
特別編「人生を豊かにす
る日経の読み方」ご紹介 

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4月15日（金)現地4月14日(水） 

チャンネル
登録！ 

資料ダウン
ロード可！ 





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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S&P500指数 
今後１２か月の予想
EPS1株当たり利益 



11 

S&P500の一株利益（1990-2023予） 

出所: S&P Dow Jones Indices S&P 500 EARNINGS AND ESTIMATE REPORT  
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※2022年以降は予測値 
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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 
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年初来 
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今週の予定 
4月11日（月） 
・シカゴ連銀のチャールズ・エバンズ総裁が、経済、雇用、インフレ、金利見通しについて、デトロイトの経済クラ
ブで講演を行う。 
 
4月12日（火） 
・BLSが3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8.4％上昇（2月は同7.9％上昇）。 
・中古車販売大手カーマックス＜KMX＞と食品小売りのアルバートソンズ・カンパニーズ＜ACI＞が第4四半期決算を
発表。 
・半導体設計用ソフトウエア開発会社シノプシス＜SNPS＞、総合金融サービス会社のフィフス・サード・バンコープ
＜FITB＞、住宅建設大手のレナー＜LEN＞、大手金融サービス会社バンク・オブ・ニューヨーク・メロン＜BK＞が年
次株主総会を開催。 
・全米独立企業連盟（NFIB）が3月の中小企業楽観度指数を発表。コンセンサス予想は 94.9 。2 月の 数値は95.7
で、48年間の平均98を2ヶ月連続で下回るものとなった。 
 
4月13日（水） 
・JPモルガン・チェース＜JPM＞、金融サービス会社のファースト・リパブリック・バンク＜FRC＞、アパレルやアク
セサリーレンタルのレント・ザ・ランウェイ＜RENT＞、航空大手デルタ航空＜DAL＞、資産運用大手ブラックロック
＜BLK＞、生活用品小売りチェーンのベッド・バス・アンド・ビヨンド＜BBBY＞、家具販売会社フッカー・ファニチ
ャー＜HOFT＞、建設用資材販売のファステナル＜FAST＞が決算コンファレンスコールを開催。 
・米労働統計局が、3月の卸売物価指数（PPI）を発表。コンセンサス予想は前年同月比10.5％上昇（2月は同10％上
昇）、食品とエネルギーを除くコア指数は同8.4％上昇の予想（2月も8.4％上昇）。 
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4月14日（木） 
・銀行や金融サービスの第1四半期決算が始まる。ウェルズ・ファーゴ＜WFC＞、銀行持ち株会社U.S.バン
コープ＜USB＞、金融大手ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞、金融大手モルガン・スタンレー＜
MS＞、大手銀行シティグループ＜C＞、金融持ち株会社のPNCファイナンシャル・サービシズ・グループ＜
PNC＞、金融サービス会社ステート・ストリート＜STT＞、自動車ローンのアライ・ファイナンシャル＜
ALLY＞が決算発表。その他のセクターでは、ライトエイド＜RAD＞、台湾積体電路製造（TSMC、ティッカ
ーはTSM）、医療保険会社ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞が決算発表。 
・4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58.9（3月は59.4）。 
・米国勢調査局が2月の小売売上高を発表。コンセンサス予想は季節調整済みで前月比0.6％増（2月は
0.3％増）。自動車を除く数値は1.0％増（2月は0.2％増）。 
・3月の輸出入物価指数発表。輸出物価は前月比2.2％上昇（2月は同3％上昇）が予想される。輸入物価も
同0.6％上昇の予想（2月は同1.4％上昇）。 
・化学品大手のダウ＜DOW＞、空調設備メーカーのキャリア・グローバル＜CARR＞、建材のオーウェン
ス・コーニング＜OC＞が年次株主総会を開催。 
 
4月15日（金） 
・FRBが3月の鉱工業生産を発表。前月比0.4％増の予想（2月は同0.5％増）。 
・グッドフライデー（聖金曜日）で米国の株式・債券市場は休場。 



2022年4月19日（火）収録予定 
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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14日(木) 



ナスダック100上位銘柄株価   4月14日(木) 



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 4月14日(木) 



本格採用前→「バロンズ」ラウンドテーブル他 
 4月14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 



35 

過去1年 
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過去3カ月 
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過去3カ月 
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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18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  



毎週水曜日 
8時オンライントーク 

駆け込み寺なの？ 
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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 

