
過去の10月相場は
目先下向きだが？ 

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」 
https://www.kawataamekabu.com/ 

2022年10月7日（金)現地10月6日（木） 

チャンネル
登録！ 

資料ダウン
ロード可！ 
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特別番外編：大公開 
2005年からのパフォーマンス 
※正式な記録ではい、手元の備忘録 

 
投資対象、投資手法の変遷 
 

その時々に思ったこと、感じたこと 
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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10月17日（月）12:00～12:45 

10月10日（月）はお休み 



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！ 



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？ 

→（済）10/5  野林「半導体製造装置関連銘柄の購入検討」 
→10/12 藤井「IFA法人の研究」 
→10/19 大倉「マーケットアップデート」 
→10/27 緒方「保険と証券」 
 



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 
→10/8 藤井 
→10/15小手森 
→10/22 緒方 
→10/29 ピスタチオ 
→11/5 奥田 



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） 
１０月19日11月2日、16日 
12月7日、21日  
 
  
日経CNBC 
10月6日（木）大倉電話インタビュー 
10月27日（木）川田電話インタビュー 
 
 
 
 
 
 
 

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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マーケット概況 
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米国株式市場＝下落、ＦＲＢ積極利上げで景気後退懸念強まる 
 
９月雇用統計の発表を明日に控え、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の積極的金利引き上げが景気後退に
つながるとの懸念が強まった。 
 
この日発表された新規失業保険申請件数が予想以上に増加したことを受け、ＦＲＢが引き締めペース
を緩めるとの期待が高まり、市場には一時安心感が広がった。 
 
一方、米シカゴ地区連銀のエバンス総裁はこの日、インフレ指標は失望的で、ＦＲＢは年末までに合
計１．２５％ポイントの利上げを行う可能性があるとの見方を示した。 
 
この日の下げにもかかわらず、株価は３日と４日に大幅上昇しており、株価主要３指数は週間ベース
では上昇する見通し。 
 
エネルギー株は１．８％高。 
 
原油価格は、３週間ぶり高値となった。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）とロシアなど非加盟産油国で構
成する「ＯＰＥＣプラス」が５日の閣僚級会合で、１１月から日量２００万バレルの減産を実施する
ことで合意したことが材料視された。 



20 

－13.1% 

+11.1% 

－20.8%  

+17.4% 

－14.7%  

S&P500指数 2022年年初来 
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9月26日月曜日の取引終了時点で、ナスダック100の銘柄
のうち、200日移動平均線を上回っていた銘柄は全体のわ
ずか12％で、50日移動平均線を上回っていたのは4％だけ 
 
弱気相場であっても一時的に仕切り直しになることはあ
る 
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S&P50010月月中パフォーマンス（1983～2021年） 
 

1983～2020年：0.82％ 
直近10年：1.26％ 

変
化
率 
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S&P50010月月中パフォーマンス（1983～2020） 

年初来下落（8年）：1.69％ 
年初来上昇10％未満（16年）：1.55% 
年初来上昇10％以上（15年）：－0.41％ 

変
化
率 
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S&P500指数 四半期パフォーマンス3期連続でマイナス。
２００９年以来 
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米住宅ローン金利が７週連続上昇、16年ぶり高
水準の6.75％ 
2022年10月5日 22:13 JST 
米住宅ローン金利は７週連続で上昇し、16年ぶ
り高水準となった。全米抵当貸付銀行協会（Ｍ
ＢＡ）の５日発表によると、30年物固定金利は
6.75％と、前週から0.25ポイント近く上がった。 
 
  住宅ローン申請指数は前週比で14％超のマ
イナスと、新型コロナウイルス禍の最悪期以来
の大きな落ち込み。 
 
住宅ローン金利は過去７週間で計1.30ポイント
上昇。米金融当局がインフレとの闘いを強める
中、借り入れコストが急激に上昇している状況
が浮き彫りとなっている。 
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ゴールドマン・サックス証券は、メタ・プラットフォームズについて 
 
決算シーズンに向けてのデジタル広告の重要銘柄であり、現在の株価には
有望な機会がある。 
 
アナリストのEric Sheridan 
「推奨銘柄の観点では、現在のレベルからMETA株のリスクとリターンの歪
みの点で最も大きな断絶。①マクロ経済の変動、②パンデミックの再開、
③Appleのプライバシーに関する逆風、④短編ビデオのミックスシフトに
関する逆風が緩和し始め、設備投資の緩和と前期の収益成長改善への比較
的バランスのとれたアプローチに会社内で再び焦点が当てられるだろう」
水曜日に顧客向けのメモ 
 
