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今なぜ米国株式投
資が必要なのか？ 

主催：RML高田明、廣田舞子 
情報提供：エグゼトラスト川田重信 

2022年9月8日（木）12:00～12:50 

10月から月曜お昼12時にズーム 



ＲＭＬグループの概要 

社 名 ＲＭＬ        代 表  清水 英孝 
設 立 平成12年 5月     資本金   18,935万円 
本 社 東京都品川区東品川2-2-20天王洲ｵｰｼｬﾝｽｸｴｱ5階 

ＲＭＬ 

セールス 
エデュケーション・ 
ラボラトリー 

 

代表取締役 清水英孝 

［教育研修事業］ 

 
ＴＬＡ 

 

 

代表取締役 関野栄一 

［人材サービス］ 

リスクマネジメント・ 
ラボラトリー 

 

   

代表取締役 内田 隆 

［生損保・投資信託］ 

・全国の歯科医師会・医師会との提携を2001年から運営 
・多数のコンサルティング実績 ［36都道府県で展開］ 
・運営に必要な専門家集団と提携［350会計事務所と提携］ 
・IFAとして金融商品仲介業に創業期から取組 

生保26社、損保11社、少額短期1社、金融商品仲介業3社 

■札幌支店 ■新潟支店 ■甲府支店 ■名古屋支店 ■徳島支店 ■熊本支店 

■青森支店 ■宇都宮支店 ■静岡支店 ■三重支店 ■松山支店 ■宮崎支店 

■秋田支店 ■東京支店 ■浜松支店 ■大阪支店 ■福岡支店 ■鹿児島支店 

■仙台支店 ■埼玉支店 ■金沢支店 ■岡山支店 ■大分支店 ■沖縄支店 



ＩＦＡ活動とアライアンス事業の概況 

■欧米型のIFAモデルを目指して創業 
     ⇒ 金融先進国では、IFAが広く活躍 
     ⇒ 顧客の資産形成、資産管理 
     ⇒ リスクコントロール 
     ※ これからの日本に必要な機能 

■医師会・歯科医師会との提携 ⇒全国36都道府県で展開中（1999年から実施） 

■会計事務所との提携   ⇒ 税理士事務所とのアライアンス（350会計事務所） 

■業界団体、企業、保険代理店との提携⇒さまざまな提携モデルを展開中 

講師紹介 

株式会社 リスクマネジメント・ラボラトリー 東京支店 
副支店長 高田 明 AFP 2級FP技能士 
 
生命保険会社に22年勤務後、生命保険業だけでなく証券業務も含
めたトータル的なコンサルティングを目指しRMLグループへ参画。 
米国株式投資を中心とした資産形成、相続、事業承継対策のコンサ
ルティングが得意分野。           



◆自己紹介 

埼玉県出身 

 
大学卒業後、2001年丸三証券株式会社入社。 

2007年より野村證券株式会社にてFAとして 

主に富裕層顧客の資産運用を担当。 

生涯学習センター等にて投資セミナー講師を多数。 

2021年株式会社リスクマネジメント・ラボラトリ
ーに参画。 

IFAとして資産運用アドバイスを担当。 

AFP、証券外務員資格を保有。 

趣味は旅行、キャンプ、食べ歩き  
廣田 舞子 



申込QRコード 
日時：8月4日（木）10日（水）18日（木）25日（木） 

いずれも12:00～13:00 
※個人情報は株式会社リスクマネジメント・ラボラトリーが
収集し、本セミナーの運営と個別相談時に利用いたします 

 
または takada_a887@rml.co.jp まで 

mailto:takada_a887@rml.co.jp
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無料！ 



保険募集人とIFAのため
の実践教育プログラム 

2022 年 7 月 

エグゼトラスト株式会社 川田重信 
9 



保険募集人とIFAのための「日経新聞実践読み方講座」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
我々、ベテランの読み方解説です。 
 
