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Ⅰ.大統領・議会選挙の結果

激戦州を制したバイデン氏が勝利1

（注1）メーン州は全4人の選挙人をバイデン氏3人、トランプ氏1人で配分。
（注2）ネブラスカ州は全5人の選挙人をバイデン氏1人、トランプ氏4人で配分。
（出所）CNN〔1月5日時点〕を基に作成
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共和党トランプ氏（7,422万2,959票：46.8％）民主党バイデン氏（8,128万3,074票：51.3％）
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民主党バイデン氏勝利州

NH
４

270〔全選挙人538人の過半の270人以上を獲得すれば勝利〕

☚ 選挙人の獲得数

民主党バイデン氏勝利州
（前回は共和党トランプ氏勝利州）

共和党トランプ氏勝利州
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Ⅰ.大統領・議会選挙の結果

議会選挙：上下院を民主党が掌握2
 2020年選挙では民主党が下院で多数党を維持すると同時に、上院も実質的に多数に。民主党が大

統領と両院を掌握するのは2009年オバマ政権発足時以来。

上院 定数100

下院 定数435

共和党 51民主党 49

共和党 241民主党 194

共和党 197民主党 232

• 上院は任期6年。2年ごとに全議席の約1/3が改選

• 2020年選挙の改選議席は、共和党22、民主党12

• 11月3日の選挙、1月5日のジョージア州決選投票を
経て、民主党50、共和党50で同数に。

• 上院では副大統領も投票権を持つことから、実質的
に民主党多数に。

• 下院は任期2年で、毎回、全議席が改選

• 前回の2018年中間選挙では、共和党が大きく議席
を失った

• 11月3日の選挙を経て、2議席が結果未定(1月7日
現在）民主党の多数党維持が確実に。ただし、現議
席数からは減少。

（独立党派 1、空席 5）

民主党 47 共和党 53

（注）2017年の議席数は会期開始当初の数字を参照
（出所）米連邦議会

民主党50 共和党 50

共和党 211民主党 222 （結果未定 2）

➡上下院ともに民主党が掌握
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Ⅰ.大統領・議会選挙の結果

接戦3州で共和党が議席を守る
アイオワ州：グリーンフィールド（民主）－現職アーンスト（共和）
モンタナ州： ブロック（民主）－現職デインズ（共和）
ノースカロライナ州： カニンガム（民主）－現職ティリス（共和）
アラバマ州は共和党が奪取。
アラバマ州：現職ダグ・ジョーンズ（民主）－トミー・タベルビル（共和）
アリゾナ州、コロラド州、ジョージア州では、民主党が奪取。
アリゾナ州（特別選挙）：ケリー（民主）－マクサリー（共和）
コロラド州：ヒッケンルーパー（民主）－現職ガードナー（共和）
ジョージア州（決選投票）：オソフ（民主）－現職パーデュー（共和）
ジョージア州（特別選挙、決選投票）：ワーノック（民主）ー現職ロフラー（共和）

POINT

上院選：民主党が過半数を事実上確保

民主党 共和党 独立系

前回選挙 46 52 2(民主寄り）

改選数 12 23

● 議席数：100議席（各州2議席×50州）
● 任期： 6年、2年ごとに3分の1改選

9

■ 民主党が維持
■ 民主党が新たに獲得
■ 共和党が新たに獲得
■ 共和党が維持
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非改選 改選 改選 非改選

