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毎週水曜日
8時オンライントーク

駆け込み寺なの？



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3月5日（土）10:00～10:45（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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リーダー
2/19本橋→2/26大倉→3/5熊倉→3/12?→3/19



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
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「永遠の青年」などいない！https://www.youtube.com/watch?v=ao65Ao9jFR8



本日のトピックス
朝会

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

日経CNBC
3月9日（水）午前8時15分前後（電話）
3月29日（火） スタジオ出演（直居・聞き手/露口）

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5年）
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マーケット概況
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ウクライナ情勢を巡る警戒感が続く中、テスラやアマゾン・ドット・コ
ムなどグロース（成長）株が売られ、ナスダック総合を圧迫。

テスラは４．６％、アマゾンは２．７％、それぞれ下落。
Ｓ＆Ｐ５００グロース指数は１．１％安となった。バリュー指数は０．
１％高。

スーパーマーケットチェーン大手のクローガーは１２％近く急伸。年間
の既存店売上高と利益について強気の見通しを示した。

戦争と金融政策
パウエル議長は、上院銀行住宅都市委員会の公聴会「情勢は極めて不確
実であり、その不確実性をさらに強めることをわれわれは望んでいな
い」「われわれは判断を下す上で警戒を怠らず、機敏でなければならな
い」と述べた。



15

先週の新規失業保険申請件数は 21.5(予:22.5)万件。10-12 月期の非農
業部門労働生産性。(確定値)は前期比年率+6.6(予:+6.7)%。
ｲﾗﾝ核合意が近くまとまる可能性
WTI:一時 2008 年以来となる 116 ﾄﾞﾙ台→106 ﾄﾞﾙ台半ばまで下落。
ﾊﾈｳｪﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ(ｺﾝｸﾞﾛﾏﾘｯﾄ)や堅調な決済取扱高を発表したﾋﾞｻﾞが買われ
る。
PMI(確定値)は 56.5(予:56.7)。10 時、2 月の ISM 非製造業景況指数は
56.5(予:61.1)。

12 時半過ぎ、ﾛｼｱとｳｸﾗｲﾅが 3 回目の停戦交渉開催で合意。

翌日に雇用統計の発表を控え、IT 株中心に売り優勢となり、ﾀﾞｳは再びﾏ
ｲﾅｽ圏での推移に。



ナスダック100の大幅下落（1985-2022）
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■ 過去の急落局面

1. 2000年3月～2002年10月 ：-82.9% ITバブル

2. 2007年10月～2008年11月：-53.7% サブプライムショック

3. 2015年11月～2016年2月 ：-16.3% 景気後退懸念

4. 2018年8月～2018年12月 ：-22.9% 景気後退懸念

5. 2020年2月～2020年3月 ：-28.0% コロナショック

6. 2021年11月～2022年2月 ：-18.5% ウクライナ侵攻
（2/23）
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最悪の事態であるスタグフレーションの兆候は、インフレ指数連動国債（TIPS）市場に現れてい
る。
5年物TIPSの利回りである実質利回：週初めのマイナス1.04%から24日にはマイナス1.26%に急落→今後の経済成長の鈍化
を連想。
ブレーク・イーブン・インフレ率（5年物利付国債とTIPSの流通利回りとの差）は2.89%から3.13%に上昇。将来のインフ
レ率の上昇。
今後3年間のインフレ予想が3.5%であっニューヨーク連銀の消費者調査などの各種調査と一致。
原油価格の高騰と供給不足、さらに2月17日のアトランタ連銀が公表するGDPナウの予想では第1四半期の成長率が1.3％に
下方修正されたことを考えれば、このスタグフレーションという結末はさほど意外ではない。
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コモディティー価格は時に景気後退の前に急騰するが常時そうなるとは限らない

景気後退
ブルームバーグ商品指数

ブルームバーグ商品スポット指数で代用した幅広い商品価格。
1973年からの景気後退、1979年からの景気後退、2007年からの景気後退という3つの
顕著な商品価格上昇の後には、景気後退が起きている。
1973年からの景気後退、1979年からの景気後退、2007年からの景気後退である。
他の1つの大きな商品価格の上昇（世界金融危機からの回復）は景気後退を伴わず、
より穏やかな商品価格の上昇（価格は過去最高水準より低くなった）は2001年の景
気後退を予兆するものであった。また、商品価格の大幅な上昇を伴わない不況もい
くつかある。



