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1 トランプ政権による影響

①税制改革

法人税率引き下げなどを含む税制改革です。トランプ政
権となり、かつ、共和党が上下院で過半数議席を確保したこ
とで、税制改革への機運が高まっており、数十年ぶりの抜本
的税制改革となる可能性があります。2017年4月26日、財
務長官と国家経済会議（NEC）委員長は、法人税率の15％
への引き下げなどを求めるトランプ政権の税制改革基本方
針を公表しました。本基本方針では、現在の全世界所得課
税制度から領土主義課税制度への移行と、米国法人の国外
利得の一時本国送金課税も求めています。財務長官は、本
国送金課税の特定税率は議会との交渉テーマになるであろ
うと述べています。また、本基本方針では、7つの個人課税
税率区分を10％、25％、35％の3区分にすることや、基礎
控除の倍増、代替ミニマム税の廃止、遺産税の廃止、等を
求めています。本基本方針によれば、3.8％の純投資所得税
の廃止により、キャピタルゲインと適格配当に係る20％の
最高投資税率が復活することになりそうです。
本税制改革基本方針は、昨年（2016年）6月の下院共和党
税制改革ブループリントで、法人税率の20％への引き下げ、
国境調整仕向け地主義キャッシュ・フロー課税制度の導入な
どを提案していたのとは重要な点で異なっており、国境調整
税については言及がなされていません。具体的な内容につい
ては、米国税制改革のテーマで取り上げています（P11参照）。

②規制緩和・撤廃

これは医療費負担適正化法、いわゆるオバマケアの撤廃
を含む見直し、そしてドッド・フランク法などの金融規制を

はじめに
　グローバルに展開する日本企業を取り巻く環境が刻々と
変化しています。米国では2017年1月にトランプ政権が発足
し、半年以上が経過しました。欧州では英国のEU離脱通知
が3月になされ、離脱交渉が開始されています。米国や英
国を中心とした先進国に対する不確実性のリスクが高まっ
ています。不確実性のリスクは、ある意味、政策の不確実性
と言い換えることができるかもしれません。
　米国での政策不確実性指数※1（図 表 1）によりますと、
2016年米国大統領選挙時の当該指数が1985年からの観
測以来、米国債格下げ、同時多発テロ事件、に次いで過去
3番目に高い値となっていました。この指数によれば、トラン
プ政権の誕生がリーマンショック以上の不確実性を及ぼし
ています。政策不確実性指数が高いのは投資や雇用などへ
の悪影響の前兆であるという研究※2があります。
　一方で、日EU間EPAの大枠合意が7月になされ、TPP11
等の自由貿易の発展のため、日本企業としてもビジネスチャ
ンスがあるかもしれません。このような経営環境の変化に対
してレジリエントに対応していく必要があります。
　本稿では米国トランプ政権による日本企業の課題と対応
策について考察します。トランプ政権による影響は大きく4
つに区分されます。一つ目は税制改革、二つ目は規制緩
和、三つ目は通商・貿易、四つ目はインフラです（図表2）。さ
らに、「金融規制緩和」および「国内インフラ投資」の2つの
テーマについて概説します。なお、本文中の意見に係る部
分は全て筆者個人の私見であり、PwCあらた有限責任監査
法人および所属部門の正式見解でないことをあらかじめお
断りいたします。
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※1 経済政策の影響による先行き不透明感（不確実性）を示す指標（統計）をいいます。これ
は、スタンフォード大学のニック・ブルーム教授らが中心となって調査・開発されたも
ので、経済政策の不確実性に関する新聞記事の数、先（将来的）に控える税制の変更に
よる金額的影響度、エコノミストによる経済予想のバラツキ度合いの3項目から構成さ
れ、先行きの不透明感を示すものとなっています。