民主党 共和党

民主党（50）※民主独立系2名 共和党（50）

過半数50

※ジョージア州の2議席（特別選挙含む）は、過半数を獲得した候補者がいな
かったため、2021年1月5日の決戦投票に持ち越され、民主党が2議席獲得。

（出所）CNN（2021年1月7日時点）

3
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Ⅰ.大統領・議会選挙の結果

下院選：民主党が議席減らすも、多数党維持4

民主党 222

民主党 232

2 共和党 211

共和党 197 15

集計中

過半数（218）下院（定員：435名） 独立 欠員

● 議席数： 435議席（人口比に応じて各州に配分）
※最多はカリフォルニア（53議席）、最少は
モンタナ、サウスダコタ（1議席）

● 任期： 2年

民主党 共和党 欠員

前回中間選挙 235 199 1

改選数 435

州名 選挙区 現職 当選者

ニューメキシコ 2区
ソーチル・トレス・スモール
（民）

イベット・ヘレル（共）

オクラホマ 5区 ケンドラ・ホーン（民） ステファニー・バイス（共）

ミネソタ 7区 コリン・ピーターソン（民） ミシェル・フィッシュバック（共）

アイオワ 1区 アビー・フィンケナウアー（民） アシュリー・ヒンソン（共）

ミシガン 3区 ジャスティン・アマッシュ（独） ピーター・マイヤー（共）

ノースカロライナ 2区 ジョージ・ホールディング（共） デボラ・ロス（民）

ノースカロライナ 6区 マーク・ウォーカー（共） キャシー・マニング（民）

サウスカロライナ 1区 ジョー・カニンガム（民） ナンシー・メイス（共）

フロリダ 26区
デビー・ムカーセル・パウエル
（民）

カルロス・ヒメネス（共）

フロリダ 27区 ドナ・シャララ（民） マリア・エルビラ・サラザール（共）

ジョージア 7区 ロブ・ウッダール（共） キャロライン・ボルドー（民）

カリフォルニア 21区 TJ・コックス（民） デイビッド・バラデイオ（共）

カリフォルニア 39区 ギル・シスネロス（民） ヤング・キム（共）

カリフォルニア 48区 ハーレー・ロウダ（民） ミシェル・スティール（共）

ユタ 4区 ベン・マカダムズ（民） バージェス・オーウェンズ（共）

ニューヨーク 11区 マックス・ローズ（民） ニコール・マリオタキス（共）

所属政党が移った選挙区 （民主党：13議席、共和党3議席） （参考）下院選挙結果（出所：CNN）

改
選
前

改
選
後
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Ⅰ.大統領・議会選挙の結果

5

（出所）CNN（2020年12月18日時点）
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州知事勢力図：共和党27州、民主党23州
 改選対象11州のうち、モンタナ州のみ民主党から共和党に党派が入れ替わり。それ以外の州では

党派は変わらず、共和党の州知事は1人増の27人、民主党は23人となった。



Copyright © 2021 JETRO. All rights reserved. 7

I. 大統領・議会選挙の結果

II. 新政権の陣容

III. 新政権の政策課題



Copyright © 2021 JETRO. All rights reserved. 8

Ⅱ.新政権の陣容

正副大統領の経歴1

（出所）バイデン政権移行ウェブサイト、各種報道

ジョセフ・ロビネット・バイデン・
ジュニア

前副大統領（オバマ民主党政権）
1942年11月20日生（78歳）
出身：ペンシルベニア州スクラントン

カマラ・デビ・ハリス

連邦上院議員（カリフォルニア州）
1964年10月20日生（56歳）
出身：カリフォルニア州オークランド

副大統領大統領

• デラウェア大学卒業後、シラキュース大学ロースクールで
法学士を修得。

• 1972年に、29歳の若さでデラウェア州選出の上院議員
に当選（当時、米史上6番目の若さ）。以降、1973
年1月からオバマ政権での副大統領に就任する2009
年1月までの36年間にわたり、上院議員を務める。

• 上院の外交委員会および司法委員会の委員長または
少数党筆頭理事を長く務めた。外交面では湾岸戦争
への反対、北大西洋条約機構（NATO）の拡大を提
唱。司法面では、暴力犯罪取締り及び法執行法や、
女性に対する暴力防止法の成立に尽力。

• 1988年の出馬に続き、2008年の大統領選にも民主
党から出馬するも党の指名を得られず。党の指名を獲
得したオバマ大統領から副大統領に指名される。

• 2017年8月にバージニア州シャーロッツビルで起きた白
人至上主義者と反対派の衝突事件を受けて、今回の
大統領選への出馬を決意。

• 父親がジャマイカからの移民、母親がインドからの移
民。米国主要政党としては、史上初の黒人女性かつ
アジア系米国人の副大統領。

• ハワード大学（ワシントンDC）を卒業したのち、カリ
フォルニア大学のロースクールで法学士を修得。カリフォ
ルニア州アラメダ郡の地方検察官としてキャリアを開始。

