
直近の下落で潮目の
読み方変わった？ 

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」 
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2022年1月12日（水）現地1月11日(火） 
チャンネル
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資産形成に大切な考え方 
「BUY AND FORGET」 
（買って忘れよ）とは 
2022年1月21日（金）20:00～21:00 

ゲスト出演：株式会社 フィナンシャルリンクサービス   
代表取締役 伊月 貴博 氏 



伊月社長プロフィール 
略歴 

1987～2004年 
新日本証券（現 みずほ証券） 
トップセールスとしてリテールマーケットを開拓した後、
労働組合委員長、支店営業マネージャーを歴任 

2004～2009年 

AIGスター生命（現 ジブラルタ生命） 
セールスマネージャーとして人材のスカウト、育成、コー
チングを通じた組織拡大を図る。そのかたわら、個人資格
としてMDRT成績資格会員を毎年取得 

2009年～現在 

（株）フィナンシャルリンクサービス 代表取締役 
金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第463号 
証券会社5社、生命保険会社7社と業務委託契約を結ぶ。さ
らに、丸の内アドバイザーズグループの専門家とファーム
を形成、アッパー層クライアントのゲートキーパーとなり、
総合資産管理・資産全体の最適化をコンサルティング 



世界の主な出来事とキャリア年表 



なぜ「Buy and Forget」か 

弱気

相場

の 

歴史 



なぜ「Buy and Forget」か 

強気 

相場 

の 

歴史 



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1月10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 
6.質問コーナー  



■ 過去3回のハイパーインフレ 
20世紀の米国はハイパーインフレの時期を3回経験。 
両世界大戦の後と、1970年代の大インフレ期。 
 
①最も厳しかったのは、最初の第一次世界大戦後のインフレ。 
1916年12月から1920年6月にかけて、消費者物価指数（CPI）は年率18.5％
で上昇。兵士が帰国→物価が国を離れた時よりも80％上昇 
価格崩壊が起きてようやくハイパーインフレは収束した。CPIは1920年6月
から1921年6月にかけて15.8％下落し、米国は不況に陥った。 
 
②ルーズベルト大統領は1941年に、本誌記事によれば「連邦議会の行動を
待っている場合ではない」として、物価管理局（OPA）を設置した。OPAは
多くの品目の価格を制限し、靴、ガソリン、コーヒー、肉など配給制にし
た品目もある。この痛みの共有は機能した。1942年に10.9％であったCPI
上昇率は低下し、1年後は6％、2年後は1.6％、3年後は2.3％となった。 
 
③1968年から1983年にかけての時期は大インフレ期。CPIはこの時期に
186％、年率で7.3％上昇した。1970年代にインフレ率と失業率がともに上
昇し景気が低迷するスタグフレーションが発生 
ニクソン政権による賃金と価格の統制。実業界で人気がなく（1973年の本
誌記事は「大間違い」としている）、効果もなかった。 
フォード大統領は、1974年に「今インフレをたたこう（Whip Inflation 
Now）」というキャンペーンを開始。 
カーター政権は経済不振で行き詰まったが、ポール・ボルカー氏のFRB議
長任命により大インフレは収束した。ボルカー議長はマネーサプライの引
き締めを行い、フェデラルファンド（FF）金利を段階的に引き上げ、失業
率を10％以上に押し上げ、経済を景気後退に追い込んだ。インフレは1980
年にピークに達し、その後は数十年にわたり下降傾向にある。 
われわれは、「今インフレをたたく」ことはできるのだろうか。1980年代
のエピソードから、代償として景気後退が起きるとしても、FRBには物価
の上昇を抑えるためのツールがあることが分かる。 



S&P500過去90年 

景気後退期間 

1969/12～1970/11 

1973/11～1975/3 

1980/1～1980/7 

1981/7～1982/11 

1990/7～1991/3 

2001/3～2001/11 



S&P500 インフレ調整後 

1968年12月 833.84  

1982年7月 311.87  

-62.5％ 

2000年4月 2,371.17 

2009年3月 989.35  

-58.3％ 

ニクソンショック 
1971年8月 

第一次オイルショッ
ク 1973年10月 

景気後退期間 



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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水曜日午後8時スタート 
12月15日、22日 米国帰りノリピ―のラク
チン資産形成実践録 
1月5日 資産形成 今年の留意点 川田 
 
