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米国情報 2022 年 8 月分 
 

日賑グローバル株式会社 
米山 

 
● 米国に おける現下の資源・食糧を含むインフレ動向および政策対応と経済への影響 
（本年 2 月テーマの情報更新を念頭に： 2 月テーマ「米国におけるインフレ（状況・ 
要因・影響） 
・政策対応の現状と今後の潜在的インフレリスク発現の可能性」 
・新興国からの資金巻き戻しの状況含む 

 
はじめに 
 米国中間選挙を 3 か月後に控え、有権者の意識が日々消費するガソリンと食料品・日用

雑貨のインフレに集中している状況下、バイデン政権もインフレ抑制が最優先の政策課題

であると声高に宣言しているが、大統領支持率は 30%台と危険水域に落ち込んでいる。 
連銀による利上げだけを続ければ景気後退をもたらす劇薬となりかねないことからバイ

デン政権としては供給増と家計支援の手立てを講じて選挙に備えようとしている。 
本稿では現下のインフレ動向を確認した上で、上述の連銀を含めたバイデン政権の具体

的なインフレ抑制策とその効果を見ていく。 その際に、米国のマクロ経済動向を改めて確

認していく。 
最後に、連銀の利上げにともなう途上国からのキャピタルフライトの懸念についても触

れる。 
 
 
１．インフレの状況  ソース： Newsweek、CNBC ほか 
 
国全体では 6 月に 9.1%と 40 年来の高インフレ率を記録したアメリカだが、地域別には

10%以上を記録している都市が８つもある（7 月中旬時点）。 
ジョージア州アトランタ、アリゾナ州フェニックス、フロリダ州タンパ、カリフォルニア

州リバーサイド市とサンバーナーディーノ市を中心とする都市圏、ワシントン州シアトル、

フロリダ州マイアミ、テキサス州ヒューストン及びメリーランド州バルチモアが 10%以上

を記録している。 フェニックスでは 12.3%と本土内で最も高い。 
逆にインフレが低い方ではニューヨークが 6.7%、サンフランシスコが 6.8%となってい

る。 
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都市部のインフレの最大の要因はガソリン、住宅及び食料品価格の高騰にある。１年前に

