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な期待は禁物？
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『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7月8日（金)現地7月7日（木）

チャンネル
登録！

資料ダウン
ロード可！



2022/7/8（金）初回

新企画、無料！



企画の意図
私は保険募集人がIFAとして活躍することが国策ともいえる「貯蓄から投資」推進の
鍵になると思っています。そこでこの流れを本格化するには保険募集人の証券営業力
の強化が欠かせません。

営業の基礎体力のうちマーケット知識の習得に一番手っ取り早いのは日経の精読と現
場（川田他）の解説です。

この間、毎週土曜日に9時及び10時に日経の読み合わせ企画を私のサロンと公開企画
で実施してみました。私なりの理解では参加者の皆さんの日経の活用方法に改善の余
地があると感じています。

そこでIFAとして稼ぎたい人だけを対象に真剣にやってみたいと思った次第です。
目的：日経新聞の読み方を身に付けることで、保険募集人＆IFAに必要な金融・マー
ケット・経済・社会・歴史そして文化の基礎知識の習得、強化

ゴール：稼げるIFA（金融商品仲介業者）



（私が希望の）受講対象者：
①保険募集人でIFAを目指している
②保険募集人＆IFAだがIFAで稼ぎたい人
③証券出身のIFA
④対面証券の営業員でIFAを考えている
↓

希望者はifa@exetrust.co.jp
までご連絡ください。

mailto:希望者はifa@exetrust.co.jp


お申込みメール記載内容：
件名：「IFA向け日経読み合わせ」
✓ 氏名
✓ 所属法人名
✓ メールアドレス（ズームリンク送付先）
✓ 連絡先
✓ 参加条件：ズームで顔出し、名前出し
✓ 簡単なプロフィール



毎週水曜日
8時オンライントーク

駆け込み寺なの？

→7/6  藤井さん （済）投資書籍研究「敗者のゲーム」
→7/13 藤井さん 投資書籍研究（ハワード・マークスの著書）
→7/20 野林さん 過去３年間の振り返り
→7/27 熊倉さん 投資書籍研究
→8/6 お休み
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チャールズ・エリス

• 1937年生まれ
• イエール大学卒業後、ハーバー
ドMBA、NY大学Ph.D.

• ロックフェラー基金、ドナルド
ソン・ラフキン・ジェンレット
を経て1972年にグリニッジ・ア
ソシエイツ設立し2001年まで代
表パートナー

• バンガード取締役歴任
• 現在も大手年金財団、富裕層の
ファミリーオフィスに投資助言
を行う



最良の投資選択

• 全ての株式に投資をするインデックスファンドを買って、 所有
し続け、経済成長を待つことが投資の成功方法 （上位4分の
1の成績を上げることができる）

• 投資で市場に勝とうとしないことが一番良い方法

• 過去20年、インデックスファンドのリターンは全米全投信の90％を
上回っている

• インデックス・ファンドはおかしくもないが、とにかく結果が出る
（非創造的で、安上がりで、頭を使う必要のない方法、退屈だが、
働き者のポートフォリオ、強力だが地味な方法）

• 株式・債券比率は投資期間5年の場合は60対40、10年で80対20、15
年で90対10が標準とされる（2ー3年以内の投資先はMMF）

• 株式への長期投資こそが最高のリターンをもたらす



株式投資における最大のリスク

• 相場の暴落ではなく、恐怖に駆られて相場の大底で保有株を投
げ、その損失を確定してしまう事

•長期投資で最もやってはいけない事は株を売り払う事

•「私たちは普段買い物をする時のように株を買えば、もっとう
まくいく」（素敵な服が2割引や3割引で売られていたら何も買
わずにそのまま店を立ち去らないだろう）

「投資は単純だ。しかし、単純なことを実行するのが難しい」
byウオーレン・バフェット



株式市場が短期的に乱高下した時の対処法

• 企業収益と配当の成長に注目する

• 市場の歴史を学ぶ（過去に市場がどのように動いたかを知る）1928年〜1929年、
1957年、1962年、1973年、1987年、2000年、2008年、2020年

