
戸籍名も、ひらがな5文字の はたともこ

Hello everyone !! 薬剤師/元参議院議員

HataTomokoのPPPA

Power Point 
Policy Account

日本政府保有の米国債を担保に「ドル・ドル基金」創設で日米winwinに！



TPP終了決定 二国間交渉へ

【トランプ大統領 TPP離脱の大統領令に署名】

ＴＰＰは正式に終わった。
ＴＰＰは正しい道ではなかった。
とても強力な大統領令に、署名をしたところだ。
我々は交渉参加国と、１対１の２国間の経済連携協定を目指す。
それはすばらしいものになるだろう。 大統領令署名後 労働組合の関係者との会談

We will always put America’s interests first, 
we will deal fairly with everyone, with everyone…

常にアメリカの国益を最優先するが、誰とでも公平に取引する！誰とでも
（2016.11.9勝利演説）

2017.1.23



トランプ大統領は、ホワイトハウス高官の宣誓式で

「これから2期8年間で大きな仕事をしていこう」

2期8年間
やる気マンマン

任期途中で倒れるか、4年間か、8年間かは、わから
ないが、トランプ政権が続く間は、ムダな対立はさ
けて、日本への不当な要求を受け入れないために、
トランプ大統領の公約実現に協力する積極的な提案
をして、winwinの関係をつくるしかない。

農産物輸入に
ついて、不当な
要求は受け付

けない！

自衛隊の
海外派兵は、

受け付けない！

2017.1.22



「グローバリズムが世界を滅ぼす」

トランプ氏の大統領選での勝利に、驚きはない

EU離脱・トランプ氏勝利は、ポピュリズムではなく、民主主義が正常に機能した結果だ

自由貿易は忘れねばならない。
我々の前にあるのは、良い保護主義と悪い保護主義の議論だ

給与水準を守ったり、内需を刺激したりする合理的な保護主義は、貿易を活発にする

2017.1.12 日経新聞「視点・焦点」

良い保護主義か、悪い保護主義かの選択

日本は、各国国民・市民も含めてwinwinとなるように、一定の国境
措置を認めたRCEPを構築すべき 〈食料自給・食品の安全性など〉

一定の
国境措置は

必要だと私は
思います

仏・歴史人口学者

エマニュエル・トッド氏



第45代 米国大統領 Donald J Trump 2017.1.20就任

We Will Make 
America 

Proud Again.

私たちはアメリカを再び誇り高い国にします

We Will Make 
America 

Safe Again.

私たちはアメリカを再び安全な国にします

We Will Make 
America 

Wealthy Again.

私たちはアメリカを再び豊かにします

We Will Make 
America 

Strong Again.

私たちはアメリカを再び強くします



We will follow two simple rules 我々は2つのシンプルなルールに従う

“ BUY AMERICAN & HIRE AMERICAN ! ”
“ アメリカ製品を買え！アメリカ人を雇え！ ”

This American carnage stops right here and 
stops right now.
このアメリカの惨状〈殺戮〉は、今、ここで、終わります

The forgotten men and women of our country 
will be forgotten no longer.
我々の国の忘れ去られていた男性・女性は、もう忘れられることはありません

2017.1.20大統領就任演説

You will never be ignored again.
あなたたちは、二度と無視されることはないだろう

America 
first！



Every decision on trade, on taxes, on 
immigration, on foreign affairs, will be 
made to benefit American workers and 
American families.

貿易、税金、移民、外交問題におけるすべての決定
は、アメリカ人労働者、アメリカ人家族に恩恵をも
たらすために下される。

トランプ大統領就任演説 ポイント America first！



タイトルのレイアウト
サブタイトル

We must protect our borders from the 
ravages of other countries making our 
products, stealing our companies, and 
destroying our jobs.

我々の製品を作り、我々の会社を盗み、我々の職
を破壊する他国の略奪から我々の国境を守らなけ
ればならない

トランプ大統領就任演説ポイント 盗み・破壊・略奪から国境を守る



タイトルのレイアウト
サブタイトル

rusted-out factories scattered like 
tombstones across the landscape of our 
nation

我々の国家の風景の至る所で、さびついた工場が
墓石のように点在している。

トランプ大統領就任演説 ポイント
ラストベルトへのアピール。4年後の大統領選は、始まっている



We will build new roads, and highways, and 
bridges, and airports, and tunnels, and 
railways all across our wonderful nation.

我々はこの素晴らしい国の至る所に、新しい道を、
高速道路を、橋を、空港を、トンネルを、鉄道を作る
だろう。

トランプ大統領就任演説 ポイント インフラ整備をアピール



ホワイトハウスHP  「全てのアメリカ人のための、貿易交渉を行う」

This strategy starts by withdrawing from 
the Trans-Pacific Partnership 

この戦略は、TPP離脱から始まる

もはや安倍総理
の新自由主義・
グローバリズム
は、周回遅れ

オバマケア廃止・見直しに向けた大統領令に署名

医療費抑制のために薬価引き下げも検討

製薬会社の利益
優先から国民利

益最優先へシフト

日本も同様の
改革が必要！



「LGBT」ページは、完全削除

“気候変動”(climate change)と“地球温暖化”
(global warming)の言葉をすべて消し、
気候変動に関するページも完全削除

ホワイト・ハウス HP

「LGBT」「気候変動」 就任初日に速攻削除！

ホワイトハウスHP

ホワイトハウスHP



トランプ大統領、トヨタをtweetで攻撃

トランプ氏 速攻 tweet！1月6日（現地時間）
Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla

cars for U.S. NO WAY ! Build plant in U.S. or pay big border tax.

