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五十嵐レポート 2018 年 8 月 31 日 

 

短期的成果を上げてきたトランプ大統領 

 

急ピッチで上昇してきた株価 

図 1 はＮＹダウの推移（日次ベース）を示したものだ。米国で住宅バブルが崩壊してい

く 2007 年以降をカバーしている。07 年の夏には 14,000 ドルまで上昇したダウだが、以後

は下落が続き、リーマンショック（08 年 9 月）を経て、09 年 3 月には 6,500 ドル台にまで

落ち込んだ。 

その後、大底を打った景気の回復をなぞって、緩やかだが着実に値を戻していったが、

15～16 年は中国経済の調整や資源価格の大幅な下落といった環境の中で、おおむね横ばい

で推移した。 

ダウが再び上昇を始めたのは、16年 11月の大統領選挙でトランプ氏が勝利した時からだ。

投票日は 11 月 8 日（火）だ。前週末 4 日（金）の終値は 17,888 ドルだったが、足元では

26,000 ドル前後にまで上昇している（8 月 30 日の終値は 25,986.92 ドル）から、この 1 年

10 か月弱の上昇幅は 8,200 ドル超、月当たりで見ると 390 ドル程になる。09 年 3 月から 15

年 5 月頃までの着実な株価回復局面では月当たり 160 ドル程度の上昇ペースだったから、

トランプ時代に入って株価の上昇に弾みがついたのは明らかだ。 

 

図 1 ＮＹダウの推移（日次ベース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

力強さを維持する景気 

次頁の図 2 は、米国の「消費者信頼感指数」の推移を示したグラフだ。これも 15～16 年

に横ばった後、大統領選挙後に大きく上昇してきた様子がわかる。米国の消費者が雇用や
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所得環境の改善に自信を持ち、消費意欲を高めているのだ。雇用環境は図 3 を見れば明ら

かなように、雇用が着実に増加する中で、失業率が一貫して低下し続けている。雇用環境

の改善はトランプ政権になって始まったわけではないが、政権が代わっても改善が止まる

ことなく続いていることで、消費者が自信を深めていることは間違いあるまい。 

 

図 2 消費者信頼感指数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 非農業部門の雇用者数の増減と失業率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トランプ大統領の言動はしばしば批判や非難の対象になっており、マクロで見た支持率

も高くはない。「アメリカ・ファースト」を旗印に、強引な政策運営を行っているため、

内外で摩擦を引き起こしている。ただ、pro-ビジネスの姿勢は明確で、規制緩和や大幅減税

によって経済が刺激され、また先行き期待の改善も相まって、株価が上昇してきたことも
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確かだと言える。今秋の中間選挙での共和党の勝利と、さらに 20 年の大統領選挙での再選

を目指して、人気取り政策に邁進しているとも評されるが、少なくとも事実として、景気

が改善し、株価が上昇してきたことは確かだ。中間選挙を目前にして、経済の面から見れ

ば、この 2 年弱の期間のトランプ大統領のパフォーマンスに対して、多くの米国人は評価

している、あるいは評価せざるを得ないと思っている、のではないか。 

 

勃発した対中貿易戦争 

しかし「アメリカ・ファースト」の一環で進めている貿易政策となると、評価は違った

ものになる。まず、トランプ大統領は今年 3 月に、通商法 232 条に基づいて、鉄鋼とアル

ミの輸入に対して追加関税を発動した。理由は「安全保障」が脅かされているからという

ことで、建前上は、防衛的な措置であったと言える。ただ実態は、輸入品に対抗できない

国内製品の保護であるから、該当業界にとっては、少なくとも短期的には一息つくことが

できるものなのだろう。 

しかし、その後に示された対中国への政策は次元の異なるものだ。3 月下旬に示されたの

は、通商法 301 条に基づく「制裁措置」だ。つまり中国による米国の知的財産権への侵害

に対して、制裁を課そうとするものなのだ。 

元々トランプ大統領は貿易赤字を嫌っている。米国の貿易赤字とは、海外諸国が不当に

安い価格で米国に洪水のように輸出してきた結果生じているものだ、と考えているからだ。

その結果、米国の企業が疲弊し雇用が失われている。米国に対して大きな貿易黒字を計上

している国々は、米国に失業を輸出しているようなものだ、というわけだ。とくに年間 7000

億ドルを超える米国の貿易赤字の半分は対中国で生じている。だから、この大幅な不均衡

を是正するには何より中国に圧力をかける必要がある、となる。 

ただ、この議論は説得力に欠ける。個別の品目はともかく、マクロで見て米国が大幅な

対外赤字を計上しているのは、国内の需要総額が国内の供給力を上回っているからに他な

らない。国内で供給しきれない分は海外に依存するしかない。自由な取引が行われている

下で、その供給者がもっぱら中国だったということだ。中国からの輸入を強制的に削減す

れば、他の国からの輸入に代替されるか、さもなければ米国の景気が悪化して需要自体が

減少することになる。いずれにしろ米国民全体の利益が損なわれることになるだろう。 

 

米国の怒りと怖れ 

トランプ大統領がそうした理屈に理解を示すかどうかは分からないが、今、米国が中国

に対して行っている制裁は、米国の対中赤字を減少させること自体が目的ではないと考え

られる。制裁の背後には「怒り」がある。トランプ政権は中国が米国の知的財産権を露骨

に侵害していると認識し、中国に強力な圧力をかけて改めさせようとしているのだ。 

さらに、中国に対する「怖れ」もあると思われる。中国が国を挙げてハイテク産業の成

長を促していることが、世界一を自負する米国の地位を脅かす怖れだ。中国は「中国製造

2025」という長期戦略を推進中だ。まず産業ロボットや航空宇宙をはじめとする十大産業
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を重点的に育て上げて産業の高度化を進め、基幹部品や基礎材料の自給率も引き上げて、

