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１．はじめに

アメリカ合衆国における「プライマリー」（いわゆる「予備選挙」）の形
態は州ごとに非常に多様であり，同じ州でも時代によって大きく異なるこ
とが知られている。
なぜ，プライマリーの形態は変化するのだろうか。この疑問に対して，

選挙制度改革を「特定の政策要求者集団が他の政策要求者集団に対して優
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要旨：アメリカ合衆国の「プライマリー」（「予備選挙」）は多様で，同じ
州でも時代ごとに形態が異なる。なぜ，プライマリーの形態は変化するの
か。この疑問に，選挙制度改革を「特定の政策要求者集団が他の政策要求
者集団に対して優位に立つために自らの影響下にある政治家を操作して行
わせるもの」とみる立場から説明が試みられた。だが，先行研究で決定的
事例に位置づけられるカリフォルニア州ですら，政策要求者集団が改革を
規定する原因であったかどうか再検討の余地がある。本論文ではカリフォ
ルニア州の事例を再度取り上げ，過程追跡の手法を用いて茨多重立候補制
度の禁止，芋ブランケット・プライマリー導入，鰯ブランケット・プライ
マリー提訴，允TTVG導入を「結果」と捉え，先行研究による説明の妥当
性について追検証を試みた。その結果，政策要求者集団の影響はいずれの
事例内観察においても左程顕著ではなく，プライマリー形態の変更を促す
必要条件であったとは考えにくいのではないかという知見を得た。
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位に立つために自らの影響下にある政治家を操作して行わせるもの」とみ
る立場から説明が試みられてきた（Cohenet.al.2008;Masket2016）。
それら先行研究ではカリフォルニア州が選挙制度改革の決定的事例に位

置づけられている。だが，決定的事例に位置づけられるカリフォルニア州
ですら，政策要求者集団が改革を規定する原因であったかどうか再検討の
余地があるのではないか。そこで，本論文ではカリフォルニア州の事例を
再度取り上げ，過程追跡の手法を用いて先行研究による説明の妥当性につ
いて追検証を試みるものである。
通説がいうように，政策要求者集団は選挙制度改革を規定する原因であ

ったのか，そうでないとすれば，何がより決定的な原因になっていたのか。
この問いに答えることが本論文の目的である。

２．先行研究の検討：
カリフォルニア州でプライマリーはなぜ改革されてきたのか

カリフォルニア州においては，プライマリーの形態が１９０８年以降，歴史
的に何度も変革されてきた。同州で何度もプライマリーの形式が変更され，
最終的に「上位二候補プライマリー（Top-Two-Vote-GetterPrimary;以下
TTVG）」が採用された事実をどのように説明できるであろうか１。先行研
究では以下のような説明が提示されている。
Cohen-Karol-Noel-Zallerの理論によれば，政党を形成する真のプリンシ

パルは政治家ではなく，広範な利益集団，社会運動家，資金提供者，メデ
ィア，アクティビスト（コンサルタント，ロビイスト，５２７条団体など）の
連合からなる政策要求者集団（PolicyDemanders）である。すなわち，政
治家は彼らの単なるエージェントに過ぎない（Cohenet.al.2008;Karol
2009;Bawnet.al.2012;Noel2013）。

政策要求者集団が目指すのは，自らが実現を狙う政治的アジェンダを最
大限尊重し，取り上げてくれる候補者を擁立・当選させることである。こ
のため，政策要求者集団は候補者を発掘・擁立し，さらに候補者に資金を
はじめとするリソースや選挙でのボランティアなどを提供し，支援する。
そして，その見返りとして自らが望む政策や制度改変の実現を当選後に政
治家に要求する（Cohenet.al.2008）。

セス・マスケットはこの立場に立ちつつ，カリフォルニア州のプライマ
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リー制度の歴史的変遷を以下のように説明している。特定の政策要求者集
団は他の政策要求者集団に対して優位に立つべく，当選した政治家に自集
団に有利な選挙制度改革を実現させようとする。これに対して，他の政策
要求者集団は自集団に近い候補者を当選させ，選挙制度を自らに有利なよ
うに再度改革し直そうと企てる（Masket2016:30-33）。
選挙制度改革とは，以上の「改革→再改革」の繰り返しであるというの

