補の中から、ある一定の意図や目
的に基づいて支援する候補者を選んでいるという想定はほとんどなされていない。
しかし、2014会計年度暫定予算法案の審議のように、近年の連邦議会では候補者
支援を通じた全国団体の影響力が無視できないものになっていることを考えると、
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全国団体が支援候補者を決める際に重視する要素を明らかにすることは、学術上
の意義を有するといえよう。
本稿では、上の問いに対して、全国団体が財政政策上の争点に対する共和党指
導部の姿勢と議会での共和党の議席数を考慮に入れたうえで、大幅な歳出削減が
達成されやすくなるよう、戦略的に候補者支援を行っているという見方をとる。
そして、次のような仮説を立てる。共和党指導部が財政規律を重視し、徹底的な
歳出削減を追求していれば、全国団体は上下両院での共和党の多数党化を目指し
た候補者支援を行う。一方で、同指導部が歳出削減を強く主張せず、民主党との
妥協による立法を優先するならば、共和党予備選挙で指導部に属する現職に挑む
候補者を重点的に支援することで、立法過程において保守派の意向が取り込まれ
るよう計らう。
以上の仮説の妥当性を検証すべく、本稿では上下両院の共和党指導部が選挙に
先立つ 2 年間に、財政政策上の争点でどのような対応をとっていたかを確認した
うえで、全国団体による候補者支援の全体的な傾向を資金援助額のデータを用い
て明らかにする。また、候補者支援の中でもとりわけ重要な意味をもつと考えら
れる、共和党予備選挙で現職に挑んだ新人候補への支援についても事例ごとに分
析する。
本研究の意義としては次のような点が挙げられる。第一に、分析されることが
少なかった全国団体の候補者支援に研究の焦点を当てた点である。第二に、全国
団体の候補者支援に関する先行研究では候補者への支持表明に関する分析がなさ
れてきたが、本稿では候補者への資金援助額を用いて分析するという独自の手法
をとった点である。第三に、全国団体の候補者支援が歳出削減の実現という目的
のもと、共和党指導部の経済的争点に関わる法案への対応と上下両院の共和党の
議席数を考慮に入れながら、戦略的に行われていることを明らかにした点である。
以下、本稿は次のように構成される。第Ⅰ章では、全国団体の候補者支援に関
する先行研究の内容とその限界を示したうえで、上記の仮説と分析方法について
改めて説明する。第Ⅱ章では、2012年の選挙に向けて全国団体が行った候補者支
援について上述したような分析を行う。第Ⅲ章では、2014年の選挙について同様
に検討する。以上の分析を通じて明らかになったことを結論としてまとめ、本稿
を結ぶ。
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Ⅰ

先行研究と本稿のアプローチ

1

本研究の意義と先行研究

2010年の中間選挙で共和党が大勝したことによって、第112連邦議会の下院で
はジョン・ベイナー（John Boehner）議長を中心とする共和党の多数党指導部が
議事運営の主導権を握った。しかし、ティーパーティー運動に共鳴する保守派の
共和党候補がこの選挙で数多く当選し、党内で存在感をもつようになったため、
共和党指導部は財政関連の法案について彼らの意向を無視できなくなった。また、
全国団体が共和党予備選挙で保守派の新人候補を支援し、オバマ政権による財政
支出の拡大を容認する穏健派の共和党議員を落選させる意向を示したこともあっ
て、保守派以外の共和党下院議員も本会議の採決で非妥協的な姿勢をとるように
なった。その結果、すでに述べたように2014会計年度暫定予算法案の審議では二
大政党の間で期限までに合意に至ることができず、政府機関の一部閉鎖に陥った
のである。さらに2016年度暫定予算法案の審議では、中絶した胎児の臓器を売買
した疑いのある全米家族計画連盟（Planned Parenthood）への助成金の予算計上に
共和党保守派が異を唱え、再び政府機関の一部閉鎖に追い込むことを辞さない姿
勢を示した5）。ベイナーは彼らの反発を抑えるべく、2015年10月限りでの議員辞
職を表明するという事態に至った。
このように、第112連邦議会以降、共和党の保守派議員と彼らを選挙で支援す
る全国団体が、財政関連の法案審議において大きな影響力をもつようになった。
以上をふまえると、第112連邦議会以降におけるティーパーティー運動の影響力
を考えるにあたっては、全国団体と共和党議員の関係に焦点を当てた分析が必要
だと考えられる。とくに、連邦議会選挙に向けた全国団体による候補者支援を分
析することで、ティーパーティー勢力が立法過程に対してどのような影響力を与
えているか、または与えようとしているかの一端を明らかにできると思われる。
先行研究は、全国団体の候補者支援についてどのような分析を行っているだろ
うか。そもそも、ティーパーティー運動については、その登場の経緯から地方で
の活動に注目が集まり、全国団体の活動が取り上げられることは少ない。
そのようななかで、カルポウィッツらは、2008年大統領選挙における共和党の
副大統領候補であり、ティーパーティー運動を代表する人物であるサラ・ペイリ
ン（Sarah Palin） による支持表明の有無と、有力な全国団体であるティーパー
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ティー・エクスプレス（Tea Party Express） による支持表明（endorsement） の有
無が、2010年選挙の共和党候補の得票率に与えた影響を分析している6）。その結
果、支持表明の有無と候補者の本選挙の得票率には相関がないものの、予備選挙
の得票率については、支持表明を受けた候補者の方が、支持表明を受けなかった
候補者よりも高いことが明らかになっている。またベイリーらは、フリーダム
ワークス、ティーパーティー・エクスプレス、ペイリンによる支持表明の有無と、
本選挙で立候補した共和党候補の得票率との関係を分析し、フリーダムワークス
の支持表明について共和党候補の得票率と正の相関があることを明らかにしてい
る7）。
これらの先行研究では、支持表明を通じた全国団体の候補者支援に着目してい
る。しかし、2012年選挙以降、ティーパーティー・エクスプレスを除く全国団体
は、明らかな形で支持表明を行うことが少なくなっている8）。よって、第112連
邦議会以降の全国団体の影響力を分析する際、支持表明の有無を分析対象とする
ことは適切ではない。
また、フォルミサーノは、全国団体が豊富な資金を投じて保守派の共和党候補
を支援していることに着目している9）。このような例として、フォルミサーノは、
2010年中間選挙のネバダ州での上院議員選挙で、多数党院内総務を務める民主党
のリード（Harry Reid）に挑戦した共和党のアングル（Sharron Angle）が、ティー
パーティー・エクスプレスから約100万ドルの資金援助を受けたことを取り上げ
ている。しかし報道では、2014年の選挙に向けて、全国団体が候補者支援に投じ
る資金を減らし、その分を団体の運営に携わるコンサルタントへの報酬や、献金
を呼びかけるダイレクトメールの発送に必要な資金に充てていることが指摘され
ている10）。
つまり、全国団体の候補者支援には様々な形があり、時期によって重点的に行
われる支援の方法が変化しているのである。そのため、先行研究では全国団体が
どのような意図や目的に基づいて候補者支援を行い、それが連邦議会にどのよう
な影響力を与えているのかについて、一定の見解を示すことができていないとい
えよう。
以上のような先行研究の限界をふまえて、次節では、全国団体がどのような行
動原理に基づいて候補者支援を行っているのか、という問いについての仮説を立
てる。
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本稿の仮説

全国団体は、連邦議会選挙での候補者支援を通じて何を目指すのだろうか。全
国団体の理念に親和的な保守派の共和党候補を当選させたいのは当然として、彼
らの究極的な目標は、連邦政府の財政赤字削減である。そのためには、まず共和
党が立法過程において歳出削減を強く求める姿勢をとることが必要だといえる。
よって、全国団体は、上下両院の共和党指導部が財政関連の法案審議でどのよ
うな対応を行うかに強い関心をもつだろう。とくに下院では、多数党である共和
党が下院議長と議事運営委員会の委員長職を占めているため、本会議の審議に付
す法案の取捨選択によって二大政党間で取り組む課題を設定することができる11）。
また、第112議会や第113議会のように下院と上院の多数党が異なる場合、一つの
議案について両院で大きく異なる内容の法案が可決されることがあるが、その場
合には下院議長と上院多数党院内総務によって妥協点が探られる。つまり、第
112議会以降の下院共和党指導部は、下院内の審議だけではなく上院との協議に
おいても大きな影響力をもつため、全国団体は同指導部が歳出削減を強く追求す
ることを望むと考えられる。
一 方、 上 院 に お い て 共 和 党 は 少 数 党 の た め、 院 内 総 務 の マ コ ネ ル（Mitch
McConnell）を中心とする上院共和党指導部が法案審議に与えうる影響力は、下

