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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？ 



水曜サロン今後の予定 
3月9日 
1985年9月のプラザ合意を題材にした
『通貨烈烈(朝日文庫) 』 1992/12/1 
船橋 洋一(著)を使って当時を振り返
る。ロシアのウクライナ侵攻もプラザ
合意と同様に歴史の分岐点になるだろ
う。しっかり勉強したい。 



水曜サロン今後の予定 
3月16日以降 
 
＊研究員報告 
バークシャー・ハサウェ
イ.B 
 
＊友情出演、ヘッジファン
ドの動向 
 



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12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 
2/26大倉（経済学博士） 
→3/5熊倉（無類の読書家） 
→3/12直居（日経CNBC解説委員長） 
→3/19廣田（IFA) 



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） 
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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マーケット概況 



米国10年国債金利（過去5年） 
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３月８日、米国株式市場は荒い値動きの中、続落して取引を終えた。急速なペースで展開するウクラ
イナ危機を巡る状況を評価する動きが背景。 
 
前日には大幅続落し、ナスダック総合の弱気相場入りが確認されていた。 
 
バイデン米大統領は８日、ロシア産の原油や天然ガス、石炭の輸入を禁止すると表明した。ウクライ
ナに侵攻したロシアに対する圧力を高める。 
 
ジョンソン英首相も８日、ロシアからの原油と石油製品の輸入を段階的に削減し、２０２２年末まで
に完全に停止すると発表した。 
 
この日はディフェンシブセクターの下げが目立った。主要消費財は２．６％安、ヘルスケアは２．
１％安、公益事業は１．６％安。 
 
テスラ、メタ・プラットフォームズ、アルファベットなどグロース（成長）株は上昇し、Ｓ＆Ｐ総合
５００種を下支えした。 
 
エネルギーセクターは１．４％続伸した。 
北海ブレント先物原油が１バレル＝１３０ドルを上回り、インフレ加速や世界経済への影響を巡る懸
念が高まっている。米ガソリン価格は８日、過去最高を記録した。 
 
重機大手・キャタピラーは６．８％上昇。 
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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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2007年以降の下降局面 

56.78％ 

15.99％ 

19.39％ 

14.16％ 

19.78％ 33.92% 

13.4％ 

出所：TradingView提供のチャートを基にエグゼトラスト株式会社作成 

※SPDR S&P 500（ベンチマークS&P 500 指数） 

「成長鈍化の恐怖」
世界金融危機以降で
は2010年、2011年、
2015年、2018年の4回。
4回の平均は147日間
続き、S&P500の下落
率の中央値は17.3％。 
株価は底打ち後の最
初の5日間で6.5％、
その後の6カ月間で
24％上昇。 
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開始 下落終了 下落率 経過日数  底打ち   経過日数  -20％脱出まで      1週間  1か月    3か月   6か月  1年後 

20％ 到達                 20％到達後のパフォーマンス 
3月7日（月）の急落で、ナスダック弱気相場 



ナスダック100の大幅下落（1985-2022） 
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 (2000/3/27) 
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 (2002/10/7) 

2,238.98 

 (2007/10/31) 

1,036.51 

 (2008/11/20) 

4,719.05 

 (201511/3) 

3,947.80 

 (2016/2/9) 

5,899.35 

 (2018/12/24) 

7,654.55 

 (2018/8/31) 

■ 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3月  ：-19.9% ウクライナ侵攻
（2/23） 

 

9,718.73 

 (2020/2/19) 

6,994.29 

 (2020/3/20) 

16,573.34 

 (2021/11/19) 

13,319.38 

(2022/3/8) 

-19.9％ 
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2年債 

10年債 



10年債—2年債金利（1977以降） 
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景気後退 

1.840％—1.601％
＝0.239％ 

利上げ期待が着実に後退する一方で、物価の高騰が消費者の実質購買力を低下させていることから、経済の成長見通しも低下。FRB高官が
推定する長期中立金利が2.5％であるのに対し、CMEフェドウォッチのサイトによれば、先物市場はFF金利が来年1.75％〜2％で頭を打つと
予想。株価の下落、国際商品相場の高騰、イールドカーブのフラット化の全てが、最善とは言い難い世界へと向かいつつあることを示し
ている。 
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S&P500指数 物価調整後の株価過去90年 
1968年12月から1982年7月までの10数年の間にS&P500指数の実質的な購買
力は6割以上も減少しました。右側の赤い丸で囲った時期は金融危機時の
下落です。当時のS&P500指数は最大で56％下落したので、物価調整後の
下落率（58.3％）と大差ありません。 
 