がマスケットの見解である。マスケットはカリフォルニア州のプライマリ
ー改革を選挙制度改革の決定的事例に位置づけており，同州のプライマリ
ーの形態が１９０８年以降，歴史的に何度も変革されて最終的にTTVGが採用
されるに至った事実を上記のように説明できるという（Masket2013b;Mas-
ket2016:104-126）。
この説明は正しいのであろうか。本論文ではマスケットが決定的事例研

究に位置づけるカリフォルニア州を対象として，マスケットの説明を再検
証する。
本論文のリサーチ・クエスチョンに答えるのに最適な手法は過程追跡

（ProcessTracing）である。本論文では，茨１９１４年に導入された多重立候補
制度の禁止（１９５８年），芋ブランケット・プライマリー導入（１９９６年），鰯

ブランケット・プライマリー提訴（２０００年），允TTVG導入（２０１０年）を
それぞれ「結果」（Y）と捉え，異時点における事例内観察を通じて原因

（Xs）となっている要因に関する情報を収集する（GoertzandMahoney
2012）。そして，事例内観察を通じて得られた要因が先行研究の説明通り
の因果的役割を果たしていたかどうかを検証することが最終的な目標とな
る（GoertzandMahoney2012）。

３．実証

３．１ プライマリーの導入と多重立候補制度
カリフォルニア州におけるプライマリーの歴史は非常に独特である。
カリフォルニア州は１９０８年に住民投票でプライマリー導入を決定，１９０９

年には州議会で多数を占める共和党のイニシアチブでプライマリーを規定
する法案が可決された（Reynolds2006:205）。かくして，１９１０年以降の選挙
でプライマリーが実施されることになる。
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初期のプライマリーはクローズド・プライマリーであったが，特定の政
党のプライマリーにしか有権者が投票できない制度は閉鎖的であるとの批
判が絶えなかった。この批判を受けて，１９１４年の選挙以降，候補者は複数
政党からの立候補（多重立候補;Cross-Filing）が認められるようになった

（GainesandCho2002:15）。この制度の下，同一候補が複数政党のプライ
マリーに同時に出馬することが慣例化した。同一候補が全ての政党のプラ
イマリーで勝利を収め，本選を待たずに選挙の決着がつく場合も少なくな
かった（Boatright2014:243-244）。
当時のカリフォルニア州は共和党優位の州として知られており，１８９０年

代から州議会両院ではほぼ一貫して共和党が多数を占めていた。１９５２年ま
ではプライマリーの投票用紙に候補者の所属政党が明記されなかったため，
多重立候補制度は知名度と実績のある共和党の現職候補者に有利に作用し，
共和党の一党支配を強めているという批判が絶えなかった。１９５８年に民主
党が知事選挙で勝利し，議会選挙でも民主党が多数を占めると，共和党の
反対を押し切って民主党のイニシアチブで多重立候補が禁止された（Gain-
esandCho2002:17;Masket2015:229）。
以後１９９６年に至るまで，カリフォルニア州は多重立候補なしのクローズ

ド・プライマリーを用いるようになる。すなわち，候補者は自らの所属政
党のプライマリーからしか立候補できず，有権者もプライマリーの投票日
までに特定の政党に有権者登録をしたもののみ当該政党のプライマリーで
の投票を認めるシステムに切り替わったのである。この後，１８９０年代から
続いてきた共和党の州議会両院での優位は崩れ，１９５９年以降は州議会両院
で民主党が多数を占めるようになった（Boatright2014:244）。

だが，今度はクローズド・プライマリーがイデオロギー的に極端な有権
者の政治参加を高める効果を発揮しており，偏向した立場の候補者の当選
につながっているという批判が起きるようになっていく（Gerber2001:
144）。

３．２ ブランケット・プライマリーの導入
クローズド･プライマリーの批判者が発起人となって，１９９６年３月にカ

リフォルニア州で提案１９８（Proposition198）という住民発案が提案・可決
される。これは同州にブランケット・プライマリーを導入するものであっ
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た（BullockandClinton2011:916）。
提案１９８の発起人を務めたのは，トマス・キャンベル元連邦下院議員，レ

ベッカ・モーガン元州上院議員，ルーシー・キルレイ元州上院議員などの
政治家である。このほか，ヒューストン・フラーノイ（南カリフォルニア
大学教授），ダン・スタンフォード（法律家），ユージーン・リー（カリフ
ォルニア大学バークレー校教授）などの政治的アクティビストもこの提案
運動に参加していた（Gerber2001:144;Boatright2014:245）。
提案の中心人物の一人であり，穏健派の共和党員として知られたトマス