45 

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 
4月20日（水）電話インタビュー（改野さん） 
4月28日（木）大倉さんデビュー電話インタビュー（改野さん） 
 
 
 
3月29日（火） スタジオ出演（聞き手/露口さん） 
 
 
 

川田重信のありがとうアメリカ株式 





川田重信 プロフィール          

• 大手証券NYで米国株式部への配属が米国株式との出会い。その後香港・シンガ
ポールでアジア株式を担当、帰国後は外資系証券で米国株式の営業責任者。 

• 独立・起業後は投資助言や金融翻訳、さらにマーケットコメンテーターとして
米国株式と関わってきた。 

• キャリアの多くは米国株式関連。結果として外資系証券に転職出来た。待遇に
恵まれ3人の娘が米国の大学に進学でき起業も可能になった。独立後は、米国株
式で自己資金を運用したことで人生や仕事で選択肢が広がった。  

• 米国株式との出会いは本当に幸運。このような魅力あふれる米国株式を少しで
も多くの人に理解、経験してもらいたい。 

川田重信 

https://www.kawataamekabu.com 

www.exetrust.jp/ 
50 

米国株式啓蒙家、個人投資家 
マーケットコメンテーター：TV出演 日経CNBC、ストックボイス 「バロ
ンズ・ダイジェスト」日曜版編集人（米国の著名投資週刊誌Barron’sの日本語版） 

https://www.kawataamekabu.com/
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今日から役立つ 人生を豊かにする日経の読み方 
【人生を豊かにする日経の読み方】 
 
だれしも豊かな人生を送りたい 
人は誰しも悔いのない充実した人生を送りたいと思うものです。そのためにはまず健康です、人や社会に迷惑をかけないだけの資産的な裏づけも重要です。さらにやりがいのある仕事や学びそして社会との関わりも欠かせません。
そのために我々は日々の学びや仕事さらに社会活動に精を出し研鑽を重ねるものだと私は思っています。 
 
さて私は元々証券会社に在籍していましが、ずいぶんと前に独立しいまは米国株式の啓蒙活動を通して日本人に米国株式を使った資産形成を提言し続けています。 
 
投資家も社会人も時代の変化に戸惑いがち 
ただしこの活動を通して私が気づいたことがあります。一つには多くの投資家は資産形成に求められる真っ当な投資手法を誤解しているか知っていても実践していない。もう一つはこれら投資行動の誤解や日本企業の国際競争力の
退潮から感じることです。つまり日本人的な思考・行動様式は部分的にしろグローバルな視点でみて時代の要請とマッチしていないということです。 
 
もちろん投資手法のみならず人と社会のかかわり方に100％正しい答えなどあろうはずはありません。それでも資産形成には正攻法はあります。また自分の有形無形のアセットを次世代や社会に還元していくことは社会人の責務で
す、このことに反対意見を唱える人は多くないでしょう。 
 
身近な教材を使った学び 
日ごろこのようなことを考えている私になにができるかを考え思い立ったのが今回の企画です。企画の内容は簡単で皆さんと同じ教材を使い学びそしてコミュニティーすることです。この機会を通して参加者がグローバルに視野を
広げ自分で考える力を養い納得いく人生を生きるための力をつける、そのきっかけになればいいと思っています。 
 
ではなにを教材にどう学べばいいのか？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ー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証されています。 
 
日経新聞を使って学ぶ 
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ができます。 
 
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し充実した人生目標の達成に少しでもお役にたてるならこれほど嬉しいことはありません。是非一緒に学びましょう。 
 
【こんな人におすすめ】 
・日経新聞の読み方や活用方法について知りたい方 
・日経新聞の学びを通して広く社会の見分を広めたい人 
 
【イベントタイトル】 
今日から役立つ！ 人生を豊かにする日経の読み方 
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私の問題意識 
出発点：投資家は損しすぎ、若者はおとなしすぎ。中高年は甘えすぎ。 
 
