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本レポートについての注意事項は巻末をご覧ください。 

（トム・ブロック氏） 

 

【インタビューのポイント】 

  

 第１回のテレビ討論会では、クリントン民主党候補がトランプ共和党候補を大きく引き

離したが、これは必ずしも最終的にクリントン候補が大統領になる可能性が高いという

事を意味する訳ではない。 

 大統領選挙人団のバランスが民主党に傾いている事もあり、現時点ではクリントン候補

は依然として有利となっている。しかし、トランプ候補がペンシルバニア、オハイオ、フロ

リダ州で勝つことができれば、大統領になる事も可能である。 

 TPP（環太平洋戦略的経済連携協定）については両候補とも反対の姿勢を取っている。し

かし、トランプ候補が大統領に選ばれた際に、TPP が批准されれば、彼は他国、特に日本

との関係改善にメリットを見出す可能性がある。一方クリントン候補についても、彼女は

TPP 交渉時に国務長官を務めていた事もあり、自由貿易を推進した自身の夫であるビル・

クリントン元米大統領のように、TPP賛成派に方針転換しても驚きではない。 

 クリントン候補は、民主党の上院議員時代、共和党の議員にも好かれており、夫のビル・ク

リントン大統領は弾劾を受けているときでさえ、共和党の協力を通じて重要な法案を通した

実績があり、共和党との関係は良好なものが築ける可能性が高い。一方、トランプ候補も、

自らを偉大なる交渉人と呼び、民主党との協働を望んでおり、民主党と上手にやっていけ

る可能性がある。 

 両候補とも景気刺激策については、大きな違いはなく、両者とも積極的な景気刺激策

をとると思われる。但し、共和党からの抵抗が想定される。 

 トランプ候補の勝利は、金融市場にとってはダウンサイドを意味する。トランプ候補が

大統領選に勝ち、金融市場がネガティブに反応した場合、FRB（連邦準備制度理事

会）は 12月の利上げを躊躇する可能性が高く、同候補の予測不可能性はドルに対し

てネガティブとなる。 

＊ファンドストラット社とは、2012年米国のアナリストランキング 1位のトーマス・リー氏が率いる独立系調査会社。世界 140社超の

金融機関にストラテジー情報を提供しています。同社のコメントは、米メディアでも数多く取り上げられています。 
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Q1：先に行われました第 1回テレビ討論会についてどう思われましたか？  

 

A: 9月 27日（日本時間）のテレビ討論会では、民主党候補のヒラリー・クリントン氏と共和党候補のドナルド・

トランプ氏が初めて直接対決しました。選挙にはまだ時間がありますし、今回のテレビ討論会だけで、何らか

の結論に結びつけるのは時期尚早です。今回の討論会についての市場のコンセンサスはクリントン候補が

勝利したという判断を下しています。米 CNN テレビの調査では、討論会を視聴した人の 62%がクリントン候

補を勝者に挙げ、トランプ候補の 27%を大きく上回っています。しかし、2012 年の大統領選の一回目のテレ

ビ討論会では当時の共和党候補ミット・ロムニー氏が時のオバマ民主党候補より高い支持率を得ましたが、

その時の結果は最終的にロムニー候補を勝利へと導く事にはなりませんでした。ですので、選挙の結果は最

後まで分かりません。 

Q2: 今後トランプ候補が支持率を上げてくる可能性もあるのでしょうか？ 

 

A: もちろんその可能性はあります。既に、トランプ候補は二回のコンベンションの後、支持率を大きく上げて

きました。それまでは、クリントン候補が支持率を上げ、トランプ候補は支持率を下げていましたので、彼はも

はや支持率は上げられないだろうと見られていましたね。ところが、クリントン候補の健康状態や他の問題を

抱える中、トランプ候補は支持率を上げる事ができました。覚えておかなければならないとても大事な事は、

米国大統領選というのは、一つの選挙ではなく、50の州それぞれで選挙が行われている事です。いくつかの

主要な州では、トランプ候補は、クリントン候補との差を縮めています。 

 

Q3. 最終的にどちらの候補が大統領に選ばれると思いますか？ 

またどの程度の勝率があると思いますか？ 

 