ガロン当たりのガソリン価格が 4ドルを超えていたのは２州だけであったが、今は 50州す

べてが 4ドルを超えている。 
過去 2 年間で住宅費や生活費が高いニューヨークやサンフランシスコといった沿岸部か

ら、それらが比較的安い上述のフェニックスやアトランタ、タンパといった地方都市に移動

する人々の需要の集中で物価をさらに押し上げていると見られている。 
連銀による利上げに伴う景気後退、スタグフレーションが懸念され、アトランタ連銀は 

今年の第二四半期の GDP をマイナス 1.2%と予想するが、バイデン政権は 6 月の雇用増が

37 万 2 千人であったことや WTI原油価格が 6 月中旬の約 120 ドルから約 96 ドルに下が

ったことから楽観的見通しをまだ崩していない。 
尚、ジェトロのロスアンゼルスでの物流専門家の話では、米国西海岸のコンテナ費用はパ

ンデミック前の 1600ドルから 8000ドルに上昇したが、需要減退の兆候なのか輸入量が減

りつつあることから来年半ば以降はレートも下がると見られている。 
 

 
２．バイデン政権のインフレ対応政策  ソース： ホワイトハウス、大成 DENTONS 
 
① 石油供給拡大 
プーチンが起こしたガソリン価格の上昇に対し、今後 6 か月間で、連邦政府が持つ戦略

的石油備蓄から毎日 100万バレルを放出し（7 月 27 日には追加で計 2千万バレルを放出す

ると発表）、また同盟国・友好国も同様の備蓄から計 6 千万バレルを追加放出してもらい、

さらには今夏国内でつくられたバイオ燃料を用いる E15 ガソリンも許可することでガソリ

ンの供給を増し、価格の低減を図る。 さらには、連邦政府からの借地で原油生産を開始し

ていないか、生産を停止中の井戸に対し何らかの支払いを行わせる法制を議会に諮る。 
 
② 消費者救済給付 
世帯当たり年間の電気光熱費で約 500 ドルの節約が可能となるクリーンエネルギーと車

の税還付を行う法制を議会に求める。 また、化石燃料への依存からクリーンエネルギーへ

のシフトを加速させる投資を行う。 
 
③ エネルギー供給の真の独立性確保 
車とトラックの燃費基準を大幅に高めると共に、消費者に電気自動車へのシフトを真剣

に考えてもらうための充電設備などのインフラへの投資を促進することで 2030 年までに

は米国内を走る車の半分が化石燃料を使用しない状況を実現する。 
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④ 処方薬とヘルスケア費用 
Affordable Care Act における家族の定義の問題を修正するように議会に働きかけること

で数十万世帯が毎月数百ドルの医療保険費節約をできるようにする。また、処方薬の価格を

下げ、ヘルスケアの保険料を引き下げるよう議会に働きかける。具体的には、メディケアに

薬価の交渉を認め、インシュリンの上限価格を定め、インフレよりも早いペースで薬価を上

げた企業に罰金を科し、その他、価格低減に必要な改革を行う。 
 
⑤ 食料品価格の低減 
アメリカの農家が農産物の国内産出を増加し、以てロシアのウクライナ侵攻に伴う世界

の食糧危機の懸念を和らげるよう連邦政府として必要な農家支援を行う。 また、不法な 

食品価格設定を取り締まり、食肉や鶏肉処理分野での独禁法に基づく取り締まりを強化す

る。さらには食肉処理業における競争を促す投資を行い、コロナで影響を受けた零細企業と

農業労働者の救済のために 10億ドル以上の支出を行う。 
 
⑥ 日用品の価格低減 
経営者と労働者、連邦政府と州政府夫々の関係者を集めて港湾でのサプライチェーンの

滞りの問題に対処したり、運送業界でより多くのトラックドライバーが収入の良い職を見

つけることを支援したり、国際的な輸送会社による不公平な商習慣を取り締まったり、歴史

的な超党派インフラ法を実行に移すことなどにより、日用品が市場により早く、より安く 

到着することを助け、Innovation Act を議会に上程することを含め、パンデミックの最中

にインフレを引き起こした重要な商品の国内製造への投資を涵養してきている。 
 
⑦ チャイルドケアの費用削減 
チャイルドケアの費用低減に政府が投資できるよう議会に働きかけている。チャイルド

ケアは小さい子供を持つ若い夫婦家族にとって最もお金のかかる費目の一つであり、ここ

で彼らを支援することで世帯の支出削減と共に、労働力とその生産性の確保を図る。 
 
⑧ 住宅価格を下げる 

100万戸を超える手ごろな住宅の建設を、税の還付などを通じて実現することを議会に働

きかける。また新規住宅建設のための連邦政府の融資を拡大・改善し、新規着工を妨げる 

障害を取り除こうとする自治体に連邦政府の予算から奨励金をだすことによって新規着工

を促進することで住宅価格の低減を図る（連銀の利上げで住宅ローン金利が上昇したにも

かかわらず 5 月時点の住宅価格は高止まり状況にある）。 
 
⑨ 連邦赤字を削減する 
価格上昇圧力を抑えるために国ができることの 1 つに財政赤字削減がある。総額 2 兆ド
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ルに及ぶトランプ減税の結果積みあがった財政赤字に対し、バイデン政権では初年度でト