※2 “Measuring Economic Policy Uncertainty” Scott R. Baker, a Nicholas Bloom, and 
Steven J. Davisc（10 March 2016）
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緩和するという動きです。
まずオバマケア関連ですが、2017年3
月に準備して法案を提出しようと試みる
も、可決の見込みが立たず、頓挫してし
まいましたが、2017年5月、ついに、新
医療制度法案を下院で可決しました。上
院でも共和党は過半数を占めています
が、下院と比べてその差はあまり大きく
ないため、調整は難航するといわれてい
ます。
また、金融規制緩和の動きは、2017
年6月ドッド・フランク法を全面廃止する
等のCHOICE法案が下院で可決されまし
た。一方で、トランプ政権発足後、2月に
大統領令により既存の金融規制見直しに
関する財務省長官による調査を指示した
のですがその報告書が6月に提出されて
います。CHOICE法案および当該報告書の双方には相違点
もあり、今後の金融規制緩和の方向性はまだ不確実です。
金融規制緩和の動きについては後述します。

③通商・移民政策見直し

トランプ政権における通商政策は日本企業への潜在的影
響があります。まず2017年1月TPPからの離脱を表明。そ
して、2017年5月に北米自由貿易協定（NAFTA）の再交渉
を行う意思を議会に示しました。ライトハイザー通商代表が
指揮を執り、このNAFTA見直し交渉が8月から実施される
可能性があります。NAFTA見直しは、メキシコに進出してい
る自動車産業を中心とした日本企業が米国向けに輸出して
いる場合に、影響が出る可能性があります。NAFTA見直し
についての具体的な説明は、後述のメキシコ目線をテーマ
で取り上げていますのでご参照ください（P15参照）。

それ以外にも、トランプ米政権は安全保障を理由にした
関税引き上げなど新たな鉄鋼の輸入制限を検討しており、
これが実現すると他国からの報復措置の可能性もあり、鉄
鋼の供給過剰状態が解消されないなかでは日本の鉄鋼産
業にも影響が出てくる可能性があります。

④国内インフラ投資

米国トランプ政権は、今後10年間にわたり、総額1兆米ド
ルの国内へのインフラ投資の計画を掲げています。これは大
規模な投資となるものの、その財源の確保、そして、具体的
な計画がまだ明らかにされていないですが、これらは日本企
業にとっても投資機会に恵まれる可能性があります。インフラ
投資計画の内容が明らかになるのはまだ先になりそうです。

上記4つの課題以外にも、移民政策については目玉として
いたイスラム圏の市民や難民の入国禁止令が連邦裁判所に
差し止め命令を受け、一部修正した大統領令が再び差し止
められています。また、H1Bビザの制限など、人材確保にも
影響が出ています。

2 規制緩和（金融規制緩和アップデート）

規制緩和は米国トランプ政権による経済政策の中心をな
すものであり、規制緩和の対象の一つがドッド・フランク法
をはじめとする金融規制です。現状の金融規制は、銀行な
どに過度な負担を課しているという背景からトランプ政権が
規制緩和の目玉として最も注目している領域です。
そもそもドッド・フランク法とは、2010年7月、オバマ大
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図表2
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図表1：米国政策不確実性指数の推移

出所：http://www.policyuncertainty.com/index.html
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統領の署名により成立した米国の金融規制改革法であり、
過去米国で金融的投機がもたらした世界金融不安の発生の
再発を防ぐことを目的とした法律です。具体的には、ボル
カールールやシステム上重要な金融機関（SIFIs）の監視の
強化などがあります（なお、ボルカールールとは、ドッド・フ
ランク法の中核となる「銀行の市場取引規制ルール」のこと
です。銀行が自らの資金（自己勘定）で自社の運用資産の効
率を図るためにリスクを取って、金融商品を購入・売却また
取得・処分をすることを禁止しています。具体的には、米国
の銀行によるデリバティブや商品先物の取引を規制し、ヘッ
ジファンドなどへの出資も制限しています）。
金融規制緩和の動きについて説明しますが、実はトラン

プ政権成立前から存在していました。

（1）	2016年9月、米国共和党のヘンサーリング議員が米国下
院金融サービス委員会に規制緩和のためのCHOICE
（Creating	Hope	and	Opportunity	for	Investors,	
Consumers,	and	Entrepreneurs）法を提出して可決して
います。内容はドッド・フランク法によって導入された規
制の変更または廃止、規制当局に関する一部権限の廃止
または縮小、地域金融機関などに対する規制緩和などを
軸とする内容でしたが、議会の会期切れによりいったん廃
案となりました。

