
はじめに
2020年2月29日、シアトル近郊の病院に入院して

いた50代の男性が死亡。全米で初めてのコロナウイ
ルスによる死者として報じられた。それから5カ月あ
まりの間で全米におけるコロナウイルスによる死者は
10万人を超え、本稿執筆時点（8月2日）で154,002
人を数える。これはベトナム戦争（5万8千人）や第
1次世界大戦（11万7千人）における米兵の死者をは
るかに上回る数であり、今回のウイルスが米社会に与
えた衝撃は計り知れない。

危機はなお現在進行形であるが、本稿では、米国が
このような未曽有の危機に対してどのように対応した
かということを、その初動、特に財政・金融上の対策
を中心としながら振り返ってみたい。
◇　米国における歴史上の出来事での死者数
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ホワイトハウスコロナ対策タスク
フォース　対応のキーパーソンたち

米国において、連邦政府としてのコロナ対策の司令
塔となったのがホワイトハウスに設置されたコロナ対
策タスクフォースである。同タスクフォース自体は1
月末に既に設置されていたが、本格的にリーダーシッ
プを発揮し始めたのは、2月26日にペンス副大統領

がタスクフォースのリーダーとして指名されてからで
ある。同時に、エイズ対策の分野において米国代表と
して世界各国との協調を推進してきたバークス博士
も、コロナ対応調整官としてチームに加わった。ペン
ス副大統領、バークス博士と並んで、コロナ対応タス
クフォースにおいて国民とのコミュニケーションを
担ったのが、国立アレルギー感染症研究所長のファウ
チ所長である。ファウチ所長はなんと1984年から

（！）同研究所の所長を務めており、感染症対策の専
門家中の専門家として名高い。記者会見におけるわか
りやすい説明も相まって、ファウチ所長は国民の信頼
を集めていき、こののち政府におけるコロナ対応の顔
として知られることとなる。

3月16日以降、同タスクフォースの会見はほぼ毎
日夕刻にホワイトハウスにおいて開催され、CNN等
主要ケーブルチャンネルにおいて1時間以上にわたっ
て全米に生中継された。この記者会見はホワイトハウ
スがコロナ対応について国民とコミュニケーションを
とる最も重要なツールとなり、4月の終わりごろまで、
ほとんど毎日開催された。また、ほとんどの場合、ト
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米国における新型コロナウイルスとの闘い
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◇ 　左からファウチ所長、ペンス副大統領、バークス博士（4月8
日ホワイトハウスでの会見）

（出所）White house flickr
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ランプ大統領が冒頭から質疑応答まで出席し、その発
言の数々が日々の紙面をにぎわせることとなった。

なお、報道では、トランプ大統領とファウチ所長を
はじめとする「専門家」の間で意見が対立していると
報じられることも度々あった＊1。これまで経験したこ
とのないこのような危機において、だれがどのように判
断し、どのように国民とコミュニケーションをとるべき
なのか、ということは万国共通の課題であると感じた。

また、今回の危機における各州知事たちの活躍も忘
れてはなるまい。米国は連邦制（United “States”で
ある）をとっていることから、各州政府の権限が大き
く、例えば後に述べるようにコロナ対策としての経済
活動の制限（あるいはその解除）ひとつとっても、連
邦政府の基準はあくまで「ガイドライン」に過ぎず、
それを踏まえて各州政府（もしくはその下に属する郡
などの地方政府）が最終的な決定権限を握っている。
特に、3月から4月にかけて最大のホットスポットと

＊1） 7月15日に公表されたQuinnipiac大学の世論調査によれば、米国民の67％はトランプ大統領が提供するコロナ関連情報を信頼しない、一方で、
65％の米国民がファウチ所長の提供する情報は信頼する、と回答している。

＊2） 7月に公表されたもので、コロナの新規感染者数のグラフを山に模して描いている。クオモ知事はポスターアートが個人的な趣味とのことで、州知事
としての活動を表現するポスターをこれ以前にも公表している。19世紀後半から20世紀初頭のポスターアートにインスパイアされたデザインであり、
PCR検査の模様や記者会見テーブルなど、コロナとの闘いが細かく描きこまれている。山頂には「愛は勝つ（Love wins）」とのこと。芸術としての
評価は賛否両論のようだ。

