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拙著『熱狂する「神の国」アメリカ』文春新
書 
• 名古屋市立大学・人文社会学部
で国際関係を教える。研究関心
は欧米の政治・経済とその規範
であるキリスト教の関係 

 『バチカン近現代史』中公新書２０
１３年（バチカンのグローバルな
ネットワークと国際政治へのインパ
クト） 
 『熱狂する「神の国」アメリカ』文春
新書２０１６年６月（アメリカ大統領
選をキリスト教から読み解く） 



トランプ大統領就任式での聖書の使用 



大統領 
の信仰 

http://www.pewresearch.org/?attachment_id=287121


本講演の構成 

•  はじめに  
• １ 宗教右派・保守とは？なぜトランプ大統領を選び支持を継
続？ 

• ２ トランプを支持する宗教ロビー、歴代の大統領との比較 
• ３ 無党派層と宗教ロビー、メガチャーチの影響力 
• ４ メガチャーチと宗教団体、トランプが目を付けた政治力と資金
力 

• ５ おわりに  



米国の宗教：人口比率内訳 

• プロテスタント（白人+黒人教会） ５５％ 
• カトリック    ２５％ 
• ユダヤ教     ２％ 
• モルモン     ２％ 
• アーミッシュなど １％ 
• エホバの証人・サイエントロジー・他の新興宗教 （カルト）２％ 
• イスラム１.5％ 仏教徒１％  ヒンドゥー0.5% 
• 信仰を持たない １０％ 



米国の宗教・信仰：人口比率内訳 
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プロテスタント信仰の内訳と信仰心 

•  主流派：２０％ 米国聖教会 メソジスト ルター派 
•  福音派：３５％ バプティスト ペンテコステ 長老
派 
キリスト教は重要である： 
•    米６０％ 英１２％ 独８％ 仏１０％ 
•宗教は重要である： 
•    米８０～９０％ 
•→米国では欧州より信仰心が厚く宗教が身近 

 
 
 



ハリウッド映画スターもクリスチャン（サイエ
ントロジーのトムとカトリックのキドマン） 



•１ 宗教右派・保守とは？なぜトランプ大統領
を選び支持を継続？ 
 
 



昨年１１月８日大統領選投票日前後の状
況 
 
 トランプは国内問題を優先、米国第一主義 民主党は外交問題 
• トランプ氏は数々の問題発言にかかわらず、選挙戦で支持率を
回復 

• 特に本選直前の女性への侮辱的発言で一部の宗教団体は激怒 
• 大統領選出後はロシア・ゲート疑惑など数々の問題を抱えながら
支持率は低下しているが、宗教右派・保守の支持は維持 

• トランプ本人が宗教的信仰心が厚いとは思えないのになぜ？ 
 



誰がトランプ氏を支持するのか？ 

• 白人の中流の下～労働者階級、移民に仕事を奪われた、グロー
バル化で衰退した産業に従事していた人達（炭鉱や鉄鋼業など） 

• 移民の流入で白人が有色人種より少数派になることへの脅威 
• 肉体労働に従事する労働者階級（ブルーカラー）の白人は敬虔
なプロテスタント信者、中でも福音派が彼らの信仰を集めている 

・労働組合には白人カトリックの中～下層労働者階級も（保守） 
• 「白人の福音派キリスト教徒の８１％がトランプに投票」１１月９日
米紙ウォールストリート・ジャーナル カトリックの５２％がトランプ
支持 
 



大統領選挙と宗教票 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/09/how-the-faithful-voted-a-preliminary-2016-analysis/ft_16-11-09_relig_exitpoll_electorate/


大統領本人の信仰心より宗教票の組織力 

• トランプ本人の信仰心は然程問題でなく側近が宗教票を集約する 
•     ペンス氏、クシュナー氏、更迭されたが影響力維持のバノン氏 
• ペンス：カトリックから福音派へ改宗、敬虔なクリスチャンとして宗教ロ
ビーへの影響力を持つ 

