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日賑グローバル株式会社 

米山 
 

● 米国における、中間選挙などを踏まえた 2023 年の重要イベントと重要政策課題（政

治、経済、外交、通商 など） 
 
はじめに 
本年の米中間選挙は端的に言って民主党とバイデン政権の勝利といえよう。バイデン大

統領の立場から言わせれば過去 20 年間の中間選挙の中でベストパフォーマンスを挙げた

大統領となる。 
2002 年のそれは 9-11 の後の中間選挙で米国民がブッシュ政権の下で団結していた例外

的なもので、それ以外は大統領の与党が議会で大幅に議席を減らしていた。 
ただ、その「勝利」はバイデン大統領とその政権に対する支持の結果というよりは、中絶

の違憲判断や銃の所持規制への違憲判断を示した最高裁の保守判事 3 名を任命した共和党

への女性と若手有権者の反発や、無党派層のトランプ離れがもたらした結果と言える。 
 与党民主党の中間選挙での大敗とバイデン政権の次の 2 年間のレイムダック化を想定し

て中国やロシア、イラン、北朝鮮といった専制主義国家が夫々のアジェンダを強気で推進

するというシナリオに関しては逆にバイデン大統領が国内のある程度の「信任」を受けた

格好で自信を持って安全保障、外交、通商面で同盟国・友好国との連携などリーダーシッ

プを取れるのではと予想される。 
 以上の中間選挙総括を基に、来年の重要イベントと重要政策課題を取り上げる。 
 
１．2023 年の重要イベント（政治） 
 
① 米国内政治日程  ソース： ウィキペディアなど 
 
2023 年 1 月 3 日  第 118 米議会招集 
2023 年内：   連邦政府赤字枠上限増額の必要性（現在 31.4兆ドル） 
10 月 31 日  早ければアイオワ州の予備選 
11 月 7 日  以下の州で州知事及び州の司法長官などを選出 
   ケンタッキー州（民主党現職が再選を狙う） 
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   ルイジアナ州（民主党現職は 2期満了にて新人同士の戦い） 
   ミシシッピー州（共和党現職は再選を目指すかどうか未表明） 
 
② バイデン大統領の次期大統領選出馬表明  ソース： NY Times 
 
バイデン大統領は個人としては 2024 年の大統領選出馬の意向を固めているが、家族の

意向も尊重し、2023 年の早い時期に結論を表明する。 
バイデン個人はトランプの出馬表明で彼を倒せるのは自分だけとの自負が強く、再選の

モチベーションを高めているという。 
中間選挙の結果は過去 20 年の大統領の中で最も良い結果となった。ただ、来年は 81歳

となり、また大統領支持率は低いままという懸念もある。 
インフレと景気悪化の状況次第では民主党内でも大統領候補に関し波乱あり得る。 
民主党幹部は通常の大統領選準備のサイクルよりかなり早めに動き出している。すでに

ニューハンプシャー州、フロリダ州など共和党の予備選の動向を早めに掴むためのスタッ

フを採用し始めている。 
トランプに対するデサンティスフロリダ州知事やマイク・ペンス前副大統領の勢いをチ

ェックするわけだが、バイデン陣営としては共和党側がトランプとその MAGA一派でま

とまることが戦いやすいとみている模様。その様子をみながらバイデン陣営は選挙資金集

めの活動にゆっくりと入っていくという。 
 
③ ねじれ議会とバイデン政権の裁量 ソース：Economist誌 
 
ねじれ議会を迎える 2023 年での党派間対立は激化し、超党派合意はテックカンパニー

と中国に対する制限や制裁以外は困難な情勢。予算審議も滞ると予想されている。 
新法の整備が困難となる来年は、バイデン政権は環境汚染や大企業に対する大統領令な

ど行政権限で環境規制や大企業への制限を設けようとする。ただその程度の改革は民主党

左派が求めるものからは程遠い。 
ただ、トランプが大統領候補となる可能性が高まるほどに党内のバイデンに対する求心

力が高まる可能性は高い。 
 
④ 下院与党共和党の 2023 年のアジェンダ  ソース：CNN、その他 
 
中間選挙での勝利を受けて、来年 1 月に下院議長となる見通しのケビン・マッカーシー

は国境管理強化をトップアジェンダに掲げた。 
また、米国内に麻薬を持ち込む運び人に対する刑として死刑を用いることを進めると。 
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次に、公聴会においてはバイデン政権によるアフガン撤退や新型コロナ感染症の真の出