なったニューヨーク州のクオモ知事は、同州での感染
者増加が激化した3月初旬から6月19日まで毎日会
見を行い、トップ自ら州民たちへの迅速な情報提供に
努めた。刻一刻と変化する情勢の中で、陣頭指揮をと
りながら毎日記者からの厳しい質問に晒されるのは、
相当の心労であったようで、最後の会見となった6月
19日の会見においては、知事自ら「地獄の111日（111 
days of hell）」であったと語っている。

国家非常事態宣言　外出抑制の始まり
3月13日、トランプ大統領はホワイトハウスの中

庭（ローズガーデン）における記者会見で、国家非常
事態（national emergency）を宣言した。これによ
り、州・地方政府に対して420億ドルの緊急事態用の
連邦基金をコロナ対策として用いることができるよう
になった。

3月15日、CDC（米国疾病予防管理センター）が、
今後8週間にわたって50人以上の集会を行わないよ
う勧告を発出。翌16日にはトランプ大統領から、向
こう15日間は、10人以上の集会やレストラン・
バー・フードコートでの食事を避け、できるだけ在宅
勤務を行う、不必要な旅行も避けるべき、という要請

「感染抑制のための15日間」が発出された。同日、感
染拡大が懸念されていた西海岸のサンフランシスコ・
ベイエリアの6つの郡において、原則外出禁止令

（shelter-in-place order）が発せられ、必要不可欠な
活動を除く外出が禁止された。ベイエリアの動きは、
後に全米各州に広がる外出禁止措置の先駆け的な動き
であったということができる。ちなみに、筆者自身
は、この以前の3月9日の週を最後に、後に制限が緩
和されるまでの3カ月以上にわたって、外食をするこ
とはなく、また、大使館勤務も16日の週から段階を
経て、原則として在宅勤務へと切り替わった。米財務
省をはじめとする政府関係機関についても同様に、こ
の時期から在宅勤務へ切り替わっていったと聞いてい
る。

◇ 　クオモ知事自らデザインに携わったというNEW YORK 
TOUGHポスター＊2

（出所）ニューヨーク州政府ウェブサイト
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なお、この時点（3月15日）で、全米の1日当たり
新規感染者数は1,250人と、後にこれが1日数万人の
ペースとなろうとは、想像もしていなかった。国家非
常事態宣言が発せられた会見では、狭い壇上にトラン
プ大統領を中心にコロナ対策タスクフォースの面々が

（マスクなしで）ひしめき合っており、このような光
景も今から見れば隔世の感を禁じ得ない。

荒れる金融市場　「最後の貸し手」FRB

NY株式取引所には、急激な株価の下落が生じた際
にパニック売りを抑制するためのサーキットブレー
カーと呼ばれる売買停止措置がある。S&P500が前日
の終値よりも7％下落した際に、市場全体にわたって
15分間、取引が停止される措置である。1987年10
月に発生したいわゆる「ブラックマンデー」を教訓と
して導入された措置（導入当初は基準が10％、2013
年に7％へ引下げ）だが、今回のショックが生じるま
では一度も発動されることはなかった。そんなサー
キットブレーカーが、3月には、9日・12日・16日・
18日と4度にわたって発動されることとなったので
あるから、3月の株式市場がどれだけ類を見ない動き
であったかがわかる。その結果、ダウ工業平均は、過
去最高値を付けていた2月から一転し、3月23日には
2017年1月の水準まで落ち込み、トランプ大統領就
任以来の3年にわたる上げ相場で積み上げられた株価

＊3） 金融機関を指す「ウォールストリート」に対して、金融機関以外の企業を「メインストリート」と呼ぶ。
＊4） ブッシュ（父）政権において、1990年から1993年にかけて、金融機関・国債市場担当の財務次官補及び財務次官を務めた。その後、カーライル・グ