• バノン：カトリック保守としての右派的な世界観や思想は宗教右派から
支持される、イスラム系移民排斥など（人口比率での脅威） 

• クシュナー：正統派ユダヤ教徒としてユダヤ・ロビーだけでなくキリスト
教シオニズム（シオニスト）からの支持  

• レーガン大統領選挙戦（８０年）を参考：バプティスト牧師経験のある
カーターに、離婚歴のあるレーガンがなぜ勝利出来たのか？ 



プロテスタント主流派と福音派 

• 主流派はどちらかと言えばリベラル、福音派は原理主義的で保
守や右派的な傾向があり、米国は「神の国」＝米国第一主義を
信じる 

• １９７０年代前半まではプロテスタント主流派の方が多数派で福
音派が少数派であったが７０年代の終わりに逆転する。 

• 福音派は以前は政治と距離を置くか民主党を支持していた。 
• 福音派を多数派に逆転させて、共和党の票田になったのはいつ
頃でなぜ？ 



•２ トランプを支持する宗教ロビー、歴代
の大統領との比較 
 
 



いつからプロテスタント福音派が票田に？ 

• １９８０年のレーガン大統領（共和党）選出の選挙 
• キリスト教徒の市場開拓のための選挙委員会が結成される 
• レーガンのライバルだった民主党のカーターは元牧師で、カー
ターに選挙戦で勝つためにレーガンは、キリスト教票横取り選挙
戦実行 

• カリスマ伝道師、テレビ宣教師の採用 
• バイブル・ベルトの台頭 
• 米国南部の台頭（かつて南部は貧しかったが北部の工業衰退に
伴い温暖な南部に産業が移転して人口も南部に移動） 



ブッシュ・ジュニア大統領（２００１～２００９
年）選出にもキリスト教票が大きな役割 
• イラク戦争では「十字軍」や聖戦発言 
• パット・ロバートソンなどのカリスマ伝道師、カール・ロー
ヴ 

• 妊娠中絶や同性愛などに反対するキリスト教右派が存在
感を高めた時代 

• 民主党のオバマ大統領は宗教色が薄いが実は彼もキリ
スト教連合教会の信者 大統領就任式には牧師が参列 

• 歴代の大統領は聖書に手を置いて宣誓する→政教分離
には抵触せず、米国では信仰の自由を意味する 
 
 



ジェリー・ファル
ウェル（33-07） 
「モラル・マジョリ
ティ」を率いてキリス
ト教福音派を組織、
共和党レーガン大統
領選出に多大なる貢
献をしたカリスマ伝
道師。彼の息子がト
ランプ支持で宗教票
を集めた 



ジェリー・ファル
ウェルJr.  
父親の宗教エンパイ
ヤーを引き継ぎ、リバ
ティー大学の学長、福
音派などの宗教右派・
保守票の共和党への支
持を維持 
トランプの暴言に対して
「人間は皆罪深い」と弁
護し、一部のキリスト教
団体の怒りをおさめた 



「クリスチャンはレーガンに投票を」１９８０
年 
        （大統領図書館所蔵史料） 



 
レーガン＋H.Wブッシュ選挙委員会（１９８０年） 
「キリスト教徒市場」のための選挙委員会組織 
 •  政治部門                         教育部門 
• レーガン候補                    有権者登録促進 
•   
• テレビ・ラジオ出演                 テレビ・ラジオでの浸透 
• コンベンション                   ダイレクト・メール（１５万教会） 
• キリスト教書店                   電話フォローアップ（教会） 
• ダイレクト・メール                 カリスマ達（カリスマ伝道師） 
• 雑誌類掲載の記事や広告               全米エヴァンジェリカル協会 
•                            
• １７万５千人のプロテスタント牧師          カレッジのキャンパス 
•  ５万人のカトリック聖職者             Here’s Life Network  

