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〔Fx Whisper〕 
November 21, 2016 

パンドラの箱を開けたトランプ氏当選 
 
議会との協力で政策実現が進めば期待以上のプラス効果も＝ニッセイ基礎研究所・窪谷浩氏 
 

第 98 回を迎えた FX Whisper では、ニッセイ基礎研究所 経済研究部の主任研究員・窪谷浩氏に、
トランプ政権誕生が経済に与える影響についてうかがった。大統領選後の期待先行の市場の反応
には、いったん調整が入る可能性があると指摘。しかし議会と協力しやすいところから始めて政策
実現が進めば、アメリカだけでなく世界経済にとっても大きなプラスを生み出す展開につながりうると
いう。ただ、トランプ氏の当選は、第 2、第 3 のトランプを生む、後戻りできないパンドラの箱を開けて
しまったといえる恐ろしい側面もあるとみている。（国際金融情報部・関口 宗己） 
 
■DZH 関口：トランプ氏当選に対して、市場はまず米長

期金利の上昇などリスクオンで反応しましたね。 

■窪谷氏：長期金利の動きは、減税やインフラ投資の

拡大により国債の発行額が増えるだろうという需給

を素直に反映していると思う。 

■DZH 関口：そうした政策がうまく実施されるかどうかが

ポイントですが、先行きをどのようにみていますか。 

■窪谷氏：減税とインフラ投資については、トランプ

氏が述べてるような金額そのままで実行されるかど

うかはわからない。しかしこの 2つは共和党議会の協

力を得られやすい、いわゆる乗りやすい政策と考えら

れる。実現の可能性は高い。景気にとっては明らかに

プラスに働く。 

■DZH 関口：議会選挙も共和党優位だったことが後の政

策運営に与える影響も大きいですね。 

■窪谷氏：元々、共和党は財政均衡を目指し、今回の

選挙の綱領にも明記している。本来ならバランスを取

るように何かを削らなければならない。しかし、どう

バランスするかについて、まだあまり議論していない。

だが、トランプ氏が国民の支持で大統領に選ばれ、議

会も下馬評に反して上院で多数を取った。以上からす

ると、税制規律を多少うまくギブアップして、トラン

プ氏の政策を実現して成長率を高めていくとして、乗

りやすいところを選んで協力していくと考えること

ができる。 

■DZH 関口：選挙中は少しギクシャクしたところも目立っ

たトランプ氏と議会もうまく関係を保って、政策を実現して

いくことになるということですね。 

■窪谷氏：協力しやすいところから優先的に協力を進

めていくだろう。その面からいえば、減税・インフラ

投資は、財政規律に関する面を度外視すれば、イデオ

ロギーの違いも特に影響しない。 

一方、通商政策や移民政策は、イデオロギーも関わ

ってくる。妥協できない部分もあるが、それに比べれ

ば減税やインフラ整備は協力しやすい政策で、経済効

果も明らかにプラス。それなら議会が歩調を合わせて

政策を実現していくことは可能だと思う。 

■DZH 関口：そうした流れのプラス面にいま目が向かっ

ていますが、通商や移民問題などマイナス面にも目が向

いてきた時の影響が気になるところですね。 

■窪谷氏：不法移民については、犯罪歴がある 200 万

人から 300 万人を強制送還するとしているが、これま

でいっていたことから比べればトーンダウンしてい

る。通商政策については、TPP（環太平洋戦略的経済

連携協定）は非常にシンボリックな意味で離脱を明言

しているため、ここは離脱せざるを得ない。通商政策

がアメリカ経済にネガティブな影響を及ぼすのは避

けられないだろう。この部分の影響が、今後輸入品に

関税をかけることなどにより国内物価が上がったり、

NAFTA（北米自由貿易協定）の見直しでメキシコに進

出するアメリカ企業のビジネスに影響が出たりする

などして、回り回って製造業に関連している白人中低

所得の生活水準が下がるといったネガティブな影響

が出てきやすい。トランプ氏や共和党への支持が低下

して、成長率が低下するだけでなく、社会が不安定化

してしまう可能性を抱えている。 

■DZH 関口：指導力が落ちていけば、議会はトランプ氏

に振り回されなければならない状況から多少なりとも主

導権を取り戻すことになりそうですね。 

■窪谷氏：TPP はギブアップせざるを得ないと思う。だ

が、商務省長官候補にあがっているウィルバー・ロス

氏は、トランプ氏が強い保護主義的な政策を採ること

にブレーキを掛けるような発言をしている。TPP だけ

シンボリックに廃止し、あとの部分についての話はな

かったことにして、これまでと大きく変わらない方針

が示されればポジティブなことだと思う。 

■DZH関口：NAFTAの問題や国境に壁を作るといった問

題によって、現在は総じてポジティブ反応を示している市

場の反応のなかで、メキシコへのネガティブな影響を通じ

て中南米の市場が全般的に弱い動きとなっています。も
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し貿易問題への対応が TPP に絞るのなら、中南米への

