
逆イールドで買うセクタ
ー、NISAの消化率63％

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25日（金）現地3月24日(木）

チャンネル
登録！

資料ダウン
ロード可！
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Peatixに無料登録の上
チケットをお申し込みください

チケットも無料です
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日経新聞で教養のある社会人になれる？

これから社会に旅立つ若者や学び続けたい社会人、さらにグローバルに社会を見る視点を養いたい方はなにをどのように学べばい
いのでしょう。

一番手軽に興味深く継続できるのが新聞の読み込みでしょう。新聞は日々新しいニュースや解説で好奇心を刺激し続けてくれます。

我々の周りには夥しいメディア情報が溢れています。しかし正確性や信憑性を疑うべき情報も少なくありません。一方で媒体のク
オリティを評価することは簡単ではありません。

その点、大手の伝統メディアは多額の費用を投じて専門家が執筆し、多くの読者の批判に晒されているので一定以上のクオリティ
ーが保障されています。

したがって学びの方法としてはまず新聞を丹念に読むのが手っ取り早く近道だと思います。その中でも皆さんに有用な経済、金融、
マーケットそしてその背景にあるグローバル社会、歴史、文化に日々新鮮な気持ちで接することができるのが日本経済新聞です。
私は社会人になって以来この新聞を読み続けてきました。多くの学びと知見を得ましたが、この新聞を手掛かりに読書の幅を広げ
ることもできます。

さらにこの新聞を踏み台にウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）やフィナンシャルタイムズ（FT）など海外メディアにも興
味深く接することができます。

この新聞を本格的に読んだことのない人は毎日コツコツ読めるところからスタートしましょう。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。読んで考え学び続けることで広く社会・経済全般への知識と興味が高まります。

私が体得した読み方を皆さんと共有し皆さんの夢の実現ができるように応援したいと思っています。
是非一緒に学びましょう。



概要

目的
正しい日経新聞の読み方を身に付けることで、

社会人としての教養を習得してもらう

ゴール 教養のある社会人

ターゲット 日経新聞の正しい読み方を学びたい人/教養を身に着けたいひと

媒体

YouTubeの概要欄にURLを掲載いたします

Peatixに無料登録の上、イベントページよりお申し込みください

登録いただいたメールに視聴URLが送付されます

URL→https://peatix.com/event/3192417/view

料金 無料(今週の日経でどの曜日でもいいので最低一日分はお手元に)

頻度 未定

https://peatix.com/event/3192417/view


ご意見ください

ifa@exetrust.co.jp

この企画に期待するもの

あなたは興味がありますか？

頻度（週に一回、土曜日、午前9時～9時45分）

内容（読み合わせ、解説、ズーム、質疑応答）

mailto:ifa@exetrust.co.jp


メールマガジン配信中！
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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28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？



水曜サロン今後の予定
3月30日 熊倉さん
「私の投資本遍歴」
無類の読書家、熊倉さんが読
んできた日米の投資本解説。
硬軟両刀使い

3月23日友情出演(済)
ヘッジファンドから見える世
界経済と日本



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
→→3/26 高田明さん（FA）
→4/2渡邊雄大さん（教員）
→4/9臼井宗幸さん（会社員）
→4/16高橋和宏さん（IFA）
→4/23安本佐和子さん（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）
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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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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半導体株など買い戻し
米国株式市場は主要株価３指数が１％超反発。これまで売られていた半導体株や大型グロース（成長）株に買い戻
し。高騰していた原油価格が下落したことにも支援された。

エヌビディアは９．８％上昇し、１月半ば以来の高値を記録。半導体セクターの上げを主導した。インテルも６．
９％値上がりし、エヌビディアとともにＳ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合を押し上げた。

フィラデルフィア半導体指数は５．１％高と２月１５日以来の大幅な上昇率となった。年初来では依然として約１
０％下落している。
今月上旬に売られていたアップルは８営業日続伸した。

Ｓ＆Ｐとダウ工業株３０種は調整入り、ナスダックは弱気相場入りが確認されていたが、主要３指数は過去８営業
日中６営業日で上昇している。

新規失業保険週間申請件数は前週から減少し、１９６９年９月以来５２年半ぶりの低水準。労働市場のスラック
（緩み）が急速に解消し、賃金インフレの上昇が続く可能性を示唆。