• その後、黒人女性として初のサンフランシスコ地区検察
官に就任。2010年に黒人女性として初のカリフォルニ
ア州司法長官に就任。

• 2016年11月のカリフォルニア州選出の連邦上院選で
勝利し、2017年1月に上院議員に就任して以降は、
中間層を支援する立法や、連邦最低賃金の時給15
ドルへの引き上げ、難民・移民の法的権利の保護など
に注力している。

• トランプ大統領が指名したセッションズ司法長官やカバ
ノー最高裁判事の上院指名公聴会などで、厳しい質
問を投げかけたことで全米で認知される存在に。
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Ⅱ.新政権の陣容

（出所）senate.govほか

新政権の閣僚リスト

 オバマ政権での要職経験者（ブリンケン、ビルサック、マクドノ―ら）や職責に関連する組織での経験者（イエ

レン、オースティン、ガーランド、マヨルカスら）が多数就任。

役職 氏名、年齢、主な役職（青字は男性、赤字は女性）

国務長官 アントニー・ブリンケン（Antony Blinken、58歳、元国務副長官）

財務長官 ジャネット・イエレン（Janet Yellen、74歳、前FRB議長）

国防長官 ロイド・オースティン（Ret Gen. Lloyd Austin、67歳、元陸軍大将）

司法長官 メリック・ガーランド（Merrick Brian Garland、68歳、コロンビア特別区連邦高等裁判所判事）

内務長官 デブ・ハーランド（Deb Haaland 、60歳、連邦下院議員（ニューメキシコ州））

農務長官 トム・ビルサック（Tom Vilsack、70歳、元農務長官）

商務長官 ジーナ・レモンド（Gina Raimondo、49歳、ロードアイランド州知事）

労務長官 マーティ・ウォルシュ（Marty Walsh、53歳、ボストン市長）

健康福祉長官 ハビエル・ベセラ（Xavier Becerra、62歳、カリフォルニア州司法長官）

住宅都市開発長官 マルシア・ファッジ（Rep. Marcia Fudge、68歳、連邦下院議員（オハイオ州））

運輸長官 ピート・ブティジェッジ（Pete Buttigieg、38歳、インディアナ州サウスベンド市長）

エネルギー長官 ジェニファー・グランホルム（Jennifer Granholm、61歳、元ミシガン州知事）

教育長官 ミゲル・カルドナ（Miguel Cardona、45歳、コネチカット州教育長官）

退役軍人長官 デニス・マクドノー（Denis McDonough、51歳、大統領首席補佐官）

国土安全保障長官 アレハンドロ・マヨルカス（Alejandro Mayorkas、61歳、元国土安全保障副長官）

2
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Ⅱ.新政権の陣容

3
 大統領首席補佐官に、元副大統領首席補佐官のクレイン氏、新設の気候変動担当大使にジョン・ケリー元国務長

官が就任。

役職 氏名、年齢、主な役職（青字は男性、赤字は女性）

大統領首席補佐官 ロン・クレイン（Ron Klain、59歳、元副大統領首席補佐官）

米国通商代表 キャサリン・タイ（Katherine Tai、下院歳入委員会通商担当首席法務官）

国家情報長官 アブリル・ヘインズ（Avril Haines、51歳、元CIA副長官）

中央情報局（CIA）長官 ウィリアム・バーンズ（William Burns、64歳、元国務副長官）

環境保護庁長官 マイケル・リーガン（Michael Regan、ノースカロライナ州環境品質長官）

中小企業庁長官
イザベル・グスマン（Isabel Guzman、カリフォルニア州ビジネス経済開発局
中小企業室 ディレクター）

行政管理予算局（OMB）
副局長※

シャランダ・ヤング（Shalanda Young、下院歳出委員会スタッフディレクター）

国連大使
リンダ・トーマス・グリーンフィールド（Linda Thomas-Greenfield、
元国務次官補（アフリカ担当））

大統領経済諮問委員会
（CEA）委員長

セシリア・ローズ（Cecilia Rouse、57歳、元CEA委員）

気候変動担当特使 ジョン・ケリー（John Kerry、77歳、元国務長官）

新政権の閣僚級リスト

※局長職空席

（出所）senate.govほか
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Ⅲ.新政権の政策課題