• 長期的には運用成績は平均へ回帰する（過去10年のPERは約15倍）

• 市場変動に耐えうる適切な水準のリスクを取る

• 株価は四半期に一度見れば十分

• 足元の価格変動を一切無視して長期投資家になり切ること

• 株式相場の下落は安値で買うための第一歩

• 値下がりした市場にこそ、可能性がある

• 長期的に株価のあるべき水準を予想するのは難しくないが、数ヶ月先の株価水準を
正確に予想するのは極めて難しい

• 相場の上下に気を取られず、ジタバタしないことが何より大事（市場は回復する）

• 短期的損失を長期的な利益を得るための「避けられない真実」として受け入れる

市場と自分自身について正しく理解する



債券を保有する意味

•債券を持つ事＝過剰な心配を軽減するためのコスト

•株式資産の時間軸が子供（50歳）や孫（15歳）なら投資の時間
軸は今後70年か80年は続くので筆者（83歳）は債券を保有して
いない（投資の時間軸）

•年金や家や家具など総資産の30％〜40％は安定した資産がある
ので、筆者は安定させるために債券を持つ必要がない
（リスク耐久力）

•あなたが70代、80代だとしても家族という単位では十分に長い
投資期間をとることができる！（より効率的な意思決定は
100％株式に向けることだ！）



個人投資家のための十戒

• 貯蓄して、自分の将来と子供の教育のために投資する

• 相場の先行きに賭けない

• 節税目的の商品は証券会社の手数料を増やすだけ

• 自宅は投資資産ではなく、家族の生活の場

• コモデイテイ取引は投機

• 証券会社と投資信託の会社の仕事はあなたを儲けさせることではなく、あなたか
ら儲けること

• 新金融商品に投資をしてはならない。投資家に保有されるためではなく、投資家
に売るために設計されている

• 債券投資は長期運用にとって真のリスクであるインフレに弱い

• 長期の投資目的と投資方針、資産計画を書き出し、それに沿って行動する

• 直感で投資してはならない。運用に売買は不要。売買しなければしないほど良い



#15 2022/7/9
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メールマガジン配信中！



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】 毎週土曜日10:00～10:45

【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
17

リーダー
→7/9  ピスタチオ
→7/16 小手森
→7/23 大倉
→7/30 藤井
→8/6 お休み



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）
7月6日
7月20日 8月3日、17日 9月7日、21日10月5日、19日11月2日、16日
12月7日、21日

日経CNBC
7月13日（水）大倉さん 電話インタビュー
7月15日（金）電話インタビュー（改野さん）
7月26日（火）スタジオ「ゲストトーク」
7月27日（水）大倉さん 電話インタビュー

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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米国株式市場＝Ｓ＆Ｐとナスダ
ックが4日続伸、利上げ懸念が後
退 前回は3月１５日～１８日
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ＶＩＸ上昇 今週初めに付けた１カ月ぶり
高水準の３５．０５に迫った。多くのアナ
リストはＶＩＸが４０前後を付けると売り
圧力が頂点に達したシグナルとみている。



マーケット概況
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米国株式市場は上昇。Ｓ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合が４日続伸した。米連邦
準備理事会（ＦＲＢ）が成長が鈍化すれば利上げを抑制する可能性を示唆したことで
投資資金が米国株に向かった。

Ｓ＆Ｐ５００は上半期の下落率が１９７０年以来の大きさとなったものの、今月はこ
れまでのところ全営業日で上昇。

ＦＲＢは前日公表した６月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨で、物価抑
制の姿勢を改めて強調した。ただ、当局者は利上げが経済成長に予想以上の影響を与
える可能性があることを認めたほか、７月下旬のＦＯＭＣでは５０ベーシスポイント
（ｂｐ）か７５ｂｐの利上げが適切になる可能性が高いとの見方を示した。

金利上昇への懸念から上半期に売り込まれた成長株などに買いが入り、テスラが５．
５％高、アルファベットは３．７％高となった。

フィラデルフィア半導体指数も４．５％上昇。韓国サムスン電子が第２・四半期の営
業利益について、同四半期としては２０１８年以来の高水準になるとの見通しを示し
た。
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バイデン米大統領が来週１３─１６日の日程で予定する中東歴訪でのサウ
ジアラビアのサルマン国王との会談にはムハンマド・ビン・サルマン皇太
子を含むサウジ指導部も参加すると、ホワイトハウスのカービー報道官が
７日明らかにした。