ループのパートナー等を歴任。

上昇分が、たった1カ月で全て失われたこととなった。
3月にはまた、リスク回避の動きから、CP（コマー

シャル・ペーパー（短期社債））をはじめとする短期
の資金市場から急速な資金の引上げが生じ、流動性危
機が懸念された。FRBは、2回の緊急利下げによって
直ちにゼロ金利を導入したほか、2008年の金融危機
での経験を踏まえ、矢継ぎ早に市場安定化措置を公表
した。例えば、CPの主要な買い手であるMMF（マ
ネーマーケットファンド）に対する資金供給ファシリ
ティが18日深夜11時半に公表されるなど、昼夜を問
わず、市場を落ち着かせるための対策が次々と発表さ
れた。

FRBは、2008年の金融危機時に実行した措置だけ
にとどまらず、さらに流動性の懸念がある分野につい
て、これまでに行ったことのない仕組みを1カ月足ら
ずの短期間で提案した。今回新たに導入された措置と
しては、ジャンク債を含む社債や地方債の買い入れ措
置、民間金融機関を通じた中規模企業（メインスト
リート＊3）向けの融資プログラム等、FRBとしてはか
つてないリスクテイクを行うものであった。

なお、米国ではFRBがこういった流動性供給措置
を導入する際には、連邦準備法第13条3項で要件が
定められており、財務長官による承認が必要とされて
いる。また、リスクの高い資産の買い入れによって中
央銀行のバランスシートが棄損することがないよう、
後に述べる経済対策において連邦政府からこれらファ
シリティに対して4540億ドルという巨額の出資が行
われることとなった。後の報道によると、この時期、
パウエル議長とムニューシン財務長官はほぼ毎日、一
日に最低5回、時には30回も電話会談を重ねたとい
う。また、パウエル議長は前任のイエレン議長やその
前のバーナンキ議長と異なり、経済のアカデミアの出
身ではなく、法曹界及び政策実務（財務省次官も経
験）の出身＊4であったため、その経験が政府・議会と
の迅速・緊密な調整に生きたという指摘もある。

実際にこうしたファシリティが稼働し始めるのはほ
とんどが4月以降（あるいは、執筆時点でも実際には
ほとんど稼働していないファシリティもある）となっ

◇　3月13日のホワイトハウスにおける記者会見

（出所）White house flickr
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たが、3月後半にファシリティの設立が立て続けに発
表されたことで、市場は落ち着きを取り戻した。FRB
がまさに「最後の貸し手（lender of last resort）」と
して流動性危機を防いだのであった。

急転直下の議会審議　史上最大の経済
対策

米国では日本の予算に当たる歳出法案の立案は政府
ではなく議会で行われる。今回のような緊急時の経済
対策となる歳出権限を政府に授権する法案について
も、議会主導で策定が行われるのが通常である。ただ
し、現在の米国議会は、上院を共和党が、下院を民主
党がそれぞれ支配しており、両党の党派的駆け引きに
より、重要法案がなかなか可決されないということが
度々生じている。両党の綱引きの結果、歳出法案がな
かなか成立せず、2018年12月から2019年1月にか
けて35日間にわたる過去最長の政府封鎖が発生した
のは記憶に新しいところである。

しかしながら、今回のコロナ危機に当たっては、3月
6日に成立した83億ドルの経済対策第1弾を皮切りに、
3月18日の1000億ドル規模の経済対策第2弾、そして、
過去最大の経済対策となる2兆ドル規模の第3弾の経
済対策（CARES Act：Coronavirus Aid, Relief, and 
Economic Security Act）が3月27日に成立と、矢継
ぎ早に両党の合意による経済対策が打ち出された。前
述の通り、FRBが大胆な政策を次々に打ち出したこ

とは、市場を落ち着かせることに大いに貢献したが、
パウエル議長が議会証言などで何度も強調した通り、
中央銀行に認められているのは貸出能力（lending 
power）であり、支出能力（spending power）では
ない。最も影響を受けた業界・人々に対して手を差し
伸べるためには、貸し出しではなく給付の形での支援
が不可欠であり、議会での対策はどうしても必要で
あった。ここでは過去最大の経済対策として注目を集
めた経済対策第3弾（以降CARES Act）に絞って、
いくつかの目玉施策を概説することとしたい。