院共和党指導部と比べると小さい。とはいえ上院では、少数党の議員が長時間に
わたる演説などによって採決を阻む議事妨害を行うことができるため、上院の多
数党指導部は少数党指導部と常に協力しながら議事運営を行わなければならな
い12）。また、ある法案を審議する際に、下院多数党と上院多数党の間で考えの隔
たりが大きく、協議を重ねても両者の妥協が期待できない場合には、初めに上院
の多数党指導部と少数党指導部が妥協案を作成するという方法がとられることが
ある。つまり、上院共和党指導部も立法を行う上で重要な役割を担っており、財
政関連の法案審議では全国団体からの関心が向けられるといえる。
また、全国団体は上下両院での共和党の議席数にも関心を向けると考えられる。
なぜなら、議会では共和党が多数党である方が、民主党が多数党のときと比べて
歳出削減を実現させやすいからである。
では、全国団体は共和党指導部の動きと共和党の議席数を考慮しながら、具体
的にどのような手段で歳出削減を達成しようとするのだろうか。本稿では、全国
団体の支援対象となる共和党候補を以下の六つに分類して仮説の構築を進める。
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①

予備選挙で共和党現職に挑む共和党候補

②

共和党議員が引退した選挙区に出馬する共和党候補13）

③

現職として出馬する共和党候補

④

民主党議員が引退した選挙区に出馬する共和党候補

⑤

民主党現職に挑む共和党候補

⑥

その他の共和党候補（2012年の下院議員選挙のみ）14）
そして、重点的に支援される候補者の類型によって、全国団体のもつ意図は次

のように異なると考えられる。第一に、予備選挙で共和党現職に挑む候補者への
支援に重点が置かれる場合、全国団体は共和党議員の保守化を目指していると推
測される。とくに、全国団体は共和党の予備選挙で保守派の新人候補を支援し、
本会議で中道的な投票行動をとる現職を落選させようとする場合がある。保守派
の新人候補が勝利すれば、単に穏健派議員を 1 名共和党から追い出せるだけでは
なく、他の共和党議員にも全国団体の落選運動の標的にされる不安を与え、本会
議での投票行動の保守化を促すことができるのである。
また、歳出削減が争点となっている政策に関わる委員会の委員長など、共和党
指導部に属する穏健派現職を予備選挙で破ることができれば、財政支出を拡大さ
せるような立法を抑制できるだろう。ただし、現職は新人候補と比べて知名度と
資金力の面で優位に立つため、予備選挙で敗れることは少ない。とりわけ指導部
の議員はそのような優位性が平議員以上に大きく、予備選挙で敗れる可能性は非
常に小さいといえる。しかし、落選運動の標的となった指導部の議員が保守派か
らの批判をかわすために自らの政策的立場を保守化させ、結果として全国団体の
意向に近い立法が行われることも十分に考えられよう。
第二に、共和党議員が引退した選挙区に出馬する候補者や、現職として出馬す
る候補者への支援が重点的に行われる場合、全国団体は共和党の議席数を維持し
ようとする意図をもっていると推定できる。これらの類型の候補者が勝利しても
共和党の議席数が現状より増えるわけではないが、共和党が議席を有している
（いた）選挙区で立候補しているため、これらの共和党候補が当選する可能性は

比較的高い。とくに現職として出馬する共和党候補は、先に述べた現職の優位性
も持つため、再選を果たす見込みが大きいのである。
第三に、民主党現職に挑む共和党候補や、民主党議員引退後の選挙区に出馬す
る共和党候補への支援が積極的に行われる場合、全国団体は共和党の議席数の増
加を期待していると考えられる。この二つの類型の候補者が勝利すれば民主党の
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表1