A: 先に述べた通り、米国の大統領選は一つの国単位の選挙だけではないのです。ご存じのように、2000年

にはアル・ゴア大統領候補が国全体の選挙では勝利しましたが、大統領になる事はできませんでした。つま

り、米国には大統領選挙人団という制度(5 頁を参照の事）があります。これは、それぞれの州で大統領及び

副大統領を選出する選挙人と呼ばれる代表を選出し、ワシントンへ送り込み、彼らが大統領を選出する事に

なるのです。つまり 50の異なる選挙の集合体でもある訳です。 

現在、その 50州のベースでは、クリントン候補が優位な立場にあります。選挙人数が最も多い 4つの州のうち、ニ

ューヨーク州(選挙人数 29 人)とカリフォルニア州(55 人）は（ニューヨーク州は 1988 年以降、カリフォルニア州は

1992 年以降）常に民主党に投票するからです。一方で、テキサス州（38 人）

は（1980 年以降）常に共和党に投票します。その為、フロリダ州（29 人）の行

方が重要となります。あえて言うと、世論調査の変化にもかかわらず、現時点

ではヒラリー・クリントン候補が依然として有利となっている訳ですが、これは大

統領選挙人団のバランスが民主党に傾いているからです。    

しかし、トランプ候補が迫ってきている事も事実です。これまでオハイオ州（18

人）で勝利せずに大統領になった共和党候補はいないのですが、トランプ候

補はオハイオ州とフロリダ州では僅差でリードしています。私はこの点を注視

しています。もしトランプ候補がフロリダ州とオハイオ州で優勢となると、ペンシルバニア州（20 人）が注目されるよ

うになります。なぜなら、ペンシルバニア州では 25年近く大統領選で共和党は勝っていないからです。しかし、ペ

ンシルバニア州議会は共和党が多数となっており、トレンドは共和党に向かっています。 

米国での報道でご存知かと思いますが、石炭の扱いについてトランプ候補とクリントン候補の間で大きく意見が分

かれています。クリントン候補は石炭反対派です。ペンシルバニアは石炭を多く生産しているため、共和党寄りに

なりつつあります。もしトランプ候補がペンシルバニア、オハイオ、フロリダで勝つことができれば、大統領になるこ

とも可能です。但し、現時点では、クリントン候補が有利だと思います。  
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Q4. 両大統領候補がいずれも TPP を支持しない理由と、大統領選挙が

TPPに与える影響について教えてください。 

 

A: そうですね、確かに TPP は、中国との間で緊張を抱える米国にとって、日

本のような太平洋諸国との関係を強化するために非常に重要なツールです。

私は日本がこのパートナーシップへ参加し、交渉に参加した事は大きな決断

であったと理解しています。オバマ大統領も TPP は、日米間の重要なパート

ナーシップの 1 つであると同時に、存在感を強める中国に対して、太平洋諸

国と共に勢力作りをするものだと見ています。TPP は米国においては、政治的な課題となっています。日米間の

問題が理由ではありません。民主党、共和党共に、米国が貿易で不利益を被るとの見方をしているからです。エ

コノミスト達の多くはそのような見解は取っておらず、貿易、特に日米間の貿易の促進は、両国に恩恵をもたらす

ものであると分析しています。共和党は伝統的に TPP を支持していましたので、トランプ候補が反対を表明したこ

とはやや驚きでした。しかし、トランプ候補が大統領に選ばれた際に、TPPが批准されれば、彼は他国、特に日本

との関係改善にメリットを見出すのではないでしょうか。  

クリントン候補についてですが、彼女は TPP 交渉時に国務長官を務めていた事もあり、自由貿易を推進した自身

の夫であるビル・クリントン元米大統領のように、TPP賛成派に方針転換しても驚きではありません。 

 

Q5. 世界経済や地政学的な視点で見た場合、どちらの候補が大統領にふさわしいと思いますか？ 

 

A: 世界的な視野で考えると、トランプ候補とクリントン候補の経験の差に着目しなければなりません。クリントン候

補は、クリントン大統領の時のファーストレディーとして、世界中を飛び回っていましたし、外交のトップとして国務

長官も務めました。そのため、彼女は国際感覚に富んでいます。一方、トランプ候補は国際的なビジネスマンで、

世界中で投資を行ってきました。しかし、公共政策の視点からと、ビジネスの視点で世界を見るのは大きな違いが

あります。このため、クリントン候補がより広い国際感覚で責務にあたる事ができると思います。また、トランプ候補

は過去の様々な言動によって、以前にも増して世界の指導者や政治的リーダーとの関係構築を難しくしたと思っ

ています。ただ、最終的に彼が大統領に選ばれたとしたら、大統領のように振る舞えるようになるのではないでし

ょうか。トランプ候補は、自身には交渉の手腕があり、人と交渉するのが好きだと、自分でも言っています。ですの

で、最終的には彼は大統領のように振る舞えるようになるのではないかと思っています。その一方、クリントン候補

は大統領就任初日に世界の指導者たちとともに、世界の問題に対してすぐに対処する事が出来る人物だと思い

ます。そのような資質を有している彼女の方が、世界の指導者や世界経済の発展にとって好ましい候補ではない

でしょうか。 

 

Q6. 米国の議会で法案を通過させ易い大統領はどちらとなるでしょうか？ 

 