カービー報道官は「バイデン大統領はサウジ国王および国王の指導部と二
国間会談を行う。皇太子は指導部の一員であり、会談に加わる」とし、
「二国間会談というより大きな枠組みにおいて、バイデン大統領はムハン
マド・ビン・サルマン皇太子と顔を合わせることになる」と語った。

カービー報道官によると、バイデン大統領は会談で、内戦が続くイエメン
の停戦のほか、人権やエネルギー安全保障に絡む課題を取り上げる見通し。
さらに「増大するイランの脅威への対処」に向け、地域の防空能力の拡充
を巡り米国がどのように支援できるかについても協議されるという。
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ゲーム販売の米ゲームストップは従業員をレイオフする方
針だと、米ニュースメディアのアクシオスが７日、会社の
メモを引用して報じた。マイク・レキュペロ最高財務責任
者（ＣＦＯ）は既に辞任したという。株価は引け後の時間
外取引で約８％下落している。

アクシオスの記者はツイッターで、後任のＣＦＯにはダイ
アナ・ジャジェ最高会計責任者（ＣＡＯ）が就くとしてい
る。

ゲームストップは６日、取締役会が１株を４株とする株式
分割を承認したと発表した。株価は７日は１５％高で引け
ていた。
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JPモルガン(JPM) 7/14
第2四半期決算発表日の株価は通常1.34%上昇
過去7回の決算発表の際に株価が下落

モルガン・スタンレーガン・スタンレー(MS)
木曜日に決算を発表する。平均上昇率は1.99%で、69%の確率でプラス

当日の株価の反応 上昇確率
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10年債—2年債金利（1977以降）
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景気後退

3.002％—3.024％＝マイナス0.022％



米国10年国債金利（過去5年）
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2年物国債の利回り
７月1日で終わる週に22bp低下して2.83%となり、
低下幅は2020年3月のパンデミック勃発時の市場
の混乱以来最大であり、利回りは6月半ばの水準
より60bp低い。

10年債の利回り
2.88%と24bp低下し、6月半ばの3.5%近い水準か
ら急低下。今回の金利リサイクルのピークをつ
けた可能性がある。

2年物以降、第1四半期から続いていた上昇トレ
ンドが崩れた。四半期末のリバランス、それと
も安全への逃避なのか。もしこの状態が第3四半
期初めにも続くようであれば、FOMCは再び出遅
れる。
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米短期金融市場、23年半ばの利下げを予想－ＦＲＢより早期反転見込む。
現在では23年１－３月（第１四半期）に約3.3％でピークを付けると見込まれている。このところの米経済指標では、５月のイン
フレ調整後の個人消費支出（ＰＣＥ）の減少したほか、６月の製造業活動も鈍化が示された。そうした状況を背景に、ＪＰモル
ガン・チェースやモルガン・スタンレーなど金融機関のエコノミストは米経済の成長予想を引き下げている。
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S&P500の暴落局面
ITバブル、サブプライム、コロナ危機

■ 30％以上の暴落は過去に8回

1. 1929年8月～1932年6月 ：-86%  世界恐慌

2. 1937年2月～1938年3月 ：-53% FRB利上げ

3. 1968年11月～1970年6月：-33% 長期上昇後停滞

4. 1972年12月～1974年9月：-46% オイルショック

5. 1987年8月～1987年11月：-34% ブラックマンデー

6. 2000年3月～2002年10月：-49% ITバブル

7. 2007年10月～2009年3月：-56% サブプライムショック

8. 2020年2月～2020年3月 : -34％ コロナ危機

- 49％2000年3月23日 1527.35
2002年10月9日 776.76

ITバブル

- 56％

2007年10月9日 1565.15
2009年3月9日 676.53

サブプライムショック

- 34％

2020年2月19日 3386.15
2020年3月23日 2237.40

コロナ危機

出所：Yahoo! Financeを基にエグゼトラスト株式会社作成

2022年1月3日 4796.56
2022年6月17日 3674.84

ウクライナ侵攻、インフレ

-23.4 %



ナスダック100の大幅下落（1985-2022）
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-82.9%

-53.7%

-16.3％

-22.9％

-28.0％

4,704.73

(2000/3/27)

804.64

(2002/10/7)