商品需要は、他の消費形態に比べて弾力性が低い（つまり価格に対する
感応度が低い）傾向

直感的には、商品価格の高騰が経済の他の部分から需要を吸い上げ、総
需要に問題を生じさせることは理にかなっている。

また、商品価格の高騰は中央銀行（米連邦準備制度理事会など）の金融
引き締めを、経済が対応できる速度よりも速く行うように仕向ける可能
性

その「誘発された」不況は、1970年代と2007-2009年の不況の良いモデル、
商品価格そのものから因果関係の連鎖を一歩下ったものである。

つまり、商品価格高騰に基づく引き締めに吸い寄せられない辛抱強いFRB
は、不況を誘発することを回避できるのである。



利上げ局面と政権（1990年以降）

利上げ回数と幅 大統領 FRB議長

1994年2月～95年2月 7回、3％ クリントン
グリーンス

パン

与党・民主党が94年11月の中間選挙で上下両院の過半数失う

1997年3月 1回、0.25％ クリントン

99年6月～2000年5月 6回、1.75％ クリントン

04年6月～06年6月 17回、4.25％
ブッシュ

（43代）

グリーンス

パン→バー

ナンキ

ブッシュ氏が04年11月の選挙で再選

15年12月～18年12月 9回、2.25％
オバマ→ト

ランプ

イエレン→

パウエル

22年？ ？ バイデン パウエル

大統領名の太字は選挙直前に利上げがあった例

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


10年債—2年債金利（1977以降）
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景気後退

1.839％—1.524％
＝0.315％
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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
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過去1カ月
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年初来
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■ 今週の予定
2月28日（月）
・コンピューター機器大手HP＜HPQ＞、電気自動車（EV）のルーシッド・グループ＜LCID＞、多角事業エ
ネルギー会社ワンオーク＜OKE＞、無線通信インフラ企業SBAコミュニケーションズ＜SBAC＞、企業向け
人事・財務ソフトウエア会社ワークデイ＜WDAY＞、オンライン会議サービスのズーム・ビデオ・コミュ
ニケーションズ＜ZM＞が四半期決算発表。
・米サプライ管理協会（ISM）が2月のシカゴ購買部協会景況指数（シカゴPMI）を発表。予想値は63と、
1月を2ポイント下回る。

3月1日（火）
・自動車部品小売りチェーンのオートゾーン＜AZO＞、カナダの大手銀行のノバスコシア銀行＜BNS＞、
コンピューター・IT大手のヒューレット・パッカード・エンタープライズ＜HPE＞、パッケージ食品メー
カーのホーメル・フーズ＜HRL＞、ディスカウント小売り大手ロス・ストアーズ＜ROST＞、顧客管理ソフ
トウエア大手のセールスフォース・ドット・コム＜CRM＞、大手小売りチェーンのターゲット＜TGT＞が
決算発表。
・石油大手シェブロン＜CVX＞が2022年投資家向け説明会を開催。
・バイデン大統領が一般教書演説を行う。
・ISMが2月の製造業購買担当者景況指数（PMI）を発表。エコノミスト予想は57.8と、1月からほぼ横ば
い。同指数は20カ月連続で50を上回っており、国内の製造業セクターが拡大していることを示している。



34

3月2日（水）
・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1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41万人増（1月は予想に反して同30万1000人減となった）。
・ディスカウント・ストアのダラー・ツリー＜DLTR＞、ID管理サービスのオクタ＜OKTA＞、ビッグデータの保管・分析を手掛ける
スノーフレーク＜SNOW＞、ビッグデータ分析会社スプランク＜SPLK＞、ライフサイエンス向けソフト開発のヴィーバ・システムズ
＜VEEV＞が四半期決算発表。
・大手銀行シティグループ＜C＞、石油大手エクソンモービル＜XOM＞が年次投資家向け説明会を開催。
・連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長は、下院の金融サービス委員会で、半期に一度行われる金融政策報告について証言を行う。
翌3日には、上院銀行委員会で証言を行う。
・石油輸出国機構（OPEC）と非加盟の主要産出国で構成されるOPECプラスがビデオ会議で開催される。国際原油相場の代表的な指
標であるブレント原油先物は一時、2014年以来となる1バレル100ドルの節目を上回ったにも関わらず、OPECプラスの産油量の拡大
は日量1日40万バレルと小幅に止まっている。