影響は緩和しそうですね。 

■窪谷氏：そう思う。オバマ大統領も就任する際に

NAFTA の見直しに言及していた。しかし実際に大統領

になってみれば、取り下げることになってしまった。

通商政策に関してもしトーンダウンしてくれれば、世

界経済にとってはプラスだろう。 

理想的なのは、まずは景気にプラスな政策を議会と

協力して進めて、一方で不法移民対策や通商政策につ

いては、選挙期間中に述べていたところからトーンダ

ウンしてネガティブな影響を軽減させることができ

ればベストシナリオになると思う。 

■DZH 関口：シンボリックな TPP からの離脱が避けられ

ないという面では、日本にかなり影響がありそうですね。 

■窪谷氏：日本への影響はとても大きいと思う。トラ

ンプ氏や側近の意見を聞いても、多国間の通商交渉を

嫌っている。2 国間の交渉を好んでいるようで、日米

FTA（自由貿易協定）のような話し合いをすることに

なってくるだろう。 

元々、TPP は対中国の安全保障対策の側面が強かっ

た。日米の FTA でカバーしきれない部分がある。中国

が提案する RCEP（東アジア地域包括的経済連携）にす

り寄って、そこで日本の思惑を少しでも反映させたよ

うな条件を提案する方向へ舵を切らざるを得ない。日

本にとって、安全保障上でも、通商政策という面でも、

対中国の関係において相当ネガティブな影響がある。 

■DZH 関口：代替の対応策を探らなければならない状態

ですね。 

■窪谷氏：安倍首相が成長戦略の核の 1つとして、TPP

をテコに農業改革などを進めようという話が出てい

るが、むしろ、対中国での安全保障上の問題がより気

に掛かる。 

■DZH 関口：トランプ氏の政策効果が米国内にどの程度

の効果をもたらすかという点についてはどのようにみてい

ますか。 

■窪谷氏：まだ明らかになっていない部分は多いが、

減税については比較的具体的な数字が出ている。法人

税の減税と個人の所得税減税、海外で企業が稼いだ収

益を1回だけ低い税率で米国内に戻すことができる措

置、すべてが実現できれば、GDP を 1％押し上げる効

果があるとの米シンクタンクの予測もある。ただ、共

和党の財政規律とどのようにバランスさせるかとい

う点で、今後スケールダウンしていく可能性は否めな

い。 

インフラについては、今後 100 日で何があるかとい

うことについて、10 月の下旬に発表された内容に 10

年で 1兆ドルといったような話もあった。しかし数字

が一人歩きしている。元々はトランプ氏が記者の質問

に対して、「クリントン氏の倍やる」と答えたことか

ら、クリントン氏が 5 年間で 2300 億ドルとしていた

ため、5年間で 5000 億ドルほどになるだろうとの話に

なっていた。それが 10 年間で 1 兆ドルとの話に広が

った。具体的にどのくらいになるかは今後に発表され

ることになる。インフラの効果を織り込むのはこれか

ら。不確定要素が大きく、具体的な数値に織り込んで

いくのは、まだ難しい。 

■DZH 関口：そうなると、現時点でトランプ効果による成

長率のめどをつけるのは困難ですね。成長率を重要な要

素とする金融市場の動向を予測する上でも、幅の持たせ

方が大きくなりますね。 

■窪谷氏：足もとの金融市場のポジティブな反応がす

でにやり過ぎの感がある。株式市場などは期待先行で

上昇し過ぎたように感じられる。現実的な面をみてい

ったん調整が進む局面はありそうだ。 

■DZH 関口：長期金利はそれ選挙以前に推移していた

水準が低かったこともあるので、どのあたりで落ち着きど

ころを探るのか推察するのは難しそうにも見えますね。 

■窪谷氏：金利が低い水準から、大統領選後の数日で

の戻りが非常に大きかった。すごく上がった感じはす

るが、年初の水準に戻した格好。そういった意味では

異常な反応をしている感じではない。 

ただ、今後の財政規模にもよるが、債券発行による

需給の面からは悪化せざるを得ない。いまの成長率を

倍にするのは難しいかもしれないが、潜在成長率の

2％を実現し、インフレ率を 2％に押し上げるとしたら、

長期金利の上昇余地は 4％ぐらいまでとなる。現在か

らの上昇余地が 2％ほどあってもおかしくない。 

■DZH 関口：長期金利が上昇余地を探るとしたら、株価

の調整につながることが少し心配ですね。それがリスク

回避につながることが多少懸念となりますね。トランプ・

ユーフォリアが進んでいるような情勢に巻き戻しが入るこ

とには警戒が必要かもしれませんね。 

■窪谷氏：今回の選挙や選挙後の市場の反応が想定外

の結果となっている。予想は難しいが、必ずしもポジ

ティブな材料ばかりではない。ポジティブな話にして

も、どの程度まで政策が実現して効果が得られるかは

不透明。仮に、減税・インフラ投資をやる方向でまと

まっても年初からすぐに資金が出るわけではない。ス

ムーズにいったとしても、例えば来年 10 月からの次

期会計年度に織り込んでいけるかどうかといったと

ころ。実体が表面化してくるのは早くても来年後半か

ら。そう考えると、足もとのリスクオンの動きは、少

しやりすぎだと思う。 

■DZH 関口：その分の巻き戻しが進みそうですね。 
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■窪谷氏：1 月 20 日の就任まで実際には政権は動き出

