
ウクライナ侵攻、英米、
亡命者、中国の言い分 

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3月18日（金）現地3月17日(木） 

チャンネル
登録！ 

資料ダウン
ロード可！ 



X月X日X時 30分？45分？60分？ 

？？？？ 

3/26( 土 ) 午 前 9 時 
やってみようか？ 

教養＝雑学？ 



ご意見ください 

ifa@exetrust.co.jp 

この企画に意味がある？ 
 
あなたは興味がありますか？ 
 
頻度（週に一回、何曜日、何時ごろ、複数回、コミュニティ） 
 
対価（1回X円、月額X円） 
 
内容（読み合わせ、ズーム、URL配布、質疑応答） 

mailto:ifa@exetrust.co.jp
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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3月21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  



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19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 
→3/12直居さん（日経CNBC解説委員長） 
→3/19廣田さん（IFA) 
→3/26 高田さん（FA） 
→4/2渡邊さん（教員） 
→4/9臼井さん（会社員） 



水曜サロン今後の予定 
3月16日研究員報告 
バークシャー・ハサウェ
イ.B 
 
3月23日友情出演 
ヘッジファンドから見える
世界経済と日本 



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） 
4月＝6日、20日 
5月＝11日、18日 6月＝1日、15日 
  
日経CNBC 
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 
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米国10年国債金利（過去5年） 
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日中に切り返し、ﾀﾞｳは約 1 ヶ月半ぶりの 4 日続伸！ 
10 年債利回りは 2.16%台で推移。 
WTI 原油先物価格は 100 ﾄﾞﾙ台まで上昇。 
 
下落して取引開始。前日の大幅高の反動で金融･消費関連株を中
心に下落。ﾅｽﾀﾞｯｸでは前日急騰した中国 ADR の下落が 
目立つ。その後、景気敏感株を中心に押し目買いが入る一方、決
算発表後に上昇していたｱｸｾﾝﾁｭｱ(IT ｻｰﾋﾞｽ)が下落に転じたこと
でｿﾌﾄｳｪｱ株が売られる。 
 
翌日のﾛｼｱを巡る米中首脳電話会談への期待やｸｱﾄﾞﾙﾌﾟﾙ･ｳｨｯﾁﾝｸﾞ
(先物･ｵﾌﾟｼｮﾝの最終取引日)通過後のｱｸ抜けへの期待が重なり、
引けにかけて全体は騰勢を強めた。 
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習主席は何を語るか 
バイデン米大統領は中国の習近平国家主席と18日に電話協議を行う。バイ
デン氏はウクライナでの戦争を巡り、ロシアに対する国際的な圧力をさら
に強めたい考えだ。ロシア大統領府のペスコフ報道官はウクライナとの和
平交渉が著しく進展したとの一部報道について、「総じて誤りだ」と発言。
「一部に正しい要素もある」としたが詳細には触れなかった。米下院はロ
シアの最恵国待遇を撤回する法案を圧倒的多数で可決した。これによりロ
シアからの輸入品への関税を大幅に引き上げることが可能になる。法案は
次に上院で取り上げられる。 
 
原油先物は8％上昇、ロシアの供給不足巡る懸念で 
米国時間の原油先物は８％上昇した。米カリフォルニア州ベーカーズフィ
ールドの油田で２０１４年１０月撮影値動きの荒い展開が続く中、対ロシ
ア制裁により供給が不足する可能性が改めて意識され、ここ数日の下げか
ら反発した。 
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ナスダック100の大幅下落（1985-2022） 
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4,704.73 

 (2000/3/27) 

804.64 

 (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  ：-20.1% 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) 

13,046.64 

(2022/3/14

) 

-20.1％ 
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ナスダック100 1985～ 

  

直近8取引中6取引日以上で1％
以上の下落 

直近10取引
の下落率 

8営業日の間に1%以上の下落が6回あったのは、今年1月25日 
1985年以来、2000年から2002年の間に8回発生。 



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。 



27 

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 

＊ここまでの調整は外因的、感情的 
 
平均回帰が強力 
弱気相場に陥った後の6カ月間のナスダック総合指数の平均リターンは、1972年の指
数開始以来10％で、この期間のほぼ3分の2はプラス圏で推移 
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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 

2.167％—1.916％
＝0.251％ 
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2年債/10年債利回り差と景気後退の発生確率 