3月3日（木）
・家電量販大手ベスト・バイ＜BBY＞、半導体大手ブロードコム＜AVGO＞、医療器具メーカーのクーパー・カンパニーズ＜COO＞、
会員制量販店チェーンのコストコ・ホールセール＜COST＞、スーパーマーケットチェーン大手のクローガー＜KR＞、半導体メーカ
ーのマーベル・テクノロジー・グループ＜MRVL＞、カナダの銀行大手のトロント・ドミニオン銀行＜TD＞が決算コンファレンスコ
ール開催。
・通信大手ベライゾン・コミュニケーションズ＜VZ＞が2022年の投資家向け説明会を開催。
・ISMは2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61と、1月から1ポイント上昇。

3月4日（金）
・アップル＜AAPL＞が年次株主総会をバーチャルで開催。
・米労働統計局が2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前月比38万5000人増（1月は同46万7000人増と、
15万5000人増の予想を大きく上回った）。



2022年3月1日（火）収録済



今後の予定
【プレミアム会員向け潮目対談】
3月8日（火）レポートあり、対談
無し









チェック：株価と
ポートフォリオ

40



ダウ工業株30銘柄 3月3日(木)



ナスダック100上位銘柄株価 3月3日(木)



QQQJ 上位30銘柄の変化率（%） 3月3日(木)



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 3月3日(木)



本格採用前→「バロンズ」ラウンドテーブル他
3月3日(木)
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1 Ticker Company 推奨者 概要 業種

2 DE Deere トッド・アールステン 農機メーカー 資本財

3 FISV Fiserv トッド・アールステン 旧来型決済サービス テクノロジー

4 MA Mastercard トッド・アールステン クレジットカード決済サービス テクノロジー

5 ADBE Adobe トッド・アールステン 文書・画像処理ソフト大手 テクノロジー

6 AMAT Applied materials トッド・アールステン 半導体製造装置メーカー テクノロジー

7 DHR Danaher トッド・アールステン 計測装置および医療機器メーカー ヘルスケア

8 MSCI MSCI ヘンリー・エレンボーゲン株価指数の作成 金融

9 JBHT J.B. Hunt Transport Servicesヘンリー・エレンボーゲン物流 資本財

10 WRBY Warby Parker ヘンリー・エレンボーゲンアイケア製品を販売するオムニチャネルの小売業者一般消費財

11 MTN Vail Resorts ヘンリー・エレンボーゲンリゾート施設運営 一般消費財

12 SHOP Shopify ヘンリー・エレンボーゲンネットショップ設立プラットフォーム提供 テクノロジー

13 MSGS Madison Square Garden Sports マリオ・ガベリ スポーツエンターテイメント持株会社 コミュニケーション・サービス

14 CNHI Cnh Industrial マリオ・ガベリ 特殊車両メーカー 資本財

15 DAN Dana マリオ・ガベリ 自動車部品メーカー 一般消費財

16 GPC Genuine Parts マリオ・ガベリ 自動車交換部品流通・販売 一般消費財

17 DRQ Dril-Quip マリオ・ガベリ 海洋堀削・生産機器メーカー エネルギー

18 HAL Halliburton マリオ・ガベリ 油田開発サービス エネルギー

19 DLTR Dollar Tree メリル・ウィットマー ディスカウントストア・チェーン 一般消費財

20 BAP Credicorp ルパール・バンサリ ペルーの金融持株会社 金融

21 BIDU Baidu ルパール・バンサリ インターネット検索エンジン コミュニケーション・サービス
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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
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クレーンシェアーズ・グローバル・カーボンETF＜KRBN＞
は気候変動対策で恩恵
排出量取引の魅力高まる 「キャップ・アンド・トレード」＝排出量取引制度。
キャップ＝個々の企業が排出する二酸化炭素の量を制限、上限を超えた企業は排出量の少ない企業から超過分の排
出権を購入。上限は次第に低下＝二酸化炭素排出権の供給減＝排出権の価格上昇→排出企業は事業の変革か新技術
の開発に迫られる
排出量取引制度：10年以上前から存在も乏しい需要、激しい価格変動、低い流動性で低迷。