ランプ政権の赤字より 3,500 億ドル少なく、今年は 1.5 兆ドル低く抑えられる。これに加

え、バイデン政権として富裕層と大企業への増税を通じ、財政赤字縮小を目指す。 
 
 
３．ガソリン価格低減に注力するバイデン大統領 ソース： npr 
 
有権者がインフレを最も身近に感じるのがガソリンスタンドでの給油であることから 

大統領はその価格低減のために石油備蓄の放出など大統領に与えられている権限を全て 

駆使するだけでなく、国内大手石油会社の CEO に書状を出し、石油精製所のキャパシティ

ーの増加への投資を促し、ガソリン生産量を高めることを依頼した。 
原油価格が以前バレルあたり 120ドルであったときにガソリン価格は 4.25ドルであった

ものが、現在は 5ドルに跳ね上がり、その差は石油会社の収益となっている。 
パンデミック発生による需要減のときには石油会社は石油精製所のキャパを絞ったが、

今回の記録的な増益から直ちに同キャパシティー増のための投資に回すよう大統領自らが

頼んで回っている。 
米国内では中長期的には EV への移行を進めるのが政権の方針だが、既に一日当り 1120
万バレルもの石油を生産し、輸出までしている米国が、ロシア排除のためにも増産すること

でガソリン高騰と世界のエネルギー供給問題に同時に対処しようとするものといえる。 
 
 
４．石油の供給増を目指すバイデン政権 ソース：ワシントンポストほか 
 
米財務省は 5 月 17 日、シェブロンに対しベネズエラ政府との間で同国での原油生産再開

交渉を認める限定的許可を出した。 
米政府はベネズエラのニコラス・マデュロ政権が野党との議論を拒み、独裁制を敷いてい

ることに対する制裁として同国で石油開発を進めるシェブロンに開発停止を申し渡してい

た。 
2024 年の総選挙を自由で公正なものとするための野党との協議の席にマデュロ政権がつ

くならばシェブロンがベネズエラに石油採掘再開に必要な機材を出荷することを認めると

見られる。 
ベネズエラの野党の首脳はベネズエラ政府とメキシコでの交渉手続きに戻るべく公式の

協議を開始したと発表している。 
一方、別紙１の通り、アラスカの巨大油田の開発もバイデン政権は進めようとしている。 

本来、バイデン政権が目指す脱炭素に逆行する動きだが背に腹は代えられない状況にある。 
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５．関税引き下げによるインフレ対応 ソース：DENTONS、Time 
 
米国国際取引委員会は肥料不足とその価格高騰に対処するため、7 月 21 日にロシアから

の尿素アンモニウム硝酸カリ肥料への重い反ダンピング課税及び反補助金課税を撤廃した。 
一方、イエレン財務長官は中国の副主席と 7 月 5 日にネットで会談したことから、トラ

ンプ大統領が中国の多くの商品に課した 25%の追加関税を撤廃するのではと取りざたされ

ている。 
対中姿勢を軟化させることによる政治的なマイナスよりもインフレを抑制することの方

が優先されるとの判断もあり得ることからホワイトハウスではこのオプションを熟考中と

みられる。   
一方で、USTR のタイ女史は 24 もの労働組合を含めた 400件もの陳情がこの対中関税の

継続を望んでいると伝え、関税撤廃には慎重な姿勢を示している。 
仮に何らかの対中追徴関税を撤廃するとしても、恐らくは電子機器のような消費者向け

商品に限定され、そうなるとその分野の需要が強いことから大した値下げには繋がらない

と見られている。  
ピーターソン国際経済研究所では、大幅な貿易自由化はアメリカの各世帯に平均で 797
ドルもの節約をもたらすとの試算を 6 月に発表しているが、タイ USTR もイエレン財務長

官もこれを真に受けてはいない。 
中国から何らかの対価・代償を得ずに一方的に追徴関税を下げることは、その経済効果に

比べ受け入れがたい政治的なコストが高いと見る向きもいる。 
 
 
６．FRB の利上げとドル高誘導  ソース： ワシントンポスト 
 
消費者物価は昨年比 9.1%高と 1981 年来の速さで上昇を続ける中、連銀は 7 月 27 日に次

の利上げを示唆している（筆者注：0.75%ポイント実行済み）。 
ドルとユーロ、円そして中国元の間の為替相場は従来非常に長期にわたり小幅に推移し

ていたが、今回のようにドルが他の全ての主要通貨に対し高いということはなかった（別紙

2参照）。  
インドや韓国、タイといったドル価で決まる石油の輸入に依存している国々では高騰す

るドルが財政を圧迫している。   
一方、エクアドルやチュニジアのようにドルで借り入れを行っている途上国はその返済

が困難になりかねない。  
世界におけるドルの強さを示すドル指数（DXY インデクス）は今年 13%上がっており、

これはパンデミックからの経済回復の強さを示している。 
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即ち欧州や日本よりも回復が早いということ。  
連銀は昨年、この経済回復の速さを見誤り、今年になって遅まきながら利上げに入ってい