1月12日ナスダック100研究  N研究員 
 
1月19日ダウ工業株30種平均CFDを使った大
胆投資成功記録 会社経営も投資も 
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＊東証プライム、1841社上場 基準厳しく 新陳代謝狙う 1部の8割強が移行、改革道半ば 
 
＊東証、再編後も欧米遠く 1社あたり時価総額は3分の1 マネー呼ぶ魅力欠く 
 
＊東証再編、市場ごとの特徴明確に 流通株比率や収益に基準 企業価値の向上促す 



日経7面 証券営業、コールセンターを核に 
野村2割増員、みずほも5割増 受け身から攻めに転換 
 
「ここはコールセンターでなく、コンタクトセンターです」。 
 
顧客からの問い合わせに応じるオペレーター 
 
家族構成や保有資産を尋ねる「リモート・インサイド・パートナー」 
 
投資信託など具体的な運用商品を提案する「リモート・コンサルティング・パートナー」の3種類 
 
とりわけ力を入れるのが退職を控えた50歳代半ばから60歳代。 
 
会社の持ち株会を通じて証券口座を開いたものの、取引が低調な顧客へ重点的に働きかけているという。 
 
中堅の岡三証券は東京都や三重県のコンタクトセンターに営業を10年以上担ったベテランを中心に配している。な
かには支店長の経験者もおり、今後は定年を迎えたシニアが活躍する場としてセンターを活用する方針。 
 
平日の昼間に顧客宅を訪ねても在宅率は低く、新型コロナウイルス禍で飛び込み型営業の限界も浮き彫りになった。
オンラインなら平日の夜間や土日も自宅にいながら気軽に相談しやすくなる。 
 
店舗と役割分担 
大手証券の幹部は「店舗とコールセンターで役割を分担するねらいもある」と話す。富裕層や準富裕層は対面のや
り取りで時間をかけながら取引を深める一方、それ以外の顧客とは電話やオンラインによる取引で効率性を重視す
る戦略だ。 
 



【予約受付中】川田との個別相談会（15min） 
川田重信との個別相談会を開催いています！ 
日頃の資産形成に関する悩みやご相談などなんでも結構です。 
 
下記のリンクより、下記注意事項を必ずご確認の上、ご予約を宜しく 
 
弊社からメール（Zoom URLを含む）にて返信いたしますので、お手数
ですがメールに添付の質問表の記入を宜しくお願い致します。 
 
【予約ページ】 
https://calendly.com/kawata-1on1/15min 
 
【注意事項】 
※本ミーティングは、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販
売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決
定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。   
 
※関係法令等の規制により、個別銘柄や個別の投資信託の売買タイミン
グのご相談や銘柄の推奨にはお答えできません。また、潮目チャートに
関するご質問についてもお答えしておりません。あらかじめご了承くだ
さい。 
 
※本ミーティングの内容に基づいて行われる判断について、弊社は一切
の責任を負いません。 

【個別相談会】 



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 



本日のトピックス 
 
朝会 
 
ストボ（水曜日11時）1月＝5日 
、19日 2月＝2日、9日 3月＝2日、16日 
4月＝6日、20日 5月＝11日、18日 6月＝1日、15日 
  
日経CNBC 
1月19日（水）午前8時15分前後（電話で） 
1月25日（火）ゲストトーク（10時15分から露口さん） 
 

川田重信のありがとうアメリカ株式 



主要指数 

22 



S&P500チャート 
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３月利上げ開始の合唱 
クリーブランド連銀のメスター総裁とアトラ
ンタ連銀のボスティック総裁が３月の利上げ
開始に支持を表明。 
 