所などについて調査を行い、そしてパンデミック中の連邦政府の支出についての監督を行

う。 
また来年予想される連邦政府の赤字枠拡大において支出削減を条件にすること等を想定

しているという。 
一方、約 30人いると言われる下院共和党保守強硬派はバイデン大統領の弾劾やウクラ

イナ支援打ち切りを主張。これに対し、マッカーシーは強硬派取り込み策として、国土安

全保障省長官の弾劾手続きに乗り出す可能性に言及したり、ウクライナ支援の監視強化を

強調したり、党内で幅広い理解が得られる中国の問題を扱う委員会設置を提案していると

いう。 
 
⑤ その他 2023 年に予想される米国内政治イベント（筆者予想） 
 
l トランプ前大統領の機密資料取扱問題特別捜査 
l 下院でのバイデン大統領次男の税問題など調査 
l ニキ・ヘイリー元国連大使大統領選出馬表明 
l マイク・ペンス前副大統領出馬表明 
l デサンティスフロリダ州知事出馬表明 
l クリス・クリスティ元ニュージャージー州知事（？） 
l テッド・クルーズ上院議員（？） 
 
 
２．2023 年の重要イベント（経済） 
 
① バイデン政権の過去 2 年間の財政出動の実現のペースと 2023 年以降への影響 

ソース： ブルッキングス研究所 
 
バイデン政権の過去 2 年間において法制化された主な財政出動は下記の通り。 

 
American Rescue Plan   1.9兆ドル 
Infrastructure Investment and Jobs Act 1.2 
CHIPS Act    0.3 
Inflation Reduction Act   0.7 
 
通常の連邦政府予算に加えて上述の金額のかなりの部分が来年も支出される。 
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その支出、管理、監査対応などで連邦政府内部はもとより州政府、市町村行政での人手

不足を生じる。 
また、大量の資材調達が生じ、ただでさえサプライチェーンの問題で生じているインフ

レに悪影響を与えかねない。 
ARP において、2027乃至 2030 年年まで約 270億ドルもの緊急居住支援が支出され

る。また食料支援として 20億ドル以上が 2023 年 9 月まで支出される。 
学校給食支援と保健支援が 2023 年の学期にかけても提供される。 
学資ローン免除にともなう免税扱いを 2026 年 1 月 1 日まで適用。 
1,220億ドルを K-12教育環境の整備、改善として 2023 年 9 月 30 日まで支出される。 
400億ドルが大学生や短大・専門学校生の緊急支援のため 2023 年 9 月 30 日まで支出さ

れる。 
インフラ法では従来の年のインフラ向け支出に加え、2022 年から 10 年間で 5500億ド

ルが支出されていく。 
CHIPS act では 2026 年末までの半導体関連投資の 25%を助成金として支出される。 
インフレ削減法では 3,690億ドルが今後 10 年間でエネルギー安全保障と気候変動対策

に支出されていく。 
 
② バイデン政権の過去 2 年間の規制の中で 2023 年にかけて企業や市民が身近に感じる

もの  ソース: ブルッキングス研究所 
 
 規制    2022 年 11 月現在のステータス 
学資ローンの減免制度   現在実行ルールを策定中 
処方薬価を下げる大統領令  既に施行中 
DREAMer1保護の強化   現在実行ルールを策定中 
中国への半導体供給制限   既に施行中 
ゴーストガン2の販売禁止   既に施行中 
中絶に関する大統領令   既に施行中 
CAFÉ スタンダード   既に施行中 
H-2Bビザの就労の柔軟性増大  既に施行中 
15%エタノールのバイオフューエルルール 既に施行中 
各種排出制限、環境保護規制  既に施行中 
 
③ ねじれ議会とビジネス  ソース： ロイター通信 
 

                                                   
1 不法移民の子女の市民権保護プログラム 
2 銃として登録されない組み立てキット 
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ねじれ議会の経済に与える悪影響として財政出動の制約が来年予想される。 
特にインフレ対策で連銀が金利を上げ続けると、景気の下降傾向が来年出てくる可能性が

高く、その際に期待されるのが連邦政府による財政出動だが、共和党が下院の与党となっ

たことで大規模な財政出動は難しくなる。 
但し、ねじれ議会は必ずしもビジネスに悪いことばかりではない。 
増税や極端な規制を設ける法制についてはその法案が通りにくくなることでビジネス環境