個人の自立とは？：納税して世間に迷惑かけなきゃいいんじゃないの？ではだめ？→
大志（＝野望）の実現性が低い 
働くことの意義：大企業に就職＝準国家公務員。 
大企業の社会的責任：安定雇用＝納税、治安 
サラリーマンの出世：なぜあの人があの地位に？わき目もふらずに会社に尽くす（あ
んな商品売っていいの？） 
起業の難しさ：フェアウエイにビジネスのネタない？ 
日本人のロールモデルとは？国のガイドラインは叙勲制度に反映？ 
日本の身分制社会 
日米関係：民主主義と資本主義の組み合わせは最後の統治形態と教わったが？専制主
義国家との競争 なぜ？単純に遅れている？ 
この国は誰のもの？ 日本では設問自体が間違っている？ 



概要 
目的 

日経新聞の多角的な読み方を身に付けることで、情報収集の仕方を体得 

ゴール 人生を豊かにするための情報収集のコツを体得 

ターゲット ・日経新聞の読み方や活用方法について知りたい方 

・日経新聞の学びを通して広く社会の見分を広めたい人 

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/3206235/view 

料金 無料 

頻度 原則 週に1回 毎週土曜日午前9時～9時45分 
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【資本市場】4/4（月）P1 
東証プライム1839社で始動  

東洋経済ONLINE 4月4日「意味あった？東証市場改革｢完全骨抜き｣の全内幕」 
「優秀な若者が地元で就職するとしたら、県庁、銀行、1部上場と相場が決まっている。
その1部上場企業がもし“降格”になったときの影響は、君たちが考えているよりもは
るかに大きいからね。」と自由民主党本部で、国会議員の1人に呼び止められた金融庁
幹部は、そう言われて腰をぽんと叩かれた。 
 
意味あった？東証市場改革｢完全骨抜き｣の全内幕」 
1つ目：骨抜きへの圧力が強烈だったのは菅官房長官（当時）であり、経済産業省出身
の官邸官僚。政治家たちから激しいプレッシャーを受ける中、金融庁として東証を本気
で改革する気などさらさらなかった。 
2つ目の要因：「JPX経営陣の覚悟のなさだ」。 
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【資本市場】4/7（木）P27大機小機 
東証再編、海外基準に堪えるか 

MSCIワールド＝先進23カ国の株式市場を対象とし、各市場における浮動株
調整後の時価総額の約85%をカバー。 
インデックスの総時価総額は約57兆ドル（7000兆円強）に達し、構成銘柄
総数は1539、時価総額の平均は約4.5兆円。 
 
時価総額を国別 
第1位米国 約4800兆円、銘柄数は629、銘柄平均7.6兆円 
第2位日本 約450兆円、銘柄数259、平均約1.7兆円 
第3位英国 約310兆円、銘柄数81、平均3.8兆円 
「100社程度を選んでプライム市場と呼ぶべきだ」「流通株式時価総額は基
準を最終的に1000億円くらいまで引き上げるべきだ」 
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【大学運営】4/4（月）P33
運用益でトップ大学育成 

「10兆円ファンド」始動、研究力引き上げ 
大学ファンドは10兆円規模の資金を運用し、その運用益に基づいて、研究力で世界と渡り合える可能性を持つ国内大
学を支援。科学技術振興機構（JST）が管理を担い、運用は外部の機関へ委託。2022年内にも大学の公募を始め、23
年度には数校を「国際卓越研究大学」に選ぶ見通しだ。5年以内に年間3000億円の運用益を生み出し、1校あたり年間
数百億円を支援する計画だ。支援対象は数校 
国際卓越研究大学には選定の条件がある。(1)国際的にも優れた研究成果を生み出す(2)年間3%の事業成長(3)合議体
の設置などでガバナンス体制を構築する 
 
海外の大学の基金を使った研究力を強化する取り組みだ。ハーバード大学やエール大学など米国の名門私立大は3兆
～4兆円を超す規模のファンドを運営している。企業などからの寄付金も豊富に集めている。英国でもオックスフォ
ード大学やケンブリッジ大学は数千億円規模の基金を運営する。 
 
ただ、運用益をあてる仕組みには見通しが不透明な部分もある。米国の大学に詳しい関西学院大学教授の宮田由紀夫
さんは「米国では私立大学も研究費の多くが政府の資金で支えられている。日本も研究力を高めるには科学研究費補
助金（科研費）や大学院生への奨学金を増やす施策の方が本筋だ」と指摘する。 
 
資金の使い方も重要だ。米国の名門私立大の場合、寄付による収入や資産運用益は「研究だけでなく奨学金などの教
育活動にも活用し、優秀な学生を集めて大学ランキングが向上する要因になっている」（宮田さん）という。 
 
