基調講演（バリー・ボズワース）

基調講演

トランプ政権下のアメリカ経済政策の今後
ブルッキングス研究所シニアフェロー
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トランプ大統領が就任してからまだ３週
間しか経っていないこの時期に、
今後トラン

を代表すると考えられたヒラリー・クリントン

メリカのドルも引き続き高くなることが予測さ

に反感を持った人たちである。

れる。

プ政権の下で何があるかを話すのは、難

ドナルド・
トランプの考える新しい経済秩

労働力は2000年から短期間に急降下

しいタイミングである。他国の方々が思って

序についてのヒントは、彼の就任演説にあ

している。その主な理由は、人口の高齢

いるのと同様に、我々にとってもトランプ政

る。ここで彼はアメリカの利益を第一とする

化で、
ベビーブーム世代がリタイヤし始めて

権の今後に関しては、まだ不明のことが多

ということを明確に述べた。それは極端な

おり、各世代の労働力率が変わってきてい

い。今回の選挙で、アメリカは大きく二極

経済的なナショナリズムであり、保護主義と

るためである。アメリカの労働生産性は、

化していることが浮き彫りとなり、アメリカの

重商主義を良しとし、多国間交渉・制度に

1995～2005年に急成長を迎えた。生産

外交政策並びに各国との経済関係が劇

反対し、
２国間交渉を優先することによって

性の伸び率は年平均約2.8％であったが、

的にシフトしていることを示している。共和

アメリカの影響力を最大化しようとする考え

現在では過去15年間でその半分以下ま

党が連邦政府の三権すべてを管理してい

方である。これが第二次世界大戦後の自

で落ち込み、生産性の伸びは１％強にとど

る。共和党自体も「アメリカ第一主義」的

由主義の秩序の終焉を告げるものだと警

まっている（図１）
。GDP の伸びは年平均

な経済政策に傾き、世界の中で保護貿易

告を鳴らす人たちもいる。

約２％にとどまる。

主義的な傾向を強めていくように思う。

ここで、トランプ大統領が引き継いだア

トランプ政権の課題は、マクロ経済政策

トランプ氏が勝ったのは、アメリカの専門

メリカの経済状況について話したい。現

とGDP の約２％の大幅減税である。減税

家にとっては大きな驚きであった。白人のア

在の経済は、ほぼ完全雇用で失業率は

で個人の所得税を簡素化することと、法

メリカ人男女の過半数を勝ち取り、移民に

4.8％である。労働者の高齢化で労働力

人税も現在の35％から15～20％ぐらいに

反対する人たち、テロとイスラム教徒を同

率が下がり、生産性の伸びも遅くなってき

大幅に引き下げられる。大規模なインフラ

一視している人たち、そしてグローバル化

ていることから、供給側の伸びは緩やか

投資プログラムを表明しており、
まだ資金繰

の経済的な影響を恐れている人たちから

である。GDP の成長率は2017～2018年

りについては説明されていないが、官民連

強く支持された。つまり、地方の小さな町

で２％をやや上回り、インフレは毎年上昇し

携でインフラの運営を民間に任せることに

で高等学校教育以下の白人の有権者の

て、目標とする約２％に達する見込みであ

よってインフラ投資をしていくと見られる。こ

支持を獲得したのである。これは大きな変

る。連邦準備制度理事会（FRB）の金利

れによって GDP に対する大規模な財政刺

化であり、
これまで民主党を支持してきたブ

は2017年末までに0.75％に上昇するだろ

激が与えられる一方で、予算赤字が大きく

ルーカラーの労働者たち、都市の価値観

うと言われている。金利の伸びと併せてア

なる可能性がある。
さらに、個人所得税については現行の７

図１ 時間当たり労働生産性

区分を３区分にまとめ、事業所得に関して
は特別に低い税率にする。また、税の構
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キャッシュフロー税が提案された。これは
世界経済に大きな影響を与えるため、国
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輸出品を免税にし、輸入品に課税する
ために、課税できる売り上げや経費をどう
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するかを再定義しようとしているが、法人は