「トヨタ自動車は米国向けカローラを生産するために、メキシコ
のバハに新工場を建設すると言った。あり得ない！米国に工場を
建設しろ。さもなければ、高い国境税を支払え。」

豊田章男社長発言 1月5日午後 （経済3団体 新春祝賀パーティー）

「工場建設はひとたび決めた以上は雇用と地域への責任がある。
現地に行く以上はそこで貢献したい・・・・」

twitter



トランプ大統領、フォードとGMへ、恫喝tweet！
●フォードへの圧力
「恥知らず」とtweet。メキシコからの輸入車に35％の高関税をかけるぞ！

（1月3日）

16億ドル（約1800億円）を投資しメキシコに工場を建設、米国に逆輸入する計画

→撤回
※米ミシガン州の工場で電気自動車と自動運転車を生産、7億ドル（約823億円）

を投資、新たに700人を雇用する、と発表。

●GMへの圧力
「米国で生産しろ。さもなければ、『シボレー・クルーズ』には高い国境税を
かけてやる」とtweet
（1月17日）
米国で10億ドル（約1130億円）を投資、2000人を新規雇用する計画を、発表。

※オハイオ・ミシガンの工場で約２０００人をレイオフ（一時解雇）



トランプ大統領の「tweet戦略」は続く・・・・

「トヨタの5年間で100億ドル投資」には無反応。日本車を米国に大量に輸出し
ているのに、日本で米車の販売がのびないのは不公平との認識。

※トランプ氏の政策は、ラストベルト（ミシガン・オハイオ・ペンシルベ

ニア・ウィスコンシン）での雇用創出。トヨタは要求に応えていない。

ついに実現！Fiat Cが、たった今、
ミシガン州とオハイオ州の工場に
10億ドルを投資して、2000人の雇

用を追加する計画を発表した

フォードは先週、10億ドルでメキシコ
に工場を建設する代わりに、ミシガン
州と米国内の工場を拡張すると言っ
た。ありがとう、フォードとFiat C！

（23:14 1月9日） （23:16 1月9日）



独ＢＭＷは、メキシコの工場で、２０１９年から、
ＢＭＷ「３」シリーズを、世界市場向けに生産する計画

トランプ大統領、BMWを徹底攻撃、ドイツも批判

英紙「タイムズ」と独紙「ビルト」との共同インタビュー（1月15日）

ドイツのメルケル首相の100万人の移民受け入れは破滅的な過ちで

英国のEU離脱は賢明で、EUはドイツの乗り物（vehicle）となって

おり、今後ほかの国もEUから離脱する！

1月15日付のドイツ紙「ビルト」のインタビュー

BMWのメキシコ工場で生産され、
米国に輸出される車に、

35％の国境税を課す！



トランプ流「border tax」＝「国境税」は、報復関税？！

トランプ大統領は
●国際緊急経済権限法の「国家の緊急時」や「特別の脅威」

あるいは
●米国通商法の「著しい貿易不均衡」 に対して、

大統領権限で発動が認められている報復関税をかけるつもり？

強権発動！

メキシコから
米国に輸出する車に

35％の国境税を

かけるぞ！



共和党 議会指導部が検討中 税制改革案「国境税調整」

輸出企業に対する免税・輸入企業に対する課税
日本やEUの「輸出戻し税」の仕組みを検討中。

「法人税で減税」 or 「間接税としての国境税を導入し、輸出企業には免税する」etc

日本（消費税）やEU（付加価値税）では、「最終消費地課税の原則」に基づき、
輸出企業は相手国から消費税分を回収することができないので、
輸出企業に対して消費税・付加価値税が還付される、「輸出戻し税」を認めている。

※WTOは、「輸出戻し税」を、間接税にしか認めない。

アメリカの輸出企業は、相手国で消費税・付加価値税が課税されても、
アメリカの国税には消費税・付加価値税にあたるものがなく、
輸出戻し税が認められていない。不公平感がある。

◆最終消費地課税の原則に基づいた新たな法人税の導入
◆間接税として「国境税」20％を導入し、国内での粗利と輸入に課税し、

輸出品は課税免除とする（付加価値税の概念）

直接税なので
WTO違反となる？！



最近われわれの貿易交渉は、全くうまくいっていない。
毎年毎年何千億ドルも損ばかりしている。
中国との貿易で年間数千億ドルもの損失を出し、
日本やメキシコなどとの間に貿易不均衡がある！

