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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4月10日配信
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
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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
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」
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4/13大倉真博士 長短金利逆転と株式市場の関係



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
13

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



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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終盤の取引でマイクロソフトやテスラなどに買いが入り、Ｓ＆Ｐ総合５００種が押し上げられた。
市場では、ウクライナ情勢のほか、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の一段と積極的な姿勢が引き続き意
識されている。

テスラは１．１％、マイクロソフトは０．６％、それぞれ上昇し、Ｓ＆Ｐ５００やナスダック総合を
支援した。

ファイザーも４．３％高。医薬品開発のReViralを買収すると発表した。

セントルイス地区連銀のブラード総裁は７日、米政策金利は下半期に３．５％に達する必要があると
し、これは年内あと６回のＦＯＭＣで毎回５０ベーシスポイント（ｂｐ）の利上げが必要であること
を示していると述べた。

金融市場が織り込む５月ＦＯＭＣでの５０ｂｐ利上げ確率は８８．９％となった。

ＨＰは１４．８％急伸。著名投資家ウォーレン・バフェット氏率いる投資会社バークシャー・ハザウ
ェイが約１億２１００万株を取得したことが分かった。

コストコ・ホールセールも４％高。前日発表した３月の売上高が大きく増加した。

一方、アメリカン航空、デルタ航空、サウスウエスト航空、ユナイテッド航空ホールディングスは１．
２─３．１％下落。最近の原油高で第１・四半期決算が圧迫されるとバークレイズが警告した。



米国10年国債金利（過去5年）
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過去１か月
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ＨＰ株が14.8％上昇、バークシャーの株式取得で

パソコン大手ＨＰ<HPQ.N>の株価が大幅上昇。
バークシャー・ハサウェイの株式取得が支援材料。

今週購入した１１１０万株を含めてＨＰの株式を約１億２１００万株保有
していると明らかにした。保有比率は約１１．４％で、４２億ドル相当

株価はこの日、前日比５．１５ドル（１４．８％）高の４０．０６ドルで
取引を終了した。一時、４１．４６ドル。

ＨＰは、在宅勤務やリモート学習の増加に伴う需要拡大の恩恵を受けてい
る。
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セントルイス連銀総裁、今年３－3.25％への利上げを支持
金融当局は「後手に回っている」可能性がある－ブラード総裁
現行政策金利は３ポイント程度低過ぎるとの推計を紹介

総裁は７日、ミズーリ大学での講演後、記者団に対し「ＦＯＭＣが今年下期に政策金利を３－
3.25％に引き上げることが望ましいと考える」とし、「直面するインフレに対応するため、政策金
利を適切な水準にすべく直ちに動く必要」と述べた。

総裁は引き上げるべき政策金利の水準に関する自身の推計を出す上で、スタンフォード大学のジ
ョン・テイラー教授が考案した指針「テイラー・ルール」の一種に言及した。(政策金利は、現在の
インフレ率が目標インフレ率を上回るほど、また、実質国内総生産（GDP）成長率が潜在GDP成長率
（その差を需給ギャップと呼ぶ）を上回るほど引き上げられ、反対にそれぞれの値が下回るほど引
き下げられることになる。)

「この算出では、現在の政策金利は３ポイント程度低過ぎると結論付けている」とし、その結論に
基づけば、金融当局は「後手に回っている」と示唆されると、ブラード総裁は述べた。

テイラー・ルール
政策金利の適正水準＝現実のインフレ率＋均衡実質金利＋0.5×(現実のインフレ率－目標インフレ
率)＋0.5×(GDPギャップ)。
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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）。



10年債—2年債金利（1977以降）
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景気後退

2.664％—2.468％＝0.196％

利回り逆転は19年8月以来



■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。
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近況報告と最近のインフレ＆円安対応について？
変人の私は金融資産の5％前後しか現預金を保有していませんがこの円資産と外貨資産との割合指南等
ありますか。
インフレ＆円安時の運用・・・ 外貨資産を保有するのが王道と思いますが、中でも米国ですね。
ただタイミングが読めないのでインデックス積み立て投資が最善策と考えていますがいかがでしょうか。
感想 運用してて良かった。 私の周りには米国株運用者いないもので。

→ご質問の件ですが、現状で金融資産のほとんどがドルそしてそのまた多くが米国株式ということだと
推察します。
＊全体に占めるドル建て資産の比率。
＊そのドル建ての中の債券、株式の比率。
どれもいまのままでいいのではないでしょうか。

米国株式の指数を中心とした長期運用を実践してきたから今の成功があるわけです。
今後、金利は上がるかもしれない。さらに為替も水準は一定ではありません。
それでも、株式は長期の上昇が見込めます。
為替はドル安になれば円の価値が増し、円が安いままなら今のドル建て資産の魅力が一層増します。

私はドル建て主体の資産配分のほうが今後ともずいぶんと有利なように思います。
とにかくじたばたせずに巨木を育成するのがいいと思います。
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米国株はインフレ・利上げ・QTで積極的に買う場面では
無いと考える。
それでもNISA枠は買うし、NISA枠で保有しているVTIや
QQQを売るつもりはありません。

このような場面では、保有資産と同額をショートすれば、
心穏やかに過ごせると思うのですが、具体的にどのよう
な商品・方法（７月から米国株信用取引が始まるという
話も含めて）があるのか、教えて頂けますでしょうか。
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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



41

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。



44

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
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過去1カ月



62

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


