
下落相場で頭の中は？ア
ップル抜くのはテスラ？

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」
https://www.kawataamekabu.com/

2022年1月14日（金）現地1月13日(木）
チャンネル
登録！

資料ダウン
ロード可！
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資産形成に大切な考え方
「BUY AND FORGET」
（買って忘れよ）とは
2022年1月21日（金）20:00～21:00

ゲスト出演：株式会社 フィナンシャルリンクサービス
代表取締役 伊月 貴博 氏



伊月社長プロフィール
略歴

1987～2004年
新日本証券（現 みずほ証券）
トップセールスとしてリテールマーケットを開拓した後、
労働組合委員長、支店営業マネージャーを歴任

2004～2009年

AIGスター生命（現 ジブラルタ生命）
セールスマネージャーとして人材のスカウト、育成、コー
チングを通じた組織拡大を図る。そのかたわら、個人資格
としてMDRT成績資格会員を毎年取得

2009年～現在

（株）フィナンシャルリンクサービス 代表取締役
金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第463号
証券会社5社、生命保険会社7社と業務委託契約を結ぶ。さ
らに、丸の内アドバイザーズグループの専門家とファーム
を形成、アッパー層クライアントのゲートキーパーとなり、
総合資産管理・資産全体の最適化をコンサルティング
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アップルの時価総額が一時、3兆ドルを上回りました。そ
れを超える企業は出てくるでしょうか。

「一番可能性が高いのは『イーロン・マスク帝国』だ。
テスラや宇宙開発の米スペースXなどは従来の産業・社会
変革の枠を超え、地球・人間変革に取り組んでいる」

田中道昭氏
立教大学ビジネススクール（大学院ビジネスデザイン研
究科）教授や株式会社マージングポイント代表取締役社
長

ナスダック100の4.5％がテスラ



なぜ「Buy and Forget」か

弱気

相場

の

歴史



なぜ「Buy and Forget」か

強気

相場

の

歴史



メールマガジン配信中！



〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
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17日配信
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

＊＊＊目次＊＊＊
1.マーケット振り返り
2.今週のズバリ！
3.今週のピックアップ記事
4.投資のヒント
5.活動情報
6.質問コーナー

5．ちょっと一息「FAの視点」
ファイナンシャルアドバイザーの本
橋竜一氏が資産運用に関してお客様
からの質問に答えるコーナーです。

Q：資産運用を続けるための大切な
「心構え」はありますか？

A：「資産運用はマラソン？」



S&P500過去90年

景気後退期間

1969/12～1970/11

1973/11～1975/3

1980/1～1980/7

1981/7～1982/11

1990/7～1991/3

2001/3～2001/11



S&P500インフレ調整後

1968年12月 833.84

1982年7月 311.87

-62.5％

2000年4月 2,371.17

2009年3月 989.35

-58.3％

ニクソンショック
1971年8月

第一次オイルショッ
ク 1973年10月

景気後退期間



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
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



サロンの会員の皆さんへ

【お知らせ】「日経新聞読み合わせ」企画
【日時】 2022年1月15日（土）10:00～10:30（予定）

【要領】当日の朝刊をご購読の上、ご参加ください 電子版にご登録いただく他、コンビニで購入可能で
す。

●川田からひとこと
米国株式投資の知識を高めるには日経の読み込みが効果的です。逆にこの経済紙が読めなければメディア
やネットの評論家の話しもあまり理解できていないことになります。

日経新聞が読めるようになることは米国株式投資に限らず広く社会・経済全般への知識と興味が高まり一
生もののスキルになると思います。ここは自信があります。

そこで時間はかかるかもしれませんが、毎日コツコツ読めるところから読んでいけば時間の経過と共に理
解できる記事が増えるし読むスピードも速くなります。

ただし現実は日経を購読していない人が多いことも理解しています。読まずに私の話の聞き流しだけでは
その効用は限定的と思います。

今まで日経を購読されてない方もこの機会に是非一緒に学びましょう

16
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1面
「Fatigue」。シカゴで日本株を運用するRMBキャピタルの細水政和氏は、米国投資家からこの単語を頻繁に耳にするようになった。
疲れや関心の低下を意味する。

アベノミクスで生じた一時的な日本株への熱狂は倦怠（けんたい）に変わった。日本株運用者としてのキャリアに限界とリスクを
感じた細水氏は、欧州などの先進国株にも投資するファンドの運用を始めた。

地盤沈下の一因は上場企業の水ぶくれだ。

時価総額上位100社の創業からの「年齢」は日本は約80歳。デジタル時代の勝ち組が増えた60歳代の米欧や30歳未満の中国に比べて
老いている。新陳代謝が進む市場設計が急務だ。