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 



メールマガジン配信中！ 



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 



毎週水曜日 
8時オンライントーク 

駆け込み寺なの？ 

→9/14 熊倉「ビジネスエリートになるための 教養としての投資」by奥野一成 

→9/21 藤井さん「投資本」 
→9/28 高田さん  

→10/5 野林さん「半導体製造装置関連銘柄の購入検討」 



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 
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リーダー 
→9/10 熊倉 
→9/17 前泊  
→9/24 藤井 



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） 
９月21日、10月5日、19日11月2日、16日 
12月7日、21日  
 
  
日経CNBC 
9月27日（火）川田 スタジオ「ゲストトーク」  
 
 
 
 
 
 
 

川田重信のありがとうアメリカ株式 



主要指数 

19 



S&P500チャート 
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マーケット概況 



＊米国株式市場＝続伸、銀行株やヘルスケア銘柄が主導 
米国株式市場は続伸。銀行株やヘルスケア関連銘柄が上昇を主導した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者に
よるタカ派的な発言を受け、今月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で大幅利上げが実施されるという観測
が強まった。 
 
＊米ＣＰＩ総合指数、ガソリン安が一段の下押し圧力に＝財務長官 
イエレン米財務長官は８日、ガソリン価格の下落が８月の消費者物価指数（ＣＰＩ）の総合指数に対する一段
の下押し圧力となる可能性があるとの見方を示した。（２０２２年 ロイター／Jonathan Ernst） 
ロシアによるウクライナ侵攻とエネルギー供給状況などを踏まえると、インフレ見通しには多くの不確実性が
存在していると指摘。欧州の深刻なエネルギー危機を受け、世界的な見通しについても懸念していると述べた。 
 
＊大規模な追加利上げの観測が高まる中、金利に敏感な銀行株が２．８％高となったほか、ヘルスケアも１．
８％上昇。 
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米政権、物価対応「最優先」 経済はコロナ禍前より強固＝財務長官 
 
イエレン米財務長官は８日、バイデン大統領の政策により米経済は新型コロ
ナウイルス感染拡大前よりも強くなったとの見方を示すと同時に、得られた
進展を守るためにインフレ対応が必要との考えを示し、政権は物価対応を
「最優先の経済課題」と認識していると述べた。 
 
中間選挙を１１月に控える中、イエレン長官は訪問先のデトロイトで「バイ
デン政権の計画はうまくいっている」とし、「近代史の中で最も急速な景気
回復を遂げた」と述べた。 
 
ただ、約４０年ぶりの高水準にあるインフレ率について大きく懸念している
とし、「過去２年間の経済的な進展を犠牲にすることなく、物価安定を取り
戻すことが喫緊の課題となる」と指摘。連邦準備理事会（ＦＲＢ）は物価安
定の責務を担っているとした上で、「長期的な経済安定を確保するためには、
財政を健全な状態に保つ必要がある」と語った。 
 
また、大企業に対する増税を推し進めるほか、世界的な税制改革の実施を引
き続き推進すると表明。女性の労働参加を高めるため、育児支援を強化する
と述べた。 
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パウエル議長は８日、ケイトー研究所で行われた金融政策に関する討論会に出席し、ＦＲＢがインフレ抑制に
「強くコミットしている」と表明。 
 
エバンズ米シカゴ連銀総裁は８日、高すぎるインフレを抑えることが「最優先の課題」だと述べ、利上げが景
気後退につながるとは考えていないと語った。また、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が今月０．７５％ポイントの
追加利上げを決定することが「十分にあり得る」と述べた。 
 
８月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は１３日に発表される。 
８日に発表された米週間新規失業保険申請件数（季節調整済み、９月３日までの週）は前週比６０００件減の
２２万２０００件と３カ月ぶりの低水準に改善した。市場予想は２４万件 
 
 
指標１０年債利回りは３ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の３．２９２％。８月２日に付けた４カ月ぶり低水準
の２．５１６％から上昇しているものの、６月１４日に付けた１１年ぶり高水準の３．４９８％を下回ってい
る。 
 
