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　今年１月に発足した米国のバイデン政権

が、「小さな政府」から「大きな政府」への

大転換に挑んでいる。コロナ禍がもたらした

分断の部分的な緩みを追い風に、政府に対す

る信頼を回復できるかどうかが、大転換の成

否を決めそうだ。

■１．大きな政府で二兎を追う
バイデン政権

　バイデン政権の経済政策には、二つの特徴

がある。第一に、経済再建と構造改革の二兎

を追う点であり、第二に、そのための手段と

して大きな政府の力を駆使する点である。

　第一の特徴である経済再建と構造改革の二

兎を追う点は、「より良い再建（ビルド・バ

ック・ベター）」というスローガンに象徴さ

れている。コロナ禍の選挙で選ばれた大統領

である以上、経済再建がバイデン氏の最優先

課題となるのは自然である。これに加えてバ

イデン氏は、単にコロナ前への復帰を目指し

て再建を進めるのではなく、コロナ禍前から

米国が抱えてきた構造問題に取り組み、「よ

り良い」米国に生まれ変わる必要性を強調し

てきた。大統領選挙でのバイデン氏の公約に

は、コロナ禍の克服だけでなく、気候変動や

格差、さらには米国産業の競争力回復といっ

た構造改革に取り組む意欲が示されている。

　第二の特徴である大きな政府の活用につい

ても、その意向は選挙公約に示されていた。

経済政策における政府の大きさを測る基準と

しては、歳出と歳入の水準が考えられる。た
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とえ両者の差である財政赤字が小さかったと