なお、CARES Actの立法過程において特筆すべき
は、ムニューシン財務長官の活躍である。前述の通り、
現在の「ねじれ」議会において法案を成立させるため
には、民主党・共和党両党の協力・合意が不可欠であ
るところ。報道によれば、ムニューシン財務長官はホ
ワイトハウスとの信頼関係をテコとしながら、信用で
きる交渉相手として野党民主党の信頼も得て、百戦錬
磨の議会リーダーである民主党のペロシ下院議長、共
和党のマコネル上院院内総務らとの交渉をまとめ上げ
たとされている。なお、3月18日時点の報道では財
務省案では1兆ドル規模、とされていた対策の規模で
あるが、交渉過程で両党の重要施策を盛り込んでいく
うちに金額が積みあがり、最終的にふたを開けてみれ
ば2兆ドルにまで規模が膨れ上がることとなった。

◇　ダウ工業平均の値動き（終値ベース）
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（出所）FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis
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（１）IRSの活躍　1人1,200ドルの現金給付
個人への現金給付として実施された1人当たり1,200

ドル（子供は500ドル）の現金給付＊5は、日本の国税
庁に相当するIRS（内国歳入庁）によって実施された
が、その迅速な執行が世の中を驚かせることとなった。
米国においては、所得税を支払う者は原則として確定申
告を行い、その際に還付用の銀行口座をIRSに登録して
いる。また、社会保障番号（Social Security Number）
が全国民に附番されており、原則すべての口座に紐づ
けられている。こうした「インフラ」が迅速な給付に
最大限活用され、3月27日に法案が成立してからわ
ずか2週間の間に全体で1億5000万件の支払いの内
8100万件の振り込みが行われた。また、4月29日ま
での1カ月の間に銀行振り込みと小切手、デビッド
カードの送付を合わせて、1億3000万件の支払いを
終えたと公表されている。

もちろん、執行のスピードと正確さがトレードオフ
の関係にあることはたしかであり、7月に米会計検査
院から公表された監査レポートによれば、既に亡く
なっている人への支払い110万件等を含む過誤給付も
多数発生したと指摘されている。また、銀行口座を持
たず、インターネットへのアクセスもないような最も
脆弱な層に対する給付が後回しとされた、という指摘
も見逃してはなるまい。

（２） 空前絶後の中小企業対策　 
給与保護プログラム

英語には“build a plane while flying it”という表現
があるらしい。「飛ばしながら飛行機を作る」とでも訳す
のか、この中小企業（従業員500名以下）を対象とした
給与保護のためのプログラム（Paycheck Protection 
Program：PPP）は、まさにそのような仕組みであっ
た。アイデアとしては、日本おける「日本政策金融公
庫」のような政策金融機関を持たない米国において、
中小企業の資金繰り支援をどのように行うかという課
題への対応である。その仕組みについて大胆であるの
は、中小企業に対する事実上の補助金を、民間金融機
関を通じて配る、という仕組みになっていることであ
る。具体的には、民間金融機関による融資という形で

＊5） 年収75,000ドル超の場合、給付額が逓減する仕組みが設けられ、年収99,000ドル以上の場合、給付対象外となる。

先に中小企業に対して資金を渡してから、一定の条件
（80％以上を給与支払いに充てる等）が満たされたこ
とをもって、その返済を免除し、金融機関に対しては
返済免除された額が政府から補填が行われる。また、
その規模についても、当初約3500億ドル、後にさら
に上積みして総額6500億ドル強という、途方もない
規模の中小企業支援措置である。