（2）	2017年2月、トランプ政権発足後、大統領令を発行し、
既存の金融規制見直しに関する財務省長官による調査を
指示しています。

（3）	2017年5月、公聴会を経て、上記（1）CHOICE法案の修
正案が下院金融サービス委員会により可決されました。
下院議会にて6月12日に賛成233、反対186、棄権11で
可決しており、トランプ政権の目指す金融規制改革のプ
ロセスが進んでいます。

（4）	2017年6月、（2）の大統領令に対する財務省報告の第1
弾が提出されました。

（3）の下院を通過したCHOICE法案の内容は、ボルカー
ルールの全廃やCFPBの事実上の解体を盛り込むなど、（4）
の財務省報告よりもさらに一歩踏み込んだものとなっていま
す。
ここでは現在上院で議論されているCHOICE法について
主な特徴をご紹介します。

①Too Big To Fail および（納税者による）ベイルアウトの終焉

大きすぎてつぶせない（Too	Big	To	Fail）大規模な金融
機関に対する破綻処理制度を連邦破産法へ置き換えること
です。これは、現行の破綻処理制度がベイルアウト、つま
り、税金を用いた金融機関の救済をしているという批判が

背景にあります。もう一つは、FSOC（金融安定監督評議会）
に与えられている金融システムの安定性に影響を及ぼすた
めにFRB（連邦準備制度理事会）が監督すべき重要なノンバ
ンクを選定する権限を廃止するというものです。

②金融規制当局の説明責任の強化

金融当局に対し、提案する全ての規則について詳細なコ
ストベネフィット分析を行うことを義務付けるというもので
す。そして、FRBによる金融政策および金融監督における説
明責任の強化、さらにはストレステストの実施に関するFRB
の透明性と説明責任を強化するというものです。

③優良金融機関に対する規制緩和

優良な金融機関である適格金融機関（レバレッジ比率が
10％以上）に該当する金融機関を対象として、ドッド・フラン
ク法等の規制や破綻処理計画の提出を免除し、ストレステス
トの結果による配当制限が不要となるというものです。

④資本市場改革

CFTC（商品先物委員会）およびSEC（証券取引委員会）が
策定した規制のレビューを行い、規制間の不一致を解消す
る必要があります。そして、商品取引法および証券取引所
法におけるグループ間取引の取り扱いについて、取引報告
やリスク低減措置等の一部要件を除いて規制対象外とする
といったものです。

今後の対策

今後の対策としては、上記のとおり、（3）CHOICE法案の
上院議会における議論がどうなるか、そして（3）CHOICE法
案と（4）の財務省報告の内容が必ずしも同一ではなく、規制
緩和の方向性には不確実性を伴うことに変わりはありませ
ん。まずは想定される金融規制の改変をもとに、自社が取り
うるオプションを明確にする必要があります。その上で、各
オプションについてビジネス戦略、リスク管理やコンプライ
アンスの観点から影響を検討し評価する必要があります。ま
た、金融規制の改変をモニターし対応するための部門横断
的なガバナンス体制をしっかりと構築し、将来の規制の変更
に対応していくことが求められます（図表3）。
 

3 インフラ投資（アップデート）

米国土木学会（ASCE：	Amer ican 	Soc ie ty 	o f 	C iv i l	
Eng ineers）によれば、構造的に欠陥のある橋が約5万
6,000カ所、危険度の高いダムが1万5,500カ所存在してい
るとのことです。またこれら以外にも学校や飛行場などの修