中間層の弱さ課題 
ファンドで直接支援する対象は一握りだ。ドイツの科学技術政策に詳しい政策研究大学院大学・客員研究員の永野博
さんは「大学格差が比較的少ないドイツと比べると、日本では東京大学や京都大学などのトップ層は比較的強みを持
つが、中間層の弱さに課題がある」と指摘する。 
 
例えば、13～17年の平均の論文数を調べた文科省の科政研の分析によると、各国それぞれで上位7位までの大学を比
べると、日本はドイツよりも多く論文を出していた。ただ、8～50位ほどまでの中間層では一転ドイツが上回り、日
本が劣っている。永野さんは「ファンドによる支援対象が数校にとどまれば、国内上位層と中間層の格差がより一層
広がる懸念があるのではないか」と話す。 
 
10兆円の大学ファンドは世界でも類をみない規模だ。効果や課題を適宜検証しながら、研究力向上への有効な手段を
考えていくことが欠かせない。（松添亮甫） 



59 



60 



61 

【文学】4/4（月）夕刊P9 悩める
三島、川端に書簡 

悩める三島、川端に書簡 自決8カ月前の1970年 作品と政治状況を巡り苦悩  
作家の三島由紀夫が割腹自殺を遂げる8カ月前の1970年3月、自らの作品と現実の政治状況がかみ合わない悩みを打ち
明けた書簡を、親交の深かったノーベル文学賞作家の川端康成に送っていたこと4日までに分かった。 
 
「私には心霊的能力、預言の能力が根本的に欠けてゐるやうです」などと書かれており、7日発売の文芸誌「新潮」5
月号に掲載される。 
 
書簡は便箋2枚で、三島が体験入隊していた静岡県御殿場市の陸上自衛隊施設から送られていた。70年4月には、「最
終行動」に加わる意思を周囲に確認しており、自決への決意を固めるに至る時期の心の内を記した内容と言える。川
端の没後50年を迎え、資料を整理する中で見つかった。 
 
書簡では、遺作となった小説「豊饒（ほうじょう）の海」第4巻について「一九七〇年の擾乱（じょうらん）に内容
を合わせるつもり」だったが「一向世間が静かで、この計画は御破算（ごはさん）になりました」とつづられている。 
 
文芸評論家の富岡幸一郎さんは「日米安保条約が延長される70年に向けて反対派の行動が過激化すれば、それを抑え
るために三島が組織する民兵集団『楯の会』が出動し、自らも華々しく散る算段があったのだろう」と指摘。しかし
「思うような展開にならず、駐屯地での自決という方向に軌道修正を迫られたのではないか」と話している。 
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裏・川端三島対決 作家 山田詠美     2021/7/13 14:00 
夫が、おもしろいもんがあったよ、と言って見せてくれたのは、ありし日の、川端康成、三島由紀夫、伊藤整による鼎談（ていだん）映像である。
1968年、川端がノーベル賞を受賞した翌日にNHKで放送されたものだ。 
 
ただ漠然と見ていると、川端リスペクトの後輩2人が親し気に受賞を祝いながら、文学論を交わしているようだ。そして、どっしりと構えた川端
は、余裕の笑みを浮かべて、「不思議だ」とか「拾いものだ」なんて言っている。耳が大きくて、りっぱである。 
文字に起こして文芸誌にでも載せたら、あり来たりの受賞記念鼎談だ。しかーし! 夫の言うおもしろさは映像にあった。しかも、画面の隅っこ
に。 
なんと、始まってからテーブルの下で時折、三島は貧乏ゆすりめいた動きをしていたのである。そして、そろそろ終わるか、という頃に、やはり
テーブルの陰で、こっそり腕時計を見ていた! 
映像はすごいね、ちょっとの隙もとらえてしまう。三島も油断したね、などと笑っていて、ふと、気が付いた。もしかしたら、あれ、わざとなん
じゃないの？ 川端と共に、ノーベル賞の話題がいつも付いて回った三島は、おれ、別に、欲しくないのにさー、こんなとこ呼ばれちゃったよ、
時間ないのに……というポーズを取りたかったのかも。時代のトリックスターという面も合わせ持った三島だもの。カメラがどこを追っているの
か、なんて百も承知だったんじゃないか。福耳の文豪の謙遜、さぞかしイラッとしただろうね。 
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【教育】4/5（火）夕刊P8 くらし・ナビ
育む中学受験、世界へ視野開け 