しても、それぞれの水準が高くなれば、経済

における政府の存在感は大きくなる。

　大統領選挙におけるバイデン氏の公約は、

歳出増と増税の組み合わせだった。歳出と歳

入の双方で経済における政府の存在感が高ま

る内容であり、まさに大きな政府につながる。

とくに歳出増の規模は、同じ民主党のヒラリ

ー・クリントン候補が2016年の大統領選挙で

提案した公約の４倍以上に達していた。

■２．歴史的な大転換

　危機を機会に大きな政府に舵を切る手法

は、バイデン氏が属する民主党の伝統である。

大恐慌後の1930年代には、民主党のフランク

リン・ルーズベルト大統領（FDR）がニュ

ーディール政策を開始し、失業保険や公的年

金の創設等によって、福祉国家への基盤を築

いた。2000年代に金融危機後の経済再建を担

ったオバマ政権では、エマニュエル首席補佐

官が「深刻な危機を無駄にしてはいけない。

これまでは不可能だった政策を実現できる機

会だからである」との言葉を残している。

　バイデン氏は、大きな政府への道を切り開

いた先達に、自らを重ね合わせている。バイ

デン氏は、コロナ禍への対応を迫られる自ら

の境遇を、FDRになぞらえる発言を繰り返

してきた。また、ホワイトハウスに歴史の専

門家を招いた際には、FDRの実績について

熱心に議論を交わしたと報じられている。

　FDR以上にバイデン氏との共通項が指摘

される民主党の大統領が、1960年代のジョン

ソン氏（LBJ）である。「偉大な社会」を掲

げたLBJとバイデン氏には、人種による格差

への問題意識や、上院議員からの大統領就任

という経歴に共通点がある。議員時代は公民

権問題等で保守的だったLBJが、大統領にな

ってからリベラル色の強い政策を実現した点

に、議員時代は中道といわれてきたバイデン

氏の変化を重ね合わせる向きもある。

　その一方で、FDRやLBJとの類似性は、暗

に近年の民主党政権との決別を意味する。

FDRからLBJの時代へと連なる大きな政府の

成熟とは対照的に、1980年代に発足した共和

党のレーガン政権以降の米国では、小さな政

府の潮流が続いてきた。民主党政権も例外で

はない。1990年代のビル・クリントン政権は、

行政改革や財政再建に取り組み、1996年の一

般教書演説では、クリントン氏が「大きな政

府は終わった」と宣言した。バイデン氏が副

大統領として参画したオバマ政権ですら、看

板の改革であるオバマケア（医療保険制度改

革）において、民間保険との併存を前提とし

た改革を進める等、大きな政府への大胆な改

革を望むリベラル派にとっては、物足りない

成果に止まっている。

　バイデン氏は、「パラダイムの変革に着手

できるのは、LBJの時代や、もしかしたらそ

れ以前の時代以来だ」と述べている。自らが

参画したオバマ政権すら成し遂げられなかっ

た大転換に、バイデン氏は歴史的な意義を見
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出している。

■３．序盤の滑り出しは意欲的

　歴史的な大転換を意識するバイデン氏は、

大統領就任直後から意欲的に政策運営を行っ

てきた。大きな政府で二兎を追う経済政策の

特徴が、早くも鮮明になっている。

　ここまでのバイデン政権の主要な取り組み

としては、三つの事例がある。第一に、巨額

のコロナ対策の実現である。３月11日にバイ

デン政権は、総額約1.8兆ドルの「米国救済

計画法」を成立させた。第二に、構造改革を

強く意識した提案の発表である。３月31日に

バイデン政権は、インフラ投資等に関する公

約を含む「米国雇用計画」を発表している。

これに続く「米国家族計画」は、医療保険や

教育面での公約をまとめた提案となる。第三

に、積極的な大統領権限の行使である。バイ

デン氏は、トランプ前政権による環境規制の

見直し等、様々な大統領令に矢継ぎ早に署名

している。

　これらの取り組みは、いずれも大きな政府

への大転換を進める内容である。二つの視点

がある。

　第一に、規模の大きさである。米国では、

トランプ政権の時代から、５次にわたってコ

ロナ対策が実施されてきた。2019年度に国内

総生産（GDP）比で４％台だった財政赤字は、

トランプ政権下でのコロナ対策により、20年

度の段階で同15％弱にまで急拡大していた。

　バイデン政権による米国救済計画法の実現

により、21年度についても、米国ではGDP

の15％を超える財政赤字が続く見込みとなっ

（図表１）財政赤字（GDP比）

（注）2021年度以降は予測
（出所）CBOより、みずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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た。2000年代後半の金融危機時に行われた財

政出動を、大きく上回る水準である（図表１）。

　歳出と歳入の水準で測っても、大きな政府

への傾斜は確認できる。米国雇用計画では、

２兆ドル規模のインフラ投資等による歳出の

拡大に加え、その財源として法人税の増税が

提案されており、15年目以降は財政赤字を縮

小させる内容になっている。10年以上にわた

る長期的な計画であることも手伝い、初期段

階でも大きく財政赤字を押し上げるわけでは

ないが、歳出と歳入の水準は高くなる。

　大統領権限の行使に目を転じても、バイデ

ン政権の積極姿勢は鮮明である。バイデン氏

は、大統領就任から３月末までに、37件の大

統領令に署名している。近年の大統領の実績

を大きく上回っており、やはり大統領権限の

積極的な行使で注目された前任のトランプ氏

と比べても、バイデン氏による署名件数は

1.6倍に達している（図表２）。

■４．変質する政府の役割

　第二に、内容面における政府の役割の変質

である。バイデン政権は、構造改革への問題

意識を反映して、格差対策や気候変動、さら

には産業政策といった点で、政府の役割を描

き直そうとしている。

　先駆けといえるのが、コロナ対策として成

立した米国救済計画法である。危機対応とし

ての一時的な措置であるにもかかわらず、バ

イデン政権が構造問題として意識する格差問

題への対応として、二つの点で政府が果たす

べき役割の再定義につながる内容が盛り込ま

れている。

　第一に、福祉政策の転換である。米国救済

計画法では、児童税額控除の１人当たり控除

（図表２）大統領令署名件数

（注）就任年１～３月
（出所）American Presidency Projectより、みずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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額が引き上げられ、さらには全額が給付付き