特集：米国トランプ政権がもたらすリスクへの対応
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理が必要であり、合計約4.6兆米ドル必要となると見積もら
れています（図表4）。		 
これらを修繕するために、まずトランプ政権は1兆米ドル
を10年間かけてインフラ投資をすると述べています。国内
経済への刺激策としては、大規模なものですが、そのうちど
の程度が民間部門による投資で賄われ、どの程度を新規の
追加的な政府資金によって賄われるかは執筆時点では不明
です。
PwCが実施した「世界CEO意識調査」によれば、企業の成
長への脅威となる事項として、基礎インフラの欠如を非常
に懸念していると回答したCEOは20％（米国内では15％）
にとどまっていました。
しかし世界経済フォーラムでの年次グローバル競争力に
よれば、米国でのインフラへの不満は明らかであり、米国は
現在インフラ全体の品質が第12位でした。これは道路、線
路、電力供給関連のランキングが低いことによります。

財源の内訳は不明

1兆米ドルのインフラ投資を実施するためには、1,670億
米ドルの株式投資が必要となり、その額の82％相当の税額
控除があれば投資の誘因となるだろう、といわれています※3。
また、強制みなし配当課税によってもたらされる1,500億

米ドルの税収に期待する向きはあるものの、米国下院歳入
委員会のブレイディ委員長は、下院改正案（ブループリント）
では、強制課税による還流資金は全て税制改正に使う計画
であると述べています。
トランプ政権によれば、インフラ投資プロジェクトの費用
はプロジェクトにかかわる労働者や企業が支払う税金によっ
てほぼ賄われるとも述べています。

今後の対策

インフラについての今後のタイムラインが明らかではあり
ませんが、検討するに際して、今後注目するべき項目がいく
つかあります。

1.法案－議会が予算の決定権限を有することから、トランプ
政権もしくは法案作成段階での適切な提案をすることで議
会委員会での議論が進むと思われます。
2.優先プロジェクトリスト－仮のプロジェクトリストが1月に
リークされましたが、全米知事協会※4はトランプ政権と包括
的なプロジェクトリストについて協議しているようです。当該

図表3：金融規制緩和に向けた動向

タイミング 規制緩和の動き 内容

① 2016年9月 CHOICE法提出（しかし、廃案となる） ボルカールールの廃止を含むドッド・フランク法の大幅見直し

② 2017年2月 大統領令の発行 既存の金融規制見直しに関する財務省長官による調査を指示

③ 2017年6月 CHOICE法再提出（6月下院通過） ボルカールールの廃止を含むドッド・フランク法の大幅見直し（①と同じ方向性）

④ 2017年6月 2月の大統領令にもとづく米国財務省レポートの公表 ボルカールールの要件緩和を含む既存の金融規制の大幅見直しを提唱
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図表4：Public Infrastructure Needs

出典： ACSE
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※3　“Trump Versus Clinton On Infrastructure” Wilbur Ross and Peter Navarro（27 
October 2016）

※4 National Governors Association、NGA。アメリカ合衆国において州政府と連邦政府と
の間で重要な公共政策に関して連絡協議する団体
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リストが発表されたときに、政府の意向が明確になるでしょ
う。	
3.民間投資の役割－海外留保金に対するみなし配当課税、
税額控除、私的活動債、官民連携（PPP）等さまざまなオプ
ション案が存在します。優先プロジェクトリストに再投資す
るような民営化の仕組みも考えられます。
4.新しい機関－財務長官が示したように大統領インフラ協
議会もしくはインフラ銀行か、そのような機関が資金調達、
承認、優先順位付け等を多くのこと現実的に実施することに
なります。
5.“Buy America”への意思決定－いわゆるメイド・イン・ア
メリカによる鉄鋼などの製品を追求する場合に、有利に働く
部分（短期労働）と不利に働く部分（高コストと時間の浪費）
が想定されます。当該ルールに対する意思決定によって、
政権の目標が明らかになり、事業者にとってどのように対応
準備すべきかの示唆となると考えられます。

インフラ投資計画は米国に大きな変化をもたらすことにな
ると想定されます。日本企業にとっても、このような計画は、
さまざまな業界（例えば、エンジニアリング、建設、アセット
マネジメント、交通、テクノロジー、エネルギー、製造など）
にわたり成長の機会を提供することになります。そして、こ
れらの案件機会に参画のため、官民連携（PPP）や民間によ
るインフラ投資の機会についての情報をアップデートし、評
価することが対策として考えられます。
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