
手術ロボット：「
hinotori」vs「ダヴィン

チ」

エグゼトラスト株式会社 川田重信
『バロンズ・ダイジェスト』編集人

ブログ：「川田重信のありがとうアメリカ株式」
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メールマガジン配信中！



毎週水曜日
8時オンライントーク

駆け込み寺なの？
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水曜日午後8時スタート
12月15日、22日 米国帰りノリピ―のラク
チン資産形成実践録
1月5日 資産形成 今年の留意点 川田

1月12日ナスダック100研究 N研究員

1月19日ダウ工業株30種平均CFDを使った大
胆投資成功記録 会社経営も投資も



〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
米国株式投資の真実を伝える
川田重信の「メディアで鍛える米国株式講座」
［Vol.12］2022年1月3日配信
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
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3.今週のピックアップ記事
4.投資のヒント
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6.質問コーナー



【予約受付中】川田との個別相談会（15min）
川田重信との個別相談会を開催いています！
日頃の資産形成に関する悩みやご相談などなんでも結構です。

下記のリンクより、下記注意事項を必ずご確認の上、ご予約を宜しく

弊社からメール（Zoom URLを含む）にて返信いたしますので、お手数
ですがメールに添付の質問表の記入を宜しくお願い致します。

【予約ページ】
https://calendly.com/kawata-1on1/15min

【注意事項】
※本ミーティングは、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販
売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決
定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。

※関係法令等の規制により、個別銘柄や個別の投資信託の売買タイミン
グのご相談や銘柄の推奨にはお答えできません。また、潮目チャートに
関するご質問についてもお答えしておりません。あらかじめご了承くだ
さい。

※本ミーティングの内容に基づいて行われる判断について、弊社は一切
の責任を負いません。

【個別相談会】



ご購読の流れ
朝会のここをクリック

QRを読み取り

or

ここをクリック クレジットカードの情報を記入



クレジットカードの情報を入力し、決済く
ださい、決済と同時に利用可能です

「川田重信 オンラインサロン」で検索！

ここをクリック

DMMオンラインサロンに未登録
の方は新規登録ください登録の流れ



本日のトピックス
朝会

ストボ（水曜日11時）1月＝5日
、19日 2月＝2日、9日 3月＝2日、16日
4月＝6日、20日 5月＝11日、18日 6月＝1日、15日

日経CNBC
1月19日（水）午前8時15分前後（電話で）
1月25日（火）ゲストトーク（10時15分から露口さん）

川田重信のありがとうアメリカ株式



主要指数
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S&P500チャート
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米国株式市場＝Ｓ＆Ｐほぼ横ばい、金融は高い Ｓ＆Ｐ総合５００種が不安定、
ほぼ横ばい 金融株が相場を支えた。

Ｓ＆Ｐ金融指数は１．６％上昇。中でも銀行株は、米１０年債利回りの上昇を受
けて利ざやの改善を期待した買いが入り、２．６％高となった。エネルギーなど
景気に敏感な他のセクターも上昇した。

