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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


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 
4月2日研究員報告 
「ウクライナ戦争が農業部門
へ及ぼす影響に関する確認」 



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 
→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 



メディア出演予定 
 
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（聞き手/露口さん） 
4月20日（水）電話インタビュー（改野さん） 
 
 
 

川田重信のありがとうアメリカ株式 
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川田社長ご無沙汰しております。 
太田です。毎回の朝会を社員一同毎回楽しみに拝聴させて頂い
ております。 
知らない間にチャンネル登録者数1万人おめでとう㊗️ござい
ます。また累計視聴回数も105万回重ねておめでとうございま
す。これからも楽しみにしておりますので末長く宜しくお願い
します。 
 
→ありがとうございます。励みになります。最近 「今日から
役立つ 人生を豊かにする日経の読み方」を始めました。御社
の社員、顧客にも有用かと思います。皆さんにお知らせ頂けれ
ば幸いです https://peatix.com/event/3206236/view 。 



主要指数 

14 



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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６日には３月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨が公表 
 
ツイッターは２％上昇。同社は筆頭株主でテスラ最高経営責任者（ＣＥＯ）のイーロ
ン・マスク氏を取締役に指名すると発表した。 
 
クルーズ船運航大手カーニバルも２．４％上昇。週間の予約が過去最高を記録した。 
 
格安航空会社スピリット航空は２２．５％の大幅高。同業ジェットブルー・エアウェ
イズが買収提案を行ったとの報道が材料になった。 
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米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のブレイナード理事が積
極的利上げを示唆 
 
ブレイナード氏は５日、ミネアポリス連銀への講演で、
ＦＯＭＣは「一連の利上げを通じて整然と、また早け
れば５月の会合で急速なペースでのバランスシート縮
小を開始することで、金融政策の引き締めを続ける」 
 
「過去の景気サイクルと比べて回復がかなり力強く、
かつ速いペースで進んでいることを踏まえれば、バラ
ンスシートは過去の回復局面よりもかなり急速なペー
スで縮小すると想定する。2017－19年と比較して縮小
額の上限がかなり大きくなるほか、縮小期間も大幅に
短くなる」と付け加えた。次回のＦＯＭＣ会合は５月
３、４両日に開催される。 
 

ラエル・ブレイナード 
元国際担当財務次官。カート・
キャンベル前国務次官補の妻と
しても知られ、3人の娘がいる。 
 
幼少期は外交官の娘として冷戦
終結までドイツとポーランドで
過ごした。 1983年、ウェズリ
アン大学卒業。1989年にハーバ
ード大学で経済学博士号取得。 
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前回のバランスシート縮小は、2017年10月から2019年9月まで実施。 
バランスシート縮小の基本方針は、2017年6月に公表 
同年10月実施の際、市場に大きな混乱なし。 
スケジュールで示された上限額を、縮小実施期間において合計すると、最大で9,000
億ドル縮小可能。実際は約6,000億ドルの縮小（2017年9月27日から2019年9月25日ま
での期間）。 
 



S&P500と10年債利回り2017年 
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S&P500指数 
 
10年債利回り 
 
●ジャクソンホール 



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 



10年債—2年債金利（1977以降） 
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景気後退 

2.553％—2.524％＝0.029％ 

利回り逆転は19年8月以来 
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直近4回の10年債と2年債の逆イールドでは、最初に逆転が発生
してからS&P500種株価指数はピークまで平均29%上昇。 
 
ウォール街ラウンドアップ低失業率、気をもむFRB     2022/4/2付 

「米国の自然失業率がコロナ禍で上昇した」 
自然失業率とは労働市場の需給が長期的に均衡する失業率。実際の失業率が自然失業
率を下回ると労働需給が逼迫し、賃金が上がりやすくなり、インフレを招く。全米経
済研究所は自然失業率がコロナ前の4.5%から昨年末に5.9%に上昇した 
 
人手不足は深刻化 
株高や政府の補助金で十分な資産を持った個人は、好条件を求めて仕事をえり好み。 
 
FRBの想定する自然失業率は4%。失業率が4%台後半だった昨年秋でも「最大雇用には
達していない」と主張するFRB高官が多かった。 
自然失業率が例えば6%だったなら金融緩和を続けすぎたことになる。 
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米連邦準備制度理事会（FRB）が
インフレ指標として重視するコ
ア個人消費支出の物価指数は2月
に前年同月比5.4％上昇、FRBの
目標値である同2％を大きく上回
った。 
 
現在、5月の米連邦公開市場委員
会（FOMC）で利上げが実施され
る確率は100％で、0.5％の利上
げの確率は71％。 
 
2.5～2.7％の間で年末が70％ 
 
FRBが来年7月までに政策金利を
3.75～4%に引き上げると予想す
る（雨宮） 
FRBの予想（2.75%）を大幅に上
回る。 
 



■選挙前に利上げした94年と04年はどう
なったか 
•90年代以降に米国の重要選挙前に近接し
てFRBの利上げがあったのは94年と04年の
2回だけ。バイデン政権が繰り返したくな
いのは94年、同じ民主党のクリントン政
権の前例。 
• 
グリーンスパン氏が率いるFRBは、94年2
月から8月にかけてインフレ圧力の抑制へ
利上げを続けた。11月、政権1期目で最初
の中間選挙で民主党は上下両院の過半数
をともに共和党に明け渡した。 
• 
04年は違う展開。ブッシュ（43代）大統
領の再選がかかる大統領選挙の年だった
が、FRBは6月、8月、9月と連続利上げを
実施した。それでもブッシュ氏は勝利を
収めた。 
• 
94年、04年の利上げ局面とも、消費者物
価の上昇率は2～3%台だった。いまバイデ
ン大統領が直面する7%の物価上昇は格段
に強いインフレ圧力だ。 