新政権の優先政策課題1

 優先課題は、(1)新型コロナ対策、(2)経済再建、(3)人種的公平性、(4)気候変動――の4点。

 税制、コロナ対策、ビザ政策のほか、日本企業の経営戦略を左右する環境政策、製造業回帰策、イ

ノベーション促進策、労働組合強化、通商政策では対日に加え、引き続き対中政策に注目。

※議会（上院・下院）とも民主党が掌握し、新政権は政策を実現しやすい環境に。

(1) コロナ対策 (2) 経済再建 (3) 人種的公平性 (4) 気候変動

 ワクチン

 医療資材国産化

 州政府・自治体
との連携

 専門家との連携

 コロナ対策

 マイノリティ支援

 国内サプライ
チェーン強化

 労働組合強化

 税制改革（法人税
引き上げ、オフ
ショアペナルティ
不課税等）

 経済的機会の提供

 平等性の担保

 警察制度改革

 排ガスネットゼロ
（2050年まで）

 2兆ドル投資、
4,000億ドルの
政府調達

 インフラ再建

 ゼロエミッション
の公共交通網を
提供

 イノベーション
促進
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Ⅲ.新政権の政策課題

（１）コロナ対策

＜検査・追跡体制の強化＞

• ドライブスルー検査場を倍に。自宅検査や簡易検査など次世代技術に投資。検査キットの購入基金や検査ラボの拡充、学校など
での定期的検査実施支援に500億ドルを充てる。

• ルーズベルト大統領の「戦時生産局」に匹敵する「パンデミック検査局」立ち上げ。

• 「米公共保健雇用公社」を設立。最低10万人を動員し、地方自治体と追跡保護を行う。

＜ワクチン、医療関連資材の国内生産＞

• ワクチンを全国民に無償提供すべく、製造流通に250億ドルを投資。政権発足100日目までに1億人分のワクチン接種を完了。
各自治体と連携し、地域のワクチン接種施設設置などに200億ドルを充てる。

• 治療やワクチンの安全・有効性判断は科学者に任せ、FDA承認の臨床試験データは一般公開。

• 国防生産法をフル活用し、マスクやフェイスシールドなど個人防護具（PPE）の生産を加速化。

• 危機時に他国に依存しないよう、将来的に柔軟な米国内での調達・生産能力を直ちに構築

＜予防ガイダンス、州・自治体向け支援＞

• 地域の感染状況に応じた段階的なソーシャルディスタンスや生活・事業規制を提唱。

• 州・地方自治体に対し、教師や前線対応者の人件費不足を防ぐため更新可能な基金を立ち上げ。

• 州知事や市長と連携して、屋外でのマスク着用を全米で義務付ける。

＜専門家・専門機関との連携＞

• 専門スタッフには自由な公開レポートの作成や議会証言、公に発言する権利を与える。

• 「新型コロナ人種・民族不均衡タスクフォース」を設置。公共保健や経済対応に関わる政策提言や監督を行う。危機後は「感染症
人種不均衡タスクフォース」に移行する。

• オバマ政権期の国家安全保障会議（NSC）グローバル公共安全・生物防衛局を直ちに復活。

• 疾病予防管理センター（CDC）の人員を拡大し、北京事務所を復活させる

（次ページに続く）
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Ⅲ.新政権の政策課題

（２）経済再建（Economic Recovery）

＜新型コロナ対策＞

• コロナ対策として、州・地方政府に人件費（教師、前線対応者等）供与や失業保険の延長、中小企業や起業家の再建支援、
「公共保健雇用公社」を通じた雇用。

＜マイノリティ支援＞

• 中小企業、女性、マイノリティによる製造業支援。新産業・技術の研究開発に3,000億ドル投資。

＜国内サプライチェーンの強化＞

• 最低500万人の新規雇用を創出。中国依存を回避し、重要物資のサプライチェーンを米国に。

＜労働組合の強化＞

• 労働権法（right to work）の廃止。

- 労働権法：労働組合の組合員たることを雇用条件とする協定（ユニオン・ショップ協定）を禁止する州法で現在27州で制定。
労働組合の弱体化につながっているとされる。

• 連邦最低賃金を時給7.25 ⇒ 15ドルに引き上げ。

＊米国でビジネスをする日系企業にとっても今後の行方を注視する必要あり。

＜税制改革＞

• 法人税の引き上げ（21％ ⇒ 28％）。

• 10％のオフショア・ペナルティ付加税（海外での製造品の国内販売、海外コールセンターやその他サービス等による利益に対し課税。
法人税は30.8％[28％＋2.8％]に上昇）。

