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中間選挙後のワシントンDCで期待される  
いくつかの進展

立法の進展よりも党派間の争いによる停滞に慣れ切った首都ワシントンDCから、来年はいくつかの小さなサ
プライズが資本市場にもたらされるかも知れません。

最高裁判事ブレット・カバノー氏の感情的な公聴会は、それまで結末が予想可能とみなされていた中間選
挙に向けて最後の不確実性をもたらす結果となりました。過去の実績に基づけば、民主党は下院では支
配権を握り上院では過半数割れという結果が想定されますが、このシナリオには依然として多くの可動部分
が含まれています。 

さらに、党派争いの熾烈化により、インフラ投資、薬価改定、最低賃金ルールなど公約の立法化が一段と遅
れる可能性もあります。北米貿易協定の承認は可能かもしれませんが、米国が抱える最大の問題である連
邦財政赤字に対処するための長期的な方策を想像することは困難です。

“何よりも重要なことは、未だ1993年の水準にとどま

っているガソリン税率の引き上げをトランプ大統領が

認めることです。” 

 

２週間は人生2回分に匹敵する

現時点において最もサプライズをもたらす展開は、中間選挙における大統領所属政党の過去の実績や、民
主党優勢の世論調査を覆し、共和党が勝利して下院の支配権を得るというシナリオです。しかし、最後の
土壇場で共和党が勝利すれば、（2017年の米国税制改正法の一環として実施された減税を超える）一
段の減税や（トランプ政権によって既に実施された政策を超える）規制緩和の長期化に対する期待感か
ら、資本市場はラリーする可能性が高いと私達は考えています。こうしたシナリオのもとでは、金融、医薬品、
エネルギー、防衛などのセクターが特に堅調に推移するでしょう。
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州別の世論調査がしばしば信頼に足らないということは長きに亘り学んできた
ことですが、共和党が上院の支配権を失う可能性は低いとみています。政治的
な中毒者は、特に民主党の苦戦が予想されるミズーリ、モンタナ、インディアナ、フ
ロリダの選挙戦を注意深く見守っています。共和党はネバダおよびアリゾナで敗
退する可能性がありますが、これらの州ではカバノー事件以降同党の基盤が
強化され、最近では差を縮めつつあるようです。そしてもう１つ忘れてはならない
ことは、政治の世界では１週間が人生１度分、つまり中間選挙までには2週間
＝人生２度分の時間が残っているということです。

奇妙な仲間を待ち受けるいくつかの案件 
しかし、仮に選挙当日から議会が分裂した場合でも、反目するライバル同士が
共通グラウンドに立つべき重要な分野があります。下院議長は、それが民主党
のナンシー・ペロシであれ、共和党の新顔ライバルであれ、トランプ大統領のロシ
ア疑惑に関する調査を立ち上げる強い圧力に晒されるでしょう。この他にも、両
党の経済的イデオロギーが一致するいくつかの重要な分野があります。

まず、トランプ大統領が打ち出したインフラ投資計画は、同氏が減税や貿易問
題に焦点を当てすぎた結果、あまり注目を集めてきませんでした。しかし民主党
もこの問題を認識しており、公的・民間部門の資金を混合した計画に同意し、
（不承不承ながらも共和党と）功績を分かち合う可能性があります。トランプ
大統領はまた、これ以上の国境関連支出拡大に関する主張を取り下げる必
要があるでしょう。しかし、「インフラストラクチャー」や「（国境の）壁」の政治的定
義は容易にぼやける可能性があります。何よりも重要なことは、未だ1993年の
水準にとどまっているガソリン税率の引き上げをトランプ大統領が認め、インフラ・
プロジェクトに充当する主要な資金源を確保することです。 

貿易面では、一段の関税賦課を視野に入れながら中国の貿易政策に対す
る攻撃を続け、米国の中国投資をより厳しく管理するに当たり、民主党から
多くの支持が得られるものと考えます。トランプ大統領が北米自由貿易協定
（NAFTA）の再交渉においてより保護貿易主義的な立場を再度明確にし
たことで、同協定は多くの民主党議員の趣味にかなった内容になるものと見込
まれます。貿易問題は常に極端な議論を呼ぶ分野ですが、新たに締結される
米国-メキシコ-カナダ協定(USMCA)には、高賃金国から輸入される自動車
製品に関する厳しい要件が含まれており、AFL-CIOを含むいくつかの労働組
合から条件付きの予備的な合意を得ています。

可能性は低いもののゼロとは言い切れないのが、トランプ大統領が頻繁にツイ
ートし、多くの民主党議員の耳に残っている薬価改定の分野における進展で
す。トランプ政権と上院民主党議員バーニー・サンダーズ氏は共に、アマゾンの
最近の時間当たり賃金引上げを称賛しており、こうした動きは最低賃金法の
整備につながる可能性があります。薬価改定は医薬品企業の利益率にマイ
ナスの影響を及ぼし、最低賃金引き上げは病院業界からの攻撃の対象とな
るでしょう。

”一方、最も期待しにく

いのは、今年行われた

減税を受けて拡大して

いる連邦財政赤字削

減に向けた一貫したア

プローチです。” 
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部屋の中のゾウは動かない 
一方、最も期待しにくいのは、今年行われた減税を受けて拡大している連邦財政赤字削減に向けた一貫し
たアプローチです。民主党は、高所得者からの税収を増やし、国内支出の削減を復活させたいと考えていま
す。しかし、再選を目指すトランプ大統領が、立法上の重大な功績と自身が考えることを元に戻すことは考え
にくいでしょう。驚くに値しないことですが、上院・下院の議員で連邦福祉受給権制度の長期的な改善に取
り組む姿勢ができている議員は誰一人としていないようです。

よって、暫定的な支出計画を通過させるための深夜の乱雑な妥協劇によって、期待される進展が頓挫する
かどうかが見どころとなるでしょう。こうしたステップは政府の封鎖を阻止できても、より持続的な長期予算の
構築には何ら貢献しないでしょう。 

* 2018年以降は予測値
出所: CBO  2018年10月18日時点

図1: 米議会予算局（CBO）発表の財政収支の推移（対GDP比、％）
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マクロ経済・地政学リサーチ責任者
ベアリングスの投資チームによる様々な視点を分析し、金融市場における経済
及び政治的進展に関する影響の調査を行う責任者。1995年金融業界に
入る。2018年ベアリングス入社以前は、カーネギー国際平和基金の地理経
済学及び戦略プログラムのシニア・フェロー、ハーバード・ケネディスクールのモサヴ
ァー-ラーマニ・センター・フォー・ビジネス・アンド・ガバメントのシニア・フェローを務め
る。2013年から2015年は、米国家経済会議及び米国家安全保障会議の
スペシャル・アシスタントとして、貿易や投資、広義でのグローバル経済問題のプ
リンシパル・アドバイザーを務めた。また、4年間副財務次官補として、欧州金融
危機対応や欧州、ロシア、中央アジアにおける米国の金融政策交渉を担った。
米国政府に勤める以前は、パイオニア・インベストメンツにおいて国際投資部門
のディレクターとしてエマージング市場や国際ポートフォリオを管理。イェール大学
にて歴史学士号、コロンビア大学にて国際関係学博士号を取得。外交問題
評議会メンバー。CFA協会認定証券アナリスト。

Dr. クリストファー・スマート（Dr. Christopher Smart）、CFA
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