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Current Situation of Politics and Religions in U.S.A. 

 

Introduction 

 

Ada Taggar Cohen 

 

 

In this issue we have assembled three contributions under the title “Current 

Situation of Politics and Religions in U.S.A.,” the result of a program initiated by two 

CISMOR research fellows: Prof. Hisae Nakanishi (Graduate School of Global Studies at 

Doshisha University, researcher of contemporary Middle East politics) and Dr. Anri 

Ishiguro (JSPS researcher at The University of Kitakyushu whose main interest is in the 

religion of American Jews as part of the religious amalgam of contemporary American 

society). To a paper based on a public lecture by Prof. Satoru Nakamura (Graduate School 

of International Studies at Kobe University) we joined a workshop paper by Prof. Saho 

Matsumoto (College of International Relations, Nihon University) in order to offer a view 

on the political and religious situation in the U.S.A. before and after the critical elections 

of November 2020, which resulted with the loss of the White House by the Republican 

Party. 

The two papers by the guest scholars were delivered by Prof. Nakamura on October 

31st, 2020 and by Prof. Matsumoto on March 21st, 2021. For this issue these two lectures 

have been extended into articles, and in addition, an article by Dr. Ishiguro was included 

to widen the scope on the religious and political scene in the U.S.A. today. 

The public lecture delivered by Prof. Nakamura is entitled in its article form: “Aim 

of U.S. Foreign Policy for Arab-Israel Normalization: Decoupling from China and the 21st 

Century War Model.” The article includes an important view of the success of the U.S.A.’s 

global strategy by the “normalization of relations” between Israel and the United Arab 

Emirates (UAE) under the Trump administration. Israel is one of the world’s most 

technologically advanced countries, and the Middle Eastern states hold the world’s largest 

oil reserves and thus enormous financial power, therefore a shift in hegemony might 

happen if the U.S.A. does not act in order to prevent China from interfering economically 

in the region. China has actually been trying to tie economic relations with Middle Eastern 
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countries including Israel since 2017. The creation of the alliance between the Arab states  

and Israel is still in its infancy as I am writing this introduction, and the future of these 

relations may depend on the U.S.A., Iran and Russia’s political and economic relations.  

The framework of the workshop offered a lecture by Prof. Matsumoto entitled as 

in the article: “The Formation of U.S. Catholic Conservative Voters.” While offering a 

resume of the background of Catholicism in the U.S.A. over the last hundred years and 

more, the article describes in detail the status of Catholics in current U.S.A. politics. In 

the recent elections of 2020, the strong division between “traditional” Catholics – mostly 

supporting Trump – and “reformist” Catholics – supporting Biden, was crucial to the 

results of the elections. By presenting accurate figures regarding the last elections, Prof. 

Matsumoto concludes with the statement that the “Catholic vote and the presence of 

Catholic conservatives will continue to have a major impact on American politics and 

electoral campaigns in the future.” 

The third paper included in this feature section is by Dr. Ishiguro and places the 

third monotheistic religion in this “political and religious” context, i.e., the one relating to 

American Jews and is entitled: “American Judaism Today: Polarization of Affiliation to 

Political Parties in the United States and Diverse Views on the State of Israel.” During the 

regime of Prime Minister Benjamin Netanyahu, the attitude of American Jews toward 

Israeli politics regarding the Palestinians started shifting and some of this movement was 

reflected in the recent U.S.A. elections. Ishiguro’s paper offers a background to the Zionist 

and non-Zionist aspirations of Jews, specifically relating to the Reform Movement among 

the different religious and non-religious groups of Jews in the U.S.A.. After presenting 

detailed changes in the current tendencies of American Jews in regard to political stances, 

Dr. Ishiguro concludes by saying that there are many different ways of dealing with the 

State of Israel today, in the U.S.A.. With the exception of a few Orthodox groups, Jews in 

the United States, regardless of their religious affiliation, share a critical view of the 

current Israeli government's settlement activities in the West Bank. Israeli actions towards 

the Palestinians’ rights became more critical in the considerations of young Jews during 

the November elections of 2020. 

The three papers offered in this issue of JISMOR 17 will hopefully set up for the 

readers the background and the future to the understanding of the politico-religious 

situation in America of 2021-22 and beyond. 