A: トランプ候補とクリントン候補、それぞれの候補者のもとで何が起きるかを考えるには、まず各々の人物像につ

いてもみていく必要があるでしょう。かなりの違いがある2人ですが、両者にはそれぞれ希望を持てる理由がありま

す。クリントン候補は、上院議員時代には実はとても良く好かれている議員でした。私が話した複数の共和党上院

議員は、ヒラリー氏と一緒に仕事をするのが楽しいと言っていました。また、彼女の夫はかなりの超党派でしたが、

弾劾を受けていたときでさえ、共和党の協力を通じていくつかの重要な法案を通しました。一方、トランプ候補は、

自らを偉大なる交渉人と呼び、民主党との協働を望んでいます。共和党の予備選挙で対立候補とのやり取りで、

民主党に多額の献金をしたことが指摘されました。交渉者や仲裁者として自身を売り出すトランプ氏が大統領に

なるにあたっては、この点が有利に働く可能性があると考えています。また、クリントン候補の実績も、譲歩を引き

出して共和党と協働していけることをよく表しているといえます。 
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Q7. 米景気を刺激する上で、より大きな影響を与える事ができるのはどちらの候補でしょうか？ 

 

A: クリントン候補もトランプ候補も、どちらも景気にかなり刺激的な政策プロ 

グラムを概説しています。共和党がトランプ候補について抱える問題の一つ 

は、実は彼があまりに民主党寄りであることです。彼は、実際、過去には共 

和党も民主党も支援してきました。そのため、両候補の間で政策に大きな違 

いが生じるとは思っていません。いずれの候補者も政府の様々なプログラム 

やインフラ支出策を支持するでしょう。トランプ候補は育児関連の政府支出 

計画について語ったばかりです。両者とも非常に景気刺激的な政策をとりま

すが、共和党議会からは反対が出てくる事になるでしょう。景気刺激という観点からみれば、どちらもさほど違いが

ないと考えています。両者とも大規模な計画を立てるものの、共和党からの抵抗にあう事でしょう。 

 

Q8. 大統領選挙は FRBの政策へどのような影響を与えると思いますか？ 

 

A: FRBへの影響は比較的限定されていると思います。それぞれの理事の任期は 14年なのですが、これは FRB

の政策が政治に影響を受けないようにする為の事です。その為、FRB の理事たちが、違う大統領の元で本来の

任務を全うすることができるのです。ただし、議長については別で、議長の任期は短く、新しい大統領は FRB の

議長を変える事が出来るようになっています（イエレン議長の任期は 2018年 2月 3日まで） 。FRBの議長は他の

理事たちに対し大きな影響力を持っていますから、トランプ候補が大統領に選ばれた場合、彼はより保守的な議

長、より共和党寄りの FRB 議長を選ぶと思います。今のイエレン議長と異なる金融政策を取るとみられます。クリ

ントン候補が大統領となった場合、イエレン議長が続投するか、イエレン議長と似たような考え方を持った人物が

就任するとみられます。 

 

Q9. 大統領選挙が金融市場に与える影響を教えてください。 

 

A: 市場は確実性を好みます。トランプ候補の勝利は、金融市場にとってはダウンサイドを意味します。 

もし、トランプ候補が大統領選に勝ち、金融市場がネガティブに反応した場合、FRBは 12月の利上げを躊躇する

可能性が高いと思います。また、トランプ候補の予測不可能性や、プーチン露大統領に対する支持から移民に

対する政策は、安全な避難所としての役割を持つドルに対して不安をもたらす事になると思います。 

 

Q10. 両候補が当選した場合の米国株式市場のセクターに与える影響を教えてください。 

 

A: 抑制と均衡が効いているアメリカの政治体制の元で、大統領 1 人がセクターにどのような影響を与えるかを測

るのは難しい所があります。議会は予算というものを持っており、法律を変える力を持っているからです。トランプ、

クリントン両候補とも、薬品価格については厳しめの政策を取りそうです。また、トランプ候補が防衛費の拡大を行

った場合、もちろん議会がこれを承認すればですが、防衛セクターは恩恵を受けるでしょう。エネルギーセクター

も、トランプ候補は気候問題についてはあまり厳しい方針ではないと思いますので、恩恵を受けるのではないでし

ょうか。                                                                           （以上） 

      

 

                                                                           

(2016年 9月 27日現在) 
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【補足】「大統領選挙人団」と米国大統領選挙の流れ 

出所：米国立公文書記録管理局、各種報道等よりＳＭＢＣ日興証券作成 

「大統領選挙人団」とは、米国大統領選挙において、大統領及び副大統領を選出する「選挙人」の集合体。選挙人は州ごと
に連邦上下両院の合計議席と同数が割り当てられ、全米の50州と首都ワシントンを加えた合計51の州・特別区の総数は
538人（2016年）。米大統領選は、選挙人の過半数（270人）を獲得した候補が次期大統領となる間接選挙である。