２年債利回りは４ｂｐ上昇し３．４９１％。先週には３．５５１％と２００７年１１月以来の高水準を付けて
いた。 
 
２・１０年債の利回り格差はマイナス２０ｂｐ。８月１０日にはマイナス５６ｂｐだった。 
 
物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率
（ＢＥＩ）は、５年物US5YTIP=RRは２．５０％と２カ月ぶり低水準を付けた。 



10年債—2年債金利 
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２年債と１０年債の利回り格差はマイナス２７．８ｂｐ。 
長短国債利回りが逆転する「逆イールド」は７月初めから発生、１７日に
はマイナス５６ｂｐと２０００年以来最大に。 
この日は８月１日以来の水準に縮小した。 
 
米金利に上昇圧力 FRB高官のけん制発言相次ぐ 
今週の米債券市場では長期金利に上昇（債券価格は下落）圧力がかかりそ
う。米物価指標にはピークアウトの兆しがあるが、FRB高官は市場の利上
げ観測後退をけん制する発言を繰り返している。こうした見方が徐々に浸
透し、米債買いが細る要因となっている 

 
２年債と１０年債の利回り格差はマイナス３６ベーシスポイント（ｂ
ｐ）。長短国債利回りが逆転する「逆イールド」は景気後退（リセッシ
ョン）の兆候と見なされている。 。 

２年債と１０年債の利回り格差はマイナス
１６ベーシスポイント（ｂｐ）。景気後退
の兆候と見なされる長短国債利回りの逆転
は解消していないが、マイナス幅は縮小し
ている。 



米国10年国債金利（過去5年） 
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１０年債利回り 
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」 

 
短期金融市場が織り込む今月のＦＯＭＣでの７５ｂｐ利上げ確率は８７％となっている。 
ＦＲＢのパウエル議長はこの日行われた金融政策に関する討論会で、ＦＲＢはインフレ抑制に「強くコミット
している」と表明。 
シカゴ連銀のエバンズ総裁は講演で、高すぎるインフレを抑えることが「最優先の課題」だと述べた。 
市場は今月２０─２１日のＦＯＭＣでの利上げ幅が５０ｂｐになるか７５ｂｐになるか新たな手掛かりを得る
ため、来週発表される８月のインフレ統計に注目している。 
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2回の利上げで米国債利回りが低下した一方で、債券市場による予想インフレ率が実際に上昇。 
5年後の時点からその後の5年間の予想インフレ率は、パウエル議長の記者会見以降に0.30％ポイント上昇し、過去1カ月では約0.50％ポイント上昇。
FRBがハト派に転じようとしているのであれば、FRBはわれわれを悩ませているインフレを根絶できないと、市場が言っていると推察している。 
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2022年第3四半期の実質GDP成長率（季節調整済み年率）のGDPNowモデル予
測は、9月7日に1.4％となり、9月1日の2.6％から低下した。 
 
米国勢調査局、米労働統計局、米経済分析局、米サプライマネジメント研
究所からの最近の発表を受けて、第3四半期の実質個人消費支出成長率、
第3四半期の実質民間国内総投資成長率、第3四半期の実質政府支出成長率
のナウキャストは、第3四半期の実質GDP成長率に対する実質純輸出の変化
の寄与度は、0.82%ポイントから1.09%ポイントに増加した。 
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ガソリン価格の下落は一筋の希望 
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原油先物相場は３日続落。 
ＷＴＩ先物10月限は、前日比2.94ドル（3.3％）安の１バ
レル＝86.61ドルで終了。８月16日以来の安値となった。
ロンドンＩＣＥの北海ブレント11月限は3.28ドル安の
92.36ドル。 
 