目標株価は200ドルで月曜日の終値から最大44%上昇。 



10年債—2年債金利 
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２年国債利回りは８．６ｂｐ（ベーシスポイント）上昇し４．１８０％。１０年債利回りは５．４ｂｐ上昇の３．７６１％。前日には１０年
債利回りは２５． 



米国10年国債金利 
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米労働省が６日に発表した１０月１日までの１週間の新規失業保険申請件数（季節
調整済み）が前週比２万９０００件増の２１万９０００件→序盤の米債利回りは一
時低下した。ただ、９月後半にハリケーン「フィオナ」の被害に見舞われたプエル
トリコでの申請件数の急増が一因だった。 
 
市場の関心は９月の雇用統計にシフト。 
１０年債利回りは５．９ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の３．８１８％。 
２・１０年債の利回り格差はマイナス４２．５ｂｐ。９月２２日にはマイナス５７．
８５ｂｐを付けていた。 ２年債利回りは９．１ｂｐ上昇の４．２４１％。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年物は２．３４６％。前日は２．３１９％だっ
た。１０年物は２．２１５％。 
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前日引け後、ｱﾄﾗﾝﾀ連銀のﾎﾞｽﾃｨｯｸ総裁 
FRB が来年にも利下げを開始するとの憶測を否
定。 
 
9 時過ぎ、ﾐﾈｱﾎﾟﾘｽ連銀のｶｼｭｶﾘ総裁 
利上げｻｲｸﾙを休止するのは遠い先になると発言。 
 
14 時頃、ｼｶｺﾞ連銀のｴﾊﾞﾝｽ総裁 
今後も更なる利上げが必要と発言。 
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ウォラーＦＲＢ理事、来年初めにかけて追加利上げを予想 
2022年10月7日 
 
米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のウォラー理事は６日、
2023年初めにかけて利上げを継続し、金融市場に動揺があ
ってもインフレとの闘いを引き続き最優先事項とする必要
があるとの認識を示した。 
 
ウォラー理事はケンタッキー大学で講演。事前に準備した
講演テキストで「金融政策の重点をインフレとの闘いに置
く必要がある」と述べ、「われわれは金融安定の懸念に対
処する手段を整えており、この目的で金融政策に期待すべ
きではない」と付け加えた。 
 
同理事はさらに、「来年初めにかけて追加利上げを予想す
る。引き締めの適切なペースを判断するためデータを注意
深く見守っていく」とした。。 
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物価 
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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、10月5
日に2.7％となり、10月3日の2.3％から上昇。 
 
米国国勢調査局、米国経済分析局、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の伸
びと第3四半期の実質民間総投資額の伸びの
ナウキャストは、それぞれ0.7％と-4.1％か
ら1.1％と-3.6％に、第3四半期の実質GDP成
長に対する純輸出の寄与度のナウキャスト
は2.21％ポイントから2.24％ポイントに上
昇しました。 
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原油先物は６日、約１％上昇し、３週間ぶり高値を更新。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）とロ
シアなど非加盟産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」による日量２００万バレルの減産合意
が引き続き材料視された。 
 
北海ブレント先物の清算値は１．０５ドル（１．１％）高の１バレル＝９４．４２ドル。米
ＷＴＩ先物は０．６９ドル（０．８％）高の８８．４５ドル。 
 
ゴールドマン・サックスはＯＰＥＣプラスの決定を受け、２２年の原油価格の予想を９９ド
ルから１０４ドルに、２３年の予想を１０８ドルから１１０ドルに引き上げた。 
 
一方、サウジアラビアのアブドルアジズ・エネルギー相は、実際の減産幅は日量約１００万
─１１０万バレルにとどまるとの見方を示した。サウジは約５０万バレルの減産を行う。 
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米天然ガス、2カ月ぶり安値 鉄道スト回避で需要減観
測 
 
もともと在庫は増えやすいが市場予想以上だった。 
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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 
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S&P500指数 セクターのウエイティング 
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S&P500指数 情報技術セクターのウエイティング 

10年前と同様、テクノロジーセクターが圧倒的。現在、指数に
占める割合が2桁のセクターは次の2つだけです。消費者関連
（11.4%）と金融（11.1%）。 
「ハイテク」を詳しく見てみると、そのウェイトのほとんどは、
「工業」、「機械」、「化学」に集中している。この部門に属
する75銘柄のうちのうち、1%以上のウエイトを持つ銘柄は19社 
マイクロソフト（MSFT）とアップル（AAPL）だけで、このセク
ターのウェイトの半分近く（47.5%） 
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世界株価18％上昇へ、23年末までに 景気減速リスクは存在＝シティ 
 