米国貿易赤字
（2015）

5315億300万ドル

●中国3670億ドル
●ドイツ750億ドル
●日本689億ドル
●メキシコ606億ドル
●ベトナム309億ドル

中国は経済的にも軍事的にも現政権の弱腰につけ込
んできた。私が政権を握ったあとは、中国、ロシア、
日本、メキシコなどの全ての国が、米国に対して、
より敬意を払った態度を取るようになる。

日本は、中国・メキシ
コと並んで、
トランプ大統領の主要
な交渉相手。
標的なのだ！

America first！This American carnage stops right here and stops right now.
このアメリカの惨状〈殺戮〉は、今、ここで、終わります

2017.1.11 大統領選後、初の記者会見



2017.1.23代表質問での安倍総理発言
トランプ大統領と、できるだけ早期に会談し、、、、

ＴＰＰが持つ戦略的、経済的意義についても腰を据えて理解を求めていきたい。

2017.1.20 安倍総理施政方針演説
自由貿易の旗手として公正なルールに基づいた21世紀型の経済体制を構築。

TPP協定の合意はそのスタンダードであり、、、
自由で公正な経済圏を世界へと広げ、、、

世界の真ん中でその責任を果たす。

周回遅れの安倍総理では、太刀打ちできない

トランプ大統領は、荒廃した都市部の惨状をcarnage殺戮と表現。
この認識でTPP離脱・NAFTA再交渉・脱退を決断したトランプ大統領が、
周回遅れの議論をする安倍総理を、相手にするわけがない。
日米安全保障条約第2条の経済的協力として「ドル・ドル基金」を提案すべき

※第2条には、「両国の間の経済的協力を促進する。」の文言。



トランプ大統領公約「雇用創出/インフラ整備」に、日本も貢献してwinwinに！

ラストベルト（ミシガン、オハイオ、ペンシルベニア、ウィスコンシン）の
米国製造業の再生のために、自動車などハイテク産業分野で、日本企
業進出、米企業への資本参加・技術協力を行い、雇用創出に貢献する

新幹線・高速道路、橋、空港、トンネル、高効率火力発電（天然ガス
MACC、石炭IGCC・IGFC、CCS）、水素発電などのインフラに、投資する

〈トランプ氏の勝利を決めた4州〉

“ブルーステイト”（民主党優位の州）の
この4州をひっくり返すことが、勝利の決
め手であることを確信し、徹底的にやり
抜き、勝利した。4年後の大統領選も、
ラストベルトが勝敗を決める。4年後の
大統領選をもう始めている！！

最重要地域



※国際財政投融資のアメリカ版

「126兆円の米国債」の半分を担保に、
ニューヨーク連銀からドル資金を借入れ

日本政府保有の
米国債 約126兆円

50兆円規模の「ドル・ドル基金」創設

米国内での財政投融資資金に充当

日本政府保有の米国債を担保に「ドル・ドル基金」創設で日米winwinに！

毎年 2～3兆円の利息収入
利息巻き上げ

だけが続けば、
いずれデフォル
トされる？！



【米国債発行残高20兆ドル、2260兆円】
市場取引：約14兆ドル

うち６兆ドル強を米国外の投資家保有
うち4割を日本と中国の２カ国で保有 （2016年）

日本政府の米国債保有残高は、国別トップ

国別保有額、日本が首位
2016年10月末統計で、2015年２月以来
１年８カ月ぶりに中国を抜き首位

日本政府保有の米国債 １兆1080億ドル（126兆円）
（2017.1.18米財務省発表/2016年11月末の対米証券投資統計）

外為特会 剰余金 3.1兆円
運用収益

（保有外貨資産と円建負債(政府短期証券)の金利差）
※買い換えの売買差益も含まれる

利息収入:約2兆円（推定）

（財務省HP）

NY連銀にある日本政府保有の米国債を
担保に、NY連銀からドル資金を借り入れ、
米国インフラ整備に投融資する！

ドルドル基金でwinwinに！



MGMリゾーツ
日本ではカジノを含む統合型リゾートに関する研究・検討が進め
られています。私たちは当社の企業哲学を守りながら、市場を熟
知した日本の企業とパートナーシップを結び、次世代のリゾート
開発を共に描いていきたいと考えています・・・

MGM リゾーツ・インターナショナル 会長 兼 最高経営責任者
ジェームス・ムーレン

ラスベガス・サンズ
LサンズHP「サンズストーリー」
2016年には、ラスベガス・サンズによるマカオで4つ目の
施設 「ザ・パリジャン」が、「マカオを変える」というアデル
ソンの構想の総決算としてオープンします。
その次は…いよいよ日本かもしれません。

会長兼CEO シェルドン・アデルソン

標的は日本！二大胴元

MGM-HP「CEOメッセージ」より

DIAMOND ONLINEより

ロイターよりWSJより

日本でカジノ解禁とな
れば、1兆円投資する！

私も、1兆円投資できる！

安倍総理が、カジノ誘致を、トランプ大統領にもち
かければ、利益相反・贈収賄のスキャンダルになり
かねない。
トランプサイドから見れば、
トランプ大統領に罠をかけて、失脚させる陰謀と
みなされる可能性もある。


