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市況概況
金融市場は2022年の第1四半期を終え、第1四半期に起きた重要なイベントのすべてを総括し、
近い将来の見通しを立てる時期になりました。

インフレ率の上昇に伴い、連邦準備理事会(FRB)は2022年第1四半期にようやくタカ派に転じま
した。 3月の連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げに踏み切りました。 一回のみの利上げでは
なく、ついに一連の予想された利上げが行われています。

CMEのFedWatchツールによると、トレーダーは夏に政策金利を175～200ベーシスポイント
(bp)引き上げる可能性を織り込んでいます。

タカ派姿勢の連邦準備理事会
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一見すると、株式やその他の資産の価格を圧迫する懸念材料に見えます。 債務コスト
が増加すると、経済成長へのさらなる重しとなる可能性があります。 しかし、歴史的に
はFRBが引き締めサイクルの間に株価が上昇することが多々ありました。 つまり、利
上げサイクルの間に経済成長が加速し、株価が押し上げられるのです。

出典: сmegroup.com

出典: macromicro.me

図1：異なる金利シナリオの可能性

図2. S&P 500とFF金利の相関関係
TARGET RATE PROBABILITY HISTORY FOR FEDERAL RESERVE MEETING 27 JUL 2022

株価は、サイクルが始まる前は期待値で下落する傾向がありますが、通常、その過程で
は下落しません。



エネルギー価格が高騰し、消費者物価指数と生産者物価指数が上昇する中で、インフレ
率が大幅に上昇しました。 FRBが利上げを開始した現在、コモディティ価格の上昇はほ
ぼ止まり、横ばいで推移しています。原油、天然ガス、およびゴールドはレンジ相場の範囲
内で推移し、手掛かり材料難の状態が続いています。

さらに、ロシアによるウクライナ侵攻がもたらした不確実性の高まりは、新型コロナウイ
ルス感染症拡大による直近のサプライチェーンの混乱を深める可能性があります。 

東欧での戦争は、ガスや原油価格の上昇などエネルギー市場に影響を及ぼし、一連
の弊害をもたらすかもしれません。

インフレ

ロシアによるウクライナ侵攻と
新型コロナウイルス感染症

出典: ycharts.com図3：米国のインフレ率
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第一に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を発端としたサプライチェーンの混乱は、コ
モディティ市場のボラティリティを高めて増大させ、他の経済セクターの全体的な不確実性
を高める可能性があります。

例えば、Goldman Sachsはすでに半導体業界の見通しと、AMD、INTC、MCHP、およびTER
の格付けを引き下げました。

半導体業界は通常、経済成長のけん引役であるため、アフターコロナ時代の経済回復の緊
張感は高まることになります。

多くの国ではすでに社会経済活動の再開が進んでいますが、新型コロナウイルス感染症は
風土病になる可能性が高く、パンデミックの終息には程遠いです。 中国を中心に、ゼロコロ
ナ政策に固執し、厳しい都市封鎖や行動制限を課している国もあります。

7.87% for Feb 2022

まとめ
トレーダーとインベスターは、景気回復ペース、地政学的緊張、およびインフレに目を向
けましょう。 「戦場の霧」はプロセスに不確実性をもたらしますが、市場が今持っている明
確なFRBの行動見通しは、予測および予想を立てるための良い基盤となります。

世界経済に堅調な回復が見られ、地政学的なエスカレーションの影響を大きく受けなけ
れば、株式市場は成長する可能性が高いでしょう。 株式市場の成長は通常、仮想通貨市
場も後押しします。 ビットコインは長期保有者の数が多く、 BTCUSDは長期的な上昇を
期待できると信じているトレーダーが多いです。 ビットコインだけでなく、仮想通貨市場
全般の需要の喚起につながる可能性があります。
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株式市場

第1四半期は株式市場全般にとって厳しい状況となりました。FRBの引き締め
サイクル開始前に、インベスターのリスク回避姿勢が強まり、大半のテック株は
大打撃を受けました。 実際、S&P 500は四半期ベースで2年ぶりのマイナスを
記録しました。 ハイテクセクターと投機筋の景気循環株が最も大きな打撃を受
けました。 例えば、2020年から2021年にグロース株の中で最も注目を集めた
ETF（上場投資信託）であるARKKは、最高値から50%以上下落しました。

それでは、最も一般的な株価指数の基本的な条件を見ていきましょう。

ボラティリティが比較的低いため、急なプルバックや暴落は発生していませ
ん。S&P 500とナスダックは、主に後者が3月のFOMC会合まで四半期を通して
下落しましたが、その後、株式は楽観ムードになり、以前よりはるかに優れたパ
フォーマンスを発揮しました。