市場ではウクライナ・ロシア危機の次の展開が注目されている。西側諸国の首脳は２４日、１カ月に及んでいるロ
シアのウクライナ侵攻への対応を協議、ブリュッセルで北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）緊急首脳会議、主要７カ国
（Ｇ７）首脳会議、および欧州連合（ＥＵ）首脳会議を開催し、ウクライナへの軍事支援拡大や対ロシア制裁強化
で合意。

配車大手ウーバー・テクノロジーズは５％上昇。ニューヨーク市のタクシー全てを自社アプリに組み入れることで
合意した。
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ナスダック100の大幅下落（1985-2022）
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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
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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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2011年4月29日～2011年11月19日
2018年8月29日～2019年3月24日
2021年11月19日～2022年3月18日

ナスダック総合 2011年、2018年との比較

調整開始後の取引日

調
整
幅

％



今年の相場を考える
S&P500、過去20年の平均リターン

Source: Prepared by ExeTrust based on data from Equity Clock.



NISA 投資例MSXナスダック100 ETF （東証2631）

3/23 水曜日今年4回目の
NISA買ってみた。これで今
年の分は63%ぐらい埋めた。
前回は3月1日。上がらんと

買えない。でも後々振り返れ
ば誤差の範囲と思う。



NISA 投資例



29

ゴールドマン・サックス「0.5%の利上げが
最も適切な推測だ」。同社のヤン・ハチウ
ス氏は21日夜に配信したリポートで利上げ
ペースの予測を修正。5月と6月の米連邦公
開市場委員会（FOMC）で0.5%ずつ利上げ



10年債—2年債金利（1977以降）
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景気後退

2.377％—2.135％＝0.222％



10年債—2年債金利（2020年以降）

31

2.377％—2.135％＝0.222％
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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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FT Mar 22 “The yield curve might be wrong” 経済が正常に戻りつつある
過去40年間、両利回りの差がマイナスになった時、必ずリセッションに
過去8回のリセッションの前に逆イールドが起き
過去13回の10回のリセッションで逆イールドが起きた。
投資家がFRBの金融引き締めが厳しすぎて、FRBが政策の間違いを犯していると思う
時、逆イールドが起きる傾向

リード期間にはばらつき
10年債と2年債利回りが逆転した後、S&P500がピークを付けた後、6～8カ月で米国経
済はリセッションに入る。

セクターパフォーマンス
逆イールドが起きる前はテクノロジーがアウトパフォームし、逆イールド後は公益、
ヘルスケア、消費安定財などディフェンシブ業種がアウトパフォーム。

平均的なリセッションで、S&P500は13カ月間に3分の1のケースで下落。
10年債-2年債利回りより、10年債-3カ月利回りの方が、リセッションの優れた予見
性。



34

戦後の10年債のターム・プレミ
アムは約1.5％。
将来のFF金利が現在のFF金利よ
り1.5％低くなることを期待して
いることを意味する。最近、米
国の長期債利回りは、超低金利
の海外からの強い需要等によっ
て歪められている。ターム・プ
レミアムはマイナスに低下した
ので、市場が利下げを期待しな
くても逆イールドが起きる。

タームプレミアム:同じ期間に短
期債を連続して購入する代わり
に、期間が長めの債券を保有す
る場合、価格変動リスクや流動
性リスクが高まる分だけ、投資
家が求める上乗せ金利のこと。
期間にともなう上乗せ金利、期
間プレミアムともいう。
投資家が予想する将来の期待短
期金利（政策金利）の平均とタ
ームプレミアムが長期金利の構
成要素とされている。
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住宅ローン金利は上昇を続けている
2022年3月24日

今週は、すべてのローンタイプの住宅ローン金
利が上昇を続け、30年固定金利型住宅ローンが
0.25％以上上昇

インフレ率の上昇、地政学的な不確実性の高ま
り、連邦準備制度理事会の行動が、金利を上昇
させ、消費者の購買力を弱めている。

つまり、住宅ローン金利の上昇は、住宅価格の
継続的な上昇と相まって、毎月の住宅ローン支
払額を増加させ、住宅購入者の能力を急速に低
下させている。
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ウォール街ラウンドアップ利上げ、企業と家計で明暗 2022/3/23付
家計
「銀行は新規融資の金利を頻繁に引き上げる」「預金金利の上昇も期待できるが、ロ
ーン金利より遅い」。多くが変動金利を採用するクレジットカードローンなどで返済
額が増える可能性を指摘した。