よる変更がなくとも、2020年の半ばには、

力にとって大きな問題となる。ユーロと日本

輸入品に対する控除ができなくなる。もしこ

公的債務は GDP の87％ぐらいになるとい

円との対比では、日本は何年か前に急速

の税率が20％ぐらいになれば、アメリカへ

う国内の懸念はあった。トランプ政権の計

に落ち込んだが、ここ１年ぐらいは戻ってき

の輸入に対して課税され、輸出品が免税

画が全面的に実行されれば、負債はさら

ている。

となって、言い換えれば付加価値税のよう

に25％くらい悪化し、GDPと公的債務との

次に、トランプ政権の経済的課題の中

なものになる。この場合、国内にとどまった

比率は100％ぐらいと日本に近くなってくる。

の貿易政策について述べたい。米国はす

方がずっと税制的に優遇されることから、

また、
トランプ政権は国防費やインフラ投

でに TPP から離脱し、
すべての多国間協

アメリカの企業が経済活動を海外で行う

資をさらに増やし、その他の非軍事計画を

定に対して否定的である。対米黒字の大

必要がなくなってくる。このことが国内外の

削減するとしている。ただ、経済計画の詳

きい国に対して圧力をかけていくと思われ

経済にどのような影響を与えるのかは為替

細は不明で、その資金手当てをどうするか

る。例えば、カナダ、メキシコとの協定解除

レートの変動にかかっている。これは論争

はまだ述べられていない。FRB の当局者

や再交渉、
中国が為替操作をしているとい

を呼ぶ不確定要素であり、
アメリカのエコノ

は、アメリカ経済に余裕があるかどうか疑

う昔の見方を経済政策にも押し付けてくる

ミストの多くは、為替がドル高になって効果

問であると述べており、潜在的 GDPとの

可能性、
そして中国に対する補助金をめぐ

はオフセットされるとみている。この提案は

ギャップが小さくなり、金利と為替レートが

る貿易の不公平という名目の追徴金の請

アメリカ国内でも議論を呼ぶところであり、

上がれば、このような財政刺激はオフセット

求などである。大統領選挙のキャンペーン

世界経済にとっても非常に大きな問題にな

される。これらの提案による供給側の利益

中には、
メキシコに対して35％、
中国に45％

る。為替がオフセットされるほどに上がらな

は少なく、FRBと政権の経済政策との間

の関税をかけると言っていたが、今のとこ

ければ、アメリカに輸入される全てのものに

で問題が生じることになる。FRB のイエレ

ろこれは実現する見込みがない。なぜな

20％課税されることになる。
これはWTOに

ン議長は2018年２月で任期を終了し、大

ら、アメリカ、最終的には消費者がその上

準拠せず、関税の定義について WTOと

統領は FRB の理事に２～３名を追加任

げた分に対して支払いをしなければならな

の間で大きな論争となる可能性があるが、

命することができるため、FRBと政権の間

いわけで、恐らくこれは実現できないと思わ

トランプ政権がこれを問題視するかどうか

で今後のアメリカ金融政策と三権分離を

れる。貿易政策をめぐっては、議会の中で

は不明である。

巡って大きな戦いになると考えられている。

も多くの意見の相違が出るだろう。トランプ

マクロ経済政策のプログラムは2017年

強気の経済的見通しと金利上昇の見

政権は二国間レベルでの貿易均衡を図っ

の後半に実際に実行され、これが影響を

込みが、
すでに実質実行為替レートを過去

ているように見えるが、世界的には保護主

与えるようになるのは2018年ということにな

２年間で15％上昇させている。共和党案

義者として見られていることは興味深い。

る。議会でも歳出超過と財政赤字に反対

による関税の一律20％のオフセットは、これ

アメリカと全ての国々との間に貿易不均

を唱える人たちもいる。このような刺激政策

にさらに25％上乗せすることになる。貿易フ

衡が見られる（表１）。貿易黒字の国は一

によって金利が上がり、
ドル高となり、貿易

ローに対する影響は、徐々に出てくる。
この

握りで、潜在的には全ての国が対象とな

赤字はさらに悪化する。
トランプ政権はこの

ような急激な変化は、議会で否決され、規

る。この中でも多額の貿易赤字を抱えて

先、成長が加速すると言うが、貿易赤字

模が縮小されると考える。

いるのが中国であり、その規模については

の軽減とは相いれない。
いったいアメリカの

アメリカの為替変動を中国と比べると

選挙キャンペーンで再三取り上げられてい

（図２）
、過去２年間だけでもかなりのドル

る。EU ではドイツは最大の貿易赤字国

トランプ政権が発足する前から、
GDP に

高になっており、これがさらに25％上がる

で、次にメキシコがある。先般、安倍総理

対する債務比率が増加し、
トランプ政権に

と、世界市場におけるアメリカ製品の競争

がアメリカに来た時に、日米貿易間の不均

為替レートはこれからどうなるのか。

衡に関して話題に上がらなかったことはや
や驚きである。大統領の対日政策の考え

図２ 実質実効為替レート（消費者物価指数ベース）
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のかはわからないが、今後が待たれる。ア

は差し替えられると見られる。カナダとの協
定は両国の違いがそれほど大きくないため
に交渉は容易であるが、メキシコとの再交

によって影響を受けると考えられるが、
どの
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ようになっていくのかはまだ不確実である。