今回の物価上昇は、短期の供給制約がもたらす一時的な物価高だと楽観
的に捉えています。 
 
直近のマーケットでは物色対象がグロースからバリュー銘柄へシフトし
ています。しかし、多くの投資家が経験していない高い上昇率のインフ
レーションと、それが株式価値を大きく毀損した事実は頭の片隅に置い
ておくのがいいと思います。 



28 



29 http://www.spindices.com/indices/equity/sp-500 

S&P500の業種別構成比（%） S&P500時価総額トップ10 
（2022年2月末時点） （2022年2月末時点） 
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銘柄名 業種

アップル (AAPL) テクノロジー

マイクロソフト (MSFT) テクノロジー

アマゾン・ドット・コム（AMZN） 一般消費財

アルファベットA（GOOGL） 通信サービス

アルファベットC（GOOG) 通信サービス

テスラ 一般消費財

エヌビディア テクノロジー

バークシャー・ハサウェー (BRK-B) 金融

メタ・プラットフォームズ 通信サービス

ユナイテッドヘルス ヘルスケア



S&P500エネルギーセクター指数/原油価格 1990年以降 

S&P500エネルギーセクター指数/原油価格 直近1年 

原油価格100ドル以上 

直近レベル 

エネルギーセクターは原油価格の上昇により
マージンが拡大し利益増加。 
→EPS向上、より多くのキャッシュを株主に
還元。 
 
原油はこの1ヶ月で15.3％上昇。しかしエネ
ルギーセクターはわずか2.7％の上昇。 
 
エネルギー株と原油価格 
直近0.52、1990年以降では0.59。 
 
エネルギーセクターの原油に対する比率は
5.3。 
中央値6.4 (1990年以降)。 
 
前回原油が1バレルあたり100ドルを超えた時
期は2011年から2014年の間 ほぼ現在の水準
で推移。 
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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 



37 

年初来 
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■ 今週の予定 
3月7日（月） 
・FRBが1月の消費者信用残高を発表。コンセンサスでは200億ドル増加し、過去最高の4兆4400億ドルになると予想さ
れている。消費者信用残高は2020年にわずかに減少した後、2021年は5.9％増加した。 
 
3月8日（火） 
・スポーツ・フィットネス用品販売のディックス・スポーティング・グッズ＜DKS＞と汎用データベース・プラット
フォーム開発のモンゴDB＜MDB＞が決算発表。 
・全米独立企業連盟（NFIB）が2月の中小企業楽観度指数を発表。コンセンサス予想は 97.4 と1 月とほぼ同じ。販
売価格を引き上げる中小企業経営者の割合は1974年以降で最高となり、原材料価格と従業員の賃金上昇分を転嫁しよ
うとしている。 
 
3月9日（水） 
・食品大手キャンベル・スープ＜CPB＞、セキュリティー対策ソリューションを提供するクラウドストライク・ホー
ルディングス＜CRWD＞、カナダの資源採掘権投資会社フランコ・ネバダ＜FNV＞の3社が四半期決算発表。 
・アナログ半導体メーカーのアナログ・デバイセズ＜ADI＞、自動車部品・セキュリティーシステム大手のジョンソ
ン・コントロールズ・インターナショナル＜JCI＞、半導体大手のクアルコム＜QCOM＞、電子部品メーカーのTEコネ
クティビティ＜TEL＞、娯楽・メディア大手ウォルト・ディズニー＜DIS＞が年次株主総会を開催。 
・米労働統計局（BLS）が求人離職統計（JOLTS）発表。エコノミスト予想では、1月末時点の求人件数は1110万件
と、12月から20万件近く増加。この予想が正しければ、昨年7月と10月に記録した過去最高の求人件数に並ぶ。 



39 

3月10日（木） 
・複合企業ゼネラル・エレクトリック（GE）＜GE＞が2022年投資家説明会を開催。ラリー・カルプ最高経
営責任者（CEO）が、GEの2022年の見通しと、コングロマリットであるGEの運命を好転させる計画につい
て説明する予定。GEの株価は過去1年間で18％下落している。 
・電子署名ソフトウエアのドキュサイン＜DOCU＞、中国最大の小売企業JDドットコム（京東集団）＜JD
＞、企業向けソフトウエア大手オラクル＜ORCL＞、EVトラックメーカーのリビアン・オートモーティブ＜
RIVN＞、化粧品小売りチェーンのアルタ・ビューティー＜ULTA＞が決算コンファレンスコールを開催。 
・オークションサイト運営のイーベイ＜EBAY＞と信用格付け会社ムーディーズ＜MCO＞が年次投資家向け
説明会を開催。 
・BLSが2月の消費者物価指数（CPI）を発表。コンセンサス予想では、前年同月比7.8％上昇（1月は同
7.5％上昇）。変動が大きい食品とエネルギーを除くコアCPIは同6.3％上昇（1月は同6％上昇）。両指数
とも直近のピークを上回り、40年ぶりの高水準となる。ロシアのウクライナ侵攻をきっかけに、小麦や原
油など多くのコモディティーが急騰しており、物価上昇は当面続く。 
 