イールドカー
ブのレンジ 

発生確率 
％ 

景気後退の頻度 
12か月以内 24か月以内 

全期間 

イールドカーブが反転 
 
イールドカーブの反転幅が
25bps未満の場合、2年後に
景気後退になる可能性が高
い。95％以上の確率 
 
 今週のイールドカーブの
動きからすると、歴史上、
36％の確率で今後1年間は
景気後退、今後2年間は3分
の2近くの確率。 
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今回の戦争 
欧州にとって第二次世界大戦以降で最大の地上戦、冷戦後の世界
のほとんどの国・地域への市場経済の拡大に一種の終わりか？ 
 
市場経済の拡大は民主主義を促進する効果→幻想？ 
 
しかし、欧米と同盟国の対応は、ウクライナ国民だけでなく、彼
らを西側に引き付けている制度的枠組みにも驚くべき粘り強さ 
 
戦後の国際秩序？→時期尚早 
世界は暴君やその同類の人々にとってあまり好ましくないものに
なるだろう。 
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「プーチン皇帝」の現実逃避 歴史学者 ニーアル・ファーガソン氏 3/12 
 
狂気でなく邪悪 
習近平（シー・ジンピン）中国国家主席は明らかに侵略にゴーサインを出した。 
 
プーチン氏はウクライナの結束と欧州の経済制裁の厳しさを予想できなかった。数
週間で勝利宣言する相当な可能性があるが、短期的にそれ以上の軍事展開に関心は
ない。 
 
勝てなければ自国での立場がぐらつく。究極的な合理主義者で計算高い。彼は狂っ
ているのではなく、邪悪なのだ。 
 
冷戦構造鮮明に 
習氏はプーチン支持が間違いだったか思案せねばならない。ロシアが経済的な混沌
に陥れば何が起きるかわからない。10%の確率でプーチン氏は失脚する。 
 
中ロは事実上の同盟をつくり、冷戦構造は鮮明になる。歴史的に2国の同盟が長続き
したことはない。中央アジアや東アジアへの野心を明白にする中国はロシアの潜在
的な脅威だ。いずれ中ロ関係は摩耗する。 
 
習氏が自問するのは「自分たちにも、ロシアにした制裁措置をやってくるか」。答
えはノー。中国経済は巨大だ。ロシアと同じ措置をとれば、もっと傷がつく。 
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ミハイル・ホドルコフスキー、クレムリンの「盗賊」にどう対処するか？ 
元石油王で政治犯の男が、西側は今すぐプーチンと向き合わなければ、もっとひどいことになる 
2022年3月19日 
 
ジョー・バイデン、エマニュエル・マクロン、ナフタリ・ベネットといった欧米の指導者たちの敗北主義的アプローチに絶望してい
るのだ。 
彼らの行動が有権者にどう映っているのか、私には判断がつかない。しかし、長テーブルの端に座っているプーチン氏が彼らをどう
見ているかは、よく分かっている。彼らはモスクワに飛び、プーチンに電話をかけ、止めるように頼む。しかし、干渉はしないし、
ある動きを挑発と受け取られることもないと断言するのである。大統領はこれらすべてを弱さとみなしており、これは非常に危険な
ことです。 
 
問題の一つは、現在の欧米諸国の指導者が凶悪犯に対処したことがないことです。彼らの経験と教育は、政治家同士の交流に関する
ものだ。この人たちの行動原理は、選挙民や臣民の利益のために双方が譲歩し合うというものである。彼らにとって戦争は悪であり、
武力行使は最後の手段である。 
 
ウラジーミル・プーチンの場合はそうではない。彼はKGBという武力に頼り、法律を無視する組織で育った。1990年代初頭、サンクト
ペテルブルク市役所に勤務していたとき、彼は法執行機関と暴力団との非公式な交流を担当していた。当時のサンクトペテルブルク
は、ちょうど禁酒法時代のシカゴのようなイメージでロシアでは捉えられていた。密輸されたウィスキーの代わりに、麻薬や石油を
売っていたのだ。 
 
時代は変わっても、彼の問題解決の方法は変わらなかった。スペイン検察当局の調査によって公開された、彼の側近と有名犯罪者の
会話の一部を見ると、アレクサンドル・リトヴィネンコの殺害、アレクセイ・ナヴァルニーとスクリパル人の毒殺が、いかに首謀者
の指示で行われたか理解することができる。大統領はもともと凶悪犯だから、このような行為は大統領のサークル内では常態化して
いる。 
 