「逆ピラミッドを変えなければ」。金融庁や有識者が議論を進めているのが、東証1部は水ぶくれしているのに新興市場は小さく未
公開株の取引はほぼない日本の市場構造だ。

米国は上場企業とは別に1万社以上の未公開企業の株式が取引され、有望ベンチャーへの投資も厚い。内部統制など負担が高まる上
場の前に成長段階に沿って資金調達できる構造が新陳代謝を支える。

リスクマネーを呼び込むため、国際金融都市構想では運用会社の誘致を急ぐ。リスク回避的な国内機関投資家がベンチャー投資な
どに取り組むことも望まれている。個人中心の新規株式公開（IPO）に機関投資家の参加を促す取り組みも必要と、課題は山積する。

東証の区分再編は改革の第一歩。手を緩めては市場も経済もよみがえらない。
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2面 米政権 滞る高官承認 SBIハゲタカではない 留学
生の入国 一部容認
3面 みずほ 社長交代前倒し
5面 成長の未来図 アビジット・バナジー氏 人間の豊
かさとはないか？「先週、ベッドから出たくない日があり
ましたか？」
7面 バイデン氏 後継育成急げ
8面 M＆A 助言業務 米銀が上位独占
13面 TSMC 設備投資5兆円
15面 注目テック識者に聞く
19面 新しい「修正」資本主義



【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10年国債金利（過去1年）
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マーケット概況
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米金融当局の中でもハト派の代表格であるブレイナードＦＲＢ理事が利上げに前向きな姿勢を示し、３月の利上げ
開始観測がますます強まりました。

フィラデルフィア連銀のハーカー総裁は年内に多ければ４回の利上げを実施することにも言及しましたが、データ
を見極める必要性も強調しました。

沈静化の兆し
2021年12月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）は前月比0.2％上昇と、予想（0.4％上昇）を下回る伸び。
エネルギーと食品の価格低下が指数を押し下げ、コスト圧力が和らぎ始めた可能性を示唆した。コアＰＰＩは前月
比0.5％上昇と、市場予想に一致した。サービスの価格は前月比で上昇したものの、ペースは鈍化。昨年の急激な
インフレが沈静化に向かう可能性が示唆された。

利回り上昇でも
ゴールドマン・サックス・グループのストラテジストらは、2022年末までに10年物米国債利回りが２％になると予
想し、現水準からの上昇は限られるとの見通し
将来利益の「割引率による成長株のバリュエーションへのリスクも限られる」

金融引き締めが経済成長を損なうとの懸念は成長株よりも、シクリカルなバリュー株により大きな打撃を与えるだ
ろうとも指摘した。
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米国株式市場は反落して取引を終えた。インフレや利上げを巡る米連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者らの発言を受
け、テクノロジー株を中心に利食い売りが出た。

第４・四半期決算シーズンが本格化するのを前に金利動向に敏感なグロース（成長）銘柄が市場全般をアンダーパ
フォームした。

この日は複数のＦＲＢ当局者が高インフレへの対応に関して発言。ブレイナード理事は３月に想定される量的緩和
の縮小（テーパリング）終了「次第」、ＦＲＢは利上げを開始できる態勢にあるとの認識を示した。

フィラデルフィア地区連銀のハーカー総裁も、ＦＲＢは３月にもゼロ金利政策を解除し、インフレ抑制に向け年内
は少なくとも３回の利上げを実施する可能性があるとの見方を示した。

シカゴ地区連銀のエバンス総裁ら他の当局者は一段の政策引き締めが必要になる可能性を示唆した。

「ブレイナード氏が何かしなければならないと言えば、それが実施されることになるだろう」と述べ、ＦＲＢ内で
進む方向性やスピードに関する議論の余地はあまり残っていないようだとの見方を示した。

ナスダック総合は前日までの３営業日で１．７％上昇していた。
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米共和党、大統領候補討論会への出席見送りか 公平性巡り懸念

米野党・共和党は１３日、大統領選候補者による討論会について、公平性を巡る懸念から、共和党の
候補者が将来的に大統領候補討論会委員会（ＣＰＤ）が運営する討論会に参加しない可能性があると
明らかにした。

共和党全国委員会（ＲＮＣ）のマクダニエル委員長はＣＰＤに宛てた書簡で、ＣＰＤが大統領候補に
よる討論会向けに公正な場を提供できるかどうか懸念があるとし、共和党の大統領候補が討論会に出
席しないことを確実にするため、党の規則改正を検討していると明らかにした。
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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