していない。政治に精通していない人物が大統領とし

て政策をハンドリングしていくため手腕は未知数。政

策が実現して成長率が思った以上に高まる楽観リナ

リオもなくはないが、普通に考えれば不透明感が非常

に強いため、足もとの市場のポジティブな反応には違

和感がある。 

■DZH 関口：まだ織り込んでいない負の要素がこれから

織り込まれていく可能性も念頭に置いて臨むべきというこ

とですね。 

アメリカで想定外の動きが生じていることで、日本以外に

も欧州など他国への影響として想定されていることはあり

ますか。 

■窪谷氏：安全保障の話を別にして経済面での問題に

絞ると、気になるのは通商政策。保護主義的な政策が

強まった場合、ただでさえ輸出が伸びないなかで、ま

すます貿易量自体が減っていくと、欧州、特にドイツ

への影響は大きいと思う。世界的な貿易量の減少は世

界経済全般にとっての影響が大きい。 

■DZH 関口：ドイツの動向は、交易関係が深い中国の動

向にも大きく関わってきそうですね。 

意外に現在ネガティブな反応が先行している NAFTA に

関連する国々は、アメリカの通商問題が主に TPP にとど

まれば、巻き戻しの動きが入ることも考えられそうです

ね。 

■窪谷氏：メキシコは非常に悲観的なシナリオを織り

込んでいるため、そうした国の動向に揺り戻しが入る

可能性はある。例えばフォードのメキシコ工場の話が

クリアになることがあれば、メキシコにとってもアメ

リカで一部メキシコとビジネスをやっている企業に

とってもハッピーだろう。 

■DZH 関口：メキシコと経済的なつながりが深いカリフォ

ルニアで一部にアメリカからの独立を主張するカリグジッ

トのような話が浮上してもいます。そのほか、全米で反ト

ランプデモの動きも強まっています。先ほども少し触れて

いた米国の社会不安定化につながる懸念がありますね。 

■窪谷氏：足もとでは全米各地でトランプ氏に対して

ネガティブな反応が出ている。これは一時的にとどま

ると予想している。半分願望も入るが、選挙中のトラ

ンプ氏とトランプ大統領の振る舞いに違いが出てく

る可能性がある。そうしたところを確認すると、コア

のトランプ支持者はむしろ離れていってしまうかも

しれない。しかし今回、得票率はクリントン氏の方が

高かった。クリントン氏を支持したリベラルな層に、

トランプ氏がすり寄っていくことが考えられる。いま

見られているような反発は沈静化していくことが期

待できる。 

■DZH 関口：ベストシナリオで運べば、アメリカだけでなく

グローバルにもハッピーな状態になると考えられるという

ことですね。 

■窪谷氏：今回、クリントン氏とトランプ氏で唯一、

インフラ投資の拡大という点は政策で一致していた。

ここ 2-3 年、IMF（国際通貨基金）はずっとインフラ

投資を増やすべきとしていた。アメリカの長期停滞論

に関連して、サマーズ元財務長官もインフラ投資の拡

大など税制拡大をすべきと述べていた。オバマ大統領

も過去 2 年間、大型にインフラ投資を主張してきた。

しかし議会の共和党が、財政規律を問題にしたり、一

時的な税負荷で財源を作ったりすることに抵抗して

いた。それはヒラリー・クリントン氏が大統領になっ

たとしても実現は難しかった。しかし今回、上・下院

とも共和党が多数をとったことで、インフラ投資がこ

れまでより進めやすくなった。それは大変プラス。う

まくいけばずっと下がり続けていた自然利子率が上

がり、潜在成長率を引き上げる効果が考えられる。世

界的に需要が乏しく財政出動が必要とされるなか、日

本が渋々やることにして、欧州にその意思がないなか

で、アメリカで財政を出動して需要を拡大することに

なる。多分「Buy American」などとして、アメリカ製

品をメインに使おうとの話になるかもしれないが、世

界全体でみた需要の不足が解消するという面ではプ

ラスになる。 

■DZH 関口：オバマ大統領やクリントン氏が次期大統領

になったとしてもできなかったインフラ整備の拡充が実現

できることは、ケガの巧妙ともいえますね。その他で気に

なる点などありますか。 

■窪谷氏：オバマケアについて、トーンダウンしてい