全国団体が行うと予想される候補者支援についての仮説

指導部

保守派寄り

妥協的

下院（多数党）

上院（少数党）

現職落選運動…弱い

現職落選運動…弱い

→すでに共和党指導部の姿勢が保

→すでに共和党指導部の姿勢が保

守派寄り

守派寄り

議席維持戦略…強い

議席維持戦略…弱い

→下院での共和党多数の維持を目

→少数党が議席数を維持しても立

指す

法過程に変化なし

議席増加戦略…弱い

議席増加戦略…強い

→候補者の当選が難しく支援が無

→上院での共和党の多数党化を目

駄になるリスク

指す

現職落選運動…強い

現職落選運動…強い

→民主党に妥協的な共和党指導部

→民主党に妥協的な共和党指導部

の姿勢に対抗

の姿勢に対抗

議席維持戦略…強い

議席維持戦略…弱い

→下院での共和党多数の維持を目

→少数党が議席数を維持しても立

指す

法過程に変化なし

議席増加戦略…弱い

議席増加戦略…弱い

→候補者の当選が難しく支援が無

→共和党多数でも議事妨害を受け

駄になるリスク

れば指導部が協議

議席を奪うことになり、共和党の議席増につながるからである。
このように、重点的に支援される候補者の類型によって、全国団体の戦略につ
いて異なる解釈ができるのである。よって本稿では、全国団体が共和党指導部の
姿勢と共和党の議席数を考慮しながら積極的に支援する候補者の類型を決めるこ
とで、大幅な歳出削減の達成を目指すと考える。では、この理論に基づくと、第
112議会と第113議会のように下院の多数党と上院の少数党が共和党であるとき、
全国団体は選挙に向けてどのような候補者支援を行うと予想されるだろうか。以
下では、上院の場合と下院の場合に分けて具体的に説明する。この仮説を簡潔に
まとめたものが表 1 である。
現職落選運動…予備選挙で共和党現職に挑む候補者への支援
議席維持戦略…共和党現職＋共和党議員引退後の選挙区に出馬する候補者
議席増加戦略…民主党現職に挑む候補者＋民主党議員引退後の選挙区に出馬する
候補者
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（ 1 ） 下院の共和党指導部と全国団体による候補者支援の関係
第一に取り上げるのは、共和党が多数党の下院において、共和党指導部が歳出
削減を強く推進している場合である。全国団体としては、指導部が保守的な姿勢
を示していることから、下院の立法過程に特段の変化を求める必要はない。その
ため、全国団体は予備選挙で共和党現職に挑む新人候補の支援には重点を置かな
いと考えられる。とくに、委員会の委員長を務めるなど、指導部に属する議員を
予備選挙での落選運動の対象として定め、彼らに保守派の意向を汲ませようとす
る試みはほとんど行われないであろう。その代わりに、全国団体は多数党である
共和党の議席数の維持を意識して、保守派の共和党現職や、共和党議員が引退し
た選挙区に出馬する共和党候補を重点的に支援すると推測される。これによって、
全国団体は歳出削減が実現しやすい共和党多数の状況を継続させようとするので
はないか。
ただし、共和党の議席増を目指して、民主党議員に挑む共和党候補や、民主党
議員が引退した選挙で立候補する候補者を積極的に支援するまでには至らないと
思われる。なぜなら、民主党が押さえていた選挙区で保守派の共和党候補が議席
を獲得するのは容易ではなく、共和党現職や、共和党議員が引退した選挙区に出
馬する共和党候補を支援する場合と比べて、支援に費やしたコストが無駄になる
可能性が高いからである。
第二に、下院共和党指導部が歳出削減を強硬に求めず、民主党との妥協を重視
した姿勢をとった場合を考える。この場合、全国団体にとっては歳出削減を図る
必要があるため、全国団体は共和党の予備選挙で現職に挑む新人候補への支援に
重点を置くと予想される。とくに全国団体は、歳出削減が争点となっている政策
に関わる委員会の委員長など、指導部に属する共和党現職を落選運動の対象とす
ることで、彼らに保守派の意向を汲むよう圧力をかけ、財政支出を拡大させるよ
うな立法を妨げようとするのではないか。
また、共和党指導部が保守派寄りの立場をとる場合と同様に、全国団体は共和
党現職や、共和党議員が引退した選挙区に出馬する共和党候補への支援も積極的
に行うと予想される。なぜなら、下院共和党指導部が歳出削減を追求するように
なったとしても、共和党が下院多数党の座を失えば、第111議会のように民主党
主導のリベラルな財政政策が形成される可能性が高いからである。さらに、予備
選挙で共和党現職を落選に追い込めたとしても、勝利した新人候補が民主党現職
に敗れると、共和党はその選挙区での 1 議席を失うことになる。このようなリス
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クが伴う予備選挙での共和党現職の落選運動を積極的に行うのであれば、共和党
の議席数の維持も念頭に置いた候補者支援を行うのが合理的だといえよう。
（ 2 ） 上院の共和党指導部と全国団体による候補者支援の関係
次は、共和党が少数党である上院の共和党指導部と全国団体による候補者支援
の関係を取り上げる。まずは、上院の共和党指導部が保守派寄りの立場をとり、
財政支出を抑制しようとするケースを検討する。当然ながら、この場合の全国団
体は共和党指導部の姿勢に不満をもたない。そのため、全国団体は予備選挙で指
導部に属する共和党現職を落選運動の対象として、保守派の意向を汲んだ立法を
促すことはしないと考えられる。
では、歳出削減の実現を目指す全国団体にとって、どのような候補者を支援す
るのが合理的だろうか。共和党が少数党である上院では、民主党現職に挑む共和
党候補への支援や、民主党議員が引退した選挙区に出馬する共和党候補への支援
など、民主党の議席を奪うための候補者支援が最も合理的だと考えられる。次の
議会で共和党が上院の多数党になれば、現状以上に保守的な財政関連の立法が可
能になるからである。
最後に、上院共和党指導部が歳出削減を強く追求せず、民主党側に妥協的な姿
勢をとる場合を検討する。この場合の全国団体は下院と同様に、全国団体が関心
を向ける委員会の少数党筆頭議員など、指導部に属する現職を落選運動の対象と
して定め、共和党の予備選挙でその対抗馬を支援するのではないだろうか。共和
党が次の選挙で勝利して上院の多数党となった場合、少数党筆頭議員は委員長職
に就くことになる。しかし、落選運動の対象となった指導部に属する現職が再選
を果たし、共和党の多数党復帰に伴って委員長職に就いたとしても、次の選挙で
再び落選運動の対象とされるのを恐れて、委員会で保守派の意向に沿うような立
場をとる可能性もあるだろう。
一方で、民主党現職に挑む共和党候補や、民主党議員が引退した選挙区に出馬
する共和党候補への支援には重点が置かれないと考えられる。共和党が上院で議
席数を伸ばして多数党になったとしても、60議席以上を獲得できなければ民主党
による議事妨害を阻止して採決を行うことができない。そして、共和党指導部と
民主党指導部が妥協することになれば、民主党に協調的な共和党指導部の姿勢が
その妥協案に反映されてしまうからである。
本節では、全国団体が候補者支援を行う上で、財政関連の法案審議における共
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和党指導部の対応と共和党の議席数を重視するという前提を置き、全国団体によ
る候補者支援についての仮説を立てた。この仮説の妥当性を検証するためにはい
かなる分析を行うべきか、次節で見ていくことにする。

3

分析方法

本稿の仮説の妥当性を検証するため、以下のように分析を進める。第一に、第
112議会と第113議会において、上下両院の共和党指導部がそれぞれ歳出削減をど
の程度強硬に求めているかを明らかにするため、連邦政府の債務上限額の引き上
げや次年度の予算など、各議会期で大きな争点となった財政関連の法案審議の事
例を取り上げ、各指導部の取り組み方に注目する。その際、新聞や議会専門誌
『CQ ウィークリー』といった報道を参考にする。
第二に、全国団体による政治活動委員会（PAC）を通じた候補者への資金援助
を分析する。前節で示したように、全国団体から資金援助を受けた共和党候補を、
現職、新人という区分や同じ選挙区で立候補している現職の所属政党などによっ
て分類し、各類型の候補者への資金援助額が、全ての下院議員候補または上院議
員候補への支援総額に占める割合を算出する。ただし、資金力や知名度の点で優
位に立つ現職と比べて、予備選挙で現職に挑む候補者や、現職が出馬しない選挙
区に立候補する候補者にはより多くの資金が投じられるなど、候補者の類型に
よって資金の集まりやすさが異なると考えられるため、全国団体が支援した候補
者の人数も類型ごとに確認する。これらの量的分析から、全国団体が各選挙に向
けて、どのような意図で候補者支援を行ったのかを明らかにする。
PAC による資金援助には、資金を候補者に直接提供する献金（contribution）と、
候補者陣営を介することなく資金を使う独立支出（independent expenditure）の 2
種類が存在する。独立支出は、支持したい候補者の実績の強調や、落選させたい
候補者への批判を行う選挙広告の費用として使うのがふつうである。とくに、莫
大な額の独立支出を行う「スーパー PAC」が2012年選挙から登場したことで、
独立支出の重要性が高まっている15）。本稿での分析に用いるのも、献金ではなく
独立支出の額である。独立支出は団体の意思のみによって各候補者に費やす金額
が決められるが、献金については、有権者が団体に寄付を行う際に献金先の候補
者を指定する場合があり、団体の意思のみで各候補者への配分が決まるとは限ら
ないためである。各候補者に投じられた独立支出の金額についてはすべて、非営
利の調査団体であるセンター・フォー・レスポンシヴ・ポリティクス（Center for
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Responsive Politics）が連邦選挙委員会（Federal Election Commission）の発表を基に

作成したウェブサイトに依拠する16）。また、全国団体の支援候補者の対抗馬を批
判するために使われた独立支出は、支援候補者に投じられた支出として計算する。
第三に、全国団体が共和党の予備選挙で現職と戦う新人候補を支援した事例に
焦点を当て、その支援がどのような意図に基づいて行われたかを分析する。前節
で述べたように、全国団体が落選させようとしている現職が平議員であるか、ま
たは指導部に属する重鎮議員であるかによって、立法過程上生じる影響が異なる
と考えられる。そのため、この類型の支援については独立支出の金額を用いた量
的分析だけではなく、落選運動の対象となった現職のイデオロギーや所属委員会
などにも事例ごとに注目する必要があるのである。
本稿では、これらの分析を行うにあたって、フリーダムワークス、上院保守基
金、ティーパーティー・ペイトリオッツ（Tea Party Patriots, 以下、「ペイトリオッ
ツ」） の 3 団体を取り上げる。この三つの全国団体は、スーパー PAC を運営し、

ティーパーティー運動を資金面で支えている点で共通している。このほかに、代
表的な全国団体として、ティーパーティー・エクスプレスやマディソン・プロ
ジェクト（Madison Project） が挙げられる場合がある17）。しかし、これらの団体
はスーパー PAC を運営しておらず、本稿で取り上げる団体と比べて支援人数や
支援額が少ないため、分析の対象から除外する。また、経済成長クラブ（The
Club for Growth）は、減税や歳出削減の実現を目指し、スーパー PAC を通じた候

補者支援を行っている点では本稿で取り上げる 3 団体と共通する。しかし、経済
成長クラブは1990年代の終わりにかけて下院の二大政党の議席数が接近し、40名
から50名ほどの穏健派の共和党議員が法案審議の際に強い影響力をもつように
なったことに反発して1999年に結成された団体であり、全国団体のように民主党
統一政府の下で推進されたリベラルな政策に反発して結成された団体ではない18）。
よって、同団体も本稿での分析の対象外とする。
以上をふまえたうえで、第Ⅱ章および第Ⅲ章では、本節で述べた全国団体の候
補者支援に関する仮説の妥当性を検証する。