の急激な変化を防ぐことができる。 
 
④ サプライチェーンの問題 
 
 エネルギー、食糧、半導体、コンテナ輸送などパンデミック及びロシアのウクライナ侵

攻に伴うサプライチェーンの混乱や値上がりの問題は来年にはかなり落ち着くと見られ

る。 
 供給量の確保、安定化と共に、利上げに伴う需要の減退が予想されるため。 
 中国のゼロコロナ政策に伴う中国発のサプライチェーン滞留の問題や人権問題を含めた

米中対立に伴う中国とのデカップリングの加速次第では経済への悪影響も生じかねない。 
 
 
３．2023 年の重要イベント（外交） 
 
主な首脳会談は以下の通り。 
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2023 年で懸念される外交関係はやはり米中関係であろう。 台湾統一を悲願とする習近

平政権に対し、台湾への様々な肩入れを強化するバイデン政権と、それを超党派で支持す

る議会共和党の存在からして米中関係の悪化が懸念される。 一方で両国間での偶発的衝

突をエスカレートさせないためのフェールセーフ機構は首脳会談を含めも受けつつある。 
習近平のゼロコロナ政策への民衆と党内の不平不満に油を注ぐようなアメリカの外交ア

プローチも両者間の関係悪化を加速させかねない。 
経済安全保障としてはもとより、人権問題（ウィグル自治区での人権問題に基づく中国

製品の輸入禁止ほか）においてもデカップリングの場面が増えていくと予想される。 
米ロ関係では、トルコのエルドアン大統領がウクライナ問題でバイデン大統領とプーチ

ン大統領による米ロトップ会談を仕掛けているが米国の反応は良くない模様。 
フィンランドとスウェーデンの NATO加盟は現在の加盟 30カ国中米国を含め 28カ国

が合意批准済みで、残りのトルコとハンガリーのうち後者は 12 月中に批准の見通し。 
トルコもクルド人テロリスト対応問題で両国と合意済みにて来年早々にも批准が成される

見通し。そうなると両国の NATO加盟が来年実現する。 
加えて、中国の南シナ海、東シナ海進出や台湾問題、北朝鮮、ロシアの問題を踏まえて

の日米、米韓、日米韓の外交の緊密か、COP28 に向けた米国のリーダーシップ伸展のた

めの MEF、対中アングロサクソン連携強化の AUKAS、中東でのイスラエルとの関係を

通じた政治経済外交のプレゼンス強化とサウジアラビアとの連携およびイスラエル、ヨル

ダン、UAE など米国シンパによる対イラン包囲網強化なども来年の重要な外交テーマと

なろう。 
一方、米国のおひざ元の中南米では、中国の進出を許し、米国の疎外感が目立つが、リ

ベラル派のブラジルのルラ大統領との関係構築や対露制裁をきっかけとしたベネズエラと

の関係改善などが期待される。 
対アフリカ外交も、中国によるインフラ輸出と借金漬けの問題が目立つところから G7

など米国を主導とした支援に向けてのリーダーシップも期待される。 
 
 
４．2023 年の重要イベント（通商） 
 
① 米通商代表部、商務省の 2023 年通商政策見通し 
     ソース： Inside U.S. Trade 
 
タイ通商代表は 11 月 15 日、米国が 2023 年中に IPEF の結果を出すと発言。 

12 月 10 日に豪州のブリスベンで予定されている IPEF の初交渉への期待を示した。 
従来の自由貿易交渉が数年をかけてなされるのに対し、IPEF ではデジタル経済など、

急速に変化する新しいルールや行動規範を打ち立てようとするもの。 
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IPEF の４つの柱の内、USTR は貿易の柱を、商務省はサプライチェーン、脱炭素及び

反腐敗の 3つの柱を担当する。商務省はデジタルトレードの交渉も担当する。 
 
 
【所感】 
 中間選挙で気を良くし、自信を高めたバイデン大統領だが、大統領としての彼の支持率

は低いままであり、共和党の 2024 年の大統領候補が若く活きの良い候補となる可能性が

出てくると、来年 81歳となるバイデン大統領自身はもとより民主党幹部の迷いも出てく

る。 一方、トランプ前大統領は今年 11 月 15 日に 2024 年の大統領選への出馬を発表、

他候補をけん制し始めた。バイデン大統領自身、その発表を受けてか、自らの再選への意

欲を示しつつも、高齢であることもあり家族と相談して来年早々に結論を出すという。 
 共和党大統領候補がトランプで一本化されるのか、それともデサンティス、ニキ・ヘイ