メスター総裁は今年の連邦公開市場委員会
（ＦＯＭＣ）で投票権を持つ。 
 
カンザスシティー連銀のジョージ総裁はＦＲ
Ｂのバランスシートについて、政策正常化プ
ロセスでの早い段階に縮小させることを支持
する考えを示した。  



米国10年国債金利（過去1年） 
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３月利上げ開始の合唱 
クリーブランド連銀のメスター総裁とアトランタ連銀のボスティック総裁が３月の利上げ開始に支持を表明。 
 
メスター総裁は今年の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で投票権を持つ。 
 
カンザスシティー連銀のジョージ総裁はＦＲＢのバランスシートについて、政策正常化プロセスでの早い段階に縮小させるこ
とを支持する考えを示した。  
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米国株式市場＝上昇、ＦＲＢ議長の議会証言受け懸念後退 
ナスダック総合の上げが目立った。上院銀行委員会で開かれたパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の再任指
名に関する公聴会で、大きなサプライズがなかったことから安心感が広がった。 
 
パウエル議長は公聴会で証言し、ＦＲＢには高インフレが「定着」しないことを確実にする決意があると表明。金
融政策引き締めは堅調な雇用市場を損なわず、むしろ経済成長を維持するために必要という見解を示した。 
 
金利動向に敏感な情報技術セクターは一時、約１％下落していたが切り返した。 
 
当初の懸念はＦＲＢが景気回復のペースを狂わせてしまうことだったが、この日の議会証言では議長が経済への影
響に配慮せず、単にインフレを抑制しようとしているわけではないことが示されたと語った。 
 
また、投資家が注目する１２日発表の消費者物価指数（ＣＰＩ）については前年比７％上昇がコンセンサス予想で、
すでに高い数字が織り込まれていると指摘した。 
 
Ｓ＆Ｐ総合５００種は前日までの５営業日続落に終止符を打った。ナスダックは続伸した。 
 
個別銘柄ではＩＢＭが下落。ＵＢＳが投資判断を「セル」に引き下げたほか、目標株価も下方修正した。 



マーケット概況 



S&P500と10年債利回り2016年 
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S&P500指数 
 
10年債利回り 
 
●ジャクソンホール 
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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 



33 

過去1カ月 



34 

年初来 
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■ 今週の予定 
1月10日（月） 
・大麻の製造を行うティルレイ＜TLRY＞が2022年度第2四半期決算を発表。 
 
1月11日（火） 
・食品小売りのアルバートソンズ・カンパニーズ＜ACI＞が決算コンファレンスコールを開催。 
・上院銀行委員が、2月に4年の任期を終えるパウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長の再任について、指名承認公
聴会を開催する。また、FRB副議長に指名されたブレイナード現FRB理事のについての公聴会は1月13に実施予定。 
・全米独立企業連盟（NFIB）が、12月の中小企業楽観度指数を発表。コンセンサス予想は99.5と、11月から1ポイン
ト上昇。 
 
1月12日（水） 
・12月の消費者物価指数（CPI）発表。エコノミスト予想は前年同月比7.1％上昇（11月は同6.8％）と、1982年以来
最大の上昇率。食品とエネルギーを除くコアCPIは同5.4％上昇と11月を0.5％上回り、1991年以来最大の上昇率。FRB
はこれを一過性のものではないとしていることから、ウォール街を含む各所で大きな懸念となっている。 
・米連邦準備制度理事会（FRB）が今年初のベージュブック（地区連銀景況報告）を発表。ベージュブックとは、12
の地区連銀が各地区の経済状況をまとめて年8回出す報告書。 
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1月13日（木） 
・航空大手デルタ航空＜DAL＞、台湾の半導体製造会社である台湾積体電路製造（TSMC）＜TSM＞が決算コ
ンファレンスコールを開催。 
・12月の卸売物価指数（PPI）発表。コンセンサス予想は前月比0.4％上昇（11月は0.8％上昇）。食品と
エネルギーを除くコア指数は同0.5％上昇（11月は0.7％上昇）。 
・米労働省が1月8日までの週の新規失業保険申請件数を発表。12月第1週の申請件数は50年以上ぶりに、
19万件を割り込んだ。 
 