メタ・プラットフォームズは２．６％高となり、Ｓ＆Ｐ５００やナスダック総合
を下支えした。

市場は７日発表の米雇用統計を前に神経質。

米労働省が６日に発表した週間の新規失業保険申請件数は、市場の減少予想に反
して増加した。

また、米供給管理協会（ＩＳＭ）が発表した１２月の非製造業景気指数（ＮＭ
Ｉ）は予想以上に減速した。ただ、供給ボトルネックが緩和されつつある兆しも
見られた。



14



米国10年国債金利（過去1年）
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米10年債利回り、一時1.75％台に上昇－2021年の最高水準に接近
６日午前の米国債市場では10年債利回りが一時、1.75％台に上昇し、2021年の最高水準に近づいた。
10年債利回りは一時、4.6ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇の1.751％と、昨年３月30日に付けた高水準
に３ｂｐ未満に迫った。その後、1.73％前後にやや低下したものの、週間では約22ｂｐ上昇。このままいけば、2020年
６月以来の大幅上昇となる。金利先物市場は最初の利上げが３月に実施される可能性を織り込んでいる。
今週は社債発行が増加していることも、米国債を圧迫している。
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米国は市場の予想通り、あと２カ月余りで利上げを開始するのか。判断材料の一つとなる雇用統計の
昨年12月分が７日に発表されます。非農業部門雇用者数は前月比44万4000人増の見込み。11月は21万
人増でした。今週発表された連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨では、利上げ条件の一つであ
る「最大限の雇用」に近い、あるいは既に達成したとの認識を当局者が持っていることが示されてお
り、利上げに向けた最後のハードルがクリアされる軌道にあります。以下は一日を始めるにあたって
押さえておきたい５本のニュース。

速いペース
米セントルイス連銀のブラード総裁（タカ派）は、ＦＯＭＣは早ければ３月会合で政策金利の引き上
げを開始することが可能で、その後はインフレ高進への対応における次のステップとして、米連邦準
備制度理事会（ＦＲＢ）のバランスシート縮小に着手することはあり得ると述べた。サンフランシス
コ連銀のデーリー総裁（ハト派）も米労働市場は「非常に堅調」、高インフレは「抑圧的な税」とし
て貧困層を中心に負担をかけるため、ＦＲＢは年内に利上げすべきと述べた。

トランプ氏の責任に言及
バイデン米大統領は１年前に起きた連邦議会議事堂襲撃について国民に向けて演説し、トランプ前大
統領は2020年の選挙結果と国民の意思の受け入れを拒絶したと非難した。「大統領が選挙に負けただ
けでなく、暴徒が議事堂に突入する状況で平和的な権力移行を妨害しようとした。これは米国史上初
めてのことだ」と連邦議会議事堂で述べた。
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マーケット概況
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十字路「アップル3兆ドル」はバブルか 2022/1/6付

3兆ドル（約340兆円）を一時突破。東京証券取引所の時価総額の半分に近く、たった1社でドイツ取引
所の時価総額を超えてしまった。

日本のバブル期。東京23区の土地代で、全米の土地が買えた

2021年9月期の純利益は前の期比65%増の948億ドル。
「iPhone」は世界で10億台以上が稼働。
さらに稼ぎ頭に育った音楽配信などの定額課金ビジネスは、粗利益率が70%。

驚くことに前期の自己資本利益率（ROE）は147%だ。計1000億ドルの自社株買いと配当を昨年実施。放
っておけば積み上がっていく資本を株主に返し、資本効率を下げないようにしている。

株主は払い込んだ資本を1年間で約2.5倍に増やしてもらった計算になる。桁違いの投資効率をほこる
アップル株に市場がつけたPER（株価収益率）は32倍。決してバブルとはいえないだろう。

アップルの今期の利益成長は1桁に鈍る見込み。新規事業への期待が高まっているからだ。電気自動車
（EV）参入が取り沙汰され、拡張現実（AR）や仮想現実（VR）事業への期待も膨らむ。
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主要指数＋半導体過去5日間
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過去1カ月
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主要指数＋半導体 年初来
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過去1年
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過去5日間



25

過去1カ月
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年初来



S&P500 1月月中の推移
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1984年～2021年＋1.11％ 過去38年

2011年～2021年＋1.17％ 過去10年

平
均
変
化
率



今年の相場を考える
S&P500、過去20年の平均リターン

Source: Prepared by ExeTrust based on data from Equity Clock.
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日本経済新聞社
最貧層が平均所得に到達するのにかかる世代数：中国、インド7世代、仏独6世代、英
米5世代
成長の未来図（4）動くか「社会エレベーター」 めざす明日は見えますか
一定の格差は今よりも良い未来を渇望する原動力になりうる半面、固定化すれば絶望
や諦めにつながる。肝心なのは格差を乗り越えるという目標と手応えを持てるかだ。