・キャンベルは，１９９２年に前任者の引退で空席となった連邦上院議員に立
候補した経験を持つ。だが，彼は共和党のプライマリーで保守派ブルース
・ハーシェンソンに僅差で敗れた。その後，本選に進んだハーシェンソー
ンは結局民主党のバーバラ・ボクサーに敗北を喫している。
中道派の民主党員だったルーシー・キルレイは１９８２年に共和党優位の州

下院選挙区，第７８選挙区からカリフォルニア州下院議員に当選した２。彼
女はのちに州上院議員に転身して当選を果たすが，中道派ゆえに民主党の
クローズド・プライマリーで苦戦が予想されたため，民主党を離党して無
党派に転じ，本選挙で勝利している３。
以上から分かるように，キャンベルやキルレイは自らの経験から，クロ

ーズド・プライマリーは自分たちのような穏健派を苦戦させ，イデオロギ
ー的に極端な候補者の当選に有利に作用していると考えたのである。ゆえ
に，彼らは開放的なプライマリーの導入を主張して，提案１９８を推進する運
動を先導した。
彼らの呼びかけで，提案１９８への支持を広める運動には１００万ドル弱の資

金が集まったが，このうち半分ほどはデイヴィッド・パッカード，ウィリ
アム・ヒューレットなど，ヒューレット・パッカード社からの寄付である。
また，キャンベル自身は９万７千ドル以上，モーガンも１４万ドル以上の自
己資金を拠出し，運動の展開を後押しした（Gerber2001:145）。

だが，クローズド・プライマリーの下，安全選挙区（特定の政党の有権
者登録数が５０％を上回る選挙区）から当選を果たした二大政党の政治家た
ちの多くは，ブランケット・プライマリー導入に超党派で反対する。ブラ
ンケット・プライマリーが導入されることで自らの再選を危惧したからで
ある。共和党からはブルース・ハーシェンソンやジョン・ヘリントン（レ
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ーガン政権でエネルギー長官），民主党からはジョン・ヴァン・デ・キャン
プやビル・プレス（カリフォルニア州民主党委員長）などの有力政治家が

「超党派」でブランケット・プライマリー導入反対の論陣を張った（Masket
2013a:209）。
カリフォルニア州の二大政党の州委員会は，政党は自発的政治結社とし

て合衆国憲法修正第一条に規定された結社の自由を有すると主張して，政
党にオープン・プライマリーを強制する提案１９８は憲法違反であるとする反
対運動を展開しはじめた。メディア王として知られるルパート・マードッ
クは４万８千ドル余りの資金を提供し，この反対運動を後援した（Gerber
2001:145）。
結局，抵抗勢力の反対を押し切って１９９６年３月２６日に提案１９８は可決さ

れ，ブランケット・プライマリーの導入が決定された（賛成５９.４１％，反対
４０.４９％）。ブランケット・プライマリーの導入後，プライマリーでの交差
投票が増える，投票率が上昇するなどの変化が見られるようになった

（Gerber2001:148-149）。また，穏健な有権者の多い選挙区の政治家はプラ
イマリーで交差投票する有権者に迎合するために中道化し，イデオロギー
的に極端な自党のアクターから意図的に距離を置く変化が見られたことも
実証されている（BullockandClinton2011:916）。
アルバレズとシンクレアの研究でも，カリフォルニア州議会のデータに

基づいて検証したところ，ブランケット・プライマリー導入以降，議員の
行動がより中道的・妥協的に変化したことを実証している（AlvarezandSin-
clair2012:544-557）。

加えて，ブランケット・プライマリーが導入されると，穏健派の共和党
ラティーノ政治家が民主党優位の選挙区で民主党の現職を破って当選する
という現象が見られた。
カリフォルニア州のラティーノ有権者は全体の１５％を占めており，社会

的争点では保守的ながら，経済的には民主党の政策を支持する傾向があっ
た。民主党に有権者登録しているラティーノが６０％，共和党に登録してい
るものは２２％に過ぎなかった。だが，ラティーノのなかに中流階層が形成
されはじめると，ラティーノの中間階層は保守的な経済政策を支持するよ
うに変化し，ラティーノは潜在的には必ずしも強固な民主党の支持層とは
いえなくなりつつあった（SeguraandWoods2002:250）。
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しかし，クローズド・プライマリーの下では，有権者登録上は民主党員
が大多数を占めるラティーノは，共和党のプライマリーで投票できない。
ゆえに，共和党の候補者の側にも民主党側にいるラティーノ有権者を意識
して集票活動を展開したり，彼らを意識した政策を打ち出したりするイン
センティブが生じなかった（SeguraandWoods2002:252）。
ちなみに，ブランケット・プライマリー導入以前の１９９６年の時点で，カ