• 海外子会社の利益に対する課税引き上げ（10.5％ ⇒ 21.0％）。

• 財務上収益（book income）に対する15％のミニマム税の導入。

• 雇用・経済回復に資する国内投資に10％の「Made in America」税控除を付与。

• 個人所得税の最高税率の引き上げ(37.0% ⇒ 39.6％）。

• キャピタルゲインを所得と同率で課税（年収100ドル以上）。

＊バイデン大統領の優先政策課題続き

（次ページに続く）
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Ⅲ.新政権の政策課題

（３）人種的公平性（Racial Equity）

＜目標＞

• 黒人、ラテン（ヒスパニック）、アジア、太平洋諸島系（AAPI）とネイティブ・アメリカンの全てが平等に扱われる経済を構築する。

＜経済的機会の提供＞

• 中小企業向け支援策を通じて、官民投資を刺激する。連邦政府調達を平等にする。

• オポチュニティ・ゾーンを改革する。

- 2017年成立の税制改革法に含まれた制度で、キャピタルゲインを指定された低所得地域内の「適格オポチュニティゾーン」に
再投資する投資家に税優遇を与えるもの。

• マイノリティ層が住宅所有または拠出可能な住居に住めるよう、住居計画を通じて投資を行う。

• 将来の職業につながる訓練や高等教育における公平性を達成する。

• マイノリティ層の引退時の保険と十分な資金的余裕を促進する。

＜平等性の担保＞

• 有色人種が労働において平等かつ尊厳をもって扱われることを保障する。

• 経済的な成功における2回目のチャンスを支援する。

• 連邦準備制度理事会（FRB）による人種的経済格差に対する関心を強化する。

• 連邦政府機関の要職における人種的多様性と説明責任を促進する。

• 介護分野における21世紀型のインフラを構築する。

• 農業分野における長年における不公平を解決する。

＜警察制度の改革＞

• 警察制度を改革する法案を議会で成立させる。それには、容疑者の首絞めの禁止、警察への戦争型兵器の引き渡しの停止、
権力行使における規範を確立することによる監視と説明責任の改善、国家レベルでの警察監視委員会の創設が含まれる。

• 犯罪防止と全ての人々への機会の提供、刑罰宣告における人種的不均衡の撤廃、2度目の機会の提供、暴力の削減と生存者
への支援を通じて、受刑者を減らし、公正で安全な社会を構築する。

＊バイデン大統領の優先政策課題続き

（次ページに続く）
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Ⅲ.新政権の政策課題

（４）気候変動（Climate Change）

＜目標設定、重要判断基準＞

• 2050年までに排出ガスをネットでゼロに。2035年までに発電における排出ガスをゼロに。

• パリ協定へ復帰（米国は2025年までに、05年比で温室効果ガス〔GHG〕を▲26～28％/13年比で▲18～21％にコミット）。

• 環境的な公正性（environmental justice）を、プロジェクトを進める上での重要な判断要素とする。

＜政府投資・調達＞

• 政権1期目に気候変動対策関連において2兆ドルを投資、4,000億ドル相当の政府調達を行う。

＜インフラ＞

• インフラ（道路、橋梁、水道設備、送電網、通信網など）再建で数百万の組合員向けの雇用を創出。

• 自動車産業（電気自動車〔EV〕含む）で100万人の雇用を創出。2030年までに、全米50万か所にEV充電施設を設置する。
EV購入のための税控除制度の復活。

• 10万人以上の都市にゼロエミッションの公共交通機関を提供する。そのために労働者の保護を条件に含めた連邦政府による柔軟
な投資を提供する。2030年までに、米国で製造されるバスをゼロ排出にする。

• 4年間で400万の建造物を刷新し、200万の家屋を耐候化。最低100万人の雇用を創出（労組加入の選択肢も提供）。
リベートと低利融資制度を創設し、家屋の省エネ化と省エネ家電の製造業サプライチェーンを促進する。150万戸の持続可能な
家屋の建設を促進する。