Ⅱ

第112連邦議会と2012年選挙における候補者支援

1

財政政策上の争点に対する共和党指導部の姿勢

本章では、第112議会における財政関連の法案審議で上下両院の指導部がとっ
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た対応と、全国団体が2012年選挙に向けて行った候補者支援の関係を分析する。
まず本節では、2011会計年度予算法案と2011年債務上限引き上げ法案の審議過程
を取り上げ、上下両院の共和党指導部が財政規律をどの程度強く求めていたのか
を明らかにする。
（ 1 ） 2011会計年度予算法案（H.R.1363 Further Additional Continuing
19）
Appropriations Amendments, 2011）

2011会計年度は2010年10月より始まるが、2011年 4 月初めの時点で2011会計年
度の連邦政府の予算法案は可決されていなかった。例年、予算法案は12月か翌年
の 1 月ごろに成立する20）。しかし、2010年中間選挙を経てティーパーティー系の
共和党下院議員が党内で大きな影響力をもつようになったことや、下院予算委員
会の委員長に財政規律を重視するライアン（Paul Ryan）が就任したことを受けて、
ベイナーを中心とする下院共和党指導部は同法案の審議で大幅な歳出削減を求め
た。そのため、615億ドルの歳出削減を目指す下院共和党と、330億ドルにとどめ
たい上院民主党との間で合意できず、同法案は2011年に入っても成立に至らな
かったのである21）。
2011年会計年度の政府支出を賄っていた暫定予算の期限切れが迫り、政府機関
の一部閉鎖が危ぶまれるなか、下院共和党指導部と上院民主党指導部は歳出削減
額についてすり合わせを行い、最終的には390億ドルの歳出削減で合意した。そ
して、政府機関閉鎖を迎える約 1 時間前に同法案が成立した22）。
615億ドルの歳出削減を目指していた共和党保守派のなかには、この妥協に不
満を持つ者もいたが23）、すでに同年度の暫定予算では約100億ドルの歳出削減が
実現しており、保守派の意向はこの時期の法案審議に反映されていたといえる24）。
そして、政府機関の一部が閉鎖する寸前で同法案が可決されるという事態に至っ
たのは、ベイナーを中心とする下院共和党指導部が歳出削減を強く求める姿勢を
とっていたからであろう。報道でも、共和党下院議員の多くが保守的な議員連盟
である共和党研究会に所属しており、かつ2010年選挙でティーパーティー運動の
勢いに乗って当選した新人議員がその 3 分の 1 以上を占めていたために、ベイ
ナーは民主党からの支持も得られるような案を安易に提示できなかったといわれ
ている25）。
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（ 2 ） 2011年債務上限引き上げ法案（S. 365 Budget Control Act of 2011）
2011会計年度予算法案の成立によって政府機関一部閉鎖の危機は脱したものの、
連邦政府の債務の総額が法定限度額に近づくにつれて、連邦政府が債務不履行
（デフォルト）に陥り、経済に深刻な悪影響を与えるという事態が懸念され始めた。

これを回避すべく、二大政党の間では政府の債務上限の引き上げが議論されるよ
うになった。
まず、オバマとベイナーの間で 2 度にわたる交渉が行われた。この交渉では、
社会保障関連費を対象とした 3 兆ドルの歳出削減と、 1 兆ドルの増収をもたらす
増税を組み合わせる案が検討された。しかし、前者に反対するリベラルな民主党
議員と、後者に反対する保守派の共和党議員のために合意には至らなかった。ま
た、リードとマコネルによる協議でも、マコネルは 1 兆ドル以上の歳出削減を強
く求め、民主党側に譲歩しない構えを示した。その後、副大統領のバイデン
（Joseph Biden）とマコネルによる協議を経て作成された債務上限引き上げ法案は

上下両院で可決され、債務不履行は回避された。同法が成立したのは、債務不履
行を迎える前日であった。
同法では、2.1～2.4兆ドルの債務上限引き上げが認められたものの、一部の民
主党議員が反対していた社会保障関連費の歳出削減が盛り込まれた。また、2012
年末までに両党間で1.2兆ドル以上の歳出削減の合意に至らない場合には、2013
年より軍事費などを対象とした強制的な歳出削減（sequestration） が行われるこ
ととなった26）。
このように、上下両院の共和党指導部は債務不履行の危機が迫る中でも容易に
民主党と妥協せず、歳出削減を追求するという戦略をとった。とくにベイナーは、
共和党内の意思決定を非集権的に行う方針をとっていたため、同法案の審議でも
ティーパーティー系議員の意向を汲んだ議事運営を行ったといわれている27）。そ
の結果、債務上限の引き上げと引き換えに、巨額の歳出削減が法案に盛り込まれ
ることになったのである。
これらの法案の審議過程から、上下両院の共和党指導部は、第112議会の財政
政策上の争点で保守派寄りの立場をとり、歳出削減を強く追求していたことがわ
かる。これを前章で立てた仮説に当てはめると、全国団体は2012年連邦議会選挙
に向けて、次のような候補者支援を行ったと予想される。まず下院議員候補につ
いては、共和党の予備選挙で現職に挑んだ新人候補への支援には重点を置かない
代わりに、共和党現職への支援や、共和党議員が引退した選挙区に出馬した共和
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表2

2012年選挙に向けた全国団体の下院議員候補への独立支出

共和党
現職挑戦

Freedom

上院
保守基金

民主党

民主党

現職支援 現職挑戦

議員引退

その他

計

選挙区

91,199

3,452,990

646,876

227,110

0.8％

1.6％

60.7％

11.4％

4.0％

21.5％

100％

3人

8人

8人

6人

4人

6人

35人

表3

Works

選挙区

共和党

44,844

Works

Freedom

共和党
議員引退

1,221,502 $5,684,521

2012年選挙に向けた全国団体の上院議員候補への独立支出
共和党

共和党議員

共和党

民主党

民主党議員

現職挑戦

引退選挙区

現職支援

現職挑戦

引退選挙区

3,741,775

1,784,420

122,042

7,504,365

14,260

$13,166,862

28.4％

13.6％

0.9％

57.0％

0.1％

100％

2人

3人

1人

11人

2人

19人

721,260

1,496,031

0

2,459,586

0

$4,676,877

14.8％

30.7％

0％

50.4％

0％

100％

2人

2人

0人

8人

0人

12人

計

党候補への支援を積極的に行うことで、共和党が下院多数党の座を維持し続ける
よう促したと考えられる。また、上院議員候補についても、共和党現職の落選運
動には重点を置かず、民主党現職に挑んだ新人候補への支援や、民主党議員が引
退した後の選挙区に出馬した共和党候補への支援に重点を置くことで、上院にお
ける共和党の多数党化を目指しただろう。
では、全国団体は2012年の選挙に向けて以上のような候補者支援を行ったのだ
ろうか。次節では、この点について分析を加えることにしたい。