20年以上政権を担当し、強者のイメージと自信を身につけたとしても、周囲の認識では盗賊は盗賊のままである。普通の政治家とし
て見られると、思いっきり勘違いしてしまうのだ。ロシアのパートナーは、彼の本当の姿を理解していない。私は山賊を相手にした
経験が豊富である。ロシアの刑務所で10年過ごした経験から言えることは、彼らに弱さや不安を見せることが最も危険だということ
だ。強さを明確に示すことなく、彼らの要求に対して一歩でも踏み出せば、それは弱さと受け取られる。 
 
彼らの論理に従えば、西側諸国がウクライナを手放さないと言いながら、まさにそれを実行すれば、それは彼らが弱いということに
なる。そうすると、プーチンは、エストニア、ラトビア、リトアニア、ポーランドなど、かつてロシア帝国の一部であった隣国に目
を向ける可能性が高くなる。プーチンの頭の中には、長い間、ウクライナではなく、アメリカとの戦争があったことを理解する必要
があります。そして今、アメリカとNATOは後退しているように見えます。このような状況を認識しているのは、彼だけではありませ
ん。アメリカの屈辱が世界中に響き渡る中、他の盗賊たちも自分たちの番を待ち望んでいる。トランスニストリアは蠢き、バルカン
半島は再び落ち着きを取り戻し、イランは米軍基地を攻撃している。いずれアメリカとNATOは報復に出るだろうが、その時点では世
界各地でカラスやハゲタカに苦しめられ、プーチン氏もその反撃が深刻であることにすぐには気づかないだろう。凶悪犯の免罪符の
習慣は、そう簡単にはおさまらないのである。そして、もっとひどい戦争、もっと大きな戦争が起こる可能性が高いということだ。 
もしかしたら、あなたはそれを信じていないかもしれない。しかし、こう考えてみてほしい。プーチン氏は、1999年に就任したとき、
チェチェン戦争で評価を上げることに成功した。2008年にグルジアと戦争をすることで、「暫定大統領」であるドミトリー・メドベ
ージェフをコントロールする問題を解決したのである。プーチンの命令で戦争に突入したメドベージェフ大統領は、自らの近代化政
策を放棄せざるを得なくなった。プーチン氏は2013年から14年にかけて、クリミアを奪取することで視聴率急落の問題を解決した。
今、ウクライナでの戦争は、10年間の経済衰退に対する不満を凌駕している。もしプーチン氏にウクライナの支配を許せば、汚職と
制裁の結果、経済は崩壊し続けるだろう。ゲリラ戦は止められないので、棺桶の洪水がロシアに帰っていくだろう。国民の気分は悪
化の一途をたどるだろう。そして2024年、選挙が行われる。 
プーチン氏はどのような解決策をとるのだろうか。また「特別作戦」だろう。モルドバは狭いので、バルト三国かポーランドになる
可能性が高い。ウクライナ上空でプーチンを止めない限り、NATOは地上で戦わなければならない。 
 
核兵器については、ロシア大統領は躁鬱病のようなものだ。彼はスターリンのような歴史的人物になることに執着している。彼はク
レムリンの門にロシアの創造主であるウラジーミル王子の巨大な像を置いている。しかし、彼は自殺願望があるわけではなく、そう
でなければ取り巻きと20フィートのテーブルの反対側に座ることはないだろう。彼は、何の反応もないと確信した場合にのみ核兵器
を使用する。しかし、NATOがウクライナ上空の飛行禁止区域を拒否するたびに、彼の自信は増している。私は自分の国が世界的な紛
争でNATOと対峙することを望まないが、自分の力を示さずにチンピラと話をしようとすると、まさにその地点に行き着くことになる。 
 

ミハイル・ホドルコフスキー 

生誕 1963年6月26日（58歳） 

ロシアの元実業家・企業家、政治運動家。石
油会社ユコス社の元社長。新興財閥（オリガ
ルヒ）のひとり。2017年現在は、英国ロンド
ンで事実上の亡命生活を送っている[1]。  
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世論は真二つに分
かれている。 
ロシアへの非難 
国務院参事室公共
政策研究所センタ
ー副理事長 胡偉 
 
「迅速にロシアと
手を切り、二次制
裁を避け、西側に
協力することが中
国最大利益」 
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日経 欧米で目立つ域外の認識不足 元HSBCアジア太平洋株式調査責任者 ウィリアム・ブラットン氏 3/13 
 
ロシアのプーチン大統領によるウクライナ侵攻：重要なのは、プーチン氏が行動に踏み切った理由があるはずとい
うことだ。行動を理解できないとすれば、欧米の民主主義的な解釈に基づいているからだろう。 
 