 



ジェリー・ファルウェルJr.とトランプ 



•３ 無党派層と宗教ロビー、メガチャーチの影響力 
 



政党政治への不信感、無党派層の増大 

• ティーパーティ運動の約７０％に宗教右派・保守 
 

• ティーパーティ運動衰退後も宗教右派・保守の運動は継
続 

•     カトリックは特に浮動票 
•     カトリック保守とカトリック・リベラルに６０年代後半
以降分裂 

• 教会はこれら無党派層を組織している、マーケティング・
リサーチ会社と協力しているメガチャーチの台頭と増加 



トランプの政策とティーパーティーの類似点 

TPP反対、自由貿易促進、銃規制反対、地球温
暖化対策反対（非宗教） 
 
死刑制度存続、進化論を否定、人工妊娠中絶
反対、国民皆保険反対、米国愛国者法の再法
制化、不法移民合法化反対、同性愛・性的少
数派の権利確立への反対、イスラエルと関係
強化（宗教） 
 

 



メガチャーチで講演するテッド・クルーズ：
彼の選挙公約と票がトランプに流れた 



アメリカのカトリック 

• カトリックは民主党支持から無党派に 
• 米国ではプロテスタントより少数派のカトリックは、ケネディ大統
領誕生（１９６０年）の前は差別されていた 

• ケネディ大統領は米国で唯一のカトリック、歴代の大統領はケネ
ディ以外は全員プロテスタント 

• オバマ前大統領も黒人だがプロテスタント、ケリー国務長官やバ
イデン副大統領など「ナンバー２」にはカトリック（リベラル・カトリッ
ク） 

• カトリックは保守とリベラルに分裂し、ブッシュ・ジュニアがカトリッ
クのケリーに勝利した２００４年選挙から最大の浮動票となり、カ
トリック票を制する者は大統領になっている 
 



ＪＦケネディ大統領とジャクリーン・ケネディ 



Jケネディ＋ヨハネ２３世 Mトランプ＋フランシス
コ 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigrOe02LTJAhWiGKYKHRzHDa8QjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/490329478156653152/&psig=AFQjCNHRw2KzY7UnzR59B6Y178OXH4sBgg&ust=1448854101633146


ピューリタンは共和制を支持、君主制を嫌
う 
• ウイリアム国王以降は英国は立憲君主制が確立し安定、現在に
至る。共和制を支持したピューリタンは君主制を嫌い、共和制の
ピューリタンは理想郷を創るために北米に移住→米国の独立（１
８Ｃ） 

•             ↓ 
• 現在のアメリカ合衆国の起源、荒れ地であった北米に世界一繁
栄する国家アメリカを創ったピューリタン達、プロテスタント信仰に
支えられてきた。米国は神に祝福された「神の国」という考え方が、
２１世紀にもあり、そのため英国や他のヨーロッパより信仰心が
あつい。また建国という政治や経済の発展とキリスト教信仰が深
く結び付く 



プロテスタントこそアメリカに相応しい宗教 

• カトリックにはヒエラルキー（身分制度）と言って厳密な上下関係
があり、聖職者になるためには長年の難しい勉学や修行が必要 

• プロテスタントは万人司祭なので「だれでも牧師になれる」 
• 特にプロテスタント主流派より福音派にその傾向が強い 
• ある日突然、カリスマ牧師やカリスマ伝道師が現れる 
• カトリックではかつて聖職者しか聖書を読むことが出来なかった
→聖職者が特権的な地位にあり、その特権を乱用した聖職者に
対して怒ってルターがプロテスト→プロテスタント教会設立（１６
Ｃ） 