住宅ローン金利
3月11～17日の30年物固定金利は4.16%で前週より0.3%上昇。19年4月以来の高水準だ。
22年の中古住宅販売件数「前年比6～8%減」。3%減とした従来予想より落ち込み幅が大
きくなると見込む。

「消費者の信用力は秩序だって正常化しており、バランスシートは強固」「最も金利
に敏感な住宅や自動車販売には膨大な潜在需要があり、超低金利からの小幅な引き上
げが成長に水を差すとは考えにくい」。

米家計の債務残高は21年末、20年末と比べて7%増え、15兆ドルと過去最高を更新。
米メディアでは学生ローンの利払い増を懸念する声も伝えられる。
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ウォール街ラウンドアップ利上げ、企業と家計で明暗
2022/3/23付

22日の市場「金持ち企業に追い風」。
アップルは21年末時点で現金と現金同等物を2000億ドル（約24
兆円）超
アルファベットも1390億ドル持つ。保有する金融資産からの金
利収入だけで両社の利益は数%押し上げ

過去6カ月
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主要指数＋半導体過去5日間



39

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



43

過去1カ月
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年初来
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■ 今週の予定
3月21日（月）
・スポーツ用品大手のナイキ＜NKE＞が2022年度第3四半期決算を発表。
・シカゴ連銀が、2月の全米活動指数を発表。コンセンサス予想は0.55と、1月からやや低下。指数は4ヶ
月連続でプラス圏の値となっており、過去のトレンドより速いペースで経済成長が進んでいることを示
している。

3月22日（火）
・アドビ（ADBE）が2022年度第1四半期決算を発表。
・ITソリューション会社ネットアップ＜NTAP＞、画像処理半導体（GPU）大手のエヌビディア＜NVDA＞が
2022年投資家向け説明会を開催。

3月23日（水）
・制服メーカーのシンタス＜CTAS＞、食品大手のゼネラル・ミルズ＜GIS＞が四半期決算発表。
・石油・ガスの探鉱・生産を行うオクシデンタル・ペトロリアム＜OXY＞が投資家向けに低炭素戦略の説
明会を開催。株価は年初来94％上昇しており、S&P500指数採用銘柄では最高のパフォーマンスをあげて
いる。
・米国勢調査局が2月の新築住宅販売件数を発表。戸建て住宅販売のコンセンサス予想は季節調整済み年
率換算で81万戸と、1月とほぼ変わらず。1月の販売価格の平均値は過去最高の49万6900ドル、中央値は
42万2300ドルだった。
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3月24日（木）
・バイデン大統領がNATOおよびEU首脳らと会談。ロシアによるウクライナ侵攻について協議を行う。2日
間に渡るサミットは、ベルギーのブリュッセルにあるNATO本部で行われる。
・外食大手ダーデン・レストランツ＜DRI＞、金融データ・ソフトウエアサービスのファクトセット・リ
サーチ・システムズ＜FDS＞、中国の新興電気自動車会社であるニーオ＜NIO＞が四半期決算コンファレン
スコールを開催。
・バイオ医療品メーカーのモデルナ＜MRNA＞が第3回となる年次ワクチン・デーをバーチャルで開催。m
（メッセンジャー）RNAワクチンのパイオニアである同社が、ワクチンの開発パイプラインについて説明
を行う。
・国勢調査局が2月の耐久財受注を発表。耐久財受注額のコンセンサス予想は、前月比0.5％減の2770億ド
ル。輸送用機器を除く予想は同0.5％増（1月は同0.7％増）
・米労働省が3月19日までの1週間の新規失業保険申請件数を発表。過去4週間の平均申請件数は22万3000
件と、新型コロナウイルスのパンデミック以前の水準にほぼ戻っている。継続受給件数（通常の失業保険
制度による受給者数）は、3月5日時点で142万件と、ここ50年余りで最低の水準となっている。求人数が
求職者数を上回る状況が続き、労働市場の逼迫（ひっぱく）を裏付けている。

3月25日（金）
・全米不動産業者協会（NAR）が2月の中古住宅販売成約指数を発表。コンセンサス予想は前月比1％の上
昇（1月は同5.7％の低下）。



2022年3月22日（火）収録済









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22日(火)



ナスダック100上位銘柄株価 3月22日(火)



QQQJ 上位30銘柄の変化率（%） 3月22日(火)



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 3月22日(火)



本格採用前→「バロンズ」ラウンドテーブル他
3月22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



60

過去1カ月



61

年初来



62

過去1年



63

過去1年



64

過去3カ月