原油は８月までの３カ月で20％余り下落し、ロシアがウ
クライナを侵攻した２月下旬以降の上昇分を全て失った。 
 
石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と非ＯＰＥＣ主要産油国で
構成する「ＯＰＥＣプラス」は、５日に会合を予定して
いる。サクソバンクの商品戦略責任者オーレ・ハンセン
氏は「相場下落が行き過ぎた場合、ＯＰＥＣが再び減産
に踏み切る可能性はある」とし、「そのため、５日の会
合を控えての下落余地は限定的だとみている」と話した。 

米国時間の原油先物は約１％上昇した。前日に７カ月ぶりの安値を付けた
ことを受け、押し目買いが優勢となった。 
清算値は、北海ブレント先物<LCOc1>が１．１５ドル（１．３％）高の１
バレル＝８９．１５ドル。米ＷＴＩ先物<CLc1>は１．６０ドル（２．
０％）高の８３．５４ドルだった。 
前日には両先物とも５％超下落し、１月中旬から下旬以来の安値を付けた。
ＷＴＩ先物は１カ月ぶりにテクニカル的に売られ過ぎの領域に入っていた。 
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ITバブル崩壊期（2000～2002年） 
５％ラリーは11回 
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2001年のハイテクバブルでは、ピークから底までで49％下落、2008年
から2009年の景気後退では57％下落。 
 
どちらもS&P500指数は底までの間に18～21％の上昇が5回。大恐慌では、
1929年9月の暴落から1932年6月の底までの間に25％以上の上昇が5回あ
り、最終的に86％下落した。つまり、今年の夏場の急騰は特別なもの
ではない。 



金融危機期（2007～2009） 
５％ラリーは12回 
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ナスダック総合 1971年以降 （対数） 

7日続落  
前回は2016年年11月 
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ブルズ、20％を割り込む2022年 9月 9日(金) 
センチメントは悪化の一途をたどっている。 
 
最新のAAIIセンチメント調査では、強気と回答したのはわ
ずか18.1％。これは3週連続の強気の減少、4月末以来最も
弱い数値。 
 
一方、弱気心理は急上昇し、先週は50％を超え、今週はさ
らに上昇し53.3％。これは6月23日の週以来の高水準であ
り、全記録の上位2.5%に位置づけられる。 
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S&P500指数 ストラテジスト予想 



S&P500チャート 
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米国株、リセッション入りなら25％下落も－ドイツ銀チャダ氏 
 
企業利益の減少見通し、高いバリュエーションが持続的上昇脅かすゴールドマン、モルガンＳも株価が
安値更新に向かう恐れを指摘 
 
米経済がリセッション（景気後退）に陥れば米国株はさらに25％下落する可能性があり、持続的な株価
上昇に対するリスクは強まっていると、ドイツ銀行のストラテジストらは指摘した。 
 
ビンキー・チャダ氏らドイツ銀のストラテジストは７日付のリポートで、企業利益の減少見通し、株価
バリュエーションの高さ、リセッションリスクが迫っていることを挙げ、株式のファンダメンタルズ的
な状況は厳しいとの見方を示した。ただ、投資家の株式持ち高は低いと付け加えた。 
チャダ氏は「株式の見通しは比較的二極化されていそうだ。リセッションに落ち込む場合には、さらに
大きく売られることになる」とし、最悪のシナリオではＳ＆Ｐ500種株価指数が７日終値から約25％低い
3000まで下落する恐れがあると予想。一方でリセッションが回避されれば、「前回のピークまで相場は
急回復すると見込む」という。同氏の基本シナリオでは依然として、年末までに株価が上昇すると予想
されている。 
ゴールドマン・サックス・グループとモルガン・スタンレーのストラテジストも今週、経済成長が減速
する中で株式相場が安値を更新する可能性があるとの見方を示していた。企業利益に対する楽観が後退
し、米金融当局が当初見込まれたよりもタカ派姿勢を長く続けるとの懸念が投資家の間で膨らむ中で、
Ｓ＆Ｐ500種はすでに夏の間に上昇した分の半分を失った。 
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グッゲンハイムのマイナード氏、株価は10月半ばまでにあと20％下落も Patrick McHale 2022年9月9日 6:12 JST 
米グッゲンハイム・インベストメンツのスコット・マイナード最高投資責任者（ＣＩＯ）は８日、「過去の季節要因に何らかの意味があると
すれば、株価は10月半ばまでにあと20％下落するだろう」とツイートした。 