2

独立支出を通じた候補者支援の傾向

本節では、全国団体が2012年連邦議会選挙に向けてどのような意図をもって候
補者支援を行ったかを明らかにすべく、各全国団体の独立支出を分析する。前章
で述べたように、全国団体から独立支出による支援を受けた共和党候補を現職、
新人という区分や同じ選挙区で立候補している現職の所属政党などによって分類
し、各類型の候補者に投じられた独立支出額を算出すると、表 2 、 3 のように
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なった。
第一に、下院議員候補に対する独立支出の傾向を検討する。上院保守基金は
2012年の選挙で下院議員候補への支援を行っていない。フリーダムワークスは、
現職として出馬した候補者に最も多くの独立支出を行っており、下院議員候補に
投じた独立支出全体の60％以上をこれに割いている。支援人数も 8 名と、共和党
議員引退後の選挙区に出馬した候補者と並んで最も多い。その一方で、共和党予
備選挙で現職に挑んだ新人候補への支出額は下院議員候補への支出全体の0.8％
にとどまり、 6 類型の中で最少である。この結果は、仮説の通りだといえる。
第二に、上院議員選挙に向けた独立支出の傾向に注目する。フリーダムワーク
スや上院保守基金は、民主党現職に挑んだ共和党候補への独立支出の額が上院議
員候補への支出全体の 5 割以上を占め、金額、人数ともに他の類型への支出を大
きく上回っていることがわかる。この結果も、仮説で予測した通りである。
また、フリーダムワークスは予備選挙で共和党現職に挑んだ新人候補に対して、
上院議員候補への支出全体の28.4％を投じている。これは民主党現職に挑んだ共
和党候補への支出に次いで 2 番目に多い。また、上院保守基金も支出全体の 2 割
弱を予備選挙での共和党現職の落選運動に充てていた。
つまり、仮説での予想とは異なり、全国団体は上院議員候補を支援するにあ
たって、共和党の議席数の増加のみを意識していたのではないことがわかる。こ
のような傾向がみられた原因としては、上院の少数党による議事妨害の存在が挙
げられよう。上院の多数党である民主党は、討議終結決議（Cloture）で60票以上
の賛成を得て議事妨害を阻止しようとする。しかし、第112議会の民主党上院議
員は60名を下回っており、一部の共和党議員の協力なしには法案を通せない。そ
のため全国団体は、財政支出を拡大させるような法案が民主党側から提出された
場合に、共和党上院議員が討議終結決議で賛成に回らないよう、共和党予備選挙
で穏健派現職の落選運動を行ったのではないだろうか。この点については、次節
で改めて分析を行う。
以上から、フリーダムワークスと上院保守基金の候補者支援については、下院
議員選挙では共和党現職への支援に重点を置き、上院議員選挙では民主党現職と
戦った共和党候補への支援に重点を置くという、仮説の通りの傾向がみられた。
一見すると、両団体は多くの保守派の共和党候補を支援しているだけのようだが、
本節で述べたように独立支出を配分することで、上下両院での共和党の多数党化
を意識していたと考えられる。また、上院では共和党現職の落選運動にも一定の
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支出を割くことで、共和党議員が討議終結決議をはじめとする本会議の採決で民
主党側に妥協しないよう働きかけていたことがうかがえた。次節では、上院の予
備選挙における共和党現職の落選運動が、このような意図をもって行われたのか
どうかを明らかにする。

3

2012年の予備選挙における共和党現職の落選運動

前節の分析を通じて、全国団体は下院の予備選挙における共和党現職の落選運
動にはほとんど力を入れないものの、上院の予備選挙では穏健派の共和党現職の
落選運動を行い、討議終結決議など本会議での採決で共和党議員が民主党に妥協
しないよう働きかけていることがうかがえた。本節ではこの推定の妥当性を検証
するため、上院の予備選挙における共和党現職の落選運動に焦点を当てる。前節
で触れたように、下院予備選挙での共和党現職の落選運動に投じられた独立支出
は少ないため、本節では扱わないこととする。
全国団体によって上院の予備選挙で行われた 2 例の落選運動のうち、より大き
な注目を集めたのは、現職のルーガー（Richard Lugar、インディアナ州）と新人候
補マードック（Richard Mourdock）の争いであろう。ルーガーは 7 期目の重鎮議
員であり、上院外交委員会の少数党筆頭議員という立場にあったが、移民制度改
革や銃規制など、様々な分野で民主党側の提案を容認してきた穏健派議員であっ
た28）。そのため、フリーダムワークスと上院保守基金から多額の独立支出による
支援を受けたマードックは、ルーガーが民主党の提案に協力的すぎであると批判
し、選挙戦に臨んだ29）。その結果、21ポイント差をつけてルーガーに勝利した。
上院の共和党予備選挙で注目されたもう一つの事例が、ハッチ（Orrin Hatch、
ユタ州）に対するリルジェンキスト（Dan Liljenquist）の挑戦である。ルーガーと

同じく、ハッチも上院議員として 7 期目に入っており、上院財政委員会の少数党
筆頭議員を務めていた。また、本会議での投票において、民主党への妥協を辞さ
ない姿勢をとる点もルーガーと共通していた30）。フリーダムワークスがリルジェ
ンキストに行った独立支出の額は100万ドルに上ったが、ハッチが32.9ポイント
差をつけて圧勝した。
これらの事例から、全国団体が2012年の上院共和党予備選挙で落選運動を行っ
た目的をどのように説明できるだろうか。まず、ルーガーへの落選運動は、上院
外交委員会での議論に影響を与えるためではなかったと考えられる。なぜなら、
外交について歳出削減はほとんど争点にならず、全国団体の関心が薄かったから
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である。
では、全国団体は本会議で民主党に妥協的な投票行動を糾弾するためにルー
ガーの落選運動を行ったのだろうか。これを明らかにするため、議員のイデオロ
ギーを表す指標である DW-NOMINATE スコアを参照する。この指標は、経済的
争点に関わる点呼投票での投票行動から、各議員のイデオロギーをマイナス 1 か
ら 1 までの値で表したものである。値が 1 に近いほど保守的であることを示し、
マイナス 1 に近いほどリベラルであることを示す31）。第112議会における共和党
上院議員の DW-NOMINATE スコアの中央値が0.566であるのに対して、ルーガー
の DW-NOMINATE スコアは0.237であった。これは、47名の共和党上院議員の
なかで 5 番目に小さい値である。よって、ルーガーの落選運動は、本会議での中
道的な投票行動を追及するためのものであったといえよう。
その一方で、ハッチの落選運動の目的については解釈が分かれる。彼が少数党
筆頭議員を務める上院財政委員会で扱われる法案の性格を考えると、リルジェン
キストを支援したフリーダムワークスは、委員会でのハッチの行動に影響を及ぼ
すことで、立法に影響を与えようとしていた可能性が考えられなくもない。しか
し、ハッチの DW-NOMINATE スコアは0.368と、47名の共和党上院議員のうち
10番目に小さい値となっていることからもわかるように、ルーガーと同様に本会
議での投票行動が全国団体から問題視されうるものであった。また、ルーガーの
ケースではフリーダムワークスと上院保守基金が対抗馬のマードックを支援した
のに対して、ハッチのケースではフリーダムワークスのみが対抗馬のリルジェン
キストを支援するにとどまっている。したがって、両団体が2012年の上院予備選
挙で行った落選運動は、本会議で民主党に妥協的であった共和党現職を糾弾する
目的の方が強かったと考えられる。つまり、仮説での予想は概ね正しかったとい
えよう。さらに全国団体は、その他の穏健派の共和党上院議員も、落選運動の対
象となることを恐れて討議終結決議をはじめとする本会議の投票で保守的な態度
を示すようになるという構想を立てていたのではないだろうか。
本章では、全国団体の独立支出についての量的分析と、共和党予備選挙での現
職の落選運動の事例分析を行った。そして第112議会で共和党指導部が求める歳
出削減の程度や共和党の議席数が、2012年選挙に向けて行われた全国団体による
候補者支援とどのような関係をもっているかを明らかにし、本稿の仮説が概ね妥
当であったことを示した。次章では、分析の対象を第113連邦議会と2014年選挙
に移し、同様の手順で分析を行うことで、仮説の妥当性をさらに検討する。
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Ⅲ

