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景気循環と株価の関係
1. 既に始まっている新しい10年
サイクル（中期循環）



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26日 昨年のパフォーマンスの反省会
by 大倉真博士

2月2日、9日
研究員報告「経産省資料から読み解くEV事
情」



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29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
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【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） 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25日（火）ゲストトーク（10時15分からスタジオで露口さ
ん）
2月22日（火）午前8時15分前後（電話で）

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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マーケット概況



米国10年国債金利（過去1年）
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米国株式市場＝下落、ＦＯＭＣ前に連日の乱高下

主要３指数が全て下落した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のタカ派姿勢の強まりや地政学的な緊張を受けて不透明感が高まる中、
一時は大幅に下げたが、午後の取引でやや持ち直した。

市場参加者らはインフレ抑制に向けた利上げ時期の手掛かりを探るため、２５─２６日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）声明や
パウエル議長の質疑応答に注目。

Ｓ＆Ｐ総合５００種は１月３日に付けた最高値を１０％超下回れば調整局面入りが確認されるが、この日はこの水準を９．２％下
回って終了。

投資家の不安心理を示すシカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティー・インデックス（恐怖指数、ＶＩＸ）は２０
２１年１月２９日以来の高水準で終了した。

ウクライナ情勢が投資家の警戒感を強めている。西側諸国は２５日、ロシアの侵攻に対する備えを強化した。米政権が欧州へのエ
ネルギー供給の維持について協議を進めたほか、バイデン米大統領はロシアのプーチン大統領に直接制裁を課すことを検討すると
表明した。

ウクライナ情勢の緊迫化で原油価格が上昇し、エネルギー株が買われた。

米企業の第４・四半期決算シーズンが本格化しており、これまでにＳ＆Ｐ総合５００種採用企業のうち７９社が業績を発表。リフ
ィニティブのデータによると、このうち８１％が市場予想を上回った。

ゼネラル・エレクトリック（ＧＥ）は６．０％安。第４・四半期決算は世界的なサプライチェーン（供給網）の混乱が続く中、減
収となった。

ＩＢＭは、前日に発表した決算が好感され５．７％高。
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パウエル議長のレガシーが懸かる－ＦＲＢのインフレ抑制への姿勢転換
景気後退招かずインフレ率２％目標への誘導は困難－ティム・ドイ氏
バランスシート圧縮は金融引き締まりで通常の利上げのように作用か

パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の１期目の４年間は、新型コロナウイルス禍の歴史的試練
から米経済を救う取り組みに特徴付けられる。議長の２期目とレガシーは、経済を過熱から救うことがで
きるかどうかに左右されるだろう。

新型コロナ感染拡大を受けてパウエル議長率いる当局が2020年に講じた金融市場の緊急支援策は、21年
の底堅い景気回復を後押しした。議長の機敏な対応は与野党から支持され、バイデン大統領から再任の指
名を受けることにもなった。

しかし今では、過度の高水準にあるインフレ率と、鈍過ぎると一部で受け止められている米金融当局
の対応によって、「こうしたレガシーは挑戦を受けている」とＳＧＨマクロ・アドバイザーズのチーフエ
コノミスト、ティム・ドイ氏は指摘。リセッションを引き起こさずにインフレ率を２％の目標に早期に誘
導するのは「困難だろう」と話した。
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CME FedWatch Toolによれば、市場は現在、明日の利上げの確率を5％
明日の金利変更はサプライズ

3月の会合での利上げはほぼ織り込み済み

FRBが政策決定を会合と同日に発表し始めた1994年まで遡ると、FRBが利下げを行った会合では、その前の
会合からの期間にS&P 500が平均0.54%下落。
金利が据え置きまたは引き上げられた場合、S&P 500は会合前までに平均して上昇。
12月の会合以降、S&P 500種指数は7%近く下落。



http://fred.stlouisfed.org/graph/?g=EAEz


マイクロソフト、10─12月売上高が予想上回る クラウド事業好調
第２・四半期（２０２１年１０─１２月）決算

第２・四半期（２０２１年１０─１２月）決算は売上高が市場予想を上
回った。コロナ禍を背景に拡大したオフィス勤務とリモートワークを組
み合わせた「ハイブリッド勤務」の増加を追い風にクラウドサービスに
対する需要が堅調となった。

売上高は５１７億３０００万ドルと、前年同期の４３０億８０００万ド
ルから増加、アナリスト予想５０８億８０００万ドルを上回った。

クラウドサービス「アジュール」を含む最大部門インテリジェントクラ
ウドの売上高は２６％増
業務用ソフト「オフィス３６５」などを手掛ける部門の売上高も１９％
増。

純利益は１８７億７０００万ドル（１株当たり２．４８ドル）
と、前年同期の１５４億６０００万ドル（同２．０３ドル）から増加。
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ナスダック総合

日中4％以上下落で引けはプラスの日
去に五回の事例
その後の3か月で5回のうち4回は下落
その平均下落率は7.9％



S&P500と10年債利回り2018年
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S&P500指数 、10年債利回り、●ジャクソンホール
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上昇率 3%以上

上昇率 2～3％

下落率 2～3％

下落率 3%以上



S&P500と10年債利回り2016年
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S&P500指数

10年債利回り

●ジャクソンホール
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S&P500と10年債利回り2015年
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S&P500指数 、10年債利回り、●ジャクソンホール
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ナスダック100
過去1年
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S&P500指数
過去1年



S&P5002021年
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ナスダック100
過去5年
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上昇率 3%以上

上昇率 2～3％

下落率 2～3％

下落率 3%以上
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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
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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