• 全ての米国民がアクセスできるよう、5Gの通信網を拡大していく。

＜イノベーション＞

• 蓄電技術、排出削減技術、次世代建材、再生可能な水素、先進的原子力のイノベーションを促進する。省庁横断機関である
「気候に関する先端研究プロジェクト庁（ARPA-C）」を創設し、新技術の開発を促進する。

＜スマートな農業、環境保全＞

• 気候に順応した農業、環境保全産業で雇用を創出する。それには廃棄された石油・天然ガス田、石炭、ウラン採掘現場の安全な
閉鎖における25万人の雇用も含まれる。労組に新加入もしくは継続加入できる選択肢を提供する。

＊バイデン大統領の優先政策課題続き

（次ページに続く）
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Ⅲ.新政権の政策課題

新政権のその他の政策課題2

（出所）バイデン氏キャンペーンサイト、政権移行チームウェブサイト、大統領候補者討論会・各種メディアでのインタビューでの発言、
「民主党政策綱領 2020」を基に作成

外交・通商

• 自由世界の国家の民主主義のためのグローバルサミットの開催。

• 労働者のための通商政策を追求。国内で労働者や教育のための大規模な投資が行われるまで新規の貿易協定を結ばない。

＜対中姿勢＞

• 同盟国と連携し、国際貿易ルールを現代化することで中国への依存を減らしていく。

• 為替操作や鉄鋼・アルミなどのダンピング製品、不公正な補助金などによって米国の製造業を損ねる中国やその他の国に対して、
民主党は断固たる措置をとる。

• 米国の知的財産を盗もうとする中国その他の国家主体に対峙する。また、米国企業へのサイバースパイ活動を停止するよう、中国
その他の国家主体に要求する。

• 民主党は香港市民の民主的権利を支持する。香港の自治を侵害する政府関係者、金融機関、企業、個人への制裁を含め
「香港人権・民主主義法」を全面的に執行する。

• 中国や国際規範を損ねようとする国に対しては、同盟国・友好国と協調して対峙する。自滅的で単独主義的な関税戦争には
頼らない。ただし、対中追加関税は即時には撤回せず。

＜新型コロナ対策＞

• WHOとの関係回復。「国際発展のための病原体追跡計画（PREDICT） 」を再建・強化。

• 国際的な人道支援や食糧支援、新型コロナ関連の医療物資の開発・配布支援などに110億ドルを充てる。

移民

• DACA（幼少時に親に米国に連れて来られた不法移民の強制送還を一時的に猶予する制度）の維持。

• グリーンカード保持者の市民権取得プロセスの回復。

• 1,100 万人の不法移民の市民権獲得へのロードマップ策定。

• 一時的ビザは賃金水準をベースとし、国内賃金水準の引き下げに繋がらないように改革。
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Ⅲ.新政権の政策課題

大統領・議会選挙結果が日系企業に与える影響3

 ジェトロが年明けに在米日系企業633社に聞いたところ、大統領・議会選挙結果が与える影響につ

いては、「プラスとマイナスの影響が同程度」が28.5％、次いで「全体としてプラスの影響」が

24.8％。両者合計は53.3％で、過半企業が何らかのプラスの影響を期待。

 自社の経営に及ぼす影響に関しては「法人税制の行方」が61.1％でトップ。「コロナ対策」「移

民・ビザ政策」「対中政策」が続く。増税などコスト増への懸念も。
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49.3%

48.5%

40.6%

32.5%

29.6%

22.6%

15.5%

9.1%

3.5%

2.1%

米国法人税制

新型コロナウイルス対応

移民・外国人就労ビザ政策

対中国政策

環境・エネルギー規制…

医療保険改革

通商政策（米中以外）

労働法制

バイ・アメリカン政策

イノベーション促進

プラットフォーマーなどへの…

その他
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全体としてプラス

の影響を期待

24.8%

プラスとマイナスの

影響（期待と懸念）
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全体としてマイナス

の影響を懸念

15.2%

影響はない

9.5%

わからない

22.0%

(n=632)

（出所）ともに、在米日系企業633社へのクイックアンケート調査（ジェトロ、2020年1月14日発表）

大統領・議会選挙結果が与える影響（単一回答） 在米日系企業の経営に影響を与える政策分野

(n=625)
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海外調査部 米州課

Tel: 03-3582-5545

E-mail: orb@jetro.go.jp

（本資料に関するお問い合わせ先）
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