このような前代未聞の仕組みにもかかわらず、法案
成立から企業からの申請受付開始まではわずか1週間

（3月27日に法案が成立し、4月3日に申請受付開始）。
中小企業庁及び財務省から実際に融資を行う金融機関
向けの最終規則の公表が行われたのは、申請開始前日
の夜という、ギリギリのスタートであった。スタート
直後から中小企業の申請は後を絶たず、当初措置され
た3500億ドルがおよそ2週間で「蒸発」することと
なった。前述のように制度の詳細が確定しないままの
スタートであったため、所管の中小企業庁・財務省か
ら公表されるFAQはほぼ毎日追加・更新され、制度
のファインチューニングがまさに「飛ばしながら飛行
機を作る」形で行われた。

PPPは手元資金の危機に陥った中小企業にとって命
綱となったが、その反面、売り上げの減少等の要件が
設けられなかったこと、レストラン・ホテル業界につ
いてはより緩やかな基準が設けられたこと等から、真
に資金支援が必要ではないような企業にも支援が行わ
れたのではないかという批判が聞かれた。特に、日本
でも展開するハンバーガーチェーン大手の「シェイク
シャック」が、PPP支援を受けていたことをマスコミ
で批判的に報じられたことから支援を返還したり、議
員の関係企業が恩恵を受けているといったことがス
キャンダラスに報じられたりした。

（３） 失業手当への上乗せ措置　 
就労のディスインセンティブとなるか？

5月8日に公表された4月の失業率は14.7％と、戦
後最悪の数字となった。公表前に20％というような
数字も囁かれていたことに比べると低い数字ではあっ
たが、それでも特にレストランやホテル等、コロナ対
策で休業をやむなくされた業界において、かつてない
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短期間に大量の失業者が発生することとなった。こう
いった業界の労働者は低所得者層が多く、FRBの調
査によっても、今回の危機では低所得者層がより深刻
な影響を受けたことが明らかにされている。CARES 
Actにおいては、こうした失業者が受給することがで
きる失業手当について、一人当たり週600ドルの上乗
せが7月末までにわたって措置されることとなった。
州によって失業手当の金額は異なるものの、2019年
の平均的な失業手当の金額は約380ドル/週であった
ため、この措置により、失業手当の受給額が3倍近く
になったことになる。

失業手当の上乗せ措置は最も経済的に影響を受けた
人々のライフラインとなった一方で、経済活動の再開
を妨げるのではないかという批判も財政規律を重視す
る保守派を中心に聞かれている。すなわち、足元でフ
ルタイム労働者の半分は週給1,000ドル未満であり、
週に1,000ドルを超える失業手当を受給できる現状で
は、職場に戻るインセンティブが働かない、というも
のである。同措置は7月末で期限を迎えることから、
本稿執筆時点において、延長するか否か、延長する場
合にはどのような条件を設けるか、ということが次の
経済対策の大きな論点の一つとなっている。

シャットダウンの党派性　米社会の分断
3月後半には全米各州で次々と在宅命令（Stay-Home 

order）が発せられ、グローサリーストア等不可欠な
活動（essential business）を除いては、ほとんどの
経済活動が停止することとなった。ワシントンDC及

び近接するバージニア州・メリーランド州でも3月
30日に在宅命令が発せられ、この時点で全米市民の
およそ4分の3が在宅命令下にあったとされている。

また、3月31日にコロナ対策タスクフォースの記
者会見において、バークス博士から今後の感染の見通
しが述べられた。何もしなければ米国内で150万人か
ら220万人の死者が、ソーシャルディスタンス等の十
分な対策をとった場合であっても10万から24万人の
死者が予想される、という政府としての見通しが初め
て公表され、衝撃的な数字であると報道されていたの
をよく覚えている。（3月31日時点の全米での累計の
死者は2,405人。）しかしながら、足元の数字と比較
してみるとこの予測は決して悲観的過ぎるものではな
かったということがわかる。

そんななか、コロナ対策としていつまで経済活動を
停止（シャットダウン）すべきかということについ
て、米国では、主に民主党支持者が経済活動の停止を
支持する一方で、共和党支持者は反対するという、党
派的な対立が激化することとなった。