社会が抱える課題から出題 
 (1)基礎固めをする(2)志望校の研究をする(3)ニュースに関心を持つ――の3点だ。 
 
(3)は時事問題への対策だ。 
「新型コロナウイルス感染症の流行で、マスクは多くの人にとって日常生活の一部になりました」――。光塩女子学院（東京・杉
並） 
大宮開成（さいたま市）「あなたは日本の発電において、どのような発電方法を推奨しますか」 
 
麻布（東京・港）は国籍法の説明や外国人労働者が増えるようになった社会的背景などについて分かりやすく説明したうえで、日
本の難民政策や在日外国人の人権を巡る様々な問題について問いかけた。 
成蹊（東京都武蔵野市）も、昨年の東京五輪・パラリンピックに出場した難民選手団などを紹介したうえで、「日本で難民申請を
しても、なかなか難民として認定されないのはなぜですか」との問いを設けた。 
 
対策としては、日ごろからニュースを見聞きする環境を整えることが大切なのは言うまでもない。来年はウクライナ情勢に関する
出題が相次ぐだろうが、テレビや新聞で得た情報を家庭内の会話を通じて自分の言葉でアウトプットできれば理解も深まるだろう。 
 
大妻多摩（東京都多摩市）「日本のりんごが高価格であるにもかかわらず、台湾が日本のりんごを輸入するのはなぜだと思います
か」 
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【社会と企業】4/6（水）P7Opinion
「融合する資本の論理と社会」 

「資本」と「社会」はそれほど相反？ 
英国：大手スーパーのセインズベリー：従業員の賃金引き上げを求める株主提案 
米国：「人権監査」や「公民権監査」と呼ばれる動きが、株主の主導で広がっている。3月4日のアップルの株主総会で公民権監
査を求める株主提案が可決。同様の提案を受けていたJPモルガン・チェースは自主的に第三者監査を受け入れ、今年末までに結
果を公表することを決めた。 
英国と米国は「シェアホルダー・キャピタリズム」（株主資本主義）その地で従業員や取引先に目配りする「ステークホルダ
ー・キャピタリズム」（利害関係者資本主義）が急速に台頭している現実に、日本の市場関係者や政策当局者はもっと目を向け
たほうがいい。 
 
ステークホルダー重視の考え方が広がる舞台は、資本市場。ポイントはそこだ。市場の機能を制限したり株主の力を弱めたりす
るのではなく、社会改良に活用する仕組みと知恵が必要だ。 
 
そう考えれば、私たちが構想すべきは株主主義の弱体化ではない。むしろ、多くのステークホルダーを株主として受け入れ、市
場を経由して様々な声が企業や国に届くようにすることだ。資本の論理と社会課題の解決が融合する「株主資本主義2.0」とも
名づけられよう。 
 
危機に際して世界の投資家は素早く態度を表明した。この事実に照らせば「株主の求めるものは自社株買いなど短期の利益還元
だけ」という決めつけは、何とも矮小（わいしょう）である。 
 
投資家が公益を語る風潮を「ウオーク・キャピタリズム」（覚醒した資本主義）とも呼ぶ。主に米共和党筋の批判的な指摘だが、
冷やかし以上の意味は見いだせない。 
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金曜日のイベント：名古屋商科大学 原田泰教授「新しい資本主義とは何か」at東洋経済 
「新自由主義」という言葉は、本来資本主義の歪みを正す自由主義という意味だった。 
経済のパイが増えないと賃金は上がらない。経済成長が国民を幸せにし、国家安全保障にもつながる。 
ロシアは経済力が弱いので、軍事力を維持できなくなっている。ロシアに核がなければ、簡単に米国やNATOに屈
服させられていただろう。 

日本の賃金が上がらないのは、競争が嫌いで（護送船団
が大好き）、生産性向上を邪魔する人が多いためだ。競
争を妨害する勢力を排除する必要がある。 
 
日本はGAFAがないから、賃金が低いのではない。仏独はGAFAがなくても、賃金が上昇している。韓国は生産性を
上げた結果、実質賃金が日本を上回るようになった。 
 
日本は積極的な金融財政政策で、高圧経済を維持する必要がある。円安危険論こそ危険だ。ドイツは為替が安定
していた結果、競争力が高まった。韓国ではリーマンショック後ウォンが下落し、製造業の競争力が高まった。 
 
