
米国株 
2018 年末の NY ダウの予想＝上限 29000 ドル／下限 24000 ドル／終値 28500 ドル 
 
トランプ政権の政策 
2018 年の米国株は引き続き堅調に推移すると考えられます。その背景には、持続的な景気

拡大と企業業績の拡大が挙げられます。これらを支えると考えられるのが、トランプ政権

が最重要政策に据えた税制改革法です。税制改革法案が議会を通過し、トランプ大統領は

17 年 12 月 22 日に署名して、成立しました。レーガン政権以来、約 30 年ぶりの抜本的な

税制改革が実施されることになったわけです。トランプ大統領は「米国史上最大の減税だ」

と強調し、経済成長を後押しし、「米国を再び偉大にする」と表明しました。これにより、

トランプ大統領が掲げた公約の一つがようやく実現したことになります。支持率低迷に苦

しむトランプ政権には、18 年の中間選挙を前に、大きな成果となります。トランプ大統領

は「税制改革が意味するのは雇用だ」と指摘し、法人税減税などにより「企業は米国から

出て行かず、戻ってくる」とし、米国の国際競争力が減税で強化されると訴えました。減

税規模は 10 年間で 1 兆 4560 億ドルで、法人税率は来年に現在の 35％から 21％に下げら

れます。日本やドイツなどを下回り、主要先進国では最低水準に近づくことになります。 
一方、企業が米国外にためた現金を戻す際、現行 35％の税率を一回に限り 8〜15.5％に下