リー、マイク・ペンス、マイク・ポンペイオ、クリス・クリスティ、テッド・クルーズ上

などが対抗馬として出てくるのか、来年の前半には情勢がクリアになってくると考えられ

る。 トランプ一本化であれば、対抗馬としてのバイデン大統領への民主党内の求心力は

大きく高まる。 
 肝心の米国内経済においてはいまだ労働市場は活況で、失業率も低く抑えられているこ

とから、インフレ次第では、連銀は来年さらなる利上げに進む可能性を残している。それ

が国内経済にさらなる冷水となって景気の冷え込みを招く可能性はあるが、今のところそ

れも大きな景気後退には至らないと見られている。というのも ARP やインフラ法、

CHIPS法、インフレ削減法などを通じ巨額の財政出動が来年も続くためである。 
 一方、海外に目を向けると中国がアメリカにとっての最大の競合相手であることにおい

て超党派の合意が形成されており、2023 年は台湾海峡周辺での両軍のプレゼンスの拡大、

安全保障に関わる通商面・FDI及びサプライチェーン面でのデカップリングが進むと予想

される。 AUKAS、QUAD、IPEF、NATO、日米、日韓といった同盟・友好国との連携

強化におけるリーダーシップ発揮も強化されよう。もちろん「外交のバイデン」の面目と

して習近平国家主席との対談を通じた緊張緩和も模索されよう。 
 ロシアのウクライナ侵攻に対してはバイデン大統領自身、ウクライナ徹底支援をトップ

ダウンで進めている嫌いはあるが、共和党が下院与党となる来年はウクライナ支援の先細

りも懸念される。 来年にはスウェーデンとフィンランドも NATO に加わるという対ロ件

勢力の強化をもってトルコのエルドアン大統領の仲介による米ロ首脳会談に基づく何らか

の和平交渉もあり得るであろう。 
以上 
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別紙１ 改めて注目株となりつつあるブティジェッジ運輸長官 
   ソース： 日賑グローバル株式会社ニュースレター 

 

ブティジェッジ運輸長官はインディアナ州サウスベンド市長の立場から 2020 年の民主党大統

領選に出馬し、バイデン大統領に敗れはしたもののその若さと話のうまさ、頭脳の明晰さやア

フガン従軍経験などで多くの民主党員のサポートを得た。その結果、バイデン大統領は彼を

閣僚入りさせ、運輸長官に指名したわけである。そのブティジジェッジ長官が昨年法制化さ

れたインフラ法に基づき運輸省に割り当てられた巨額の予算を市町村に振り分けていく立場

にある。立法からこれまで約 1 年、執行のルール作りなど省内の官僚的プロセスに時間を取

られたがようやく予算執行の段階に入っている。 
そこでブティジェッジ長官が全米を回ってサンタクロースのように市町村の道路や橋梁を維持、

補強、新築のための予算を配って回る様子をワシントンポストが伝えた。インフラ法で目を惹

いているのは全米の隅々に EV 用の充電ステーションを設置する巨額予算だが、この予算は

全 50 州の高速道路や幹線道路などに応じて州の自由となるもの。 
一方、全米の市町村が管轄する道路や橋梁、ガス管・水道管、港湾設備などの公共イン

フラの整備、修復のための約 1,200 億ドルの予算はブティジェッジ長官の裁量で各地に配分

されていく。民主党色の強い都市のみならず共和党系であれ、政治色に関係なく予算配分

するわけだが、予算割り当て決定の会見や着工式などの関連イベントでメディア露出が増し、

彼の姿は広く地方に認知されている。ということで彼自身の政治資本が高まっているとも見ら

れるが、ブティジェジ長官は 2024年の大統領選への関心は見せず、あくまでバイデン大統領

に忠誠を誓う姿勢を示している。まだ 40 歳の若さであることから民主党幹部の中にも 2024

年にこだわらず長い目で民主党を代表する政治家になってもらいたいと語るものもいる。  

 一方、今週行われたワシントンポストによる 2024年民主党大統領候補トップ 10 予想では

前回に続きブティジェジはカマラ・ハリス副大統領を押さえ 2 位に入っている（トップはもちろん

バイデン大統領）。 予備選での勢いを決めがちなニューハンプシャー州ではバイデン大統領

とタイのトップにある。2020 年の大統領予備選で同性愛者であることを公表したブティジェッ

ジは、「母親」として昨夏双子の赤ちゃんを養子で迎え入れている。「育児」のために公務の

時間が取られていると共和党サイドが批判したこともあったが、今のところうまく乗り切っている

ようである。バイデン大統領の「老い」が有権者の懸念にある中、ブティジェッジの若さと行動

力、そして LGBTQや女性などマイノリティへの訴求力が今後どう展開していくか注目である。 
 
 


