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があり︑その点で神戸と違っている︒
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支持者のなかで棄権が増えれば︑﹁も
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とされていたトランプ氏と︑民主党の
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かけていたのが大変気がかりであっ

補者2人による激しいネガティブキャ

本選挙は︑史上稀にみる不人気な候

で︑気付いたことがある︒普通は︑ア

行くオハイオ州のデイトンという街

毎回大統領選挙で現地取材のために

て重要である︒激しい対立状況にある

の大統領を正確に理解することが極め

とができなかったのである︒

察でも︑気づくべき変化をとらえるこ

あった︒日本人米国ウオッチャーの観
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持する候補者のポスターなりグッズを

︒
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中西部の有力州とフロリダで勝利した

しかしたら﹂ということであった︒

嫌われたのは意外であった︒泡末候補
サンダース氏の善戦は︑米国の変化を

4月20日︑﹁倍行社安全保障講座﹂
トランプ氏が勝利を収めた︒

物語っている︒

において︑ジャーナリストの於尾文夫

ランプ外交の落とし穴についての指摘

並びに蜜月を謳歌しっつある安倍・ト

統領個人のパーソナリティと可能性︑

に潜む米国社会の変化と︑トランプ大

による︑トランプ大統領の誕生の裏側

の講話があった︒その中で︑現地取材

疑うことはあった︒それでも︑クリン

と思いながらも︑﹁もしかしたら﹂と

トランプ大統領にはならないだろう﹂

なかったことは残念だった︒﹁まさか

して気づきながらも︑正確に予測でき

の変化について︑米国ウオッチャーと

まず︑このような結果になった米国

劣を見るのだが︑クリントン氏が優勢

た︒毎回同じやり方で支持者を数え優
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る州でも︑史上稀に見る不人気な候補
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わゆる公職・軍歴等の経験がない︒政

まず︑不動産業の経験しかなく︑い

る可能性がある︒
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●異色な大統領を正確に捉える必要性
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