リフォルニア州議会でラティーノの共和党議員はロッド・パチェコ一人の
みである。彼は１８８１年以来の史上３人目のラティーノの共和党議員であっ
た（SeguraandWoods2002:253）。

３．３ ブランケット・プライマリーの終焉
ブランケット・プライマリーが導入されて初の選挙となる１９９８年の州議

会選挙において，１３名のラティーノの共和党候補者が立候補し，再選され
たパチェコを含めて４名が当選を果すという「異変」が見られた（Segura
andWoods2002:256-259）。
穏健派の共和党のラティーノ政治家は，プライマリーで登録上は民主党

員であるラティーノの有権者から交差投票で支持を得ることに成功し，プ
ライマリーおよび本選挙で勝利を収めたのである。のちにTTVG導入の立
役者となるエイベル・マルドナード（AbelMaldonado）も，このとき州下
院議員に当選している（Gerber2001:154）。
ところが，カリフォルニア州のブランケット・プライマリーは２０００年６

月に突如終わりを迎える。２０００年４月，カリフォルニア州の民主党，共和
党，リバタリアン党，平和自由党の四党が連名でカリフォルニア州政府を
相手取り，ブランケット・プライマリーが違憲であるとして訴訟を起こし
たのである。
同年６月，「カリフォルニア州民主党その他・対・ジョーンズ判決」の中

で，連邦最高裁はカリフォルニア，アラスカ，ワシントン各州で採用され
ていたブランケット・プライマリーは憲法違反であるとの判決を下す（Bul-
lockandClinton2011:916;HillandKousser2015:7）。

連邦最高裁によれば，政党は自発的な結社であり，合衆国憲法修正第一
条に定められた結社の自由を有する。ゆえに，有権者に人種に基づく参加
制限を設けたりしない限り，政党には候補者指名の方法を自由に定める権
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利がある。つまり，政党は自党の予備選挙で誰が投票する権利を有するか，
自由に定めることができるというのである。ゆえに，政党にブランケット
・プライマリーを課すカリフォルニア州法は，政党の結社の自由を妨げる
ものであり，憲法違反であると判断された（Gerber2001:146;Boatright
2014:238）。
この後，カリフォルニア州は有権者が事前に登録した政党に投票し，無

党派層のみが任意の政党のプライマリーに投票を選択できる（ただし，政
党は無党派層の参加を拒否することもできる）セミ・クローズド・プライ
マリーに移行し，閉鎖的なプライマリーに戻った。
この間，カリフォルニア州の経済状況は悪化の一途を辿った。州の失業

率は２０００年１月には約５％であったが，その後上昇しはじめ，２００３年には
７％に至った。失業率はその後も低下することなく，２００７年の夏に急上昇
し，２００９年の７月には１２％を超えた。いずれも全国平均を大きく上回る深
刻な数値であった。州の失業救済プログラムには失業者が殺到し，これが
大きな財政上の負担と化し，財政状況は悪化の一途を辿る（Alvarezand
Sinclair2015:30-31）。
カリフォルニア州憲法の規定では，州知事は毎年の州予算案の作成に当

たっては財政を均衡させ，州議会も均衡予算案を通過させることが義務づ
けられていた４。さらに，新規財源調達に必要な増税は議会で三分の二以
上の賛成がないと通せない仕組みになっていたため，財政再建に必要な増
税案が超党派の合意をみず，議会を通過しなかった。経済危機を目の前に
して経済再生を目指す立法活動が停滞するという危機的状況を目の当たり
にして，二大政党のイデオロギー対立を促し，立法活動に必要な妥協を阻
んでいるイデオロギー的分極化こそ政治的停滞を生み出した元凶であると
いう批判が高まった（Masket2013a:206）。

マスケットの分析によれば，カリフォルニア州の二大政党は１９７０年代の
終わり頃から急速にイデオロギー的に分極化し始めている。マスケットに
よれば，カリフォルニア州は全米で最も分極化の程度が甚だしかった州で
あり，これが財政再建に向けての立法的妥協を阻む要因になっていたとい
う（Masket2013a:206）。