日本は円安でも売るものがなくなったから、円安の恩恵が小さくなったとの指摘があるが、その前の円高過程で
製造業の海外移転が進んでしまったからであり、今後円安で製造業を国内に引き戻せばよい。 
 
岸田首相は役人の肩車に乗って、無難な政策を取ればいいと思っており、リスクを取るつもりがないようだ。日
本の政府は農業や環境政策などで間違った政策を繰り返してきたので、成長戦略で民間に正しい道を示すことは
できないだろう。気候変動対策や経済安全保障強化はコストを上げる政策であり、コストが上がればその分だけ
実質所得が減少しよう。人への分配はコストではなく、未来への投資だというのは心地良く聞こえるが、本来そ
れは企業と個人が決めることだ。 
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日本取締役協会Corporate Governance Vol.8オリックス 
宮内義彦シニアチェアマン「日本のガバナンス不全 会
社法改正の失敗を引きずる」  
 
1994年の経済同友会の舞浜会議での対立 
宮内「企業はまずは何が何でも収益を上げて、株主に評
価されることが大事。」 
 
日本製鉄の今井敬社長「企業は従業員を大事にし、コミ
ュニティの良き一員、社会の一組織としてグッドシチズ
ン」。 
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ブッシュ大統領が国内政策の柱として掲げる
「オーナーシップ社会」 
 
政府や公的サービスを側面支援に限定し、各自
の選択による資金の貯蓄・運用で民間サービス
を購入し、個々人が独自の選択で未来を築く構
想。 
 
 この枠組みでの高齢化対策では、国が主導する
社会保障制度が補完的な位置付けとなり、個々
人のリスク管理に重点がシフトする。 
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米国のペロシ下院議長が今週末に来日し、岸田文雄首相と会談する見通
し。ロシアのウクライナ侵攻を受け、日米が結束し対応する方針を擦り
合わせる。インド太平洋地域で軍備増強を進める中国を巡っても意見交
換するとみられる。 
 
ペロシ氏は米国史上初めての女性下院議長に就き、2011年の退任後、19
年1月に再び就任した。今週末にかけて複数の下院議員とともに日本を
訪れる。細田博之衆院議長らとの面会も調整している。 

【政治】4/6（水）P1「米下院議長、
来日へ 今週末、中ロ巡り首相と会

談」 
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米大統領職の継承順位、副大統領の次は下
院議長－憲法などで規定 
 
米国憲法修正第25条第１項は大統領の地位
の継承について、大統領が免職されるか、
死亡、または辞任した場合、副大統領が大
統領になると定めている。 
 
憲法修正第25条第３項では、大統領が上院
議長代行および下院議長に対し、職務上の
権限と義務を遂行することができない旨を
書面で通告した場合は、その後、大統領が
権限と義務を遂行することができる旨を書
面で通告するまで、副大統領がその権限と
義務を代行するとしている。 
 
  下院議長は現在、民主党のペロシ議員、
上院議長代行は共和党のグラスリー議員が
それぞれ務める。 
 
  さらに、大統領が自ら権限委譲をでき
ないか、それを拒んでも、第４項１号によ
れば、副大統領および行政各省の長または
連邦議会が法律で定める他の機関の長のい
ずれかの過半数が、上院議長代行および下
院議長に対し、大統領が職務上の権限と義
務を遂行できない旨を書面で通告した場合
は、副大統領は直ちに権限と義務を代行す
るものとする。 
 
  第４項２号の規定には、その後、大統
領が職務遂行不能の状態は存在しない旨を
書面で通告したときは、大統領は職務上の
権限と義務を回復するとある。 
 
  ただ、副大統領および行政各省の長ま
たは連邦議会が法律で定める他の機関の長
のいずれかの過半数が上院議長代行と下院
議長に対し、大統領が職務上の権限および
義務を遂行できない旨を書面で通告し、上
下両院の３分の２の投票で大統領が職務上
の権限および義務を遂行することができな
い旨を決議すれば、引き続き副大統領が権
限と義務を代行するとしている。 
 