• プロテスタントでは聖書中心主義で誰でも聖書を読める→高識字
率 



『プロテスタントの倫理と資本主義の精神』 

• マックス・ウエーバーの名著 
• 高識字率は経済発展に繋がる（幕末の日本の寺子屋：高識字
率） 

• プロテスタントではキリスト教と資本主義の発展（お金儲け）が矛
盾しない。勤勉に働くことこそ神への奉仕、結果お金を多く稼ぐこ
とは罪ではない。 

• こうした労働や資本主義をめぐってプロテスタントとカトリックは考
え方が異なり論争がある 

• プロテスタント教会、福音派メガチャーチには多くの人とお金が集
まる 

• アメリカの大統領選挙には多額のお金がかかる 



•４メガチャーチと宗教団体、トランプが目を付けたそ
の政治力と資金力 
 
 



メガチャーチ成長とトランプ大統領令（２月） 

• 過去２０年間に４倍に増加 
• 現在１３００以上が存在、上位５０位は平均出席信徒数は週１万
人 

 最大規模のものはテキサスのヒューストンにあり、週４万人 
 

• メガチャーチの莫大な収益と人々への影響力に目を付ける 
• ジョソン修正案（１９５４年）：教会と国家の分離を立法化を廃案に 
  教会や宗教（チャリティー）団体が政治活動に関与したり資金を
提供することを違法とする法案を成立させた。これをトランプが無
効に 
 憲法修正第1条で政教分離の規定あり、但し解釈による 

 
 



急成長するメガチャーチ 



取材したカルフォルニア州の教会 



全米７位のサドルバック・メガチャーチ 



ロック・コンサート会場の様なチャペル内部 



ロック・コンサートの礼拝のオープニング 



若者や年配者などあらゆる層にアピール 



ゴスペルをみんなで歌う 



リゾートホテルの様な休息スペース 



リック・ウォーレン牧
師（５４～） 
全米７位の規模サドルバッ
グ・チャーチを率いる。カリ
スマ牧師ビリー・グラハムの
弟子として牧師となり、 
Leadership Networkという徹
底したマーケティング・リ
サーチに基づいた教会の
拡大戦略方法を学び、それ
を実行し、メガチャーチや大
学を築いた。政治的にはリ
ベラル派とも右派とも交流
を持つ。 



メガチャーチの役割 

•福祉国家でないアメリカでは教会が福祉を担う場
合が多い 

•郊外の振興住宅に皆が集まって交流する場を提供 
•保険の入り方や様々な生活面での問題に対処 
• （メンタルな病から麻薬やアル中問題への対処方） 
•富裕層には教会への寄付に税優遇策 
•エンターテイメントを提供 



ボブ・ブッフォードがメガチャーチを考案 

• 一度に２０００人以上を収容できるチャペル（競技場の様な）を有
している。キリスト教福音派が主流であるがNo dominationも増大 

• ケーブルＴＶの先駆者ボブ・ブッフォードがテキサス州で１９８４年
にLeadership Network（ＮＰＯ）設立 シンクタンク 

•  キリスト教リーダー達がどうすれば教会参列者数を増やせるか 
•  北米全体で教会は３５万軒あるが多くの人を集められるのは僅
か 

• ピーター・ドラッカーの経営学やNPO論から影響を受け、メガ
チャーチの拡大や経営戦略をアドバイス。ドラッカー研究所の所
長になる。 

• Halftime Institute マーケティングやイノベーションを教会経営に 



トランプ大統領就任式参列６人の聖職者 

福音派：救援活動団体「サマリタンズ・パース」のフランクリン・グラ
ハム牧師（「ビリー・グラハム伝道協会」総裁）、 

女性テレビ伝道者のポーラ・ホワイト牧師（「ニュー・デスティニー・
クリスチャン・センター」主任牧師） 

ペンテコステ派：サミュエル・ロドリゲス牧師（「全米ヒスパニック・キ
リスト教指導者会議」創設者） 

黒人プロテスタント主流派：ウェイン・Ｔ・ジャクソン牧師 

カトリック：ドーラン枢機卿（NY大司教） 

ユダヤ教：ラビ Marvin Hier 
 



トランプ支持の６人の聖職者たち 



フランクリン・グラハムとビリー・グラハム 



ビリー・グラハムとは（１９１８～） 

• マーケティング・リサーチ手法が採用される前から霊的なリー
ダー、カリスマ伝道師としてニクソン大統領～ブッシュ、トランプに
至るまで歴代共和党大統領から絶大な支持を受けている。 