いるわけではないため、政権としての方向

る日本は、TPP はうまくいかないことに気が
付いていると思われる。

国境に立てる壁の資金をメキシコに払わ

性は不明であるが、こういう環境問題に関

せると言っているが、
メキシコは払わないつ

しての規制は、さまざまな分野に影響が出

もりである。

てくる。例えばエネルギーに関しての規制

質疑応答

トランプ大統領のアメリカファーストという

を緩めようとしており、その１つがパイプライ

アプローチは、二国間交渉に重点を置き、

ンの承認である。これはオバマ大統領の

G20、IMF、世界銀行などの国際機関に

時には一時的に差し止められたこともある。

対しては否定的である。しかし、例えば

この他に、石炭の開発・砕石も一時、滞っ

G20などの公開討論の場に魅了される可

た。石炭は経済性の観点から天然ガスより

知的財産・収入・特許などのサービスの両
方が含まれているのか。

能性があることから、
次の G20の会合の中

も劣ると考えられ、アメリカでは天然ガスの

でトランプ大統領がどういった発言をする

生産を拡大してきたことから、石炭の生産

のかが注目される。しかし、IMF、世銀な

がかつてほど拡大することはないだろう。

どが考える新興国などの役割の拡大に関

アジアへの影響については、多くの部分

フロア質問
国別の貿易不均衡の表には、製品と、

バリー・ボズワース
収入は入れていない。サービスに関して

しては肯定的ではないと考えられている。

がまだ不確実であるが、変化は大きいと思

はそれほどの大きな貿易赤字ではない。ト

入国管理に関しては、選挙キャンペーン

う。アメリカはアジアの多国間経済連携に

ランプ氏はこの所得の部分を認めていな

中のテーマに沿って、イスラム圏７カ国から

おいて主要な発言者・参加者から離脱し

い。なぜならば、アメリカ企業が海外に出

の入国禁止を発表した。国内空港からの

た。
アジアは、
アメリカに代わる次のリーダー

て収益を上げたとしても、国内で失業者が

国外退去は司法判断によって一時差し止

を模索しなければならない。また、中国との

増えるからである。いかに雇用を創出する

めとなっている。法律では、入国ビザ発給

関係においても貿易・投資政策に影響が

かということばかり言っており、アメリカの企

において人種・性別・国籍・出生地や居住

出てくる。かつての TPP 参加国は、アメリ

業が自分たちの生産施設をアメリカ国内に

地による差別を禁止し、
ある特定の宗教団

カ抜きの地域自由貿易協定にシフトできる

戻すよう誘導している。

体に対して入国を禁止するとのは違法とい

が、それがアジアの中でどれほど現実的で

うことになるが、大統領は安全保障の観点

あるかは不明である。

フロア質問（河合正弘：ERINA）

という議論に置き換えて差別に当たらない

トランプ大統領が、保護主義をめぐり世

最初の質問は、トランプ氏の経済政策

ことにしようとしている。すでに違法にアメリ

界的に大きな争いを起こしたことは明らか

が、有権者でトランプに実際に票を入れた

カに滞在する人たちの国外退去を進めて