このような状況の下，有効な対策を打ち出せなかったグレイ・デイヴィ
ス知事はリコールを受け解任される。デイヴィスの後任には，２００３年１０月
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に行われた選挙で俳優のアーノルド・シュワルツネッガーが当選した（Al-
varezandSinclair2015:31）。
だが，シュワルツネッガー新知事による政府サービスの縮小と増税の両

方を盛り込んだ財政再建案もまた，政府サービスの縮小を嫌う民主党，増
税を嫌う共和党の双方から激しい批判を浴びたため妥協を見ず，議会を通
過させることができなかった（AlvarezandSinclair2015:33）。
このような情勢を目の当たりにして，閉鎖的で党派的に偏った予備選挙

こそイデオロギー的に極端な候補者を当選させて経済危機の打開に必要な
立法の成立を阻み，州政治に停滞と混乱をもたらす元凶であるとの声が強
くなっていく（HillandKousser2015:8）。

３．４ TTVG導入
２０１０年に大きな転機が訪れることになる（AlvarezandSinclair2015:34）。

きっかけとなったのは２００９年の州政府予算をめぐる攻防であった。エイベ
ル・マルドナード州上院議員がイニシアチブを取り，民主党主導の増税を
含む予算案を支持する代償として，TTVGの導入を提案したのである。
すでに述べたように，穏健派でラティーノの共和党員であるマルドナー

ドは，ブランケット・プライマリー時代の１９９８年に当選を果たしていた。
マルドナードがTTVG導入を提案すると，複数の政治組織がこれを支持

する動きを見せた。例えば，「統一的無党派政党の実現を目指す委員会」
（CommitteeofaUnifiedIndependentParty;CUIP）は無党派の有権者を組織
化し，党派的に偏らない政治の実現を目指して活動する諸団体の連合であ
る。この団体のカリフォルニア州における下部組織である「無党派の声」

（IndependentVoice）はTTVGの導入を積極的に後押しした５。
同様に，有権者の教育や無党派層の政治参加促進などの手段を通じて，

アメリカの民主政治を市民による政治的討議によって活性化させようと試
みる「無党派教育機構」（FoundationofIndependentVoterEducation;FIVE）
などの非営利公益法人（５０１（C）３団体）も，TTVGの導入を積極的に推進
した６。
CUIPやFIVEの支援も追い風となり，マルドナードの要求を民主党側も

受け入れることを表明，TTVG導入を盛り込んだ提案１４（Proposition14）
が州議会を通過した。２０１０年６月のプライマリーでの有権者による投票で
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同提案は賛成多数で可決され，カリフォルニア州にTTVGの導入が正式に
決定した（AlvarezandSinclair2015:34）。
カリフォルニア同様，２０００年の判決でブランケット・プライマリーを廃

止せざるを得なくなったワシントン州もカリフォルニア州に先立って２００４
年にTTVGの採用を決定しており，カリフォルニア州の導入決定は全米で
二例目である。
また，カリフォルニアではTTVG導入に先んじて，２００８年に提案１１

（Proposition11）が成立しており，選挙区割を１４人の一般有権者が行なう
「市民による区割委員会」（CitizensRedistrictingCommission）の設立も決
定されていた。２０１０年からは，選挙区割についても脱党派的に実施する試
みが導入されたのである（Kousseret.al.2014:1,11）。区割委員会は二大政
党の支持層が拮抗する選挙区（SwingDistricts）を人為的に多く作り出すこ
とで中道的な候補者の当選を後押ししようとする制度改革である。
さて，なぜマルドナードはTTVGの導入にあたって，積極的なリーダー

シップを発揮したのだろうか。
マルドナードは２００４年に州下院議員から州上院議員に鞍替えしており，

第１５州上院議員選挙区から当選を果たした。ちなみに，このとき第１５州上
院議員選挙区の共和党予備選挙にはマルドナード以外の共和党候補が出馬
しなかった。２００４年の時点で，予備選挙の形式はブランケット・プライマ
リーからセミ・クローズド・プライマリーへと切り替わっていたものの，
マルドナードの予備選挙自体は無風だったのである７。
表１からも窺われるように，マルドナードの上院選挙区は二大政党の有