35

過去5日間



36

過去1カ月



37

年初来
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■ 今週の予定
1月10日（月）
・大麻の製造を行うティルレイ＜TLRY＞が2022年度第2四半期決算を発表。

1月11日（火）
・食品小売りのアルバートソンズ・カンパニーズ＜ACI＞が決算コンファレンスコールを開催。
・上院銀行委員が、2月に4年の任期を終えるパウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長の再任について、指名承認公
聴会を開催する。また、FRB副議長に指名されたブレイナード現FRB理事のについての公聴会は1月13に実施予定。
・全米独立企業連盟（NFIB）が、12月の中小企業楽観度指数を発表。コンセンサス予想は99.5と、11月から1ポイン
ト上昇。

1月12日（水）
・12月の消費者物価指数（CPI）発表。エコノミスト予想は前年同月比7.1％上昇（11月は同6.8％）と、1982年以来
最大の上昇率。食品とエネルギーを除くコアCPIは同5.4％上昇と11月を0.5％上回り、1991年以来最大の上昇率。FRB
はこれを一過性のものではないとしていることから、ウォール街を含む各所で大きな懸念となっている。
・米連邦準備制度理事会（FRB）が今年初のベージュブック（地区連銀景況報告）を発表。ベージュブックとは、12
の地区連銀が各地区の経済状況をまとめて年8回出す報告書。
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1月13日（木）
・航空大手デルタ航空＜DAL＞、台湾の半導体製造会社である台湾積体電路製造（TSMC）＜TSM＞が決算コ
ンファレンスコールを開催。
・12月の卸売物価指数（PPI）発表。コンセンサス予想は前月比0.4％上昇（11月は0.8％上昇）。食品と
エネルギーを除くコア指数は同0.5％上昇（11月は0.7％上昇）。
・米労働省が1月8日までの週の新規失業保険申請件数を発表。12月第1週の申請件数は50年以上ぶりに、
19万件を割り込んだ。

1月14日（金）
・第4四半期の決算発表が始まる。JPモルガン・チェース＜JPM＞、ウェルズ・ファーゴ＜WFC＞、シティ
グループ＜C＞の大手3行が取引開始前に決算発表。
・資産運用大手ブラックロック＜BLK＞、金融サービス会社のファースト・リパブリック・バンク＜FRC＞
が決算発表。
・12月のミシガン大学消費者景況感指数発表。コンセンサス予想は70.4で、12月からほぼ横ばい。同指標
は、新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）以降最高を記録2020年4月から約20％低い水準
にあるが、これは物価および住宅コスト上昇に対する消費者の懸念の現れによる。
・12月の小売売上高発表。コンセンサス予想は季節調整済みで前月比0.3％増、自動車を除いた数値も同
0.3％増の予想で、どちらの数値も11月からほぼ横ばい。
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TSMC、設備投資5兆円 今年4割増で最高 「2ナノ品」新工場建設

TSMCは設備投資を今年さらに拡大する

13日、2022年の設備投資額が最大440億ドル（約5兆円）に達すると発表。
21年比で4割強増え、過去最高額

5年前の17年比では4倍の水準になる。現在の最先端品より、さらに2世代
先の技術となる「2ナノ品」の新工場を年内に台湾で着工するなど、競争
優位性を一段と引き上げる狙いだ。

売上高、純利益がともに四半期ベースで過去最高を更新したと発表した。
売上高は前年同期比21%増の4381億台湾ドル（約1兆8000億円）、純利益は
16%増の1662億台湾ドルだった。

今期の見通しについて「22年の売上高は25～29%の増収になる見込みだ」。
その後の数年間も「年間売上高は15～20%増が続く」。



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13日(木)



ナスダック100上位銘柄株価 1月13日(木)



QQQJ 上位30銘柄の変化率（%） 1月13日(木)



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 1月13日(木)



個別銘柄（本格採用前及び撤退銘柄）の変化率（%）
1月13日(木)
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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3カ月
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シー

時価総額は約1110億ドル（約12兆7千億円）と、ピークの2021年10月から
半減。

巣ごもり銘柄の代表格として上昇してきたシーの株価の転機となったのが、
21年11月中旬の7～9月期決算発表だった。収益をけん引してきたゲーム事
業の利用者数が横ばいとなり、成長鈍化への懸念が強まった。もう一つの
主力事業であるネット通販も赤字解消のメドがたたない。

12月に入ると個別の要因に加えて、緩和相場の終わりが意識され、株価は
一段と下落した。アナリストのジェフリー・ハレー氏は「金利上昇によっ
て資本調達のコストが上がると判断され、テック株のもろさが露呈した」
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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