 

Kyoto, January 15, 2022 
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現代アメリカにおける政治と宗教 

 

はじめに 

 

アダ・タガ―・コヘン 

 

 

 今号は特集として、「現代アメリカにおける政治と宗教」に関わる 3 本の論稿を

収める。これは CISMOR リサーチ・フェロー、中西久枝教授（同志社大学 グロー

バル・スタディーズ研究科、専門は現代中東の政治）、石黑安里博士（日本学術振

興会特別研究員 PD／北九州市立大学、主な関心分野は現代アメリカ社会におけ

るユダヤ教の展開）の企画により、もたらされた成果である。ここでは最初に共

和党が政権を失った 2020 年 11 月の選挙の時期におけるアメリカの政治的、宗教

的状況を概観する中村覚教授（神戸大学大学院 国際文化学研究科）の論稿を取り

上げ、次に松本佐保教授（日本大学 国際関係学部）のカトリック保守に関する論

稿を紹介する。中村教授の論稿は 2020 年 10 月 31 日の講演、松本教授の論稿は

2021 年の 3 月 21 日の講演に基づくものであり、今号のためにそれぞれ講演内容

を拡充する形でまとめられた。さらに石黑博士による論稿が加わり、今日のアメ

リカにおける宗教的、政治的な状況を広い射程をもって論じるものとなっている。 

 中村教授の論稿は「アラブ・イスラエル関係正常化を推進したアメリカ外交の

目的 ―対中国デカップリングと 21 世紀型の戦争―」を主題とする。本稿では、

トランプ政権下でイスラエルとアラブ首長国連邦との「関係正常化」が図られ、

それによるアメリカ合衆国の世界戦略の成果が取り上げられている。イスラエル

は科学技術に関して最も進んだ国の一つであり、また、中東諸国は世界で最も豊

富な石油の埋蔵量と巨大な経済力を持っているため、アメリカ合衆国がその地域

における中国の経済的干渉を阻止しなければ、その勢力関係に変動が生じ得る。

実際、中国は 2017 年以来、イスラエルを含む中東諸国との経済的な結びつきを求

め続けている。アラブ諸国とイスラエルの連携の創出は、筆者がこの序文を執筆

している時点でなお初期段階にあり、これらの関係の未来は、アメリカ合衆国、

イラン、そしてロシアの政治的、経済的関係にかかっている。 

松本教授の論稿は、「米国におけるカトリック保守の形成」を主題とする。同論

稿は、ここ 100 余年におけるアメリカのカトリックの歴史的歩みを要約しながら、
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現在のアメリカ政治におけるカトリックの位置について詳細に論じている。最近

の 2020 年の選挙では、大部分がトランプ氏を支持したカトリックの「伝統派」

と、バイデン氏を支持したカトリックの「改革派」が明確に分かれ、これが選挙

に決定的な結果をもたらした。直近の選挙に関する正確な数値を示しながら、松

本教授は、カトリック票とカトリック保守の存在が、今後のアメリカの政治や選

挙戦に対して多大な影響を及ぼし続けるであろうと結論している。 

 特集の第 3 番目の石黑博士の論稿は、上記のアメリカの「政治と宗教」のコン

テキストにおけるユダヤ教に関するもので「アメリカにおけるユダヤ教の現在地 

―二極化する支持政党の傾向とイスラエル国家をめぐる諸見解から―」を主題と

する。ベンジャミン・ネタニヤフ首相の政権時代、イスラエルのパレスチナ政策

に対するアメリカ・ユダヤ人の態度は変化し始め、この動向は幾分、近年のアメ

リカの選挙に反映された。石黑博士の論稿は、アメリカのユダヤ人のシオニズム

をめぐる志向の背景について述べたものである。正統派および非正統派のシオニ

ストないし、非シオニスト的志向の背景に言及しつつ、後半はとりわけ改革派の

シオニズムに焦点を当てている。石黑博士は、アメリカ・ユダヤ人の現在の政治

的態度の細かい変化について言及した上で、アメリカでは、今日のイスラエル国

家がさまざまな仕方で論じられていると結論づける。アメリカのユダヤ人はその

宗教的な所属にかかわらず、一部の正統派を除いて、現在のイスラエル政府によ

るヨルダン川西岸での入植活動に対して批判的な見解を共有している。2020 年 11

月の選挙において、若いユダヤ人たちのあいだではパレスチナ人の権利に関する

イスラエルの動向に対して、より批判的に考えられるようになったのである。 

これら 3 本の論稿は、2021-22 年とそれ以降のアメリカの政治―宗教関係の理

解のための背景や展望を、読者に提供してくれるだろう。 

 

2022 年 1 月 15 日、京都 