る点があげられる。ここは明らかに共和党の方針と異

なる。共和党は元来、廃止を主張している。トランプ

氏は言っていることが毎日違うような状態なので当

てにならない面もあるが、共和党の予備選の時に言っ

ていたのは、オバマケアをそのまま廃止するのではな

く、オバマケアで州ごとに業務対応が異なっている部

分の境界を取り払って、効率化を図るなど、共和党の

オバマケアに強硬に反対している人々とは相当スタ

ンスが違っていた印象。そこが今後の議会との関係の

火種になる可能性はある。 

ただ、先ほど述べたように、もめそうなところを最

初は見せず、お互い協力しやすいところから始めてい

くことになる。その後に徐々にスタンスの違いが出て

きて、どちらにすり寄っていくか、その時の大統領の

支持率や議会との力関係によって方向性が決まると

思う。 
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■DZH 関口：協力しやすいところから始めて成功すれば、

後々の政策実行にも勢いがつきやすくなるでしょうね。 

■窪谷氏：減税やインフラ投資がトントン拍子で決ま

るだけでも、アメリカ経済に相当のプラス効果が出る

と思う。これまでオバマ政権が立案した経済政策も悪

くなかった。しかし実現できなかったことが問題だっ

た。そこはまさに議会との関係によるものだった。1

期目の最初だけフリーハンドをもらったが、そこでは

金融危機やオバマケアに政治的手腕が費やされ、その

後に議会下院で過半数を失ってからは、進めようとし

ている政策が進まなかった。こうしたことが、アメリ

カの政策に対して有権者が不満を持つ理由になった

かもしれない。そうした意味では、大統領と議会がと

もに共和党でコントロールできることは、政策を前に

進みやすくする。 

ただ、今回の選挙でトランプ氏を支持した白人の中

低所得者層は最終的に浮かばれないことになると思

う。減税もどちらかといえば富裕層に大きく効果が出

る。中小企業で NAFTA 地域のメキシコなどとビジネス

をしているところは、明らかにコストが上昇する。国

内のビジネスにも影響が出てくる。iPhone や自動車の

価格が上昇すれば、しわ寄せがくるのはトランプ氏を

支持していたような労働者たち。 

そうしたマイナス面はあるものの、減税とインフラ

投資、特にインフラ投資を積極的に進めてくれるので

あれば、期待できると考えている。 

■DZH 関口：プラス面をうまく先行させてくれれば、総論

としてはうまくいくだろうということですね。ただ、いったん

リスク面を懸念するような場面もありえ、そこからは戻す

にしても政策の実行力を見定めてからということになりま

すね。 

■窪谷氏：確かに政策論議はまだ全然煮詰まっていな

い。80 年代のレーガノミクスや少し前の日本の民主党

政権による「絵にかいた餅」のようになり、現実は厳

しいという点を突きつけられる可能性はある。そうな

った場合に批判の矛先がトランプ大統領に向かうの

か、人種的なマイノリティなど今回の選挙期間中に社

会を分断してしまったところがさらに強まるか、後者

になれば嫌な事態になりうる。 

■DZH 関口：治安も含め、アメリカの国内情勢の不安定

化が強まることになり得ますね。 

■窪谷氏：トランプ氏の当選でアメリカはパンドラの

箱を開けてしまった。極論からすれば選挙期間中は何

を言っても良く、一部の熱烈な支持層に対して心地良

いことを言っていればいいという人物を当選させて

しまった。政治的な正当性は関係なく、とてもではな

いが子供に大統領選の討論会や演説を教育上見せら

れるないような人でもいいということになってしま

った。そこからもう後戻りできなくなった。そうした

タガを緩めることはできても、再び引き締めることは

無理だろう。仮にトランプ氏が失敗しても、トランプ

氏と正反対のまともな人が選ばれることにはならな

いと思う。第 2、第 3 のトランプ氏が出てきて選ばれ

る世界になってしまった嫌な可能性を感じる。 

■DZH 関口：利害調整の世界から、一部の利害をぶつけ

ていくような世界へのパンドラの箱を開けたという恐ろし

さがありますね。（了） 