権者登録者がいずれも過半数を占めておらず，彼の所属政党である共和党
はむしろ少数派であり，ラティーノの占める割合が比較的多い区であった。
予備選挙を無風で勝ち抜いたマルドナードは，本選挙において共和党票の
６１.９％を獲得，同時に民主党票も４割近くを吸収し，当選を果たすことに

成功している（得票率
５２.５％）８。

メキシコ移民の息子で
穏健派の共和党員である
マルドナードは，州内の
中小企業を支持母体とし

４６

表１ カリフォルニア州第１５上院選挙区
の有権者構成

ラティーノ政党
支持なし共和党民主党有権者

総数
４２３,６２９

（３０.４％）
２７０,４６０

（１９.４％）
４３６,４２３

（３１.３％）
６１５,２７７

（４４.２％）
１,３９３,５１７
（１００％）



て擁していた。彼は中小企業への減税などを強く支持しており，企業寄り
・経済保守的なスタンスを明確にしていた９。マルドナードは経済につい
ては共和党寄りの明確な姿勢を打ち出す一方で，人種問題，環境保護，人
工妊娠中絶，銃規制といった社会的争点については曖昧なスタンスを取り，
明確な姿勢を打ち出さなかった１０。
マルドナードは２００６年には州財務長官（StateController）選挙に立候補

するも，このときは州全域を対象とする共和党のセミ・クローズド・プラ
イマリーにおいて，４１％を獲得したトニー・ストリックランドに３.７％とい
う僅差で敗れた１１。

ストリックランドは宗教保守団体を支持母体としており，人工妊娠中絶
反対，反人種割当制度，反環境規制，反銃規制，反同性愛の姿勢を取る強
硬な社会的保守派であった１２。ストリックランドはプライマリーでマルド
ナードを降したものの，本選挙では４０.２％しか獲得できず，５０.７％を獲得
した民主党のジョン・チャンの前に惨敗した。
以上のように，２００４年の選挙において中小企業を支持基盤に擁する共和

党穏健派のラティーノ政治家であるマルドナードが明確な立場を打ち出し
たのは中小企業への減税のみであった。他の争点，特に社会的争点につい
ては曖昧な姿勢を取ることで当選を果たしたのである。しかし，２００６年の
プライマリーでは社会的に保守的な争点を掲げるストリックランドの前に
僅差で敗れた。
マルドナードはブランケット・プライマリーが導入された１９９８年に州下

院議員に当選を果たした。このときは，穏健派のラティーノの共和党政治
家だった彼は，有権者登録上は民主党員であったヒスパニック系有権者か
らの交差投票を得て，勝利を収めたことはすでに述べた。
だが，ブランケット・プライマリーが２０００年に違憲判決を受け，セミ・

クローズド・プライマリーに移行した状況下では宗教保守に支持される保
守強硬派の候補者のほうが共
和党のプライマリーにおいて
は当選しやすく，マルドナー
ドのような穏健派は制度改変
によって不利になったと考え
られるようになった。
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表２ ２００６年のカリフォルニア州
の有権者構成

ラティーノ民主党
有権者登録

共和党
有権者登録

有権者
登録総数

２,４８１,０００
（１５.６７％）

５,４３６,３１４
（３４.３３％）

６,７２７,９０８
（４２.４８％）

１５,８３７,１０８
（１００％）



表１と表２を比較すると分かるが，第１５上院選挙区とカリフォルニア州
全体の有権者構成は似ている。穏健派共和党員でラティーノの政治家であ
るマルドナードにしてみれば，開放的なプライマリーならば保守派の候補
者を抑えて自身が勝ち残る可能性が高く，そうなれば本選で民主党の候補
者にも勝利できるとの判断が働いていたであろう。
カリフォルニア州では２００４年８月，違憲判決を受けて廃止されたブラン

ケット・プライマリーを再び復活させようとする提案６２が提出された。マ
ルドナードはこの動きに同調して提案を積極的に支持したが，提案６２は反
対多数で否決されている１３。
マルドナードがブランケット・プライマリーの復活案に同調したり，
TTVG導入に際して積極的な役割を発揮したりしたのは，閉鎖的なプライ
マリーは自分のような穏健派共和党候補者に不利で，自らの再選のために
は制度を改革する必要があるとの合理的な判断による基づくものであった
と考えられる。

４．結論

４．１ 結論
事例内観察によって得られた知見を総括する。
まず，１９１４年に導入された多重立候補は１９５８年に禁止されたが，このル

ール変更は民主党のイニシアチブで行なわれた。民主党は多重立候補が共
和党の一党優位をもたらす元凶と考え，ルールを変革することで自党の勢
力拡大を図ったのである。
次いで，１９９６年にブランケット・プライマリー導入の先導役を務めたの