である。国家間の貿易規制を順次撤廃し

人たちの経済状況にどのような影響を与え

おり、何千人という人たちが影響を受けて

てきたことに対して逆行していく可能性もあ

るだろうかということである。大学を出てい

いる。そしてメキシコとの国境に壁を作るこ

る。アメリカは二国間、１カ国ずつ交渉し、

ない就労者、農村地帯の労働者、ラスト

とを実現しようとしている。

アメリカの市場規模を最大限に生かすこと

ベルトと呼ばれるような産業の人たちにとっ

気候変動問題では、2015年のパリ協定

によって、他国に対して強制的に、アメリカ

て、今回のトランプ氏の政策はどのような影

からの離脱を約束しており、すぐにそうなる

にとって都合の良いような形で話を持って

響を与えるのか。

わけではないものの、それ以外にもオバマ

いきたいと考えている。アジアは一丸となっ

大統領が採用したクリーンパワープランも

て対処し、アジアとしての統一した考え方、

を国内で伸ばしたいと製造業の再興を目

２番目に、トランプ氏はアメリカの製造業

撤回しようとしている。また、国内の石油・

自由な経済連携を唱えていくことがアメリカ

指しているが、実際にアメリカの製造業が

ガス開発の推進を表明している。気候変

のアプローチに対する最善の策であろう。

再び産業の中で重要性を取り戻す可能性

動問題に関しては明確な提案が出されて

アメリカとの二国間協定に関心を寄せてい

はあるのだろうか。
３番目の質問として、
アメリカの貿易赤字

表１ アメリカの貿易収支（10億ドル、2016年）
Country
Global

Imports

1,460

2,210

-750

-501

270

417

-165

-102

49

114

-64

-77

Canada

267

278

-11

6

Mexico

231

294

-63

-57

China

116

463

-347

-334

Japan

63

132

-69

-55

Korea

42

70

-28

-18

Other

471

556

-67

62

EU
Germany

5

Exports

は約5000億ドルと膨大な数字であり、多く
TradeBalance BalanceGoods
Goods
&Services
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の国が対米黒字になっていることが示され
たが、貿易黒字になっている国々を責める
代わりに、アメリカ側が自分たちの財政赤
字を減らす努力をした方がいいのではな
いか。そのためには、貯蓄率を上げなけ
ればならない。トランプ氏はアメリカ国内に
対する投資を増やしたいようだが、
このアプ
ローチは必ずしもアメリカの貿易不均衡を
是正するようには思えない。
どうしたらアメリ
カは投資に対しての貯蓄率を上げて、貿
易均衡を改善することができるだろうか。
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時点で貿易赤字はそれほど大きな危機だ