バリュエーション 

50 （Source）Refinitiv Datastream/Wildinvestors Inc.
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  大統領選挙とS&P500のパフォーマンス 

季節性 
 例年5月から秋口9月にかけて、株価は軟調に推移する傾向、中間選挙の年は

その傾向が顕著。 
 秋口にもう一度波乱の展開？ 
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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 



59 

年初来 
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■ 今週の予定 
9月5日（月） 
・レーバーデーの祝日で米国の株式・債券市場は休場。 
 
9月6日（火） 
・米サプライ管理協会（ISM）が8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、7月から約3ポイント低下。2021年11月に記録した過去最高の68.4から大幅に低下しているが、拡大
を示す50は依然として上回っている。 
 
9月7日（水） 
・アップル＜AAPL＞が「Far Out」と題する新商品発売イベントを、カリフォルニア州クパチーノの本社
で開催。iPhone14モデルやApple Watchの新モデル3種類などを発表するとみられる。 
・ゲームソフト小売り大手ゲームストップ＜GME＞、中国のEVメーカーであるニーオ＜NIO＞が四半期決算
発表。 
・米連邦準備制度理事会（FRB）がベージュブック（地区連銀景況報告）を発表。ベージュブックは12地
区連銀が各地区の経済状況をまとめて年8回出す報告書で、今回は6回目。 
・抵当銀行協会（MBA）は、9月2日までの週の週間住宅ローン申請統計を発表。住宅価格は過去最高レベ
ルで住宅ローン金利は急騰する状況にあって、申請件数はここ3週間減少しており、なおかつ数十年ぶり
の低水準となっている。 



61 

9月8日（木） 
・電子署名ソフトウエアのドキュサイン＜DOCU＞、クラウドベースの情報セキュリティー会社ゼットスケ
ーラー＜ZS＞が決算コンファレンスコールを開催。 
・医薬品メーカーのモデルナ＜MRNA＞が年次研究開発（R&D）説明会を開催する。ステファン・バンセル
最高経営責任者（CEO）をはじめとする経営陣らが登壇の予定。 
・欧州中央銀行（ECB）が金融政策を発表。市場は、0.75％の利上げを60%の確率で織り込んでいる。これ
によりECBの預金ファシリティ金利は0.75％となる。7月の会合ではECBは0.5％の利上げを行い、政策金利
はマイナス0.5％から0％となった。ECBの預金ファシリティ金利が0％を超えるのは約10年ぶりのこととな
る。 
・米労働省は9月3日までの1週間の新規失業保険申請件数を発表。8月の週平均申請件数は24万1500件と、
今年これまでに過去最低水準を記録した後、上昇を続けている。 
 
9月9日（金） 
・スーパーマーケットチェーン大手のクローガー＜KR＞が2023年度第2四半期の決算発表。 
・ファッションブランドのコーチとケートスペードの親会社、タペストリー＜TPR＞がニューヨークの本
社で投資家向け説明会を開催。長期戦略的取り組みについて説明を行い、業績予想のアップデートを行う。 
・FRBが、第2四半期の家計金融資産を発表。家計部門の純資産と負債額を示す。第1四半期の家計部門の
純資産は5440億ドル減少して、合計149兆3000億ドルとなった。これは2020年第1四半期以来初の減少であ
る。第2四半期にはS&P500指数が16%を超える下落となったため、さらに減少することが予想される。 



2022年9月13日（火）収録予定 







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   9月8日(木) 



ナスダック100上位銘柄株価   9月8日(木) 



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 9月8日(木) 



本格採用前→「バロンズ」ラウンドテーブル他 
 9月8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 
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過去1年 
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過去3カ月 