った。それでも利上げの対応はドイツや日本よりは早く、大きい。 
即ち、今年に入って 3度、計 1.5%ポイント利上げしており、今月末の次回ミーティングで

0.75%ポイントの追加利上げを行うと見られている。  
欧州中央銀行は過去 11 年で初の利上げを 7 月 21 日に実施するも、わずか 0.25%ポイン

トである。 それでも主要レートはマイナス域に留まると予想されている。インフレ率は 6
月で 8.6%の状況にある。米国は 1980 年以降最も厳しい金融引き締め策を取りつつあるの

に対し、欧州と日本は 不動という状況。ドル高はボーイングのような大手輸出企業にとっ

て直接のブレーキであり、また海外に子会社などを持つ大企業も海外での儲けがドル換算

では大きく目減りしている。マイクロソフトは今四半期の収益がドル高の影響で約 2 億 5
千万ドル目減りすると発表している。 
一般的に、米企業は最終利益の 3割を海外の活動から得ている。 従い、米企業の収益の

緊縮化により支出も削減され、過熱気味であった企業活動の冷却につながる。これは連銀が

利上げを通じて目論んでいた結果と言える。 
IMF は今月、パキスタンとの間で 12億ドルもの資金注入による同国経済救済に合意した

と発表している。パキスタンのインフレは 20%の高さにあり、パキスタン政府は国民のガ

ソリン調達に補助金を出していたが、上記資金援助の条件として補助金を削減することが

挙げられている。他にチュニジアなど、インフレとドル高にさいなまれる途上国が出ている。 
ウクライナを侵攻したロシアを罰しようとするバイデン政権の厳しい金融制裁は、他国に

よるドル依存を減らすことを促すと懸念されていたが、実際はむしろドル依存が強まり、

IMF によれば、59%の世界の中央銀行がドルを準備通貨として保有しているという。 
労働省は今月、燃料を除く 6 月の米国の輸入価格が 0.5%下がったと公表。2 カ月連続の

下落となった。昨年の燃料以外の輸入価格は 4.6%上昇し、消費者物価の値上がりのほぼ半

分を占めていた。その意味で、高騰するドルはインフレ圧力の低減に寄与していると専門家

は語る。 
 
 
７．インフレと政局 バイデンの有権者へのメッセージ 

ソース：ウォールストリートジャーナル 
 

今年 5 月 30 日のウォールストリートジャーナルのオピニオン欄にバイデン大統領

が、”My Plan for Fighting Inflation”というタイトルで自らのインフレ抑制案を記してい

る。 
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そのストーリーは、 
① 昨年 1 月に政権を引き継いだ時点では経済回復は失速し、パンデミックは制御不能の 

状況に陥っていたが、その後今日までに 830万人もの雇用を生み、今年末にはコロナ前

の経済規模を超える規模が G7 の他の国々と比べても大きくなる。 また、今年は 1976
年以来初めて中国の成長率を上回る可能性すらある。 

② この一年半の急速な経済回復から安定飛行に移していくために現在のインフレを抑制

する必要がある。そのために３つのステップを踏む。 
③ 第一に、インフレ制御が専権事項である連銀を信じて、利上げなどその対応を任せる。 
④ 第二に石油備蓄の供出その他具体的な価格低減策を取る（上記ホワイトハウス発表の 