41

過去1カ月



42

年初来
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■ 今週の予定
1月24日（月）
・保険会社ブラウン・アンド・ブラウン＜BRO＞、油田開発サービス会社ハリバートン＜HAL＞、IT大手IBM＜IBM＞ 、オランダの医療機器・ヘルスケ
ア大手フィリップス＜PHG＞、銀行持ち株会社ザイオンズ・バンコープ＜ZION＞が四半期決算発表。
・IHSマークイットが1月の購買担当者景況指数（PMI）を発表。コンセンサス予想は、製造業PMIで56、サービス業PMIは54と、どちらも12月から低下。
両指標ともに2021年半ばに記録したピークから低下しているが、セクターの拡大を示す50は大きく超えている。

1月25日（火）
・今週は、2大ハイテク企業が相次ぎ決算発表。21日終値時点でナスダック総合指数は年初来マイナス13％となっていることからも決算に注目が集ま
る。IT大手マイクロソフト＜MSFT＞は取引終了後に、アップル＜AAPL＞は27日木曜日に決算発表を行う。
・化学・電気素材メーカー大手3M＜MMM＞、金融総合サービス大手アメリカン・エキスプレス＜AXP＞、穀物メジャーのアーチャー・ダニエルズ・ミ
ッドランド＜ADM＞、金融サービス持ち株会社キャピタル・ワン・ファイナンシャル＜COF＞、複合企業ゼネラル・エレクトリック＜GE＞、独立系資
産運用会社のインベスコ＜IVZ＞、医薬品・ヘルスケア製品大手のジョンソン・エンド・ジョンソン＜JNJ＞、軍事用航空機・宇宙関連機器大手のロ
ッキード・マーチン＜LMT＞、再生可能エネルギー大手のネクステラ・エナジー＜NEE＞、航空機関連機器メーカーのレイセオン・テクノロジーズ＜
RTX＞、半導体大手テキサス・インスツルメンツ＜TXN＞、通信大手ベライゾン・コミュニケーションズ＜VZ＞が四半期決算発表。
・S&Pコアロジックが、11月のケース・シラー住宅価格指数を発表。エコノミスト予想は前年同月比18％の上昇で、10から若干低下。予想通りなら、
12カ月連続で2桁上昇を記録することになる。

1月26日（水）
・製薬大手アボット・ラボラトリーズ＜ABT＞、大手医療保険会社アンセム＜ANTM＞、通信大手AT&T＜T＞、給与計算代行大手オートマチック・デー
タ・プロセッシング＜ADP＞、航空機大手ボーイング＜BA＞、医療機器メーカーのエドワーズ・ライフサイエンス＜EW＞、天然資源企業のフリーポー
ト・マクモラン＜FCX＞、防衛大手ゼネラル・ダイナミクス＜GD＞、半導体大手インテル＜INTC＞、日用品メーカーのキンバリー・クラーク＜KMB＞、
証券取引所運営会社ナスダック＜NDAQ＞、大手鉄道持ち株会社ノーフォーク・サザン＜NSC＞、ハードディスク・ドライブ大手シーゲート・テクノロ
ジー＜STX＞、企業向け業務管理ソフトウエアのサービスナウ＜NOW＞、電気自動車（EV）メーカーのテスラ＜TSLA＞が四半期決算発表。
・米連邦準備制度理事会（FRB）が連邦公開市場委員会（FOMC）後に金融政策を発表。政策金利はゼロ付近に据え置かれることが予想されているが、
FRBはここ3カ月、利上げの方向に傾きつつある。ウォール街は、3月のFOMCでの0.25ポイントの利上げ、今年中に0.25ポイントの利上げが合計4回あ
ることを織り込み済みである。
・米国勢調査局が12月の新築住宅販売件数を発表。コンセンサス予想は季節調整済み年率換算で76万2500戸と、11月から2.5％の増加。
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1月27日（木）
・たばこ・ワイン製造持ち株会社アルトリア・グループ＜MO＞、ケーブルテレビ大手コムキャスト＜
CMCSA＞、無線通信インフラ運営・リースのクラウン・キャッスル・インターナショナル＜CCI＞、計測装
置および医療機器メーカーのダナハー＜DHR＞、化学品大手のダウ＜DOW＞、紙・包装材メーカーのインタ
ーナショナル・ペーパー＜IP＞、クレジットカード大手マスターカード＜MA＞、ファストフードチェーン
大手マクドナルド＜MCD＞、飲食品メーカーのモンデリーズ・インターナショナル＜MDLZ＞、金融サービ
ス企業MSCI＜MSCI＞、防衛大手のノースロップ・グラマン＜NOC＞、鉄鋼メーカーのニューコア＜NUE＞、
サウスウエスト航空＜LUV＞、クレジットカード大手ビザ＜V＞が四半期決算発表。
・米商務省経済分析局が、2021年第4四半期の国内総生産（GDP）速報値を発表。コンセンサス予想は季節
調整済み年率換算で5.6％増（2021年第3四半期は2.3％増）。

1月28日（金）
・建設機械メーカー大手キャタピラー＜CAT＞、ケーブルテレビ・携帯電話サービスのチャーター・コミ
ュニケーションズ＜CHTR＞、石油大手シェブロン＜CVX＞、消費財メーカーのコルゲート・パルモリブ＜
CL＞、大手エネルギー会社フィリップス66＜PSX＞、ノースフェイスなどのブランドを有する国際的アパ
レル企業VFコーポレーション＜VFC＞、総合林産企業ウェアハウザー＜WY＞が四半期決算発表。

2月2日（水） IDXX 
2月10日（木） ゼブラ（ZBRA）



2022年2月1日（火）収録予定







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25日(火)



ナスダック100上位銘柄株価 1月25日(火)



QQQJ 上位30銘柄の変化率（%） 1月25日(火)



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 1月25日(火)



個別銘柄（本格採用前及び撤退銘柄）の変化率（%）
1月25日(火)
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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