げます。米国への資金還流を促し、雇用維持や投資拡大につながるとみられています。ま

た個人所得税も幅広く減税されます。最高税率は 39.6％から 37％に引き下げられ、税負担

が減る控除も拡充されました。ただし、法人税減税が恒久化された一方、所得税減税は時

限措置となりました。このため、トランプ大統領が主張する「中間所得層のための減税」

になるかは不透明な情勢です。 
また、医療保険制度改革（オバマケア）の個人の保険加入義務も廃止しました。トランプ

政権は、大型減税などにより、「米国経済は 3％超の持続成長は可能」とし、減税による税

収の落ち込み分を賄えるとしています。 
いずれにしても、不安定さばかりが目立っていたトランプ政権が、一つの結果を出したこ

とで、政権への評価は今後高まる可能性があります。また、トランプ大統領は、公約のイ

ンフラ投資は「最も簡単だ」と明言し、これを税制改革後の政策課題と位置付け、超党派

で実現すると表明しています。来年はインフラ投資が景気や株価の起爆剤になる可能性が

あるといえそうです。 
 
米国株は 2028 年頃まで上昇か 
米国経済は引き続き順調に拡大しています。17 年 7〜9 月期の実質 GDP 確定値は前期比

3.2％増となり、これで 102 カ月連続で景気拡大が続いたことになります。過去最大ではハ

イテクバブル期の 123 カ月ですが、上記の景気刺激策が今後出てくることを考慮すれば、

当時の景気拡大期間に並ぶ可能性も十分にありそうです。ちなみに、米国景気はいったん

拡大すると、超長期で見ると 17 年間、景気拡大と株価上昇が続く傾向が鮮明です。過去を

振り返ると、NY ダウは 1494 年から 1966 年の 17 年間で 5.6 倍に上昇しました。1982 年

から 1999 年には 13.5 倍に上昇しました。今回は 2012 年から株価上昇が始まったと考えて

いますが、その前提で行くと、NY ダウは 2028 年ごろまで上昇することになります。また、



景気と株価の関係で観れば、17 年間は 8 年と 9 年に分けられ、いまは当初の 8 年間の期間

に相当すると考えられます。この期間は景気回復と金利低下が同居し、株価が押し上げら

れます。いまはその最終局面にあるといえます。景気サイクルと照らし合わせると、NY ダ

ウは 2019 年から 2020 年ごろまで上昇する可能性があるといえます。このサイクルは、ハ

イテクバブルがはじける 2000 年までの株価上昇サイクルと同じであり、また今の株価の上

昇ペースもきわめて似ています。当時と同じペースで株価が上昇するとすれば、NY ダウは

2020 年ごろまでにさらに 2 倍近い上昇になってもおかしくない計算になります。 
 
ハイテク株の牽引と利上げ 
また、現在の米国株はハイテク株が牽引しています。そのため、ハイテク銘柄が多く含ま

れているナスダック総合指数の方が、上昇率は大きくなっています。この傾向は 2020 年ま

で続くと考えられます。これらのセクターの株価の堅調さは、明確な業績拡大に裏付けら

れています。ハイテクバブルの際には、インターネット関連の業務を行っていれば株価が

上昇するといった状況が見られ、株価が異常に割高に買われていました。そのため、当時

のナスダック総合指数の株価収益率（PER）は 65 倍に達しました。しかし、いまは企業業

績が株高の背景にあり、PER も 27 倍程度となっています。現在の「業績拡大基調」と「新

しい分野での収益基盤の拡充」は、期待や希望で買われたハイテク株バブルと大きな違い

があります。今後もクラウド事業の拡大などで業績は伸びるとみられており、株価の上昇

は正当化されることになるでしょう。また、世界経済の堅調さも米国の多国籍企業には追

い風となり、業績拡大と株価上昇を後押しするでしょう。 
 
一方、米連邦準備制度理事会（FRB）は 2018 年に 3 回の利上げを想定しています。金利上

昇は株価を抑制する可能性があり、市場が神経質になっています。17 年 11 月の米個人消費

支出（PCE）物価指数は前年同月比 1.8％上昇（前月 1.6％上昇）と、2 カ月ぶりに伸びが

加速しました。伸び幅は 3 月の 1.8％以来の大きさでしたが、FRB が物価安定の目標とす

る 2％は 9 カ月連続で下回りました。また、食料品とエネルギーを除いたコアは前年同月比

1.5％上昇で、前月の 1.4％上昇から拡大し、5 月の 1.5％上昇以来の伸び幅となったものの、

やはり 2％を下回っています。このような状況で、FRB が積極的な利上げを行うことは難