税額控除へと改組された。これにより、失業

等によって納税負担が生じない家計でも、控

除相当額が全額給付されることになった。

　こうした児童税額控除の改組は、米国にお

ける福祉政策の転換につながり得る。近年の

米国の福祉政策では、支援の受給者に就労努

力を義務付ける等、福祉への依存を避ける取

り組みが重視されてきた。民主党の政権にお

いても、1996年にクリントン政権下で実施さ

れた福祉改革のように、こうした傾向は変わ

らなかった。

　米国救済計画法によって改組された児童税

額控除では、就労の有無は給付の条件になら

ない。それだけでなく、他の税額控除と異な

り、年末調整を待つことなく、扶養する児童

１人当たり最大300ドルが、毎月支給される

仕組みとなった。今年限りの時限措置とはい

え、こうした枠組み自体には、限りなくベー

シックインカムに近い性格がある。

　第二に、所得再配分機能の強化である。米

国救済計画法には、前述の児童税額控除の改

組に止まらず、勤労所得税額控除の拡充等の

減税が含まれた。こうした減税の恩恵は中低

所得層に集中しており、平均税率では所得階

層が下位40％までに入る家計の平均税率がマ

イナスになる。富裕層に有利だったトランプ

前政権の減税とは、同じ減税でも大きく性格

が異なっている（図表３）。

■５．広がるインフラの意味合い

　３月に発表された米国雇用計画でも、政府

の役割の広がりは鮮明である。米国雇用計画

（図表３）所得階層による減税の効果

（注）税引き後所得の増加率、横軸は所得階層
（出所）Tax Policy Centerより、みずほリサーチ＆テクノロジーズ作成

0

5

10

15

20

25

0-20

20-40

40-60

60-80

80-90

90-95

95-99

99-100

米国救済計画法 トランプ減税

（％）

（％）富裕層



9
月
刊資本市場　2021．５（No. 429）

は、インフラ投資に関する計画として位置付

けられているものの、道路や橋等の伝統的な

インフラへの投資が占める割合は、全体の３

割程度に過ぎない。

　バイデン政権は、政府が取り組むべきイン

フラ投資の範囲を、かなり広範に考えている。

米国雇用計画には、育児や介護産業に対する

支援が盛り込まれた。バイデン政権の説明に

よれば、育児・介護の充実こそが、米国の雇

用を支える基本的なインフラとなる。学校や

病院の改修や、低所得層向け住宅の整備等を

加えると、暮らしや教育、医療にかかわる投

資は、米国雇用計画の４割弱を占めている。

　同じように米国雇用計画で大きな割合を占

めているのが、産業競争力の強化に関する施

策である。米国雇用計画には、電気自動車の

普及や企業の研究開発に対する支援、さらに

は半導体等の重要製品に関するサプライチェ

ーンの強化等、産業政策に分類される内容が

多く含まれた。その手法においても、補助金

や優遇税制はもちろん、政府調達による電気

自動車の買い支えが盛り込まれる等、様々な

手段を通じた政府の取り組みが想定されてい

る。

　政府の役割という点では、こうした対象の

広がりだけではなく、計画が目指す目的につ

いても、複数の構造問題が視野に入っている

ことは見逃せない。例えば産業競争力の強化

は、それ自体が構造問題への対応であるだけ

でなく、新たな雇用の創出を通じた格差問題

への対応や、中国との競争への備え、さらに

は、新産業育成や電力分野の改革を通じた気

候変動への対応等、複数の狙いが重なり合っ

ている。

　伝統的なインフラ投資ですら、一筋縄では

いかない。米国雇用計画には、人種等による

格差への配慮が、多くの施策に盛り込まれて

いる。インフラ投資についても、例えば運輸

インフラの強靭性を高める施策では、非白人

や低所得層が多く住む地域において、気候変

動等による被害に脆弱なインフラが多い点が

特筆されている。また、公共交通機関への投

資の必要性に関しても、非白人による利用度

の高さが言及されている。さらには、公共事

業や政府調達等において、労働者の権利や賃

金水準の確保を義務付ける内容は、賃金の引

き上げを通じた格差対策に通ずる。

　なかでも目を引くのが、既存インフラの廃

棄につながり得る投資である。米国雇用計画

には、人種による格差を是正する観点から、

過去の公共投資によって分断されたコミュニ

ティを再建するための予算が盛り込まれた。

　想定されているのは、都市部の州間高速道

路の見直しである。1950年代にアイゼンハワ

ー政権によって整備が進められた州間高速道

路には、黒人等が多く住んでいた都市中心部

のコミュニティを切り裂くように敷設された

事例が少なくない。公民権法が成立される前

の時代であり、人種差別的な発想が反映され

た結果とされる。

　近年の米国では、こうした過去の「大きな

政府」の遺産ともいえる高速道路の廃棄を求
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める声が上がっていた。バイデン氏は、政府