世界の株式が２０２３年末までに約１８％上昇すると予想。株式は今年、各国中銀による一連の利上げ
や景気後退懸念によって売り込まれているため、値ごろ感が増す可能性があるという見方を示した。し
かし、景気減速を巡る「かなりのリスク」が存在するとも指摘した。 
 
シティは、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル（ＭＳＣＩ）世界株指数の２３年
末の目標水準を７８０ポイントとした。同指数は９月３０日に６７９を付けた。 
 
シティのストラテジスト、ロバート・バックランド氏は、グロース株などが売りを浴び、ＭＳＣＩ世界
グロース指数の株価収益率（ＰＥ）が３１倍から１９倍に低下したと指摘。その上で「ＰＥはほぼ底打
ちした可能性がある」とし、バリュエーションの魅力が増しているように見えるという見方を示した。 
 
米国株が最も割高で、英国株と新興国株が最も割安とも指摘した。 
 
シティは米国株の投資判断を「オーバーウエート」で維持。ドル高が米株の相対的パフォーマンスを引
き続き押し上げると指摘した。新興国株は「ニュートラル」、英国株は「オーバーウエート」とした。 
 
英株については「英経済は問題を抱えているが、７０％程度の海外エクスポージャーや割安なバリュエ
ーションが株式市場へのダメージを抑制するだろう」と述べている。%） 
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■ 今週の予定 
10月3日（月） 
・ゲノム解析技術のリーダーであるイルミナ＜ILMN＞が2022年度投資家向け説明会を開催。 
・米サプライ管理協会（ISM）が9月の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
52.3と、8月からほぼ横ばい。同指数は2022年4月から8月まで5カ月連続で、累計25ポイント近く低下。こ
れは製造業の原材料費の減少を示しているが、コスト低減が近い将来消費者に還元され、インフレ圧力が
いくらか緩和されることが期待される。 
・米国勢調査局が8月の建設支出統計を発表。建設支出総額は季節調整済み年率換算で前月比0.15％減の1
兆7600億ドルとなる見通し。 
 
10月4日（火） 
・電力持ち株会社のアメリカン・エレクトリック・パワー＜AEP＞がニューヨークでアナリスト向け説明
会を開催。 
・電力大手デューク・エナジー＜DUK＞は、同社のクリーンエネルギーへの移行についてバーチャルでプ
レゼンテーションを行う。また、リン・グッドCEOをはじめとする経営陣が長期経営戦略やその他の取り
組みについてアップデートを行う。 
・玩具メーカーのハスブロ＜HAS＞が2022年度投資家向け説明会を開催。 
・米労働省労働統計局（BLS）が求人離職統計（JOLTS）を発表。予想では8月末時点の求人件数は1120万
人で、7月とほぼ同じ。求人件数は失業数のほぼ2倍で推移を続けており、米連邦準備制度理事会（FRB）
のパウエル議長は「労働市場の需給バランスは改善される必要がある」と強調している。 
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10月5日（水） 
・給与計算代行のオートマティック・データ・プロセッシング＜ADP＞ が9月の非農業部門米民間就業者
数を発表。エコノミスト予想は前月比20万人増（8月は13万2000人増）。就業者数の伸びは2021年の急増
ペースと比べて減速している。 
・冷凍食品メーカー持ち株会社ラム・ウェストン・ホールディングス＜LW＞が2023年度第1四半期四半期
決算を発表。 
・会員制量販店チェーンのコストコ・ホールセール＜COST＞が9月の売り上げデータを発表。 
・米サプライ管理協会（ISM）が9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
56と、7月から約1ポイント低下。 
 
10月6日（木） 
・食品メーカーのコナグラ・ブランズ＜CAG＞、酒類大手コンステレーション・ブランズ＜STZ＞、調味料
大手のマコーミック＜MKC＞、が決算コンファレンスコールを開催。 
・米労働省は10月1日までの週の新規失業保険申請件数を発表。9月の週平均申請件数は20万7000件と、数
十年ぶりの最低水準を記録した3月よりは高いが、直近の3カ月と比べるとかなりの低水準。ここ1年半に
わたり人材確保に苦戦してきた企業は、ホリデーシーズンが近づきつつある中で従業員の維持に努めると
みられる。 
 
10月7日（金） 
・米労働省労働統計局（BLS）が9月の雇用統計を発表。非農業部門就業者数は前月比25万人増の予想（8
月は31万5000人増）。失業率の予想は横ばいの3.7％。 
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2022年10月 11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   10月6日(木) 



ナスダック100上位銘柄株価   10月6日(木) 



ポートフォリオ個別銘柄の変化率（%） 10月6日(木) 



本格採用前→「バロンズ」ラウンドテーブル他 
 10月6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 