1月14日（金） 
・第4四半期の決算発表が始まる。JPモルガン・チェース＜JPM＞、ウェルズ・ファーゴ＜WFC＞、シティ
グループ＜C＞の大手3行が取引開始前に決算発表。 
・資産運用大手ブラックロック＜BLK＞、金融サービス会社のファースト・リパブリック・バンク＜FRC＞
が決算発表。 
・12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70.4で、12月からほぼ横ばい。同指標
は、新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）以降最高を記録2020年4月から約20％低い水準
にあるが、これは物価および住宅コスト上昇に対する消費者の懸念の現れによる。 
・12月の小売売上高発表。コンセンサス予想は季節調整済みで前月比0.3％増、自動車を除いた数値も同
0.3％増の予想で、どちらの数値も11月からほぼ横ばい。 
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Fu Nyanya  

1 日前（編集済み）  
15:05 DOW: 1月初頭にイベントによる急落のサイン→1月下旬に反転
があっても節分天井の可能性。 
 
20:05 S500: 1月5日を過ぎたくらいから不安定。2月2-4日はイベン
トリスク↑、節分天井。  
 
27:00 QQQ: 6月の初めに崩落の可能性→年央の良い買い場になるか
も。  

https://www.youtube.com/channel/UCw76tBniPa63UkoL3qnibyg
https://www.youtube.com/channel/UCw76tBniPa63UkoL3qnibyg
https://www.youtube.com/watch?v=o6kcv6HfCEo&lc=Ugx_0SjZ-2aE4sG6X-d4AaABAg
https://www.youtube.com/watch?v=o6kcv6HfCEo&lc=Ugx_0SjZ-2aE4sG6X-d4AaABAg
https://www.youtube.com/watch?v=o6kcv6HfCEo&t=905s
https://www.youtube.com/watch?v=o6kcv6HfCEo&t=1205s
https://www.youtube.com/watch?v=o6kcv6HfCEo&t=1620s
https://www.youtube.com/watch?v=o6kcv6HfCEo&t=1620s






ダウは1月下旬に向けて急変とありますが、先程のコメントでは上昇の可能性もあるとのことでした。潮目では下
げるように見えますが、上昇の可能性があるというのは、どこに着目してそう考えたのでしょうか？ 
  
SMHの潮目はSOXLと大体、同じ形というように思って問題ないでしょうか？もちろんレバレッジの有無の違いはあ
るのかと思いますが。 
  
1月2月でSP500がNASDAQ100と同時期に下落するケースですが、ハイテク株が売られることでSP500も連れションで
下がるためで、将来金利やインフレ率を考えて金融・エネルギーセクターは比較的軽微の可能性が高いと考えて
よろしいでしょうか。 
  
SOXLの指定中央値乖離グラフを見ると反転の兆しとのコメントでしたが、潮目ではまだSEACHANGEが下がるように
なってます。これが最初にお話しされた逆相関と理解してよろしいでしょうか？ 
  
ウクライナ情勢は心配ですが 地上戦となると戦車がスムーズに走れる限界と考えられる冬の二月を過ぎれば一
段楽となるのでしょうか？ 
  
コア＆サテライトのサテライトについて、今後の金利上昇を考え、JPMやBAC等の金融セクターを追加するのはい
かがでしょうか？お二人の知見をお聞かせください 
  
今年はグロースからバリューへのシフトは長期間続いていくのでしょうか？見解を宜しくお願いします。 
  
SP500が1番下がるのは、6月下旬という考えにかわりないでしょうか ︎ 
  
今後数か月、バリューが良いなら、株価指数取引をする場合、NQ100よりダウの方が良いですか？  









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   1月11日(火) 



ナスダック100上位銘柄株価   1月11日(火) 



QQQJ 上位30銘柄の変化率（%） 1月11日(火) 



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 1月11日(火) 



個別銘柄（本格採用前及び撤退銘柄）の変化率（%） 
 1月11日(火) 
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1/11/2022のマーケットクローズ時の
株数に対して、1/12に同数の株を割
り当て、1/13のマーケットオープン
までに取引が可能 
 
2021年1月21日にも同様規模の分割 
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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 
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過去1年 
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過去3カ月 