2,238.98

(2007/10/31)

1,036.51

(2008/11/20)

4,719.05

(201511/3)

3,947.80

(2016/2/9)

5,899.35

(2018/12/24)

7,654.55

(2018/8/31)

■ 過去の急落局面

1. 2000年3月～2002年10月 ：-82.9% ITバブル

2. 2007年10月～2008年11月：-53.7% サブプライムショック

3. 2015年11月～2016年2月 ：-16.3% 景気後退懸念

4. 2018年8月～2018年12月 ：-22.9% 景気後退懸念

5. 2020年2月～2020年3月 ：-28.0% コロナショック

6. 2021年11月～2022年6月 ：-32.9% 金融引き締め/インフレ

9,718.73

(2020/2/19)

6,994.29

(2020/3/20)

16,573.34

(2021/11/19)

11127.57

(2022/6/16)

-32.9%
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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



53

■ 今週の予定
7月4日（月）
・米国の株式・債券市場は独立記念日で休場。

7月5日（火）
・国勢調査局が5月の耐久財受注確報値発表。前月比0.6％増を予想（4月は0.3％増）。先日発表された速
報値の受注額は、前月比0.7％増の2672億ドル。

7月6日（水）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）が6月中旬に行われた金融政策会合の議事要旨を公表。同会合ではフェ
デラルファンド（FF）の誘導目標を75ベーシスポイント（bp）引き上げて1.5%〜1.75%としたが、これは
1994年以来最大の引き上げ幅となる。
・米労働統計局（BLS）が求人離職統計（JOLTS）を発表。予想では5月末時点の求人件数は1120万件で、4
月から20万件減少。労働市場は減速しているという裏付けは出てきているが、求人件数は引き続き記録的
水準にあり、失業者数の2倍となっている。
・米サプライ管理協会（ISM）が6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
54と、5月から約2ポイント低下。国内非製造業の経済活動を示す同指数は24カ月連続で、拡大を示す50を
上回っている。
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7月7日（木）
・ジーンズのリーバイ・ストラウス（リーバイス）＜LEVI＞が2022年度第2四半期決算発表。
・会員制量販店チェーンのコストコ・ホールセール＜COST＞が6月の売上を発表。
・米労働省が7月2日までの1週間の新規失業保険申請件数を発表。6月の週平均申請件数は23万1750件と、新型コロナ
ウイルスのパンデミック（世界的大流行）前の水準とほぼ同じとなる。記録的な申請件数が続いた時期を経て、最近
では非常に低い水準となっていた。

7月8日（金）
・米連邦準備制度理事会（FRB）が5月の消費者信用残高を発表。クレジットカードなどのリボルビング払いローンは、
季節調整済み年率換算で19.6％上昇。
・ニューヨーク連銀のジョン・ウィリアムズ総裁がプエルトリコのマヤゲズ大学で、米国および周辺地域の経済見通
しについて語る。
・BLSが6月の雇用統計を発表。非農業部門就業者数のエコノミスト予想は、前月比25万人増（5月は39万人増）。失
業率の予想は前月から横ばいの3.6％と、史上最低水準。平均時給の予想は、前年比5.2％上昇で5月とほぼ変わらず。



2022年7月5日（火）収録済







チェック：株価と
ポートフォリオ

58



ダウ工業株30銘柄 7月7日(木)



ナスダック100上位銘柄株価 7月7日(木)



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 7月7日(木)



本格採用前→「バロンズ」ラウンドテーブル他
7月7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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米国、ＡＳＭＬによる中国への半導体装置の販売禁止要請－関係者

旧式のＤＵＶ露光装置の一部販売禁止をオランダ政府に働き掛け
バイデン政権は対中関税の一部撤回案を詰めている段階

ＡＳＭＬに旧式の深紫外線（ＤＵＶ）露光装置を一部販売させないよう米
当局者がオランダ当局に働き掛けている。こうした装置は最先端品からす
ると一世代前に属するが、自動車や電話、コンピューター、ロボットなど
に必要な汎用半導体の一部製造ではなお最も一般的に使われている。

ＡＳＭＬは最先端の極端紫外線（ＥＵＶ）リソグラフィーシステムについ
ては、オランダ政府から輸出許可を得られず、中国に出荷できない状況に
ある。
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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