「社会エレベーター」
インドの「頭脳」
日本のエレベーターの動きは鈍い。平均所得への道のりは4世代とOECD平均（4.5世
代）より短いが、京都大の橘木俊詔名誉教授は「格差の大きさより全体的な落ち込み
が問題だ」と指摘する。
18年の年収400万円未満の世帯は全体の約45%を占め、1989年比で5ポイント近くも増
えた。

日本の問題は平等主義がもたらす弊害だ。突出した能力を持つ人材を育てる機運に乏
しく、一方で落ちこぼれる人たちを底上げする支援策も十分でない。自分が成長し暮
らしが好転する希望が持てなければ格差を乗り越える意欲はしぼむ。
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今日の朝会、いつにも増して私にとって学ぶことがあ
りました。
日本の問題 格差の大きさより全体的な落ち込み 平
等社会がもたらす弊害・・・実感してます。
これじゃ個人消費が増えないし、政府はコロナで経済
を止めてしまった。
折しもドル円116円 外貨資産保有の優位生が見えてき
た。
アメリカ株にしがみつく・・・私もです。

今日の日経見ました。 日本の場合４世代掛るのです
ね。 まぁ、分かります。 江戸時代生まれの曾爺さ
んは魚の仲買人をやってました。 明治生まれの爺さ
んは水飲み百姓、親父は公務員、私はずっと商売人。
息子は投資家でドバイに住んでいます。 大きな転機
は進駐軍の農地解放だったと思っています。 その点、
アメリカ様様です。 もし戦争に負けなければ、私も
水飲み百姓だったかも知れません。 日本政府お偉方
は過去の階級社会への回帰を望んでいますからね。
何の役にも立ちません。
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■ 今週の予定
1月3日（月）
・カナダ、日本、英国を含む世界各地の株式市場は正月のため休場。
・米国勢調査局が11月の建設支出を発表。エコノミスト予想は前月比0.6％増、季節調整済み年率換算で1兆6100億ド
ル。これは10月の1兆6000億ドルを超えて過去最高となる。

1月4日（火）
・労働統計局（BLS)が求人離職統計（JOLTS）発表。エコノミスト予想では、11月末時点の求人件数は1120万件と、
10月から16万7000件上昇。求人件数は、2021年夏に記録した過去最高の1110万件近辺で推移している。
・サプライ管理協会（ISM）が12月の製造業購買担当者景況指数（PMI）を発表。コンセンサス予想は60.5と、11月か
らほぼ横ばい。同指標は18ヶ月連続で、セクターの景気拡大を示す50を上回っている。

1月5日（水）
・会員制量販店チェーンのコストコ・ホールセール＜COST＞が12月の売上を発表。
・連邦公開市場委員会（FOMC）が12月中旬に行われた金融政策会合の議事要旨を公表。
・米商務省経済分析局が12月の自動車販売台数を発表。予想は季節調整済み年率換算で1350万台と前月比4.7％増加
だが、前年比では17.2％減少。供給の制限、特に世界レベルでの半導体不足が、2021年後半の自動車売上を妨げた主
な要因となった。
・給与計算代行のオートマティック・データ・プロセッシング＜ADP＞が12月の非農業部門の米民間雇用者数を発表。
コンセンサス予想は前月比36万人増。2021年の雇用者数は合計で540万人増となった（2020年は950万人減）。
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1月6日（木）
・食品メーカーのコナグラ・ブランズ＜CAG＞、酒類大手コンステレーション・ブランズ＜STZ＞、冷凍食
品メーカー持ち株会社のラム・ウェストン・ホールディングス＜LW＞、ドラッグストア・チェーン大手の
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス＜WBA＞が四半期決算を発表。
・ISMは12月の非製造業購買担当者景況指数（PMI）を発表。コンセンサス予想は66.9と、11月から2ポイ
ント低下。11月は、同統計が始まって23年で過去2番目に高い数値を記録している。
・米労働省が1月1日までの週の新規失業保険申請件数を発表。12月の週平均は19万9250件と、1969年10月
の統計開始以来最低となった。