第113連邦議会と2014年選挙における候補者支援

1

財政政策上の争点に対する共和党指導部の姿勢

前章と同様に、まず第113議会の連邦議会で争点となった財政関連の法案に、
上下両院の共和党指導部がどう対応したのかを確認する。
（ 1 ）「ブッシュ減税」延長法案（American Taxpayer Relief Act of 2012）
2012年にオバマは再選を果たしたものの、上院では民主党が、下院では共和党
がそれぞれ多数党を維持し、分割政府が継続することとなった。それから間もな
く迎えたのが、「財政の崖（Fiscal Cliff）」の問題である。個人所得などに課され
る税率を引き下げた、いわゆる「ブッシュ減税」が2012年末で失効するのに加え
て、2011年の債務上限引き上げ法で定められた強制歳出削減措置が2013年から始
まることで、アメリカの景気が崖から転落するように悪化するという懸念がなさ
れていた。
このような事態を避けるために、「ブッシュ減税」の継続と、強制歳出削減措
置を止めるための代替的な歳出削減案の作成が、オバマとベイナーの間で模索さ
れるようになった。しかし、富裕層への減税を打ち切ることで「ブッシュ減税」
の延長に必要な財源を賄うという案に対して、歳出削減による財源確保を主張す
る下院の共和党保守派が強く反発したため、合意に達しなかった。その後、協議
の場は上院に移され、バイデンとマコネルの交渉を通じて妥協案の作成が目指さ
れた。ところが、同年末に89対 8 で成立したバイデンとマコネルによる上院案で
も、所得が個人で年間40万ドルまたは夫婦で45万ドル以下の家庭については
「ブッシュ減税」が恒久化される一方、それより所得の高い家庭には減税を打ち
切ることで財源を確保すると定められた。また、強制歳出削減措置は翌年の 3 月
1 日へと延期されたが、代替的な歳出削減策についての合意はなされなかった。
下院の共和党保守派はこの上院案に反発して歳出削減策を盛り込もうとしたが、
ベイナーは同法案の修正を行わず、そのまま本会議の採決にかけて成立させた。
採決では、241名の共和党下院議員のうち、85名が賛成するにとどまり、残りの
議員は反対に回った。しかし、共和党の下院議長の間には、所属議員の過半数の
賛成が得られないような法案を本会議の審議に付さないという不文律が存在す
る32）。つまり、ベイナーはこの不文律に反して同法案を審議に付し、可決させた
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ことになる。このようなケースはベイナーが議長に就任してから初めてのことで
あった33）。
以上の経緯から、下院共和党指導部は同法案を審議する際に、ベイナーの議長
就任以降、最も保守派の意向に反した議事運営を行ったといえる。また、上院案
の内容から、バイデンとの交渉に当たったマコネルも歳出削減を強く求めず、民
主党との合意形成を優先したことがうかがえよう。
（ 2 ） 2014会計年度暫定予算法案（H.R.2775 Continuing Appropriation Act,
2014）
連邦議会では10月からの新会計年度に入る前に、予算法案が成立するまでの連
邦政府の歳出を規定する暫定予算法案を可決させておく必要がある。
ところが、2014会計年度の暫定予算法案は、2013年 9 月に入っても成立の目途
が立たず、政府機関の一部閉鎖が危惧されていた。暫定予算法案にはオバマケア
の実施に伴う予算が含まれており、これに反発する多くの保守派の共和党下院議
員が、オバマケア関連予算を削除しない限り法案の成立を認めないという姿勢を
とったのである。また、フリーダムワークスなどの全国団体も、共和党議員に対
して同法案を容認しないよう呼びかけ、採決で同法案に賛成する議員は次の予備
選挙で落選運動の対象になりうると表明した34）。結局、共和党下院議員の過半数
が同法案に反対する姿勢を崩さなかったため、ベイナーは前節で述べた共和党の
不文律の存在によって、同法案を本会議の審議に付すことができなかったのであ
る。さらに、10月17日までに連邦政府の債務上限を引き上げなければ債務不履行
が生じるという問題もあり、二大政党の対立は緊迫したものとなった。そして、
暫定予算法案が成立しないまま新たな会計年度を迎えたため、17年ぶりに政府機
関の一部閉鎖に陥ったのである。
議会では10月に入っても膠着状態が続いたが、リードとマコネルの間で協議が
進められた結果、10月中旬に翌年 1 月15日までの暫定予算法案を成立させること
で合意がなされた。また、オバマケアについては、ほぼ民主党の要求通りに予算
が確保された。さらに債務上限についても、共和党は今後 6 週間に必要な国債の
分の引き上げを求めていたが、結果的には翌年の 2 月までに要する国債の分のみ
引き上げることとなった35）。すなわち、妥協案を作成する際に、マコネルが各争
点について民主党側に大幅な譲歩を行ったといえる。
両者による妥協案は10月17日に上院で採決が行われ、81対18の賛成多数で可決
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された。ベイナーはこの法案を同日中に本会議の審議にかけ、285対144で下院を
通過させたが、232名の共和党下院議員のうち144名が反対票を投じていた。つま
りベイナーは、共和党下院議員の過半数が反対しているにもかかわらず、再び共
和党の不文律に反して法案を本会議での審議に付したことになる。
マコネルとベイナーは、政府機関の一部閉鎖が生じた際、共和党に批判が集
まったことから、民主党との妥協を優先せざるをえなくなったといわれる36）。
よって、上下両院の共和党指導部は同法案の審議において、幅広い有権者からの
支持を失わないことに重点を置き、保守派の意向に反する議事運営を行ったとい
えよう。
本節では、第113議会における財政関連の法案の審議過程に着目し、上下両院
の共和党指導部が保守派の意向に沿わない議事運営を行うようになったことを明
らかにした。本稿の仮説に従えば、全国団体は2014年選挙に向けて、自分たちが
関心をもつ政策領域に関わる委員会の委員長（上院の場合は少数党筆頭議員）など、
指導部に属する共和党現職を落選運動の標的として定め、上下両院の予備選挙で
その対抗馬を重点的に支援したと考えられる。これによって、立法過程で重要な
役割を担う彼らの意思決定に影響を及ぼし、共和党指導部が容認するリベラルな
財政政策の形成に歯止めをかけようとしたのではないだろうか。
さらに全国団体は、共和党現職や、共和党議員引退後の選挙区に立候補した候
補者を積極的に支援することで共和党の議席を維持し、下院で共和党が多数党で
あり続けるよう計らったと思われる。一方、上院では二大政党が協力しながら議
事運営を行う必要があるため、共和党が多数党になったとしても、民主党に妥協
的な共和党指導部のもとでは大幅な歳出削減を盛り込んだ法案が可決するとは考
えにくい。よって、共和党の議席数を伸ばすために行われた、民主党現職に挑ん
だ共和党候補や民主党議員引退後の選挙区に出馬した共和党候補への支援は限定
的なものとなっただろう。次節では、以上で述べた推定の妥当性を検証する。

2

独立支出を通じた候補者支援の傾向

前節で述べた仮説の妥当性を検証するため、本節では2014年選挙に向けて行わ
れた全国団体の独立支出を分析する。2014年の選挙ではペイトリオッツも独立支
出を行ったため、分析の対象に加えている。
各類型の候補者に行われた独立支出の合計額は表 4 、 5 の通りである。
まず、下院議員候補に対する独立支出の傾向に注目する。フリーダムワークス
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表4

Freedom
Works

上院
保守基金

ペイトリ
オッツ

表5

Freedom
Works

上院
保守基金

ペイトリ
オッツ

2014年選挙に向けた全国団体の下院議員候補への独立支出
共和党

共和党議員

共和党

民主党

民主党議員

現職挑戦

引退選挙区

現職支援

現職挑戦

引退選挙区

117,557

181,241

24,612

54,397

63,765

$441,572

26.6％

41.1％

5.6％

12.3％

14.4％

100％

4人

9人

23人

7人

3人

46人

163,127

271,187

4,649

0

0

$438,963

37.2％

61.7％

1.1％

0％

0％

100％

4人

5人

1人

0人

0人

10人

44,592

16,735

97,268

8,996

0

$167,591

26.6％

10.0％

58.0％

5.4％

0％

100％

4人

2人

7人

1人

0人

14人

計

2014年選挙に向けた全国団体の上院議員候補への独立支出
共和党

共和党議員

共和党

民主党

民主党議員

現職挑戦

引退選挙区

現職支援

現職挑戦

引退選挙区

819,075

115,642

19

181,787

0

$1,116,523

73.3％

10.4％

0.0％

16.3％

0％

100％

2人

5人

1人

1人

0人

9人

3,412,247

838,297

0

1,020,704

469,602

$5,740,850

59.4％

14.6％

0％

17.8％

8.2％

100％

5人

1人

0人

2人

1人

9人

906,288

35,234

14,042

153,941

88,448

$1,197,953

75.6％

2.9％

1.2％

12.9％

7.4％

100％

4人

4人

1人

8人

2人

19人

計

と上院保守基金は、共和党議員引退後の選挙区に出馬した候補者に最も多くの独
立支出を投じた（フリーダムワークス41.1％、上院保守基金61.7％）。そして、両団
体が次に多くの金額を割いたのが、予備選挙で共和党現職と戦った新人候補への
支援であった。フリーダムワークスは、2012年の選挙に向けて予備選挙で共和党
現職に挑んだ新人候補への独立支出の合計が、下院議員候補への支出全体の0.8％
にすぎなかったが、2014年の選挙に向けては26.6％にまで伸びた。上院保守基金