たいのは、中国に対する関税を45％にする

最初の２つの質問は１つにまとめ、トラン

とは思わない。経済がさらに急速に拡大

可能性があるという話があったが、アメリカ

プ氏がスキルの低い労働者の雇用創出

することが最大の問題である。しかし、ア

と中国の間で貿易戦争になる可能性はど

ができるかどうか、
そして製造業を再興でき

メリカは貿易赤字を維持したまま各国から

のくらいあるか。

るかについて考え、さらに３つ目の質問にも

借り続けることはできない。長期的に見れ

お答えしたい。

ば、ギャップを埋めるためには投資に関係

アメリカにはこのような経済問題は外国
が悪いと批判する傾向があり、これは変わ
らない。製造業が雇用全体の中で占める

する国家貯蓄率を上げるというマクロ経済
の問題であり、貿易の問題ではない。
共和党は元々、減税に重きを置いてい

バリー・ボズワース
２国間の貿易収支表は、少し過剰気味
に計算されているかも知れない。過去に議
論したことがあるが、多くの経済学者は、

割合は、過去70年間ずっと下がっている。

る。そこでトランプ氏はこれを取り上げ、大

変化の激しい世界経済で細かく２国間レ

これはほとんどの先進国で見られる現象

幅減税を謳っている。共和党の中には、減

ベルで貿易収支の不均衡を計算するのは

である。所得が上がればサービス業にシフ

税と共に支出の削減の必要性を唱える人

時間の無駄だと考えている。中国はモノや

トし、製造業は下がっていく。また、製造

もいるが、トランプ氏は国防とインフラの大

サービスの最終的な集約地点である。数

業の生産性は急速に上がり、かつてほど

幅な支出増加を掲げていることから、資金

年前、
iPhoneは誰が生産しているかという

人手を必要としない。しかし、
トランプ政権

調達のために海外からの借り入れが増加

広告があったが、中国が行うのは電話の

は全くその反対をいこうとしている。差別を

し、さらなる財政赤字を抱え、その結果ド

組み立てのみで、600ドルに対しての付加

受けていると主張するよりは、世界市場に

ル高を招き、製造業の競争力を上げようと

価値はおよそ10～15ドル。台湾、日本、韓

おけるアメリカの製品の競合優位性を高め

いう努力は打ち砕かれるだろう。長期的に

国で作る部品が組み込まれる。アップルコ

る方が重要である。

見れば、製造業の回復を望む人たちへの

ンピュータは高額の税金を払わなければな

解決策にはならない。

らないため、利益をアメリカで申告したがら

そのためにはドル安にならなければなら

雇用創出については、その仕事がどう

ない。iPhone でもアップルでも、利益はアメ

安で、全体的に貿易赤字は下がった。過

いう種類のものかということに人々は懸念

リカではなく他の国で上げている。アメリカ

去２年間はドル高が始まり、それと共に各

を持っている。製造業は再興できないと思

貿易統計では、その製品の最終地はどこ

国との貿易赤字が増えた。保護主義的な

う。教育を受けた技術力の高い労働力が

なのかを伝えているだけであるため、複雑

政策よりもアメリカの競争力を高める努力を

求められている。アメリカの高学歴の人々

ではあるが正しく判断しなければならない。

ない。2003年から数年前ぐらいまではドル

すべきで、国内でドル安にもっていき、それ

は所得も非常に高く、就業率も高い。この

アメリカは大きな貿易赤字を抱えていること

からまた貯蓄率も上げていかなければなら

政策はそういった人たち向けには良いが、

は読み取れる。これをどのように分配する

ない。

しかし、トランプ政権の中核となる支持層

かは議論の余地があるが、現実的には、

各国との貿易赤字の主な原因は、貯蓄

は、教育レベルが高くなく、すでに40代、50

アメリカはアジアとの間に多額の赤字があ

率が低いことにあるが、しかし投資のチャ

代、場合によっては60歳代でスキル向上を

る。アジアにおける製造ネットワークのシス

ンスも十分にある。他国が賛同すれば、ア

云々するには遅すぎる、過去20年間の経

テムとして、多額の付加価値をつけてアメ

メリカに向けて投資が入ってくる。貯蓄率

済発展に苦しめられたと思っている人たち

リカに輸出している。

が低い１つの理由は、各家庭における貯

である。トランプ大統領の政策が実際にど

あまり話されてこなかったが、アメリカ企

蓄率が低いということもあるが、同時に財

のようにして彼らを助けるのかが見えてこ

業の多くは輸出には関心を持たなかった。

政赤字もある。長期的には何らかの方法

ない。今後数年間は、フラストレーションを

ヨーロッパの企業と違い、アメリカ企業はビ

で国の貯蓄率を投資に対して上げていか

感じる状況に置かれることになろう。なぜな

ジネスを他国で展開したがる。アップルは

なければならない。ただこれはジレンマであ

ら、これまでのところ、トランプ大統領は現

アジアでビジネスを行い、アジアの市場で、

り、今でもアメリカはほんの数年前の金融

在の国内の経済状況に不満を感じる中心