3月11日（金） 
・通信大手AT&T＜T＞がバーチャルで投資家・アナリスト向け説明会を開催。懸案のメディア子会社ワー
ナーメディアのスピンオフ（分離・独立）完了後にAT&Tに残る通信事業の財務見通しについて説明を行
う。 
・3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64で、2月より1ポイントほど高い。 



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 
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ダウ工業株30銘柄    3月8日(火) 



ナスダック100上位銘柄株価   3月8日(火) 



QQQJ 上位30銘柄の変化率（%） 3月8日(火) 



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 3月8日(火) 



本格採用前→「バロンズ」ラウンドテーブル他 
3月8日(火) 
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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  



53 

過去1カ月 



54 

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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『サピエンス全史』のユヴァル・ノア・ハラリ氏、ウクライナ侵攻を受けてガーディアン紙に緊急寄稿。全文公開！ 
 
ユヴァル・ノア・ハラリ 
 
2022.03.04 
著作累計が3,500万部を突破した世界的歴史学者・哲学者のユヴァル・ノア・ハラリ氏は、2022年2月28日付の英国ガーディアン紙に「プーチンは負けた――ウラジーミル・プーチンがすでにこの戦争に敗
れた理由（原題:Why Vladimir Putin has already lost this war）」と題した記事を寄稿しました。 
当社では、ハラリ氏著作を訳した柴田裕之氏の翻訳による記事全文を、ハラリ氏の了解を得て、緊急特別全文公開いたします。 
現代における「知の巨人」が、今世界で最も注目されているプーチンとロシア、そしてウクライナについて何を語るのか、是非ご高読下さい。 
 
2022年2月28日 ガーディアン紙 
プーチンは負けた――ウラジーミル・プーチンがすでにこの戦争に敗れた理由 
（原題:Why Vladimir Putin has already lost this war） 
記事全文 
ユヴァル・ノア・ハラリ＝著 
（歴史学者・哲学者。世界的ベストセラー『サピエンス全史』、『ホモ・デウス』、『21 Lessons』著者） 
 
 開戦からまだ1週間にもならないが、ウラジーミル・プーチンが歴史的敗北に向かって突き進んでいる可能性がしだいに高まっているように見える。彼はすべての戦闘で勝っても、依然としてこの戦争で
負けうる。ロシア帝国を再建するというプーチンの夢は、これまで常に噓を拠り所としてきた。ウクライナは真の国家ではない、ウクライナ人は真の民族ではない、キエフやハリコフやリヴィウの住民は
ロシアの支配を切望している、とプーチンは言う。だが、それは真っ赤な噓で、ウクライナは1000年以上の歴史を持つ国家であり、キエフはモスクワがまだ小さな村でさえなかったときに、すでに主要都
市だった。ところが、ロシアの独裁者プーチンは、この噓を何度となく口にするうちに、自らそれを信じるようになったらしい。 
 
 プーチンはウクライナ侵攻を計画していたとき、既知の事実の数々を当てにしていた。彼は、ロシアが武力でウクライナよりも圧倒的優位に立っていることを知っていた。北大西洋条約機構（NATO）が
ウクライナに援軍を派遣しないだろうことを承知していた。ヨーロッパ諸国はロシアの石油と天然ガスに依存しているので、ドイツなどの国々が厳しい制裁を科すのを躊躇するだろうこともわかってい
た。彼はこれらの既知の事実に基づき、ウクライナを急襲して政府を倒し、キエフに傀儡政権を打ち立て、西側の制裁を乗り切る腹だった。 
 
 しかし、この計画には大きな未知数が一つあった。アメリカがイラクで、旧ソ連がアフガニスタンでそれぞれ学んだとおり、一国を征服するのは簡単でも、支配し続けるのははるかに難しいのだ。自分
にはウクライナを征服する力があることを、プーチンは知っていた。だが、ウクライナの人々が、ロシアの傀儡政権をあっさり受け容れるだろうか？ プーチンは、受け容れるほうに賭けた。なにしろ、
聞く気のある人になら誰にでも執拗に繰り返したとおり、ウクライナは真の国家ではなく、ウクライナ人は真の民族ではないというのが、彼の言い分なのだから。2014年、クリミアの人々はロシアからの
侵入者にほとんど抵抗しなかった。それなら、2022年にもそうならない道理など、どうしてありえようか？ 
 
