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米株価とトランプ大統領の支持率との相関高まる。有権者が株高政策への要求を強めていることの表れか
米中通商摩擦の再燃は、企業業績と投資家心理を押し下げ、株価と支持率を下落させる
昨年末の二の舞とならぬよう、時間をかけても交渉をまとめるのが米中両国にとって得策
大統領選勝利に向け支持率50％超を目指すなら、NYダウ3万2千ドルが必要。トランプ・プット発動へ
選挙後はトランプ氏再選でも政策の連続性は断絶。通商・財政・金融政策など多方面から景気・株価に逆風
投資家はしばらくは資産市場で踊ることができるが、終宴の時刻はよく気に掛けておくべき

相関高まる大統領支持率と株価

しかし、5月に入り、中国との交渉に苛立ったトランプ大統領

米国の株価とトランプ大統領の支持率との連動性が高まっ

が対中関税を引き上げ、中国が報復関税を決めると、再び

てきた（図表1）。米国では家計金融資産の48％を株式や

株価は下落した。図表2にみるように、通商問題決着への

投資信託が占めているため、株価が景況感や消費行動に

期待（通商政策不確実性指数の低下）とともに改善してい

強く影響する傾向がある。ここへ来て支持率への影響まで

た市場心理（恐怖指数）は、再び悪化している。昨年末の

強 まって きた の は 、 有権 者 の 株高 政策 への 期 待感が 高

二の舞が強く意識されるところだ。解決の糸口が見つかる

まっていることの表れだろうか。

までは、市場心理（ないしPER）の悪化によって株価の下落
が続く恐れがある。米中両国は失策を早目に改め、多少時
間をかけても交渉をまとめることが得策といえる。

図表1：昨秋以降、米株価と大統領支持率の連動性高まる
（ドル）
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図表2：協議を継続し、市場心理の改善を図ることが肝要
（VIX指数）
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米中協議は延長戦突入
この点でいま一番に求められているのは、米中通商問題の

目指すはダウ32,000ドル？ トランプ・プット発動へ

決着だ。米中の摩擦は世界貿易を縮小させ、昨年末にか

ところで、 来年11月の大統領選でトランプ大統領が再選

けての世界的な景気悪化と株価の大幅下落をもたらした。

するにはどれほどの株高が必要なのか。民主党候補との一

しかし、これがトランプ大統領の支持率急落と中国景気の

騎打ちとなるなら、トランプ大統領はそれまでに自身の支持

深刻な悪化を招き、その痛みに耐えかねて米中双方が歩

率を50％超まで高めようとするだろう。図表1を振り返ると、

み寄る格好となった。
米中問題の決着は世界貿易の再拡大を促し、企業業績を
押し上げると同時に、通商政策の不透明感払拭を通じて
投資家心理を改善させる。株価の上昇にも弾みが付き、ト
ランプ大統領の支持率アップにも繋がるものだ。

NYダウ平均株価が1,000ドル上昇すると、支持率がおおよ
そ１ポイント上昇する関係がみられる。これを単純に延長す
れば、現在43％台のトランプ大統領の支持率が50％を上
回るには、株価が大統領選前までに32,000ドルを超える
必要があるということになる。
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トランプ大統領がこのような株高の実現を公言しているわけで

産・クレジット商品等の価格は吊り上がり、これが過剰投資

はないが、ポピュリストである同氏の支持率が株価との連動性

（投機）と過剰債務の相乗的な膨張へと繋がる。その行き着

を高めている以上、株価至上主義は強まるはずだ。あと1年

く先は景気の過熱や資産バブルだ（☞詳細は『低金利の長期

半で25％（年率16％）もの株高はなかなかハードルが高い

化とバブルの足音』Special Report、2019年4月23日を参照）。

（好調だった直近5年間のNYダウの平均上昇率でさえ年率
9.7％）。そのため、選挙が近づけば、再選を目指して“トラン
プ・プット”（プットは株安による損失を回避する金融商品。こ
こから転じて、同氏の何でもありの株高政策）を発動する可能
性はいよいよ高まる。

また、大統領選を終えれば、政策の連続性が断たれる公算
が大きい。新たな大統領が誕生すればトランプ政策との決別
を図るだろうし、トランプ氏が再選されれば、その時にはもう支
持率や株価を気にしなくなっていることだろう（二期目に入れ
ば関心は名誉、たとえばノーベル平和賞受賞などへ移る？）。

Fedプットも強要？

大統領選後には、①米中摩擦再燃による世界貿易の再縮

株高政策として、まずは米中問題の決着が最優先だが、その

小、②拡張財政打ち切りによる成長率の急落（いわゆる「財

次はインフラ投資や低所得者減税などの拡張財政によって

政の崖」）、③資産バブル対策としてのFRBの急ピッチな利上

景気や企業業績を刺激することになろう。さらに、FRB（米連

げなど、多方面から米国の景気や資産市場へ逆風が吹き荒

邦準備制度理事会）に対して利上げの牽制どころか利下げを

れる恐れがある。投資家は、しばらくはトランプ・プットをあてに

強要することで、投資家心理の高揚を煽るのではないか。

資産市場で踊ることができそうだが、終宴の時刻はよく気にか

なお、金融政策への圧力では、トランプ大統領はこれまでFRB

けておく必要がある。

の独立性を無視して公然と利下げを要求したり、利下げ推進
派の人物をFRBの理事に送り込もうとしてきた。ただし、トラン
プ大統領ができることで最も効果的なのは、産油国に増産圧
力を掛けて原油価格の上昇を抑制することかもしれない。
金融政策の運営において、消費者物価以上に重視されるの
は期待インフレ率であり、これが2％を安定的に上回っていな
ければ、FRBは利上げを再開することは難しい。昨秋以降の
期待インフレ率の低下が今年初のFRBのハト派転向を促した
面もある。図表3の通り、この期待インフレ率は原油価格との
連動性が高いため、トランプ大統領が原油価格の上昇を抑制
することは、FRBの利上げを封じることに直結するのである 。
図表4：米国のインフレ期待は原油価格の影響を強く受ける
（ドル／バレル）
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出所：Bloomberg、SFH

何でもありのポリシーミックスの結末は
ただ、ポピュリストの何でもありのポリシーミックスは危険だ。拡
張財政と金融緩和（圧力）を組み合わせれば、過度に楽観
的な成長期待（ユーフォリア）を醸成してしまう。株式・不動
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