象徴的な事件がテキサス州ダラスの小さなヘアサロ
ン「ア・ラ・モード」で起きた。サロンのオーナーで
あるシェリー・ルーサーさんは、当時テキサス州でヘ
アサロンの営業は禁止されていたにも関わらず、生活
のために必要であるとして4月24日に営業を再開し
たところ、逮捕され、7,000ドルの罰金及び1週間の
収監を命じられた。ルーサーさんの逮捕・収監は
シャットダウンに反対する保守派の大きな反発を招
き、たちまち政治問題化。ヘアサロンの周りを武装し
た集団が取り囲む騒ぎとなり、問題を重く見たテキサ

◇　米国における失業率の推移
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2020年4月の失業率14.7％（戦後最悪）
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ス州アボット知事（共和党）はルーサー氏を2日で釈
放。一躍シャットダウン反対のシンボルに祭り上げら
れたルーサーさんが刑務所から出てくる際には、大勢
の支持者の歓呼の声に迎えられることとなった。

共和党支持者から話を聞くと、民主党がシャットダ
ウンの長期化を支持しているのは、経済の閉鎖を長引
かせて、11月の大統領選挙を最悪の経済状況で迎え
ることが、民主党候補にとって有利であるからに他な
らない、といった考え方が広く受け入れられているよ
うであり、アメリカ社会の分断がこのようなところに
も影を落としていると感じた。シャットダウン生活の
長期化によって、特に経済的な影響を受けた層を中心
にフラストレーションや異なる考え方を持つ人々への
不信感が高まっていった。

おわりに
コロナ以前と以降をBC（Before Corona）・AD（After 

Disease）と称するジョーク＊6もあるように、米国に
おけるコロナ以前とコロナ以後の生活様式（いわゆる
new normal）は大きく様変わりしている。コロナ以前
から街中でマスクをつけている人が比較的多かった日
本と異なり、米国の街中でマスクをつけている人を見
ることはコロナ発生初期までほとんどなかった。それ
が本稿執筆時点では、少なくともワシントンDCにお
いてはマスクをしていない人を探す方が難しいくらい
である。ことあるごとにハグや握手をするという身体
的な接触が行われることは、すっかり見かけなくなっ
た。また、特に我々のようなホワイトカラーについて
は、これまでのように毎日オフィスに通勤（ワシント
ンDCは通勤のための渋滞の酷さが悪名高い）する必
要はないのではないか、という「気づき」から、オフィ
ススペースを縮減するといった検討が様々な業種で行
われているという。筆者としても、これまでのビジネ
スランチやコーヒーの代わりに、オンライン上でお互
いの家から近況を報告しあうことにもすっかり慣れて
きた。もちろん、コロナ前のように、立食パーティー
の場で一気に人脈開拓するといった機会が失われたの

＊6） BCは紀元前、ADは紀元後を意味する。
＊7） ワシントンDCを本拠地とするナショナルズは、2019年シーズンに初めてワールドシリーズを制覇し、ディフェンディングチャンピオンとして2020

年のシーズンに臨む。2020年のシーズンは、例年（162試合）より大幅に試合数を減らして60試合で行われる予定である。

は大使館職員としては大きな痛手ではあるのだが。
そのような生活様式の変化にも関わらず、執筆時点

（7月後半）において、全米特に経済活動の再開を急
いだ南部及び西部の諸州における感染の再拡大が生じ
ている。また、軌を一にして、議会では次なる大型の
経済対策の議論が行われようとしている。一方で、先
の見えない不安のなかではあるが、7月23日には無
観客で米大リーグが再開するなど、人々は制約下で日
常の小さな楽しみを取り戻しつつある＊7。

最後となるが、日本でもアメリカでも、自ら危険に
身をさらしながらコロナ禍における社会を支えてい
る、医療、運送、食料品業界などの従事者の方々に感
謝を述べて、本稿を閉じることとしたい。

◇　すっかり日常の一部となったウェブ会議の模様（筆者は右）

◇ 　再開したショッピングモールに並ぶ、様々なおしゃれなマスク
やフェイスシールド

 52 ファイナンス　2020 Sep.

海外ウォッチャー

FOREIGN WATCHER

連
載
海
外 

ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー

12_P46-52_Kaigaiwatcher_04.indd   52 2020/09/10   17:31:26