は，民主・共和両党の穏健派政治家であった。彼らは開放的なプライマリ
ーが導入されればイデオロギー的に極端な政治家が選出されにくくなり，
自らのような中道派が優位に立てると考えたのである。
これに対して，２０００年４月，ブランケット・プライマリーを憲法違反で

あるとして訴えたのはカリフォルニア州の主要四政党である。主要政党の
政治家たちは開放的なプライマリーの導入が自らの当選を危うくすると考
え，訴訟を起こしたのである。
他方，２０１０年のTTVG導入の功労者だったマルドナードは開放的なプラ
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イマリーが導入されることで自らの再選が確実になることを期待して改革
を先導した。
以上から明らかなように，カリフォルニア州のプライマリー制度の変更

は，自らの勢力拡大や再選などの目標を合理的に追求する政党や政治家な
どのアクターの行動の帰結として生じたものである（Boix1999;Benoit
2004;Colomer2005;Benoit2007）。すなわち，既存のプライマリー制度の
下で不利益を被っている（と少なくとも認識する）アクターは，自らによ
り有利と思われる新しい制度の導入を繰り返し試み，それが歴史的に何度
か成功を収めてきたのである。
マスケットの説明では，選挙改革とは特定の政策要求集団が他の政策要

求者集団に対して優位に立つために，政治家に行わせるものと捉えられて
きた。カリフォルニア州のプライマリーの形態が１９０８年以降，歴史的に何
度も改革と再改革を経て最終的にTTVGが採用されたのは，まさにそのよ
うな事例であるというのがマスケットの説明である。
だが，カリフォルニア州の事例を再検証する限り政策要求者集団の影響

はいずれの事例内観察においてもそれほど顕著ではなく，プライマリー形
態の変更を促す必要条件であったとは考えにくいのではないだろうか。む
しろ，自らに有利な選挙制度を実現することで当選・再選を確実なものに
しようとする合理的かつ野心的な政党・政治家の行動こそ必要条件であり，
選挙制度改革に決定的な影響を与える要因だったのではないだろうか

（Schwartz1989;Aldrich2011:5,14,21）。

４．２ 含意
TTVG制度の下で行われた初の選挙である２０１２年を調査したアルバレズ

とシンクレア，マスケットは以下に示すような変化が生じたことを示して
いる。
第一に，投票率の変化である。セミ・クローズド・プライマリーで行わ

れた２００８年，２０１０年のプライマリーでの投票率が２８.２％，３３.３％であった
のに対して，TTVG導入後は２０１２年で３１.１％，２０１４年で２５.１％と変化してお
り，TTVG導入後に投票率が低下する傾向が見られた（AlvarezandSinclair
2015;HillandKousser2015）。

ホールとコーサーが属性別に検証を行ったところ，TTVG導入後，年齢
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や支持政党など属性を問わず万遍なく投票率が下がっていることが判明し
た。年齢別には層が上がるほど投票率が下がる傾向にあるが，例外的に最
若年層（１８～１９歳）のみ投票率が上がる傾向（７.０％→８.２％）にあった

（HillandKousser2015:23）。特に２０１４年中間選挙のプライマリーの投票率
２５.１％は，１９１８年以降で最低の数字である（Kousser2015:4）。

第二に，民主党の有権者が過半数を占める選挙区では民主党同士の，共
和党の有権者が過半数を占める選挙区では共和党同士の候補者による本選
挙が増加した（Masket2013a:214-215）。
第三に，前節でも述べたことであるが，TTVGが導入されても選挙区の

中位投票者と候補者のイデオロギー的距離は縮まらず，むしろ乖離する傾
向がみられるとする研究結果が報告されている（Kousseret.al.2014:25）。
アーラーらも実験的手法を用いた研究でTTVGは中道的な候補者を生み

出す効果を発揮していないと結論付けている。彼らの研究ではTTVGが導
入されても有権者が党派の軸を超えて投票しようとしないこと，そして情
報が不足しているために有権者が中道的候補者とそうでない候補者を見分
ける能力がないことが指摘されている（Ahleret.al.2013）。
また，各政党はTTVG導入直後から党の公認候補を指名して選挙当日ま