KRBN
2020年7月設定
欧米の主要炭素排出権市場で最も取引高が多い先物を保有。
トン当たり37ドルという加重平均二酸化炭素排出権価格を反映。

OECD推定：2050年までに二酸化炭素排出ネットゼロを達成＝排出権価格を2030年までにトン当たり147ドルに

もし排出権価格が上昇すればエネルギー使用量の多い企業に悪影響を与え、全ての人の生活コストが上昇
このETFは排出権市場追加が可能＝より分散されたポートフォリオ。
英国市場が11月に追加される見込みで、韓国とニュージーランドにも注目。
中国は7月に排出権取引市場を立ち上げており、いずれ世界最大の排出権市場になる可能性がある。抑制すべき二
酸化炭素ははるかに多く、得られる上値余地もはるかに大きい。
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「原油価格とカーボンプライスは逆相関だと。原油価格高騰ならグリーン
エネルギーへのニーズが増える。→カーボンオフセットへのニーズが減
る。」という
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Newsweek Mar8「プーチンがウクライナの次に狙う標的」
気の毒なウクライナ。プーチンや多くのロシア人は、ロシア人とウクライナ人を同一の民族と見なしている。
ロシア人は「大ロシア人」、ウクライナ人は「小ロシア人」、ベルラーシは「白ロシア人」。

ウクライナは全体主義国家ロシアの傀儡政権に戻るか、ロシアが支配する東半分と政治的に中立の西半分に分割される可能性が高い。

ウクライナの人々は40年前のアフガニスタンのように武装闘争を続け、最終的にはロシアを打ち負かすと主張する。だが、欧州の心臓部でゲ
リラ戦を展開するのは現実的ではなく、人的被害も膨大なものになる。

ロシアの次の出方によっては、1945年に米国が打ち立て、1991年のソ連崩壊後も続いてきたルールに基づく国際秩序を弱体化させ、破壊しか
ねない。

プーチンは欧米との文明の衝突を1つのパイを取り合うゼロサムゲームと捉えている。プーチンが一貫して目指してきたのは、世界3大強国の
1つにふさわしい地位をロシアが回復すること。ウクライナ侵攻は欧米のロシア支配を防ぎ、ロシアの力と偉大さを回復するために必要な義
務的措置なのだ。

ウクライナ侵攻で欧米からどんな制裁を受けようと、次はバルト3国を徐々に不安定化しようとするだろう。プーチンは欧米の個人主義を敵
視する哲学の信奉者だ。専門家はこのロシア特有の反欧米的哲学をユーラシア主義と呼ぶ。プーチンはユーラシア・ナショナリズムの熱烈な
信奉者であり、欧米の規範を見下している。

プーチンは１つの世界観に基づき、戦略上の目標を見据えて外交を行ってきた。プーチンの戦略は次の4つの大きな要素で構成されている。
(1)プーチンは国際関係をゼロサムゲームと見なしていて、ある国が利益を得るためにはほかの国が犠牲を払わなければならないと考えてい
る。(2)ロシアの影響力圏を西方に拡大させたいと考えている。(3)NATOの弱体化を一貫して目指してきた。(4)ロシアを世界の大国の座に復
帰させたいと考えている。

はっきりしているのは、プーチンと欧米の世界観や戦略目標が相いれないというものだ。欧州が大規模な戦争の戦場になるリスクは、1945年
に第二次世界大戦が終わって以降で最も高くなっている。プーチンのウクライナ侵攻により、1991年のソ連崩壊後に形づくられた国際秩序は
崩れ去った。世界は再び20世紀後半の冷戦期のような二極化の時代に戻ろうとしている。プーチンはロシア皇帝のようになりたがっている。
将来の歴史書に、「ロシアの領土を統合した偉大な人物」と書かれることが、彼の野望だ。一方、ロシアのウクライナ侵攻が失敗に終われば、
プーチンを支えてきたシロビキ（治安・国防関係者）は自分たちの地位と利権を守るために、プーチンに退位を迫り、200年前のナポレオン
のような島流しにあうかもしれない。そうなれば、今回のエルバ島は北方領土かもしれない。