しく、緩慢なペースでの利上げは株価を支えるものと考えます。また市場では、イールド

カーブのフラット化への懸念を強めています。米 2 年債－10 年債利回りスプレッドは

0.60％を下回り、縮小傾向にあります。過去を振り返ると、ハイテクバブルやサブプライム

ローンショックの際には、イールドカーブがマイナスからプラスとなり、株価がピークア

ウトしています。そのため、縮小ペースが速まると、株価抑制の動きが強まる可能性があ

ります。しかし、そのような水準になるにはまだ相当時間が掛かると考えられます。さら

に、金利水準も依然として低く、米長期金利は 2.5％前後にとどまっています。金融危機が

起きる前の最低水準が 3.5％だったことを考えると、水準自体はまだ相当低いといえます。

したがって、金利上昇が起きても、当面は景気拡大を背景とした健全な上昇となる可能性

が高く、懸念には及ばないといえます。現在は株価や商業用不動産など一部の資産価格が

大きく上昇しており、これらの過熱感を抑制するような利上げの必要性が指摘されるまで、

株価の上昇は続くと考えられます。 



 
これらの状況から、NY ダウは 18 年に 29000 ドル前後まで上昇するものと考えます。政治

不安や地政学的リスクが懸念される場面があると考えられますが、いずれも株価に影響を

与えるような本質的な材料にはならないものと考えます。 
 

米ドル/円 
2018 年の米ドル/円の予想＝上限 120 円／下限 105 円／終値 112.50 円 
 
米ドル安が支える米国経済 
2018 年の米ドル/円は引き続き動きづらい状況になるものと考えます。トランプ政権は議会

で税制改革法案を通したことで、今後の米国景気の拡大が期待されています。また、減税

で財政が悪化するとの見方から、米長期金利が上昇するとの見方もあります。そのため、

これらがドルの上昇につながるとの指摘があります。しかし、過去の財政悪化した政権の

ドルの動きを見ると、ドルの下落基調が鮮明です。共和党政権のブッシュ（父）政権の際

には、対 GDP での財政赤字の拡大がドル安につながりました。また、ブッシュ（子）政権

の際にも、最終局面で金融危機が発生し、財政出動などで財政が悪化し、ドル安基調とな

りました。一方で、民主党政権時には景気拡大と財政改善からドルが上昇しています。こ

のように考えると、トランプ政権による政策で、財政が悪化するかどうかは、今後のドル

の方向性を見極めるうえで、きわめて重要な材料であるといえそうです。現時点では財政

悪化の可能性が指摘されていることから、その傾向が明確になるようであれば、ドル安リ

スクが高まると考えておきたいところです。もっとも、トランプ政権そのものは、従前か

らドル安政策を志向しています。ドル高になれば、多国籍企業の業績が悪化し、株価下落

につながる可能性があります。米国の家計の金融資産のうち、株式・債券などのリスク資

産の比率は 5 割を上回っています。そのため、ドル高・金利上昇による株安・債券安は、

米国の GDP の 7 割を占める個人消費の減少に直接的につながるリスクがあります。そのた

め、政権だけでなく、FRB にとっても拙速な利上げが難しい状況にあることを念頭に入れ

ておく必要があります。 
 
このように考えると、現在の米国経済はドル安基調が下支えているともいえます。前述の

ように、FRB は 18 年に 3 回の利上げを目論んでいます。08 年の金融危機を受けて、FRB
は政策金利を実質ゼロに引き下げましたが、その後は景気が持ち直したため、15 年末と 16
年末にそれぞれ 1 回の利上げを実施しました。そして、17 年は景気回復の基調が強まった

ことから、3 回の利上げを実施しました。また、18 年については、FRB は米税制改革が経

済に好影響を与えるとみており、3 回の利上げを実施する見通しです。しかし、インフレ率

が上昇しづらい状況にある中、雇用情勢の改善だけで利上げを繰り返すことは難しいとい

えます。このような状況も、ドルの上値を抑える要因になるといえます。 
 
 
2017 年は低ボラティリティ相場 



上記のような状況の中、17 年の米ドル/円は極めて小さい値動きにとどまりました。16 年

の高値と安値の値幅は 22.60 円と大きく変動しましたが、17 年は 11.29 円にとどまってい

ます。過去最低水準が 2011 年の 9.99 円で、2001 年以降の平均が 16.49 円ですので、17
年はかなり小さい値幅だったといえます。また、変動相場制に移行して以降、共和党政権