でに有権者にリストを配布することを開始しており，これが無党派プライ
マリーの効果を無効化してしまっているとの指摘もある。共和党・民主党
はともに，郡・州の共和党委員会で一定数以上の支持を集めた候補者を公
認候補として発表している。２０１２年の選挙では両党が公認した１１３人の候
補のうち，１０３人が本選挙まで生き残っている（Masket2013a:210-214;
Boatright2014:247）。

その他の政治参加等の面を見ても目立った変化は生まれておらず，
TTVGは（現在までのところ）注目に値する効果を上げていないとされる。
であるとすれば，こうした現行の制度に不満を抱く政党・政治家が必ず出
現するであろう。
それらの政党・政治家は再び制度を変化させようとするインセンティブ

を持つようになり，プライマリー制度の再改変に向けた新たなダイナミズ
ムを生み出す動きにつながるのではないかと予測される。

［注記］ この論文は，日本学術振興会科学研究費補助金（課題番号：
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２６３０１０１３）の助成により行われる研究の一部である。

（１） 補足すると，各州で導入が進められているオープン・プライマリーと
は，通常茨ブランケット・プライマリー，芋上位二候補プライマリー（Top-
Two-Vote-Getter;TTVG）に大別される（MannandOrnstein2012:148-149）。
ブランケット・プライマリーでは単一の投票用紙に公職と政党ごとに全候
補者の姓名が列挙されており，有権者は公職ごとのプライマリーで任意の
候補者に一票を投じる権利を有する。ここでは民主党に有権者登録してい
る有権者であっても，共和党のプライマリーに参加し，候補者に投票する
ことが可能である。そして，各政党の候補者で最大得票を得たものが本選
挙に進出し，本選挙では政党別に選ばれた最終候補者が対決するという仕
組みである。これに対して，TTVGでは，まず候補者が自らの政党志向性
を公表する。注意すべきことは，これはあくまで政党「志向性」であって，
その政党からの公認や政策綱領の全面的容認などを必要とするわけではな
い。有権者は公職ごとに最もふさわしいと思う候補者に投票を行なってい
く。そして，プライマリーで上位二位を占めた候補者同士が「決戦投票」
を行なうというものである。この方式を採用すれば，例えば共和党員二人
が州知事のプライマリーで勝利することもあり得るし，逆に民主党の候補
者二名が勝利することもあり得る。民主党の候補者二名がプライマリーを
勝ち抜いた場合，本選挙では「二人の民主党候補のうち，有権者の選好に
より合致した候補者はどちらか」をめぐる決戦が行なわれる。いわば，
TTVGは段階的に理想的中位投票者（IdealMedianVoter）の選好を体現し
ていると考えられる候補者を「党派的要素を排除して絞り込んでいく方法」
であるといえる（AlvarezandSinclair2015:7）。

（２） <http://articles.latimes.com/1986-09-22/local/me-8579_1_republican-asse

mbly>,accessedJune1,2015.

（３） <http://articles.latimes.com/1992-11-04/local/me-1112_1_state-senate>,

accessedJune1,2015.

（４） <http://www.ncsl.org/documents/fiscal/statebalancedbudgetprovisions20

10.pdf>,accessedJuly8,2016.

（５） <http://www.independentvoterproject.org/top_two_primary>,accessed

June1,2015.

（６） <http://www.independentvoterproject.org/who_we_are>,accessedJune

1,2015.

（７） <http://www.sos.ca.gov/elections/prior-elections/statewide-election-resul

ts/presidential-primary-election-march-2-2004/statement-vote/>,accessed

June1,2015.
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（８） <http://www.sos.ca.gov/elections/prior-elections/statewide-election-resul

ts/presidential-primary-election-march-2-2004/statement-vote/>,accessed

June1,2015.

（９） <http://www.independent.com/news/2009/mar/26/maldonado-caught-free-

fire-zone/>,accessedJune2,2015.

（１０） <http://votesmart.org/candidate/political-courage-test/16814/abel-maldo

nado/#.VWxn8M_tmko>,accessedJune2,2015.

（１１） <http://primary2006.sos.ca.gov/Returns/ctl/00.htm>,accessedJune1,

2015.

（１２） <http://votesmart.org/candidate/political-courage-test/16765/tony-strickla

nd/#.VWxzPc_tmko>,accessedJune2,2015.

（１３） <http://articles.latimes.com/2004/aug/12/local/me-cap12>,accessed

June1,2015.
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