297

も、2012年選挙ではこの候補者の類型への支援が占める割合は14.8％であったの
に対して、2014年選挙では59.4％に上昇した。また、ペイトリオッツについては
共和党現職への支出が金額、人数ともに最も多かった（全体の58.0％、 7 名）。そ
れに次いで多いのは、予備選挙で共和党現職に挑んだ新人候補への支出であった
（全体の26.6％、 4 名）
。

よって、これらの 3 団体は下院での共和党の議席の維持を意識しつつ、共和党
予備選挙での落選運動にも力を入れるようになったことがうかがえる。落選運動
の対象となったのが指導部に属する共和党現職であれば、 3 団体の候補者支援に
ついては仮説の通りだといえよう。この点については次節で検討する。
上院議員候補に対する独立支出には明確な傾向が表れている。 3 団体とも、共
和党予備選挙で現職に挑戦した新人候補への支出が最も多かったのである。一方
で、2012年の上院議員選挙に向けて各団体が重点を置いていた、民主党現職に挑
戦した共和党候補や、民主党議員引退後の選挙区に立候補した共和党候補への支
出の割合は大きく低下した。フリーダムワークスと上院保守基金では、2012年の
上院議員選挙で半分以上を占めていたこの 2 類型への支出の割合が、全体の 2 割
前後まで低下したのである。さらに、ペイトリオッツでは 2 類型の候補者数が合
わせて 1 名のみであり、全体に占める支出の割合も5.4％にとどまった。
以上から、2014年選挙に向けてフリーダムワークス、上院保守基金、ペイトリ
オッツの 3 団体は、上下両院の予備選挙で共和党現職に挑む新人候補への支援に
力を入れるようになったといえる。また、各団体は下院議員候補について、共和
党現職への支出や、共和党議員が引退した選挙区に出馬する共和党候補への支出
も積極的に行うことで、共和党の議席数を減らすリスクのある予備選挙での落選
運動に重点を置きつつも、共和党の議席数を減らさないよう努めていたと推測さ
れる。このような傾向は、本稿の仮説に親和的であるといえよう。
この仮説の妥当性をさらに検証するためには、予備選挙での落選運動の対象が
指導部に属する議員であったことを示さなければならない。この点を明らかにす
るため、次節では予備選挙における共和党現職の落選運動の事例に焦点を当てる。

3

2014年の予備選挙における共和党現職の落選運動

全国団体は、2014年に向けて多くの予備選挙で共和党現職の落選運動を行った。
これらの事例をまとめたのが表 6 である。
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表6
議院

2014年の予備選挙で全国団体が共和党現職の落選運動を行った事例
選出選挙区

支援
新人候補

対立現職候補

現職候補の主な役職
上院農業・栄養・林業委員会

ミシシッピ

マクダ
ニエル

コクラン

少数党筆頭議員
上院防衛小委員会少数党筆頭議員
（上院歳出委員会）

ケンタッキー

ベヴィン

マコネル

カンザス

ウォルフ

ロバーツ

上院少数党院内総務

上院
上院議事運営員会少数党筆頭議員
健康管理小委員会少数党筆頭議員
（上院財政委員会）など
上院保険・教育・労働・年金委員会
テネシー

カー

アレクサンダー

少数党筆頭議員
エネルギー・水資源開発小委員会
少数党筆頭議員（上院歳出委員会）

オハイオ14区

テキサス

リンチ

ジョイス

ラトクリフ

ホール

スミス

シンプソン

下院
アイダホ2区

エネルギー・水資源開発小委員会
委員長（下院歳出委員会）

ルイジアナ5区 ダッシャー マクアリスター
テキサス32区

ピアソン

セッションズ

下院議事運営委員会委員長
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現職候補の
DW スコア

支援団体
FreedomWorks

0.377

上院保守基金

支援総額

現職候補の勝敗

（ドル）

（接戦率）

514,001
2,120,717

敗北 （－2.0）

ペイトリオッツ

745,574

FreedomWorks

305,074

上院保守基金

812,598

ペイトリオッツ

56,000

上院保守基金

118,361

ペイトリオッツ

90,158

ペイトリオッツ

14,556

FreedomWorks

63,679

ペイトリオッツ

21,883

上院保守基金

65,893

FreedomWorks

38,033

上院保守基金

14,377

上院保守基金

35,315

0.636

FreedomWorks

5,133

敗北

0.806

ペイトリオッツ

5,133

敗北（－27.2）

0.572

0.545

0.357

0.545

0.719

0.399

敗北（－24.8）

敗北 （－7.4）

敗北 （－9.0）

敗北（－10.0）

勝利 （＋4.6）

敗北（－23.2）
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（ 1 ） 下院共和党予備選挙における落選運動
全国団体による落選運動の対象となった下院の共和党現職の中で、最も重要な
ポストに就いていたのは、議事運営委員会委員長のセッションズ（Pete Sessions、
テキサス州32区）であった。すでに述べたように、議事運営委員会は下院の本会

議で審議する法案の取捨選択によって二大政党間で取り組む課題を決めることが
できるため、その委員長は立法過程で重要な役割を担う。そうしたセッションズ
に対して、ピアソン（Katrina Pierson）が予備選挙で挑戦し、これをフリーダムワー
クスとペイトリオッツが支援した。
第113議会における共和党下院議員の DW-NOMINATE スコアの中央値は0.738
であったが、セッションズはこれを上回る0.806であったことから、本会議での
投票行動がもとで落選運動の対象となったとは考えにくい。むしろ、各団体は
セッションズがもつ立法過程上の影響力に注目し、落選運動を通じて保守派の意
向を汲んだ議事運営を行うように促そうとしたとみられる。
ピアソンへの支援と比べて、より多くの独立支出が投じられたのがシンプソン
（Mike Simpson、アイダホ州 2 区）に挑戦したスミス（Bryan Smith）への支援であっ

た。 第113議 会 に お け る シ ン プ ソ ン の DW-NOMINATE ス コ ア は0.399で あ り、
234名の共和党下院議員の中で 5 番目に低い。そのため、各団体は予備選挙でス
ミスを支援することで、本会議でのシンプソンの中道的な投票行動を追及しよう
としたとみることもできる。
ただし、シンプソンは下院歳出委員会のエネルギー・水資源開発小委員会委員
長であった点に留意すべきである。この小委員会では、主にエネルギー省の歳出
に関する法案を扱うが、以前からエネルギー政策における歳出削減を強く主張し
てきた全国団体にとっては、関心を向けるべき小委員会の一つであるといえよう。
例えば、2014年には、次年度のエネルギー省の歳出を規定した法案（H.R. 4923,
Energy and Water Development and Related Agencies Appropriations Act, 2015）に対し

て、31億ドルの追加的な歳出削減を求める修正決議案の採決が行われたが、フ
リーダムワークスはこの採決を重要な点呼投票の一つと位置付け、各議員に同決
議案への賛成を求めている37）。つまり、この小委員会の委員長を務めるシンプソ
ンの落選運動は、彼の政策的立場を保守化させることで小委員会での議論に影響
を与え、エネルギー省の予算の増加を抑えるという目的もあったのではないだろ
うか。結果的にはシンプソンが23.2ポイント差をつけて勝利したが、この事例は、
（小）委員長職にある現職の落選運動を通じて、その（小）委員会の意思決定に影
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響を与えることで、全国団体が望む政策を実現しようとしたものであると捉える
こともできよう。
（ 2 ） 上院共和党予備選挙における落選運動
上院の共和党予備選挙における落選運動でとくに注目を集めたのが、ケンタッ
キー州でのマコネルの落選運動である。フリーダムワークス、上院保守基金、ペ
イトリオッツの 3 団体が、マコネルの対抗馬となる保守派のベヴィン（Matt
Bevin）を支援した。選挙結果は、24.8ポイント差でのマコネルの勝利となった。