  米国憲法と1947年大統領継承法によれ
ば、次の順位で継承される。長官の順位は
一部の例外を除き省の設立順となっている。 
 
    副大統領 
    下院議長 
    上院議長代行 
    国務長官 
    財務長官 
    国防長官 
    司法長官 
    内務長官 
    農務長官 
    商務長官 
    労働長官 
    厚生長官 
    住宅都市開発長官 
    運輸長官 
    エネルギー長官 
    教育長官 
    退役軍人長官 
    国土安全保障長官。 
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4日 
▽15時30分 フィンク米ブラックロック最高経営責任者（CEO）、井沢吉幸ブラックロック・ジャパン取締役会長。 
▽18時28分 東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。日本料理店「水簾」で関口参院議員会長、世耕参院幹事長、岡田参院国対委員長と会食。 
 
6日 
▽15時 永浜利広第一生命経済研究所首席エコノミスト。33分 上野泰也みずほ証券チーフマーケットエコノミスト。 
▽18時32分 東京・赤坂の日本料理店「赤坂梢」。鈴木財務相、森英介元法相、藤井孝男元運輸相と会食。 
 
７日 
▽19時15分 東京・大手町の大手町パークビルディング。会員制クラブ「クラブ関東」で村岡彰敏読売新聞東京本社副社長、原田亮介日本経済新
聞社論説主幹、梅野修元共同通信社編集局長、渡辺祐司時事通信社主筆、小菅洋人スポーツニッポン新聞社社長、赤座弘一静岡第一テレビ社長と
会食。 
 
8日 
▽10時46分 内田誠日産自動車社長。 
▽19時38分 東京・東麻布の中国料理店「富麗華」。森喜朗元首相、松山参院議員、小林温元参院議員と会食。 
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【政治】首相官邸（4/4） 
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【就職】4/7（木）p14 来春卒就職
ランキング 東京海上が文系首位 

実質的に終身雇用かどう
か？ 
 
東京海上とニトリが順位接
近 
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短期筋の苦境を映す投資信託 
三井住友DSアセットマネジメントの「テトラ・エクイティ」だ。米
S&P500種株価指数が一定以上に下落すれば先物を機械的に売り建て、
逆に一定の上昇で買い建てる。持ち高は当日の引けで解消する短期
の順張り戦略を取る。 
 
「トレンド戦略型」 
「米国株式デイリートレンド戦略ファンド」や「トレンド・キャッ
チ戦略ファンド」など、いわゆる「トレンド戦略型」と呼ばれる投
信はテトラの成功以降に量産された。 87 

【投資手法】スクランブル
4/7(木）P27 短期投資家五里霧中 
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【金融政策】総合4/8(金）P3 FRB、
「量」も引き締め 3年で最大420

兆円圧縮 
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【経済】総合4/9(金）P3きょうの
ことば 経常収支 
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【読書】4/8 p29 
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3/26（土）私の交遊抄（p48） 

98 



4/9（土）私の履歴書 
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河合良成（1947年12月～1964年7月）※中興の祖  

河合良一（1964年7月～1982年9月）  

能川昭二（1982年9月～1987年6月）  

田中正雄（1987年6月～1989年6月）  

片田哲也（1989年6月～1995年6月）  

安崎暁（1995年6月～2001年6月）  

坂根正弘（2001年6月～2007年6月）  

野路國夫（2007年6月～2013年3月） 

大橋徹二（2013年4月～2019年3月） 

小川啓之（2019年4月～ ） 

1957年 

河合良成（小松製作所社長） 

 

2014年 

坂根正弘（コマツ相談役） 
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福井県県立藤島高校 大阪大学 コマツ入社 
火曜日 現場 
水曜日 結婚 奨学金 
木曜日 海外赴任 入社8年目。15畳ほどの大きなリビングルーム
と4つのベッドルーム、広々とした庭。 
当時の河合良一社長はじめ様々な人が来たが、偉い人ほど優しい
部課長クラスにはやたらと威張る人もいて 
日本では見たことのない雄大な光景に度肝を抜かれた。 
こうした経験を通じて痛感したのが、最強のライバルである米キ
ャタピラー社との品質の差だ。 
当時は1ドル=200円台の時代。コマツ製は安くてそこそこの品質だ
ったから売れていたが、円高などの環境変化で価格競争力を失え
ば、相手にしてもらえないのは明らかだった。 
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ifa@exetrust.co.jp 

お願い 
アンケートご記入ください（質問を変更して
います） 
 
来週以降のチケットもご購入ください 
 
金曜配信のPPTを事前に見ておいて 

mailto:ifa@exetrust.co.jp

