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ストックボイス 

『バロンズ拾い読み』2016 年 4 月 25 日号 

2016 年 4 月 25 日（月）午後 10 時 35 分ごろから（スタジオ/電話) 

 

エグゼトラスト株式会社 

『バロンズ拾い読み』編集人 

川田重信 

 インタビュー要旨 

約 13 分 

4. The Trader ダウ工業株 30 種平均は 1 万 80000 ドルを超える 【米国株式市場】 
企業業績はそこそこだが史上最高値更新には至らず  

丸山 

川田さん、先週の株式市場は史上最高値にあと一歩のところまで買い進まれました。ただ

し週間では主要指数の中でも明暗が分かれ、S&P500 やダウは上げましたが、ナスダック

は下げましたね。 

川田 

そうですね、主要指数の中でも方向性に違いが出た珍しい週でした。実際にこういうこ

と、つまり主要指数で方向が一緒じゃなかったのは昨年 9 月 18 日終了の週、つまり 7 か

月前に起きています。このときは S&P500 とダウがマイナスでナスダック総合がプラス

でした。 
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ところで先週は S&P500 とダウは 0.6%程度上げましたが、ナスダック総合は 0.65%下げ

ました。もっと下げたのがナスダックの時価総額上位で構成するナスダック 100 で 1.5%

も下げました。これは時価総額の大きいアルファベット（GOOGL、週間でマイナス

5.41%）、マイクロソフト(MSFT、同マイナス 6.95%)さらにネットフリック（NFLX、

同マイナス 14%）あたりが決算に絡んで大きく売られたのが影響しています。 

ところで小型株指数のラッセル 2000 は 1.4%ほど上がりしています、念のため。 

あと、決算ですが、これで約 20%の企業で決算発表がありましたが、前年同期比でマイナ

ス 7.2%ほど減益になっています。 

丸山 

今週は FOMC(連邦公開市場委員会)が水曜日までありますが、金融政策の変更は予想され

ていませんね。 

川田 

そうですね、あと同じく木曜日に第１四半期の GDP の速報値が発表されます。前期比年

率で＋0.6%程度の伸びが見込まれています。 

4 月 18～4 月 22 日 
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7. Protect Your Portfolio From Traders 自分の投資を守る 【株式市場展望】 
ファンダメンタルズを無視したトレーダーの動きには逆張りで対応すべき  

丸山 

それにしてもこの相場の強さをどのように受け止めたらいいですか？ 

川田 

そうですね、それは私が聞きたいくらいですが、関連した記事は 7 番の【株式市場展望】

にありました。 

丸山 

なにか納得できる分析はありますか？ 
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川田 

ありません。年初来 S&P500 は 10%下がって 2 月 11 日を底に史上最高値をうかがうよう

に 14%急反騰しています。加えてドルは年初来で 4.1%下落しているし、バイオ関連銘柄

（IBB）も大幅安している。 

それもこれもファンダメンタルズには変化がないけど、相場を上下に動かしたのは市場参

加者のポジションだけだと、これが 7 番の記事です。 

たしかに年初から 2 か月ぐらいは景気後退に陥るとの見方がどんどん広がって相場が下

落。今となっては、あれはなんだったんですかね？そうはいっても、その株価の上下で実

際に投資行動を起こさざるをえない。本当に相場というのは厄介ですね。 

 

 

1. Barron’s Big Money Poll: The Pros Turn Cautious 慎重【ファンドマネジャー調査】 
高値警戒感はあるが、株式を依然最有望視  

 

丸山 
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ところで川田さん『バロンズ拾い読み』には半年に一度、機関投資家に相場見通しや投資