アジアの他社と競争し、それがうまくいって

危機の苦境から何とか立ち直ろうとしてい

支持層に応えるべく、公約を次々と実現し

いる。アメリカの金融機関も同様で、金融

るところである。アメリカ経済は他国よりは

ようとしている。しかし、実際に暮らし向き

サービスを他国に輸出できないため、海外

早く回復に向かってはいるが、強くなったと

が向上するかはわからない。今後数年間

の金融市場に身を置いて、
そこから利益を

は言えない。エコノミストたちの多くは短期

は、大統領自身にとってもフラストレーション

吸い上げたい。アメリカ企業が焦点を当て

的には、もっと財政刺激政策を取るべきで

を感じることになるではないか。

ているのは、輸出ではなく外国で商売をす
ることである。海外に進出し、そこで製品を

あると言っている。

フロア質問（張宇燕：中国社会科学院）

作り、大きく売り上げて、場合によっては第

ンプ氏の政策案が出されているが、貿易

中国は対米貿易黒字国であるのは確

三国へも売る。アメリカの多国籍企業は、

赤字は長期的な構造問題の結果であると

かだが、私の同僚が付加価値税を基に対

多大な利益を上げて大きな成功を収めた

思う。アメリカの過去30年の膨大な赤字は

米中国黒字の計算をしたところ、1000億ド

という点で正しい。その利益は、アメリカを

為替レートにその問題があると考える。現

ルとEU に次いで２番目であった。質問し

基盤とする企業全体の25％を占めた。アッ

減税及びインフラ投資を増加させるトラ
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プル社は世界で最も利益を上げている企

いる。これらの国々は巨額な対米貿易黒

は言っている。以前よりも貿易戦争の可能

業の１つであり、単に海外で利益を上げて

字を持つことから、国が為替に介入してい

性が高まったと懸念する人たちがいるのは

いるに過ぎない。そういった意味では、
この

るとする見方がある。アジアの国々におい

理解できる。１年前はそんなに真剣に心配

統計は大きな誤解を招きかねない内容に

て、貿易戦争は本当に起きることはないの

することなく、貿易戦争は世界経済が厳し

なっていると思う。

か。アメリカ財務省の出したリストにある国

い時期でも回避することができたと思って

中国とアメリカの貿易戦争は起きないと

に対して、議会が政治的な決定をすること

いたが、今やそのような状況ではないと思

思う。世界の貿易戦争で大きな損失を被る

はないのか。トランプ政権がある国に通貨

う。しかし、本当に貿易戦争が起きるとま

のは、アメリカの企業とアメリカが他国に投

操作国というレッテルを貼る可能性はどれ

で言うのは言い過ぎだと思う。人々を多少、

じた巨額の価値であることを考えると、あり

ぐらいあるのか。

怖がらせているだけだと思っている。

また、トランプ政権の経済政策のアジア

強気に出る余地がある、
と言う
トランプ大統

経済に対する影響について、中国、台湾、

足してまだ３週間で財務長官も指名されて

領の意見には賛同する。金融サービスや

日本、北朝鮮、韓国を含むすべてのアジア

いない段階で、トランプ政権のアジア経済

ウォールストリートの金利などは豊かである

諸国が、
アメリカ政権の外交政策の転換に

に対する影響について論じるのは、時期

が、それらは周辺部分であり、それによって

よって大きな影響を被る対象となるが、アメ

尚早である。３週間しか経っていないけれ

すべてを根本的に変えるようなことがあっ

リカの新しい外交政策による大きな不安定

ども、彼がキャンペーン中にやると言った

てはならない。しかし、アメリカ政府が国内

要素やリスクなどについて、もう少し話して

ことは、確実に行ってきたことから、多くの

に工場を移してもっと積極的に輸出を促す

いただきたい。

人々は不安に思っている。通常、アメリカと
いう国は大型船で、１人のリーダーが何か

ことに期待する。戦争にならなければ問題
ない。

フロア質問（李鍾和：高麗大学）
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不安定要素はあるかも知れないが、発

得ない。アメリカは貿易交渉においてもっと

バリー・ボズワース

違うことをしたからといって、そんなに簡単

貿易戦争が起こるリスクは確かに高まっ

に方向性を変えるような船ではない。今ま

ていると思う。なぜなら、トランプ氏は極端

でのところ、トランプ氏に対して面と向かっ

貿易戦争に関しては、実際、４月にアメ

な立場を取るからである。ただ、極端な態

て反対する共和党員はまだいないが、
これ

リカ財務省が議会に対して、通貨操作を

度を取った後に妥協するという
トランプ氏の

からそういう人も出てくるかもしれない。今は

している国について報告を行ったと聞いて

ビジネス交渉の仕方と同じだ、とアメリカ人

まだ待つべきと思う。
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