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「トランプ劇場」の功罪
2016年11⽉の⼤統領選以降、⾦融市場は「トランプ劇場」に⼀喜⼀憂する展開を続けています。トラン
プ⼤統領の政策はある意味では想定以上の成功を収めていますが、その政策によって⽶国が失ったものは
少なくありません。トランプ劇場の「功罪」については「歴史」に判断を委ねるとして、⾦融市場の視点
からは、完全雇⽤のなかで来年以降に財政をさらに拡⼤し、⾦利が急上昇することが懸念されます。
図表1 ⽶国製造業の雇⽤者増加数（前⽉⽐）
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図表3 トランプ⼤統領の⽀持率・不⽀持率
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（図表1-3の出所）Bloombergのデータより岡三アセットマネジメント作成
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