方針についてアンケート調査を実施する特集がありますが、今週がそれですね。 

川田 

はい、1 番のカバーの記事ですね。これはタイプの異なる機関投資家、例えば年金、投

信、投資顧問で規模も大小さまざまな投資家にメールで回答を求めるようです。今回は全

米 110 社から回答を得て、それを整理して紹介しています。3 月の末ごろが回答時期のよ

うですから、2 月 11 日の底値から上がってくる途中ですね。 

ちなみに 1 年前の 4 月 27 日号で紹介したときのＳ&Ｐ500（4/27 2108 ポイント）は大体

今ぐらいの水準でした。当時は「正常な警戒感」を抱いていた回答者が多く、キーワード

は「気迷い気分」でした。 

そして昨年 10 月 19 日号では、8 月の下げを乗り越えたので、「気迷い気分」ではなくな

り、上昇を見込むグループとこのままでは済まない「もっと下がる」と思うグループの両

方に分かれたといえます。 

丸山 

川田さん、こういう調査は普通あまり参考にならないという意見もありますが、この調査

の信頼性についてはどうですか？ 

川田 

はい、他の調査はそうかもしれません。しかしこの調査は後になって振り返ってみると、

相場の雰囲気、ムードそしてその後の方向性をおおむね正しく言い当てているという印象

を受けます。これは回答者がセルサイド、つまり証券会社で商品を奨めるほうではなく、
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運用する側のプロに聞いています。だからより高度で責任を伴った意見が反映されている

からかと思っています。 

丸山 

＊米国株式の先行き 

川田 

まず米国株式の先行きですが、強気派が前回の秋が 55%、そして 1 年前の春の調査では

45%ありました。それが今回は 38%しかいません。現状の相場水準は割高との見方を反映

しているようで、過去 20 年の歴史では強気度合いが最も低いということです。 

大半の運用者はこの先の上値はかなり限定的とみています。また回答者の 3 分の２はこの

先 1 年で 10%以上の調整があると予想しているようです。企業業績の低下と回復度合いに

悲観的というのが懸念の理由のようです。 

丸山 

＊資産クラス 

川田 

次に資産クラスではどれが有望か？ これは例えば株式、債券、不動産、金とかコモディ

ティとかの中ではどれが儲かりそうか？という質問です。株式が一番多くその割合は 54%

なのですが、昨年秋の 63%からは低下しています。そして最も敬遠されているのは債券で

す。 

丸山 

＊世界の株式市場 
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川田 

世界中の株式市場でどこの市場が最も有望か？との質問には米国（S&P500 指数）が 53%

で新興国市場（23%）そして欧州（14%）と続きます。また最もダメな市場は？との問い

かけには中国（40%）で日本（31%）です。このダメな市場の中国と日本ですが、半年前

の調査でもそうでした。 

丸山 

＊マクロ経済 

川田 

経済はどうか？という質問には、当面は景気後退を懸念していない、また 75%以上の回答

者は世界経済の成長加速か現状維持を想定しています。これは年初から 2 月までの市場が

急落したときとはムードが違うことを反映しているのでしょう。 

丸山 

他にはどんな質問事項がありますか？ 

川田 

企業業績 

はい、まず企業業績：3 分の 2 の回答者は増益を予想していますが、今年の増益率は 1～

5％で低いです。これが株価の想定水準も強気になれない最大の理由です。ただし来年に

なれば 8 割の回答者は業績の伸び率が加速すると考えていて 6～10％程度の伸び率を予想

しています。 

投資商品 
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これは ETF、投資信託、ヘッジファンド、そして PE（プライベートエクイティ）あたり

が選択肢で ETF の人気が高まっています。 

FRB の利上げ回数 

これは 37％の回答者が年内に 1 回だけ、50％は 2 回とのこと。これは市場のコンセンサ

スに近いのではないですか。 

株式相場の投資スタイル 

代表的なのはバリューかグロースか？ですが、8 割の回答者はバリュー株の復活を予想し

ています。これは先週の決算銘柄の値動きを見てもその通りになっています。 

 

有望銘柄 

アルファベット(GOOGL)やアップル(AAPL)、テスラ(TSLA)が上位です。ここら辺は日

本の投資家の志向を同じですね。ただし割高銘柄の筆頭もテスラ（TSLA）です。さらに

ネットフリックス(NFLX)、フェイスブック(FB)、アマゾン(AMZN)も割高銘柄ですね。 

大統領候補 

だれが大統領なると思うか？という問いにはヒラリー・クリントンですが、誰になってほ

しいですか？との問いには共和党のジョンケーシック候補が一番多いです（38%）。 
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6. Up & Down Wall Street 今年好調なのは去年不調だった資産クラス 【コラム】 
値がさ株に調整の兆候――利益を確定するタイミングか？  

 

5. MLPs Are Rallying—but They’re Still Risky 回復しているが、依然リスクも 【MLP】 
MLP のパフォーマンス維持には健全な資本市場と安定的なエネルギー価格が必要  


