
サマリー
 米国大統領選挙の結果に対する市場の最初の反応は好意的だったものの、
目先のボラティリティが高まる可能性がある。

 共和党がジョージア州の2議席に係る決選投票後に上院で過半数を維持
すれば、ねじれ議会がバイデン政権の政策アジェンダを阻害する可能性があ
る。

 共和党が上院で過半数を維持すれば、ほぼ間違いなく大幅な増税は阻止
されるであろう。バイデン次期大統領は、規制と外交政策により重点を置く
可能性がある。

1

ティー・ロウ・プライスのインサイト
米国大統領選挙

米国大統領選挙の結果は
市場に優しい模様
ねじれ議会の下で政府は穏健な政策を打ち出す公算 2020年12月

Kat ie  Deal
米国株式部門アナリスト
米国政府および規制リサーチ担当

John Linehan,  CFA®

株式部門CIO

Mark 
Vaselk iv
債券部門CIO

バイデン次期大統領
の就任前に議会が機
能しない「レームダッ
ク」の局面に入るなか、
市場は、追加財政支
援策成立の可能性
に焦点を当てるでしょ
う

再配布禁止。

選挙直後の不透明な時期が過ぎ、ト
ランプ政権が政権移行手続きの開始
を容認したことで、2021年1月20日
のジョー・バイデン氏の大統領就任が
確実視されています。1月に予定され
ているジョージア州の2議席の決選投
票が上院の勢力バランスを決定します。
現在、民主党が下院で過半数をかろ
うじて確保し、ねじれ議会が継続する
可能性が最も高いと思われます。
資本市場は、これらの結果を好感した
模様ですが、選挙後の政権移行は正
式に進みつつあるものの、市場のボラ
ティリティを高める可能性があります。し
かし、ティー・ロウ・プライスの運用プロ
フェッショナルは、新型コロナウイルスの
ワクチンの接種開始等、その他の問題
が今後数カ月にわたりより重要になる
可能性が高いと見ています。
「政治動向よりもコロナ対策が注目され
るだろう」と株式部門CIOのJohn Line
hanは指摘します。

選挙と政策の問題
バイデン次期大統領の就任前に議会
が機能しない「レームダック」の局面に
入るなか、市場は、追加財政支援策
成立の可能性に焦点を当てるでしょう。
当該支援策に関する交渉は、選挙直
前に決裂しました。
2021年の刺激策について本格的な
交渉が始まるなか、2020年末までに
大型の財政法案が成立する「チャンス
はわずか」しかないと米国政府および
規制リサーチ担当アナリストのKatie
Dealは見ています。どちらの政党が次
の上院で過半数を獲得するにせよ、そ
の差は僅差になると思われるため、民
主党が下院での承認に留まった前回
の2.2兆ドルに匹敵する財政法案を
通すことは難しいでしょう。
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共和党がジョージア州で決選投票とな
る上院2議席のうち少なくとも1議席を
獲得すると仮定すれば、ねじれ議会が
2021年の財政展望を左右する公算
です。「共和党が過半数を占める上院
において、税率引き上げ案は、程度を
問わず直ちに廃案になる」とLinehan
は予測します。
ねじれ議会の下、財政協議は、拡大
する連邦財政赤字にどのように対処す
べきかという問題に最終的に立ち返る
可能性があると債券部門CIOのMark
Vaselk ivは示唆します。ただし、今の
ところ、両党とも財政支援策の必要性
を認識しているようです。追加財政刺
激策が来年初めに成立しなければ、2
番底の景気後退に陥るリスクが高まる
とVaselk ivは警告します。
金融政策の見通し
選挙前後でほぼ確実に変わらない一
つの重要な要素は、 FRBの経済と資
本市場に対する大量の流動性支援で
あり、それは投資適格社債とハイイー
ルド債の両方において信用スプレッドを
押し下げ、相場上昇を可能にしてきま
した。 「 FRBの対応は異例である」 と
Vaselk ivは指摘します。
流動性の上昇にもかかわらず、短期・
長期の米国債利回りは、比較的低位
で安定しており、インフレ期待がまだ抑
えられていることを示しています。そのた
め 、 FRB は 2024年一杯 、 お そ ら く
2025年まで利上げを回避することが
可能だろうとVaselk ivは付け加えま
す。
規制と通商政策
ねじれ議会のシナリオ下、大規模な財
政支援策が講じられる可能性は低い
ため、バイデン政権は、規制政策に目
を向けて政策アジェンダを進める可能
性があります。これには、米国のエネル
ギー基盤を化石燃料から再生可能エ
ネルギーへ転換させる取り組みが含ま
れるでしょう。新たなエネルギー規制の
導入は、エネルギー・セクターの設備投
資を抑制する可能性があるものの、供
給を削減し、エネルギー価格を押し上
げることによる利益がそれを穴埋めする
可能性があると Linehanは指摘しま
す。