• 聖書通り「イエス・キリストは私たちの罪の身代わりとして死に、よ
みがえったので救い主として受け入れなさい」メッセージで、多く
の人が主イエスを見出し、新生（ボーン・アゲイン）した 

• 2002年で彼の生涯における聴衆は、ラジオとテレビ放送を含めて
20億人に達した。存命だが高齢（９８歳）のため、１０年ほど前か
らは息子のフランクリンが、「ビリー・グラハム帝国」を引き継いで
いる。 
 



フランクリン・グラハム（５２～）トランプ支持 

• トランプの大統領選のために５０の州を訪問しトランプへ
の投票を呼びかけた。またトランプがNYに９００人の福音
派牧師とカトリック保守の神父を集めて彼への支持を呼
びかけた時に、自らのスピーチの前にフランクリンを登場
させ、彼に「ヒラリーよりトランプが、完璧でないものの、キ
リスト教者に相応しいリーダー」と挨拶させた。この内容
は雑誌The Christian Postに掲載され、配信された。 

• ヒラリーがプロ・チョイスで同性婚賛成なのを糾弾 
 



最人気テレビ伝道師：オスティーンとホワイ
ト   



メガチャーチとオバマケア廃止との関係 

 今年５月５日：オバマケア（医療保険制度改革法）の廃止が僅差
で下院通過  
 今年６月２７日米共和党上院トップのマコネル院内総務は２７日、
医療保険制度改革（オバマケア）代替法案について、党内の支持
を増やすため、採決を先送りすることを決定（今夏成立想定） 
 メガチャーチや宗教団体が医療保険の肩代わりをしたり、団体加
入などすることで、「国家」の保険制度を必要としない。富裕層は所
属しているメガチャーチや宗教団体に税優遇で寄付が可能。チャリ
ティやボランティアの精神は、「徴税」という国家に強制される方法
ではなく、自発的に自助的に行われるべきだと考えられている 



宗教団体が保険会社を運営するケース 

• コロンブス騎士団というカト
リック相互扶助団体で、１９
世紀後半カトリックの社会
的地位が弱かった時代に
設立され、医療をはじめと
する生活面でのケアをメン
バーの間で行う組織。２１
世紀には保険会社を設立
し、着実な成長をとげてい
る。 



コロンブス騎士団の保険 

Year Insurance in 
force (billions)[57] 

Assets 
(billions)[57] 

2012 $88.4 $19.4 

2011 $83.5 $18.0 

2010 $79.0 $16.9 

2009 $74.3 $15.5 

2008 $70.1 $14.1 

https://en.wikipedia.org/wiki/Knights_of_Columbus#cite_note-Annual2013-57
https://en.wikipedia.org/wiki/Knights_of_Columbus#cite_note-Annual2013-57


メガチャーチ地図とバイブル・ベルト地図 





おわりに 

• トランプが勝利した州はラスト・ベルトとバイブル・ベルト、一部サ
ン・ベルト（テキサス州）は、メガチャーチ地図と重なる 

 トランプの勝利と支持は宗教右派・保守の宗教票で説明できる 
「ジョンソン修正案」や「オバマケア廃止」、「イスラム教徒の入国禁
止」大統領令など具体的な政策は宗教右派・保守の影響による 
ミレニアム世代の宗教心は低下していると言われるがメガチャーチ
には多くの若者が通う 
• ２１世紀でも宗教票が大統領選挙やその政策に影響力があると
言えるであろう 
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