1月7日（金）
・米労働統計局が12月の雇用統計を発表。非農業部門就業者数のエコノミスト予想は37万4000人増。（11
月は21万人増）。失業率の予想は前月から0.1ポイント低下の4.1％。就業者数の変化は、ここ4カ月のう
ち3カ月で、予想に対して平均34万3000人も下回っている。労働参加率は61.9％と、11月の61.8％から上
昇の見込み。
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今後の予定
【無料潮目Live】
1月7日（金）20時～

【プレミアム会員向け潮目対談】
1月11日（火）20時～





チェック：株価と
ポートフォリオ
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ダウ工業株30銘柄 1月6日(木)



ナスダック100上位銘柄株価 1月6日(木)



QQQJ 上位30銘柄の変化率（%） 1月6日(木)



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 1月6日(木)



個別銘柄（本格採用前及び撤退銘柄）の変化率（%）
1月6日(木)



ダウ工業株30銘柄 1月4日(火)



ナスダック100上位銘柄株価 1月4日(火)



QQQJ 上位30銘柄の変化率（%） 1月4日(火)



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 1月4日(火)



個別銘柄（本格採用前及び撤退銘柄）の変化率（%）
1月4日(火)



https://project.nikkeibp.co.jp/behealth/atcl/feature/00019/101200012/



国産手術支援ロボット「hinotori」は、巨人「ダヴィンチ」を凌げるか？
UBS証券の小池幸弘氏に聞く──手術支援ロボットの未来
森田 聡子＝ライター 2020.10.13
初の国産品である「hinotori サージカルロボットシステム」。
川崎重工業とシスメックスの共同出資により設立されたメディカロイド
小池幸弘氏 UBS証券調査本部株式調査部シニアアナリスト
手術支援ロボットの分野は現在、フロントランナーである米インテュイティ
ブサージカル社の「da Vinci Surgical System（以下、ダヴィンチ）」の独
擅場。
2018年末時点では世界で約5400台が販売され、日本ではその8％、約400台が
稼働しています。国内の普及状況をどうご覧になっていますか。
導入がなかなか加速しない理由としては、以下の3つが挙げられます。
第一にコストの問題。ダヴィンチの現在のフラッグシップモデルXiの販売価
格は約3億円、廉価版のXでも約2億円です。購入後も維持費がXi、Xともに年
間約1000万～2000万円かかります。
米国内での販売価格はXiが1億5000万円、Xが1億円ほどです。国内価格には、
輸入関税やインテュイティブサージカル社の日本拠点の人件費などのプレミ
アムが乗せられているのです。



2番目はダヴィンチのサイズ
ダヴィンチはもともと米国の医療現場を想定して開発されていますからロボ
ットアームも大きく、小柄で華奢な日本人の手術ではアーム同士が干渉する
場合があります。「サージョンコンソール」というコックピット部分もヘリ
コプターの操縦席ほどの広さがあります。米国は手術室が広いのでダヴィン
チを置いても他の手術を行うことができますが、狭い日本の手術室だとそれ
が難しく、手術室の稼働率に影響します。

3番目は日本特有の問題なのですが、公的医療保険の報酬制度によるもの
です。日本では公的保険を使った治療がメインで、その診療報酬が病院経営
を左右します。ロボット手術による加算が付かない手術であれば、病院側か
らすれば従来の術法である腹腔鏡手術や開腹手術のほうが経済的という判断
になります。そして現状、ダヴィンチを使った手術で加算が付与されるのは
前立腺と腎臓だけなのです。
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過去5日間
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過去1カ月
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年初来
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過去1年
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過去1年
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過去3カ月