インフレ抑制対策の通り）。 
⑤ 第三に連邦赤字削減を図る（これもホワイトハウス発表の内容通り）。 
 
というもの。 
最後に、上記を実現するに必要な法制の整備などで共和党との考え方の違いや、共和党の

対案が如何に中間層以下に不利であるかといった政治的メッセージで締めている。 
 
 
８．新興国からの資金巻き戻しの状況  ソース： IMF ほか 
 
新興国のコロナ後の経済と労働市場の回復は米国のそれらに比べて弱い。ドル調達コス

トは今のところまだ低いままだが、国内のインフレとキャピタルフライトへの懸念からブ

ラジル、ロシア、南アフリカといった国々は利上げを行っている。歴史的に見て、米連銀の

利上げが段階的になされ、その意図が予め周りに伝わっており、また経済回復強化に対応す

るものである限り、新興国に対する影響は限定的なものとなろう。それでも新興国の通貨は

価値を下げるかもしれないが、それによる資金調達コスト増のインパクトを外需増が補う

であろう。 
ただ、連銀の利上げが予想以上の速さや規模で行われると金融市場を震撼させ、グローバ

ルな金融状況を締め付けることになりかねない。その結果は米国の輸入需要を停滞させ、結

果として新興国への資金の巻き戻しや通貨のさらなる下落を生じさせかねない。ましてや

脆弱な途上国ではその悪影響はさらに大きくなる。公的・私的借入金が多く、外貨のエクス

ポージャーが高く、経常収支残高が低い新興国ではここ数か月で米ドルに対する通貨の値

動きが目立っている（別紙 3参照）。状況によっては中央銀行による為替市場介入もあり得

る。 
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韓国での外国人投資家の動きについて 
中央銀行である韓国銀行が公表した資料によると、本年 6 月の韓国株式市場で海外投資

家の資金は 30.1億米ドルの純流出となっている。これにより、純流出は 5 カ月連続で、そ

の金額規模も 5 月（12.9億米ドル）に比べて拡大している。米国・連邦準備理事会（FRB）

による金融引き締め加速の動きが影響し、金利差が起こった韓国から資金が流出、米国へ回

帰する資金も増えた結果ということである。株式と債券を合わせた証券投資でも、海外投資

家の資金は 2 カ月ぶりに純流出となり、 6 月の純流出額は 7.8億米ドルとなっている。 
 
 
【所感】 
客観情勢としてはロシアのウクライナ侵攻が長期化することによる石油・ガス価格と 

小麦などの穀物価格の高止まりや、それらを原料とする製品の諸物価高騰が当面は続くと

見られている。 
一方で、連銀の利上げが徐々に過熱気味の米国の内需を抑え、内外金利差により高騰す

るドルが輸入価格の低減を今後も続け、石油供給増によるガソリン価格の低減と共に物価

を抑え込む兆しも見えている。有権者がその値動きを中間選挙までに実感できることをバ

イデン政権は期待しているのであろうが、連銀の利上げが景気に冷水をかけている兆候も

見られるようになっており（在庫の積み上がりや住宅需要減退、2期連続の GDP マイナ

ス成長等）、雇用や賃金に悪影響を与えてしまっては元も子もない。政局は党派対立が極

めて不健全な感情的レベルにあるように報道されている。トランプ前大統領とその支持層

による扇動もあるであろうが、連邦最高裁による中絶の違法判断や、銃携帯に関する判断

など共和党支持層を一方的に盛り立てる結果となって おり、民主党支持層がそれらに感

情的に反発している面もあろう。 
結果としてリベラル派の中でも暴力騒ぎやテロ未遂のような事件も起こり、かつては 

リベラル派がトランプ政権に対し「ファシズム」と評していたものを、逆に保守派がバイ

デン政権やその支持層を称して「アメリカを嫌い、意図的にアメリカを弱体化させようと

する反ファシズム主義者」のレッテルを張っている。その上で「バイデン政権の政策はガ

ソリンや食料品の価格を上げ、アメリカの経済を 破たんさせるように決められている」

という陰謀説が今の共和党側のポピュラーなキャンペーンテーマとなっている。昨年バイ

デン政権が行った大企業社員への「ワクチンか感染テストの強制」政策は、 結果として

は最高裁により否決されたものの、保守派をして「バイデン政権が単に無能なだけでな

く、何かアメリカに良くないこと、中国のようなことを国民におしつけている」との見方

を強めるターニングポイントとなったという。こうした強烈な政治的レトリックに対し、

冷静に対応するためにも有権者に実感される数字（データ）が必要であり、それがまさに

ガソリン価格や食品価格となるのであろう。 
以上 
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別紙１ インフレ対策、気候変動対応そして北極海権益争いの間で揺れるバイデン 