これは「噂で買って事実で売れ」と昔から言われる原則を表しています。 市場
は、インフレ率上昇に対するFRBの煮え切らない態度など、不確実性を嫌いま
す。 Jerome Powell氏の記者会見が実際に行われ、利上げが実現すると、トレ
ーダーは景気回復などの他のけん引役に焦点を移します。

S&P 500は、第1四半期に他のセクターよりもエネルギー株が好調だったため、
ナスダックと比べて若干優勢となっています。



セクターは、第1四半期に最高値を更新したエネ
ルギーセクターを除き、インデックス（指数）に連
動して推移しました。 Exxon Mobil、Occidental 
Petroleum、Chevronなどのエネルギー関連銘柄は、
テック株が低迷する中で予想を大きく裏切りました。

エネルギー関連株に着目することは、今や当然のこと
なのでしょうか？

必ずしもそうではありません。 インフレと地政学的な
エスカレーションに関する現在の予測の大半は、織り
込み済みかもしれないからです。 株価が急上昇してい
る銘柄に飛びついても、今回はうまくいかないかもし
れません。

具体的なアイデアを詳しく見ていきましょう 。

セクター
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Sectors
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AAPLは前回の四半期展望レポートに登場し、予想通りに推移しました。 AAPLは、
健全なファンダメンタルズと継続的な収益拡大を維持している、ハイテクセクターで
最も優れた企業の1つです。

AAPLは前四半期に従来予想を上回る黒字を達成しました。特に経済見通しが予想
を上回る場合には、さらに大きな利益をもたらす可能性があります。 PERは28倍程
度なので、「買われ過ぎ」の状態には程遠いです。 AAPLは、2022年に優れたインフレ
ヘッジになる可能性がありそうです。

AAPL
テクニカル観点からは、AAPLは以下のチャートに示すように「ペナント」パターンの上限を
突破し、トレンドが継続するように見えます。 一般的な統計的観察では、強い株は総じて決
算日より前に利益を蓄積するため、これも想定に当てはまる好材料となります。
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反発の可能性があるもう1つの銘柄は、Biogen (BIIB) で
す。 金融引き締めや一株当たり利益の悪化が懸念される
中、同社株は大量に売却されました。 しかし、ファンダメン
タルの観点からは、今日の相場は値付きが悪すぎる印象
を受けます。 BIIBの公正価格（コンセンサス予測に基づく）
は、現在価格よりも約20%高い$238程度と推定されます。

The 27 analysts offering 12-month price forecasts for Biogen 
Inc have a median target of 236.00, with a high estimate of 
350.00 and a low estimate of 185.00. The median estimate 
represents a +9.96% increase from the last price of 214.63.

テクニカル観点からは、BIIB
は「フラットベース（平底型）」
パターン、または別の解釈で
は「カップアンドハンドル」パ
ターンを形成している可能性
があります。 このパターンが
完成すると、チャートに示すよ
うにパターンが上向きにブレ
イクする可能性があります。

BIIB
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Stock Price Forecast

Visaは、フィンテック業界の同業
他社の中で相対的な強さを見せ
ており、コンセンサス予測は$270
～300です。 現在価格付近で「ダ
ブルボトム」パターンを形成し、間
もなく$270～300へ向けて強気
のパターンを繰り返す可能性
があります。

V



2022年の第1四半期末までに、世界最大の資産管理会社の
一部が、仮想資産をポートフォリオに組み入れることをクラ
イアントに提案、または許可し始めました。 これらの企業に
は、Goldman SachsとBlackrockが含まれます。 全社合わせ
て11兆5千億ドルを運用しています。

彼らのクライアントがポートフォリオ全体の5%しか割り当てて
いない場合、5,000億ドルの資本流入が見込まれます。 現在の
仮想通貨の時価総額は1.5兆ドルを上回っているため、時価総
額の3分の1程度の増加が見込まれます。これは、直接的また
は間接的に価格に影響を与える可能性があります。

スポット型ビットコインETFも視野に入ります。 このようなETF
の取扱開始は、「おじさん、おばさん」が仮想通貨市場に参入
するための最適な手段の1つになるかもしれません。 

ビットコイン
現状

出典: glassnode.comBitcoin: Mean Hash Rate
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上記のデータでは、世界中の取引所からの1日当たりの取引量が確認できます。 以下のデー
タでは、保有量が流出し続け、3月末には約1万5千BTCの大規模な流出があったことが分
かります。