「製造大国」から「世界一の製造強国」を目指そうという遠大な計画だ。 

知的財産権の侵害という「フェア」でないやり方で、ハイテクの分野で米国の地位を脅

かそうとする中国に対する「怒り」と「怖れ」が、通商法 301 条を使った「制裁」の背後

にあるのだと思われる。このことについては、少なからぬ米国民がシンパシーを持ってい

るのだろう。中国製品に高い関税が課されることで被害を受ける業界や企業が数ある中で、

それでも政権の支持率が落ちないのを見ても想像がつく。 

 

制裁 vs.報復 

もっとも、中国も決して引き下がらない。米国が制裁と称して中国製品に高関税を課す

なら、同等の「報復」で応えるというわけだ。つまり米国の言い分を認めるつもりはない

のだ。米国が 7 月以降、2 回に分けて、総額 500 億ドル相当の中国からの輸入品に 25％の

追加関税を課したのに対し、中国もすぐさま同額の米国からの輸入品に 25％の追加関税を

課したのだ。 

500 億ドルの中身は、米国は自動車、半導体、医療機器、産業機械など「中国製造 2025」

の重点的分野から選別されている。対する中国は自動車、大豆、牛肉、水産、ウィスキー

などを対象にしている。ただ、お互いの輸入額にはそもそも大きな差がある。米国の対中

輸入額が年間 5,000 億ドル余りであるのに対し、中国の対米輸入額は 1500 億ドル程度だ。

トランプ大統領は、報復してきた中国に対して、さらに追加で 2,000 億ドル相当の輸入品に

高関税を課す意向だ。これが実施されると、総額 2500 億ドル（対中輸入総額の約半分）の

輸入品に高関税が課されることになるが、図 4 からも明らかなように、中国は同額で報復

することはできない。米国からの輸入品のすべてに高関税を課したとしても、あと 1,000 億

ドル程度が限度だからだ。 

 

図 4 米国と中国の貿易戦争（関税の賦課合戦） 

       ＜中国の対米報復関税＞               ＜米国の対中制裁関税＞ 
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余裕がある米国、息切れする中国 

金額で対抗できない中国は、「質」で報復の効果を高めようとするだろう。こうなると、

まさに貿易戦争だ。お互いが大きな傷を負うことになる。米国が新たな追加関税の対象に

しようとする品目は、図 4 にあるように、米国の消費者に直接影響しそうなものが多い。

価格が上昇したり、品不足に陥ったりするケースも多いだろう。さらに、中国からの輸入

といっても、中国に進出した米国企業からの輸入も少なくない。自傷行為とも言える。 

中国にとっても米国向け輸出の半分（2,500 億ドル）に急ブレーキがかかれば、その痛手

は小さくない。そうでなくても景気は明らかに下向きになっている局面である。横綱同士

の取り組みとはいえ、相手は格上、こちらはいささか体調不良となれば、勝ち目は薄い。

そこを読んで資本流出が止まらない。米国は中国が人民元の低め誘導をしていると非難し

ているが、むしろ中国が怖れているのは人民元の暴落だろう。 

この戦いの帰趨はどうなるか。米国にとって長い目で見てプラスにはなるまい。貿易は

お互いにメリットをもたらすものだ。それを無理やり制限する結果、物価の上昇（実質所

得の減少）や国内産業の新陳代謝の遅れといった問題を引き起こす。先行きの不透明感が

投資を停滞させる面もあろう。ただ、痛手は中国の方が大きそうだから、どこかの段階で

中国から妥協を模索する動きが出るのではないか。その際、トランプ大統領が中国の面子

を立てた上で、実利を取るような妥協をするかどうかがポイントだろう。ディールを得意

とする大統領だから、勝てると確信すれば、有利な形で決着を図ろうとするのではないか。

その時期はそれほど先ではあるまい。 

 

成果を誇るトランプ大統領 

トランプ大統領は NAFTA の見直しで、実を取ってメキシコと大筋合意に達した。その上

でカナダとも合意を目指している。合意が成立すれば、トランプ大統領の手柄だ（少なく

ともそのように自賛するだろう）。EU との関係においても、貿易交渉に引っ張り出すこと

に成功した。日本は米国を TPP に引き戻したいと考えているが、トランプ大統領にその気

はない。それどころか両国間で FFR（free, fair, reciprocal）という名の通商対話が始まった。

2 国間交渉や日米 FTA を避けたい日本の意図が崩される恐れが高まっている。 

乱暴とも横暴とも言われるトランプ大統領だが、一貫して「アメリカ・ファースト」を

標榜して、少なくとも短期的には成果を出してきたと評価できるのではないか。長い目で

見て米国経済を強くするとか、尊敬される国にするといった理念は一切持ち合わせないで、

目先の実利を得ることを目指してきた大統領だ。結果として、景気にしろ、株価にしろ、

貿易交渉にしろ、その目的は達しているわけだ。経済の面から見る限り、目先の中間選挙

にも、そしてその先の大統領選挙にも追い風が吹いているように思われる。 

 

（ＭＵ投資顧問客員エコノミスト 兼 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング 

調査本部 研究理事 五十嵐敬喜） 
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