＜2016年米国大統領選挙 今後の流れ＞

過半数（270人）の獲得で
次期大統領が実質的に決定される

次期大統領が正式に決定する有権者は一般投票で、大統領候補と副大統領
候補のペアとその公認政党の組み合わせが記載
された選択肢を選び、選挙人への票とみなされる

有権者 各党の選挙人の
数が決定

2016年11月8日： 一般投票
（米国大統領選）

2016年12月19日： 選挙人による投票
2017年1月初旬 ： 議会で集計

大統領候補の
獲得票を集計

米国の選挙人の数 上位6州
・カリフォルニア州
・テキサス州
・ニューヨーク州
・フロリダ州
・イリノイ州、ペンシルバニア州

（例）
・民主党がカリフォルニア州と
ニューヨーク州で勝利すると84人

・共和党がテキサス州とフロリダ州で
勝利すると67人

有権者による一般投票

 大半の州は、1票でも多く得票した候補がその州に割り当
てられた選挙人をすべて獲得する「勝者総取り」方式

選挙人による投票

 各州の選挙人が、その州の一般投票で勝利し
た候補に投票する。2017年1月初めの上下両
院合同会議での結果発表を経て、次期大統領
が正式に選出される

 次期大統領の就任予定は、2017年1月20日

： 55人
： 38人
： 29人
： 29人
： 20人
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本資料は証券その他の投資対象の売買の勧誘ではなく、ＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下「弊社」といいます）が投資情報の提供を目

的に作成したものです。本資料は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手した情報に基づいて作成していますが、これらの情報
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ことがありますので、予めご了承くださいますようお願いいたします。本資料は将来の結果をお約束するものでもありませんし、本資料に

ある情報をいかなる目的で使用される場合におきましても、お客様の判断と責任において使用されるものであり、本資料にある情報の

使用による結果について、弊社及び弊社の関連会社が責任を負うものではありません。本資料は、本資料を受領される特定のお客様

の財務状況、ニーズ又は投資目的を考慮して作成されているものではありません。本資料はお客様に対して税金・法律・投資上のアド

バイスを提供する目的で作成されたものではありません。投資に関する最終決定は、契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目

論見書、お客様向け資料等をよくお読みになり、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 

本資料は、弊社又は弊社の関連会社から配布しています。本資料に含まれる情報は、提供されましたお客様限りでご使用ください。本

資料は弊社の著作物です。本資料のいかなる部分についても電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製

または転送等を行わないようにお願いいたします。本資料に関するお問い合わせは、弊社の営業担当者までお願いいたします。 

 

本資料に記載された会社名、商品名またはサービス名等は、弊社または各社の商標または登録商標です。 

 

【金融商品取引法第 37 条（広告等の規制）にかかる留意事項】 
 

手数料等について 

弊社がご案内する商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。例えば、店舗における国内

の金融商品取引所に上場する株式等（売買単位未満株式を除く。）の場合は約定代金に対して最大 1.242%（ただし、最低手数料5,400 

円）の委託手数料をお支払いいただきます。投資信託の場合は銘柄ごとに設定された各種手数料等（直接的費用として、最大 4.32%の

申込手数料、最大 4.5%の換金手数料又は信託財産留保額、間接的費用として、最大年率 5.61%の信託報酬（又は運用管理費用）及

びその他の費用等）をお支払いいただきます。債券、株式等を募集、売出し等又は相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお

支払いいただきます（債券の場合、購入対価に別途、経過利息をお支払いいただく場合があります。）。また、外貨建ての商品の場合、

円貨と外貨を交換、又は異なる外貨間での交換をする際には外国為替市場の動向に応じて弊社が決定した為替レートによるものとしま

す。上記手数料等のうち、消費税が課せられるものについては、消費税分を含む料率又は金額を記載しております。 

 

リスク等について 

各商品等には株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等及び有価証券の発行者等の信用状況（財

務・経営状況を含む。）の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ（元本欠損リスク）、又は元

本を超過する損失を生ずるおそれ（元本超過損リスク）があります。 

なお、信用取引又はデリバティブ取引等（以下「デリバティブ取引等」といいます。）を行う場合は、デリバティブ取引等の額が当該デリバ

ティブ取引等についてお客様の差入れた委託保証金又は証拠金の額（以下「委託保証金等の額」といいます。）を上回る場合があると共

に、対象となる有価証券の価格又は指標等の変動により損失の額がお客様の差入れた委託保証金等の額を上回るおそれ（元本超過

損リスク）があります。 

また、店頭デリバティブ取引については、弊社が表示する金融商品の売付けの価格と買付けの価格に差がある場合があります。 

 

上記の手数料等及びリスク等は商品毎に異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書又はお客様向け資料等をよ

くお読みください。なお、目論見書等のお問い合わせは弊社各部店までお願いいたします。 

 

商 号 等 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2251 号 

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商

品取引業協会 
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