さらに、過去5か月間は価格が上昇しませんでしたが、驚くべきことに、マイニング活動は
活発化していました。 この状況は、ネットワークを保護するために稼働するマイニングリグ
が増えていることを意味します。 ビットコインネットワークがより安全になるにつれて、より
多くの機関投資家がビットコインにより多くの資金を投入する可能性があります。

ビットコインが2021年5月に暴落後、同年7月に史上最高値を記録して以来、世界的
に取引所のビットコインの保有残高は減少しています。 執筆時点では、保有量の減少
が続いています。 取引所のビットコインの保有量が少ないと、取引所での供給不足を
招き、その結果、マーケットメーカーが値上げしやすくなるため、保有量は非常に重要
です。 以下のデータは、保有量が過去最高だった2021年11月以来、減少し続けてい
ることを示しています。

需要と供給

  出典: glassnode.comBitcoin: Balance on Exchanges 

10

  出典: glassnode.comBitcoin: Net Transfer Volume



テクニカル観点からは、第1四半期に$33,000付近
で底打ちした後、横ばい圏内の動きとなって落ち着
き、均衡型三角持ち合い（シンメトリカル・トライア
ングル）を形成しました。 最近、$45,000付近でパタ
ーンのレジスタンスラインを突破しました。 パター
ンに基づいて目標値に到達するまで継続すること
は可能ですが、価格が上向きに傾斜したサポートで
平行線に達した場合、一部のトレーダーはポジショ
ンを決済する可能性があります。

価格が上昇を続けると、$54,000～56,000に達す
る可能性があります。 その後も価格が上昇すれば、
再び史上最高値を更新する可能性もあります。

テクニカル展望

出典: tradingview.comBitcoin vs US Dollar, 1W
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2022年第2四半期の初めには、ウクライナでの戦争はまだ続いていました。 この戦争により、世界的にインフレが加速しまし
た。 多くの国がロシアからのエネルギーに依存し、少ないながらもウクライナ産のエネルギーにも依存しており、小麦の供
給をウクライナに依存している国もあります。 

ゴールド

出典: tradingeconomics.com

世界情勢
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米国のインフレ率は40年ぶりの高水準となる7.9%を
記録し、米国の平均インフレ率である2%の約4倍の高
さとなりました。 インフレの加速により、ハイパーインフ
レへの懸念が高まっています。

インフレ率が上昇し続けたため、FRBはそれに応じて
利上げを行いました。 また、2022年第2四半期に
FRBがより積極的に利上げを行う可能性があるとい
う噂もあります。

最初の利上げは2022年3月に行われ、複数の金融商品
にボラティリティが起こりましたが、このボラティリティの
状態は長く続かなかったため、多くの金融商品が金融引
き締め政策を「織り込み済み」のようにも見えました。

American annual infl ation, %



ゴールドETFの取引量は、2022年2月の第2週に増加
し始めました。 この傾向は、2022年3月末まで続きま
した。 この増加は明らかに、ウクライナでの戦争によ
って引き起こされた不確実性によるものでした。 

米国の経済状況に対する不透明感から、多くのインベ
スターがゴールドに移行しました。また、他の資産か
らゴールドへの資金流入が続いています。 以下の地
域別のETF資金流出入データは、資金流入先の変化
を示しています。

出典: gold.org

取引量
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Trading Volumes

Weekly fl ows in Tonnes



テクニカル分析の観点では、ゴールド価格はついに、1
トロイオンス当たり$2,000に再度到達しました。 価
格は、均衡型三角持ち合い（シンメトリカル・トライア
ングル）の$2,000～2,100付近で目標値に到達しまし
た。 その後、価格は急落し$1,890で2回取引されまし
た。 価格が横ばい圏内で推移しているため、通常は
明確なブレイクアウトを待つ方が無難です。 1トロイ
オンス当たり$1,965付近にあるレジスタンスラインを
上抜けることができれば、$2,000～2,050まで戻る可
能性があります。 ただし、$1,890を割り込むと、再び
$1,830～1,850になるかもしれません。

テクニカル展望

出典: tradingview.comGold vs US Dollar, 1W
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世界最大の国であり昨年世界最大の原油輸出国であったロシアのウクライナ侵攻は、
原油市場に突然の供給ショックをもたらしました。 ロシアからの供給は、4月に日量約
300万バレル（世界の原油需要の約3%相当）減少すると予想されています。 各国による
経済制裁が最大の要因ですが、戦争の間接的影響により、ロシアの原油生産能力も低
下しています。