による重要な投資の前例として、ケネディ政

権による月探査計画と並び、アイゼンハワー

氏による州間高速道路計画を引き合いに出し

つつも、ルイジアナ州ニューオリンズやニュ

ーヨーク州シラキュースといった具体的な事

例を挙げたうえで、既設の高速道路の見直し

によるコミュニティの再生を進め、人種間格

差の是正を目指す意向を示している。

■６．コロナ禍による分断の緩み

　バイデン氏による意欲的な政策運営が印象

的なのは、厳しい党派対立の下での取り組み

である点だ。議会では上下院で民主党が多数

派であるとはいえ、共和党との議席数の差は

極めて小さい。近年の大統領と比較しても、

議会における足場は決して盤石ではない。

　バイデン氏に対する支持率も、民主党支持

者と共和党支持者では大きな違いがある。分

断の深刻さはトランプ氏と変わらず、大きな

政府の前例としてバイデン氏が意識するLBJ

やケネディ氏、アイゼンハワー氏と比べると、

その支持が広がりに欠けるのは明らかである

（図表４）。

　こうした分断がありながらも、バイデン氏

が大きな政府への大転換を推進できるのは、

コロナ禍が世論の分断を部分的に癒している

からだ。2021年１月に実施された世論調査に

よれば、米国が優先すべき課題に経済や雇用、

コロナ対策を挙げる点で、共和党支持者と民

主党支持者は一致している（図表５）。支持

する政党が違うとはいえ、コロナ禍からの復

興を願う思いは共通している。コロナ禍が世

論の収斂をもたらしている構図であり、コロ

ナ禍前に行われた世論調査では、両政党の支

（図表４）支持政党による大統領支持率の差

（注）「所属政党支持者による支持率」－「対立政党支持者による支持率」、任期平均、バイデン氏は2021年１～３月平均
（出所）Gallup調査より、みずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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持者が挙げる優先課題には、ほとんど一致す

る内容が含まれていなかった。

　コロナ禍がもたらした分断の緩みを、バイ

デン氏は最大限に活用してきた。バイデン氏

は、米国救済計画法を、民主党議員からの賛

成だけで成立させている。就任演説で団結の

必要性を強調したバイデン氏だが、同法に対

する広範な世論の支持を理由に、強行突破を

正当化している。

　バイデン氏による大きな政府への大転換に

は、支持政党を超えた政府観の変化をもたら

す潜在力がある。有権者にとって米国救済計

画法は、現金給付や改組された児童税額控除

に代表されるように、大きな政府の恩恵がわ

かりやすい政策である。世論調査によれば、

バイデン氏に批判的な共和党の支持者です

ら、低所得層では６割強が米国救済計画法を

支持している（図表６）。こうした共和党の

支持者は、将来に不安を抱く白人のブルーカ

ラー層のように、熱狂的にトランプ氏を支持

した有権者と重なる可能性がある。

　もちろん、バイデン政権がコロナ禍からの

脱却に成功すれば、全面的な分断が復活する

かもしれない。金融危機を振り返っても、大

きな政府を求める機運は長続きしなかった。

景気の過熱によるインフレ率の上昇や、貧困

層による福祉依存の進展等、大きな政府の弊

害が表面化する展開もあり得よう。

　大きな政府の定着は、有権者が政府を信頼

し、経済への深い関与を容認することが前提

（図表５）支持政党別の優先課題

（注）2021年１月８日～１月12日調査
（資料）Pew Research Center調査より、みずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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となる。米国では、政府に対する信頼が歴史

的な低水準で推移してきた。大きな政府によ

る成果をしっかりと示し、政府への信頼を高

めていくことが、バイデン政権が大転換を成

功させるための条件になりそうだ。

1

（図表６）米国救済計画法の支持政党別支持率

（注）2021年３月１日～７日調査
（出所）Pew Research Center調査より、みずほリサーチ＆テクノロジーズ作成
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