の 1 期目に米ドル/円は下げたことはありません。17 年の米ドル/円は初めて下げることにな

ります。これも、トランプ政権の異質さを示す証拠といえるかも知れません。とはいえ、

トランプ政権は現在の米ドル/円を取り巻く環境を考慮すれば、米国サイドは堅調な景気や

株価と金利上昇が抑制されている状況であり、ドルを大きく押し上げる要因はあまり見当

たりません。 
 
日本の金融政策 
一方で日本サイドの要因を見ると、日銀の金融政策の継続性に注目が集まりそうです。現

在の「長短金利操作付き量的質的金融緩和策」が今後も持続されるのか、それとも政策の

微調整があるのかに注目することになります。すでに年間 80 兆円規模の国債買い入れは不

可能な状況にあり、買い入れ額も縮小されています。そのため、すでに実質的なテーパリ

ングになっているとの指摘もあります。また、欧米の金融当局が出口戦略に入っているこ

とに対して、黒田日銀総裁はその可能性を否定しています。その黒田氏は 18 年 4 月に任期

満了を迎えます。後任人事も含め、今後の政策の変更の可能性が示唆されれば、これが円

高につながる可能性があります。この点は市場にほとんど織り込まれていないだけに、そ

のような動きが見られた際には、相応の注意が必要になるでしょう。これまで日銀が行っ

てきた政策は、結果的に株高・円安を引き起こし、景気回復や企業業績の回復につながっ

たことは否定できません。しかし、その目的であったインフレ率の早期 2％達成には程遠い

状況にあります。結論的に言えば、緩和策でインフレを引き起こすことはできなかったと

いえます。黒田総裁はこの点を認める発言を行っていることを考慮すれば、景気や株価に

影響がない範囲で、これまでの政策を徐々に変更する可能性は否定できません。今後の日

銀関係者の発言等には十分な注意が必要と考えます。もっとも、企業業績の拡大などから、

日本株が堅調に推移すると考えられ、これが円安基調を支える可能性があります。最近は

為替市場に動きがない中で、日本株の上昇局面では、米ドル/円は円安方向に進む動きが散

見されています。したがって、日本株が堅調に推移すれば、米ドル/円の下値は限られる可

能性がありそうです。 
 
2018 年の米ドル/円の動き 
これらの状況から、米ドル/円は 18 年も引き続き狭いレンジでの推移が想定したいと考えま

す。米国サイドの要因から、120 円を超えるような動きにはなりづらい一方で、大幅な円高

にもなりづらいと考えます。上限を 120 円程度とし、下値も 105 円前後で底堅い動きを想

定しておきたいと考えます。ただし、日銀の政策変更が材料視されれば、最大で 100 円程

度の円高になる可能性があることも念頭に入れておきたいところです。直近の日米実質金

利差から見た米ドル/円の理論値は 112 円程度であり、この水準から大きく放れるようであ

れば、行き過ぎとの判断になります。過去の傾向を見ると、この理論値から 15 円程度上に

放れると、おおむね行き過ぎになっています。現在の理論値の水準を考慮すれば、120 円近



くまで上昇すれば行き過ぎと判断できますので、上値は限定的になると考えられます。実

質金利は日米両国の長期金利とインフレ率で決まりますので、これらの推移にも目を向け

ておきたいところです。また、米国では中間選挙が実施されます。トランプ政権が共和党

の議席を維持できるのかに注目が集まるでしょう。トランプ政権が公約の実現を進めるこ

とができれば、政権運営に悪影響が出るような結果にならず、為替市場への影響は限られ

ると考えます。 
 
一方、為替市場全体については、仮想通貨の動向にも目を向けておきたいところです。代

表的な仮想通貨であるビットコインは、17年12月17日に19666ドルの高値をつけました。

しかし、その後は急落し、22 日には一時 11159 ドルまで下げる場面がありました。17 日か

ら時価総額の 3 分の 1 が一瞬にして失われた計算です。この動き自体は、現時点では為替

市場に直接的な影響を与えていないようですが、今後も値動きをよく見ておく必要がある

でしょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
情報提供に関するご留意事項 
本情報は、マネックス証券株式会社（以下「当社」といいます）が信頼できると考える情

報源から提供されたものですが、当社はその正確性や完全性について意見を表明し、また

保証するものではございません。本情報は有価証券やデリバティブ取引等の価値について

の判断の基準を示す目的で提供したものではなく、有価証券の購入、売却、デリバティブ

取引、その他の取引を推奨し、勧誘するものではございません。本情報に含まれる過去の

実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではございません。 
本情報は作成時現在のものであり、今後予告なしに変更または削除されることがございま

す。 
当社は本情報の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではござ

いません。銘柄の選択、売買価格などの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と

責任でなさるようにお願いいたします。なお、本情報は当社の事前の書面による了解なし

に転用・複製・配布することはできません。内容に関するご質問・ご照会等にはお応え致

しかねますので、あらかじめご容赦ください。 
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