他の原油産出国も同様に増産に苦戦しているようです。 特に、ロシア、サウジアラビアと
並ぶ世界三大産油国の一つであるアメリカの場合、2月下旬にロシア・ウクライナ戦争
が始まって以来、掘削リグの稼働数は大幅に増加していません。 

原油
供給

出典: Trading Economics/Baker Hughes 出典: tradingeconomics.com/OpecBaker Hughes社の石油
掘削リグ稼働数

サウジアラビアの原油生産量の日量
平均、数千バレル

もちろん、価格高騰による強いインセンティブが存在する場合でも、企業が増産に必要なイ
ンフラとプロセスを整備するには時間がかかりますが、第2四半期末には供給が大幅に増
加する可能性はあります。 アメリカの戦略石油備蓄の放出により、消費者心理がある程度
改善しましたが、それも長くは続かないかもしれません。

2022年3月末現在、サウジアラビアとアラブ首長国連邦のみ生産能力に余裕があります
が、主に政治的な理由で、どちらも大幅増産に消極的になっているようです。 バイデン大統
領が就任して以来、サウジアラビア政府とアメリカ政府の関係の冷え込みが明らかになり
ました。特に昨年はイエメンで続く内戦に対する米国の発言が増加しました。 2月のサウジ
アラビアの原油生産量の日量平均は約1,020万バレルで、過去最高の1,200万バレルを大
幅に下回りました。

Oil
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需要
ロシアからの原油供給減少による価格高騰
が、2022年第2四半期に一部のセクターでの需要
に打撃を与え、その後も長引く可能性があると予
想されています。 大半の主要先進国のインフレ率
が非常に高いという現状は、経済成長を妨げる
可能性があります。

一方、中国のゼロコロナ政策は、おそらく原油の
需要にも影響を与えるでしょう。 3月末から4月初
めにかけて、上海をはじめとする各都市で新たな
ロックダウン措置が開始されました。 

このような状況の中、他の大半の主要国では、新
型コロナウイルスに伴う入国制限を大幅に緩和
し、中には入国制限を完全に解除した国もありま
す。 航空需要は、今年の夏も引き続き堅調に回復
する見込みです。

テクニカル展望
ロシアによるウクライナ侵攻の直後、原油は急上昇し、$128台と7年ぶりの高値を付けました。 3月中旬頃の米軽油の安値
$92付近が、今四半期のサポートの重要な価格帯になる可能性がある一方、$115付近のレジスタンスラインは、チャネルライ
ンの上になるかもしれません。

今後数週間に、需給や経済成長の見通しに関する重要な新情報が市場に入らない限り、原油はこれらの価格帯のボックス圏
で推移する可能性があります。 人気のある他の大半のCFDとは異なり、原油は概して金融政策の影響を受けにくいため、今四
半期はリスク許容度の高い活発なトレーダーにふさわしい金融商品の1つになる可能性があります。

 出典: tradingview.comCFDs on Brent Crude Oil, 1D

Demand



17

市況概況で述べたように、米国の積極的な金融引き
締めは織り込み済みと思われます。 英国とユーロ圏
の状況はそれほど確実ではないように思われます
が、市場参加者は、中央銀行が第3四半期の終わりま
で、少なくともタカ派寄りの姿勢を維持すると概ね予
想しています。

しかし、オーストラリアについては、まだほとんど注目
されていません。 4月4日にオーストラリア準備銀行が
発表した声明を受けて、タカ派姿勢が強まったと考え
られることから、第2四半期に長期的に上昇する可能
性があるとし、豪ドルに注目が集まっています。 豪ドル
の政策金利は下図に示すように、オーストラリア準備
銀行が6月に一連の利上げを開始することを示唆し
ています。

外国為替
ASX 30 Day Interbank Cash Rate Futures Implied Yield Curve
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年末までに7回 (!) の利上げが見込まれ、豪ドル
の上昇が今四半期も続くかもしれません。

この非常に高い週足の時間軸では、豪ドルは昨
年2月の対ドルでの高値を大幅に下回ったまま
です。 比較的大量の買いが入る中で50日、100
日、および200日の移動平均線を上回ったため、
今四半期も継続する可能性があります。 日足チ
ャートに明らかな上昇トレンドが現れたため、4
月6日のFOMC議事録に対するネガティブな反
応は、買いの好機となる可能性があります。 しか
し、5月4日と6月15日に開催されるFRBの会合
に対する反応は、依然として予測不能です。

出典: tradingview.comAU Dollar vs US Dollar, 1W
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