労働参加率％＝（雇用者＋失業者）/（16歳以上の人口） 

労働参加率 
昨年の秋以降上昇を続け、この数カ
月は上昇が加速しており、2月末ま
での3カ月間で0.4％ポイント上昇し、
187万人が新たに就業した。これは、
その前の3カ月間の新規就業者数62
万1000人の3倍に相当する。 

https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=NIKE


32 



33 

長期的に株式市場のリターンは住宅
用不動産の約2倍 
1972年～2021年の年間リターン 
株式（S&P500）12.47％ 
住宅     5.41％ 
2012-2021年 
株式     16.98% 
住宅     7.38%。 
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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 



39 

過去1カ月 



40 

年初来 
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今週の予定 
4月4日（月） 
・米商務省国勢調査局が2月の製造業新規受注を発表。コンセンサス予想は前月比0.5％増で、季節調整
済み年率換算で5480億ドル。1月は前月比1.4%増（耐久財は同1.6％増の2780億ドル、非耐久財は同1.2％
増の2670億ドル）。 
・通信半導体大手ブロードコム＜AVGO＞が年次株主総会を開催。 
 
4月5日（火） 
・米サプライ管理協会（ISM）が3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
58と、2月から約1.5ポイント上昇。 
・アナログ半導体メーカーのアナログ・デバイセズ＜ADI＞、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＞、エンジニアリング・建設会社のクアンタ・サービシズ＜
PWR＞が年次投資家向け説明会を開催。 
・医薬品大手メルク＜MRK＞は、ワシントンD.C.で4月2日〜4日まで開催される第71回米国心臓学会議
（ACC）において、投資家向けのイベントを開催する。心臓血管疾患治療薬のポートフォリオとパイプラ
インについて説明を行う予定。 
・オーストラリア準備銀行（中央銀行）が金融政策を発表。政策金利であるキャッシュレート（銀行間
翌日物金利）の誘導目標は、2020年 
11月以来続く0.1％に据え置かれる見込み。 
・商務省経済分析局が3月の自動車販売台数を発表。予想は季節調整済み年率換算で1390万台と、前年同
月比21％減。一方で2021年後半と比較すると、供給に関する制約が改善したことで、大きく上向いてい
る。 
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4月6日（水） 
・会員制量販店チェーンのコストコ・ホールセール＜COST＞が3月の売上高を発表。 
・連邦公開市場委員会（FOMC）が3月中旬に行われた金融政策会合の議事要旨を公表。FOMCは政策金利の
誘導目標を、0.25％引き上げて0.25％〜0.5％としている。これは2018年12月以来初めての利上げとなっ
た。 
 
3月31日（木） 
・食品メーカーのコナグラ・ブランズ＜CAG＞、酒類大手コンステレーション・ブランズ＜STZ＞、冷凍食
品メーカー持ち株会社のラム・ウェストン・ホールディングス＜LW＞が四半期決算を発表。 
・コンサルティング企業アクセンチュア＜ACN＞が2022年の投資家およびアナリスト向けミーティングを
バーチャルで開催。 
・米労働省が4月2日までの1週間の新規失業保険申請件数を発表。3月の週平均申請件数は20万8500件とな
った。求人数が求職者数を上回る状況が続き、申請件数は最近、ここ50年で最低を記録した。 
・米連邦準備制度理事会（FRB）が2月の消費者信用残高を発表。コンセンサス予想は季節調整済み年率換
算で前月比2.7％増の4兆4600億ドルと過去最高となる。 
 
4月7日（金） 
・クルーズ客船の運航会社カーニバル＜CCL＞とメディア大手ディスカバリー＜DISCA＞が年次株主総会を
開催。 



2022年4月5日（火）収録済 
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全米金融環境指数（NFCI） 
米国中古車価格動向 
PCE 個人消費支出 個人所得 個人消費 個人消費支出 
貯蓄率 
アパートメントの空室率 
VIXの潮目 
トレンドフォース社の予測 半導体価格 
4月2日 ローマ教皇 キーウ訪問？ 
ロシア ５月９日月曜日 勝利の日（対ナチス・ドイツ
戦勝記念日） 
RIG数ベーカーヒューズ 
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http://kawata-shigenobu.com/ 







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    4月5日(火) 



ナスダック100上位銘柄株価   4月5日(火) 



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 4月5日(火) 



本格採用前→「バロンズ」ラウンドテーブル他 
4月5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  



57 

過去1カ月 
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年初来  



59 

過去1年 
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過去1年 



61 

過去3カ月 