医療保険制度改革法に公的保険の
オプションを追加するなど、医療政策の
重大な変更の可能性は低いと思われ
るとDealは指摘します。また、両党と
もに大手テクノロジー・プラットフォーム
企業の規制に関心を示しているものの、
両党の提案は非常に異なるため、早
急な措置が講じられることはないでしょ
う。
通商政策は、新政権が自身の差別化
を図るかもしれないもう一つの分野であ
るとDealは指摘します。バイデン氏は、
欧州連合、日本、韓国など従来の貿
易相手国との関係を正常化させたいと
いう意向を表明してきました。ただし、
中国については状況が異なる可能性
があります。バイデン氏は、まず中国政
府との関係に明白な進展がなければ、
トランプ大統領の関税制度を撤回する
ことは政治的に難しいことが分かるだろ
うとDealは主張します。
資本市場への影響
株式投資については、選挙によりリター
ンのばらつきの拡大傾向が変わる可能
性は低いでし ょ う 。特にグ ロース とバ
リ ュ ー の間 で 、 過去 1年間に わ た り
ギャップが拡大してきました。ただし、ウ
イルス感染拡大の先行きに依存する
部分が大きく、ワクチンが普及し、経済
成長が加速すれば、エネルギーなどシ
クリカル・セクターに恩恵をもたらす可
能性があるとLinehanは指摘します。
米国クレジット市場では、低金利、低
下するデフォルト率、FRBの流動性支
援が選挙後も引き続きプラス要因にな
ると見込まれます。しかし、景気回復
ペースが加速すれば、長期米国債利
回りは2021年初頭に上昇する可能
性があるとVaselk ivは指摘します。
イールドカーブのスティープ化は、銀行
やその他の融資機関の貸出純利鞘、
そして収益性を向上させると考えられ
ます。ただし、利回りの上昇は、限定
的であったとしてもデュレーションの長い
証券の元本損失に繋がる可能性があ
るとVaselk ivは警告します。投資家
は、ハイイールド債やデュレーション・リ
スクの低い変動利付バンクローンを検
討すべきとVaselk ivは示唆します。



短期の政治的イベ
ントに反応して資
産クラスへの投資
と撤退を繰り返せ
ば、コスト急増の
可能性があります。
— Mark Vaselkiv
債券部門CIO
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まとめ
米国大統領選挙関連の不確実性に
より、引き続き米国と世界の資本市場
に重大な短期的問題をもたらしている
ものの、大半の投資家にとって、各自
の長期的戦略に焦点を当てることが最
善であると引き続き考えます。
過去におい て 、米国株式市場のパ
フォーマンスは、いずれの政党の大統
領でも比較的一貫しており、長期的
視点が最も適切であることを示唆する
とLinehanは指摘します。

短期の政治的イベントに反応し資産ク
ラスへの投資と撤退を繰り返すことは、
コ ス ト 急 増 を 招 く 可 能 性 が あ る と
Vaselk ivは付け加えます。
「選挙結果に翻弄されるのは簡単だが、
バランスのとれた投資手法、そして思
慮深く慎重な姿勢が、長期的な投資
成果を達成するために不可欠であると
考える」（Linehan）
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