 ところが、日が経つにつれて、プーチンの賭けが裏目に出たことがますます明らかになってきている。ウクライナの人々は渾身の力を振り絞って抵抗しており、全世界の称賛を勝ち取るとともに、この
戦争にも勝利しつつある。この先、長らく、暗い日々が待ち受けている。ロシアがウクライナ全土を征服することは、依然としてありうる。だが、戦争に勝つためには、ロシアはウクライナを支配下に置
き続けなければならないだろう。それは、ウクライナの人々が許さないかぎり現実にはならない。そして、その可能性は日に日に小さくなっているように見える。 
 
 ロシアの戦車が1台破壊され、ロシア兵が1人倒されるごとに、ウクライナの人々は勇気づけられ、抵抗する意欲が高まる。そして、ウクライナ人が1人殺害されるたびに、侵略者に対する彼らの憎しみが
増す。憎しみほど醜い感情はない。だが、虐げられている国々にとって、憎しみは秘宝のようなものだ。心の奥底にしまい込まれたこの宝は、何世代にもわたって抵抗の火を燃やし続けることができる。
プーチンがロシア帝国を再建するためには、あまり流血を見ずに勝利し、あまり憎しみを招かないような占領につなげる必要がある。それなのにプーチンは、ますます多くのウクライナ人の血を流すこと
によって、自分の夢が実現する可能性を自ら確実に消し去っている。ロシア帝国の死亡診断書に死因として記される名前は、「ミハイル・ゴルバチョフ」ではないだろう。それは「ウラジーミル・プーチ
ン」となるはずだ。ゴルバチョフはロシア人とウクライナ人が兄弟のように感じられる状況にして舞台を去った。プーチンは逆に、両者を敵同士に変え、今後ウクライナが自国をロシアと敵対する存在と
して認識することを確実にしたのだ。 
 
 突き詰めれば、国家はみな物語の上に築かれている。ウクライナの人々が、この先の暗い日々だけではなく、今後何十年も何世代も語り続けることになる物語が、日を追って積み重なっている。首都を
逃れることを拒絶し、自分は脱出の便宜ではなく武器弾薬を必要としているとアメリカに訴える大統領。黒海に浮かぶズミイヌイ島で降伏を勧告するロシアの軍艦に向かって「くたばれ」と叫んだ兵士た
ち。ロシアの戦車隊の進路に座り込んで止めようとした民間人たち。これこそが国家を形作るものだ。長い目で見れば、こうした物語のほうが戦車よりも大きな価値を持つ。 
 
 ロシアの独裁者プーチンは、誰よりもよくそれを知っていてしかるべきだ。彼は子供の頃、レニングラード（現サンクトペテルブルク）包囲戦におけるドイツ人の残虐行為とロシア人の勇敢さについて
の物語をたっぷり聞かされながら育った。今や彼はそれに類する物語を生み出しているが、その中で自らをヒトラー役に配しているわけだ。 
 
 ウクライナ人の勇敢さにまつわる物語は、ウクライナ人だけではなく世界中の人に決意を固めさせる。ヨーロッパ各国の政府やアメリカの政権に、さらには迫害されているロシアの国民にさえ、勇気を
与える。ウクライナの人々が大胆にも素手で戦車を止めようとしているのだから、ドイツ政府は思い切って彼らに対戦車ミサイルを供給し、アメリカ政府はあえてロシアを国際銀行間通信協会（SWIFT）か
ら切り離し、ロシア国民もためらわずにこの愚かな戦争に反対する姿勢をはっきりと打ち出すことができるはずだ。 
 
 私たちの誰もがその意気に感じ、腹をくくって手を打つことができるだろう。寄付をすることであれ、避難民を歓迎することであれ、オンラインでの奮闘を支援することであれ、何でもいい。ウクライ
ナでの戦争は、世界全体の未来を左右するだろう。もし圧政と侵略が勝利するのを許したら、誰もがその報いを受けることになる。ただ傍観しているだけでは意味がない。今や立ち上がり、行動を起こす
時なのだ。 
 
 あいにく、この戦争は長引きそうだ。さまざまに形を変えながら、おそらく何年も続くだろう。だが、最も重要な問題にはすでに決着がついている。ウクライナが正真正銘の国家であり、ウクライナ人
が正真正銘の民族であり、彼らが新しいロシア帝国の下で暮らすのを断じて望んでいないことを、この数日の展開が全世界に立証した。残された大きな疑問は、ウクライナからのこのメッセージがクレム
リンの分厚い壁を貫くのに、あとどれだけかかるか、だろう。 