西側先進国の指導者の多くは、経済的な繁栄を重視するという考え方をプーチン氏とロシア政府も共有していると
思い込み、経済制裁の警告によって侵略を抑止できると確信してしまっていた。 
 
中国は豊かな歴史を持ち、経済規模も大きく政治的に重要だというのに、欧米の中国への理解は非常に限られてい
るようにみえる。認識の格差は、有毒で感情的な議論につながる。中国は、我々が中国を理解するよりもはるかに
よく欧米を理解している。 
 
欧米諸国がウクライナで起きているような衝撃を避けたいのであれば、欧米域外との認識の格差拡大への対応が優
先されるべきだ。欧米の価値観や優先事項について、すべての国が共有し、従うものではないことを理解する必要
がある。 
 
【川田コメント】 
この人はいつも中国に好意的なスタンスだ。ただしこの人の視点は極めて重要だ。つまり、我々が日々接する情報
のほとんどは知らず知らずのうちに英米のバイアスがかかっていると自覚しておくべきだ。地政学や歴史に絶対の
真理などない。そう自分に言い聞かせ、多様な価値観に積極的にふれて自ら判断できる目を養うべきだろう。 
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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 



43 

年初来 
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■ 今週の予定 
3月14日（月） 
・経営管理用ソフトウエアを手がけるクーパ・ソフトウェア＜COUP＞、ソフトウエア企業ギットラブ＜GTLB＞、山岳
リゾート施設運営ベイル・リゾーツ＜MTN＞が四半期決算を発表。 
 
3月15日（火） 
・米労働省が、2月の卸売物価指数（PPI）発表。コンセンサス予想は前年同月比10％上昇（1月は同9.7％上昇）と、
2010年に現行の算出方法がとられるようになって以来、最大の上げ幅。食料品とエネルギーを除くコア指数は同
8.7％上昇（1月は8.3％上昇）。 
 
3月16日（水） 
・2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（1月は同3.8％増）、の6520億ドル。 
・住宅建設会社大手レナー＜LEN＞が2022年度第1四半期決算発表。 
・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。政策金利の誘導目標は、現行
から0.25ポイント引き上げられて0.25％〜0.5％となると予想される。パウエル議長は、3月初旬に行った議会証言で、
利上げの方針を明言している。これは2018年12月以来初めての利上げとなるが、40年ぶりの高水準にあるインフレへ
の対応を行うにあたり、FRBによる利上げサイクルが周年にわたって続くことが濃厚となっている。市場は現在、今
年合計で1.75％の利上げを織り込んでいる。 
・化学分析機器メーカーのアジレント・テクノロジー＜A＞、医療器具メーカーのクーパー・カンパニーズ＜COO＞、
コーヒーチェーン大手スターバックス＜SBUX＞が年次株主総会を開催。 
・アメリカン・エキスプレスが投資家向け説明会を開催。 
・全米住宅建設業協会（NAHB）が3月の住宅市場指数を発表。コンセンサス予想は80と、2月から2ポイント低下。同
指数は2020年後半のピークを下回っており、加えて住宅ローンの金利上昇と供給の制約という二重の逆風があるにも
かかわらず、住宅建設業者は住宅市場に強気の見方を崩していない。 
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3月17日（木） 
・コンサルティング企業アクセンチュア＜ACN＞、ディスカウントチェーン大手のダラー・ゼネラル＜DG
＞、大手運送会社のフェデックス＜FDX＞、ゲームソフト小売り大手ゲームストップ＜GME＞が決算コンフ
ァレンスコールを開催。 
 
3月18日（金） 
・日銀が政策金利を発表。世界的に多くの国々で利上げのトレンドが見られ、日本の物価上昇率も大幅に
拡大すると予想される中、日銀は短期政策金利を現行のマイナス0.1％が維持するとみられる。 
・全米不動産業者協会（NAR）が、2月の中古住宅販売件数を発表。エコノミストは、季節調整済み年率換
算で1月を40万戸下回る、610万戸を予想。 
・コンファレンス・ボードが2月の景気先行指数を発表。コンセンサス予想は120と、1月からほぼ横ばい。
コンファレンス・ボードは、2022年の国内総生産（GDP）成長率を3％と、過去のトレンドを上回る予想を
たてている。 



2022年3月22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    3月17日(木) 



ナスダック100上位銘柄株価   3月17日(木) 



QQQJ 上位30銘柄の変化率（%） 3月17日(木) 



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 3月17日(木) 



本格採用前→「バロンズ」ラウンドテーブル他 
3月17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 



59 

過去3カ月 