3 団体のなかでベヴィンに最も多くの独立支出を投じた上院保守基金は、マコ
ネルがオバマケアや債務上限の引き上げを容認し、地元ケンタッキー州にダムの
建設費用として20億ドルの利益誘導を行ったことを批判していた38）。しかし、第
113議会におけるマコネルの DW-NOMINATE スコアは0.577であり、共和党上院
議員の中央値の0.566を上回る。また、重要法案の審議過程で民主党と妥協した
とはいえ、院内総務であるマコネルがベヴィンに敗れる可能性が限りなく低いの
は明白であったといえよう。したがって、全国団体はマコネルの本会議での投票
行動を糾弾するために落選運動を行ったのではないと考えられる。全国団体とし
ては、勝利の見込みが低くても、対抗馬のベヴィンを支援して圧力をかけること
で、院内総務であるマコネルが保守派の意向を汲んだ議事運営を行うよう計らっ
たのではないだろうか。
マ コ ネ ル の 落 選 運 動 と 並 ん で 大 き な 注 目 を 集 め た の が、 コ ク ラ ン（Thad
Cochran、ミシシッピ州）の落選運動であった。 3 団体は、保守派のマクダニエル
（Chris McDaniel） を支援することで、 8 選を目指すコクランの落選を企図した。

マクダニエルへの独立支出額の大きさから、各団体がこの選挙を非常に重要視し
ていたことがうかがえよう。両者の争いは非常に拮抗したものとなり、結果はマ
クダニエルが0.5ポイント差でコクランを上回るという僅差となった。しかし、
マクダニエルの得票率が50パーセントを超えなかったために決選投票が行われ、
コクランが 2 ポイント差で制した。
第113議会でのコクランの DW-NOMINATE スコアは0.377と、本会議の採決で
は中道的な姿勢をとっていることがわかる。そのため全国団体は、落選運動に
よってコクランの本会議での投票行動を糾弾しようとしたといえる。またコクラ
ンは、上院農業・栄養・林業委員会の少数党筆頭議員の地位にあり、2014年の選
挙で共和党が上院でも過半数を確保すれば、この委員会の委員長となる公算が大
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きかった。これは、かねてより全国団体が農務省の予算の削減を訴えていたこと
と関係があるとみられる。とくに、全国団体は予算の大きな割合を占める、所得
の低い妊娠中の女性および 5 歳以下の子どもを対象に食料費を支援する補助的栄
養補助プログラムを批判していた39）。そのため、全国団体は農業政策に関する法
案を扱う同委員会に高い関心をもっていたと考えられる。さらに第113議会では、
以後 5 年間の農業政策を定める農業法（Farm bill）の制定にあたり、二大政党間
で補助的栄養補助プログラムの予算についての対立が生じた。そして、上院農
業・栄養・林業委員会と下院農業委員会の委員長同士で長期にわたる協議がなさ
れ、同法の制定に至ったのである40）。このような経緯を考えると、全国団体に
とっては、上院農業・栄養・林業委員会で扱われる議案の内容および同委員会委
員長の政策的立場が重要であることがわかる。つまり全国団体は、共和党が第
114議会の上院で多数党となり、歳出削減に熱心ではないコクランが同委員会委
員長に就任するという事態を避けるべく、多額の独立支出を投じて落選運動を
行ったという解釈もできよう。
本節では、全国団体が2014年の共和党予備選挙で現職の落選を働きかけた事例
のうち、重要と思われるものを取り上げた。全国団体はこのような落選運動を行
い、穏健派現職による本会議での中道的な投票行動を糾弾するだけではなく、民
主党との協議や委員会において、歳出削減を追求する全国団体の意向を反映させ
ようとしたと思われる。つまり、前節で明らかにしたように、全国団体が2014年
選挙に向けて、上下両院の予備選挙で共和党現職に挑んだ新人候補に多額の独立
支出を行ったのは、本稿の仮説の通り、共和党指導部が民主党との協調姿勢をと
ることで生じる財政支出の拡大に歯止めをかけようとしたからだと考えられる。

おわりに
本稿では、全国団体が連邦議会選挙に向けた候補者支援活動を通じて、目標で
ある連邦政府の歳出削減をどのように実現しようとしたかを明らかにすべく、フ
リーダムワークス、上院保守基金、ペイトリオッツの 3 団体が2011年以降に行っ
た共和党候補への独立支出を分析した。その結果、全国団体は共和党指導部が追
求する歳出削減の程度と共和党の議席数に応じて重点的に支援する共和党候補を
変化させることで、大幅な歳出削減の実現を目指していたことが明らかになった。
第112議会のように、上下両院の共和党指導部が歳出削減を強く求める姿勢を
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とっていれば、全国団体は共和党の多数党化を意識した候補者支援を行う。しか
し、第113議会のように共和党指導部が財政規律を重視しない場合には、全国団
体は予備選挙での落選運動を通じて、委員会の委員長（少数党筆頭議員） など、
財政関連の法案審議に影響力を持つ指導部の共和党議員に圧力をかけることで、
歳出削減を実現しようとするのである。
本研究は、次のような課題が残るといえる。本研究は独立支出を分析すること
で、全国団体による候補者支援の目的や戦略を明らかにしようとしたが、全国団
体が意図した通りの影響が連邦議会の立法過程で実際に生じたかどうかは分析で
きていない。とくに、落選運動の対象となった指導部の議員が、民主党との協議
や委員会において政策的立場を保守化させたか否かについては、今後の研究で明
らかにする必要があるだろう。
とはいえ、連邦議会におけるティーパーティー運動の影響力を考えるにあたっ
て、従来関心が向けられていなかった全国団体に注目し、独立支出の分析を通じ
て彼らの候補者支援を理論化したことは、本研究独自の意義だといえよう。
2015年から始まった第114議会では、ティーパーティー系の下院議員が「下院
フリーダム議員連盟（House Freedom Caucus）」を結成してベイナーを議員辞職に
追いこむなど、とくに大きな存在感を示している。新たな下院議長には下院予算
委員会委員長であったライアンが就任した。保守派として知られるライアンは、
下院議長としても徹底的な歳出削減を目指しながら議事運営に取り組むのか、あ
るいは第113議会のベイナーのように、民主党との妥協を行いながら立法を進め
るようになるのだろうか。また、2014年選挙の結果、上院でも共和党が多数党と
なったが、マコネルを中心とする上院共和党指導部が財政関連の法案審議でとる
対応は変化するのだろうか。そして、2016年選挙に向けて全国団体が重点的に支
援するのはどのような候補者か。第114議会では、これらの点に注目する必要が
あるだろう。
1 ） 2010年 3 月に医療保険改革法（The Patient Protection and Affordable Care Act）
が成立した。すべての国民に医療保険加入を義務づけるとともに、民間の保険会
社には不当に高額な保険料を設定しないよう求め、低所得者には保険購入のため
の補助金を支給する。これらの取組みを通じて、無保険者の解消を目指している。
2 ） Julia Edwards, “Tea Party Groups Tiptoe in Republican Leadership Race,” Reuters,
Jun. 17, 2014, http://www.reuters.com/ar ticle/us-usa-congress-teapar tyidUSKBN0ET02320140618.
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れるのがリーダーシップ PAC である。
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でのイデオロギーを表すものとして用いる。したがって、「保守派」とは財政面
で政府の役割の縮小を求める財政保守の立場をさし、「穏健派」とは増税や財政
支出の拡大を伴う法案を容認することもある立場をさす。
5 ） 全米家族計画連盟とは、人工妊娠中絶など女性の生殖に関わる医療サービスを
中心に提供する機関である。
6 ） Christopher F. Karpowitz et al., “Tea Time in America? The Impact of the Tea
Party Movement on the 2010 Midterm Elections,” PS: Political Science & Politics, 44
(Apr. 2011), 303-09.
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10） Eric Lipton and Jennifer Steinhauer, “‘Fire Paul R yan’? Rebel PACs Hit
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html.
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