政権  ソース： 日賑グローバル株式会社ニュースレター 
  
アラスカ州ナイーキュースは北極海間近のツンドラ地帯に覆われた町で、単一区画としては

最大の国有地がある。ここに石油会社コノコフィリップスが巨大油田を見つけ、1999 年以来

開発・生産が行われ、これまでに 6 億バレルもの原油を産出してきた。同社は、その後この

地域で新たに Willow Project と呼ぶ石油開発プロジェクトを立ち上げ、政府にその許可申

請を行っている。トランプ政権時代の 2020 年にこのプロジェクトの埋蔵規模を 586 百万バレ

ルとして開発を許可したが、連邦裁判所は環境負荷の分析が不十分として着工を差し止

める判断を示している。 

 
そこでバイデン政権は新たな環境評価を行い、方向性としてはこのプロジェクトを許可する見

通しにある。ただ、この油田の埋蔵規模はトランプ政権の予想をはるかに超え、30 億バレル

もの規模にあるとコノコフィリップスは投資家向け説明会で語っており、環境保護団体はこれ

だけの石油が採掘されることに伴う環境への悪影響を懸念、開発中止を求めている。 バイ

デン政権にとって、気候変動対策や環境保護政策は重要政策であるが、それ以上に喫緊

の課題がロシアのウクライナ侵攻に伴うエネルギー価格の高騰への対応であり、その対策とし

て国内の供給を増してインフレを抑制することの政治的意義は大きい。  

 
ただ、自然の秘境といわれる土地の地元民も開発のための港湾や道路、ビル建設がもたら

す環境負荷の大きさを知るにつけ、懸念を表明するようになっている。このアラスカのツンドラ

地帯の温暖化は米国全体の平均の 3倍の速さで進んでいるという。  

 
その結果、永久凍土の溶解で住居が傾いたり、ツンドラ地帯に穴が開いたりしている。トラン

プ政権時の Willow Project の産出見積もりは 586 百万バレルと過少であったが、仮にこれ

が正しいとしても、これを燃焼すれば 260 百万トンもの二酸化炭素排出となり、これは石炭

火力発電所が 66 も束になって一年間石炭を燃やして排出する量と同じとなる。国有地か

ら掘削される化石燃料はアメリカの温暖化ガス排出の 4分の 1 近くを占めており、Willow プ

ロジェクトが開始することは「炭素爆弾」となるとリベラルなシンクタンクは警鐘を鳴らす。またこ

れまでの採掘事業で地元での大気汚染問題やガス漏れ事件も起きており。単に地元経済

を潤わせ、雇用ニーズを満たし、生活水準を高めるというよりも、アラスカにネイティブな人々

の生活に資本主義を持ち込み環境はもとより伝統・文化までも破壊しつつあるとの見方もあ

る。  
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一方で、北極海は化石燃料や鉱物資源の最後で最大のフロンティアとして北極海沿岸 8

か国（米国、ロシア、カナダ、スウェーデン、フィンランド、ノルウェイ、デンマーク、アイスランド）は

もとより中国などオブザーバーとしてその権益に熱いまなざしを送っており、新たな航路の確保

や安全保障面からも注目されており、バイデン政権が国益のために北極海域周辺の開発を

どう位置付けるのか注目される。  
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別紙２ 米ドルに対する他国通貨の下落状況  ソース：ワシントンポスト 
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別紙３ 米ドルの値動きと新興国（中国を除く）への（からの）資金の流れ 
     ソース： IMF 
 

 

 


